
日日本本体体育育科科教教育育学学会会  第第 2233 回回大大会会（（沖沖縄縄大大学学））のの開開催催ののごご案案内内 

（第一次案内） 

 

日本体育科教育学会第 23回大会を沖縄大学にて開催いたします。会員の皆様方のご参加を、心よりお

待ちいたしております。なお、大会の詳細、大会参加の申し込み、ラウンドテーブルの申し込み等につきま

しては、下記をご参照下さい。 

 

記 

 

◇ 主 催  ：  日本体育科教育学会 

◇ 開催日時 ：  平成３０年６月２３日（土）・２４日（日） 

◇ 会 場  ：  沖縄大学  

〒９０２-８５２１ 那覇市国場５５５番地（http://www.okinawa-u.ac.jp/） 

◇ 大会参加費 ： ￥２，０００-（学生￥1，000）  

 ※学生の方は、学生証明書をご持参下さい。また、非会員の方も参加可能です。 

 

◇ 情報交換会 ： ￥5，000 サザンプラザ海邦（http://www.sanpla.jp/） 

＊予約の関係で、可能な限り事前申し込みをお願いします。なお、当日は沖縄の唄や音楽が生演奏で楽し

めます。 

 

◇ 大会参加申し込み締切り 

   ①ラウンドテーブル話題提供申し込み締切り  ：  ５月２５日（金） 

   ②大会参加事前申し込み締切り  ：  ６月８日（金） 

◇ 課題研究テーマ 

 テーマ：「主体的・対話的で深い学びの実現に向けたこれからの体育授業」 

 

〇基調講演 

演 者：佐藤 豊（桐蔭横浜大学） 

       「資質・能力を育む主体的・対話的で深い学びとは」 

〇シンポジウム 

司 会 

今関 豊一（日本体育大学）・吉永 武史（早稲田大学） 

 

演 者： 

森田 哲史（埼玉大学教育学部附属小学校） 

「小学校における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた体育授業」 

 

原 和幸（愛知県常滑市立青海中学校） 

「中学校における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた体育授業」 

 

森 靖明（北海道小樽潮陵高等学校） 

「高等学校における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた体育授業」 



＜テーマ設定の趣旨＞ 

2017（平成 29）年 3 月 31 日に、小学校ならびに中学校の新しい学習指導要領が告示された。そのこと

を受けて、2017（平成 29）年 7 月 1 日に桐蔭横浜大学で開催された第 22 回大会では、新しい学習指導要

領の内容を整理しつつ、これからの体育授業の在り方について議論するための課題研究シンポジウムを

開催した。 

しかし、新しい学習指導要領の解説（体育編ならびに保健体育編）が出されたのが学会大会の直前だっ

たということもあり、資質・能力の 3つの柱（「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向か

う力、人間性等」）に関する内容を十分に吟味することができなったこと（分散会では、「現時点でアクセ

スできる情報に限界があるので、新しい学習指導要領の内容について読み解けない部分が多い」という

意見等が出された）や、それらを育成するための「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業の在

り方については不明瞭なままであったことが課題としてあげられた。また、新しい学習指導要領で強調さ

れているカリキュラム・マネジメントや学習評価（評価観点を含む）などについても、十分、議論することが

できなかった。 

他方で、全国各地の研究会等では、新しい学習指導要領の完全実施に向けて、児童生徒に主体的・対話

的で深い学びを保障するための体育授業の在り方について検討する取り組みが始まっている。とはいえ、

いずれも手探りの状態であるため、安定した学習成果を保障するための条件等が明らかにされるまでに

は至っていない。 

そこで第 23 回大会では、第 22 回大会の課題研究シンポジウムの課題としても示された「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けたこれからの体育授業の在り方についての議論を更に深めることを目的に、

基調講演ならびにシンポジウムを企画することとした。 

 

◇ スケジュール 

【第１日目：2018（平成 30）年 6 月 23 日（土）13:00-16:30】 

〇受付開始   12：15～ 

〇開会行事   13:00-13:05 

〇基調講演   13:05-14:00 

 

〇休  憩   14:00-14:10 

 

〇シンポジウム 

趣旨説明        14:10-14:15 

森田 哲史先生の発表  14:15-14:35 

原 和幸先生の発表   14:35-14:55 

森 靖明先生の発表   14:55-15:15 

休  憩      15:15-15:25 

質疑応答      15:25-16:25 

総  括      16:25-16:30 

〇情報交換会  18：15～ 

 

【第２日目：2018（平成 30）年 6 月 24日（日）9:00-12:10】 

〇ラウンドテーブル 

第１部 9:00-10:30 

第２部 10:40-12:10 

 

実技を伴うランドテーブルに関しては、会場に限りがございますので、申し込み

順とさせていただきます。なお、体育館で 1 会場，武道場で 1 会場となりますの

で，各 2 つずつとなります。（第 1部で各 1つ，第 2 部で各 1つ） 



◇ 申し込み方法 

以下、2 つの方法のどちらでお申し込み下さい。 

①QRコードあるいは URLでの申し込み 

下記のORコードあるいはURLから「申し込みフォーム」を開き、必要事項をご入力の上、お申し込み下さい。

なお、確認画面では申し込み内容を手元に残すために、必ず「回答のコピーを自分宛に送信する」にチェ

ックをして下さい。 

https://goo.gl/forms/18s7Db9OP7zRWyN03 

 

②メールでの申し込み 

Mail:ken-kaka@okinawa-u.ac.jpに以下の内容を記載して，お申し込み下さい。 

 氏名（ふりがな）、所属機関、連絡先（住所、Tel、Mail）、情報交換会への出欠、 

ラウンドテーブルの話題提供とその概要（提供者のみ） 

 

◇ 会場までのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●那覇空港から沖縄大学まで 

タクシー 

20 分～30 分（約 1500 円） 

 

モノレール 

那覇空港 ⇒ 安里駅 or 牧志駅（300 円） 

 安里駅 or 牧志駅（300 円） ⇒ 沖縄大学（徒歩 20 分 orタクシー約 600 円） 

 

バス 

国内線旅客ターミナル前（普天間向け：25 番普天間空港線）⇒ バスターミナル前 下車（乗り換え） 

バスターミナル前（県庁北口方面行き：235 番志多伯おもろまち線下り、6 番那覇おもろまち線下り） 

⇒ 沖縄大学前 下車（徒歩 0 分） 



●那覇市内（国際通り近辺）から沖縄大学まで 

タクシー 

10 分～20 分（約 600 円～1000 円） 

 

モノレール 

最寄り ⇒ 安里駅（290 円） 

 安里駅 ⇒ 沖縄大学（徒歩 20 分 orタクシー約 600 円） 

 

バス（参考に挙げたホテル近隣バス停から）＊本学まで 25 分から 40 分ほどかかります 

 市内線：那覇バス 6 番（那覇おもろまち線下り） 

  「バスターミナル前（県庁北口向け）」 or 「県庁前（開南・上泉向け）」 or 「県庁南口（旭橋向け）」 

                    ⇒ 沖縄大学前 下車（徒歩 0 分） 

  

市内線：那覇バス 235 番（志多伯おもろまち線下り） 

  「県庁北口（旭橋向け）」 or 「バスターミナル前（センター行き）」 

 ⇒ 沖縄大学前 下車（徒歩 0 分） 

 

市外線：沖縄バス 35 番（志多伯線下り）、40 番・109 番（大里線下り）  

「県庁南口）」       ⇒ 沖縄大学前 下車（徒歩 0 分） 

 

＊沖縄県は、電車がなく交通機関が限られております。 

当日は駐車場の確保も致しますので、レンタカーでの移動も可能です。 

＊沖縄県は 6月 23日が「慰霊の日」となっています。混雑も予想されるため、宿泊等の手配

は早めにお願いします。 

 

◇ 宿泊施設について 

 宿泊施設の斡旋は行っていませんが、事前に学会 HP に大学近隣の宿泊施設の情報を提供しておりま

す。そちらを参考にして下さい。 

 

＜日本体育科教育学会 第２３回大会 実行委員会＞ 

金城文雄（実行委員長）・小林稔（副委員長）・嘉数健悟（事務局長）・江藤真生子（会計）・砂川龍馬（庶務） 

 

＜問い合わせ＞  

嘉数健悟（事務局長：沖縄大学） 

Eメール：ken-kaka@okinawa-u.ac.jp TEL & FAX：098-993-7977（嘉数研究室直通） 



第第 2233 回回  日日本本体体育育科科教教育育学学会会  iinn  沖沖縄縄大大学学（（宿宿泊泊ににつついいてて）） 

 

日 時：2018年 6月 23日（土）～6月 24日（日） 

場 所：沖縄大学 〒901-0201 那覇市国場 555番地（http://www.okinawa-u.ac.jp/） 

 

Ⅰ．宿泊案内 

沖縄大学は那覇市内に位置しており，那覇市のホテルであれば 10～20分（自動車）ほどでアクセスでき

ます。大学近隣のホテル（タクシーで本学まで約 600～1000円以内） 

＊早めの予約をお願いします。下記以外にも那覇市内に多数のホテルがあります。 

アパホテル（那覇） ホテルロコアナハ 

リッチモンドホテル那覇久茂地 ホテルルートイン那覇旭橋駅東 

ダイワロイネット那覇国際通り ホテルルートイン那覇泊港 

ダイワロイネット沖縄県庁前 ホテル サン沖縄 

ダイワロイネットホテル那覇おもろまち 那覇ビーチサイドホテル 

那覇東急ＲＥＩホテル ホテルリブマックス那覇 

ＨＯＴＥＬ ＭＡＲＵＫＩ （県庁前駅） ホテル東急ビズフォート那覇 

ホテルアベスト那覇国際通り コンフォートホテル那覇県庁前 

ホテルアザット那覇国際通り 東横イン那覇旭橋駅前 

アルモントホテル那覇県庁前 レッドプラネット 那覇 沖縄  

ＧＲＧホテル那覇東町 ホテルロイヤルオリオン 

ホテルＪＡＬシティ那覇（国際通り） 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ＆ＳＰＡ 那覇セントラルホテル  パシフィックホテル沖縄 

＊網掛けは大浴場付きです。 

 

Ⅱ．交通案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●那覇空港から沖縄大学まで 

タクシー 

20 分～30分（約 1500 円） 

 

モノレール 

那覇空港 ⇒ 安里駅 or 牧志駅（300 円） 

 安里駅 or 牧志駅（300円） ⇒ 沖縄大学（徒歩 20分 orタクシー約 600円） 

 

バス 

国内線旅客ターミナル前（普天間向け：25 番普天間空港線）⇒ バスターミナル前 下車（乗り換え） 

バスターミナル前（県庁北口方面行き：235番志多伯おもろまち線下り，6番那覇おもろまち線下り） 

⇒ 沖縄大学前 下車（徒歩 0分） 

 

●那覇市内（国際通り近辺）から沖縄大学まで 

タクシー 

10 分～20分（約 600円～1000 円） 

 

モノレール 

最寄り ⇒ 安里駅 or 牧志駅 

 安里駅 ⇒ 沖縄大学（徒歩 20分 orタクシー約 600 円） 

 

バス（参考に挙げたホテル近隣バス停から）＊本学まで 25 分から 40 分ほどかかります 

 市内線：那覇バス 6番（那覇おもろまち線下り） 

  「バスターミナル前（県庁北口向け）」 or 「県庁前（開南・上泉向け）」 or 「県庁南口（旭橋向け）」 

                    ⇒ 沖縄大学前 下車（徒歩 0 分） 

  

市内線：那覇バス 235番（志多伯おもろまち線下り） 

  「県庁北口（旭橋向け）」 or 「バスターミナル前（センター行き）」 

 ⇒ 沖縄大学前 下車（徒歩 0分） 

 

市外線：沖縄バス 35 番（志多伯線下り），40 番・109 番（大里線下り）  

「県庁南口）」       ⇒ 沖縄大学前 下車（徒歩 0分） 

 

＊沖縄県は，電車がなく交通機関が限られております。 

当日は駐車場の確保も致しますので，レンタカーでの移動も可能です。 

＊沖縄県は 6月 23日が「慰霊の日」となっています。混雑も予想されるため，宿泊等の

手配は早めにお願いします。 

 

＜日本体育科教育学会 第２３回大会 実行委員会＞ 

金城文雄（実行委員長）・小林稔（副実行委員長）・嘉数健悟（事務局長）・江藤真生子（会計） 

 

＜問い合わせ＞  

嘉数健悟（事務局長：沖縄大学） 

E メール：ken-kaka@okinawa-u.ac.jp FAX：098-993-7977（嘉数研究室） 


