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生徒の学びに機能した研修
札幌市立中の島中学校校長（北海道学校体育研究連盟副委員長） 佐藤 善保
はじめに

■視点２『指導と評価の一体化』

生徒の言語は知的活動（論理や思考）の基盤であ

「言語活動が生きる授業」により，生徒は変容を

るとともに，コミュニケーションや感性，情緒の基

実感しなければならない。さらに我々教師は授業に

盤でもあり，生徒の豊かな心を育むうえでも，言語

対する評価を常に行い，授業改善に努める必要があ

に関する能力を高めていくことが重要である。本校

る。そこで，知識を再構築する機会としての自己評

では，思考力，判断力，表現力等を育むことを目指

価，学習改善につながる自己評価の場面を設定し，

した教科研究を推進しており，国語科で培った能力

その内容から目標に迫ることができたか，子どもの

を基本に，保健体育科の目標を実現する手立てとし

学びに機能したかを評価し，「言語活動が生きる授

て，言語活動の充実を図った。さらに，保健体育科

業」の創造を目指している。

の研究主題を「言語活動が生きる授業の在り方」と

どの単元を見ても本校の研究に迫るには，学習習

設定し，自分の考えを他者に表現するなど，他者と

慣の確立と学習環境の整備が，前提条件となるため，

の学びが将来にわたって生きてはたらく思考力，判

教科内の共通理解を次の４点に絞っている。

断力，表現力等に機能することとし，以下の２点を

①生徒座席を「生活及び学習重視」にする。

設定した。

②表現させるときのルールを確立する。

■視点１『教材の開発』

③他者の考えを聞くときのルールを確立する。

言語活動は思考力，判断力，表現力等を育むため

④授業に対するルールを身に付けさせる。

の手立てとして，また，
「言語活動が生きる授業」

まずは子どもの実態を把握して，目標に迫るには，

に子どもの学びが大きく影響を受けるのが，教材で

どのような習慣が必要か，どのように定着させるか

ある。したがってどのような教材を開発し，授業の

など，教職員で知恵を出し合うことから始めてみま

中でどのように提示していくかを以下の３点から研

せんか。

究した。

おわりに
第51回全国学校体育研究大会北海道大会が札幌

１．生徒自身が必然性，必要感を持って課題解決に

を中心として開催され，たいへん多くの皆様のご参

取り組むことができる教材
２．教科の本質や価値を感得することができる教材

加をいただき，札幌大会の授業をお見せできたこと

３．実生活，実社会との関わりを見いだすことがで

は大きな幸福でありました。ありがとうございまし
た。

きる教材

1

道版保体ジャーナル

考えることの楽しさを実感できる授業づくり
− 子どもたちの願いを受け止めた体育の在り方について −

新得町立屈足南小学校教諭

1

児玉 祥洋
16名しかいない学級でのこのような状態は，体

体育学習における子どもの願い

育の学習が成り立たないと言っても過言ではなかっ

⑴ 運動に対する子どもたちの願いを受け止める

た。

⑵「願い」と照らし合わせると……

体育において，「楽しい」と子どもが実感できる

このような中，ゲームを行うと勝ち負けが先行し，

場面はどこにあるだろうか。

たとえ勝ったとしても，お互いを認めることはない。

以前に児童に実施したアンケートの回答によると，

また，負けた場合，勝ったチームに「見下された」

下記のようになった。
①技能を身に付けることができた。

という考えを持ち，「もうやりたくない」という結

②記録などが上達によって短縮したとき。

末になってしまう。できる人はできる，できないこ

③チームで勝ったときのうれしさ。

とはやらない，という殺伐とした雰囲気が広がって

④好プレーでのお互いの称賛。

いた。

⑵「願い」を授業に生かす

だからこそ，子どもたちが「楽しい」と思える体

上記のことを大きく分類すると，

育を思い描いていたのではないだろうか。ゆえに，

①確かな運動技能を身に付けること。

担任として，子どもたちの「願い」に応える授業を

②コミュニケーション能力を高めること。

考えなければと強く思うようになった。

の２つにまとめることができると考えた。同時に，

3

このことが体育の授業に対する子どもたちの願いで
あると受け止めることができる。

体育の授業改善プロジェクト開始

⑴ コミュニケーション育成

まさに，子どもたちは「運動の基礎を確実に身に

子ども同士の関わり合いは体育の授業のみではな

付ける」ことと，「仲間と仲良く運動する」ことを

く，日常生活のあらゆる場面でお互いの関わりを持

望んでいることがわかる。
この願いを受け止めて授業を構築していくには，

たせることに徹した。体育の授業では，各領域での

学習指導要領の目標に示されるように「友達とかか

単元はもちろんのこと，毎回の準備体操と絡めてお

わり合いながら，確かな運動技能を身に付けさせる

互いが心を解放する活動を取り入れる工夫を試みた。

こと」を焦点化させていくことが重要であると考え

⑵ 確かな運動技能を身に付ける
一人ひとりの児童が確かな運動技能を身に付ける

た。

2

ことは非常に重要であると考えている。「できる・

学級の実態と重ねてみる

できない」はあるものの，児童一人ひとりがたとえ

⑴ 体育に対する学級の実態

苦手であっても「できる」ように挑戦し続ける姿は，

今春，卒業していった児童は２年前（５年生）の

お互いを認め合うことに非常に有効である。

ときから担任をしていた。当時は４年生から進級し

次第に，「できない」と批判するのではなく，ポ

たばかりとはいえ，次のような傾向が見受けられた。

イントをお互いにアドバイスする姿が見受けられる

①ゲームでは勝ち負けを意識しすぎる。

ようになってきた。このように，子どもたちの中に

②できないことに対しての抵抗感が強い。

変容が見受けられるようになり，「おしいよ」「すご

③仲間を意識した言動がない。

く上手くなったね」「ドンマイ」等という肯定的，

④運動技能の学級での差が大きい。

かつ，自分のグループを成長させようとする姿が認
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められるようになってきた。

4

たりするなど，子どもたちの態度が「関わり」の中
から「自主的に工夫を重ねること」や「楽しさ」を

楽しさを味わえる体育を目指して

見つけ出すようになってきた。
単元後半のゲームでは，お互いのプレーに「ナイ

⑴ 徹底してさらに広げる

ス」などの称賛の声や，苦手意識を乗り越え積極的

学年も上がり６年生になった体育では，５年生か

にゲームに関わる子どもたちの姿が見受けられた。

ら続けてきた体育の授業（コミュニケーション・確

③スケート

かな運動技能を身に付ける）を重点内容として，引

学校リンクを利用したスケートでは，学級の枠を

き続き取り組むこととした。内容としては，ウオー

超えて，１年生との授業を考えてみた。地域ならで

ミングアップでの関わりから授業全体へと広げ，そ

はのスポーツの技能をより定着させることを目的と

こには子どもたちが相互に教え合う場面を設定する

しながら，１年生にスケートを教えることには「運

こととした。また，１年間の中で重点的に行う単元

動特性を理解すること」「指導の仕方をそれぞれが

も設定し実践にあたった。

工夫すること」が含まれている。

①水泳

「先生，１年生に教えるって難しいですね！」と

水泳の学習の目標は，クロールや平泳ぎで息継ぎ

言いながらも，やさしい声をかけたり，励ましたり

をしながら長い距離を泳ぐことにある。実際は，顔

しながら取り組む児童の姿が印象的であった。

を水につけるのが苦手で歩いたり，顔を出したまま
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のバタ足で進んだりする子どももいた。
ここでは，得意な子どもが苦手な子どもに対して

運動に自ら関わることができるように

お互いに教え合う場面を設けた。最初は，どのよう
にして伝えればよいか迷っていたが，次第に慣れて

心と体を一体としてとらえ，適切な運動の経

きて「こうしてみるんだよ」と実技を交えた見本を

験と健康・安全についての理解を通して，生涯

示したり，
「すごいね」「上手になってきた」などと

にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育

励ましたりするような言葉を耳にするようになって

てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図

きた。教えられている側も「もう１回やってみる」

り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる。

といった意欲的な姿勢と，苦手なことにも取り組ん
でみるといった様子が伺えるようになってきた。

学習指導要領体育の目標（上記）に示されている

②ソフトバレーボール

とおり，運動に親しむ力を身に付けてあげることが，

昭和47年に大樹町で発祥したミニバレーを体育

体育教師の役割であると認識しているが，実は子ど

の時間を利用して取り組んできたが，中学校への接

もたち自身が体育に対する「願い」を誰もが持って

続を考え「ソフトバレーボール」に取り組んだ。ミ

いて，そのために教師が全力で解決していくことが

ニバレーとは違い，トス・レシーブ・サーブの技能

何より重要であることを，２年間の体育の実践を通

を身に付けることと，お互いの声を掛け合うこと，

して学ぶことができた。

ラリーが続くことの楽しさを味わうことができる。

「運動が苦手」と言ってクラスの仲間から一歩引

このころになると，５年生のときのように，ゲーム

いていた子どもたちが，だんだんと運動に興味を持

での勝ち負けや，チームでの失敗をお互いに転嫁し

ち自分ができる範囲の技能を活用して，友達と関わ

て雰囲気を壊すことがなくなってきた。

り合い，たくさんの笑顔を浮かべて学習に参加する

試合の合間には，自分たちで練習をしたり，集ま

姿に触れると，これからも体育の学習が子どもたち

って作戦を考えたりするチームも現れた。時には苦

の豊かな将来を実現させる一つの手だてとなるよう

手な子どもに対してお互いにアドバイスを与え合っ

に体育の授業づくりに努めていきたいと，思いを新

たり，カバーできるようなフォーメーションを考え

たにしたところである。

3
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考えることの楽しさを味わわせる授業づくり
− ベースボール型 男女共習「ソフトボール」の授業を通して −

札幌市立あやめ野中学校教諭

1

津村 昌彦
規格がある程度決められている場合と違い，ベース

はじめに

ボール型の授業をする場合，ボール，バット，ベー
ス，グローブなどの選定や準備に悩まされることに

新学習指導要領実施に伴い，球技領域「ベースボ

なる。今回の授業実践では，ボールについては，安

ール型」が必修となり，どの中学校でも授業づくり

全面のことや，打撃の習得を中心に単元構成する方

が進められているのではないかと思う。また，「言

向性から，ある程度の重さはあるがゴムでできてい

語活動の充実」が教育内容に関する改善事項に盛り

て軟らかい「学校体育ソフトボール」を使用するこ

込まれたことにより，保健体育科としても体力の向

とにした。その他の用具についても，安全面を第一

上とともに，考えることや伝えることなど，思考力，

に考えて用具の選定を行った。

判断力，表現力の育成がより重要視されている。

②場の準備

今回は，特集のテーマである“考えることの楽し

ベースボール型の授業でいちばん注意が必要なの

さを味わわせる授業づくり”の一例として，必修と

は，安全面に関する『場の設定』である。バッティ

なった「ベースボール型（ソフトボール）
」の授業実

ングを行うときには，常に半径３ｍの円を引き，バ

践を紹介し，授業づくりの一助となれば幸いである。

ッティングゾーン（バッティングをしている人以外

2

は入ってはいけない）を設定した。また，ベースは

ベースボール型授業の特性

通常の約４倍となるようなラインベースとした。

球技領域の中でも，ベースボール型の特性は「攻

さらに，主運動を行う練習場と並行して，練習の

守分離」にある。他の球技よりも，攻撃・守備それ

合間に「バッティングティー」を用いたネット打ち

ぞれに集中でき，次に何をすべきかを考えたり，予

ができるような場も準備した。他の球技種目よりも，

測したり，確認したりすることができる。また，ベ

安全面のことを考えると練習場所の確保がより重要

ースボール型は，女子生徒はもちろん，男子生徒に

になる。グラウンドの広さや用具の数に制約がある

おいても，打つ（打撃），捕る（捕球），投げる（送

場合などは，チームごとに練習内容や課題を変える

球）
，走る（走塁）といった運動経験が一度もない

などして「場の工夫」が必要となる。

生徒が，多く存在しているようである。
したがって，授業では上記の基本的な個人技能を
習得させることがまずは大切になる。最終的には，
男女差，技能差を考慮しながら，すべての生徒がボ
ールを打ち，守るといった攻防を展開でき，多くの
課題について考えることができる場を設定していけ
る授業を目指した。

3

授業づくりの準備

4

①用具の準備

授業づくりに向けて

①個人技能習得段階の課題設定

ベースボール型の授業をするうえで，まず始めに
考えなければいけないことが『用具の準備』である。

ソフトボールの特性を考えると，ゲームではバッ

他の球技種目のように，ネット，ゴール，ボールの

ターが「打つ」ことによって攻防が展開される。つ

4
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まり，
「打てる」ことが，進塁や得点をする楽しさ，

課題解決に向け，チームやグループで言語活動を

チームで守り進塁を阻止する楽しさへと発展する。

活発にして，互いに評価できる環境を整え，自分や

このことから，どの生徒も確実なバット操作を身に

他者の考えを交流できるような場を設定した。

付けることができるように，バッティングについて
は「スキルアップシート」を用いて，毎回課題を持
ってチーム内で生徒同士が教え合う場を設定した。

③指導と評価
生徒に何を，どのように身に付けさせたいのか，
指導内容を明確化することは重要である。そして，
指導した学習内容を生徒が正確に身に付けているか
評価するために，学習カードによる評価，観察評価
などをタイミングよく効果的に用いなければならな
い。また，屋外では学習課題の提示方法や意見発表
さらに，技能習得段階に応じて「ドリルゲーム」

ボードの活用など，視覚的教材の工夫も必要となる。

を単元初期に実施した。チーム内での競い合いや，
他チームとの対戦を通して，
「ゲームに勝つための
ポイント」を考えさせ，勝つためのポイントが基本
的な個人技能の習熟につながるようにした。
②集団技能習得段階の課題設定
単元中期〜終盤にかけて，個人技能の差を互いに
認め合いながら，学習課題をチームやグループ内の
関わり合いの中から解決していけるような「タスク
ゲーム」を実施した。タスクゲームでは，
「打球の
打ち分け」や「守備位置」
，
「ボールを持たないとき
の動き」などの学習課題をチームで共有・解決して

5

いけるように，ゲーム内容やルールを工夫した。
■■ タスクゲーム例（ツーベースゲーム）■■

まとめ

今回紹介した「ソフトボール」の授業は，学習課

・塁間は通常の長さ。
・打球後，打者は１塁への駆け抜けか，２塁までの
曲線上を全力で走る。
・２塁セーフで攻撃側が得点。
・１回交代，打者一巡で何点取るかを競う。
・フライはすべて打者アウト（走者戻る）。
・２塁フォースアウト（帰塁禁止）。
・タッチアウト禁止。
・ティーたたき，ファールは３回でアウト。
・守備は基本定位置。

題について比較的考える場面を設定しやすい単元で
あった。個人やチームで課題を見つけ，課題につい
て考えた内容を交流し，その考えた内容が実際に練
習やゲームの中で検証され，発見や失敗が見られた
ときに，
「楽しい」と感じられるのではないかと思う。
これからも，生涯にわたってスポーツに親しむ態
度を育てるため，体力や技能の向上だけではなく，
学ぶ楽しさを保障する授業づくりに努めていきたい。
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体の中でピカピカ光る宝石の話
－ 歯の学習 －

新篠津村立新篠津小学校養護教諭 桃井 直美

1

①抜けた歯の両隣の

はじめに

歯が曲がってくる。

１本失うと？
向こう三軒両隣の

②曲がった歯とその

５本が弱くなる！

保健の学習では，子どもが自分自身の体や命のす

向かい側の歯がか

ばらしさを実感し自己肯定感を育てることが大切で

み合わなくなる。

④乳歯のむし歯は，生えかわるから大丈夫？

ある。そのような観点から，本時は歯を守るための
ブラッシングの大切さについて学ぶことを通して，
自身の体を大切にする態度を育てることを目的に学

⇨

習活動を組み立てた。（対象：第２学年）

2

本時の展開

①体の中でいちばん硬い宝石はどこかな？

乳歯の下で永久歯が育ってくると，乳歯の根は自然に溶
けて生えかわる。

鉄より10円玉よりも硬い体の宝石は歯（エナメル質）。恐
竜や人間の祖先も歯が最初に発見された。でも，この宝石
が溶けてしまうことがある！
ふだんはおとなし
い口の中のミュー
タンス。お菓子や
ごはんの糖分が大
好き！

口の中に残った糖
分を食べると，歯
を溶かすおしっこ
（酸）をする。

乳歯がひどいむし歯だと，永久歯が育っても乳歯の根が
溶けないため，永久歯は曲がって生えてくる。
歯並びが悪
くなり，む
し歯になり

ミュータンスのえさは歯みがきで退治しようね。

やすい。

②ミュータンスのおしっこ（酸）で溶けた歯（むし歯）

⑤歯が抜ける原因の第１位は何かな？

を放っておくと？

歯ぐきの病気がいちばんの原因。 歯を支えているあごの骨が

宝石部分がどんどん溶けていく。

溶けてポロリ…。

土台が小さくも
ろくなるから，
壊れやすくなる。

いくら詰め物を
しても？

とがった石を踏んでも
平気だった，はだしの
アベベの足の裏に学ぶ。

③歯は１本くらいなくなっても大丈夫？
歯は向かい合う２本が１組になってはじめて，１つの仕
事をする。

3

たとえ細菌が目の前にいても，歯ぐ
きがよくブラッシングされ丈夫だっ
たら，歯ぐきの病気にならないよ。

学習を終えて

授業後，「歯ってすごいね！」というような感想
が見られ，児童の中に自己肯定感を育むきっかけと
切歯が１本ないと
↓
刃が片方しかない
ハサミ

犬歯が１本ないと
↓
まな板のない包丁

しては効果的であった。保護者に対して保健だより
臼歯が１本ないと
↓
杵のない臼

等でブラッシングの定着を働きかけ，家庭と一体と
なった実践へと発展できるように取組を進めている。
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授業に役立つ実践資料（小学校）
◆◆『こんなとき，どうしたらよいのかな？』Q & A ◆◆
Q

授業中に，グループごとに話し合う時間を設けていますが，話し合いが停滞してしまったり，課題
からそれたりする場面が見られます。どういう点に気を付けたらよいのでしょうか。

A

●「教具の工夫」で，

運動量をどの子にも確保したいと考えると，全

解決のイメージを共有化させる●

体やグループでの話し合いの時間は，できる限

①「簡易ホワイトボード」で視覚的に

りシャープに進行したい。実際に運動しながら子ど

Ａ４判の白紙や画用紙にラミネートをかけるだけ

も同士が言葉で関わり合う時間を除き，課題の解決
に向けた話し合いの時間は，５分程度が適切だろう。

で，グループでの話し合いで活躍する簡易ホワイト

限られた時間の中で，どの子も生き生きと話し合い

ボードを作成することができる。水性ペンで書けば，

に参加できるための教師の手立てについて考えてみ

拭き取ることができるので，繰り返し使用できる。
例えば，５年生のゴール型で，バスケットボール

たい。

●「話し合う視点」を明確にする●

を簡易化したゲームであれば，ハーフコートの枠を

①授業の冒頭では

印刷した用紙にラミネートをかけるだけでよい。

学習課題を子どもたちに伝え，後は子ども頼みに

パソコンで
コート図を
作成。

してはいないだろうか。学習課題を提示する際には，
合わせて本時のゴールで目指す姿も具体的にイメー
ジさせたい。そのために，以下の手立てが考えられ
る。
・教師の示範
・ＩＣＴを活用した映像

ラミネートをかけ，水性
ペンで子どもが繰り返し
書き込めるように。

・掲示物
まず，目指す姿を一人ひとりに把握させてから運

＊器械運動の単元では，あらかじめ動きの流れが図など

動に取り組ませたい。

で示されたものにラミネートをかけるだけでよい。さ
まざまな学習に，柔軟に対応できる。

②ためしの運動中には

②「友達の考えを書き込める」学習カード

課題を把握した子どもたちは，個やグループで一
生懸命になって，課題の解決に向かうだろう。そん

学習カードに「友達の考え」という項を設けるだ

な中，教師の具体的な関わりが，その後のグループ

けでも効果は期待できる。グループでの話し合いの

ごとの話し合いに生きてくるものである。

際，友達の困りや見つけたコツを書き込む指導をす

・
「よい動き」を大きな声で称賛し，全体に広める。

ることで，積極的に聞こうとする姿勢が表れてくる。

・「困り」を共有できるよう，活動中の子どもたち
グループでの話し合いをよりよいものにしていく

に問いかけておく。
本時で目指す姿のイメージ化させ，運動中によい

ためには，目指す姿を具体的にイメージさせ，動き

姿を全体に広めることで，グループでの話し合いに

の中から教師が解決の視点を与えることが必要不可

明確な視点が生まれることだろう。

欠なのである。
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「分かる」を大事に

芽室町立芽室中学校校長

外靴に履き替えた生徒たちが、歓声を上げ全力で

永井 勝正

グラウンドに駆けてくる。自分の体と対話しながら

技能を高める時間にしたいと、生徒の心が躍る。授

業開始前から生徒の運動意欲があふれていたのは、

かつての実体験である。最近は、活発に運動する生

徒とそうでない生徒との「二極化」を残念に思って

いる。

体育では技能を身に付けることが大切だ。新しい

技ができる、記録が伸びることは生徒にとって大き

な 喜 び と な る。
「 で き る 」 は、 運 動 を 好 き に す る の

に重要な要素で目標の一つでもある。一定の型や反

復 練 習、 評 価（ 評 定 ） は、
「できる」に有効に働く

だろうが、体力や運動技能が高くない生徒にとって

はハードルが高いだろう。

体育の目標に「生涯にわたって運動に親しむ資質

や能力の育成」がある。技能上達のみに偏らず、技

術 や 知 識 を 自 己 の 体 と 積 極 的 に 関 係 づ け、「 な ぜ・

どうして」などと「考える」ことの楽しさを味わえ

る「分かる」を大事にした取組をしてほしい。自分

の 体 と 対 話 し な が ら、
「 で き る 」 と 同 時 に「 分 か

る」を高めることに夢中にさせる授業は、体力や運

動技能が高くない、得意でない生徒にも運動を楽し

む時間につながる。また、思考力や判断力をバラン

スよくはぐくむ体育となる。

本校の休み時間。グラウンドはサッカーやドッ

安心して遊ぶことができるのである。２つ目は，

ジボールなどをして遊ぶ子どもに埋め尽くされる。

挑戦意欲をかき立てる工夫である。本校では，朝

子どもたちの表情はとてもにこやかで，体を動

の活動において「チャレンジタイム」という自

かして遊ぶことを心から楽しんでいる。

分のやりたい種目に挑戦する時間を週１

本校の子どもが，こんなにも生き生き
と体を動かして遊ぶのには２つのこ

回設けている。マラソンやなわとび，

よく学び，よく遊べ

とが考えられる。
１つ目は，子どもたちを見守る先生
方の温かい見守りである。グラウンド
には子どもだけではなく，たくさんの先生

一輪車など，回数やタイムでレベル
が変わったり，より難しい技に挑戦

札幌市立幌南小学校
教諭

渡邊 裕治

方の姿がある。先生方が遊ぶ様子を見守り，時に

したりすることができる。子どもは達
成感を味わい，次への意欲と自信を高
めながらチャレンジするのである。

本校には，「よく学び

よく遊べ」という言葉が

は一緒に体を動かし，時には「うまいね！」と声

ある。心も体も元気いっぱいな子どもを育てるた

をかけたりしている。子どもは先生方に見守られ，

めに，これからも努力していきたい。

保健体育教材
□みんなの体育 1〜6年
□中学体育実技
□中学保健体育の学習 1〜3年
□中学保健体育ノート 1〜3年
□男女必修「武道」指導の手引き
□『ダンスの基本』DVD
※この冊子は，環境に配慮した紙，インキ，
CTP方式で製作しています。
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