
九州体育・保健体育ネットワーク研究会 2018ファイナル in福岡 

―新たな学習指導要領が示す理念の共有に向けて― 

 
 

１ 目 的 

九州各県の体育科・保健体育科教育に関わる小中高の学校関係者、教育委員会関係者、大学関

係者によって構成される有志が、新学習指導要領への理解、体育学習や保健学習に関する授業力

の向上、教育課程編成等体育科教育の充実に向けて、語り合う機会とし、九州から全国へ実践ベ

ースの情報を発信する。また、全国体育・保健体育ネットワーク研究会の交流を促進する。 

 

 

２ 主催／共催／後援 

〔主催〕九州体育・保健体育ネットワーク研究会、北海道・東北ネットワーク研究会 

   北信越ネットワーク研究会、中国・四国ネットワーク研究会 

関東・東海・関西ネットワーク研究会 

〔共催〕福岡県体育研究所、鹿屋体育大学、宮崎大学、熊本大学、福岡教育大学、佐賀大学 

〔後援〕大分県教育委員会、沖縄県教育委員会、鹿児島県教育委員会、熊本県教育委員会 

    長崎県教育委員会、福岡県教育委員会、宮崎県教育委員会、佐賀県教育委員会 

〔協力〕台湾師範大学、韓国中央大学 

 

 

３ 期 日 

＜国際セッション＞ 

平成３０年3月２日（土）  １８：００～２０：００（受付：１７：３０～） 
 

＜ファイナルラウンド＞ 

平成３０年3月3日（土） １０：００～１７：００（受付：９：３０～） 

 

 

４ 場 所 

福岡県立スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡）  

住所 〒８１２－０８５２ 福岡市博多区東平尾公園２－１－４ 

ＴＥＬ ０９２－６１１－１７１７  

 

 

５ 内 容   

◎ 3月２日（金）  

17:30  受付 

18:00～20:00（予定）   

国際交流；単元構造図ワークショップ  

「台湾師範大学の教員・学生たちと単元構造図を作ろう」 

 

 

◎ 3月3日（土）  

9:30  受付 

10:00  開会   

（代表挨拶）体育・保健体育ネットワーク研究会世話人  

（来賓挨拶）九州体育・保健体育ネットワーク研究会顧問 

 



第1部「授業づくり最前線」学習指導要領に基づく指導の推進と実践 

10:15～11:00 保健と体育をつなぐ授業の可能性  国立教育政策研究所 森 良一  

             

  11:00～11:40   授業研究最前線   

① 高槻市立第九中学校 

② 福岡県立香椎高等学校 

③ 長崎県立五島高等学校 

  11:４0～11:50  総会  会計報告・監査 

 

  (事務局ランチタイム打ち合わせ) 12:00～13:00 

 

  第2部 ポスターセッション・ブース展示 教育・行政・研究の情報共有 

  13:00～14:15    

  【ポスターセッション】 

・見学者も喜んで参加する水泳の牽引練習法 

大分県日田市立有田小学校 体育専科教員 岩崎 敬 

 

・宮崎県における小学校体育専科教員の取組 

宮崎県教育庁スポーツ振興課 西田 浩司 

 

・中学校体育授業における走り高跳び授業の指導実践 

－記録、意識の変化と目標記録の設定方法の検討－ 

名古屋学院大学 四方田 健二・松田 克彦・沖村 多賀典・齋藤 健治 

 

・The effects of the Ball Games Instructional Modules on primary school students' motivation  

and cooperation attitude 

Department of Physical education National Taiwan Normal University  

Ya-Chi HSIEH, Yu-Li TSAI and Ching-Wei CHANG 

 

・Secondary physical education teachers’perception of differential instruction in physical  

education 

Department of Physical education National Taiwan Normal University  

Chioulan CHEN and Ching-Wei CHANG 

 

・Literacy-oriented Physical Education Teacher Curriculum Transformation and Teaching  

Methods Research 

Department of Physical education National Taiwan Normal University  

Tingchun LIN and Ching-Wei CHANG 

 

・Using rubrics for assessing the literacy oriented physical education teaching 

Department of Physical education National Taiwan Normal University  

Shengshiang CHIN and Ching-Wei CHANG 

 

・Theme instructional design in Teaching Games for Understanding 

Department of Physical education National Taiwan Normal University 

Chuanyao KO and Ching-Wei CHANG 

 

・体育授業で「メタ認知能力」の育成を促す －単元【ハードル走】の授業例を参考に－ 

熊本県熊本市立鹿南中学校 一安 晋太郎 

 

・アプリで体力アップ「体つくり運動（体力を高める運動）」 

－体つくり運動アプリのメリットを生かした実践を通して－ 

広島県福山市立東小学校 吉山 典雄 

 



・体育指導計画と体育的行事をリンクした体育活動の実践 

－レッツ！あけスポ！の取り組みを通して－ 

沖縄県那覇市立曙小学校 古堅 洋平 

 

・心身ともに健康でたくましい生徒を育てる保健体育科学習指導 

－思考を引き出す学習課題の展示と ICTの活用を通して－ 

福岡県豊前市立角田中学校 村田 かおり 

 

・“わかる”“できる”“またやりたい”が実感できる発達段階に応じた体育授業 

 －体力を身に付けさせ、生涯にわたって運動に親しむ態度を育てるための指導の在り方－ 

長崎市立香焼小学校 体育主任 硯川 忠 

・主体的に運動に向かう子どもを育む体育科学習指導 

 －運動領域と保健領域を関連付けた学習過程の工夫を中心に－ 

福岡県糸島市立福吉小学校 辻 聡一郎 

 

・運動に対する深い学びに向かう生徒を育てる保健体育科学習指導 

 －学習の転移を促す思考フローを導く学習過程を通して－ 

福岡県苅田町立新津中学校 向野 文章 

 

・運動やスポーツを楽しむことができる生徒を育てる保健体育科学習指導 

 －知識をつなぐ単元構成を通して－ 

福岡県立小郡高等学校 藤崎 厚志 

 

・スポーツの価値を基盤とした授業づくり －カリキュラム・マネジメントの視点から－ 

山形県立山形中央高等学校 佐藤 若 

 

・小学校における健康教育を核としたカリキュラム開発について 

東広島市教育委員会指導課 清田 美紀 

 

・大学ダンス授業における技能評価力育成に向けての取組 

－ダンスの技能評価観点の可視化を目指して－ 

鹿屋体育大学 栫 ちか子 

 

・思考と試行の往還による剣道の学習展開に関する研究 

福岡教育大学大学院（学生） 松永 武人 

 

・リズムを活用したハードル走の授業実践研究 

福岡教育大学大学院（学生） 西山 華織 

 

・カンボジアGFASoriyaの取組からみるスポーツの価値と中学校体育理論の授業提案  

東京国際大学（学生） 田中 妙 

 

・保健体育授業の授業形態に対する意識の調査  

名古屋学院大学（学生） 中川 翔平・松田 凌典 

 

・中学校保健体育科授業における陸上競技のスタート指導法の一考察  

鹿屋体育大学（学生） 青山 孔明 

 

・中学校における「剣道」授業の指導法  

鹿屋体育大学（学生） 伊藤 勇樹 

 

・柔道授業における「形」の有効性の検討 

鹿屋体育大学（学生） 枝 幹久 



  

・中学校の剣道授業における簡易竹刀の提案  

鹿屋体育大学（学生） 橘 亮二 

 

・球技を苦手とする生徒に対する体育授業の教授法の検討  

鹿屋体育大学（学生） 米永 寛之 
 

 

  【ブース展示】 

・教材・教具を工夫して攻防の楽しさを味わわせる剣道指導 

流通経済大学 柴田 一浩 

 

・剣道授業支援ツール・資料 

福岡教育大学 本多 壮太郎 

 

・JADA スポーツの価値教育情報コーナー 

 

・体つくり運動アプリタブレット体験コーナー 

 

・鹿児島県立鹿屋工業高等学校の授業づくり成果の展示 

鹿屋工業高等学校 岡山 啓 

 

    ・食パンを使った手洗い実験 

大分県日田市立有田小学校 体育専科教員 岩崎 敬 

 

 

第3部「保健体育授業づくりシンポジウム」  

「新たな学習指導要領で期待される授業づくり」 

14:30～16:30 

パネリスト 

       日野 克博           愛媛大学教育学部 

       高橋 修一           国立教育政策研究所 

       森 良一            国立教育政策研究所  

コーディネーター 

       佐藤 豊                      桐蔭横浜大学  

    指定討論者                

       清水 将            岩手大学大学院教育学研究科 

       

16:30～16:45     事務連絡（総会・会計報告） 

16:45 終了 

18:30  情報交換会（福岡市内）  

 

 

６ 資料代（紀要） 

１,０００円 

※ 九州ネットワークの会費については、平成２９年度会費未納入者のみ徴収します。 

 

 

 

 

 

 



７ 参加申込 

下記アドレスを直接アドレスバーに打ち込み、HPへアクセスし送信ください。 

なお、2月 23日（金）までにお申し込みください。（携帯からのアクセスも可） 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jO0nadVhtOZG26snIFZ-MHQaDTG24Lj-MoBdreDRPFo/edit 

     申し込画面にジャンプします。 

 

   
 

 

 

 

 

 

８ その他 

◆ 宿泊については、各自手配をお願いします。(非常に取りにくくなっています。) 

◆ 情報交換会は福岡市内（ホテルクリオコート博多）で実施します。（5,000円程度） 

なお、準備の関係上、研究会と情報交換会を併せて参加の有無をお知らせください。 

 

 

 

９ 問合せ／連絡先  

 事務局：鹿屋体育大学 コーチング学研究室内  

担当：栫 ちか子 （090-9090-0047，chichicaco@ninus.ocn.ne.jp） 

 

🏣891-2393 鹿児島県鹿屋市白水町１番地     

TEL  0994-46-4988 

 

 

 

1０ 会場案内 

 

 

 

バス 

JR博多駅 バスターミナル１４番乗り場から 

 ３７，３９，３９－Ｂのバス・・約２０分 

 （月隈団地経由）（アクシオン福岡前下車） 

福岡空港 地下鉄４番出口 福岡空港前バス停か

ら３７，３８，３９のバス・・・・約７分 

 

車 

JR博多駅から・・・・・・・・・約２０分 

都市高速道路利用の場合 

福岡方面から：月隈ランプ出口を降りて・・・・・

約６分 

太宰府方面から：金の隈ランプ出口を降りて・・・

約９分 

 

 

   

 

 

 

携帯からの参加 

申込はこちらから 

https://docs.google.com/forms/d/1jO0nadVhtOZG26snIFZ-MHQaDTG24Lj-MoBdreDRPFo/edit
mailto:chichicaco@ninus.ocn.ne.jp

