
「剣道授業協力者養成講習会」の開催について（ご案内） 

 

 

１． 日 時  令和 3年 10 月 16 日（土） 

        受付時間  ９：30～ ・・・多目的アリーナ（１階） 

        開講式   10：00  ・・・第３・４研修室（２階） 

        閉講式   16：00  ・・・多目的アリーナ（１階） 

 

２． 会 場  福岡県立スポーツ科学情報センター（通称 アクシオン福岡） 

        福岡市博多区東平尾公園２丁目１－４ 

        電話 092－611－1717  (福剣連携帯番号 090－8559－9026) 
 

３． 日程・講習内容 

        別紙１：「剣道授業協力者養成講習会日程表」のとおり 
 
４． 持参品  剣道着・袴・剣道具一式・竹刀（木刀は不要です） 

筆記用具・マスク・フェイスシールド・弁当 

「施設利用にかかる新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト」 

       「剣道授業の展開ダイジェスト版 4」（手元にない方は配布します） 

 

 

５． 申込期日 令和３年９月１０日（金） 

 

６． 申込方法 別紙申込書によりメールまたは、ＦＡＸで申込ください。 

         申込先 メール sawara.kenren@gmail.com 

           ＦＡＸ ０９２－５１０－１４７６ 

福岡市早良区剣道連盟 事務局  

事務局長 井口 忠二（イノグチ タダジ）  

 
７.   安全対策 受講者は、新型コロナ感染症感染防止に努め、各自十分健康管理に留意

して講習会に参加すること。 
        主催者において講習実施中、傷害発生の場合は、応急処置を講じ、病院等

で治療を受けられるよう手配する。 
主催者は、講習中の受講生の事故に対し（講習会場への往復途上を含む）、

傷害保険  に加入する。 
 
７． その他 

   ○ 剣道授業協力者養成講習会を修了した方には、全剣連から修了証書が発行されま 

す。 

   ○ 受講料は無料です。交通費は各自の負担となります。 
   ○ 別紙２：「剣道授業協力者養成講習会」実施要項を同封します。 



別紙　１

時 刻 区 分 会 場 講 習 内 容 講 師

9:30～ 受　付
多目的
アリーナ

①開講のことば 嶌末秀一
第3.4研修室②（公社）福岡県剣道連盟会長　挨拶 宮川英俊

③コーディネーター・講師紹介

１．令和３年度武道等指導充実・資質向上支援事業

10:10     講習会講師中央オリエンテーション報告

　①　講師中央オリエンテーション報告 大森靖雄

　②　令和２年度授業協力者活用の実態と課題

11:00

休憩

11:10 ２．授業協力者実践発表「各授業協力者」

～ 　＊授業協力者の皆様は発表準備をお願いします。

12:00
３. 質疑応答

12:00
～

13:00

13:00

13:50

13:50
～

14:00

14:00

14:50

14:50
～

15:00

15:00
実技３

15:50

15:50
～ ①　講義・実技1・実技2・実技3についての質疑応答

16:00
②　コーディネータ－挨拶 本庄裕嗣

16:00～ 閉講式
③　閉講のことば 久永孝治

～

～ 本多壮太郎
大森靖雄

剣道授業指導法講習会で中学校の先生方が学んだ内容
（中学校第1学年を想定し、簡易竹刀・簡易面紐を活用し
た授業展開例）

1～3時間目の展開
・武道、剣道の成立ちや特性について理解しよう
・「のびのび」と打つ、打たせることができるようにな
ろう

本多壮太郎
大森靖雄

～

～講　義 第3.4研修室

※講師中央オリエ
ンテーション受講

内容報告

11：00～11：10

剣道授業協力者養成講習会日程表
                                  期日：令和３年10月16日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　  場所：アクシオン福岡

10:00～ 開講式

野田　千三

4～6時間目の展開
・仲間と協力して基本打ちの出来栄えを高め合おう
・攻防に関する課題を発見しよう

本多壮太郎
大森靖雄

7～9時間目の展開
・自分に適した攻撃方法を発見しよう
・チームで協力して攻撃づくりに取り組もう
・簡易試合で存分に試し合おう

昼食

実技１

多
目
的
ア
リ
ー

ナ

休憩

実技２

休憩

質疑応答 本多壮太郎

第3.4研修室



別紙２        スポーツ庁委託事業 
 

令和３年度 武道等指導充実・資質向上支援事業「剣道授業協力者養成講習会」実施要項 
 
                                公益社団法人 福岡県剣道連盟 

１ 趣  旨 
    平成 18 年に教育基本法が改正され、学習指導内容の改訂により平成 24 年度から全国中学       

   校の保健体育授業において武道が必修となり、９年が経過しました。この間、一般財団法人全

日本剣道連盟は、武道必修化に対応するため「平成 25・26 年度武道指導推進事業」「平成 27・

28・29・30 年度武道等指導充実・資質向上事業」を展開してきました。 
    福岡県剣道連盟も全日本剣道連盟の事業を受け、会員の皆様の協力を得て、「剣道授業協力

者養成講習会」を開催してきました。 
    文部科学省は、平成24年度から実施してまいりました学習指導要領を 10年ぶりに改訂し、 

   令和３年度から新指導要領の基で、引き続き武道を必修科目として実施します。平成 30 年度

から移行期として新指導要領に基づく学習内容の取り組みが始まっています。 
    今回の「剣道授業協力者養成講習会」では、剣道が専門でない保健体育の先生方が「剣道授

業指導法講習会」（講師 本多壮太郎 福岡教育大学 教授）で学んだ内容を講習してまいりま

す。剣道授業用簡易竹刀や簡易面紐を活用した授業内容及び展開について学び、学校現場で

の授業協力の一助になることをねらった講習会にします。 
 
２ 主   催    

一般財団法人 全日本剣道連盟 
 

３ 主管及び後援  
主管 ： 公益社団法人 福岡県剣道連盟 
後援 ： 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 北九州市教育委員会 
 

４ 日  時  
 令和３年 10 月 16 日（土） 10：00 ～ 16：00   

 
５ 会  場  

福岡県立スポーツ科学情報センター（通称アクシオン福岡） 
      １階 多目的アリーナＡ・Ｂ及び    ２階 第３・４研修室 
 
６ 受講対象者  

（1） 剣道授業協力者として登録されている者 

（2） 令和２年度までに剣道授業協力者として各学校に協力している者 

（3） 令和３年度剣道授業協力者として予定されている者 
７ 講習科目及び日程表 
    別紙「剣道授業協力者養成講習会日程表）」のとおり。 
 
８ 講 師 等  

・ コーディネーター 
   （公社）福岡県剣道連盟 常任理事 野田千三  



直鞍剣道連盟     理事長  本庄裕嗣 
 ・ 講師 
    北九州市立板櫃中学校 教諭   大森靖雄  
    福岡教育大学     教授   本多壮太郎 
 
９ 携行品     

剣道着・袴・剣道具一式・竹刀（木刀は不要です） 
筆記用具・マスク・フェイスシールド・弁当 
「施設利用にかかる新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト」 

   「剣道授業の展開ダイジェスト版 4」（手元にない方は配布します） 

 

10 安全対策  
受講者は、新型コロナ感染症感染防止に努め、各自十分健康管理に留意して講習会に参加する

こと。 
   主催者において講習実施中、傷害発生の場合は、応急処置を講じ、病院等で治療を受けられる

よう手配する。 
主催者は、講習中の受講生の事故に対し（講習会場への往復途上を含む）、傷害保険に加入す

る。 
 

11 個人情報保護法への対応 
   申込書に記述される個人情報は全日本剣道連盟及び（公社）福岡県剣道連盟が実施する本講習会運

営のため利用する。 
  なお、最小限の個人情報は必要の都度、目的に合わせて公表媒体（掲示用紙、ホームページ、剣窓

等）に公表されることがある。更に、剣道の普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提

供することがある。 
 

12 その他    
剣道授業協力者養成講習会を修了した者には、終了証書を発行し、全日本剣道連盟授業協力者デー 
タベースに登録する。 
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