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技能・体力の高まりを実感できる授業づくり
遠別町立遠別中学校校長（北海道学校体育研究連盟留萌支部長） 小澤 洋一
はじめに

おり，どんなスポーツにも応用できる能力，つまり，

現在，子どもたちの運動離れや体力の低下が指摘

「体を巧みに動かすことができる能力」を，総合的

されており，その解決には，日常の体育の授業が子

に身に付けるためのトレーニングである。コーディ

どもにとって「やりがい」があるものとなるように

ネーショントレーニングを行うことで，子どもたち

改善することが必要である。留萌支部では，子ども

は，楽しみながら体をほぐし，なおかつ，心の交流

たちが目一杯運動と向き合い，運動に浸る中で，身

も図ることができた。

体能力を高めていく授業をいかにしてつくっていく

また，技能の習得を目指すために，電子黒板など

かということを目指して研究を進めてきた。そのよ

のＩＣＴ機器を使って，動画などの視覚的な資料を

うな授業を積み重ねることで，子どもたちは「わか

積極的に活用した。模範演技やビデオ撮影した自分

って…できて…身体能力が高まり，楽しく」運動に

の演技を見ることで，技の達成に向けての課題が明

取り組めるようになり，成長とともに，運動やスポ

確になり，解決に向けて思考と練習を繰り返しなが

ーツとのよい関係を築き，豊かなスポーツライフを

ら学習を進めることができた。中でも，子ども同士

実践する力を身に付けることができると考える。

が電子黒板の画面に映し出された映像に直接ポイン

マット運動の実践から

トを書き込みながら，その場で気付いたことを交流

マット運動では，自分の技能の実態に応じた課題

するなど，仲間とともに意欲的に学習に取り組む姿

を見付け，技の達成に向けて動き方を考え，仲間と

が多く見られ，とても活気に満ちた授業であった。

ともに解決の方法を工夫して学習を進めていくこと

視覚的な資料を積極的に活用したことによって，

が大切である。このような学習を積み重ねることで，

子どもたちが自らの技能の高まりを実感することが

技術面の向上はもとより，コミュニケーションの力

でき，運動する喜びを感じることで学習意欲の向上

も高まるものと考える。

につながったと考える。

おわりに

昨年度公開した「マット運動」の授業では，単元
を通して毎時間の導入段階に，マット運動につなが

私たち教師は，「楽しい！おもしろい！できた！

る動きを高める手段としてコーディネーショントレ

うまくなった！」「やりがいがあって…もっとやり

ーニングを取り入れた。コーディネーショントレー

たい！」と実感できる体育の授業をつくり，積み重

ニングとは，
「リズミカルな動き」
，
「股関節の柔軟

ねるためにも，日常の授業改善に努めていかなけれ

性」
，
「腕支持感覚」など，さまざまな要素が入って

ばならない。
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個々の課題を追究しながら
互いの動きを高め合う学習
札幌市立幌南小学校教諭
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浅野 純子
このように，憧れをもった子どもは，「難しそう

はじめに

だな」と感じる運動に対しても意欲をもって取り組
んでいこうとする。

本単元では，
「クラスのみんなで高め合う」こと

（2）できるようになるための用具

を目標にし，なわの動きに合わせた体の動き方を高

ダブルダッチは，なわの動きに注目することが大

めるよう，体つくり運動の体力を高める運動から，

切である。そこで，跳ぶタイミングをつかめるよう，

ダブルダッチ（４時間扱い）を教材化した。

２本のなわの色を変えた。また，水道凍結防止で使

本校では，なわとび大会を毎年行っている。学年
の発達段階に応じて，個人種目と学級種目を設定し

用する細長い発泡

ている。高学年では，個人種目が「二重跳び」，学

スチロール棒をな

級種目が「連続８の字跳び」となっている。

わに見立て，練習
する場を設定した。

本学級の子どもたちの多くは，長なわが好きであ

上記の手だてに

る。その理由として，
「みんなで目標をクリアした
ときに達成感がある」など，友達と一緒にできるよ

より，ゆっくり回る発泡スチロール棒を見て跳ぶこ

うになったときの喜びを感じているからである。ま

とができた。さらに，「２本あるうちの青いなわを

た，長なわが苦手な子に対してもアドバイスしなが

見て跳ぶといいんだ！」となわの動きに注目し，跳

ら大会に向かう姿が見られた。

ぶことができるようにもなった。

そこで，今回は，なわとび大会で行う種目を発展
させることで，
「できるようになるためには，どうし

なわと同じ色の
棒を使いながら，
タイミングを教
え合う。

たらよいか」を自分なりの方法で考え，友達と励ま
し合いながらクラスみんなで高め合う姿を目指した。

2

憧れや願いをもち，何度もチャレンジする教材の工夫
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（1）映像を見てイメージをもつ
ダブルダッチは２本のなわが回旋しているため，

学習の展開について

（1）一人一人が目標をもってチャレンジする時間

見た目は難しいと感じる。そこで，
「できそうだ」
と見通しをもって単元に入れるように，ダブルダッ

【子どもの意識】
ダブルダッチを映像で見て
「跳べるようになりたいな。
」
「かっこいいな。
」
「難しそうだな。
」

チの基本的な跳び方や発展的な技の映像を見る活動

【本時までの子どもの実態】
個人として…二重跳びが苦手な子が多い。
集団として…かぶりなわとむかえなわが跳べる。

「みんなでダブルダッチをできるようになろう。」
（１時間目）
○なわに入るタイミングは，いつだろう？
・２本のなわがあって，難しそうだな。
・入るタイミングが分かれば，入れそうだ！

を設定した。
映像を見た子どもたちは，
「難しそう」と感じつ

自分に近いなわ（むかえなわ）に注目すると，
入るタイミングが分かるよ。

「みんなでダブルダッチをできるようになろう。」
（２時間目）
○連続して跳ぶには，どうしたらよいだろう？
・なわの色をよく見るといいよ。
・回す人が同じリズムが回すと跳びやすいよ。
跳び手と回し手のリズムが合うと連続して
跳べるよ。

つも，
「すごい！」「かっこいい！」と憧れをもって
いた。映像を見終えたある男の子は，次のような振
「みんなでダブルダッチをできるようになろう。」
（３時間目）【本時】
○みんながもっとできるようになるためには？
・なわの色をよく見るといいよ。
・用具を使って，ゆっくり試してみよう。
なわの動きに注目し，みんなで試すことで，
ダブルダッチができるようになったよ！

り返りを書いていた。
ビデオでダブルダッチを見て，「かっこいいな。
」
と思いました。体育でやると聞いて，うれしくなり
ましたが，「難しくないかな。」とも思いました。コ
ツをつかんで早くとべるようになりたいです。

「自分たちで技を選んでダブルダッチに
チャレンジしてみよう。」（４時間目）
○技を選んで挑戦しよう。
・かけ足とびをしてみよう。
・くるっと回ってみよう。
自分たちの工夫でいろいろな技ができるようになったよ！
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なわの動きに合わせて動くことができたよ！
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なわ30秒チャレンジタイムを設け，毎回の記録
と次の目標回数を記録していった。
■

二重跳び

■

自由技（自分で選んだ技）

ペアの子が回数を数えることで，跳んでいる子を
励ます姿が見られた。
友達と回数を競うのではなく，自分や友達の高ま

友達の動きを見て，真ん中に入るよう，
アドバイスし，印をつけている。

りを実感できることができた。

4

（2）少人数でのグループ活動

体育の学習から日常化へ

４人１グループで活動した。人数を少なくするこ

右の写真は本単

とで，一人一人の活動量を確保することを大事にし

元が始まってから

た。また，自分の到達レベルだけではなく，グルー

の休み時間の様子

プの友達の課題は何か，その課題に向けて，「どの

である。二重跳び

くらいできているのか」を見合うことを大切にした。

の苦手な子が得意

人数が少ないことで，練習の仕方や用具の選択，ア

な子に教えてもら

ドバイスを具体的に話し合うことができた。

いながら，一緒に
跳ぶ姿やダブルダ
ッチのおもしろさ

回し手も跳び手
を見ながらアド
バイスしたり，
なわの回す速さ
を変えたりする。

を知った子どもた
ちが遊んでいる姿である。
子どもたちは，「できるようになりたい」と感じ
たり，自分たちの高まりを実感したりすると，体育

〈子どものワークシートから〉

の学習以外でもその運動を行おうとするのである。
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なわに入ることができたけど，最初は跳ぶことがで
きませんでした。友達が，「跳ぶタイミングが合って
いないよ。
」と教えてくれ，「ゆっくり回る道具を使う
といいよ。
」と練習方法を教えてくれました。何度も
跳んでいると，なわに入るタイミングが分かりました。
次は，もっと跳べるようになりたいです。

まとめ

４時間の学習の振り返りでは，次のようなことを
書いていた。
◎初めは二重跳びができないので，
「いやだなあ」と思
った。でも，ペアの友達がアドバイスをしてくれた。
何回も練習していると，１回，２回と跳べる回数が
増えてどんどん楽しくなってきた。なわとび大会で
は，もっと跳べる回数を増やしたい。
◎ダブルダッチでは，最初は入ることもできなかった
けど，グループのみんなで教え合い，跳んで抜ける
タイミングもつかむことができた。

（3）個々の課題追究
本単元では，４時間扱いの１時間目のみ，学級全
体で話し合う場を設けた。ダブルダッチの到達レベ
ルを「入る→跳ぶ→抜ける」までとしたため，１時
間目以降は個々の課題とし，グループで見合いなが
ら課題解決へと向かった。また，個々の子どもがそ
れぞれ自分の課題意識をしっかりもてるように，板

このように，みんなで学ぶことの楽しさを実感し，

書にネームカードを位置付けた。

なわに対しての動き方を身に付けることができた。

そのことで，自分の課題を最後まで追究する姿や

これからも，子どもたちが夢中になって運動し，

友達の課題をしっかり把握し，お互いにかかわり合

共に高め合うことで喜びや楽しさを実感できるよう

いながら取り組む姿が見られた。

な学習を展開していきたい。
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確かな技能の高まりを実感できる授業づくり
− ２年生ソフトボール −

北斗市立上磯中学校教諭

1

水口

力
・しっかりとグローブの中でボールをつかむ。

はじめに

②素手でキャッチボールを行い，あまり手を動かさ
ず，ボールをつかむ感覚を身に付ける。

本校では平成３年度からソフトボールの授業がス

③実際にグローブを使いながら，捕球する。ただし，

タートし，現在では２年生が必修，３年生が種目内
選択【球技】で行われている。また，体育の授業は，

投球の距離は短いところから始める。

グループによる学習形態で行っている。

キャッチボールの捕球の際の「最後までボールを

球技を指導する際に，
「今，できる技能を生かし

見ること」「グローブを大きく開くこと」「ボールを

てゲーム中心の指導を進める。」「技能を発揮しやす

つかむこと」「グローブを動かさないこと」を確認

いルールの設定などを工夫する。」「学習を反復させ

した後に，授業の開始のウオーミングアップで動き

ることで，技能の向上を期待する。
」などが頭を悩

を習得させ，繰り返し行う。

ませる課題になる。また，ソフトボールの運動経験
が乏しく，特に女子は投・捕・打の技能をすぐに習
得することは難しい。
そこで，基礎的な技能を習得することでソフトボ
ールの特性に触れ，仲間と協力しながら楽しさを感
じる授業づくりを目指していきたい。

（2）バッティングの技能の習得
ボールをバットで打つ「バッティング」であるが，
強くバットを振ることにポイントを絞り，指導した。
①バットの握り方や素振りで振り方などを確認する。
②ティーを使い，止まっているボールを打ち返す。
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③タイミングを合わせてバットでボールをとらえる

ソフトボールの技能を高めるための指導の工夫

練習として，トスバッティングやフリーバッティ

（1）キャッチボール（捕球技能）の習得

ングを行う。

２人もしくはそれ以上が相互に投球・捕球を繰り
返す「キャッチボール」であるが，正確にできるよ

※②・③では，ボ

うになるには，相当時間を要すると言われている。

ールをとらえる

そこで，ポイントを捕球技能に絞り，指導した。

ためのポイント

①上手な生徒が見本となりキャッチボールを行い，

を考える。但し，

捕球時の成功ポイントをグループごとで考える。

動きが速いので

〈生徒の声〉

録画した映像で

・ボールを最後まで見る。

確認する。

・グローブを大きく開く。

4
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（4）つまずきのある生徒への配慮

（3）ルールを習得させるための簡易ゲーム
ソフトボールのルールは，一般的になじみがなく，
難しいと言われている。そこで，習得した技能，お

投動作でボールに
力を伝えらない生
徒は，ボールをた
たきつける練習を
することで，強く
腕が振れるように
なった。

よび知識を用い，簡易ゲームを通してルールを覚え
るようにする。
① ティーボールゲーム

▶Lv.1 ２塁ベースゲーム（２塁へ進塁したら得点）
目的
【攻撃側】
・バッターランナーの進行方向について
・１塁ベース（オレンジベース）の駆け抜け，ま
フライ捕球時の落下
地点を見つけるため
に，サッカーボール
などを額でヘディン
グさせて正しい場所
を見つける。

たは回り込み方について
・フライが上がったときのランナーの動き方につ
いて
【守備側】
・捕球（ゴロ，フライ）と送球について
【ルール】
・アウトカウントについて
目的

3

通常通りのルールで行い，初歩的なゲームを楽し

今回の授業では，投・捕・打の３つの基本的な技

▶Lv.2 ホームベースゲーム（ホームインしたら得点）

む。

まとめ

能とし，ルールの習得に関しては簡易ゲームを通し
て学習させた。基本的な技能の定着に時間を割いて

② バッティングゲーム

しまったために，簡易ゲームでのルール定着を図れ

方法…ピッチャーは実際のマウンドより近い位置か

なかった。しかし，投・捕・打の技能の中で「でき

ら投げる。また，易しいボールを投げて打た

た」と実感できる場面があり，特に女子生徒から

せる（バッター有利）。ただし，安全のため，

「楽しかった」と声があがったことが救いであった。

防球ネット越しに投球し，マスクを着用させ

３年生の選択授業に向け，多くの生徒がソフトボ

る。

ールに興味が持てるように，仲間と協力し，自分と

目的

共に仲間の成長を感じられるようにしたい。また，

トスバッティングやフリーバッティングの技能を

技能的にも成長を感じさせながら，今以上にソフト

活用し，ルールを確認したうえで簡易ゲームを行

ボールの特性に近づけさせる指導の工夫を続けて行

う。

きたい。

※簡易ゲームでは各
グループで作戦を
立て，振り返りを
行い，全体で交流
する。
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上手な断り方って？

－ 上手に聞いて上手に話そう！ －

札幌市立屯田北小学校養護教諭 小山内 綾乃

1

を受け止めてきちんと返すことが大切なことを，教

はじめに

師 が 会 話 の 例 を 出 し て 説 明 し た。 ま た， ３ つ の

本校では，性教育を「心と体の学習」として教育

「こ」が大切であることも確認した。
④ ３つの話し方

課程に位置付け，指導に取り組んでいる。高学年は
宿泊的行事や，行事の係活動など，今まで以上に友

●いばりやさんタイプ（攻撃的な話し方）●

達関係の結び付きが深まる機会が増えてくる。そこ

・自分のことだけを考えて話してしまう。

で，５年生の心と体の学習では，
「上手な断り方っ

・相手が腹を立てる。後味が悪くなる。

て？ −上手に聞いて上手に話そう！−」という題

●おどおどさんタイプ（受け身の話し方）●

材を設定し，平成23年度から指導に取り組んでい

・自分の気持ちは言わずに相手に合わせてし

る。平成25年度は学年一斉で，担任が役割分担を

まう。

して指導を行った。

2

・何も言えなかったと後悔する。自信をなく

指導内容

してしまう。
●さわやかさんタイプ（上手な話し方）●

指導目標

・自分の気持ちと相手の気持ちの両方を大切

「自分の気持ち・相手の気持ち両方を大事にして，

にする。

上手に気持ちを伝えることができる」ことを指導目
標とした。

『読んでいる本を友達に「貸して！」と言われた
ときにどう断るか』を例とし，教師が「いばりやさ

① 心と体ほぐし（誕生日チェーン）

んタイプ」と「おどおどさんタイプ」を実演した。
⑤ さわやかさんタイプで練習してみよう！

コミュニケーションについての学習であるため，
身振りだけのコミュニケーションで行う指令ゲーム

さわやかさんタイプで友達に気持ちを伝えるには，

を導入で行った。ジェスチャーのみで周囲とコミュ

どんな言い方をすればいいかをワークシートで考え，

ニケーションをとり，誕生日順に並ぶ「誕生日チェ

小グループで交流した。最後に全体で，実際に自分

ーン」を行った。

が考えた答えを数名がロールプレイで発表した。

② 友達の大切さ・よさの確認

児童の声 〜僕・私ならこう話す！〜
○今，読んでいるから読み終わったらね。

自分にとって友達はどんな存在かを問いかけた。
児童の声
○友達は宝物！

○明日ならいいよ。
○じゃあ，一緒に読もう！

〜僕・私の友達〜
○友達を信頼している。

○いろいろな友達がいると楽しい。
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③ 話し方のポイント
会話は「ドッジボー
ル」ではなく「キャッ
チボール」であり，相
手に気持ちを伝えるこ

指令ゲームやロールプレイなどの活動場面を多く

３つの「こ」

設定したことで，児童は興味をもって学習に取り組

心を
こめて

言葉に

まとめ

んでいた。今回の学習で学んだことを日常の中で生
かしていけるように，今後も児童に関わっていきた

行動

い。

と，相手もその気持ち
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授業に役立つ実践資料（中学校）
◆◆『こんなとき，どうしたらよいのかな？』Q & A ◆◆
Q

必修化されたダンスの授業ですが，１,２年生の２年間で３つのダンスをすべて履修しなければな
りませんか？

A

ダンスの履修について

ダンス領域は，第１，２学年で必修の領域とされ，第３学年では，器械運動，陸上競技，水泳及びダンスの
まとまりの中から１領域以上を選択して履修することとされています。ダンス領域は「創作ダンス」「フォー
クダンス」
「現代的なリズムのダンス」という３つのダンスで構成されていますが，必ずしもすべてを履修し
なければならないわけではありません。３つの中から選択して履修できるようにすることとされているので，
１つ以上を扱えばいいことになります。例えば，ヒップホップの経験者や興味のある生徒が多ければ，現代
的なリズムのダンスを重視することもできます。また，地域や学校の実態に応じて，その他のダンスについ
ても履修できることから，北海道の祭りとして定着した「YOSAKOIソーラン」を扱うこともできます。

Q

昨年より必修化されたダンスの授業を取り組み始めた男性教諭です。一般にも広まってきている
「ヒップホップダンス」を授業に取り入れたいのですが，どのように展開していけばよいのでしょ
うか？

A

「ヒップホップダンス」を取り入れた授業展開について

現代的なリズムのダンスのねらいは，リズムに乗って全身で弾んで踊ることの楽しさを味わうことにありま
す。授業の進め方としては，はじめにリズムの乗り方を学習し，続いてヒップホップダンスのステップや生徒
には親しみやすいロックダンスの技を覚えて，上達することの楽しさを味わわせます。次に，覚えたステップ
や技をみんなで組み立て，動きに変化とまとまりをつけて，隊形を工夫した作品をつくり，発表会で交流する，
という流れが考えられます。それぞれの段階での学習の扱い方を，下図にまとめたので参考にして下さい。
導入段階
◆リズムの基本知識
・リズムは８カウント
・オン・オフのカウント
◆リズムの乗り方
・リズムに合わせて手拍子
・膝でカウントをとる
・腕を前後に大きく振る
・サイドステップを踏む
・スリーステップターン
・ボックスステップ
★選曲について
・テンポ♩＝100から導入

ステップや技を覚える段階
◆ヒップホップダンスのステップ
・アップ

・ダウン

・サイドステップ

・スリーステップターン
・クロスステップ

・ランニングマン

・ボックスステップ

・サイドランジ

・ニュージャックスイング
◆ロック（Lock）ダンスの技
・ロック

・ポイント

・トゥエル

・パンチング

・クラップ

・クロスハンド

・スキーターラビット

・ストップ＆ゴー

・シフト
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発表会に向けて
◆動きやリズムに変化をつける
・拍子の強弱を逆転，変化させる
・後拍を強調する
・止まったり，倍速にしたりする
◆まとまりをつける
・隊形やポジションの組み合わせ
・シンメトリー ・アシンメトリー
・ユニゾン
・カノン
・
「はじめ」
「なか」
「おわり」の流れ
★発表時間の例
・発表時間２分，発表後の評価３分，
入れ替え１分でローテーションする。
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豊かなスポーツライフ

北海道教育大学附属釧路小学校副校長
伊藤 晃一

二年前、五十歳以上が対象のシニアバスケットボ

ール大会に新人として参加した。もちろん最年少、

ボール持ちだが、フル出場で活躍できる自信はあっ

た。しかし、他チームの練習を見て驚嘆した。激し

く動き回るこの人たちは今いったい何歳で、いつま

で続けようとしているのだろうか……？

中学校進学時、野球部の勧誘を受けたが、坊主頭

になるのが嫌でバスケットボール部に入部した。以

来四十年間、何らかの形で携わり続け、今の自分が

ある。こんなに続けることができているのは、言う

までもなく「人との出会い」があったからである。

運動好きにしてくれた担任、楽しさを教えてくれた

監督、チームメイト、他校の指導者、いつも理解を

示してくれた家族など枚挙にいとまがない。

近 年、 高 齢 者 の 体 力 は 伸 び 続 け て い る と い う。

九十九歳の女性がマスターズ水泳に参加している姿

にはわが目を疑った。さすがにバスケットボールで

はそうはいかないだろうが、限界には挑戦してみた

い。

体育科では、生涯にわたる健康の保持増進、豊か

なスポーツライフの実現を重視することがうたわれ

ている。今さらではあるが、指導者の皆さんには、

是非とも授業や部活動で、体を動かすことが好きな

子どもの育成を目指してほしい。

２年前から本格的にスキーを学び始めた。やはり

生方から，
「まずは教わったとおりに素直に滑って

学習指導要領改訂に伴っての，学校スキー学習の

みる」
，次に「少し自分にアレンジを加えてみる」

復活と基本からスキー技術を学びたいという気持

「上手な人をまねてみる」
「誰かに教えてみる」など，
指導のノウハウを聞くこともできた。必ずしも

ちからだった。藻岩山を見上げて育ち，親の

スキー教程の滑りが万人に通用するもの

影響もあって幼い頃からずっとスキーに

ではなく，習得した技術の引き出しの

慣れ親しんでいたので，技術には多少
の自信があった。

一つとしてほしいということ，「自分

スキーと私

しかし，自分の中の「慢心と思い

の滑りの幅」をもつ大切さも次第に

込み」が邪魔をし「できない，うま

わかりかけてきた。これはスキーに

くいかない」という悶々とした時間

限らず，他のスポーツにも共通して言

が私を襲った。指導法や滑りが，今の
技術に釣り合わないことを思い知らされ

札幌市立屯田北中学校
主幹教諭

牧内 奈保巳

えることではないだろうか。北国札幌
らしさを学ぶという視点から，「雪」を

楽しみ「雪」を克服する活動を通し，子ども

たからだ。次第に指導を受けるうち，自分
は子どもたちに，今までどれほど「複雑に，難し

たちの中に「楽しいスキー」を学ぶきっかけをつ

く」スキー技術を伝えてきたのかを，自分の技術

くるために，学校現場が担う重要性を再認識した

の曖昧さとともに改めて実感することができた。

い。今後，スキー人口の拡大につながる一歩を，

子どもたちには，今まで「自然で楽しいスキー」

「生涯を通し，安全で楽しいスキーとは」を自分に

を体感してほしいと願っていた。いつも講師の先

問いかけながら仲間とともに探究していきたい。

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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