
７ 熊本県中学校体育研究会のあゆみ 

熊本県中学校体育研究会沿革の概要 

 

R3.3 月作成 

年 月 日 沿  革  の  概  要 

37. 第一回 九州中体研・研究発表会 於熊本商科大学（小・中・高合同） 

39.  1. 熊本県中体研・研究発表大会 於熊本市立京陵中学校 

39.  2. 同       上   於山鹿市立山鹿中学校 

40.  12.   同       上   於熊本市立竜南中学校（小・中・高合同） 

41.  1.  19 

        20 

熊本県中体研・研究発表大会 於八代市立第三中学校 

研究主題「小学校・中学校・高等学校の関連の上に立って体育の技能を高めるには 

どうしたらよいか」 

公開授業 

 器 械分科会 八代小学校  授業者 田原 道徳教諭（八代四中） 

 球 技分科会 八代三中    〃  髙野寿賀雄教諭（八代三中） 

 リズム分科会 八代一中    〃  有田 栄子教諭（八代三中） 

研究発表 

北部地区 玉名郡長洲中学校 中島正士教諭「砲丸投げの効果的指導法について」 

中部地区 熊本市立江原中学校 上野虎幸教諭 

     「格技における剣道の効果的指導はどのようにしたらよいか」 

八代地区 八代郡中央中学校 木山知一教諭「自由時における体力づくり」 

南部地区 水俣市立水俣第一中学校 中元敏行教諭「トレーニングの効果と問題点」 

講演：東京教育大 宇土 正彦教諭 

     「幼・小・中学校における系統的な指導はどのように考えたらよいか」 

42.  12. 熊本県中体研・研究発表大会 於熊本市立湖東中学校 

研究主題「中学校における体育計画と運営管理はどのようにすればよいか」 

43.  12. 熊本県中体研・研究発表大会 於熊本市立湖東中学校（小・中・高合同） 

44.  11. 九州中体研・研究発表大会 於熊本市立湖東中学校 

45.  10. 28 県中体研・研究発表大会  於鹿本大道中学校 

研究主題「全体計画の確立と自主性を高めるための学習指導」 

研究授業 

 バスケットボール 児玉 光明教諭（菊鹿城北中） 

 器 械 運 動  国友  直教諭（菊鹿内田中） 

45.  10. 28 研究発表 

「全体計画の管理と運営」倉光 松男教諭（菊池合志中） 

「健康安全生活の習慣化と体位・体力の向上のために「体育」の全体計画や指導はどの

ようにすればいいか」 栄永 賢一教諭（水俣一中） 

「体育の全体計画と運営～特に全校体育から～」田尻 浩教諭（熊本帯山中） 
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46.  10. 20 熊本県中体研・研究発表会 於小川町立益南中学校 

研究主題「自主性を高めるための効果的学習指導」 

研究授業 

 保健 ２年安全な生活         山下  一教諭（小川益南中） 

 体育 ２男器械運動・体操       吉田  正教諭（  〃  ） 

 〃  ２女バスケットボール・体操   平井 徳子教諭（  〃  ） 

 〃  １男陸上競技・体操       橋本 寿一教諭（  〃  ） 

研究発表 

 「陸上競技の効果的指導」  里木  茂教諭（八代三中） 

 「移行措置をふまえた効果的なサッカー指導中尾 昭南教諭（天草本渡中） 

 「移行期における保健学習の取扱についての一考察」 内田 隆教諭（上益城甲佐中） 

講演 熊大教養部 西岡 寅雄教授 

    「体育学習上の問題点」 

47.  10. 17 

        18 

熊本県中体研・研究発表大会 於熊本市錦ヶ丘中学校（小・中・高合同） 

研究主題「効果的な保健体育の学習指導」 

研究授業 

 体操・器械運動（マット・とび箱運動）  許田 重治教諭（熊本錦ヶ丘中） 

 保健・環境の衛生（飲料水と水の浄化法）赤崎 輝男教諭（   〃   ） 

 バスケットボール・体操        太田黒征支教諭（   〃   ） 

研究発表 

 「体操の効果的指導はどのようにすればいいか」都筑慶二郎教諭（熊本城南中） 

 「体操の効果的指導はどのようにすればいいか」馬渕 睦輝教諭（飽託北部中） 

 「保健学習における実践実習の効果的な指導」 

講演 順天堂大学  太田 哲男教授 

     「自主性を高める体育学習の指導」 

48.  10. 24 熊本県中体研・研究発表大会 於菊池市立菊池北中学校 

研究主題「効果的な保健体育の学習指導」 

副  題「自主性を伸ばす学習指導はどのように進めたらよいか」 

    （イ）グループ学習の進め方 

    （ロ）教育器材（教材教具）の使い方利用法 

    （ハ）一人ひとりを伸ばす学習の進め方 

研究授業 

 バスケットボール   古田 憲雄教諭（菊池北中） 

 陸 上 競 技    髙野 勝子教諭（  〃  ） 

 保     健    山下 桂一教諭（  〃  ） 

研究発表 

 「バレーボール指導の一考察       橋本  尚教諭（阿蘇長陽中） 

 「主体性を伸ばすバレーボールの指導」  赤峰 洋次教諭（菊池泗水中） 

 「性に関する保健学習（内分泌腺）の指導」 本山 健一教諭（玉名南関北中） 
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48.  10. 24 講演 熊大教養部 西岡 寅雄教諭 

 「中学校期における体育の生理的効果について」 

49.  12.  6 

         7 

熊本県中体研・研究発表大会 於本渡市立本渡中学校 

研究主題「効果的な保健体育の指導法」 

副  題「進んで考え実践する学習を求めて」 

研究授業 

 ジャズ体操   国松 順子教諭（天草下浦中） 

 器械体操    小林 伸一教諭（天草亀川中） 

 陸上競技    高橋 忠男教諭（天草本渡中） 

 保  健    岡部久仁子教諭（天草本渡中） 

研究発表 

 「陸上競技の効果的指導の一考察」 奥村 治郎教諭（大多尾中） 

 「陸上競技の効果的な指導法」   上水富美雄教諭（津奈木中） 

講演 文部省教科調査官 山川岩之助 

50.  12. 10 熊本県中体研・研究発表大会 於飽託郡北部中学校（小・中・高合同） 

研究主題「効果的な保健体育の学習指導」 

研究授業 

 柔道・剣道      立山 靖夫教諭（飽託北部中） 

 器械運動（平均台）  土山美智子教諭（飽託北部中） 

研究発表 

 水  泳       井形  端教諭（熊本帯山中） 

 バスケットボール   許田 重治教諭（熊本錦ヶ丘中） 

講演 熊大教育学部  金守 新一教授 

51.  11.  2 熊本県中体研・研究発表大会 於阿蘇郡一の宮中学校 

研究主題「進んで実践する学習をめざして」 

研究授業 

 陸上競技（障害走）    松野 孝雄教諭（阿蘇久木野中） 

 格  技（剣 道）    藤本 正則教諭（阿蘇高森中） 

 球技（バスケットボール） 佐藤 安生教諭（阿蘇波野中） 

 保健（国民の健康）    河津 詔子教諭（阿蘇小国中） 

研究発表 

 「楽しいバレーボールの指導」     田原 貞彦教諭（玉名南関北中） 

 「生活化をめざした長距離走の指導」  相馬 将末教諭（菊池菊陽中） 

 「進んで実践する剣道学習をめざして」 福永 浩平教諭（鹿本菊鹿中） 

分科会提案者 

 陸上分科会 南部 康雄教諭（荒尾二中） 

格技分科会 有働  忠教諭（鹿本五霊中） 

球技分科会 松尾 元史教諭（玉名南関南中） 

 保健分科会 山下 桂一教諭（菊池北中） 
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51.  11.  2 講演 東京学芸大学 矢野 久英教授 

 「すすんで実践する体育学習をめざして」 

52.  11. 29 

        30 

第 16 回全国学校体育研究大会  於熊本市 錦ヶ丘中・出水中・湖東中・白川中 

                     城南中・西山中 

研究主題「進んで実践する体育学習をめざして」 

研究授業 

 錦ヶ丘中 器械運動     許田 重治教諭（錦ヶ丘中） 

 出水中  バレーボール   田中  司教諭（出水中） 

 湖東中  バスケットボール 岡田 克之教諭（湖東中） 

 白川中  ダンス      髙野登美子教諭（白川中） 

 城南中  陸上競技     上野 長利教諭（城南中） 

 西山中  サッカー     藤野 健一教諭（西山中） 

研究提案 

 「マット運動の連続技作りを通して」  大島雄二郎教諭（鹿本中） 

 「ゲームにつながるパス指導」     前田  司教諭（大豊中） 

 「興味を持ってバスケットボールに取り組む意識向上をはかる基礎技術与え方」 

 「動きの多様性を知らせるためにはどのような指導をしたらよいか」 

                    楠 都美子教諭（八代四中） 

 「一人ひとりの能力をいかすリレー学習について」 

                    岡部 富雄教諭（有明西中） 

 「みんなで協力してボールを運びあうサッカーをめざして」 

                    遠山 和美教諭（泉 中） 

講演 広島大学 飯島 宗一教授 

 「体育と文化」 

九州各県研究発表 

 「楽しいバレーボールの授業を目指して」 福岡県  柳田 勝美教諭 

 「全体体育における体力づくりのあり方を求めて 

                     長崎県  米田礼次郎教諭 

 「一人ひとりが自ら進んで学習に取り組みより確かな学習成果を得るためにどのよう

な手立てがなされるべきか」 

                     鹿児島県 早田 克彦教諭 

 「グループ学習を通して意欲を高め生活化をめざした 

バスケットボール学習の一考察」 

                  熊本県  佐藤 安生教諭 

53.  11.  2 熊本県中体研・研究発表大会  於宇土郡三角町立青海中学校 

研修主題 「進んで実践する体育学習をめざして」 

副  題 「体力作りの自主的実践活動をどのよう高めるか」 

公開授業 学級指導  私の体力づくり       小山 英昭教諭（青海中） 
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53.  11.  2 学級指導  私の体力づくり       山口 圭子教諭（青海中） 

体  育  陸 上 競 技       上野 篤弥教諭（ 〃 ） 

体  育  バスケットボール      寺川 揖子教諭（ 〃 ） 

学級会活動 全校体育について考えよう  千葉崎圏児教諭（ 〃 ） 

学級指導  全校体育について考えよう  宮本 幸吉教諭（ 〃 ） 

研究発表 

 「体力つくりの自主的実践活動をどのように高めるか」 

            上川 隆雄教諭  上野 篤弥教諭（青海中） 

 「持ち点制による保健体育の効果的指導」 入江 正明教諭（住吉中） 

 「体力差に応じた短距離走指導の一考察」 小田 定則教諭（湯前中） 

 「水泳の初心者指導について」      千原 功一教諭（湯出中） 

 「一人ひとりが楽しんで参加する授業をめざして」（紙面発表） 

                     坂井公一郎教諭（白糸中） 

講演 学研編集長 南 治夫 

 「指導要領の改訂と移行措置」 

54.  11.  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 18 

 ～19 

熊本県中体研・研究発表大会  於玉名郡岱明町立岱明中学校 

研究主題「進んで実践する体育学習をめざして」 

公開授業 

 保  健    大跡 弘道教諭（岱明中） 

 陸上競技    松尾  修教諭（ 〃 ） 

 ダンス     真田 晴美教諭（ 〃 ） 

研究発表 

 「バレーボールにおける技能を高めるための指導方法」 

                       田島 光枝教諭（荒尾二中） 

 「シュートに結びつくサッカーを目指して」  前川 隆道教諭（山鹿中） 

 「楽しいマット運動をめざして」       米良 隆夫教諭（菊陽中） 

 「三種競技を生かした陸上競技の指導」    光永  功教諭（阿蘇中） 

特別講演 

 「生涯スポーツとのかかわりをふまえて」 

講師 大阪教育大学教授 島崎 仁 

第 18 回九州地区学校体育研究発表会（鹿児島大会） 

口頭発表 

「シュートに結びつくサッカーを目指して」  前川 隆道教諭（山鹿中） 

 

55.  10. 28 

        29 

（第 5 回） 

熊本県学体研・研究発表大会  於熊本市立帯山中学校、全体会、県立図書館 

研究主題 「主体的に創造し、自主的に実践する体育学習をめざして」 

副  題 ～すすんで実践する体育学習～ 

公開授業  

 柔 道    城   英志教諭（帯山中） 
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55.  10. 28 

        29 

 ダンス    中学校体育女子部会 

 器械運動   井形  靖教諭（帯山中） 

研究発表 

 「すすんで実践する柔道の指導をめざして」  菅野 哲雄教諭（京陵中） 

 「誰にでもできるダンスの指導」 

         田中 和子教諭（三和中）  大嶌エイ子教諭（出水中） 

 「側転を中心としてマット運動の連続技づくり」 

                       長野  寛教諭（楠 中） 

全体会研究発表会 

 「長距離走における一人ひとりの能力を伸長するための一考察」 

                       荒木  茂教諭（本渡中） 

講演「体育教師に期待するもの」 

 講師 東京農工大教授 武笠 康雄 

56.  11. 17 熊本県中体研・研究発表大会  於人吉市立第一中学校 

研究主題「すすんで実践する体育学習をめざして」 

公開授業 

 陸上競技    杉元  覚教諭（人吉一中） 

 体  操    廣田 高光教諭（人吉二中） 

 ダンス     野田 春美教諭（錦  中） 

研究発表 

 「走り高跳びの安全且つ、効果的な指導はどのようにしたらよいか」 

  ～ 背面跳びについて考える ～    福海 正隆教諭（砥用東中） 

 「陸上競技における障害走の効果的な指導の一考察」 

  ～ グループ活動を通しての実践 ～  本田 邦生教諭（津奈木中） 

 「剣道の特性に基づく小道具を使った効果的な学習指導について」 

                     松岡 洋典教諭（坂本中） 

57.  11. 19 熊本県中体研・研究発表大会  於山鹿市立山鹿中学校 

研究主題「進んで実践する体育学習をめざして」 

公開授業 

 剣  道      福永 浩平教諭（鹿北中） 

 陸上競技      徳本 則康教諭（山鹿中） 

 バスケットボール  皆本秀一郎教諭（鹿南中） 

研究発表 

 「柔道の初歩的段階で安全面に重点をおき、楽しい学習をさせるには、どうしたらよいか」                  

高木 英俊教諭（長洲中） 

 「バトンパスの技能を高め合うための指導」東  隆正教諭（菊池北中） 

 「バスケットボール（ショット）の効果的な指導について」 

                     吉岡 道男教諭（阿蘇中） 
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57.  11. 19  「楽しい柔道の授業をめざして（１年生）」紙上発表 

                     西山 邦彦教諭（荒尾四中） 

講演 

 「生涯体育の中での中学校体育の在り方について」 

 講 師  筑波大学助教授  佐伯 聡夫 

58.  10. 27 

        28 

熊本県学体研・研究発表大会   全体会 熊本県庁地下大会議室 

                分科会 御船町立御船中学校 

研究主題 「主体的に創造し、自主的に実践する体育学習」 

副  題  ～すすんで実践する体育学習～ 

公開授業 

 陸上競技   本田 英躬教諭（甲佐中） 

 柔  道   豊田 修治教諭（浜町中） 

 保  健   岡田みつよ教諭（木山中） 

研究発表  楽しさをめざすバレーボールの授業 木元一幸教諭（鏡中） 

 グループ学習を通して生徒が取り組む問題解決の学習はどのようにすればよいか 

  ～バスケットボールを通して～       皆本秀一郎教諭（鹿南中） 

59.  11.  2 熊本県中体連・研究発表  於荒尾市立第二中学校 

研究主題 「主体的に創造し、自主的に実践する体育学習をめざして」 

副  題 「課題をもち、すすんで実践する体育学習」 

研究発表 

 「障害走を段階的に目標設定し、生徒が意欲的に取り組む効果的な指導法と工夫」 

                       下城 基宏教諭（小国中） 

 「集団的スポーツ領域における教授プログラムの検討」 

                       佐藤不二夫教諭（西合志中） 

 「資料を効果的に活用した保健学習の研究」  鎌田のり子教諭（長洲中） 

 「グループ学習を通して、生徒が主体的に創造的に取り組む問題解決の学習はどのよ

うにすればよいか」              皆本秀一郎教諭（鹿南中） 

公開授業と授業者 

 陸上競技        中村 武雄教諭（荒尾二中） 

 球技（バスケットボール）田島 光枝教諭（荒尾三中） 

 保  健        徳永 迪子教諭（荒尾五中） 

特別講演  「そだてる」 

 講  師 

   國學院高校教諭、全日本体操協会ジュニア競技会常務理事  荒川みゆき 

60.  11.  1 熊本県中体研・研究発表大会  於熊本市立西山中学校 

研究主題 「生涯教育を指向し、自主的に実践する体育学習をめざして」 

副  題 「課題をもち、意欲的に実践する体育学習をめざして」 

陸上競技  課題をもち、意欲的に実践する陸上競技をめざして 

                    上妻 正義教諭（城南中） 
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60.  11.  1  球  技  課題をもって楽しく取り組むバスケットボールの授業を求めて 

                     千原 功一教諭（楠 中） 

 ダンス   課題をもって楽しく取り組むバスケットボールの授業を求めて 

                     植田 鷹子教諭（楠 中） 

                     古城 啓子教諭（三和中） 

特別講演 「課題をもち、意欲的に実践する体育学習をめざして」 

講  師 山口大学教授  中村 敏雄 

公開授業 

 陸上競技（走り高跳び）    畠山  篤教諭（西山中） 

 球  技（バスケット）    土田 好次教諭（ 〃 ） 

61.  11.  6 

         7 

第 25 回九州地区学校体育研究発表大会  於熊本市立楠中学校・熊本市民会館 

研究主題 「生涯教育を指向し、自主的に実践する体育学習をめざして」 

副  題 「課題をもち、意欲的に実践する体育学習をめざして」 

公開授業 

 ダンス       植田 鷹子教諭（楠 中） 

 バスケットボール  千原 功一教諭（ 〃 ） 

研究発表 

 ○自主的、意欲的に学習に取り組む生徒の育成 

  ～集団スポーツ（バレーボール）の指導をとおして～ 

                     横尾 嘉憲（佐賀県大楠中） 

 ○中学校における望ましい格技（剣道）指導はどうあればよいか 

  ～一人ひとりの意欲を高める学習を求めて～ 

                     衛藤 憲司（大分県大野中） 

 ○生涯体育を指向し、自主的に実践する体育学習をめざして 

  ～水泳の授業をとおして～       宮田 育俊（宮﨑県広瀬中） 

 ○生徒が意欲的、主体的に取り組む学習指導 

  ～陸上競技の種目内選択制授業を中心にして～ 比嘉 秀勝（沖縄県安慶田中） 

特別講演 耐えて勝つ私の野球人生 

 講 師 元広島東洋カープ監督 古葉 竹識 

62.  10. 29 熊本県中体研・研究発表  於芦北佐敷中学校 

              佐敷町社会教育会館 

研究主題 「生涯教育を指向し、自主的に実践する体育学習をめざして」 

副  題 「課題をもち意欲的に実践する体育学習をめざして」 

研究発表 

 陸上競技 一人ひとりが課題を見つけ、自主的に解決していくための学習指導と評価

はどうあるべきか ～障害走を通して～ 

                 人吉三中  西 龍三郎教諭 

 格  技 柔道学習の意欲を高めさせる手だて 

                 八代一中  麦田 康利教諭 
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62.  10. 29  保  健 健康と公害の関係を知り、私たちの生活を考える保健学習 

                 千丁中   小松富美子 

特別講演 「スポーツの魅力とは」 

講  師 鹿屋体育大学講師  田口 信教 

公開授業 

 陸上競技（障害走）     宮田  薫教諭（佐敷中） 

 格  技（柔 道）     田中 誠也教諭（田浦中） 

 保  健（病気とその予防） 徳渕 盛也教諭（袋 中） 

63.  10. 20 熊本県中体研・研究発表  於阿蘇郡一の宮中学校 

研究主題 「生涯体育を指向し豊かな人間性を育成する体育学習をめざして」 

副  題 「一人ひとりが興味を持って意欲的に取り組む学習をめざして」 

研究発表 

 格  技 「意欲的に取り組む柔道学習をめざして」 

                   玉名中  中尾 昭南教諭 

 陸  上 「効果的なバトンパスの手だてについて」 

                   五霊中  豊田 修治教諭 

 保  健 「応急処置実習授業における教科教具の研究」 

                   荒尾一中 村上 雅彦教諭 

 水  泳 「生涯一人ひとりが個人の能力に応じて意欲的に実践できる水泳指導について」（誌上）      

菊阿中  井川 雄一教諭 

特別講演 「生涯スポーツを指向し、豊かな人間性を育成する体育学習」 

講  師 東京学芸大学  永島 惇正 

公開授業 

 陸上競技（長距離走）   松野 孝雄教諭（白水中） 

 格  技（柔  道）   川口誠一郎教諭（西原中） 

 保  健（救急処置）   坂梨 正文教諭（阿蘇中） 

H1. 12.  7 

        8 

熊本県中体研・研究発表大会 7 日 全体会場 県庁地下会議室 

              8 日 中学部会 熊本市立井芹中学校 

研究主題 「生涯体育を指向し、発達段階に応じた体育学習の推進をめざして」 

副  題 「わかる、できる、教え合う体育学習の推進をめざして」 

研究発表 

 全体 器 械 「わかる、できる、教え合うマット運動の授業の推進」 

                        西原中 許田 重治教諭 

 部会 バレーボール 

     「初歩的段階での集団技能習得のための具体的な手だて」 

       ～ホールディングバレーボール～  京陵中 土田 好次教諭 

    陸 上 「生徒が意欲的に取り組む障害走の効果的な指導法」 

       ～スピードを落とさず、リズミカルに生涯を通過するには 

                        天明中 山本 信祐教諭 
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H1. 12.  7 

        8 

特別講演 「新指導要領とその動向」 

講  師 駿河台大学教授  梅本 二郎 

公開授業 器械（マット運動）    松山 禎一教諭（井芹中） 

2.  12.  5 熊本県中体研・研究発表大会  於八代第一中学校 

研究発表 「生涯体育を指向し、豊かな人間性を育成する体育学習の推進をめざして」 

副  題 「一人ひとりが喜び、楽しみ、高めあう保健体育学習をめざして」 

研究発表 

 剣 道 「生徒自らが、意欲的に取り組む運動の学習指導とその評価はどうあるべきか」 

桑原 弘幸（球磨中） 

 体力作り「自らすすんで体力つくりに励み、心身ともに健康な倉中生の育成」 

                         境  吉親（倉岳中） 

 保 健 「生徒自ら意欲的に取り組む保健学習」 

              草場 博志（大矢野中） 岩村 龍児（小川中） 

特別講演 「チャンピオンの条件」 

講  師 全日本柔道監督  上村 春樹 

公開授業 

 武 道（柔道）    上水富美雄教諭（八代四中） 

 バレーボール     吉田 真弓教諭（八代一中） 

 保 健（健康と環境） 村橋 勝記教諭（八代二中） 

3.  10. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  11.  7 

        8 

第 29 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会  於菊池郡七城町運動公園 

研究主題 「生涯体育を指向し、豊かな人間性を育成する体育学習の推進をめざして」 

副  題 「一人ひとりが課題意識を持ち、協力し、意欲的に高め合う保健体育学習をめざして」 

研究主題 菊池郡市中学校体育研究会 

誌上発表 「選択授業へ向けて」       荒尾一中教諭  西田 耕陽 

     「移行期における年間計画」     玉名中教諭  中山 直幸 

     「自ら進めるソフトボール学習」  鹿本郡市中学校体育研究会 

     「個人差を考えた、障害走の指導法」 波野中教諭  中尾 隆博 

     「発達段階に応じた技能で、自らめあてを持ち、班活動を通して自他の技術

を高め、楽しくゲームをするバレーボールの学習をめざして」 

                      菊池郡市中体研バレーボール研究班 

     「生徒一人ひとりが自ら生活行動の変容をめざす保健学習」 

                      菊池郡市中体研保健学習研究班 

特別講演 「新学習指導要領における具体的な展開のあり方」 

講  師 東京都台東区御徒中学校校長   池田 凞 

公開授業 「球技」ソフトボール・テニス  本山 雄治教諭（七城中） 

     「球技」卓球・バドミントン   内田 晴龍教諭（七城中） 

第 30 回全国学校体育研究発表大会（大分県大会） 

口頭発表 「陸上競技と器械運動の選択学習をどのようにすればよいか」 

                  熊本市立東部中学校 教諭 古田 憲雄 
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4.  11. 18 

       19 

第 8 回 熊本県学校体育研究発表大会  18 日 全体会場 県庁地下大会議室 

                    19 日 公開授業 県立第二高校 

研究主題 「生涯体育を指向し、発達段階に応じて自主的に実践する体育学習を目指して」 

副  題 「自ら課題に進んで取り組む体育学習 ～楽しさから充実へ～」 

研究発表 「一人ひとりの活動を大切にし、確かな力が育つ体育実践」 

       ～体操領域の授業実践を通して～ 

                   熊本市立慶徳小学校教諭 長野 了一 

                   熊本市立砂取小学校教諭 稲津  悟 

                   熊本市立井芹中学校教諭 松山 禎一 

     「自ら課題に進んで取り組む体育学習」 

         ～楽しさから充実へ～ 

             熊本市中学校体育研究会サッカー部会代表 

                   熊本市立花陵中学校教諭 宗村 晴夫 

特別講演 「生涯スポーツについて」 

講  師 スポーツジャーナリスト 谷口源太郎氏 

公開授業 「サッカー」    熊本市立東町中学校１年１・２組男子３４名 

                           指導者 秋野 愼一 

5.  10. 19 第 30 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会  於下益城郡松橋中学校 

研究主題 「生涯体育を指向し、豊かな人間性を育成する保健体育学習を目指して」 

副  題 「生徒一人ひとりが課題を持ち、主体的に取り組む保健体育学習」 

公開授業 「陸上競技」        下益城郡松橋中学校教諭 川端 保成 

     「器械運動」              〃     古賀 義久 

     「球技」                〃     浦塘 勝彦 

研究発表 「宇城中体研の取り組み」  下益城郡豊野中学校教諭 橋本 信二 

     「自発的・自主性を生かす選択授業のあり方」 

                   上益城郡甲佐中学校教諭 内田 晴龍 

                         〃     山下 勝之 

誌上発表 「バレーボールにおける効果的な指導の一考察」 

        ～ソフトミニバレーを中心に～ 

                    八代郡氷川中学校教諭 山代 隆夫 

     「小規模校における一人ひとりを伸ばす保健体育科の学習カードについて」 

                   水俣市立湯出中学校教諭 田中  淳 

                    〃 久木野中学校教諭 中村 岳史 

特別講演 「生涯スポーツをめざす、新しい学力感に立った体育の学習指導」 

講  師 岡山大学教育学部教授 團  琢磨 

 6.  11. 10 

        11 

第 33 回 九州地区学校体育研究発表大会  於熊本県立劇場 

                      熊本市立北部中学校 

研究主題 「21 世紀を志向し、心豊かにたくましく生きる人間を育成する学校体育の

推進をめざして」 
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6.  11. 10 

       11 

副  題 「生徒一人ひとりが課題をもち、意欲的に取り組む保健体育学習」 

         ～ 楽しさから充実へ ～ 

公開授業 「サッカー」                  日永 信夫 

     「球技・選択」バドミントン・卓球        畠山  篤 

            バレーボール・ソフトテニス    桝田 穂浪 

研究発表 「生徒一人ひとりをいかす器械運動（マット運動）の授業に関する研究」 

                     大森 靖雄教諭（福岡県足立中） 

     「気迫にちみ、思いやりの心を育てる武道指導」 

                     野原 滋久教諭（長崎県三和中） 

     「目的意識を持って自発的に活動する学習指導方法の研究」 

                     阿部 康夫教諭（鹿児島県鹿屋東中） 

     「自ら学び意欲を持って活動する生徒の育成をめざして」 

         ～ 武道指導を通して ～ 

                     吉村  剛教諭（熊本県球磨中） 

特別講演 演 台 「生涯スポーツ時代に対応した体育学習の考え方」 

     講 師 文部省体育局 体育官 岡崎 助一 

 

7.  10. 25 第 31 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会  於玉名市立玉名中学校 

研究主題 「21 世紀を志向し、心豊かにたくましく生きる人間を育成する学校体育の

推進をめざして」 

副  題 「自ら学び、生涯体育を志向するこれからの体育指導はどのようにすればい

いか」～学校規模別における選択制授業の研究～ 

公開授業 球技選択 

     「ハンドボール」    玉名市立玉名中学校教諭 上田 聴一 

     「バスケットボール」       〃      村上 浩之 

     「卓球」             〃      黒木 雅隆 

     「ソフトテニス」         〃      目久美和美 

研究発表 「玉名郡市中体研の取り組み」 

                 玉名郡三加和中学校教諭 中山 直幸 

誌上発表 「生徒一人ひとりが自ら課題を持って主体的・意欲的に取り組む保健体育学習」 

       ～選択制授業の取り組みを通して～ 

               荒尾市立荒尾第四中学校教諭 永尾 信次 

     「自発性・自主性を生かし一人ひとりを伸ばす学習指導と評価をどのように

工夫すればよいか」 

       ～選択制授業の取り組みを通して～ 

              鹿本郡菊鹿町立菊鹿中学校教諭 岩谷  寛 

     「選択制授業の実践と考察」 

       ～平成 3 年度研究発表後の授業実践による課題解決～ 

                           菊池郡市中体研 
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7.  10. 25      「新学力観の視点をあてた学習資料の作成と活用の提案」 

      ～学習状況把握のための評価基準案作成と評価結果の集計と活用～ 

              阿蘇郡産山村立産山中学校教諭 井芹 昌文 

特別講演 演題 「生涯にわたる健康管理のポイントと盲点」 

     講師 熊本昨日病院附属熊本体力研究所研究主任  井本 岳秋先生 

 8.  11. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  11. 14 

    ～15 

第 32 回 熊本県中学校保健体位研究発表大会  於八代郡鏡中学校 

                         鏡町農村環境改善センター 

研究主題 「21 世紀を志向し、心豊かにたくましく生きる人間を育成する学校体育の

推進をめざして」 

副  題 「新学力観に基づき、生涯体育・スポーツを志向し、自ら意欲的に学ぶ学習

の指導はどうあればよいか」 

公開授業 「球  技」       竜北町立竜北中学校教諭  田代秀一郎 

     「器械運動」         鏡町立鏡中学校教諭  前田 浩代 

     「陸上競技」         東陽村立東陽中学校  赤星  稔 

研究発表 「八代郡中体研の取り組み」 

               八代郡千丁町立千丁中学校教諭  押方 信博 

     「生徒一人ひとりが意欲的に取り組む選択制授業のあり方について 

               球磨郡湯前町立湯前中学校教諭  岩﨑 久典 

誌上発表 「一人ひとりを伸ばす学習指導と評価の工夫（水泳）」 

                           上益城郡中体研 

     「生徒一人ひとりが自ら進んで学び 

            主体的に活動できる授業について」 

        ～陸上競技における選択授業（混成競技）の取り組み～ 

               葦北郡芦北町立吉尾中学校教諭  日當 健二 

特別競演  演題 「21 世紀の学校体育を考える」 

           ～体育の役割～ 

      講師 熊本大学教育学部附属養護学校校長     川崎順一郎先生 

第 35 回  九州地区学校体育研究発表大会（宮崎） 

口頭発表  「より自発性を高める選択制体育の学習をめざして」 

         宮原町及び八代市中学校組合立氷川中学校教諭 久保 明博 

9.  11. 27 

       28 

第 10 回 熊本県学校体育研究発表大会 27 日全体会場メルパルク 

                   28 日中学部会 熊本市立京陵中学校 

研究主題 「21 世紀を生き抜く、生涯体育・スポーツの進化を図る体育学習のあり方

をもとめて」 

副  題 「生涯体育・スポーツの実践者として、自ら選択し意欲的に取り組む体育学習」 

全体会  シンポジウム「生きる力」を体育でどう育てていくか 

        ・コーディネーター 千丁町立千丁小学校教頭  吉永 順一 

        ・シンポジウム   熊本市立清水小学校教諭  中村 好郎 

                  熊本市立清水中学校教諭  長野  寛 
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9.  11. 27 

        28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  11. 13 

       ～14 

                 熊本市立商業高等学校教諭  西村 博生 

中学部会 研究発表 「生涯体育・スポーツの実践者として自ら選択し、意欲的に取り

組む体育学習を求めて」 

              熊本大学教育学部附属中学校教諭  池田今朝清 

     公開授業 「陸上競技」 熊本市立京陵中学校教諭   櫻井 一郎 

                      〃        本山  巧 

                      〃        黒川 富博 

                      〃        大園 隆明 

                      〃        山科 貴裕 

                      〃        田代 裕子 

特別講演 演題 「21 世紀に向けた体育の在り方」 

          ～今、学校体育に求められているもの～ 

     講師 東京学芸大学教授 細江 文利 

第 36 回  九地区学校体育研究発表大会（佐賀） 

誌上発表 「選択制における自己評価をとおして、体育的活動を支援する方法の工夫」 

               球磨郡岡原村立岡原中学校教諭  高田 哲弘 

10.  11. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  11. 18 

      ～19 

第 33 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会  於山鹿市立山鹿中学校 

研究主題 「運動に親しみ、心豊かにたくましく生きる人間を育てる学校体育のあり方」 

公開授業 球技選択 

全体会  「サッカー」「ハンドボール」 

                山鹿市立山鹿中学校教諭  浦塘 勝彦 

     「バレーボール」「バドミントン」 

                菊鹿町立菊鹿中学校教諭  青山 賢治 

研究発表 「鹿本郡市中体研の取り組み」 

        鹿央町山鹿市中学校組合米野岳中学校教諭  山口 裕人 

     「コース制を取り入れた選択制授業の 5 時間の変遷 

              荒尾市立荒尾第一中学校教諭  本郷 浩一 

誌上発表 「自ら学び、生涯体育を志向するこれからの学校体育はどのようにすればよいか」 

                岱明町立岱明中学校教諭  船津  清 

「生涯が本来持っている活動・表現の欲求を生き生きと表現しようとするダ

ンスの授業をどのように工夫すればよいか」 

           七城町立七城中学校教諭  梅田 和広 

「教え合い学習の中で、自発的に学び合い、自主的に高め合う生徒を育成す

るにはどのように工夫すればよいか」 

           長陽村立長陽中学校教諭  坂本 昌彦 

特別講演 演題 「私とスポーツ」 

     講師 熊本機能病院主任ソーシャルワーカー  山本 行文先生 

第 37 回 九州地区学校体育研究発表大会（長崎） 
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10.  11. 18 

      ～19 

口頭発表 「生徒一人ひとりが意欲を持ち、自ら課題を追求していく保健体育学習」 

         鹿央町山鹿市中学校組合立米野岳中学校教諭  山口 裕人 

11.  11. 29 第 34 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会  於 本渡市立稜南中学校 

研究主題 「運動に親しみ、心豊かにたくましく生きる人間を育てる学校体育のあり方」 

副  題 「生徒が課題を持って主体的に取り組む学習指導の改善と評価の工夫について」 

公開授業 「ソフトテニス」「ソフトボール」 本渡市立本渡中学校教諭 田中  貴 

     「長距離走」           本渡市立本町中学校教諭 岩谷  寛 

     「マット」「跳び箱」「平均台」  五和町立五和西中学校教諭 瑞穂 良顕 

全体会 

研究発表 「天草郡市中体研の取り組み」  本渡市立稜南中学校教諭 川崎  卓 

誌上発表 「自ら見つめ、主体的に活動する生徒の育成」 

                   宇土市立宇土鶴城中学校教諭 上村 一浩 

     「一人ひとりが意欲を持ち、主体的に活動する選択制授業の展開には何を工

夫すればよいか」 

                   八代市立八代第二中学校教諭 田北佳一郎 

     「生きる力を育み、生涯体育を志向する保健体育科の授業をめざして」 

                     水俣市立湯出中学校教諭 大槻 義浩 

     「自ら考え意欲的に取り組む授業の工夫」 

                   人吉市立人吉第二中学校教諭 米田 豊和 

特別講演 演題 「新教育課程の考え方と今後の体育の方向」 

     講師 筑波大学教授 佐伯 聰夫 先生 

12.  11. 29 

      ～30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  11. 16 

      ～17 

第 10 回 熊本県学校体育研究発表大会 29 日 全体会 メルパルク 

                   30 日 中学部会 熊本商業高等学校 

                           県庁地下大会議室 

研究主題 「主体的に運動に取り組み、心豊かなたくましい人間を育てる学校体育のあり方」 

全体会  特別講演 演題 「生きる力を育む学校体育のあり方を求めて」 

              ～小・中・高等学校の連携を通して～ 

          講師 国士舘大学教授 杉山 重利 氏 

     研究発表 「スポーツライフを実現をめざし、生徒自ら取り組む体育学習のあり方」 

            ～種目・コース選択の授業を通して～ 

                    熊本市立東部中学校教諭 池田今朝清 

中学校部会 公開授業 「球技」領域内選択 

          「バスケットボール」熊本市立出水中学校教諭 本郷  司 

          「サッカー」         〃      中野  浩 

          「バレーボール」       〃      小西 俊郎 

第 39 回 九州地区学校体育研究発表大会（沖縄） 

口頭発表 「スポーツライフの実現をめざし、生徒自ら取り組む体育学習のあり方」 

       ～種目・コース選択の授業を通して 

                    熊本市立東部中学校教諭 池田今朝清 
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13.  11. 20 第 35 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会  於荒尾第一中学校 

研究主題 「スポーツライフの基礎を培い、主体的に取り組む保健体育学習のあり方」 

荒尾市研究主題 「基礎的な力を高め、生きる力を育む体育学習をめざして」 

～陸上競技・球技を通して～ 

研究発表 荒尾市中学校体育研究会理事長  森川 孝巳 

特別講演 「駅伝と私」  大牟田高等学校 駅伝部監督 大見 治夫 氏 

公開授業 「球技」バスケットボール・サッカー 

            荒尾市立荒尾第一中学校 教諭 永尾 信次・坂本華里奈 

     「陸上競技」短距離走・ハードル走・走り幅跳び・砲丸投げ 

            荒尾市立荒尾第三中学校 教諭 高松 孝夫・中道  豪 

誌上発表 「体力向上を図り、生涯体育につながる体育学習のあり方」 

            玉名市立玉名中学校   教諭 松野 保生 

     「自ら課題を追求し、主体的に活動する保健体育学習をめざして」 

            山鹿市立山中学校    教諭 野田  歩 

     「意欲を持って運動に取り組み、自ら課題を解決していこうとする体育学習

をめざして」 

            菊池市立菊池南中学校  教諭 桐  陽介 

     「指示的雰囲気を土壌に主体的に運動に取り組む生徒の育成」 

            阿蘇町立阿蘇北中学校  教諭 境  恵司 

14.  11. 28 第 36 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会  於水俣市立水俣第三中学校 

                        水俣市立総合体育館 

研究主題 「スポーツライフの基礎を培い、主体的に取り組む保健体育学習のあり方」 

芦北水俣郡市研究主題 

     「自ら考え、主体的に取り組む保健体育科の学習」 

研究発表 芦北水俣郡市中学校体育研究会理事長 渕田 尚史 

特別講演 「これからの指導と評価のあり方」 

         東京女子体育大学教授 本村 清人 氏 

公開授業 「器械運動」跳び箱運動、マット運動 

              水俣市立水俣第三中学校 教諭 古田 利也 

     「陸上競技」短距離走、長距離走、ハードル走 

               水俣市立久木野中学校 教諭 田原 正和 

     「球  技」バレーボール 

              水俣市立水俣第二中学校 教諭 有村 実泰 

誌上発表 「生徒自ら取り組む保健体育学習のあり方」 

       ～バレーボールの授業を通して～ 

                御船町立七滝中学校 教諭 山科 貴裕 

     「生涯スポーツを指向した水泳指導のあり方」 

       ～泳力を高め、自ら主体的に取り組む水泳指導の工夫～ 

                中央町立中央中学校 教諭 福岡 貞行 
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14.  11. 18      「主体性・創造性をはぐくむ体育授業のあり方」 

       ～ダンス学習のあり方を通して～ 

                千丁町立千丁中学校 教諭 松田 直子 

     「自ら考え、主体的に取り組む体つくり運動の学習」 

                八代市立第三中学校 教諭 久保 郁夫 

     「生徒自ら課題を持ち、主体的に活動する保健体育学習を目指して」 

                須恵村立須恵中学校 教諭 森田 琢二 

                深田村立深田中学校 教諭 熊  俊晴 

     「たくましく生きるための健康や体力」 

       ～体力の向上・運動に親しむ態度の育成～ 

              大矢野町立大矢野中学校 教諭 清水 龍一 

15.  11. 28 第 37 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会  於長陽村立長陽中学校 

                        長陽村立体育館 

研究主題 「豊かなスポーツライフを実現する力を育てる保健体育学習のあり方」 

       ～仲間と共に高め合う学習を通して～ 

研究発表 阿蘇郡中学校体育研究会理事長 岩根  元 

特別講演 「人生こだわりと執念」 

        学校剣道連盟会長・前蘇陽高等学校校長 泉  勝壽 氏 

公開授業 〈体育分野〉「球技」バスケットボール・バドミントン 

               白水村立白水中学校 教諭 中尾 隆博 

           「ダンス」現代的なリズムダンス・創作ダンス 

               長陽村立長陽中学校 教諭 三根 涼子 

     〈保健分野〉「人との関わり」「自分らしさ」「欲求やストレスへの対処」 

              阿蘇町立阿蘇北中学校 教諭 井芹 昌文・西村 幸洋 

                      養護助教諭 野元 香子 

 

誌上発表 「自主的・自発的活動の支援を行い、自ら考え工夫する体育学習指導のあり方」 

～陸上競技の授業を通して～ 

    荒尾市立荒尾第三中学校 教諭 中道  豪 

     「確かな学力の向上を目指す指導と評価のあり方」 

         ～基礎・基本の充実と主体性を育てる指導と評価の工夫～ 

               岱明町立岱明中学校 教諭 青山 賢治 

     「学ぶ楽しさを実感し、心豊かにたくましく生きる生徒の育成」 

         ～学校体育を核とした能動型教育の実践を通して～ 

               山鹿市立山鹿中学校 教諭 平山 圭子 

     「確かな学力をめざす保健体育学習のあり方」 

         ～保健学習の実践を通して～ 

             西合志町立西合志中学校 教諭 岩谷  寛 
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16.  11. 25 

      ～26 

第 43 回 九州地区学校体育研究発表体育   於熊本市民会館 

                      熊本県立第一高等学校 

研究主題 「豊かなスポーツライフの実現及び生涯にわたり 

健康で安全な生活を送るための実践力を育てる保健体育学習の在り方」 

～自己を高め、仲間と共にかかわり合う評価の工夫～ 

公開授業 〈体育分野〉「球技」（バスケットボール・バドミントン選択） 

                熊本市立武蔵中学校 教諭 大園 隆明 

     〈保健分野「心身の機能の発達と心の健康〉（欲求やストレスへの対処） 

                熊本市立桜山中学校 教諭 香山  悟 

研究発表 「たくましく生きるための体力豊かな人間性を育む体育・保健の指導は 

どうあればよいか」 

       大分県大分市立坂ノ市中学校 教諭 平倉  崇 

「お互いに認め合い、意欲的に活動する生徒の育成」 

        佐賀県厳木町立厳木中学校 教諭 宮原 照幸 

「生徒自ら主体的に取り組み、 

たくましく生き抜く力を身に付ける保健体育学習」 

   宮﨑県えびの市立飯野中学校 教諭 肝付 正籍 

     「基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り自ら学び考え、 

自ら行動する力を育成するためにはどうすればよいか」 

    沖縄県城辺町立西城中学校 教諭 那覇 史人 

誌上発表 「豊かなスポーツライフの基礎を培う保健体育学習のあり方」 

       ～仲間と共に高め合う学習を通して～ 

             熊本県阿蘇郡中学校体育研究会 

特別講演 「ストレスと健康」  九州大学健康科学センター教授 橋本 公雄 氏 

17.  11. 22 第 38 回 熊本県中学校保健体育研究発表大会 

於人吉カルチャーパレス・人吉第一中学校・錦中学校・岡原中学校 

研究主題 「豊かなスポーツライフの実現及び生涯にわたり 

健康で安全な生活を送るための実践力を育てる保健体育学習の在り方」 

～自己を高め、仲間と共にかかわり合う評価の工夫～ 

人吉球磨体育研究会の主題 

     「豊かなスポーツライフの実現に向けた保健体育学習の在り方」 

        ～仲間とかかわり、共に高め合う学習活動の工夫～ 

           研究発表  人吉球磨体育研究会研究部長 岩﨑 久典 

特別講演 「スポーツと出会い」  元松橋中学校教諭    平井 徳一 氏 

公開授業 「陸上競技」長距離走  人吉市立第一中学校   教諭 山本 祥博 

     「球技」バレーボール  あさぎり町立岡原中学校 教諭 橋本 卓也 

     「武道」剣道      錦町立錦中学校     教諭 熊  俊晴 
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17.  11. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.  10. 25 

誌上発表 「一人ひとりの生徒の確かな学力の向上と、個に応じた評価の工夫改善」 

       ～形成的評価活動（1 分間泳）を取り入れた水泳授業の取組～ 

                甲佐町立甲佐中学校    教諭 黒木 克昭 

     「自ら課題を持ち、主体的に活動する体育学習を目指して」 

       ～陸上競技「ハードル走」の実践を通して～ 

                城南町立下益城城南中学校 教諭 安方 史宜 

     「自ら考え主体的に活動する生徒の育成」 

       ～学校水泳の授業を通して～ 

                八代市立東陽中学校    教諭 杉野 弘樹 

     「体育学習における指導と評価の一体化を目指して」 

       ～バレーボールの学習における評価の工夫を中心に～ 

                八代市立第二中学校    教諭 吉崎 孝明 

     「個に応じた指導と評価の工夫改善の取組」 

       ～バレーボール学習における毎時間の評価活動を通して～ 

                芦北町立湯浦中学校    教諭 山本 栄司 

     「種目の特性にふれさせる体育指導の在り方について」 

       ～陸上競技（長距離）の授業を通して～ 

                有明町立有明中学校    教諭 黒川 雅弘 

第 44 回九州地区学校体育研究発表大会（佐賀大会） 

口頭発表 「自己を高め、仲間と共にかかわり合う評価の工夫」 

       ～球技（バスケットボール・バドミントン選択）の授業を通して～ 

                熊本市立武蔵中学校    教諭 大園 隆明 

18.  11. 28 

      ～29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 回 熊本県学校体育研究発表大会  於熊本市立必由館高等学校 

学体研研究主題  

「豊かなスポーツライフの実現に向けた体育学習の創造」 

中学校体育研究会研究主題 

  「豊かなスポーツライフの実現及び、生涯にわたり 

健康で安全な生活を送るための実践力を育てる保健体育学習のあり方」 

～学習内容を明確にした指導と評価の一体化を通して～ 

特別講演 演題 「変わる・変える」 

      熊本県体育協会副会長  井  薫 氏 

研究発表 「豊かなスポーツライフの実現に向けた保健体育学習のあり方」 

        ～仲間とかかわり、共に高め合う学習活動の工夫～ 

        人吉球磨体育研究会 人吉市立人吉第二中学校 教諭 渕田 尚史 

公開授業 「保健」 心身の発達と心の健康  

熊本市立藤園中学校   教諭 福富 和博 

     「球技」 ハンドボール 

熊本市立東部中学校   教諭 山隈  修 
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18.  11. 26 

      ～27 

第 45 回九州地区学校体育研究発表大会誌上発表 

  「豊かなスポーツライフの実現に向けた保健体育学習のあり方」 

        ～仲間とかかわり、共に高め合う学習活動の工夫～ 

      人吉球磨体育研究会研究部長 球磨村立球磨中学校 教諭 岩﨑 久典 

 

19.  11. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  10. 25 

      ～26 

第 39 回熊本県中学校保健体育研究発表大会  於合志市総合センター「ヴィーブル」 

研究主題 「豊かなスポーツライフの実現及び、生涯にわたり 

健康で安全な生活を送るための実践力を育てる保健体育学習のあり方」 

～学習内容を明確にした指導と評価の一体化を通して～ 

菊池郡市中体研の研究主題 

     「楽しさや喜びを実感し、仲間と共に高め合う保健体育学習」 

        ～課題解決能力の育成と学び合いの場の工夫を通して～ 

特別講演 「新しい学校体育の方向性」 

                日本体育大学大学院教授 

                   筑波大学名誉教授    高橋 健夫氏 

公開授業 「器械運動」マット運動  合志市立西合志南中学校 教諭 大谷 浩介 

     「球技」バレーボール   大津町立大津北中学校  教諭 佐藤 省吾 

     「球技」バスケットボール 大津町立大津北中学校  教諭 久米野千晶 

誌上発表 「豊かなスポーツライフの実現に向けた保健体育学習のあり方」 

       ～自己の課題設定とグループ学習活動の工夫～ 

                  荒尾市立第一中学校   教諭 永井千寿子 

     「持久走の指導について」 

       ～新体力テストや体格の変化から指導の在り方を考える～ 

                  和泉町立菊水中学校   教諭 大山 道弘 

     「バスケットボールの授業充実をめざして」 

       ～基礎・基本の徹底と学び高め合う学習を通して～ 

                  南阿蘇村立長陽中学校  教諭 駒澤 伸寿 

     「運動に親しむ資質や能力及び健康の保持増進のための実践力を身に付け、 

       体力向上を図るための学習指導の工夫」 

       ～陸上競技の実践を通して～ 

                  山鹿市立鶴城中学校   教諭 丸山 喜寛 

第 47 回九州地区学校体育研究発表会 

口頭発表 「学習内容を明確にした指導と評価の一体化を目指して」 

       ～球技（ハンドボール）の授業を通して～ 

                  熊本市立東部中学校   教諭 山隈  修 

20.  11. 20 

 

第 40 回熊本県中学校体育研究発表大会  於益城町総合体育館及び益城町陸上競技場 

研修主題 「豊かなスポーツライフの実現及び、生涯にわたり 

健康で安全な生活を送るための実践力を育てる保健体育学習のあり方」 

～学習内容を明確にした指導と評価の一体化を目指して～ 

 



年 月 日 沿  革  の  概  要 

20.  11. 20 上益城郡中学校体育研究主題 

     「魅力ある保健体育学習の創造」 

       ～意欲的に取り組む体力づくりの工夫～ 

特別講演 演題 「新学習指導要領を踏まえた教科体育の在り方」 

     講師 筑波大学 体育科学系 准教授 尾縣  貢 先生 

公開授業 球技（サッカー）    益城町立益城中学校  教諭  藤野 博文 

     器械運動（跳び箱運動） 山都町立蘇陽中学校  教諭  東  克彦 

誌上発表 宇城郡市「『到達目標』を基盤として体育授業に関する実践」 

       ～水泳における学習指導～ 

               宇土市立宇土鶴城中学校  教諭  斉藤 達也 

     八代「生徒が自ら考え取り組む体育活動の推進と、 

                体力向上を図るための取組について」 

       ～体育的行事と陸上競技を通して～ 

               八代市立八代第四中学校  教諭  久保田義久 

     人吉球磨郡市「運動技能の習得を図り、仲間と関わり合いながら 

                主体的に取り組むための指導と評価について」 

       ～剣道の授業を通して～ 

                   錦町立錦中学校  教諭  熊  俊晴 

     芦北水俣郡市「課題解決能力を育むバレーボールの学習」 

       ～「する」「ささえる」視点を通して～ 

                 芦北町立大野中学校  教諭  真野 良一 

     天草郡市「豊かなスポーツライフの実現及び生涯にわたり、健康で安全な 

生活を送るための実践力を育てる保健体育学習の在り方」 

       ～学び合い、高め合い、喜び合える保健体育学習を目指して～ 

                 天草市立倉岳中学校  教諭  淀川 一哉 

20.  11.  5 

         6 

 

20.  11.  5 

         6 

日本中体連研究発表大会（北海道） 

口頭発表 「熊本県における運動部活動の現状と健康安全管理」 

               南小国町立南小国中学校  教諭  奥村真太朗 

第 47 回九州地区学校体育研究発表大会（沖縄） 

誌上発表 「楽しさや喜びを実感し、仲間と共に高め合う保健体育学習」 

       ～課題解決能力の育成と学び合いの場の工夫を通して～ 

                菊池市立菊池南中学校  教諭  米田 豊和 

21.   2.  7 

 

21.  10. 29 

      ～30 

熊本県中学校体育連盟創立 60 周年記念式典  会場 全日空ホテルニュースカイ 

学校体育功労者受賞祝賀会          会場 全日空ホテルニュースカイ 

第 48 九州地区学校体育研究発表大会  於 全 体 会 熊本県立第二高等学校 

                     研究発表会 熊本県立盲学校 

                     授業研究会 熊本市立東町中学校 

 

 

 



年 月 日 沿  革  の  概  要 

21.  10. 29 

      ～30 

研究主題  

  熊本県学校体育研究会 

   「運動の楽しさや喜びを味わい、健やかな心と体を育む体育学習の在り方」 

  熊本県中学校体育研究会 

   「自ら運動の喜びや楽しさを求め、生涯にわたり健やかな心と体を育む体育学習

の在り方」 

    ～学習内容を明確にした指導と評価の一体化を目指して～ 

特別講演 演題 「生命科学の視点から考える子どもの教育」 

     講師 中九州学園理事長 元鹿児島大学農学部教授 

                      後藤 和文 先生 

公開授業 陸上競技（ハードル走） 熊本市立東町中学校  教諭 沢田  修 

口頭発表 上益城郡「魅力ある保健体育学習の創造」 

      ～意欲的に取り組む体力づくりの工夫～ 

                 山都町立蘇陽中学校  教諭 東  克彦 

22.  11. 26 第 41 回熊本県中学校保健体育研究発表大会  於 玉名市立天水中学校 

                        玉名市天水体育館 

研究主題  

熊本県中学校体育研究会 

「自ら運動の喜びや楽しさを求め、生涯にわたり健やかな心と体を育む体育学習

の在り方」 

    ～学習内容を明確にした指導と評価の一体化を目指して～ 

  玉名荒尾中学校体育研究会 

   「積極的に運動に親しみ、明るく豊かで活力のある保健体育学習の在り方」 

    ～準備運動と学び方を工夫した授業の充実を目指して～ 

特別講演 演題 「サービス業に従事して」 

     講師 グリーンランドリゾート社長 江里口俊文 氏 

公開授業 球技（バスケットボール） 長洲町立腹栄中学校  教諭 村上 浩之 

     武道（柔道）       南関町立南関中学校  教諭 藤原 光史 

誌上発表  

〈山鹿市〉「自ら考え、主体的に学習する生徒の育成」 

        ～地域の武道指導者を活動した個に応じた学習指導を通して～ 

                  山鹿市立鶴城中学校  教諭 丸山 喜寛 

 〈菊 池〉「自ら進んで学習し、仲間と共に体力を高め合う保健体育学習の在り方 

        ～「体つくり運動」の実践を通して～ 

                  菊池市立七城中学校  教諭 森  健一 

 〈阿 蘇〉「自ら運動の喜びや楽しさを求め、生涯にわたり健やかな心と体を育む 

保健体育学習の在り方」 

  ～体つくり運動の実践を通して 

            産山村立産山中学校  教諭 村上 弦大 

 



年 月 日 沿  革  の  概  要 

22.  11. 26  〈上益城〉「魅力ある保健体育学習の創造」 

        ～課題解決場面での言語活動の充実と体力つくりの工夫を視点に～ 

                  山都町立蘇陽中学校  教諭 東  克彦 

23.  11. 16 

 

 

 

23.  11. 25 

第 50 回九州地区学校体育研究発表大会（鹿児島大会） 

誌上発表 「積極的に運動に親しみ、明るく豊かで活力のある保健体育学習の在り方」 

       ～生徒の学び方を高める授業の充実を目指して～ 

                  玉名市立玉陵中学校  教諭 井手 信幸 

第 42 回熊本県中学校保健体育研究発表大会  於八代市立鏡中学校 

八代市鏡文化センター 

研究主題  

熊本県中学校体育研究会 

「自ら運動の喜びや楽しさを求め、生涯にわたり健やかな心と体を育む体育学習

の在り方」 

     ～学習内容を明確にした指導と評価の一体化を目指して～ 

  八代中学校体育研究会 

   「豊かなかかわり合いの中で、主体的に運動に取り組む生徒の育成」 

     ～コミュニケーション活動の充実を中心として～ 

特別講演 演題 「新学習指導要領で保健体育科に何が求められているのか」 

     講師 鹿屋体育大学スポーツ人文・応用社会科学 

                        教授 佐藤  豊 氏 

        （前文部科学省教科調査官、学習指導要領改訂担当者） 

公開授業 ダンス（創作ダンス）   八代市立鏡中学校  教諭 土綿 康宏 

     球技（ソフトボール）  八代市立第七中学校  教諭 三浦 稔継 

誌上発表 

 〈宇 城〉「基礎的な体力や知識を身に付け、互いに学び合い、 

高め合う保健体育の学習を目指して」 

       ～宇城郡市中学校体育研究会の取組～ 

               宇城市立宇土鶴城中学校  教諭 鋤崎 良二 

 〈人吉球磨〉「体力の大切さを感じ、体力向上に向けて、 

                  自ら進んで運動へ取り組む生徒の育成」 

       ～新体力テストの結果を活用した取組を通して～ 

                 五木村立五木中学校  教諭 有村 重幸 

 〈芦北水俣〉「自ら運動の喜びや楽しさを求め活力のある保健体育学習を目指して」 

       ～球技「ソフトボール」の授業を通して～ 

               水俣市立水俣第二中学校  教諭 後藤 英治 

 〈天 草〉「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

健やかな心と体を育む保健体育学習の在り方」 

       ～学び合い・高め合い・喜び合える水泳（平泳ぎ）の授業づくりを通して～ 

                 天草市立天草中学校  教諭 黒川 雅弘 

 



年 月 日 沿  革  の  概  要 

24.  11. 15 

 

 

 

24.  11. 21 

      ～22 

第 51 九州地区学校体育研究発表大会（宮崎大会） 

口頭発表 「豊かなかかわり合いの中で主体的に運動に取り組む生徒の育成」 

      ～コミュニケーション活動の充実を中心として～ 

                 八代市立第一中学校  教諭 馬淵 隆幸 

第 15 回熊本県学校体育研究大会  於熊本県立熊本商業高等学校 

研究主題 

  学体研主題 

「未来へつなぐ健やかな心と体をはぐくむ体育学習の充実」 

     ～授業から日常へ、授業から未来へ～ 

  熊本県中学校体育研究会主題 

   「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

     ～学習内容を明確にした指導と評価の一体化をめざして～ 

特別講演 演題 「体育授業の過去、現在、そして未来」 

          ～より良いボールゲームの授業づくりに向けて～ 

     講師 早稲田大学スポーツ科学学術院 准教授 吉永 武史 氏 

研究発表 「『わかるとできた・できるとわかった』 

         生涯につながる豊かな心と体を育む保健体育学習」 

公開授業 球技：ゴール方（ハンドボール） 

                  熊本市立楠中学校  教諭 山隈  修 

体育理論 「スポーツの効果と安全」 

                 熊本市立京陵中学校  教諭 南  弘一 

25.  11. 27 

  

第 43 回熊本県中学校保健体育研究発表大会 

           於 山鹿市菊鹿町あんずの丘多目的体育館グリーンパルス 

研究主題 

熊本県中学校体育研究会主題 

   「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

     ～学習内容を明確にした指導と評価の一体化をめざして～ 

  山鹿市中学校体育研究会主題 

   「学び合いの中で学習意欲を高め、 

自主的に保健体育学習に取り組む生徒の育成」 

     ～学習内容を明確にした指導法の工夫～ 

特別講演 演題 「チームづくりは人づくり」 

     講師 （株）オムロン ハンドボール部 GM 代行 西窪 勝広 氏 

研究発表 「学び合いの中で学習意欲を高め、 

自主的に保健体育学習に取り組む生徒の育成」 

        ～学習内容を明確にした指導法の工夫～ 

 

 



年 月 日 沿  革  の  概  要 

25.  11. 27 公開授業 球技「ハンドボール」    山鹿市鶴城中学校  教諭 丸山 喜寛 

     保健「健康な生活と疾病の予防」 

                   山鹿市山鹿中学校  教諭 東  克彦 

誌上発表 

 〈玉名荒尾〉「積極的に運動に親しみ、 

明るく豊かで活力のある保健体育学習の在り方」 

          ～効果的な学習カードの工夫と活用～ 

                  玉名市立玉名中学校  教諭 久家 弘樹 

 〈菊 池〉「運動の楽しさを知り、主体的に体力の向上を目指す生徒の育成」 

        ～菊陽中学校における体力向上の取組～ 

                  菊陽町立菊陽中学校  教諭 堺   純 

 〈阿 蘇〉「自ら運動の喜びや楽しさを求め、生涯にわたり健やかな心と体をはぐく

む保健体育学習の在り方」 

       ～主体的に取組、達成感・成就感を味わうことができる授業を目指して～ 

                   阿蘇市立阿蘇中学校   教諭 髙宮さつき 

 〈上益城〉「魅力ある保健体育学習の創造」 

       ～体の動かし方や運動の仕方がわかる授業を目指して～ 

                  山都町立蘇陽中学校  教諭 有働 秀樹 

26.  11. 27 第 44 回熊本県中学校保健体育研究発表大会 於宇土市民会館 

                     宇土市運動公園グラウンド 

                     宇土市民体育館 

研究主題 

熊本県中学校体育研究会主題 

   「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

     ～学習内容を明確にした指導と評価の一体化をめざして～ 

  宇城郡市中学校体育研究会主題 

   「基本的な知識や身体技能を身に付け、 

互いに学び合い、高め合う生徒の育成」 

     ～自ら進んで運動に取り組むための授業づくりを目指して～ 

特別講演 演題 「体罰や暴力のない指導とは？」 

         ～一人ひとりの生徒が輝く体育スポーツ指導を目指して～ 

     講師 筑波大学スポーツ健康システム・マネジメント専攻長 

         菊  幸一（きく こういち） 氏 

研究発表 「基本的な知識や身体技能を身に付け、 

互いに学び合い、高め合う生徒の育成」 

       ～自ら進んで運動に取り組むための授業づくりを目指して～ 

公開授業 球技（サッカー）   宇土市立宇土鶴城中学校  教諭 澤田 和宏 

     武道（剣道）       宇城市立豊野中学校  教諭 松川 紘士 

 



年 月 日 沿  革  の  概  要 

26.  11. 27 誌上発表  

＜八 代＞「豊かなかかわり合いの中で、 

主体的に運動に取り組む生徒の育成」 

～仲間とともに技能や体力を向上させる授業を目指して～ 

八代市立第一中学校  教諭 星田 章広 

＜人吉球磨＞「運動やスポーツのよさや楽しさを実感し、 

興味・関心を高める保健体育学習」 

～習得した知識を活用する授業実践を通して～ 

人吉市立第三中学校  教諭 有村 重幸 

＜芦北水俣＞「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

～田浦中学校における保健体育学習の取組をとおして～ 

芦北町立田浦中学校  教諭 本田 俊介 

＜天 草＞「自ら運動の喜びや楽しさを求め生涯にわたり 

健やかな心と体を育む保健体育学習の在り方を目指して」 

   ～できる・かかわる・伸びる楽しさを味わえる球技 

（ネット型：バレーボール）の授業づくりを通じて～ 

天草市立新和中学校  教諭 平田 徳保 

 

27.  11. 19 

      ～20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16回熊本県学校体育研究発表大会    

於 熊本県立農業高等学校 

  小学校・・・・・・・熊本市北部東小学校 

  中学校・・・・・・・熊本県立熊本農業高等学校 

  高等学校・・・・・・熊本県立熊本農業高等学校 

  特別支援学校・・・・熊本県黒石原支援学校 

研究主題 

学体研主題 

「未来へつなぐ健やかな心と体をはぐくむ体育学習の充実」 

  ～ 授業から日常へ、授業から未来へ ～ 

熊本県中学校体育研究会主題 

「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

～学習内容を明確にした指導と評価の一体化をめざして～ 

特別講演 演題 「教師と狂思（きょうし）の間で半世紀」 

    講師 熊本中央高等学校バドミントン部顧問・熊本県バドミントン協会副会長 

工藤 勇参（くどう たけちか）氏 

研究発表 「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

～学習内容を明確にした指導と評価の一体化をめざして～ 

公開授業 体つくり運動      熊本市立出水中学校  教諭 岩﨑 佳奈 

保健（医療機関と医薬品の有効活用） 

  熊本市立花陵中学校  教諭 竹本 浩人（T1） 

                       養護教諭 前田 弥生（T2） 

 



28. 11.25 第４５回熊本県中学校保健体育研究発表大会   於 菊池市立旭志中学校 

                      菊池市旭志体育館 

                      菊池市旭志公民館 

研究主題 

熊本県中学校体育研究会主題 

 「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

 ～転移する知識・技能を活用し、探求していくグループ学習の構築をめざして～ 

 

菊池郡市中学校体育研究会主題 

   「楽しさと喜びを実感し、自主的に運動に取り組む生徒の育成」 

     ～思考力・判断力・表現力等を育む授業づくりを通して～ 

 

特別講演 演題 「スポーツ指導に生かすスポーツビジョン ～その理論と実践～ 」 

     講師 大阪府立大学高等教育推進機構健康科学 准教授 

         吉井 泉（よしい いずみ） 氏 

 

公開授業 球技（サッカー）   菊陽町立菊陽中学校    教諭 小野 寿大 

     武道（剣道）     合志市立西合志南中学校  教諭 北田 勇正 

 

誌上発表 

 ◇第５５回九州地区学校体育研究発表大会誌上発表 

    「思考力をはぐくむ話合い活動」 

～思考様式を活用した戦術の話合い活動を通して～ 

            小国町立小国中学校    教諭 岩根 元 

29. 11.21 

  ～22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５６回九州地区学校体育研究発表大会 

於 くまもと森都心プラザ 

  小学校・・・・・・・熊本市立出水南小学校 

  中学校・・・・・・・熊本市立力合中学校 

  高等学校・・・・・・熊本県立熊本商業高等学校 

  特別支援学校・・・・熊本支援学校 東町分教室 

 研究主題 

「生涯にわたり、仲間とともに主体的に 

  運動やスポーツに親しむ資質や能力を育む体育・保健体育学習」 

      

 熊本県中学校体育研究会主題 

  「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

          生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ保健体育学習の在り方」 

  ～転移する知識・技能の定着を図る学習展開の工夫と 

        対話的に探求していくグループ学習の構築をめざして～ 

 

特別講演 演題 「知・徳・体を育む学校体育・スポーツの力」 

      講師  公益財団法人 日本学校体育研究連合会 会長 

          本村 清人（もとむら きよと） 氏 

 

公開授業 陸上競技（ハードル走） 熊本市立鹿南中学校  教諭 一安 晋太郎 

      体育理論        熊本市立力合中学校  教諭 米田 創一朗 

 

誌上発表 

  運動の楽しさや喜びを実感し、互いに学び合い、高め合う生徒の育成 

～武道（剣道）の授業づくりを通じて～ 

            熊本県立宇土中学校    教諭 井上 淳一 

            菊池市立菊池北中学校   教諭 緒方 晃市 



30. 11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４６回熊本県中学校保健体育研究発表大会   於 天草市立有明中学校 

                           天草市有明体育館 

研究主題 

熊本県中学校体育研究会主題 

  「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ保健・体育学習の在り方」 

  ～転移する知識・技能を活用し、探求していくグループ学習の構築をめざして～ 

 

天草郡市中学校体育研究会主題 

  「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ保健・体育学習の在り方」 

     ～学びに向かう力を高める授業の在り方を通して～ 

 

特別講演 演題 「これからの保健体育科学習に求められるもの」 

～新学習指導要領の実施に向けて～ 

      講師 スポーツ庁政策課教科調査官 

          高橋 修一（たかはし しゅういち） 氏 

 

公開授業 球技（バドミントン） 天草市立稜南中学校    教諭 梅北 勇樹 

      ダンス（創作ダンス） 天草市立有明中学校    教諭 金子 大 

 

誌上発表 

   「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

  ～転移する知識・技能を活用し、探求していくグループ学習の構築をめざして～ 

                 熊本市立西山中学校   教諭 吉田 明日香 

 

R1.11.22 第４７回熊本県中学校保健体育研究発表大会  於 阿蘇市立一の宮中学校 

                        阿蘇市立一の宮小学校 

 

研究主題 

熊本県中学校体育研究会主題 

  「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ保健・体育学習の在り方」 

～体育・保健体育科における主体的・対話的で深い学びの実現をめざして～ 

  

阿蘇郡市中学校体育研究会主題 

「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ保健・体育学習の在り方」 

～学び合いの中で知識を深め、技能を高める学習をめざして～ 

 

特別講演 演題 「夢への挑戦」 

       ～陸上三段跳びから車いす陸上へ～ 

   講師 株式会社 祐和會 

       中尾 有沙（なかお ありさ） 氏 

 

 



公開授業 球技（バレーボール）  南小国町立南小国中学校 教諭 益田 誠悟 

  器械運動（マット運動） 阿蘇市立一の宮中学校  教諭 志賀 貴文 

 

誌上発表  

＜玉名荒尾＞「積極的に運動に親しみ、 

活力のある児童生徒を育成する保健体育学習のあり方」 

        ～ソフトボールを通した 

「できる」「わかる」「かかわりあう」喜びをめざして～ 

荒尾市立荒尾第四中学校  教諭 酒井 剛 

   

＜山 鹿＞「豊かな関わりの中で 

達成感を味わうことができる保健体育学習のあり方」 

              ～山鹿型授業の蓄積を生かして～ 

山鹿市立山鹿中学校  教諭 内田 正典 

 

  ＜菊 池＞「楽しさと喜びを実感し、自主的に運動に取り組む生徒の育成」 

       ～保健体育科における主体的・対話的で深い学びを通して～ 

                   大津町立大津中学校  教諭 志水 貴彦 

      

  ＜上益城＞「主体的・対話的に取り組み、体力を高める体育授業」 

      ～運動の楽しさや必要性を実感させ、関心・意欲を引き出す授業の工夫～

益城町立益城中学校  教諭 有働 秀樹 

 

   R2.11.27 第４８回熊本県中学校保健体育研究発表大会   

於 芦北町民総合センターしろやまスカイドーム 

                   【代替会場：水前寺共済会館グレーシア】 

「新型コロナウイルス感染症及び令和２年熊本豪雨の影響により会場を変更して開催」 

 

研究主題 

熊本県中学校体育研究会主題 

  「自ら運動の喜びや楽しさを求め、 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ保健・体育学習の在り方」 

～体育・保健体育科における主体的・対話的で深い学びの充実～ 

  

芦北水俣郡市中学校体育研究会主題 

「わかってできる 保健体育の在り方」 

～一人一人が考えをもって、 

仲間と関わりながら取り組む学習をめざして～ 

公開授業 武道（空手道）       芦北町立佐敷中学校 教諭 後藤 英治 

  保健（生活習慣病とその予防）  

水俣市立緑東中学校 教諭 田﨑 賢治 



誌上発表  

＜宇 城＞「主体的・対話的な学びを通して、 

分かる・できるを味わうことのできる保健体育学習の在り方」 

           ～「めあて」と「振り返り」を大切にして～ 

宇土市立網田中学校  教諭 濵  久人 

   

＜八 代＞「豊かなかかわり合いの中で、主体的に運動に取り組む生徒の育成」 

          ～メタ認知を効果的に働かせる保健体育学習をめざして～ 

八代市立第一中学校  教諭 上田 隆弘 

 

  ＜人吉球磨＞「自ら運動の喜びや楽しさを求め 

生涯にわたり健やかな心と体をはぐくむ体育学習の在り方」 

         ～主体的・協働的・対話的な男女共習による学習展開の工夫～ 

                   湯前町立湯前中学校  教諭 井上 達晃 

      

  ＜天 草＞「新型コロナウイルス感染症による休校が 

生徒の体力に及ぼす影響について」 

                ～体力向上の取組みを通して～ 

天草市立牛深東中学校  教諭 小多  忠 

 

 


