
   

【最終報告書】 

チーム② 学童期・思春期の学校適応支援・活力ある人間形成の研究チーム（②-2） 
学校における新体力テストの効果的な活用と体育・スポーツ資質の 

向上へ向けての取り組み 
 

乾真寛 1, *)、築山泰典 1)、田場昭一郎 1)、泉原嘉郎 1)、川上翔太郎 1) 
1） 福岡大学スポーツ科学部、*）責任者 

 
 

要   旨 
福奏プロジェクト・チーム②-2では、これまでの５年間において、①小学校授業支援（サッカー、水

泳、レクリエーション）②体力測定（測定実施/測定法伝達/データ解析）③コーディネーショントレ

ーニングの普及・研究・実践からなる、３テーマを軸として、研究活動を行ってきた。結果として、

福岡県内における小学校・体育授業への継続的な介入支援、教員向け研修会の実施、共同研究によっ

て得られたデータの解析およびアウトソーシングなど、多岐にわたる研究成果を得ることができた。

今後は、小学校の体育指導現場において２極化が進む、子どもたちの体力や学習水準に応じた授業内

容の検討・提示を行うこと、さらには教員向けの研修会の機会を定期的に提供し、指導力の向上への

貢献を、継続的に行っていきたいと考えている。 

 

 
１．緒 言 
 本報告では、福奏プロジェクトチーム２-２に

おける５年間の活動内容について、チームの柱

として位置付けてきた以下の３パートごとに、

研究・実践内容につい述べていくこととする。 
① 小学校体育授業支援（サッカー/水泳/レクリ

エーション） 
② 小学校体力測定サポート 
③ コーディネーショントレーニング普及・実践 
 
２．活動（研究・実践）内容について 
① 小学校体育授業への介入・支援 
【サッカー】 
 小学校体育授業支援・サッカー班では、福岡

市内小学校におけるサッカーの授業に直接的に

介入し、支援を行ってきた（那珂小学校/横手小

学校/舞鶴小学校など）。具体的には、“楽しむ” 
“動きづくり” “仲間づくり”の３テーマを選

定し、サッカーの授業における指導を実施した。 
 加えて、放課後に先生方に集まっていただき、

教員向けの実技研修会を継続的に行ってきた。 

 
 《写真１：サッカー授業支援の様子》 

 
《写真２：教員向け指導者研修会の様子》 



   

 残念ながら、新型コロナウィルス蔓延により、

2020年2月における実践活動が最後の取り組み

となってしまったが、今後も小学校における授

業介入・支援活動を、継続実施していきたいと

考えている。 
 
【野外教育・レクリエーション】 
 野外教育・レクリエーション班で一貫して目

指してきたことは、「非日常的空間を創出し、そ

こでの“楽しさ”を活用した生徒自身による主

体的な学び」である。 
 学校教育における体育の授業では、体育が得

意な生徒が楽しむ、という形態が多い。そこで、

体育が得意でない生徒も楽しむことができる授

業内容の提供を念頭に置きつつ、指導実践を行

ってきた。 
 「出来ないことを楽しむ」、「できるようにな

る過程を楽しむ」、さらには「つくるを楽しむ」。

これらの例としては、課題解決型のゲームや、

リレーゲーム、あるいはダンスの振り付けなど

が挙げられる。 
 授業に参加した大学生には、まず第一に、支

援者として児童に寄り添うことを心がけてもら

った。 
 そのなかでも、運動能力の高い学生は、デモ

ンストレーションができるメリットを活かし、

児童生徒たちにとっての格好いいお兄ちゃん・

お姉ちゃん的な存在として関わることを念頭に

置きながら、授業介入を継続してきた。 
 今後も地域連携の機会を通じて、学生参加型

による授業介入・サポート活動を行っていきた

い。 
 
【水泳・スノーケリング】 

 小学校の水泳授業サポートは、那珂小学校の

プール開きに合わせて行われ、１週目は、学生

による模範泳法と児童の泳力判定テストの補助、

2 週目は“蹴伸び”“伏し浮き”“ダルマ浮き”

などの浮遊技術の模範を示しながらのサポート

指導であった。 

 梅雨の時期で水温も低く、悪天候となること

も多かったものの、児童に対しては積極的にサ

ポートを行った。 

＜スノーケリング教室＞ 

 スノーケリング教室は那珂小学校での開催を

皮切りに、これまで８年間、スノーケリング協

会のスタッフと連携して、泳げない児童の水に

対する恐怖心と不安感を払拭するための教室で

あったが、全く泳げない児童がスノーケル・マ

スク・フィンの軽機材を活用して、本教室で初

めて２５mを泳げるようになった。 

 これらのプロジェクトは、保健体育の教員や、

スポーツ指導者を目指す学生にとって、学内で

学ぶことのできない実践的サポート、ソーシャ

ルスキルの向上にもつながり、また児童にとっ

ても、水を媒体とした自然学習に関心を持つき

っかけとなった。 

 自己保全能力への理解、近年の児童の体力、

泳力の二極化の改善にもつながる地域貢献活動

を継続していきたい。 

 
② 小学校・体力測定サポート 
本報告では小学校・体力測定サポート班での

主な成果を報告していく。主に、体格や生まれ

月による体力への影響を報告する。 
1. 緒言 
近年のライフスタイルの変化が子どもの体格

に影響を及ぼし、肥満児を増加させ、子どもの

体力・運動能力の低下を招いている可能性があ

る。また、同一学年の中でも 3 月生まれと 4 月

生まれとでは約 1 年の違いがあり、4 月生まれ

の児童は肉体的にも精神的にも成長が早く、学

業やスポーツでよい成績を収めやすい傾向にあ

る。以上のことから、本研究では体格（肥満）

と体力の関係について生活習慣などを考慮し明

らかにすること、生まれ月が身体組成・運動能

力（新体力テスト測定項目）に影響を及ぼすの

かどうかを検証することを目的とした。さらに

は、生まれ月を考慮した新体力テストの新評価

基準についても検討した。 



   

2. 方法 
新体力テストを受けた福岡市内にある11校の

小学生児童 8137 名（延べ人数）を対象とした。

調査内容は、文部科学省新体力テストの 8 種目

を測定し、生年月、出生体重、運動習慣、生活

習慣（朝食状況、睡眠時間、TV 視聴時間、通

学時間）に関するアンケートも実施した。文部

科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課監修

「児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）」に

基づき、「痩身傾向児」、「標準児」、「肥満傾向児」

の 3 群に分類した。また、対象児童を生まれ月

に基づき、4 群（4〜6 月、7〜9、10〜12 月、1
〜3 月生まれ）に振り分け、さらには学年別に

生まれ月に基づき 4 群に振り分け、生まれ月が

身体組成や運動能力に及ぼす影響を検証した。

新しい評価基準については、平均と標準偏差

（SD）を用いて平均から+1.5SD、+0.5SD、-0.5SD、

-1.5SD の値を基準として作成する 5段階評価法

を用いた。 
3. 結果 
図 1 は体格別各種目の比較を示している。握

力において、男女児ともに肥満傾向児は他の 2
群に比べて有意に高値を示した（p<0.05）。これ

は体が大きいほど筋断面積が大きく、より大き

な筋力発揮ができることが関係していると考え

る。女児の反復横とび、男女児の 20ⅿシャトル

ラン、50ⅿ走、立ち幅とびにおいて、肥満傾向

児は他の 2 群に比べて有意に低値を示し、男児

の反復横とびにおいて、肥満傾向児は標準児に 

図 1 体格別各種目の比較 

比べて有意に低値を示した（p<0.01）。これらは、

敏捷性や全身持久力、スピード、筋パワーの要

素があり、動的な運動のため体重の重さが動き

に関係していると考えられる。長座体前屈は、3
群間において有意差はみられず、柔軟性の要素

が強いことから体格の優劣とは関係性が薄い項

目であると推測される。また、生活習慣や運動

習慣を体力テストの各項目に調整しても、調整

前と同様の結果が得られた。児童の肥満が新体

力テストの一部項目と関連しており、生活習慣

等を考慮しても同様の結果が得られることが明

らかとなった。 
生まれ月と身体組成の関係に関して、1〜3 月

生まれの児童の体格は 4〜6 月生まれの児童と

比べて小さかった。また、生まれ月と運動能力

との関係に関して、長座体前屈以外の全ての測

定項目で 4〜6 月生まれの児童は 1〜3 月生まれ

の児童と比べて優れていた（図 2）。 

図 2 4 群での新体力テストレベルの比較 

図 3 生まれ月による体力差の解消時期の探索 

A: 4〜6 月 B: 7〜9 月 C: 10〜12 月 D: 1〜3 月 



   

さらに学年ごとに比較すると、1 年生では、男

女ともに1〜3月生まれの児童の総合得点は4〜
6 月生まれの児童と比べて低かった。さらに、6
年生男児でも 1〜3 月生まれの児童の総合得点

は 4〜6 月生まれの児童と比べて低く、生まれ月

による影響が残存していた。一方、6 年生女児

では総合得点に対する生まれ月による影響は消

失しており（図 3）、生まれ月による体力差の解

消時期は男女で異なることが示唆される。 
「10〜3 月」生まれの児童は「4〜9 月」生まれ

の児童に比べ、AB 評価の割合が少なく、DE が

多い。そこで「10～3 月」生まれに対して新しい

評価基準の作成を試みたところ、現行よりも 新
評価で AB 評価は増加、DE 評価は減少した。新

評価により生まれ月による評価の差を小さくで

きることが示唆される（図 4）。 

図 4 生まれ月別の体力評価の分布及び新評価 

4. 結論 
本パートでは体格や生まれ月による体力への

影響を様々な角度から検討し、多くの新たな知

見を得ることができた。今後の展望として、生

まれ月を考慮した新体力評価作成の検討をさら

に深めるとともに出生体重の考慮も視野に入れ

検討する。また、体力評価結果との連続性・一

体感のある内容へ改良、普及に努める。 

③ コーディネーショントレーニング普及・実

践 
 コーディネーショントレーニング研究班では、

これまでの５年間において、次に挙げた（１）

〜（３）の 3 本柱を中心に、普及・実践活動を

継続してきた。 
（１）実践研究・・・小学校授業介入/実践 
（２）学官連携・・・教員向け研修会の開催 
（３）アウトソーシング・・・研究発表 
 本報告では、それぞれのパートごとに、その

成果についてまとめていくことにする。 
《（１）実践研究 》 
 小学３年生から小学６年生の小学生児童を対

象に、福岡県内における小学校において、体育

授業（体つくり運動単元）に介入・実践を行い、

合わせて、コーディネーショントレーニングに

よる効果を検証した。 
〈授業介入・実践を行った福岡県内小学校〉 
◎ 舞鶴小学校（2015年 1〜2月/2016年 1〜2月） 
◎ 草加江小学校（2017 年 9〜11 月） 
◎ 鶴田小学校（2018 年 2 月〜3 月） 
◎ 大野北小学校（2019 年 4 月〜現在） 
◎ 下大利小学校（2022 年 2 月〜現在） 

 

 （スラックラインを用いたバランス系運動） 
《（２）学官連携：指導者研修会の開催〜 》 
 2017 年 4 月から 2020 年 9 月までの期間にお

いて、福岡県内を中心に、教員向けの研修会を

多数実施した。 
・保育士向け研修会 
・小/中学校教員向け研修会 
・高校教員向け研修会 
・大学教員向け研修会 



   

 
   （2019 年 4 月大野北小学校教員研修会） 
 残念なことに、2021 年以降においては、新型

コロナウィルス蔓延により、対面での研修会を

開催することが困難となり、最終年度に予定し

ていた教員向け研修会の開催は断念する運びと

なった。 
《（３）アウトソーシング：情報発信 》 
⬛ DVD・書籍・リーフレットの作成・刊行 
◎福岡市教育委員会体力向上推進委員会におい

てリーフレットを作成。2017 年 3 月 17 日に、

福岡市内の全ての小・中学校へ配布を行う。 
◎福岡市教育委員会と共同により、書籍（マニ

ュアル）及び DVD を作成し、2018 年 4 月 1 日

に福岡市内の全ての小・中学校へ配布を行う。 

 
（書籍及び DVD） 

◎書籍内「動画でわかるサッカーコーディネー

ショントレーニング」（泉原,2020）における福

奏プロジェクト［チーム 2・コーディネーショ

ントレーニング班］の研究成果を執筆した。 
◎福岡県内の全ての小学生児童（3 年生以上）

へ配布された西日本子ども新聞（2020年7月号）

において、過去の介入

研究（コーディネーシ

ョントレーニングの効

果検証）で得られた成

果を基に、もやもや気

分を吹き飛ばす（疲労

回復系）コーディネー

ション運動プログラム

を作成。運動内容の解説動画を作成し、QR コ

ードを添付。スマートフォンからのデジタルメ

ディア・アクセスを主とする資料を執筆した。 
（引用元：西日本子ども新聞 2020 年 7 月号） 

⬛ 研究論文を通じた情報発信 
論文事例⑴：「子どもの脳・神経を目覚めさせる

とっておきコーディネーション運動〜メンタル

ストレス軽減効果の検証〜」 
内容：福岡市内小学校の４年生児童（18 名）を

対象に、リズム系の内容でプログラミンしたコ

ーディネーション運動（40 分程度）を行い、ス

トレスの軽減効果を検証した。 

 
    図１（運動前後のストレスレベルの変化） 
結果：コーディネーション運動の実施前に比べ、

実施後の方が、唾液中コルチゾールレベルが有

意に減少（図１参照）するなど、ストレスへの

軽減効果が確認された。 
論文事例⑵： 「軽度一過性コーディネーション

運動が小学生児童の心理的反応に及ぼす影響」 
内容：福岡県内小学校の 6 年生児童（53 名）を

対象に、一過性のコーディネーション運動を行



   

い、心理的効果を検証した。対象者は２群（お

手玉運動群/スカーフ運動群）に分かれ、10 分

程度のコーディネーション運動を実施した。 
結果：“お手玉運動プログラム”では、疲労回復

効果が、また“スカーフ運動プログラム”では、

緊張緩和、活気向上、怒り鎮静などの心理的効

果があることが示唆された。 
⬛ ホームページを通じた情報発信 
 これまでに発表した研究論文の内容紹介を、

福奏プロジェクトホームページ上（Team2 学校

適応支援・活力ある人間形成の研究チーム）で

行った。 
① 軽度一過性コーディネーション運動が小学

生児童の心理的反応に及ぼす影響 
URL:http://www.suisin.fukuoka-u.ac.jp/home1/bran
ding/paper/20220112001517.html 
② ICT メディアを活用した幼児および児童向

けコーディネーション運動プログラム普及・実

践の試み 
URL:http://www.suisin.fukuoka-u.ac.jp/home1/bran
ding/paper/20220113001518.html 
③ 子どもの脳・神経を目覚めさせるとっておき

コーディネーション運動〜メンタルストレス軽

減効果の検証〜 
URL:http://www.suisin.fukuoka-u.ac.jp/home1/bran
ding/paper/20220120001520.html 
《今後の課題》 
 新型コロナウィルスの流行により、当初予定

していた、長期間にわたるコーディネーション

運動の効果検証、ならびに教員向けの研修会の

開催を断念する運びとなった。 
 これらの点に関しては、アフターコロナのタ

イミングにおいて、安全面に十分に配慮しなが

ら、研究・実践活動の再開を検討しているとこ

ろである。 
 また、これまでに得られた検証データをもと

に作成した、未発表のエビデンス情報に関して

も、学術論文や学会発表、あるいはメディアに

よる発信を中心に、アウトソーシングを積極的

に行っていきたいと考えている。 

３．今後の展望及び課題について 
 これまでの５年間に及ぶ活動から得られた課

題、及び今後の展望について述べていくことと

する。 
 現在、小学校の体育の指導現場で起きている

２極化現象、すなわち、運動が得意で体育がす

ごくできる児童と、そうでない児童（運動があ

まり得意でない）の双方に対して、個々の子ど

もたちの体力・運動能力、あるいは学習能力に

応じた形での授業内容の作成・提示について、 
さらなる検討を重ねていくべきではないかと考

えている。 
 また、現場における教員の先生方を対象とす

る研修の機会を提供することにより、指導力の

向上に貢献し、運動プログラムを最大限に活用

いただけるよう、教育・研究・実践活動を継続

していきたい所存である。 
 尚、2020 年から世界的な脅威となった新型コ

ロナウィルス蔓延の状況により、小学校教育現

場における対面での介入・指導実践、あるいは

教員向けの研修会の継続的な開催が困難となっ

ていることからも、ICT ツールを駆使した形で

の Web における指導実践や、Zoom をはじめと

する通信ソフトを用いた形で、オンライン講習

会といった代替プランを構築するなど、コロナ

禍において湧き起こった課題に対しても、柔軟

に対応していくべきであることは言うまでもな

い。 
 加えて、「福奏プロジェクト研究チーム②—２」

の活動を通じ構築してきた、実践的研究成果の

数々に関しても、引き続き、メディアや学術論

文による報告、ならびに学会発表等の機会を通

して、広く世界に向けた発信を継続していく必

要があろう。 
 以上を今後の展望・課題として、チーム２−

２最終活動報告のまとめとしたい。 
 最後に、この５年間にわたり、多大なるご支

援・ご尽力をいただいた、福奏プロジェクトに

関わる全ての関係者の皆様へ、深く御礼申し上

げます。  



   

４．研究発表 
論  文 

【小学校・体力測定サポート】 
1) 安方惇、檜垣靖樹、田中宏暁. 子どもの体

力・運動能力について考える 「Research」
福岡大学研究推進部ニュース&レポート 
14-15、2017 

【コーディネーショントレーニング普及・実践】 
1) 泉原嘉郎 監修, 福岡市育委会（2018）. DVD 
福岡市体力向上マニュアル〜コーディネーショ

ン運動編〜, 福岡市教育委員会. 
2) 泉原嘉郎 監修, 福岡市教育委員会（2018）.
福岡市体力向上マニュアル, 福岡市教育委員会. 
3) 泉原嘉郎（2020）. 動画でわかるサッカーコ

ーディネーショントレーニング . 大修館書

店:p13-14 (コラム：福奏プロジェクトにおける

研究・実践事例). 
4) 泉原嘉郎(2020). 西日本新聞特集子ども新聞. 
運動でもやもや気分をふきとばす. 西日本新聞

社. P7. 
5）泉原嘉郎 監修, 南友介著 (2020). AI を超え

る！子どもの才能は「脳育体操」で目覚めさせ

る！, 青春出版社.  
6）泉原嘉郎(2020). ボールを用いたコーディネ

ーション運動. 体育科教育 11 月, 大修館書店. 
7) 泉原嘉郎,乾真寛（2021）. ICT メディアを活

用した用事および児童向けコーディネーション

運動プログラム普及・実践の試み. 福岡大学ス

ポーツ科学研究第 51 巻第２号. 
8) 泉原嘉郎, 乾真寛 (2021). 軽度一過性コーデ

ィネーション運動が小学生児童の心理的反応に

及ぼす影響. 福岡大学教職課程センター紀要第

6 号, p128-134. 
9) 泉原嘉郎, 満石寿乾真寛 (2021). 子どもの脳

神経を目覚めさせるとっておきコーディネーシ

ョン運動〜メンタルストレス軽減効果の検証〜. 
神経治療学第 38 巻 3 号, p240-243. 
10) 泉原嘉郎（2021）. 自著を語る『動画でわ

かるサッカーコーディネーショントレーニン

グ』, 保健体育教室 2021 年第 2 号, 大修館書店. 

学会発表 
【コーディネーショントレーニング普及・実践】 
1) 泉原嘉郎 （2020）. 子どもの脳・神経を目

覚めさせるとっておきコーディネーション運動, 

第 38 回日本神経治療学会学術集会（特別企画

シンポジウム２・招待講演）. 京王プラザホテ

ル. 
 
５．研修・講演・実技指導等 
【小学校体育授業支援（サッカー）】 
1）乾真寛, サッカー授業実践（1～6年生）, 福

岡市那珂小学校, 2017年.  

2）乾真寛, 教員向け研修会（サッカー）, 福岡

市那珂小学校, 2017年.  

3）乾真寛, サッカー授業実践（1～6年生）, 福

岡市横手小学校, 2017年.  

4）乾真寛, 教員向け研修会（サッカー）, 福岡

市横手小学校, 2017年.   

5）乾真寛, サッカー授業実践（1～6年生）, 福

岡市那珂小学校, 2018年.  

6）乾真寛, 教員向け研修会（サッカー）, 福岡

市那珂小学校, 2018年.  

7）乾真寛, サッカー授業実践（1～6年生）, 福

岡市横手小学校, 2018年.  

8）乾真寛, 教員向け研修会（サッカー）, 福岡

市横手小学校, 2018年.   

9）乾真寛, サッカー授業実践（1～6年生）, 福

岡市那珂小学校, 2019年.  

10）乾真寛, 教員向け研修会（サッカー）, 福

岡市那珂小学校, 2019年.  

11）乾真寛, サッカー授業実践（1～6年生）, 福

岡市横手小学校, 2019年.  

12）乾真寛, 教員向け研修会（サッカー）, 福

岡市横手小学校, 2019年.   
【小学校・体力測定サポート】 
1) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

飯原小学校、2017 
2) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

塩原小学校、2017 
3) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 



   

那珂小学校、2017 
4) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

春住小学校、2017 
5) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

東住吉小学校、2017 
6) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

飯原小学校、2018 
7) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

塩原小学校、2018 
8) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

那珂小学校、2018 
9) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

名島小学校、2018 
10) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

春住小学校、2018 
11) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

春吉小学校、2018 
12) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

東住吉小学校、2018 
13) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

賀茂小学校、2019 
14) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

塩原小学校、2019 
15) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

田島小学校、2019 
16) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

那珂小学校、2019 
17) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

原小学校、2019 
18) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

東住吉小学校、2019 
19) 安方惇、新体力テストに関する調査報告. 

松島小学校、2019 
【コーディネーショントレーニング普及・実践】 
1)泉原嘉郎, 指導者なら知っておきたいコーデ

ィネーショントレーニングのこと, 福岡市教育

委員会主催・小中学校教員向け研修会, 舞鶴小

学校, 2017年4月17日. 

2)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニング

研修会, 福岡市教育委員会主催・小学校教員向

け研修会, 弥永小学校, 2017年6月8日.  

3)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニング

研修会, 福岡市教育委員会主催・小学校教員向

け研修会, 舞鶴小学校, 2017年6月16日.  

4)泉原嘉郎, シニア年代対象・心と体いきいき

講座, 福岡大学地域公開講座, 福岡大学, 2017

年7月8日. 

5)泉原嘉郎, 保健体育教員なら知っておきたい

コーディネーショントレーニングのこと, 2017

年度教員免許状更新講習会（福岡）, 福岡大学, 

2017年8月10日. 

6)泉原嘉郎, 健康づくりを目指した授業（コー

ディネーショントレーニング）, 日本大学体育

連合主催・研修会, 宮崎公立大学, 2017年9月2

日. 

7)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年9月29日. 

8)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年10月4日. 

9)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年10月6日. 

10)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年10月11日. 

11)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年10月13日. 

12)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年10月18日. 

13)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年10月19日. 



   

14)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年10月23日. 

15)泉原嘉郎, 福岡市草加江小学校体育授業・実

践（5年生）, 福岡市草加江小学校体育館, 2017

年11月13日. 

16)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グの実践法, 横手小学校教員研修会, 横手小学

校, 2018年2月6日. 

17)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グの実践, 福岡市教育委員会主催・小学校教員

向け研修会, 福岡市九電記念体育館, 2018年2月

14日. 

18)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グの実践, 福岡市教育委員会主催・中学校教員

向け研修会, 福岡市九電記念体育館, 2018年2月

15日. 

19)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グ実践, 大分県タレント発掘事業育成プログラ

ム, 大分県立聾学校, 2018年11月10日 

20)泉原嘉郎, こどもといる生活（コーディネー

ショントレーニング）, 保育士さんの勉強会in

北九州, 北方なかよし保育園, 2019年1月22日 

21)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グの実践法, 横手小学校教員研修会, 横手小学

校, 2019年1月31日. 

22)泉原嘉郎, 福岡市鶴田小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 鶴田小学校, 2019年2月

1日. 

23)泉原嘉郎, 福岡市鶴田小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 鶴田小学校, 2019年2月

5日. 

24)泉原嘉郎, 福岡市鶴田小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 鶴田小学校, 2019年2月

8日. 

25)泉原嘉郎, 福岡市鶴田小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 鶴田小学校, 2019年2月

12日. 

26)泉原嘉郎, 福岡市鶴田小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 鶴田小学校, 2019年2月

15日. 

27)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グ研修会, 福岡県大野北小学校教員研修会, 大

野北小学校, 2019年4月3日. 

28)泉原嘉郎, 幼児向けコーディネーショント

レーニング, 保護者向け講習会, 北九州市高坊

保育園, 2019年6月15日. 

29)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グ研修会, 福岡市教育委員会主催・小学校教員

向け研修会, 福岡大学, 2019年8月5日. 

30)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グ研修会, 福岡県大野北小学校教員研修会, 大

野北小学校, 2019年8月27日. 

31)泉原嘉郎, こどもといる生活（コーディネー

ショントレーニング）, 保育士さんの勉強会in

北九州, 北方なかよし保育園, 2019年11月5日. 

32)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グ実践, 大分県タレント発掘事業育成プログラ

ム, 別府大学, 2019年11月9日. 

33)泉原嘉郎, 福岡県大野北小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 大野北小学校, 2019年

11月20日. 

34)泉原嘉郎, 福岡県大野北小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 大野北小学校, 2019年

11月25日. 

35)泉原嘉郎, 福岡県大野北小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 大野北小学校, 2019年

12月16日. 

36)泉原嘉郎, 幼児向けコーディネーショント

レーニング, 保護者向け講習会, 北九州市三萩

野保育園, 2020年2月8日. 

37)泉原嘉郎, コーディネーショントレーニン

グの実践法, 横手小学校教員研修会, 横手小学

校, 2020年2月10日. 

38)泉原嘉郎, 一人でできるコーディネーショ

ン運動～ボール運動編～, 福岡県大野北小学校

教員研修会, 大野北小学校, 2020年8月28日. 



   

39)泉原嘉郎, 一人でできるコーディネーショ

ン運動～スカーフ運動編～, 福岡県大野北小学

校教員研修会, 大野北小学校, 2020年9月16日. 

40)泉原嘉郎, 一人でできるコーディネーショ

ン運動～お手玉運動編～, 福岡県大野北小学校

教員研修会, 大野北小学校, 2020年9月30日. 

41)泉原嘉郎, 子どもの脳・神経を目覚めさせる

とっておきコーディネーション運動, 神経治療

学会特別シンポジウム2, 京王プラザホテル, 

2020年10月29日. 

42)泉原嘉郎, 福岡県大野北小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 大野北小学校, 2020年

11月11日. 

43)泉原嘉郎, 福岡県大野北小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 大野北小学校, 2020年

11月18日. 

44)泉原嘉郎, 福岡県大野北小学校体育授業介

入・実践（共同研究）, 大野北小学校, 2020年

11月 25日. 

 
 


