九州ネッ ト

開催案内

九州体育・保健体育ネットワーク研究会

最新の学校現場の取り組みを勉強しませんか?
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会です。
九州各県の取り組みを一緒に勉強したいという九州外からの参加も可能です。
各地域で日々努力されている体育授業実践者とのネットワークを広げる機会に
一度参加してみてはいかがでしょうか?
「今後の予定」
第５回 １２月１７日（土）

１４:００ 大分県別府市(湯けむりラウンド)

第６回

１月２８日（土）

１４:００ 熊本県

第７回

２月１８日（土）

１４:００ 佐賀県

第８回

３月１１日（土）

１０:００ 鹿屋体育大学(予定)

第一部

申込受付中

学校体育シンポジウム 「これからの体育・保健体育を考える」
高橋健夫(日本体育大学)、友添秀則(早稲田大学)、今関豊一(順天堂大学) *登壇依頼中

第二部

九州各県の取り組み
学習評価最前線、体育活動コーディネーターの取り組み、長期研修研究など九州各県の取り組み
を紹介

第１回 鹿児島

２３名

第 2 回福岡

49 名

第３回長崎 44 名

九州各県の研究会に参加されたい方は、佐藤 y-sato@nifs-k.ac.jp までご連絡ください。

九州ネッ ト

６月 11 日
創刊号

九州体育・保健体育ネットワーク研究会

鹿児島県部会開催(H23.6.11(Sat)in 鹿児島県立甲南高等学校)
雨の中でしたが、鹿児島県、宮崎、佐賀、福岡、大分、長崎から、教員 5 名、指導主事 10 名、大学関係者
5 名、学生 3 名の 23 名で開催することができました。第 1 回メーリングリスト登録者数は 105 名でした。
①「中学２年生の男女共習による剣道授業」の紹介
＊ 竹刀のみによる基本動作の習得 → グループで出来映えを高め合い競う。
＊ 授業規律

〈強制（ルーティーン化）と自主のバランス〉

＊ 体力の向上 〈必要性や行い方がしっかりと意識された動き〉
＊ 授業者(谷口先生)から
・『体育科通信』の発行
準備運動等の指導内容を徹底
・「部活動キャプテン会議」、「部活生総会」
リーダーの育成と意識の高揚
②「子どもの体力向上指導者養成研修〈島根県〉」 － 体つくり運動 －

単元構造図の作成など
③「九州学校体育研究大会」支援〈甲南高校〉
＊ ラグビー班と陸上競技班に分かれて授業づくりのアイディアを提供

お知らせ
会員募集

会員専用サーバーを立ち上

年一回以上の定例会の参

げます。指導主事コーナー

加か積極的な情報発信が

と授業支援コーナー、フェ

参加の条件です。

イスブックフリートークコ

年会費 1000 円です。(学

ーナーを作成予定です。9

生は無料)

月 30 日(土)の長崎開催に

懇親会も参加してね。

向け準備中

長崎県事務局

次回開催は、7 月 2 日(土) 福
岡開催です。福岡県事務局より

九州ネット開催の趣旨は、
九州地区の体育科・保健体育
科の授業の充実を目指し、大
学、行政、学校現場の様々な
実践や悩みを語り合い、学校
現場の実践をサポートするこ
とにあります。広域の体育愛
好者が行政の枠組みや大学、
教育委員会、学校の枠組みを
超えて、学習指導要領や学習
評価の理解や研修システムの
検討などをテーマに、九州各
県で年 8 回を予定する定例会
とメーリングリスト参加によ
って交流を図っていく予定で
す。定例会へのゲスト参加や
メーリングリスト参加希望の
場合は、y-sato@nifs-k.ac.jp
にご連絡下さい。
研究会発起人
佐藤 豊

九州ネッ ト

７月２日
第２号

九州体育・保健体育ネットワーク研究会

福岡県開催(H23.7.2(Sat)in 福岡県立スポーツ科学情報センター)
梅雨空の中、九州（鹿児島、宮崎、熊本、大分、長崎、佐賀、福岡）、九州外（茨城、広島、山口）から大
学関係９名、教員７名、指導主事等行政関係者２５名、学生７名、民間１名の４９名が集まり、第２回の九州
ネットを開催することができました。特に、九州外からは、日本体育科教育学会で情報を得た茨城大学や東亜
大学の先生にお越しいただき、情報交換を行うことができました。
１ 佐藤先生からの情報提供
６月１８・１９日に日本体育大学世田谷キャンパスで
開催された日本体育科教育学会において、佐藤先生が
発表されました「新学習指導要領に基づく指導と評価
の在り方」について、この九州の地で、再度お話をい
ただきました。中央でしか得ることができない「ほや
ほやの情報」をこの九州で得ることができたことは大
変嬉しいことで、九州ネットは素晴らしい勉強の機会
であると実感したところです。
２ 意見交換
福岡県の小・中・高等学校の３名の教諭が、今、取り組んでいる研究について簡単に紹介し、研究で行き
詰っているところなどについて、集まった４９名の有志から意見をいただきました。
３名の教諭は、夜の情報交換会でも多くの有志と意見を交わすでき、満足した一日でした。

お知らせ
会員募集

「楽しい体育理論の授業を

年一回以上の定例会の参

つくろう」佐藤豊・友添秀

加か積極的な情報発信が

則

参加の条件です。

出版となりました。

年会費 1000 円です。(学
生は無料)

編著（大修館書店）が

これを読めば体育理論の
すべてがわかります。

懇親会も参加してね。

ぜひ一読を！

次回開催は、10 月１日(土)
長崎開催です。長崎事務局より

九州ネット開催の趣旨は、
九州地区の体育科・保健体育
科の授業の充実を目指し、大
学、行政、学校現場の様々な
実践や悩みを語り合い、学校
現場の実践をサポートするこ
とにあります。広域の体育愛
好者が行政の枠組みや大学、
教育委員会、学校の枠組みを
超えて、学習指導要領や学習
評価の理解や研修システムの
検討などをテーマに、九州各
県で年 8 回を予定する定例会
とメーリングリスト参加によ
って交流を図っていく予定で
す。定例会へのゲスト参加や
メーリングリスト参加希望の
場合は、y-sato@nifs-k.ac.jp
にご連絡下さい。
研究会発起人
佐藤 豊
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長崎県開催＜長崎ちゃんぽんラウンド＞

10 月 1 日
第３号

九州体育・保健体育ネットワーク研究会

in 長崎市民会館

H23.10.1(Sat)

１０月に入り、長崎も少し涼しくなってきました。長崎ちゃんぽんラウンドには、九州・山口・広島から、４３
名の会員が集まり、盛大に開催することができました。
“西の果て長崎”に、多くの皆様が集まって頂き、大変感謝
しております。

１ トピックス
○

佐藤豊教授より、学習指導要領周知システムに関する研究の紹介、

新学習指導要領に沿った年間指導計画の作成の仕方
○

東亜大学

清水将准教授より、大学教育最前線と題して、大学での

教員養成についての紹介
２ 分科会（長崎さるく）
① 小学校体育活動コーディネーターの活動
長崎市立南陽小学校 北村先生・又井コーディネーター
② 男性教諭が行う中学校ダンスの授業
松浦市立今福中学校 松下先生
③ 学習指導要領の具現化を図る高等学校体育授業
県立猶興館高等学校 佐藤先生（代理：松尾）
３つのブースを全て回っていただき、多くの意見交換をすることができました。様々な立場からの意見が
聞け、長崎県としても大変参考になりました。
情報交換会では、多くの会員に参加していただき、楽しい時間が過ごせました。全ての方と話せるような時間設
定が必要だったと反省しております。宮崎県はやってくれると思っていますが、次回長崎開催？では、改善してい
きたいと考えています。参加された皆様、ありがとうございました。

次回予告！！
１１月１２日（土） １３：３０～１７：００
宮崎「チキン南蛮ラウンド」開催
申し込みはこちら
http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42000V0000
0552ywH

【参加された皆様へ】
長崎開催では、いろいろと御迷惑をお掛けしました。
次回の長崎開催もアバウトな会になるとは思います
が、懲りずに来崎してください。

九
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11 月 14 日
第４号

九州体育・保健体育ネットワーク研究会

宮崎県開催＜チキン南蛮ラウンド＞H23.11.12(Sat)in 総合運動公園内スポーツ指導センター会議室
運動公園内にはサンマリンスタジアム（長嶋茂雄終身名誉監督が名付け親）があり、読売巨人軍が秋季キャンプ
が行われていました。学習会前に、野球の好きな方はレンタル自転車で足を運んだようです。
チキン南蛮ラウンドには、２９名の会員が集まり開催することができました。
“スポーツランド

宮崎”に、多く

の皆様が集まって頂き、大変感謝しております。

１ ステージ１
○

九州各県で行われた研修会や各体連の諸会議で出された“新学習指導要領の取扱い”についての Q＆A

を小・中・高の校種別に分かれて確認しました。出来上がりました Q＆A（参考資料含む）については、
各県事務局に配信いたします。最後に、佐藤教授よりまとめ（系統性、言語活動など）を加えていただき
ました。

ご協力いただいた方々
ありがとうございました。

２ ステージ２
○

宮崎県の学校体育研究発表大会は、今年で５２回目を迎えます。１日開催と２日開催が交互に行われ、

今年は１日開催（それぞれの小・中・高で開催）の年でした。※長崎の松尾先生や鹿児島の岩下先生、東
亜大学の清水先生には高校部会を参観していただきました。
学習会では、まず学体研を柱とする小中高連携の取組を発表したあと、各校種の研究部長から補足説明
していただきました。

中学校
小学校

西田先生

山下先生

大分県体育保健課
高校

谷口先生

亀井先生

長崎県体育保健課
松尾先生

さらに、大分県の亀井先生から「大分元気っ子体力パワーアップ事業、体育専科教員活用推進校」、長
崎県の松尾先生から「体育学習サポーター派遣事業、体育学習アドバイザー派遣事業等」の紹介をしてい
ただきました。
最後に、参加者を６グループに分かれディスカッションを行いました。品田教授（宮崎大学）、佐藤教
授にはグループをまわっていただき多くのアドバイスをいただきました。

(報告；谷口)

参加していただいた方々に
心より感謝します
次回予告！大分湯けむりラウンド
１２月１７日（土） １３：３０～１７：００
現在、ホームページ建設中

まもなく運用開始

大分県立社会教育総合センターにて

九州体育・保健体育ネットワーク研究会ホームページ(現在一部アップしています。)

