
<特別講演> バーバラ植村 氏 

  

1948 年ワシントン州生まれ，ロサンゼルスで育つ。銀行，カリフォルニア州議員秘書，

日本とアメリカのビジネスリサーチ会社などに勤務。植村氏と結婚，1984 年鹿児島へ。二

人の娘さんの母親（長女は歌手の AI さん）。日本ではスポーツクラブ・ダンススクールの経

営，テレビコメンテーター，大学や専門学校の講師等を務める。現在は，講演会の講師，作

家活動，タップダンスインストラクター・振付師，イラストレーター，テレビ出演など多方

面で活躍中。南日本新聞掲載の人生相談「すいもあまいも」回答者。講演会は 2000 回を超

える。前向きな生き方を中心にした講演や著書が好評を博している。 

 

<公開演技団体> 鹿児島女子短期大学附属なでしこ幼稚園 姶良市立松原なぎさ小学校 奄美市立金久中学校 

          鹿児島県立鹿児島南高等学校 霧島市立国分中央高等学校 鹿児島女子短期大学 

鹿児島大学教育学部附属特別支援学校ダンスサークル 羽月レクダンスクラブ  

＜研究テーマ＞

～感じて  動いて  考えて～―表現・ダンス授業の「主体的・対話的で深い学び」；ダンスの知識を問う－ 

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会 公開授業校 研究発表者 指導助言者 

幼稚園 

保育園 

ひまわり夢ほいくえん 

保育士 井上  真亜子 

鹿児島女子短期大学 

附属かもめ幼稚園 

教諭 南  智佳 

鹿児島女子短期大学 

附属なでしこ幼稚園 

教諭 鈴木  春佳 

幼保連携型 

認定こども園 

おひさまこども園 

園長 竹内 香代子 

 

幼保連携型 

認定こども園 

錦城幼稚園 

園長 山下 守 

小学校 
鹿児島市立中洲小学校 

教諭 池田  美沙紀 

鹿児島市立中山小学校 

教諭 駒走  詳子 

ノートルダム清心女子大学 

准教授 安江 美保 

アソカ幼稚園 

園長 伊地知 裕 

(前小学校校長) 

中学校 
姶良市立蒲生中学校 

教諭 福永 博之 

曽於市立大隅中学校 

  教諭 税所 亜由美 

日本女子体育大学 

教授 宮本 乙女 

鹿児島県教育庁保健体育課    

課長 龍 義文 

高 等 

学 校 

鹿児島純心女子中・高等学校  

教諭 本坊 涼子 

県立大島高等学校 

教諭 緒方 和希 

筑波大学 

准教授  寺山 由美 

鹿児島県立野田女子高等学校 

校長 上村 早百合 

特別支援 

学 校 

県立出水養護学校 

教諭 小田 彩子 

県立皆与志養護学校 

教諭 西村 春菜 

県立中種子養護学校 

教諭 中山 めぐみ 

鳥取大学 

名誉教授 佐分利 育代 

鹿児島県立鹿児島高等特別支援学校 

校長  上國料 里美 

大 学 
鹿児島女子短期大学 

助教 金浦 美咲 

鹿屋体育大学 

非常勤講師 萩原 香織 

九州共立大学 

教授 青山 優子 

 

－ 

社 会 

体 育 

スロートレーニング 

インストラクター     

牧角 夏美 

鹿屋体育大学 

教授 中垣内 真樹 

十文字学園女子大学 

教授 飯田 路佳 

県総合体育センター 

所長 山口 良人 

申込は大会ホームページから（こちら↑） 

＜問い合わせ先 鹿児島玉龍高校 若山 ０９９－２４７－７１６１＞ 

 

 

 

 

オンデマンド配信期間 １２月中旬 ～ １月末 ※ いつでも、何度でも、すべてのコンテンツが視聴できます！！  是非この機会に！ 



第 55 回全国女子体育研究大会鹿児島大会 

オンデマンド開催要項 

1  大会テーマ：「夢交流・Dance の風をこの地から」～ 生き抜く力で輝く未来を！ ～ 

2  趣   旨：私たちは，未曾有のコロナ禍を経験し，生活様式や生き方まで変更を余儀なくされていま

す。まさしく予測不可能な時代を生きていくことを求められています。そのような時代にあ

り，主体的で多様な価値観を持ち，時代を生き抜く力を持つ人材の育成が一段と重視されて

います。また，人生 100 年時代が現実となろうとしている昨今，生涯を通じてスポーツに親

しみ，どのような状況にあろうとも「人生を楽しむ」ことへ貢献できる体育・スポーツの振興

も必要とされています。本大会では，これまで蓄積されてきた「表現運動系及びダンス」領域

の学習方法を活かしつつ，より質の高い学びを目指し各発達段階に合わせた，ダンス教育か

ら地域における運動活動に繋がる在り方を模索します。さらに，時代や未来を支える人材の

育成を目指し，加えて学校及び地域指導者の資質向上及び生涯スポーツの振興に寄与するこ

とを目的とします。 

3  主 催：（公社）日本女子体育連盟 ･ 鹿児島県学校体育女子体育研究会 

4  主 管：第 55 回全国女子体育研究大会鹿児島大会実行委員会 

5  助 成：公益信託「そうしんまちづくり振興基金」･（公財）日本教育公務員弘済会鹿児島支部

6 後 援：スポーツ庁 公財）日本学校体育研究連合会 鹿児島県教育委員会 鹿児島市教育委員会 

鹿児島県連合校長協会 鹿児島県私立中学高等学校協会 鹿児島県学校体育研究連合会 

鹿児島県保健体育研究会 鹿児島県小学校体育連盟 鹿児島県中学校体育連盟  

鹿児島県高等学校体育連盟 鹿児島県スポーツ協会 鹿児島県スポーツ推進委員協議会 

鹿児島県国公立幼稚園・こども園協会 鹿児島県私立幼稚園協会  鹿児島県保育連合会 

鹿児島市私立幼稚園協会 鹿児島市保育園協会 

7  配 信 期 間：令和４年 12 月中旬予定 ～ 令和５年１月３１日（火） 

※申込と参加費振込の両方が確認できましたら，オンデマンドサイトの URL・ID・ 
パスワードを後日メール等でお知らせいたします。

８ 参 加 者：幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・短期大学・大学 

社会体育の指導者及び関係者  

9   参 加 費：一般 ６,000 円・学生 ２,000 円  ※すべてのコンテンツが視聴できます。 

10   内 容：公開授業・公開レッスン・研究発表・研究報告・公開演技・特別講演・JAPEW 賞表彰式 

※詳細については，大会ホームページに掲載 

11   そ  の  他：連絡事項等は大会ホームページに随時掲載いたします。 

第５５回全国女子体育研究大会鹿児島大会 

オンデマンド開催申込みのご案内

オンデマンド配信期間 12 月中旬～1/31（火）

■ 参加申込みについて

大会参加等の申込みに関する業務の取り扱いは，第 55回全国女子体育研究大会実行委員会が

指定した「東武トップツアーズ株式会社鹿児島支店」が担当します。 

■（１）申込方法

① インターネット申込み (パソコン・スマートフォン)

アドレス https://japew.jp

 大会 HP   県外申込フォーム 

大会ホームページより県外申込フォームに必要事項を入力して送信してください。  

（２） 参加費を下記の指定口座にお振り込みください。振込手数料は申込者負担となります。

申込及び参加費の振り込みの両方を確認した後，受付完了とさせていただきます。

受付が完了しましたら、パスワードをお知らせいたします。

個人情報は本大会の目的のみに使用し，ご本人の同意を得ることなく個人情報を開示することはありません。 

 ＜大会事務局＞   鹿児島玉龍高等学校  若山 和佳子  TEL ０９９－２４７－７１６１ 

申込受付期間 令和 4 年 8 月 19 日（金）～ 9 月 23 日（金）締切 

参加費 一般６,000 円 (学生 2,000 円) 

振り込み先 

口座名：みずほ銀行 東武支店 当座７８９５６６６ 

名 義：東武トップツアーズ株式会社  

＜大会参加（オンデマンド開催）の申込み・ご入金に関するお問い合わせ先＞ 

東武トップツアーズ株式会社鹿児島支店  
〒 ８９０－００５３ 鹿児島市中央町 26-1 南国アネックスビル４Ｆ 

担当：山本 俊一 

T E L  ０９９－２５７-０１０９  F A X  ０９９－２５７－０１１５ 

E-mail：shunichi_yamamato@tobutoptours.co.jp
営業時間：（平日）9：30～17：30  ※土曜・日曜・祝日は休業

10 月 31 日㈪ 

ERIKOKOMATSU
ハイライト表示


