
 

2019年 11月8日（金）－10日（日） 

第6回国際GAME SENSE学会 

次世代に向けたゲーム指導の創造！！ 

 

 

 

 

 学会のイノベーション！！

～実践と理論の融合と応用～ 

 

 

11/8（金）＿プレ学会  
１）グローバル授業研究会 
２）基調講演会        
３）歓迎会                                           
 

11/9（土）＿1日目 
１）基調講演会 
２）シンポジウム 
３）研究発表（一般研究発表：英

語／実践研究発表：日本語） 

４）懇親会 
 

11/10（日）＿2日目   
１）招待研究発表 
２）ワークショップ 

 

   

 

        

 
  

※参加費には、歓迎会、昼食代、リフレ
ッシュメント費用を含みますが、懇親会費
は別途お支払いをお願いします。 
※運営をスリム化し、協賛金等を頂くこと
で、本会では特別に参加費をこれまでの
大会よりも大幅に値下げしております。 
世界の超一流の研究者＆実践者が集
い、研究を共有する貴重な機会！ 

 

開催場所 

東京学芸大学附属竹早小中学校

東京都文京区小石川4-2-1 

事務局 

東京学芸大学鈴木直樹研究室 

TEL: 042-329-7645             

E-mail: gamesense.6th@gmail.com 

共催：東京学芸大学  
  

プログラム 

Game Senseとは「技術中心」ではなく、「ゲーム中心」の指導方法
で、ゲームを通して、技能と戦術的理解を一体の関係で学んでいくもの
です。戦術学習の一種であり、ゲームが教師であるという考えに立って
います。そこで、本学会では、「ゲーム中心」の指導全般を対象とし、
新時代の指導を考えていきます。 

 

世界一のラグビーチームであるオールブラックスが使うGame Sense! 

本学会では、「体育指導」と「スポーツコーチング」の両方を対象としています。研
究発表やワークショップなど、対象別に設定しておりますが、参加者間での積極
的な交流が促されるように工夫しています。 

※詳細は裏面を参照 

グローバル授業研究会のみ、お茶の水女子大学附属
小学校で実施します。 

国際Game Sense学会は、カンタベリー大学のRichard Light教授らによって、アジア太
平洋地域を中心として、新しいゲーム指導を考える為の学会として設立されました。第1回
から第3回は、シドニー大学を会場として実施され、第4回目をカンタベリー大学、第5回目
をフリンダース大学というようにオセアニア地区で実施されてきました。第6回目は、初めての
アジア開催となり、日本の東京学芸大学を中心に学会を開催します。第6回目も、これま
でと同様に、世界中から体育のゲーム指導やスポーツコーチングの研究者や実践者が集ま
り、最先端の研究発表と「真正のゲーム中心」の指導アプローチによるワークショップを通し
て、Game Senseやその他のゲーム中心の指導法の継続的な発展に向けてのアイディア
の共有と議論を行います。研究者のみならず、現職の教員やコーチ、これから指導者を目
指している方々にとって最適な機会です。 

https://nmy-252612treebell.wixsite.com/gamesense 

 

参加費 

参加申し込み開始は4月です！ 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Richard Light 
カンタベリー大学教授。「Gam
e Sense」の著者であり、本学
会の中心的人物である。近畿
大学のラグビー部でヘッドコーチ
経験があり、関西弁を話すこと
ができる。平成29年度には早
稲田大学で客員教授として授
業を担当した。 

Karen Richardson 
ブリッジウォーター州立大学教
授。「戦術判断能（TDC）」
や「アダプテーションゲーム」の提
唱者。日本の授業研究会での
指導経験もあり、日本の体育
にも精通している。前回のTGf
U学会では招待発表者として
高い評価を得た。 

Stephen Harvey 
オハイオ大学准教授。体育指
導及びスポーツコーチングの両
面で活躍する人物である。TG
fU学会はじめ多くの国際的な
ゲーム指導に関する学会で講
演をしている人物である。まさ
に、これからのゲーム指導をリー
ドする研究者の一人といえる。 

 
 
 
 

Richard Light 
（カンタベリー大学教授） 
日本体育大学から招聘されてネットボール

を教材例として、Game Senseで指導をし

た。その内容は高く評価され、日本での応

用可能性を示した。 

Coaching and teaching for flow in basketball 

 Deborah Sheehy & Mis t i  N e
ut z l i ng（ﾌﾞﾘｯｼﾞｳｫｰﾀｰ州立大
学教授&准教授） 
TGfUのワーキンググループの米国代表のメ

ンバー。米国最古の師範大学で定評のあ

る教員養成をしている。 

Making sense of Net Adaptation Games 

 
 
 
 

Christina Curry 

(西シドニー大学准教授) 
ニューサウスウェールズ州の中等教育の保健

体育の委員長としてカリキュラム開発に取り

組んでいる。また、英国、マカオ、ニュージー

ランドをはじめ多くの国々で招待講演を経

験している。 

Ultimate Frisbee for Coaching & Teaching 

 
Nick Hill (ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ ｺﾓﾝｳｪﾙｽ大学男子

ラグビー部ヘッドコーチ) 
米国の他、イギリス、チリ、ニュージーランドな

ど、国際的なコーチングの経験を有してい

る。現所属でもゲーム中心の指導は学生に

受け入れられ、強いチームになってきた。 

Coaching rugby. 

 
 
 
 

Stuart Currie & Ajit Korgaoka 
（テネシー大学准教授＆助教） 
米国学会で実践発表を積極的に行ってい

る。学会に参加した日本人が最も印象深

いセッションの一つと評していた。 

US Soccer Approach to Developing GS 

 菊原伸郎（埼玉大学准教授） 
 

元浦和レッズの選手＆元フットサル日本代

表。S級サッカーコーチライセンス取得。 

Coaching soccer using Game Sense. 

アクセス 

グローバル授業研究会 会場 

お茶の水女子大学附属小学校 

メイン会場 

東京学芸大学附属竹早中学校 

※最寄り駅は「茗荷谷駅」（地下鉄丸の内線）です。 

東京学芸大学附属竹早中学校 

学会日程案 

11/8（金）＿プレ学会 

1:30pm – 4:30pm グローバル授業研究会 （お茶附属小） 

 ※授業研究会終了後、東京学芸大学附属竹早中学校に移動します。 

 

  6:10pm- 6:30pm  開会式 

  6:30pm– 7:30pm Richard Light先生の基調講演会 

7:30pm– 9:30pm  歓迎会（参加費に含まれています） 

 

11/9（土）＿1日目 

8:00am- 10.00am 研究発表（１） 

10:30am- 11:30am 基調講演会 

(1)体育指導分科会 : Karen Richardson先生 

   (2)コーチング分科会:  Stephen Harvey 先生 

11:30am- 12:30pm シンポジウム 

     (1)体育指導分科会：未来のゲーム指導を考える！ 

          発表者：岡出美則先生  コーディネーター：鈴木直樹先生 

          発表者：Han Lee先生 

                発表者：Heidi Bohler先生 

(2)コーチング分科会：ラグビーの得点分析 

発表者：Nick Hill先生 

発表者：Richard Light先生 

12:30pm- 1:30pm 昼食休憩 

  1:30pm-  2:30pm 研究発表（２） 

  2:30pm-  3:30pm 研究発表（３） 

  4:00pm-  5:00pm 研究発表（４） 

  5:10pm-  6:30pm パネルディスカッション 

  インクルーシブ・スポーツを超える！ 

          モデレーター：濱田敦志先生 

発表者：Pamela Skogstad先生 

発表者：菊原伸郎先生 

発表者：加藤健人先生  
   7:30pm-9:30pm 懇親会（場所：未定：7,000円程度を予定） 
 

11/10（日）＿2日目  

8:15am-  8:45am 招待発表：Nyit Chin Keh先生 

9:00am-  9:50am ワークショップ１ 

10:00am-10:00am ワークショップ2 

11.30am-12.20pm ワークショップ 3 & 4 

12:30pm-  1:30pm 昼食休憩 

1:30pm-  2:20pm ワークショップ 5 & 6 

  2:30pm-  3:10pm パネルディスカッション 

  3:20pm-  3:45pm 招待発表：Alice Si Man Lei先生 

  3:45pm-  4:10pm 招待発表：菊原志郎 氏 

  4:10pm-  4:30pm 閉会式 

日本・韓国・米国のゲー

ム指導の研究・実践をリ

ードする3名から「今-こ

こ」と「これから」について

話題提供して頂き、議

論をしていきます。 
岡出美則 
日本体育大学 
教授 

Han Lee 
延世大学校 
教授 

Heidi Bohler 
ｳｪｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ州立大学 

准教授 

基調講演 

ワークショップ（実技講習会） 

神谷潤（お茶の水女子大学附属小・教諭） 

Nyit Chin Keh  

台湾師範大学 

名誉教授 

Alice Si Man Lei 

マカオ大学 

助教 

 

ICTを利活用した  
TGfUの実践 

台湾におけるGBAに
関する研究成果 

ワークショップ1 

ワークショップ2 

ワークショップ4 

ワークショップ6 ワークショップ5 

 
ワークショップ 3 

Pamela Skogstad 

元米国北西部地区 

体育連盟会長 

菊原伸郎 

埼玉大学 

准教授 

加藤健人 

ブラインドサッカー 

日本代表選手 

濱田敦志 

松本大学 

准教授 

障害者体育におけるゲーム中心の指導を考

える中で、インクルーシブ・スポーツを超える「ス

ポーツ」の可能性について、障害者の為のボー

ル開発者、障害者スポーツのコーチ、パラリン

ピストの立場から議論し、次世代のオリパラに

向けての提言をまとめていきたいと思います。 

モデレーター 

宿泊先は各自でご準備下さい。後楽園周辺、もしくは

池袋周辺が便利であると思います。 

発表された一般
研究発表の内
容は、審査を経
てリチャード・ライ
ト先生を中心に
編集され、世界
に向けて広く発
信する為に英
語の書籍として
出版される予定
です。 

コーディネーター 

鈴木直樹 
東京学芸大学 

准教授 

菊原志郎 

広州冨力足球倶楽部 

 U-14監督 

日中におけるサッカー
コーチングの違い 

元サッカー日本代表 

一般研究発表は英
語、実践研究発表は
日本語です。 

Game Senseを使って
指導を始めたい皆様に
とってまたとない貴重な
機会です！！ 

研究発表申請 4月1日 開始 
一般研究発表（英）：6/30締切 
 ※採択結果通知：8/1 

 
実践研究発表（日）：8/30締切 
 ※採択結果通知：10/1 
 
●HPからお申し込み下さい。 

優秀と認められた実
践発表については、創
文企画から2020年
に出版される書籍に
研究委員会の支援を
受けながらまとめ、掲
載される予定です。 


