
 

 

 

第３０回大阪支部研究大会（北河内大会） 
語ろう！子どものこと・学び合おう！授業づくり  

～ 子どもが輝く体育・健康教育の授業を創造しよう！ 

        

2014年7月26日(土)～27日(日)  

会場：枚方市立菅原東小学校 
２６日（土）  
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分科会Ⅱ 
  実践提案（実技含） 

 

昼食 
  

分科会Ⅲ 
実践提案（実技含） 
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後援：枚方市教育委員会 

主催：学校体育研究同志会 第30 回大阪支部大会(北河内大会)実行委員会 

体育同志会 大阪支部ＨＰ http://www6.plala.or.jp/manzo/ 

学校体育研究同志会
どうしかい

 

http://www6.plala.or.jp/manzo/


7月26日(土)  

9：30～１1：45  基礎講座（実技） 

同志会はどの子も「わかって・できる」授業を目指して、技術ポイントや教材の文化性を研究し、  

子どもがつながるグループ学習で授業を進めています。実技を通して基本的な考えが分かります。 

サッカー （運動場）  

 

陸上(リレー） （運動場）  跳び箱運動（体育館）  

 

1：00～1：45   基調報告 

 
 

 

1：45～3：45   記念講演 

 

 

 

 

３：４５～５：００ 分科会Ⅰ(入門提案・実践提案)  

7月27日(日) 

９：００～１２：００ 分科会Ⅱ(実技・実践提案) 

１：００～ ４：００ 分科会Ⅲ(討議・まとめ)   

４：００～５：００ 閉会行事(大会のまとめ) 

 「こんな先生になりたい」 

確かな教育実践とこれまでの教師生活を振り返って、これからの教師に今、伝えたいこと。

全ての教師に生き生きと活躍してほしい。そんな願いを込めて教育の展望を語ります。 

（報告）渡瀬 克美さん（元岸和田市立小学校長）

立小学校長） 

「オリンピックと平和 

～スポーツ文化における光と影～」 

講師：功刀俊雄教授(奈良女子大学) 

 スポーツ文化とは何か。オリンピックは本当に平和の祭典なのか。オリンピックに参加することに意義があ

るというのは本当か。多角的な視点からオリンピックと平和について語ります。 

                                                                     ） 

各学年の発達を踏まえた同志会の  

考え方・実践について紹介します。 

基礎講座と、○実 マークがある分科

会は、実技があります。  

持ち物  

○運動着 （入門水泳は水着） 

○運動靴 ○体育館シューズ 

当日、３つの中から１つを選んでく

ださい。雨天決行です。 



分科会一覧（分科会Ⅰ･Ⅱ･Ⅲは連続です。①～⑩の中から１つを選んで参加してください。） 

番

号 
分科会 『入門提案』・『教材』(実践報告) 内容 

  

① 

障害児 

体育 

○実  

入門提案 辻内俊哉（佐野支援） 

実践提案 

『ドッジビー』矢鋪朝香（奈良東高等養護） 

『玉入れバスケット』平山香苗（佐野支援） 

発達障害の子どもたちの体育はどのよう

に創造していけばいいのか、ドッジビ

ーや玉入れバスケットの実践報告から

学びます。実技紹介もあります。 

  

② 

幼年体育 

○実  

分科会Ⅱ・Ⅲのみ 

入門提案 

塩田桃子（大阪健康福祉短期大学） 

実践提案 和田優香（よどっこ保育園） 

『おにごっこ』『キャスターボード』 

幼児期に体育でどのような力をつけるの

かについて学びます。また、４歳児の実

践報告をもとに、保育のあり方を検討し

ます。 

  

③ 

小学校 

低学年 

○実  

入門提案  

日名大悟（玉手小） 

実践提案 

2年『シュートボール』宮本千絵（壬生野小） 

シュートボール実践の報告や実技を通し

て、低学年の子どもたちの主体的な成

長を促す学習方法や課題について学び

ます。 

  

④ 

小学校 

中学年 

○実  

入門提案 楠橋佐利（吉川小） 

実践提案 

3年『障害走』 古川宗治（鳥見小） 

３年『マット』 朝倉朋介（狭山西小）  

具体的思考から抽象的思考への「９歳の

壁」にあたる中学年の子どもたちの様子

を捉えながら、障害走・マットで教える中

身を学びます。 

  

⑤ 

小学校 

高学年 

○実  

入門提案 東條憲二（赤坂小） 

5年『バスケットボール』  

下村亮（刑部小）・ 佐々木盛文（楠小） 

子どもたちの課題に向き合いながら、

『バスケットボール』を通して何を教える

のか。子どもたちがつながりながら成長

するためのきっかけを探ります、 

  

⑥ 

中学校 

高校 

入門提案  

飛田 知江美（孔舎衙中） 

高校実践報告 小池深志（元高校教員） 

思春期を迎え、指導の難しくなっている

生徒に「何をどう教えるのか」改めてみ

んなで考えます。 

  

⑦ 

 

健康教育 

入門提案 窪田浩尚(縄手南小) 

実践提案 

4年『原発』 朝輝千明（熊野田小） 

1年『食について』上野山百合子（竜華小） 

「食に関する総合学習」（小１）「福島・原

発問題を考える」（小４）の実践報告。現

代社会の問題について、子どもたちとの

対話を大切にした実践から学びます。 

  

⑧ 

グループ 

学習 

 

入門提案 川渕和美（青山台小） 

実践提案 

1年『フラッグフット』山本敦子（今里小） 

6年『バスケ』片本宏茂（天下茶屋小） 

小グループで、子ども同士が教え合いな

がら、みんなが「分かって・できる」を目

指します。実践報告を通してグループ学

習の可能性を追求します。 

  

⑨ 

民舞 

○実  

入門提案 前田雅章（元小学校教員） 

実践提案 

『南中ソーラン』中原珠美 （縄手小） 

民舞を取り上げる意味とその教材的価

値について考えます。運動会に役立つこ

と間違いなし！ 

 

⑩ 

授業づくり 

『入門教室』 

○実  

2６日・分科会Ⅰ 

 入門提案 牧野満(下田小) 

2７日・分科会Ⅱ「マット」中川豊(天神山小) 

  ・分科会Ⅲ「水泳(ドル平)」 牧野満 

技術指導の系統性やグループ学習の方

法など、同志会の基本的な考え方を実

技を通して学びます。 

※2日目は水着が必要です。 



会場アクセス           

 

 

 

 
 

 

交流会・宿泊について 
交流会 費用：５０００円程度 

宿泊 宿泊費５８００円（朝食付き） 

最寄り駅 京阪電車 寝屋川市駅 

※当日、菅原東小から無料バスがあります。 

宿泊費は、大会参加費とは別に、当日直接ホテルにて各自でお支払下さい。 

基本的には、シングルの部屋となりますが、相部屋がご希望の方は下記連絡先までご相談ください。 

 

申込方法 申込用紙にご記入及び 

 

＊参加費 2日参加5000円 、1日参加3000円、講演会のみ1000円、昼食(含お茶)６５０円  

(学生の方は 2日参加2500円、1日参加1500円)  

＊申込先 林朗子(はやしあきこ) TEL0７０－５６５０－６４４７/FAX ０７２－８８８－２６５８ 

Eメール：akiko0408＠pdx.ne.jp（下記項目参照） 

・・・・・・・・・・・・・・・・き・・り・・と・・り・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

受付番号 お名前： 男・女 連絡先： 

  １０代（  ）  

住所：〒  ２０代（  ）  

  ３０代（  ） 電話：（   ）    － 

参加方法  ４０代（  ） Eメール：  

＊宿泊(   ) ＊26日交流会(   ) ５０↑（  ）        

＊通い参加 26日（   ）・27日（   ） 昼食希望 26日 （   ） 

  （お弁当・お茶） 27日 （   ） 

参加 基礎講座（26日）         サッカー ・ リレー ・ 跳び箱    

参加 分科会（26日・2７日）   ①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩   

※お申し込みの締め切りは、７月１８日（金）です。 

尚、大会参加のみの場合は、当日申し込みも受け付けます。 

①JR 東西線 

長尾駅より南西に徒歩１５

分 

※学校に駐車場はありませ

ん。 

公共交通機関を利用して 

お越しください。 

必要なところに記入及び○をつけ、下記申込先までＦＡＸ

でお申込み下さい。Ｅメールでも受け付けています。 

保育希望は 

ご相談ください。 

ホテルニューコマンダー 

〒572-0836 

大阪府寝屋川市木田町１７−４ 

TEL 072-823-7000 

京阪寝屋川市駅下車、南へ約 500ｍ線路沿いに徒歩６分。 


