
専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

令和２年３月

　１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

　２　作成した教科書、教材、参考書

　３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

　４　その他教育活動上特記すべき事項

639頁～649頁

巻

Vol61

46巻

剣道加の経験年数と左右脚のアキレス腱
の形態と力学的特性について

◎牧野 晃宗，岩崎 正徳， 国正
陽子，久野 峻幸，佐野 加奈
絵，村元 辰寛，村上 雷太，神
﨑 浩，小田 俊明，石川 昌紀

体育学研究

大阪体育大学紀要

小学生から大学生の男性剣道愛好家にお
ける踵骨骨密度の実態把握

◎北村優弥、神﨑浩 関西武道学研究 第29巻１号

近世剣術における精神性に関する一考察
◎村上雷多　酒井利信　軽米克
尊　神﨑　浩

身体運動文化研究 47巻 13頁～36頁

題名 発行年月

特色あるプロジェクト「競技力向上を目
指したスポーツ実践とスポーツ医・科学
の融合」に関する活動報告

◎成相美紀　他

初（始）頁～終頁

143頁～157頁 平成26年1月

174
INTRODUZIONE　ALLA
PRATICA　PONCHIROLI

KENDO HIROSHI KANZAKI ITALY 2010年11月

剣道昇段審査合格の秘訣 剣道時代編集部 397 体育とスポーツ出版社 東京都 2011年10月

神﨑　浩
大学院における研究
指導担当資格の有無

有

概　　　　　　　　　　要年月日（期間）教育実践上の主な業績

体育学部 教授

Ⅰ　教育活動

平成25年度～今日に至る

平成26年度～今日に至る

剣道実技での1級認定制度

剣道Ⅱにおける無段者への初段受験制度

通年授業で銃は受講生の希望により1級の認定を行う制度を導入し
た。これにより受講生の到達目標が明確になるとともに教員希望
者には将来的に初段受験の足がかりとなる効果が出た。

受講を希望する無段者は初段受験を希望する場合が多く、剣道経
験者にこの授業の特性である指導法の実習として初段合格を目標
とした取り組みを行った。結果として毎年数名の初段受験を試み
全員合格させている。

剣道の応用技術（対人的技能）の基本技稽古法（DVD)

学校における武道指導者講習会講師

第56回全国学校体育研究大会和歌山大会における指導助言者

平成２０年刊行の「剣道指導要領」（全日本剣道連盟）にある応
用動作（対人的技能）を平成１５年６月の制定された「木刀によ
る剣道基本技稽古法」の稽古形式をもとにアレンジしたものであ
る。木刀による稽古から竹刀、防具剣道へと展開することを目的
として、大阪体育大学の剣道授業で考案したもの

大阪府教育委員会における府内の中学校と件体育教員および市町
村教育委員会担当者に向けた「剣道の安全な授業作り」の講演を
行った。

指導助言者として研究授業のアドバイスを行うとともに講演を
行った

令和２年

平成28年11月24日

平成29年11月9,10日

強くなるドリルシリーズ③　剣道 東京都

平成28年9月

Ⅱ　研究活動

著書（単著）

発行年月発行地発行所書名 総頁数著者

大阪体育大学体育学部編基礎から学ぶ体育・スポーツの科学 372 大修館書店 東京都

2007年4月ベースボールマガジン社 東京都183神﨑浩（単著）技を極める剣道

2007年4月

ベースボールマガジン社

剣道上達大辞典　「剣道　攻めの極意」

2007年12月

平成28年3月

インターンシップ実習における「メン
ター指針」作成に向けての意識調査

◎村上なおみ　他 大阪体育大学紀要 47巻 129頁～142頁 平成28年3月

インターンシップ実習における「メン
ター指針」作成に向けての意識調査

◎村上なおみ　他 大阪体育大学紀要 48巻 129頁～143頁 平成28年4月

剣道を知る事典 日本武道学会剣道分科会編 297 東京堂出版　 東京都 2009年5月

97共著

2004

2005

2011

2012

共著 113 ベースボールマガジン社 東京都 2007年3月

誌名著者

大阪体育大学紀要

大阪体育大学紀要

第12巻1号

36

42

43

51-60

23‐30

111-119

柔道の国際化に関する一考察

　　～オリンピックに見られる「一本
勝」率の推移から見て～

平野亮策，松田基子，神﨑　浩 大阪体育大学紀要 33 19-27 2002

剣道選手の対峙場面における心理的作用
機序に関する実験的研究

剣道の正面打ち動作に関する動作学的研
究
　～剣先速度に及ぼす動作要因～

柔道畳の衛生状態に関する調査
　　～白癬菌と大腸菌の発生状況～

剣道面打撃時の竹刀に加わる力について
の研究

～圧力測定用フィルムプレスケールを用
いた測定～

神﨑　浩，荒木　雅信

神﨑　浩，伊藤　章

平野亮策，村元辰寛，神﨑　浩

山口　幸一,神﨑　浩

大阪武道学研究

大阪体育大学紀要



区分

Ⅲ　加入学会および社会における活動

期　　　　間 内　　　　　　　容

日本武道学会（平成14年～平成7年　評議委員）昭和58年4月～現在に至る

日本スポーツ整復療法学会

社会的活動

加入学会

平成29年4月～現在に至る

平成28年4月～現在に至る 身体運動文化学会

平成12年3月18･19日 和歌山県運動部活動指導者研修会講師　和歌山県教育委員会

平成11年11月23日 大阪市立汎愛高等学校武道科授業　武道指導講習会講師

平成12年10月8日 文科省認定地域スポーツ指導者資格更新義務講習会講師　全日本空手道連盟

平成58年4月～現在に至る 関西武道学会（平成26年～現在に至る　理事）

特許

国発明者／出願人特許名称 出願日／出願番号 公開番号 公告・特許番号
取得した場合

⇒

発行年月

区分

題名

学会発表（「国際学会」、「国内学会（一般演題、シンポジウム、課題研究、講演等」、「研究会」等区分を記入）

誌名著者 初（始）頁～終頁巻

年月 発表者名場所学会名 演題名

巻 初（始）頁～終頁

総説

題名 著者 誌名

平成29年11月国内(一般演題) 日本スポーツ整復療法学会
河上俊和　神﨑浩　村上
雷多　滝瀬定文

明治東洋医学院専門学校
剣道競技が若年男性の全身骨密度に及ぼ
す影響

代表・分担の別題目種類区分

国内(一般演題) 平成30年10月 日本スポーツ整復療法学会
メカニカルストレスが踵骨密度に与える
効果の検証

東京海洋大品川キャンパ
ス

河上俊和　神﨑浩　村上
雷多　滝瀬定文

科学研究費等の取得状況

科学研究費／その他の助成金／外部資金

助成額（期間内の総額）期間

国内(一般演題) 平成25年9月 日本武道学会
中学校剣道授業による生徒の意識変化に
関する研究

筑波大学
鈴木貴也　山口幸一　神
﨑浩

その他　（「症例報告」、「実践報告」、「研究ノート」等区分を記入）

発行年月

国内(一般演題)
平成21年8月
24・25日

剣道の床状態の違いが打突動作に及ぼす
影響について

日本武道学会 大阪大学 神﨑浩

剣道選手の対峙場面における心理的作用
の特徴

筑波大学 神﨑浩日本武道学会
平成13年9月8･9
日

国内(一般演題)

国内(一般演題)
平成16年8月27･
28日

日本武道学会

国内(一般演題) 平成25年10月 日本武道学会
剣道の正面打突に伴う圧力センサーを用
いた手のうちの研究

筑波大学
松本一記　山口幸一　神
﨑浩

国内(一般演題) 平成25年11月 日本トレーニング科学会
スポーツ競技の違いによる腓腹筋
stiffness特性

岩崎正徳　他

剣道の正面打ち動作に関する動作学的研
究

香川大学 神﨑浩

平成12年11月9･10日

平成13年3月8日

平成13年7月14日

平成13年6月1～16日

平成13年11月23日

島根県中・高等学校種目別指導者講習会（剣道）講師　島根県教育委員会

冬の成人大学講座（武道とBUDO、スポーツとしての武道を考える）講師　大阪市教育委員会

三県都市対抗剣道大会　第40回記念講習会講師　西頚城剣道連盟

アフリカ地区およびトルコ共和国への剣道使節団講師　全日本剣道連盟

香川大学青少年剣道研修会講師　香川大学

平成14年7月21日 文科省認定地域スポーツ指導者資格更新義務講習会講師　全日本空手道連盟

平成15年12月20日

平成16年2月9日

広島市「武道講話･武道講習会」講師　広島市運動部活動地域連携実践事業連絡協議会（文科相委託事業）

学校支援社会人等指導者運動部活動外部指導者第2回研修会講師　大阪府教育委員会教育振興室保健体育科

平成16年3月10日 中四国学生剣道リーダーゼミナール講師　中四国学生剣道連盟

平成16年7月25日

平成16年12月15日

平成17年7月18日

文科省認定地域スポーツ指導者資格更新義務講習会講師　全日本空手道連盟

宮崎県少年競技力向上緊急対策事業〈剣道競技〉講師　宮崎県教育委員会他

文科省認定地域スポーツ指導者資格更新義務講習会講師　全日本空手道連盟

平成17年11月6日 香川大学青少年剣道研修会講師　香川大学



部 65 人

①

回 日

①

②

①

大阪学生剣道選手権大会

期　　間大　会　名９．年間の引率公式大会名

７．クラブの教育及び部員の学習への取り組み ①積極的に取組んでいる　②ある程度取組んでいる　③あまり取組んでいない　④全く取組んでいない

20

4月下旬 大阪市

平成28年5月～現在に至る

６．クラブの競技力向上への取り組み ①積極的に取組んでいる　②ある程度取組んでいる　③あまり取組んでいない　④全く取組んでいない

大阪学校剣道連盟　理事長

平成24年4月～平成30年10月 福井国体剣道少年強化アドバイザー

Ⅴ　クラブ活動の指導業績

３．部員数総監督２．役職

委員会活動

平成25年4月～平成28年3月 スポーツ教育学科長

平成28年4月～令和３年３月

Ⅳ　管理活動

平成30年４月～令和３年３月 スポーツ局担当学長補佐

５．合宿指導 年間合宿回数： 3 延べ日数：

１．指導クラブ名 剣道

① ほほ毎日　　② 週３日　　③ 週１日　　④ 現場指導はしていないが、計画や内容の指導　　⑤ 全く関与していない４．現場指導の頻度

平成27年4月～現在に至る 栃木国体女子強化アドバイザリーコーチ

平成25年4月～平成26年10月 和歌山国体剣道少年強化アドバイザー

平成24年～現在に至る 全国剣道指導者講習会講師

令和3年2月14日 イタリア剣道連盟審判講習会（オンライン）講師

期　　　　間 内　　　　　　　容

教学部長

競技力向上を目指したスポーツ実践とスポーツ医・科学の融合

特別プロジェクト活動

①積極的に取組んでいる　②ある程度取組んでいる　③あまり取組んでいない　④全く取組んでいない８．部員の就職指導への取り組み

場　　所

平成18年3月12日

平成18年6月18日

平成19年10月6日

平成19年11月30日

平成19年9月～平成21年8月

徳島学生剣道講習会　徳島県学生剣道連盟

文科省認定地域スポーツ指導者資格更新義務講習会講師　全日本空手道連盟

高槻市生涯スポーツ指導者養成講座講師　高槻市教育委員会

高槻市生涯スポーツ指導者養成講座講師　高槻市教育委員会

学校体育における武道(剣道)指導者研修会　福岡県体育研究所

第14回世界剣道選手権大会　女子監督　全日本剣道連盟

平成18年7月22日

平成26年9月13日～14日 全国剣道指導者研修会　第1回北海道ブロック講師

平成23年2月26日～27日 岩手県中体連主催　第18回岩手県中学校剣道練成大会　講師

平成23年～平成24年

平成24年1月20日～22日

平成24年2月25・26日

全日本剣道連盟普及員会・学校教育部会委員

平成25年10月13日～14日

平成26年2月22日～23日

平成26年8月13～14日

全国剣道指導者研修会　第2回四国ブロック講師

全国剣道指導者研修会　第2回九州ブロック講師

兵庫県(姫路市)地域社会剣道指導者研修会　講師

第85回　全日本剣道連盟　社会体育指導員剣道（初級）および日本体育協会指導員(剣道)養成講習会　講師

鳥取県競技力向上対策事業ジュニア期一貫指導体制事業講習会　鳥取県剣道連盟

平成24年3月9日～11日 第16回　全日本剣道連盟　社会体育指導員剣道（上級）養成講習会　講師

平成20年12月7日

平成20年度～平成22年度

平成21年6月13日

平成22年12月10日～12日

平成22年12月18日～19日

新潟県高等学校指導者講習会　新潟県高等学校体育連盟

OSPAスポーツ大学　講師　大阪市教育委員会

高槻市生涯スポーツリーダー育成講習会　講師

第80回　全日本剣道連盟　社会体育指導員剣道（初級）および日本体育協会指導員(剣道)養成講習会　講師

全日本剣道連盟主催　第23回　剣道講師要員(試合・審判)研修会　講習生



全日本女子学生剣道優勝大会 3位 春日井市

平成25年5月 関西学生剣道選手権大会 優勝 大阪市

平成25年5月 関西女子学生剣道選手権大会 優勝、2位 大阪市

平成25年5月

大阪市または東京都

場　　所成　　績

関西学生剣道選手権大会 3位 大阪市

大　会　名開　催　期　間

大阪市

大阪市

10月下旬

大阪市

福岡市

大阪市または東京都

大阪市

大阪市

大阪市

西日本学生剣道大会 優勝 福岡市

平成25年7月 全日本学生剣道選手権大会 3位

平成25年7月 全日本女子学生剣道選手権大会 2位 大阪市

平成25年11月

平成26年5月

平成26年7月 全日本学生剣道選手権大会 東京都

平成26年5月 関西女子学生剣道選手権大会 優勝、3位 大阪市

平成26年6月 西日本学生剣道大会 2位 福岡市

大阪市平成26年9月

平成26年11月 全日本女子学生剣道優勝大会 3位 春日井市

平成27年5月 関西女子学生剣道選手権大会 優勝 大阪市

大阪市

平成28年5月 関西学生剣道選手権大会 2位 大阪市

大阪市

平成27年6月 西日本学生剣道大会 2位 福岡市

平成27年7月 西日本女子学生剣道大会 2位 福岡市

平成27年9月 関西学生剣道優勝大会 2位 大阪市

福岡市

平成28年5月 関西女子学生剣道選手権大会 3位

平成29年5月 関西学生剣道選手権大会 優勝 大阪市

平成28年10月 全日本学生剣道優勝大会 優勝 大阪市

平成28年9月 関西学生剣道優勝大会 優勝 大阪市

平成28年9月 関西女子学生剣道優勝大会 優勝 大阪市

5月上旬

5月下旬

7月上旬

9月上旬

9月下旬

11月上旬

11月中旬

平成28年6月 西日本学生剣道大会 3位

平成27年9月 関西女子学生剣道優勝大会 3位

関西学生剣道優勝大会 2位

3位

１０．クラブ戦績　（全日本選手権８位以上、関西選手権４位以上、関西１部リーグ３位以上の団体・個人の戦績を記入して下さい。）

関西学生剣道選手権大会

西日本学生剣道優勝大会

全日本学生剣道選手権大会

大阪学生剣道優勝大会

関西学生剣道優勝大会

関西学生剣道新人大会

大阪学生剣道新人大会

全日本学生剣道優勝大会

全日本女子学生剣道優勝大会

平成30年7月 全日本女子学生剣道選手権大会 ベスト8 日本武道館

平成29年6月 西日本学生剣道大会 3位 福岡市

平成29年9月 関西学生剣道優勝大会 優勝 大阪市

全日本学生オープン剣道大会平成30年12月 ベスト8 広島市

平成30年11月 全日本女子学生剣道優勝大会 ベスト16 春日井市

春日井市

6月中旬

平成30年10月 全日本学生剣道優勝大会 ベスト8 大阪市

平成30年5月 西日本学生剣道大会 優勝 福岡市



第54回和歌山県スポーツ優秀指導者賞

Ⅵ　賞罰（職務に関する賞罰）

年　　月 受賞等機関名 内　　容 備　　考

平成27年3月 和歌山県

令和元年12月 全日本学生オープン剣道大会 ベスト8 仙台市

令和元年9月 関西学生剣道優勝大会 優勝 大阪市

令和元年9月 関西女子学生剣道優勝大会 準優勝 大阪市

令和２年 新型コロナウイルス感染症のため前大会中止

平成22年11月1日 文部科学省
文部科学大臣スポーツ功労者顕彰及び国際競技大会優秀者表彰受
賞


