
専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

　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

誌名著者題名 初（始）頁～終頁巻

初（始）頁～終頁著者／編者題目／書名

大阪産業大学　非常勤講師（器械運動Ⅰ、Ⅱ） 2014年4月～2015年3月

マット、跳び箱、鉄棒を中心に、学校体育で行われている基本技
の技術の再確認、及び、指導法を実践を通じて学ぶ。

小中学校の教員を対象に、マット運動を中心に、学校体育で行わ
れている基本技の技術の再確認、及び、指導法を実践を通じて学
ぶ。

器械運動Ⅰでは、マット、とび箱、鉄棒の技を系統性に沿って授
業を展開。技の習得と指導法について学ぶ。器械運動Ⅱでは器械
運動Ⅰを更に発展させた内容を実施。

2009年度～2012年度、2017年度

2016年8月

2003年4月～

2003年4月～

＜体育学部（男子）＞器械運動Ⅰ（通年）…基礎技から授業で目
指す技まで段階的に指導を行い授業を展開している。Ipadを活用
するなど、学生が積極的に取り組めるよう工夫している。

＜体育学部＞スポーツ教育学演習Ⅰ・Ⅱ･･･学生とコミュニケー
ションを大切に、質疑応答を交え授業を展開している。各自が課
題を設定し、卒業研究レポートが作成を目指している。

主に器械運動（マット、とび箱、鉄棒）の技を系統性に沿って授
業を展開。技の習得と指導法について学ぶ。

主に体操競技を中心に、自己が興味を内容を積極的に取り組む。
卒業研究レポートの作成を行う。

田原　宏晃
大学院における研究
指導担当資格の有無

無

概　　　　　　　　　　要年月日（期間）教育実践上の主な業績

体育学部 講師

Ⅰ　教育活動

＜体育学部＞授業研究ⅠA･･･学生は指導案を作成し、その指導案
に沿って模擬授業を行う。授業時間外で指導案作りの指導を行
い、授業後、全体で振り返りを行っている。模擬授業を通じて教
員として素地の獲得を目指している。

2003年4月～
オムニバス形式で行われ、担当する器械運動で模擬授業を行って
いる。学校体育の器械運動の指導について学ぶ。

＜体育学部（男女）＞器械運動Ⅱ（通年）･･･器械運動Ⅰで習得し
た技をさらに発展させ、発展技への挑戦、習得を目指す。また、
教員という視点から実際の指導現場で役立てられる指導法の獲得
を目指している。

2011年4月～
器械運動Ⅰを発展させ、より難しい技に挑戦し自己の能力を高め
るとともに、指導法について学ぶ。また、模擬授業も行い、学校
体育の器械運動の指導について学ぶ。

＜健康福祉学部(男子）＞器械運動（通年）…基礎技から授業で目
指す技まで段階的に指導を行い授業を展開している。Ipadを活用
するなど、学生が積極的に取り組めるよう工夫している。

2012年4月～2015年3月
主に器械運動（マット、とび箱、鉄棒）の技を系統性に沿って授
業を展開。技の習得と指導法について学ぶ。

原著論文（審査機関を有する学術誌に掲載の論文に限る。学会抄録等は含めない。）

発行年月

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

著書（共著・分担執筆）

発行年月発行所 発行地

＜体育学部＞スポーツ技術・戦術論･･･パワーポイントを使用し、
質疑応答などを行いながらよりわかりやすい授業になるよう工夫
している。

2008年9月～
オムニバス形式で行われ、担当する体操競技では、体操競技・器
械運動の技の技術や戦術をはじめ歴史などにも学び、体操競技・
器械運動をより深く学ぶ。

＜教育学部（男子）＞体育実技（器械運動Ⅰ）（半期）…基礎技
から授業で目指す技まで段階的に指導を行い授業を展開してい
る。Ipadを活用するなど、学生が積極的に取り組めるよう工夫し
ている。

2016年4月～
主に器械運動（マット、とび箱、鉄棒）の技を系統性に沿って授
業を展開。技の習得と指導法について学ぶ。

＜教育学部（女子）＞体育実技（器械運動Ⅰ）（半期）…基礎技
から授業で目指す技まで段階的に指導を行い授業を展開してい
る。Ipadを活用するなど、学生が積極的に取り組めるよう工夫し
ている。

2016年4月～
主に器械運動（マット、とび箱、鉄棒、平均台）の技を系統性に
沿って授業を展開。技の習得と指導法について学ぶ。

＜教育学部（男女）＞応用実技（器械運動Ⅱ）（半期）…器械運
動Ⅰで習得した技をさらに発展させ、発展技への挑戦、習得を目
指す。また、教員という視点から実際の指導現場で役立てられる
指導法の獲得を目指している。

2016年4月～
マット、とび箱、鉄棒を中心に、器械運動Ⅰを発展させ、より難
しい技に挑戦し自己の能力を高めるとともに、指導法について学
ぶ。

「学生による授業評価」を実施 2003年5月～
実施対象となっている器械運動では、毎年、良い評価を受けてい
る。

高石市夏季研修会　講師（平成26年度授業スキル・アップ研修会
（器械運動））

2014年8月
小中学校の教員を対象に、マット運動を中心に、学校体育で行わ
れている基本技の技術の再確認、及び、指導法を実践を通じて学
ぶ。

高石市実技講習会　講師（器械運動の系統的な指導法～跳び箱運
動～）

2017年8月
小中学校の教員を対象に、跳び箱を中心に、学校体育で行われて
いる基本技の技術の再確認、及び、指導法を実践を通じて学ぶ。

大阪YMCA　講師（2015年度　YMCA体育・体操事業　ディレクター
研修会）

2015年4月
マット、跳び箱を中心に、学校体育で行われている基本技の技術
の再確認、及び、指導法を実践を通じて学ぶ。

教員免許状更新講習　講師（器械運動の授業づくり）

大阪市西区　器械運動講習会



区分

選択 選択

部 40 人

①

回 日

①

②

②

平成24年4月～ 大阪体操協会　公認コーチ

平成15年4月～ 体操競技男子1種審判員

平成29年4月～ 体操競技女子3種審判員

兵庫県立総合体育館

0

2013年4月20日～21日 和歌山県立体育館第55回関西学生体操選手権大会　体操競技の部

第63回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部 2013年6月21～23日 スカイホール豊田

第67回全日本体操競技個人選手権大会 2013年5月11日～12日 代々木第一体育館

第67回全日本学生体操競技選手権大会 2013年8月30日～9月1日 北九州市立総合体育館

第45回関西学生体操新人選手権大会兼平成25年度関西学生体操交
流大会

2013年11月9日～10日

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

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

Ⅴ　クラブ活動の指導業績

３．部員数部長（2010年10月～）、女子監督（2016年10月～）２．役職

委員会活動

平成25年4月～平成29年3月 競技力向上委員会

平成27年4月～平成29年3月

Ⅳ　管理活動

期　　　　間 内　　　　　　　容

体育学部教務委員会

特別プロジェクト活動

平成25年4月～平成27年3月 体育学部学生委員会

５．合宿指導 年間合宿回数： 0 延べ日数：

１．指導クラブ名 体操競技　女子

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

Ⅲ　加入学会および社会における活動

期　　　　間 内　　　　　　　容

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

⇒

選択 選択

特許

国

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

総説

題名 著者 誌名 巻 初（始）頁～終頁 発行年月

社会的活動

平成23年4月～ 全日本学生体操連盟　顧問

平成20年11月～ 関西学生体操連盟　顧問

加入学会

平成21年4月～ 大阪体操協会　審判委員

選択

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）期間代表・分担の別題目種類区分

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



北九州市立総合体育館

2015年8月18日～22日 第69回全日本学生体操競技選手権大会 1部　団体8位　種目別8位
リージョンプラザ上越　インド
アスタジアム

2015年11月7日～8日
第47回関西学生体操新人選手権大会兼平成27年度関西学生体操交
流大会

個人10位　種目別2位 兵庫県立総合体育館

第49回関西学生体操新人選手権大会　セノーチャレンジカップ　
第１回関西学生体操大会

2017年11月11日～12日 鯖江市総合体育館

2013年11月9日～10日
第45回関西学生体操新人選手権大会兼平成25年度関西学生体操交
流大会

個人優勝　種目別優勝　他 兵庫県立総合体育館

2015年4月18日～19日 第57回関西学生体操選手権大会　体操競技の部 団体2位　個人優勝　他 広島県立総合体育館小アリーナ

2014年8月18日～22日 第68回全日本学生体操競技選手権大会 1部　団体4位 山口県スポーツ文化センター

2013年8月30日～9月1日

2013年6月21～23日

第67回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部 2017年5月12～14日 和歌山県立体育館

第59回関西学生体操選手権大会　体操競技の部 2017年4月22日～23日
岡山県立総合グラウンド体育館
（ジップアリーナ岡山）

第71回全日本学生体操競技選手権大会 2017年8月6日～10日 富山市総合体育館

第48回関西学生体操新人選手権大会兼平成28年度関西学生体操交
流大会

2016年11月5日～6日 兵庫県立総合体育館

第69回全日本体操競技団体選手権大会 2015年11月28日～29日 代々木第一体育館

第58回関西学生体操選手権大会　体操競技の部 2016年4月23日～24日
ウインク体育館（姫路市立中央
体育館）

第66回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部 2016年5月13～15日 富山市総合体育館

第47回関西学生体操新人選手権大会兼平成27年度関西学生体操交
流大会

2015年11月7日～8日 兵庫県立総合体育館

第69回全日本体操競技個人選手権大会 2015年4月24日～26日 代々木第一体育館

第70回全日本学生体操競技選手権大会 2016年8月17日～21日 サンドーム福井

第57回関西学生体操選手権大会　体操競技の部 2015年4月18日～19日 広島県立総合体育館小アリーナ

第65回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部 2015年5月29～31日 北九州市立総合体育館

第69回全日本学生体操競技選手権大会 2015年8月18日～22日
リージョンプラザ上越　インド
アスタジアム

鳥取県立米子産業体育館

第68回全日本学生体操競技選手権大会 2014年8月18日～22日 山口県スポーツ文化センター

第46回関西学生体操新人選手権大会兼平成26年度関西学生体操交
流大会

2014年11月4日～5日
岡山県立総合グラウンド桃太郎
アリーナ

第68回全日本体操競技団体選手権大会 2014年11月1日～2日 代々木第一体育館

2014年5月23～25日 第64回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部
団体3位　個人9位　種目別2位　
他

鳥取県立米子産業体育館

2013年4月20日～21日 第55回関西学生体操選手権大会　体操競技の部
団体2位　個人2位　種目別優勝　
他

和歌山県立体育館

2013年6月29日～30日 第67回全日本体操種目別選手権 平均台　予選1位　決勝7位 東京体育館

2014年4月30日～5月1日 第56回関西学生体操選手権大会　体操競技の部
団体2位　個人5位　種目別優勝　
他

兵庫県立総合体育館

第68回全日本体操競技個人選手権大会 2014年5月9日～11日

第66回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部
団体3位　個人6位　種目別3位　
他

富山市総合体育館

第67回全日本学生体操競技選手権大会
1部　団体3位　個人3位　種目別
優勝　他

北九州市立総合体育館

第46回関西学生体操新人選手権大会兼平成26年度関西学生体操交
流大会

岡山県立総合グラウンド桃太郎
アリーナ

第58回関西学生体操選手権大会　体操競技の部 団体2位　個人3位　他
ウインク体育館（姫路市立中央
体育館）

第63回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部
団体3位　個人優勝　種目別優勝　
他

スカイホール豊田

成　　績

団体9位

第56回関西学生体操選手権大会　体操競技の部 2014年4月30日～5月1日 兵庫県立総合体育館

代々木第一体育館

第64回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部 2014年5月23～25日

2013年11月2日～3日

場　　所

第67回全日本体操競技団体選手権大会 2013年11月2日～3日 代々木第一体育館

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。）

大　会　名開　催　期　間

第67回全日本体操種目別選手権 2013年6月29日～30日 東京体育館

第52回NHK杯体操 2013年6月8日～9日 代々木第一体育館

第67回全日本体操競技団体選手権大会 代々木第一体育館

第70回全日本学生体操競技選手権大会 1部　団体10位 サンドーム福井

2016年5月13～15日

2016年8月17日～21日

2014年11月4日～5日

2016年4月23日～24日

2015年5月29～31日 第65回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部 団体3位　個人3位　他



2017年4月22日～23日 第59回関西学生体操選手権大会　体操競技の部 団体2位　個人2位　他
岡山県立総合グラウンド体育館
（ジップアリーナ岡山）

2017年5月12～14日 第67回西日本学生体操選手権大会　体操競技の部 団体4位　個人7位　種目別4位 和歌山県立体育館

2017年8月6日～10日 第71回全日本学生体操競技選手権大会 2部　団体2位　個人3位　他 富山市総合体育館

永年勤労15年表彰

2017年11月11日～12日

Ⅵ　賞罰（職務に関する賞罰）

年　　月 受賞等機関名 内　　容 備　　考

2017年11月15日 学校法人浪商学園

第49回関西学生体操新人選手権大会　セノーチャレンジカップ　
第１回関西学生体操大会

鯖江市総合体育館

第48回関西学生体操新人選手権大会兼平成28年度関西学生体操交
流大会

個人優勝　他 兵庫県立総合体育館2016年11月5日～6日

個人3位他


