
■教員情報

身体教育学，発育発達学，体育学

スポーツ実習A、スポーツ実習B、生涯スポーツ論、保育内容「健康」、保育内容「健康」

の指導法、基礎ゼミナール、卒業研究Ⅰ、卒業研究Ⅱ、卒業研究Ⅲ、卒業研究Ⅳ

－

【研究テーマ】

身体教育、青少年の骨強度、体力・運動能力、子どもの健康

【研究業績】

主要論文

■Masashi WATANABE, Masaru KAGA, Mutsumi MATSUEDA, Kayo TAKAHASHI: The

effect of sports activity on tibial bone strength in junior high school students.

International Journal of Sport and Health Science 5, 116-121, 2007.

■渡部昌史，加賀勝，高橋香代：スポーツ活動時間の違いが中学生男子スポーツ選手の脛

骨骨強度獲得過程に与える影響. 学校保健研究，49(3)，180-186，2007.

■渡部昌史，梶谷信之，山口立雄： 発育期の運動が脛骨骨強度に及ぼす影響‐中学生剣道

部員と非運動部員の比較‐．運動・健康教育研究，18(1)，12-16，2010.

■Masashi WATANABE, Masaru KAGA：Relationships between Physique and Bone

Strength of Tibia in Junior High School Soccer Players. Human Performance

Measurement 7, 7-13, 2010.

■渡部昌史：中学生サッカー選手の脛骨骨強度の縦断的変化．運動・健康教育研究，

21(1)，16-21，2013.

■渡部昌史, 加賀勝：幼児期の歩行動作における経年変化と左右差. 乳幼児教育学研究，

14，1-7，2005.

■渡部昌史，梶谷信之：幼児期の女児における体力・運動能力について‐15年間の年次推

移‐．幼少児健康教育研究，17(1)，7-16，2011.

■Masashi WATANABE, Nobuyuki KAJITANI, Tatsuo YAMAGUCHI  and Masaru KAGA：

Relationships between the changes of physical fitness and motor ability and playing in

kindergarten children - Study on children in “A” kindergarten in Okayama prefecture -．

Human Performance Measurement 6, 10-16，2009. (再掲：体育測定評価研究9，47-53，

2009)

■渡部昌史，古田康生，後藤大輔，他2名：幼児期に運動遊びに取り組んだ小学生女児の生

活習慣の変化．幼児体育学研究，9(1)，27-34，2017.

■渡部昌史，渡邊祐三，後藤大輔，他2名：園において一斉指導と選択による運動遊びを実

施した幼児の運動能力の縦断的変化．幼児体育学研究，10(1),3-12，2018.

■渡部昌史，矢嶋裕樹：女子学生の日常の身体活動量と体力・運動能力との関連．新見公

立大学紀要40，19-22，2019.
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URL

身体教育学、発育発達、スポーツ指導、健康

■学会関連

1) 日本体育・スポーツ・健康学会 岡山地域 理事 2009-

2) 日本幼児体育学会第5回大会実行委員 2009

3) 日本幼児体育学会第9回大会実行委員長 2013

4) 日本乳幼児教育学会第28回大会実行委員 2018

5) 日本幼児体育学会理事 2021-

■講師関連

1) 岡山県陸上競技講習会(岡山陸上競技協会)陸上競技普及練習会コーチ 2007.

2) 第１回セムラスポーツ杯フットサル大会

   副実行委員長(第1回大会2007年，第3回大会2011年)

   実行委員長(第2回大会2009年)

3) 平成20年度岡山県生涯学習大学講座講師 2008.

4) 地域スポーツ人材の活用実践支援事(岡山県教育委員会)外部指導者「陸上競技」

　  ・新見市立上市小学校，派遣回数10回 2008

　　・新見市立上市小学校，派遣回数5回 2010.

5) 倉敷市立短期大学スキー研修　講師 2010,2012.

6) 新見市ジュニア陸上クラブ指導者 2010－2019

7) 平成22年度岡山県生涯学習大学講座講師　2010.

8)「つくる」プログラムスポーツ活動奨励事業 (岡山県教育委員会主催，

　　担当岡山　県環境文化部スポーツ振興課)スポーツ活動奨励事業スポーツ教室

　「陸上運動」指導者　2011－現在に至る

　・新見市立本郷小学校

　・新見市立上市小学校

　・赤磐市立石相小学校

　・瀬戸内市立美和小学校

　・新見市立草間台小学校

　・真庭市立月田小学校

　・矢掛町立美川小学校

　・新見市立千屋小学校

　・高梁市立宇治小学校

　・真庭市立美甘小学校

9) 学校支援ボランティア外部指導者(陸上競技)体育科での陸上運動の基礎指導

　 指導者　2011ー

   ・新見市立本郷小学校

   ・新見市立上市小学校

   ・新見市立新見南小学校

   ・新見市立西方小学校，

10) 社会福祉法人橘会御南保育園 講演会 講師　2014.

11) 社会福祉法人立正会たちばな上中野保育園　講演会 講師　2014.

12) 新見市大佐中学校外部コーチ(陸上競技)　2014.

13) 社会福祉法人橘会御南保育園　体力テスト指導者　2014.

14) 第38回全国青年保育者会議岡山大会 第8分科会講師　2016.

15) 岡山県笠岡市保育協議会保育研究部会 講師　2016-2019.

16) 岡山県矢掛町立美川幼稚園 運動遊び講師　2016.

17) 岡山県笠岡市保育協議会講演会 講師　2017.

18) 岡山県真庭市保育協議会保育研究部会 助言者2017-2018.

19) 在宅難病患者・家族の集い 運動指導 2018.

20) 新見市立西方小学校校内研修会 講師 2020.

21) 新見市スポーツ推進委員(新見市教育委員会) 2019-
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