三神憲一 教授
略歴と業績

略歴
三神憲一（みかみ けんいち）

1947年（昭和22年）

1月16日 愛媛県八幡浜市に生まれる

学歴

1965 年（昭和 40 年） 3月

愛媛県立八幡浜高等学校卒業

1965 年（昭和 40 年） 4月

日本体育大学体育学部入学

1969 年（昭和 44 年） 3月

日本体育大学体育学部卒業

職歴

1969 年（昭和 44 年） 4月

滋賀大学経済学部助手

1972年（昭和 47年）

3月

滋賀大学経済短期大学部助手

1973年（昭和 48 年） 5月

滋賀大学経済短期大学部講師

1979 年（昭和54 年） 4月

滋賀大学経済短期大学部助教授

1984 年（昭和59 年） 4月

滋賀大学経済学部助教授

1996 年（平成 8 年）

滋賀大学経済学部教授

4月

2000 年（平成12年） 1月

文部省在外研究員としてオーストラリア
在外研究員（2000 年3月30日まで）

グリフィス大学にて

所属学会

1969 年（昭和 44 年） 10月 日本体育学会会員
2000 年（平成12年） 4月

日本スポーツ方法学会会員

2007年（平成19 年）

4月

日本ラクビー学会会員

2007年（平成19 年）

4月

日本ラクビー学会理事（現在に至る）

社会活動

1969 年（昭和 44 年） 4月

滋賀県ラグビーフットボール協会理事（平成 22年 4月まで）

1969 年（昭和 44 年） 9月

（平成元年まで）
日本ラグビーフットボール協会地域公認レフリー取得

1973年（昭和 48 年） 4月

滋賀県ラグビーフットボール協会コーチーズソサエティー委員長
（昭和 52年3月まで）
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1973年（昭和 48 年） 4月

滋賀県ラグビーフットボール協会普及指導委員長
（昭和 53 年3月まで）

1973年（昭和 48 年） 9月

関西ラグビーフットボール協会レフリーソサエティー委員
（昭和 53 年3月まで）

1974 年（昭和 49 年）

4月

滋賀県ラグビーフットボール協会レフリーソサエティー委員長
（昭和 53 年3月まで）

1975 年（昭和50 年）

4月

1978 年（昭和53年）

4月

（平成 2年3月まで）
関西ラグビーフットボール協会大学高専委員

滋賀県ラグビーフットボール協会選手強化委員長
（昭和 56 年3月まで）

1978 年（昭和53年）

9月

1980 年（昭和55 年） 4月

（昭和 59 年3月まで）
関西ラグビーフットボール協会競技委員

第35回栃木国体ラグビーフットボール少年の部ヘッドコーチ
（昭和 56 年3月まで）

1981年（昭和56 年）

4月

第36回滋賀国体ラグビーフットボール少年の部ヘッドコーチ、
総合優勝（昭和57年3月まで）

1987年（昭和 62年）

4月

（平成 22年3月まで）
関西ラグビーフットボール協会大学リーグ委員

1995 年（平成 7年）

4月

（平成19 年3月まで）
滋賀県スポーツ科学委員会委員

2008 年（平成 20 年） 4月

日本ラグビー学会理事（現在に至る）

2011年（平成 23年）

4月

関西ラグビーフットボール協会（大学リーグ）
顧問（現在に至る）

2011年（平成 23年）

4月

関西ラグビーフットボール協会（大学リーグ）
功労賞

業績目録
Ⅰ

著書

（山内隆、宮本孝との共著）
（ 大原出版／1978 年 4月）
『体育実技論』
（山内隆、宮本孝との共著）
（ 大原出版／1979 年3月）
『体育概論』

Ⅱ

論文

「年令別にみた本学部学生の体力、運動能力の現状と関連性について」
（『彦根論叢』人文科学特集第 28号／1972年11月）

「ラグビーの研究─パスの正確性について─」
（『彦根論叢』第162・163号、人文科学特集第 29 号／1973 年 8月）

「ラグビーの研究─スクラム・ハーフの基礎技術について─」
（『彦根論叢』第164・165号、人文科学特集第 30 号／1973 年11月）
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「ラグビー選手の体格と運動能力の現状についての一考察」
（『彦根論叢』第169・170 号、人文科学特集第 31号／1974 年11月）

「ラグビー精神の今日的課題─英国パブリック・スクールにみられるスポーツ精神との
（『彦根論叢』人文科学特集第 33号／1975 年11月）
関連において─」
「ラグビーの研究─明治期におけるラグビーの導入と普及─」
（『彦根論叢』人文科学特集第 35号／1976 年11月）
（『彦根論叢』第185・186 号、人文科学特集第 37号／1977年10月）
「ラグビー・スピリットについて」

「ラグビーの体力づくりトレーニングに関する一考察」
（『彦根論叢』人文科学特集第 41号／1979 年10月）

「ラグビー競技における強化練習及び合宿の検討（第一報 強化練習について）
」
（『彦根論叢』第 219 号／1983 年3月）

「ラグビー競技における強化練習及び合宿の検討（第二報 合宿について）
」
（『彦根論叢』第 224号／1984 年1月）
（『彦根論叢』第 294号／1995 年2月）
「フットボールからラグビーへ」
（『彦根論叢』第 297号／1995 年10月）
「ラグビーとレフリー」

「中・高年の健康と生涯体育・スポーツ指向とのかかわりについて」
（『彦根論叢』第 300 号／1996 年2月）

「滋賀県内におけるラグビー選手の体力に関する研究 : 他府県との比較を通して」
（『彦根論叢』第 329 号／2001年2月）
（道上静香、宮本孝との共著）
「滋賀大学経済学部新入生の運動生活に関する研究」
（『滋賀大学経済学部研究年報』第9 巻／2002年12月）

「平成14・15 年度滋賀大学経済学部新入生の体力・運動能力測定値の推移について :
（道上静香、宮本孝との共著）
（『滋賀大学経済学部研究年報』
全国平均の年次推移と比較して」
第10 巻／2003 年12月）

「球技系選手の体力評価に関する研究─大学アメリカンフットボール選手における
（佐藤尚武、宮本孝、北村裕一、久保嘉章との共著）
間欠的パワーの検討─」
（『滋賀県体育協会スポーツ科学委員会』No. 23・24 ／2005 年3月）

「球技系選手の体力評価に関する研究─大学ラグビー選手における間欠的パワーの検討─」
（佐藤尚武、宮本孝、北村裕一、久保嘉章との共著）
（『滋賀県体育協会スポーツ科学委員会』

No.23･24 ／2005 年3月）
（『彦根論叢』第 359 号／2006 年2月）
「日本における高校ラグビーの現状と課題 : 九州ブロック」

「平成16〜18 年度滋賀大学経済学部新入生の体力・運動能力測定値の
（道上静香、宮本孝との共著）
年次推移について：全国平均の年次推移と比較して」
（『滋賀大学経済学部研究年報』第14 巻／2007年11月）
（『彦根論叢』第 365号／2007年3月）
「日本における高校ラグビーの現状と課題 : 四国ブロック」
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（道上静香との共著）
「滋賀大学教職員の新体力テスト結果と今後の課題 : 経済学部対象」
（『彦根論叢』第 371号／2008 年3月）

「ビデオ映像を用いた運動・スポーツ支援に関するプロジェクト研究
（道上静香、宮本孝との共著）
─滋賀大学経済学部学生の立位姿勢に着目して─」
（『滋賀大学経済学部研究年報』第16 巻／2009 年11月）
（『彦根論叢』第 383号／2010 年3月）
「日本における高校ラグビーの現状と課題 : 中国ブロック」

「アイルランド人ラグビーコーチから見た
『JAPANESE RUGBY』：パットンの小著考」
（溝畑潤、道上静香との共著）
（『滋賀大学経済学部研究年報』第17巻／2010 年12月）
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