武道授業

実践の概要紹介
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芦北町
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の歴史、基本的な技能や形を覚え
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⑴指導者の育成体制の構築

平成24年度 保健体育科年間指導計画

約束組手指導の様子

熊本県内で空手道の指導者研修 （空手道）担当教員に対して技能

団体形の発表の様子

4

186

