
令和３年度福岡県体育・スポーツ研修報告会実施要項 
 

福岡県体育・スポーツ研修報告会実行委員会 

１ 目的 

福岡県の体育・スポーツ関係機関・団体が取り組んだ研究・研修の成果や所属する長期派遣研修員の

研究の成果を合同で報告することにより、県内体育・スポーツ関係指導者の資質向上に努めるとともに、

本県体育・スポーツの充実・振興に寄与する。 

２ 主催 

福岡県教育委員会 福岡県体育研究所 福岡県立スポーツ科学情報センター 

福岡県高等学校体育連盟 福岡県高等学校保健体育研究部会 

３ 共催   

  福岡県中学校保健体育研究会 福岡県小学校体育研究会 福岡県中学校体育連盟   

公益財団法人福岡県スポーツ協会 公益財団法人スポーツ安全協会福岡県支部 

４ 主管 

  福岡県体育・スポーツ研修報告会実行委員会（事務局：福岡県体育研究所） 

５ 日時 

  令和４年２月１０日（木） ９：３０～１６：３０（開場：９：００～） 

６ 会場 

  福岡県立スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡） 

  福岡市博多区東平尾公園２丁目１番４号 

７ 対象 

県内の小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・高等学校及び特別支援学校の教職員、県及び

市町村教育委員会の職員、関係教育機関の職員、地域スポーツ関係指導者等 

８ 日程 

  別紙のとおり 

９ 参加申込 

チラシ裏面にある QR コードを読み取るか、福岡県体育研究所 HP よりお申し込みください。（終日

の参加を原則としますが、午前、午後のみの参加も可とします。）   

参加申込みの締め切りは、令和４年２月１日（火）とします。 

10 留意事項 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に留意すること（詳細はチラシ裏面を参照）。 

 ・ 駐車場には限りがあること（プール前駐車場は使用禁止）。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

福岡県体育・スポーツ研修報告会実行委員会 

（事務局：福岡県体育研究所 担当：藤崎） 

ＴＥＬ（０９２）６１１−０２２０ 

ＦＡＸ（０９２）６１１−１７４７ 

 



別紙 

日時：令和４年２月１０日（木）９：３０～１６：３０（開場：９：００～） 

会場：福岡県立スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡） 

時間 
会場及び内容 

メインアリーナ 第３・４研修室 

9:00 
~9:30 

受付  

9:30 
~9:50 

開会行事  

9:50 
~10:10 

福岡県体育研究所 調査研究事業報告 
「共生を基盤とした体育の授業づくり調査研究事業」に

ついて 

福岡県体育研究所 主任指導主事 薄井 純一 

 

10:25 
~12:25 

研修報告①【第１分科会】 
○《福岡県体育研究所》 

「自他の『伸び』を実感できる生徒を育てる保健体育科

学習指導」 

～段階のねらいに応じて対話活動を位置付けた学習過

程を通して～ 

大野城市立大利中学校 教諭 鈴木 貴大 

研修報告①【第２分科会】 
○《福岡県立スポーツ科学情報センター》 

「福岡県のスポーツ人口を拡充させる研究」 

～「知る」機会を増やすことで、「する」・「みる」・

「ささえる」実施者増加の実現～ 

福岡県立小郡高等学校 教諭 桑野 友裕 

○《福岡県中学校保健体育研究会》 

「『わかる』『できる』を繰り返しながら、運動を楽しむ

ことができる学習指導の在り方」  

福岡市立姪浜中学校 教諭 遠江 寛 

○《福岡県体育研究所》 

「互いのプレイを認めることができる生徒を育て

る保健体育科学習指導」 

～評価規準を共有した評価活動を通して～ 

福岡県立福岡魁誠高等学校 教諭 小松 陽子 

○《福岡県中学校体育連盟》 

「運動部活動の意義に関する意識調査」  

～学校関係者、保護者、生徒に対する質問紙調査を通し

て～ 

 福岡市立下山門中学校 教諭 朝野 充大 

 

13:30 
~14:50 

研修報告②【第１分科会】 
○《福岡県体育研究所》 

「動きづくりに熱中する子供を育てる第６学年体育科

学習指導」 

～思考と試行を位置付けた学習活動の工夫を通して～ 

久留米市立上津小学校 教諭 井口 清隆 

研修報告②【第２分科会】 
○《福岡県高等学校保健体育研究部会》 

「生徒の創作意欲を高めるダンス授業」 

～動きの要素を応用して～ 

福岡県立宇美商業高等学校 教諭 靍田 睦  

福岡県立筑前高等学校 教諭 児玉 淑恵 

○《福岡県小学校体育研究会》 

「主体的に課題解決に取り組み、自他の伸びを実感する

子どもを育てる体育科学習」 

～個別最適な学びと協働的な学びの往還を通して～ 

行橋市立仲津小学校 教諭 萱野 奨 

○《福岡県高等学校体育連盟》 

「福岡県高体連HPを活用した取組」  

～強豪校の弓道部～ 

福岡県立久留米高等学校 教諭 江﨑 健史 

15:10 
~16:15 

講演 
演題：「走りを極める」 

講師：福岡大学 准教授 信岡 沙希重 氏 

（陸上競技200m元日本記録保持者  

世界選手権3回出場） 

 

16:15 
~16:30 

閉会行事  

                     ※研修報告の主題・副主題は変更になる場合があります。 



2/10木
9：30～16：30
（受付　9：00～）

令和４年

会場
福岡県立スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡）
福岡市博多区東平尾公園２丁目１番４号
メインアリーナ〈全体会・第１分科会〉　第３・４研修室〈第２分科会〉

福岡県教育委員会
福岡県体育研究所
福岡県立スポーツ科学情報センター
福岡県高等学校体育連盟
福岡県高等学校保健体育研究部会

主
　
催

【主管・お問い合わせ先】福岡県体育・スポーツ研修報告会実行委員会　事務局：福岡県体育研究所　TEL（092）611-0220

共
　
催

福岡県中学校保健体育研究会
福岡県小学校体育研究会
福岡県中学校体育連盟
（公財）福岡県スポーツ協会
（公財）スポーツ安全協会福岡県支部

〈演題〉　「走りを極める」
【講師】　福岡大学スポーツ科学部　准教授　信岡　沙希重氏
○陸上競技200ｍ元日本記録保持者
○世界選手権３回出場（2001エドモントン、2005ヘルシンキ、2007大阪）
【本年度の主な指導実績】
●東京2020オリンピック日本代表選手団女子短距離コーチ
●東京2020オリンピック代表　兒玉　芽生選手の育成
●日本インカレ４×100ｍリレー日本学生記録樹立

Sports for AllSports for All
～体育・スポーツを～体育・スポーツをともにともに楽しもう！～楽しもう！～

福岡県体育・スポーツ研修報告会福岡県体育・スポーツ研修報告会福岡県体育・スポーツ研修報告会令 和
３年度



〈研修報告〉② 13：30～14：50

【第１分科会】

《福岡県体育研究所》
「�動きづくりに熱中する子供を育てる第６学年
体育科学習指導」
　～�思考と試行を位置付けた学習活動の工夫を通して～
久留米市立上津小学校　　　　　教諭　井口　清隆

《福岡県小学校体育研究会》
「�主体的に課題解決に取り組み、自他の伸びを
実感する子どもを育てる体育科学習」
　～個別最適な学びと協働的な学びの往還を通して～
行橋市立仲津小学校　　　　　教諭　萱野　　奨

【第２分科会】

《福岡県高等学校保健体育研究部会》
「生徒の創作意欲を高めるダンス授業」
　～動きの要素を応用して～
福岡県立宇美商業高等学校　　　教諭　靍田　　睦
福岡県立筑前高等学校　　　　　教諭　児玉　淑恵

《福岡県高等学校体育連盟》
「�福岡県高体連HPを活用した取組」
　～強豪校の弓道部～
福岡県立久留米高等学校　　　　教諭　江﨑　健史

※主題・副題は変更となる場合があります。

講　　演 15：10～16：15

閉会行事 16：15～16：30

報　　告 9：50～10：10

《福岡県体育研究所》：調査研究事業報告
「�共生を基盤とした体育の授業づくり調査研究
事業」について
福岡県体育研究所　主任指導主事　　　薄井　純一

〈研修報告〉① 10：25～12：25

【第１分科会】

《福岡県体育研究所》
「�自他の『伸び』を実感できる生徒を育てる保健
体育科学習指導」
　～�段階のねらいに応じて対話活動を位置付けた学習
過程を通して～
大野城市立大利中学校　　　　　教諭　鈴木　貴大

《福岡県中学校保健体育研究会》
「�『わかる』『できる』を繰り返しながら、運動を
楽しむことができる学習指導の在り方」
福岡市立姪浜中学校　　　　　　教諭　遠江　　寛

《福岡県中学校体育連盟》
「運動部活動の意義に関する意識調査」
　～�学校関係者、保護者、生徒に対する質問紙調査を

通して～
福岡市立下山門中学校　　　　　教諭　朝野　充大

【第２分科会】

《福岡県立スポーツ科学情報センター》
「�福岡県のスポーツ人口を拡充させる研究」
　～「�知る」機会を増やすことで、「する」・「みる」・

「ささえる」実施者増加の実現～
福岡県立小郡高等学校　　　　　教諭　桑野　友裕

《福岡県体育研究所》
「�互いのプレイを認めることができる生徒を育て
る保健体育科学習指導」
　～評価規準を共有した評価活動を通して～
福岡県立福岡魁誠高等学校　　　教諭　小松　陽子

開会行事 9：30～9：45日　程

受　　付

開会行事

報告
福岡県体育研究所：調査研究事業報告

休憩・移動

〈研究報告〉①
　【第１分科会】
　　体育研究所（中学校）
　　県中学校保健体育研究会
　　県中学校体育連盟

　【第２分科会】
　　県立スポーツ科学情報センター
　　体育研究所（高等学校）

休　　憩

〈研究報告〉②
　【第１分科会】
　　体育研究所（小学校）
　　県小学校体育研究会

　【第２分科会】
　　県高等学校保健体育研究部会
　　県高等学校体育連盟

休憩・移動

講演
「走りを極める」
【講師】福岡大学スポーツ科学部　准教授　信岡　沙希重氏
〇陸上競技200m元日本記録保持者

〇世界選手権3回出場
　（2001エドモントン、2005ヘルシンキ、2007大阪）

閉会行事

10：10

10：25

9：00

9：30

9：50

12：25

13：30

14：50

15：10

16：15

16：30

※�駐車場には限りがあります。（プール前駐車場は使用禁止）

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策　ご協力のお願い
・当日はマスク着用でご来場ください。
・体温37.5度以上および平熱より高い発熱症状や体調不良がある場合は来場をお控えください。受付時に検温も実施します。
・来場者の皆さまのご連絡先を保健所などに提供する場合があります。
・�感染症拡大の状況により、開催方法を変更する場合があります。
・�変更等の情報については福岡県体育研究所のHPに令和４年１月27日（木）を目処に掲載しますの
でご確認ください。

※スマートフォンをお持ちの方は、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を利用しましょう。

下記のいずれかの方法で申込んでください。締切りは、令和４年２月１日（火）とします。

福岡県体育・スポーツ研修報告会実行委員会
（事務局：福岡県体育研究所）
〒812-0852　福岡市博多区東平尾公園２丁目１番４号
（福岡県立スポーツ科学情報センター内）

ＴＥＬ（092）611−0220

お 問 い 合 わ せ

①�HPトップページの「体育・スポーツ研修報告会の
申込みはこちら」をクリック
②�「体育・スポーツ研修報告会申込」を回答し、送信
する。

［福岡県体育研究所HPから申込む方法］
①�下記のQRコードをスマートフォン等の端末機器
にて読み取る。
②�「体育・スポーツ研修報告会申込」を回答し、送信
する。

［QRコードにアクセスして申込む方法］

QRコード

令和３年度
福岡県体育・スポーツ研修報告会 参加申込方法について


