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1 昭和58年4月 犀書房

2 昭和59年8月 学習研究社

3 昭和62年6月 大修館書店

4 平成元年5月 共栄出版

5 平成2年4月 犀書房

6 平成3年8月 ＮＨＫブックス

7 平成3年9月 大修館書店

8
平成11年3月
平成19年3月

（補正版）
犀書房

9 平成24年6月 国際理解教育学会編明石書店

10 平成26年6月 共栄出版

11 平成28年2月 聖学院大学出版会

12 令和2年2月 日本フィットネス協会

1 昭和52年3月
『東京教育大学体育学部研究紀要』
第16号

2 昭和53年3月 筑波大学大学院体育研究科

3 昭和54年2月
『法政大学短期大学部研究年報』
第13号

4 昭和57年2月
『法政大学短期大学部研究年報』
第16号

5 昭和59年5月
日本学校保健学会誌『学校保健研究』
第26巻第5号

静岡産業大学　磐田キャンパス　教授

和田　雅史
わだ　まさふみ

職位 専任教授

取得学位 医学博士（平成2年3月）昭和大学

著書

大学保健

研究テーマ
・健康教育課程研究
・子どもの健康

所属学会
日本学校保健学会、日本体育学会、日本国際理解教育学会、日本教育保健学会、
American School Health Association、日本公衆衛生学会、日本健康教育学会

最終学歴 筑波大学大学院体育研究科健康教育学（修士課程）修了

専門分野 学校保健学、健康教育学、保健科教育学

主な担当科目 学校保健Ⅰ、 学校保健Ⅱ、教育方法・技術、健康情報学、ヘルスプロモーション概論、専門演習

教育・研究内容

・保健教育内容の選択構成原理
・学校保健学の領域構成論

子どもの健康と学校保健

授業書方式による保健の授業

現代人のための保健体育

新版大学保健

帰国生のいる教室

子どもが見た世界の体育授業

ヘルスプロモーションの理念

現代国際理解教育事典

保健科教師の資質（査読付）

現代学校保健学

健康科学 - ヘルスプロモーション概論

健康科学ヘルスプロモーション

学術論文

保健体育学的見地による僻地地区診断 －その4－（査読付）

消費者保健教育に関する考察（修士論文）（査読付）

消費者保健教育に関する研究（査読付）

学校保健学的見地より見た海外帰国生教育に関する研究（査読付）
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6 昭和61年11月
日本学校保健学会学会誌『学校保健研究』
第28巻､第11号

7 昭和61年12月
日本学校保健学会学会誌『学校保健研究』
第28巻11号、第28巻12号

8 平成2年1月 中央大学『体育研究』第24号

9 平成2年6月 昭和大学

10 平成2年10月 『昭和大学医学会誌』第50巻第5号

11 平成4年12月 『聖学院大学論叢』第5巻第3号

12 平成8年3月
『日本教育保健研究会年報』
第3号 大空社

13 平成10年3月
『日本教育保健研究会年報』
第5号 大空社

14 平成14年2月 中央大学『体育研究』第36号

15 平成15年3月 『日本教育保健研究会年報』第9号

16 平成16年3月 『日本教育保健研究会年報』第10号

17 平成17年3月 『日本教育保健研究会年報』第11号

18 平成19年3月 中央大学『体育研究』第41号

19 平成24年3月 中央大学『体育研究』第46号

20 平成25年10月 『聖学院大学論叢』第26巻第1号

21 平成26年10月 『聖学院大学論叢』第27巻第1号

22 平成27年3月 『聖学院大学総合研究所紀要』第24巻

23 平成28年10月 『聖学院大学論叢』第29巻第1号

24 平成29年2月 中央大学『体育研究』第50号

25 平成29年3月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第1巻第1号

26 平成29年3月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第1巻第1号

27 平成29年4月
聖学院大学総合研究所『教材研究』
第26巻第2号

28 平成29年10月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第2巻第1号

29 平成29年10月 『聖学院大学論叢』第30巻第1号

30 平成29年12月
『大東文化大学教職課程センター紀要』
第2号

31 平成30年1月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第2巻第2号

32 平成30年12月
静岡産業大学論叢『スポーツと人間』
第3巻第1号

33 平成31年3月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第3巻第2号

34 平成31年3月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第3巻第2号

35 令和２年2月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第4巻第１号

36 令和3年1月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第5巻第１号

高等学校新学習指導要領「科目保健」の教育内容についての研究（査読付）

確かな学力の向上のための2002アピール「学びのすすめ」 について（査読付）

アメリカ合衆国　National Health Education Standards に関する研究
（査読付）

アメリカの保健教の現状
～School Health in America 6 edition の報告を中心にして～（査読付）

健康評価を活用した保健学習の取り組みとその効果
－中学生・高校生に関して－（査読付）

American School Health AssociationがCOVID-19を学校保健学観点
からどのように情報発信しているかについて

学校保健学における領域と構造に関する研究

保健科教育受講学生におけるヘルスプロモーションのとらえ方

保健体育科教育実習生の実態調査－公立学校と私立学校の違い及び教育実習生
の苦楽に与える要因の分析－（査読付）

学校健康教育における HEALTH  LITERACY について（査読付）

日本と中国の児童のライフスタイルと健康に関する一考察

科学的保健認識の育成を目指す学校健康教育内容の研究

日本学校保健学会共同研究 「保健教育」（査読付）

Acomparative study of the growth and deveropment of returning
student and general student
（海外帰国生徒と一般生徒の発育発達に関する比較研究）（査読付）

学校カウンセリング組織構築のための提言（査読付）

高校生・大学生のボディーイメージについて（査読付）

大学生のボディーイメージと痩身願望について（査読付）

中学校新学習指導要領保健体育科[保健分野]の検討（査読付）

健康評価を活用した保健学習の取り組みとその効果－大学生に関して－（査読付）

T大学Sキャンパス体育会クラブ所属学生の貧血傾向とライフスタイルに関する
基礎的研究（査読付）

教具などを用いた投動作の学習が投能力向上及び、身体動作に与える影響に
ついての基礎的研究（査読付）

中高保健科教育におけるアクテイブ・ラーニングを活用した授業実践

GPS機器を活用した大学男子サッカー選手のポジション特性に関する基礎的研究
（査読付）

ヒト眼輪筋の筋線維構成について（博士論文）（査読付）

ラット舌骨筋群筋線維構成の比較解剖学的研究（査読付）

保健科教育におけるヘルスプロモーションの理念について

中高保健科教育内容に関する研究

中高保健科教育実践演習について（査読付）

Anatomic research on the pathological observation of orbi-cularis
oculi muscles
（眼輪筋線維の病理学的所見による解剖学的研究）

Research on educational health as witnessed in chinese IP
（中国IP運動にみる教育保健学的研究）（査読付）

 National Health Education Standards in the United States of
America～アメリカ合衆国における幼児期から中等教育期までの保健教育内容
について～（査読付）
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1 昭和56年4月 学習研究社

2 昭和57年4月 学習研究社

3 平成2年9月 雑誌『体育科教育』大修館書店

4 平成3年7月 雑誌『体育科教育』大修館書店

5 平成5年8月 雑誌『学校体育』日本体育社

6 平成6年3月 MOA健康科学センタ－研究報告書第1巻

7 平成6年8月 大修館書店

8 平成9年3月 学習研究社

9 平成9年6月 国際理解教育学会誌

10 平成16年6月 雑誌『保健の科学』46巻No.6　杏林書院

11 平成16年8月 雑誌『体育科教育』

1 昭和51年10月 第23回日本学校保健学会（於北海道大学）

2 昭和52年10月 第24回日本学校保健学会（於山形大学）

3 昭和53年12月 第29回日本体育学会（於高知大学）

4 昭和55年10月 第31回日本体育学会（於東京学芸大学）

5 昭和56年10月 第32回日本体育学会（於神戸大学）

6 昭和57年10月 第33回日本体育学会（於東京大学）

7 昭和58年8月 第34回日本体育学会（於北海道大学）

8 昭和59年10月 第35回日本体育学会（於鹿児島大学）

9 昭和61年11月 第37回日本体育学会（於筑波大学）

10 昭和61年11月 第37回日本体育学会（於筑波大学）

11 昭和63年10月 第39回日本体育学会（於福島大学）

12 平成元年10月 第40回日本体育学会（於横浜国立大学）

13 平成元年10月 第36回日本学校保健学会（於東京大学）

14 平成2年10月 第41回日本体育学会（於岡山大学）

15 平成2年10月
第37回日本学校保健学会
総会シンポジスト（於北海道大学）

16 平成4年11月
第39回日本学校保健学会
（於名古屋大学）

17 平成5年11月
第40回日本学校保健学会
（於横浜国立大学）

18 平成5年11月
第40回日本学校保健学会
（於大阪教育大学）

19 平成25年8月
East Asia Sports Exercise Science
Society（於西安交通大学）

SEDAPA DRUG ABUSE会議に参加して

米国に学ぶ～保健授業への取り組み～

指導書・研究報告書

学会発表

中学保健体育の研究

高等学校保健体育の研究

海外帰国生のみた日本の学校スポ－ツ

国際化時代の体育授業

子どもを魅きつける保健の授業づくり

中国大都市周辺の農村地域の健康問題に関する調査研究

保健指導ノ－ト 1～4

中学保健体育の研究

書評「学習の転換」紹介

Analysis of Psychological Competitive Ability by Both Mentaltests
and Psyco-physiological Experiment on Tennis Athletes
（精神検査と心理検査によるテニス選手の心理的競争力の分析）

消費者保健教育に関する考察

中高生の直立能力に関する研究

保健科授業のすすめ方に関する研究

中学生のスキー教室における疲労度の研究

保健科教育担当教師の教科観に関する考察（第二報）

海外帰国子女における学校保健学的考察（第四報)

体育科授業のすすめ方に関する研究

新学習指導要領を高校現場でどのように扱うか

走り幅跳びにおける計量的考察

スキ－教室における疲労度の研究

海外帰国子女における学校保健学的考察（第三報）

保健科教育担当教師の教科観に関する考察（第一報）

女子短大生のスキ－教室における疲労度の研究

海外帰国子女における学校保健学的考察（第一報）

海外帰国子女における学校保健学的考察（第二報）

中国地方都市における健康調査（第二報)

死をどのようにとらえるか

中国地方都市における健康調査（第一報)
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20 平成28年11月 第63回日本学校保健学会（於筑波大学）

21 平成30年8月 第69回日本体育学会（於徳島大学）

1 昭和62年4月

2 平成27年4月

GPS機器を活用した大学男子サッカー選手のポジション特性に関する基礎的研究

日本学校保健学会国際交流委員会ワークショップ

その他（社会活動等）

日本陸上競技連盟公認審判員S級（現在に至る）

国際基督教大学高等学校スーパーグローバルハイスクール（文部科学省指定）専門委員（平成31年3月まで）
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	和田雅史

