
年月日

2013年10月23日

2022年3月20日

2022年3月19日

2022年3月13日

2022年3月1日

2021年9月12日

2021年8月2日

2021年6月19日

2021年5月31日

2021年3月28日

2020年12月26日

2020年11月23日

2020年8月22日

2020年2月22日

2020年2月8日

2019年11月30日

2019年9月31日

2019年8月10/11日

2019年7月8日

2019年6月27日

2019年3月16日

2018年12月10日

2018年10月29日

2018年7月1日

2018年6月28日

2018年5月7日

2018年2月5日

(5)埼玉県バスケットボール協会：研修会 「リフレッシュ研修会・2021年度 2回目」講師

(6)関東学生バスケットボール連盟：講習会 コロナ対策(ZOOM)講習会・小テスト実施 参加

(7)埼玉県バスケットボール協会：研修会 「リフレッシュ研修会・2021年度 1回目」講師

(8)関東学生バスケットボール連盟：研修会 コロナ対策下での大会運営研修会(オンライン) 参加

研究のキーワード

(1)埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認C級コーチ講習会」講師

(2)埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認D級コーチ講習会」講師

(3)埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認C級コーチ講習会」講師

(4)関東学生バスケットボール連盟：研修会 コロナ対策下での大会運営研修会(オンライン) 参加

学位

コーチング、フェアプレイ、コミュニティ、ボランティア、ホスピタリティ

研究分野

体育学士スポーツ科学、フィットネス、地域研究、社会学

教育研究業績書

2022年 5月 1日

氏名　　        加 藤　三 彦

事項 概 要

１　教育方法の実践例

 ためには、チェックシートの活用が有効であることを

３　教育上の能力に関する大学等の評価

　 本学において、文理高校2年SAクラスの生徒に実際に

 講義(コーチング論)に参加していただき、自己向上の　 受講体験、シートによる自己向上方法体験

 成し、先生方及び参加生徒に配布、実施した。

(1)高校生が参加した本学講義(コーチング論)の

４　実務の経験を有する者についての特記事項

　　　　　　教育上の能力に関する事項

 教授。(PDCAサイクル・自己向上チェックシート)を作

２　作成した教科書，教材

(1)特になし

【講義・講習会・講演会・研修会】について

○埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認講習会」講師

～チーム作りについて～

○埼玉県バスケットボール協会：講習会 バスケットボール指導者協議会「解散式」講師

○(株)ミヤマホーム：研修会 「社内外研修会特別講演会」講師

～セルフマネジメントとセルフコーチング～

○埼玉県高等学校体育連盟：講習会 運動部活動指導者講習会：(バスケットボール競技)

○埼玉県高等学校体育連盟：講習会 運動部活動指導者講習会：(バスケットボール競技)

○埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認講習会」講師

○埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認講習会」講師

○埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認講習会」講師

○社会教育講座：さやま市民大学：講義 健康づくりサポーター養成コース：講義、演習

○ゼビオホールディングス(株)：研修会 ダイバーシティプロジェクト、女性マイスター研修

(9)日本文化出版主催：オンラインコーチセミ
ナー

「月バス・第8回オンライン・コーチセミナー」講師

(12)埼玉県バスケットボール協会：研修会 「リフレッシュ研修会」講師

(11)日本バスケットボール協会：研修会 「コーチデベロッパー研修会(オンライン)」に参加

(10)埼玉県バスケットボール協会：研修会 「リフレッシュ研修会」講師

～国体チームをモデルにした練習法～

○社会教育講座：さやま市民大学：講義 健康づくりサポーター養成コース：講義、演習

○埼玉県立川越初雁高等学校：運動部講演会 「運動部活動講演会」講師　～自己向上のために～

○日本バスケットボール協会：研修会 公認コーチデベロッパー研修会 (味の素トレセン)

○埼玉県本庄市立本庄南中学校：講演会 「ふれあい講演会」講師　～自己向上のために～



2018年1月27日

2017年9月11日

2017年7月10日

2017年7月8日

2017年6月29日

2017年3月15日

2017年1月23日

2016年6月27日

2016年6月23日

2016年5月21日

2016年4月25日

2016年1月31日

2015年12月11日

2015年7月9日

2014年12月15日

2014年7月10日

2014年2月7日

2014年1月31日

2013年11月22日

2013年11月1日

2013年7月18日

2013年7月14日

2013年2月28日

2012年9月21日

2012年7月26日

2012年7月20日

2012年2月26日

2012年2月24日

2012年2月8日

2012年1月29日

2011年12月9日

2011年11月23日

2011年10月20日

2011年7月11日

2010年12月10日

2010年11月14日

2010年9月30日

2010年9月13日

2010年8月28/29日

2010年7月4日

2010年4月1日～

2019年3月31日

2010年4月1日～

(現在に至る)

2021年3月28日

2020年1月2日

2019年12月28日

2019年12月21/22日

　スポーツ指導者協議会の講師派遣

(1)日本文化出版主催：オンラインコーチセミ
ナー

「月バス・第8回オンライン・コーチセミナー」実施

※日本バスケットボール協会が主催する

○積水ハウス北関東営業本部：記念講演会 「コーチング技法の必要性」講演会講師

○埼玉県昌平高等学校：講演会

※埼玉県バスケットボール協会が主催する

○社会教育講座：狭山げんき大学：講義 健康づくりサポーター養成コースでの講義、演習

○NPO法人スクエアステップ協会：講習会 「指導員養成講習会」参加、資格取得

○埼玉県立蕨高等学校：特別セミナー

「運動部活動者に必要な心構え」講演会講師

　「スポーツリーダーバンク登録者研修会」

「社内外研修会特別講演会」講師

○社会教育講座：狭山ロータリークラブ

○狭山市教育委員会：研修会

○社会教育講座：狭山市民大学：講義

○（株）ミヤマホーム：研修会

卓話「スポーツボランティアについて」講師

○西武学園医学技術専門学校：講義 「特別講義」講師

健康づくりサポーター養成コース：講義、演習

○栃木県那須地区学校体育連盟：講演会 「体育指導者の心構え」特別講演会講師

○福島県「会津エンジン05」研修会

　

公認コーチ資格取得者に対しての講義、指導

・カテゴリー別の講義内容、指導内容の検討、対応

公認コーチ資格取得希望者に対しての講義、指導

【実技指導・クリニック】について

「中高年者の運動プログラム」研修会に参加○日本体育協会:運動プログラム研修会

「コーチングとは」講演会講師

・リフレッシュ研修会の開催

「これからの指導者に求められるもの」講演講師

　公認コーチ養成講習会の講師派遣

「運動部活動者に必要な心構え」講演会講師

○社会教育講座：(仮称)狭山元気大学：講義 健康づくりサポーター養成コースでの講義、演習

○栃木県下野市立南河内中学校：講演会 「立志式・記念特別講演会」講演講師

～ティーチングとコーチングについて～

○埼玉県バスケットボール協会：講習会

○社会教育講座：狭山市民大学：講義

「特別講義」講師

○埼玉県体育協会： 「これからの指導者に求められること」講演講師

「体力向上研究委員会研修会」講師

○北海道札幌清田高等学校：講演会 「創立40周年記念講演会」講師

～自己向上のための10のキーワード～

○社会教育講座：狭山げんき大学：研修会

○群馬県バスケットボール協会：講習会

○埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認講習会」講師

○埼玉県熊谷市立大原中学校：講演会 「ふれあい講演会」講師　～自己向上のために～

○社会教育講座：狭山市民大学：講義

健康づくりサポーター養成コース：講義、演習

○積水ハウス(株)神奈川営業本部：講演会 記念講演会　講師　～ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとｺｰﾁﾝｸﾞ～

「地域コミュニティ創造塾」公開講座 第２講 講師

○埼玉県バスケット指導者協議会：講習会 公認コーチ資格更新「義務研修会」講師

「スポーツボランティア養成講座②」講師○社会教育講座：狭山市民大学：講義

○社会教育講座：狭山市民大学：講義

健康づくりサポーター養成コース：講義、演習

「スポーツボランティア養成講座①」講師

健康づくりサポーター養成コースでの講義、演習

○入間地区スポーツ推進委員会：講習会 「スポーツ推進委員研究大会」講演会講師

○西武学園医学技術専門学校：講義 「特別講義」講師

○社会教育講座：狭山げんき大学：講義 健康づくりサポーター養成コースでの講義、演習

○埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校：講演会 「進路講演会」講師　～自己向上に必要なこと～

○社会教育講座：狭山げんき大学：講義

○西武学園医学技術専門学校：講義

青空研修会「新春研修会」講師

健康づくりサポーター養成コース：講義、演習

○埼玉県高体連ソフトボール専門部：講演会 「指導者の心構え」特別講演会講師

○福島県「会津エンジン06」研修会

公認コーチ資格取得「JBA公認講習会」講師

～セルフマネジメントとセルフコーチング～

公認コーチ資格取得「JBA公認講習会」講師

○社会教育講座：狭山市民大学：講義

(4)文理高校主催：強化特別：クリニック 文理高レギュラーに特別講師帯同クリニック

(3)文理高校主催：強化キャンプ：クリニック キャンプ参加者を対象にクリニックの実施

(2)宇都宮工高主催：強化特別：クリニック 宇工レギュラーを対象に特別講師帯同クリニック

○埼玉県バスケットボール協会：講習会 公認コーチ資格取得「JBA公認講習会」講師

○埼玉県昌平高等学校：講演会 「運動部活動の危機管理」講演会講師

○社会教育講座：さやま市民大学：講義



2019年3月30日

2019年1月19日

2018年12月28日

2018年8月12日

2018年7月1日

2018年3月28日

2018年1月27日

2017年10月29日

2017年7月～

～2020年3月

2017年7月15日

2017年6月15日

2017年3月25日

2016年11月19日

2016年8月6日

2016年7月30日

2016年6月18日

2016年5月21日

2016年2月21日

2015年8月8日

2014年10月25日

2014年8月3日

2014年6月29日

2014年5月11日

2014年3月8日

2013年12月15日

2013年7月14日

2013年7月6/7日

2012年8月15日

2012年12月8/9日

2012年8月9/10日

2011年8月～

(現在に至る)

2011年8月4/5日

2011年7月～

(現在に至る)

2011年3月～

(現在に至る)

2011年2月27日

2011年1月～

(現在に至る)

2010年12月1日

(現在に至る)

2010年11月27日

2010年11月23日

2010年11月16日

2010年10月8/9日

2010年9月24日

2010年9月21日

2010年8月8日

2010年7月4日

※コロナ対策として、2020年1月から休講中

(5)宇都宮工高主催：強化キャンプ：クリニック キャンプ参加者を対象にクリニックの実施

●埼玉県バスケットボール協会：実技講習会 ・更新研修として指導法の講習会を実施

●文理高校主催：強化キャンプ：クリニック ・キャンプ参加者を対象にクリニックの実施

●埼玉県高等学校体育連盟：講習会 ・運動部活動指導者講習会(バスケットボール競技)

　～国体チームをモデルにした練習法～

●埼玉県スポーツ指導者協議会：実技研修会

●埼玉県白岡高等学校：クリニック

・ミニバスケット部員男女にクリニックの実施

・中体連バスケットボール専門部主催クリニック実施

・資格更新研修として指導法の講習会を実施

・バスケット部員を対象にクリニックの実施

●宮崎県高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ専門部：実技講習会

・トップアスリート育成事業：クリニックを実施

●埼玉県スポーツ指導者協議会：実技研修会

●秩父ミニバスケット協議会：クリニック

・指導者対象のバスケットボール指導講習会の開催

・中、高校生を対象にバスケクリニックの実施

・バスケットボール技術講習会の開催

●文理高校主催：強化キャンプ：クリニック ・キャンプ参加者を対象にクリニックの実施

・中、高校生を対象にバスケクリニックの実施

・資格更新研修として指導法の講習会を実施

●埼玉県高体連ﾊﾞｽｹｯﾄ専門部：指導者講習会

●埼玉県白岡高等学校：クリニック

●群馬県富岡市バスケット協会：実技講習会

・ミニバスケット部員男女にクリニックの実施

・バスケット部員を対象にクリニックの実施

・バスケット部員を対象にクリニックの実施

・bjリーグ委託事業：高校生にクリニックを実施

・秋キャンプ参加15校にバスケクリニックの実施

※宇都宮工業高等学校ニューイヤーキャンプ

　クラブ支援スポーツボランティア育成の一環

※川越市ジュニアバスケットボールアカデミー

　クラブ支援スポーツボランティア育成の一環

●文理高校主催：強化キャンプ：クリニック ・キャンプ参加者を対象にクリニックの実施

●埼玉県バスケットボール協会：実技講習会 ・更新研修として指導法の講習会を実施

●埼玉県バスケットボール協会：実技講習会 ・更新研修として指導法の講習会を実施

●宮崎県高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ専門部：実技講習会

・キャンプスタッフとしてクリニックを実施

・キャンプスタッフとしてクリニックを実施

・U-18近畿ブロックエンデバーで技術講習会を実施

・キャンプスタッフとしてクリニックを実施

・バスケット部員を対象にクリニックの実施

●埼玉県昌平高等学校：クリニック

●長野県信州大学付属小学校：クリニック

●埼玉県昌平高等学校：クリニック

●岡山県高体連：クリニック

・キャンプ参加者を対象にクリニックの実施

●西部地区５高校：合同クリニック

・ミニバスケット部員男女にクリニックの実施

●福島県福島商業高等学校：クリニック

●群馬県バスケットボール協会：実技講習会

●秩父ミニバスケット協議会：クリニック

●栃木県宇都宮工業高等学校：クリニック

・小、中、高校生を対象にバスケクリニックの実施

●宮崎県高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ専門部：実技講習会

※西武文理高等学校サマーキャンプ

※西武文理高等学校ウインターキャンプ

●福島県「会津エンジン05」：クリニック

・バスケット部員を対象に合同クリニックの実施

・バスケットボール教室を開講

・トップアスリート育成事業：クリニックを実施

●日本バスケット協会：ECS派遣（滋賀県）

※宇都宮工業高等学校スプリングキャンプ

・キャンプスタッフとしてクリニックを実施

・トップアスリート育成事業：クリニックを実施

※ふぁいぶる狭山スポーツクラブ：指導

●宮崎県宮崎工業高等学校：クリニック

●埼玉県白岡高等学校：クリニック ・中、高校生を対象にバスケクリニックの実施

●西武文理高等学校：クリニック ・バスケット部員を対象にクリニックの実施

●埼玉県スポーツ指導者協議会：実技研修会 ・資格更新研修として指導法の講習会を実施

●西武文理高等学校：クリニック ・バスケット部員を対象にクリニックの実施

●西部地区５高校：合同クリニック ・バスケット部員を対象に合同クリニックの実施

●埼玉県白岡高等学校：クリニック ・中、高校生を対象にバスケクリニックの実施

●埼玉県バスケットボール協会：実技講習会 ・更新研修として指導法の講習会を実施

●宇都宮工高主催：強化キャンプ：クリニック ・キャンプ参加者を対象にクリニックの実施

●文理高校主催：強化キャンプ：クリニック

・バスケットボール教室を開講



2010年7月3日

2010年8月～

(現在に至る)

2021年度

2020年度

2019年度

2018年度

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度

2011年4月1日～

(現在に至る)

年月日

2020年4月1日

2011年12月1日

2004年10月1日

2004年4月1日

1985年3月28日

1985年3月28日

1981年3月10日

2005年4月～

～2008年3月

1996年10月24日

1996年10月25日

2020年4月～

(現在に至る)

2016年4月～

～2020年3月

2011年4月～

～2016年3月

2008年4月～

～2010年3月

1990年4月～

事項 概 要

【教員としての活動】について

文科省、(財)日本学校体育研究連合会等が主催

３　実務の経験を有する者についての特記事項

・国体強化対策責任者（バスケットボール）

(3)埼玉県バスケットボール協会： 県バスケットボール協会強化委員を兼任

　  業務執行理事（強化育成担当）

(1)特になし

種別：バスケットボール上級コーチ

・シンポジストとして参加、発表

・５部リーグ（大宮エリア）ランキング119位

　 （所属）関東学生バスケットボール連盟

　　　　　　職務上の実績に関する事項

(4)日本バスケットボール協会コーチ資格 ランク：JBA 公認 A級コーチ

２　特許等

認定：NPO法人スクエアステップ協会

〇地域貢献としてバスケットボール教室開催

登録番号：503377473

●埼玉県高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ専門部：実技講習会

(3)日本体育協会公認スポーツ指導者資格

１　資格，免許

(2)スクエアステップ指導員資格

【指導者としての活動】について

(2)全国学校体育研究大会

　

(1)秋田県総合センター：研修講座 教育センター研修講座講師

・教育専門監として、県内各学校へ派遣講師

(5)秋田県バスケットボール協会：技術委員長

(2)一般社団法人 埼玉県バスケットボール協会

(4)プロフェッショナルコーチ リンク栃木ブレックス ヘッドコーチ (JBL)

埼玉県スポーツリーダーバンク登録者

　　指導者育成委員長

登録番号：112A0129360

認定番号：000674

・指導者養成責任者（バスケットボール）

高二普(保健体育)第1319号：茨城県教育委員会

５　その他

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動 ・４部リーグ（Bブロック）ランキング38位

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動

中一普(保健体育)第1287号：茨城県教育委員会

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動

・３部リーグ　ランキング32位

秋田県公安委員会

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動

※指定強化部男子バスケットボール部の活動

・４部リーグ（Cブロック）ランキング35位

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動

・４部リーグ（Dブロック）ランキング46位

・３部リーグ　ランキング27位

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動 ・３部リーグ　ランキング35位

　 スペシャルクリニック

・バスケットボール技術講習会の開催

　BUNRI-BEARS との合同練習会の実施

・指定強化部男子バスケットボール部が企画

　 中学校教諭一級普通免許状(保健体育)

(5)高等学校教諭二級普通免許状(保健体育)

〇オープンキャンパスでクリニック開催

※コロナ対策として、2020年度・2021年度は中止

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動 ・３部リーグ　ランキング28位

※西武文理大学：オープンキャンパス

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動 ・３部リーグ　ランキング30位

(6)自動車（普通）運転免許証

・国体チームの強化責任者を務める

bjリーグアカデミーテクニカルアドバイザー

秋田県スポーツ振興審議会委員兼任

　  理事（指導者養成担当）

(1)日本バスケットボール協会コーチ資格 ランク：JBA 公認 コーチデベロッパー

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動 ・３部リーグ　ランキング30位

(1)一般社団法人 埼玉県バスケットボール協会 日本バスケットボール協会 コーチデベロッパー

〇バスケットボール部監督

・５部リーグ（大宮エリア）ランキング65位〇指定強化部男子バスケットボール部の活動

〇指定強化部男子バスケットボール部の活動



～2008年3月

1995年1月～

～2000年12月

1990年4月～

～2008年3月

　　(全国優勝25回)

1987年4月～

～1990年3月

　　(全国優勝5回)

2018年4月12日

2008年3月29日

2007年2月15日

2002年7月26日

2002年7月26日

著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

(1) 前進力 単 著 2015年 ・2013年1月に刊行された単行本

   -自分と組織を 10月1日  「努力が結果につながらない人に

    強くする73のヒント- 　 気づいてほしいこと」を再編集し、

   加筆訂正を加え改題したものである。

(2)「努力が結果に 単 著 2013年 1)間違っているかもしれない自分に気づく

　　 つながらない人に 1月20日 2)自分を見つめ心を鍛える

　　気づいてほしいこと」 3)自分自身の器を磨く

4)目標までの最短コースを歩く

5)組織(チーム)として強くなる方法

株式会社　新潮社

(4)「人間力大賞」(グランプリ)

　　　　　　研究業績等に関する事項

(1)「選手育成指導者表彰」 ：公益財団法人日本バスケットボール協会

　会長　　三屋 裕子

・2007年：インターハイ、国体(秋田)、優勝

　＊ 3月：台湾遠征(国体強化)

・1988年：高校選抜大会、国体(京都)、

　　　　　ウインターカップ　優勝　(3冠)

　＊記録： 3年連続3冠、全国大会10連勝

・2000年：インターハイ、優勝

・2004年：ウインターカップ、優勝

・1996年：インターハイ、国体(広島)、

　　　　　ウインターカップ　優勝　(3冠)

・国体開催を契機としスポーツ振興策(案)作成

・1998年：世界ジュニア選手権(14位)

【受賞歴】について

(3)「優秀教員表彰」 ：文部科学大臣　　伊吹 文明

４　その他

　  バスケットボール部監督

　  高体連バスケットボール専門部：強化委員長

(7)秋田県立能代工業高等学校：

(6)全日本ジュニア(18歳以下)

 (平成18年度文部科学大臣優秀教員表彰 1820060号)

(2)「感謝状」 ：秋田県教育委員会

(8)秋田県立能代工業高等学校：

　　「TOYP倶楽部会長特別賞」 ：会長　　橋本 聖子

　  バスケットボール部アシスタントコーチ

・18年間に渡り、国体少年男子監督を務める

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

・1996年：世界ジュニア選手権アジア予選(3位)

：社団法人日本青年会議所 (JC)

株式会社　新潮社

　　アシスタントコーチ

・1990年：ウインターカップ、優勝

・1991年：インターハイ、国体(石川)、

　　　　　ウインターカップ　優勝　(3冠)

・1993年：インターハイ、優勝

・1994年：インターハイ、優勝

・1995年：インターハイ、ウインターカップ優勝

・2001年：インターハイ、ウインターカップ優勝

・2003年：インターハイ、ウインターカップ優勝

・1997年：インターハイ、国体(大阪)、

　　　　　ウインターカップ　優勝　(3冠)

　＊ 6月：スペインジュニアクラブ招待大会(3位)

・1998年：インターハイ、国体(神奈川)、

　　　　　ウインターカップ　優勝

　＊12月：アメリカ(ケンタッキー大学)遠征

・1989年：インターハイ、国体(北海道)、優勝

　＊ 9月：ドイツ・BG Royal-Cup 出場



（学術論文）

(1)特になし

（その他）

(1)学科共同研究 　共 著 2022年3月

第4章 健康サービス学におけるホスピタリティ教育の方向性

4-2　スポーツ分野におけるホスピタリティ教育の方向性（担当）

（報告書：P43～P49）

(2)学科共同研究 　共 著 2021年3月 大学で「健康福祉マネジメント学」を学ぶ意義

第4章「健康福祉マネジメント学」とは何か

4-3 スポーツ分野におけるマネジメント（担当）

（報告書：P72～P75）

西武文理大学

健康福祉マネジメント学科

テーマ：健康福祉分野における
　　　　ホスピタリティ教育モデルを求めて

健康福祉マネジメント学科

西武文理大学


