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仲間との豊かな関わりあいを大事にする授業づくり
函館市立北中学校校長（北海道学校体育研究連盟前副委員長） 三觜 徳久
２．
「主体的・意欲的」に取り組むための視点

仲間との豊かな関わりあいを大事にする授業づく
りのためには，豊かな言語活動を促し，主体的・意

（1）「子どもから見た特性」の捉え

欲的に学習する子どもを育成することが望まれる。

子どもたちが主体的・意欲的に取り組むためには，

そのために，以下の３つの視点を授業づくりに積

運動・スポーツに「興味や関心を持つこと」や「楽

極的に取り入れていきたい。

しさや価値観を見いだすこと」が前提となる。その

１．豊かな言語活動を促す視点

ために，教師は，レディネスを含め，運動・スポー

（1）
「教え合い」

ツに対する「子どもから見た特性」をしっかりと捉

グループやペアなどで仲間のよいところや改善点

えることが大切である。

を出し合ったり，補助したりしながら学習を進める。

（2）「自己選択や自己設定の機会」の保障

また，学習カードやワークシートにまとめたり，ま

教師は，子どもたち一人一人のスタート地点が異

とめたものを発表する活動が有効である。

なるのであるから，課題追究の方法やゴールも違っ

（2）
「見せ合い」

てよいという視点を持つ。自分に合った方法や道筋

グループ内，または，グループ間で自己評価や相

を選択あるいは設定してゴールを目指すことにより

互評価を通して互いの違いを認め合い，仲間や相手

楽しさを味わわせ，意欲を高め，できた喜びや感動

の動きや表現のよさを自分の言葉で伝える。

を一つでも多く体験させたい。

３．教材的価値を味わわせる視点

（3）
「作戦会議」や「練習方法の立案と実施」
自分たちや相手の「今持っている力」を知り，自

授業は，あくまで教材的価値がなくてはならない。

分たちの力を生かしたり高めたりするために，意見

教師はしっかりと教材や特性（機能的・構造的・効

交換を行ったり資料を活用して，作戦や練習方法を

果的）の理解を進める必要がある。また，授業では，

工夫しながら，学習を進める。

子どもたちの主体的な学習が展開されるような教師

（4）
「振り返り」

の間接的指導が重要となる。子どもたちが課題を主

授業の終わりにその授業の振り返りをすることで

体的に「見つける」「追究する」「解決する」過程を

１時間をまとめさせる。身体のクールダウンととも

組み立てるための「指導言語の使い分け」や「資料

に頭も落ち着かせ，客観的に振り返らせることは，

や情報の提供」がこれに当たる。

子どもたちにとって次時につながるよい時間となる。

体育を手がかりとして，取組の成果が子どもの

ここでは授業のねらいの再確認とともに振り返る視

「自信」となり，その積み重ねにより生き生きと学

点をもたせるようにしたい。

校生活を送る子どもを育てていきたいものである。
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場づくりの工夫により関わりあいを大事にする
「跳び箱運動
（６年）
」
の学習
美瑛町立美瑛東小学校教諭

1

前川 真也

はじめに

「大好き」または「好き」と答えなかった。その理

（1）体育専科教員について

ない」「痛い思いをしたことがある」など，過去の

由は，「できないから楽しくない」「やり方がわから
経験や失敗による苦手意識が大きく見られた。

平成25年度に実施された体育専科教員は学級担

（2）
「できる」ことを味わわせる

任とのティーム・ティーチングによる指導や授業づ
くりの支援等を行い，小学校教員の体育に関する指

アンケートの結果から，できないことが「好きで

導力の向上や学校全体の体力向上の取組の充実を図

はない，楽しくない」ということが大きな理由と考

ることを目的としている。

えた。そこで，場づくりの工夫をすることにより，

今年度は，この体育専科教員として勤務すること

「できる」ことを味わわせて運動に意欲的に取り組

になり，全学年の体育の学習に関わることとなった。

もうとする姿を目指すことにした。意欲的に取り組

学級担任とのティーム・ティーチング（Ｔ１，Ｔ

むことができれば，本単元における関わりあいを大

２）や体育専科教員単独による学習など，単元や指

事にすることができると考えたからである。

3

導内容によってさまざまな関わり方をしている。学
級担任と連携を取り，子どもたちにとってよりよい

学習課題と場づくりの工夫

（1）学習課題

学習となるように指導を行っている。
単元の指導計画や学習課題の設定をするには，各

本学級は５年生時に「安定した開脚跳び」「大き

学級での子どもたちの様子や，学級の実態を把握す

な開脚跳び」「安定した台上前転」を中心に学習を

る必要がある。そのため，各学級の担任と連携を取

進めてきている。そこで，６年生においては，「か

り，綿密な打ち合わせをした。

かえ込み跳び」「大きな台上前転」を中心に単元計

また，授業を積み重ねることにより，体育の授業

画を設定した。「かかえ込み跳び」には初めて挑戦

における実態をおさえることが重要であると考えた。

する子どもが多く，足が引っかかりそうで怖いとい

2

う考えをもつ子どもが多くいた。

「跳び箱運動」と学級の実態

（2）場づくりの工夫

（1）事前調査

①安心な場づくり

本校の学習の中から６年生の「跳び箱運動」につ

まずは，足が引っかかりそうだという子どもたち

いて紹介させていただく。本校の６年生は男子９人，

に，恐怖心をもたないで挑戦することができるよう，

女子12人，計21人の学級である。男子は休み時間

跳び箱の間にゴムひもを張った場に挑戦させること

など体を動かすことが大好きな児童が多く見られる。

からスタートした。

女子は数名が少年団に所属し，運動が大好きな児童

跳び箱の高さ，ゴムひも

がいるが，休み時間まで体を動かしたくないという

の位置などで難易度を工夫

児童も数名いる。また，男女の仲がよく，一緒に遊

することができるので，恐

び回っている姿が見られる。

怖心をもたずに，積極的に

「体育の授業は好きですか」というアンケートに

挑戦しようという様子が見

ついては（学級の）19人が「大好き」または「好

られた。また，少しずつ高

き」と答えているのに対し，
「跳び箱運動は好きで

くしたり，ゴムひもを手前

すか」というアンケートでは（学級の）８人しか

と奥に２本付けたりするな

2
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ど，子どもたち自身が場の工夫をしながら活動でき

互いの技を見合ったりすることができ，自然と関わ

るうえ，友達同士での競い合いなども生まれた。

りあいをもつ様子が見られたことからも，子ども同

恐怖心が無くなり，自信をもって挑戦することが

士で補助をすることが効果的であると感じた。

（2）励まし

できるようになると，もっと「高く跳びたい」「上
手に跳びたい」などの向上心が生まれる。すると，

補助者がいることで，実施者が行うときに励まし

友達の跳び方を観察したり，自分の跳び方を見ても

の声が出る。「がんばれ」「思い切って来い」「ここ

らうためにお願いをしたりするなど自分から関わり

にいるから安心して」など，今回の学習場面で実際

をもち始める。
「手はもっと奥についたらいいよ」

に補助をした子どもが発した言葉である。これは，

「ここに印を付けるからここに手をつけてごらん」

運動が苦手な子どもや新しい場に挑戦する子どもに

は，子どもから聞かれた言葉である。

とって勇気や安心感を与える言葉である。もちろん，

②安全な場づくり

教師が補助に付くことで同じように安心感を与える

自信を付けてきた子どもたちは，実際に跳び箱で

こともできるが，子ども同士でこのような関わりが

挑戦したくなる。セーフティーマット等を使用した

できたことは，お互いの信頼感や存在感を感じさせ

場づくりをすることで，子どもたちが安全に跳ぶこ

ることができる場になり，二次的効果が生まれる結

とができるようにした。併せて，前の人がマットか

果になった。

かりと決め，子どもた

5

ちに意識させながら学

体育の学習において子どもたちが関わりあいをも

習をすることでお互い

ち，その関わりあいが技能を身に付けるための学び

に声を掛け合いながら

に効果的になるには，一人ひとりが自信をもって意

学習を進めることがで

欲的な活動ができなくてはならない。そこで今回の

きた。

跳び箱運動の学習においては，自信をもって活動で

ら下りるまでは次の人は跳ばない等の約束事をしっ

4

まとめ

きることを重視した場づくりの工夫によって「仲間

関わりあい

との豊かな関わりあいを大事にする授業」を実践す

（1）補助での関わり

ることができた。

これまでにも関わりをもちながら学習する様子が

授業を終えて，改めて子どもたちに「跳び箱運動

見られた。さらに，
「大きな台上前転」や発展技で

は好きですか」というアンケートをした。その結果，

ある「首はね跳び」
「頭はね跳び」の学習において

（学級の）20人が「大好き」または「好き」と答え，

は補助という役割を与えることで，必ず関わりをも

大幅に増える結果となった。その理由も「ゴムひも

つようにした。補助があることで，より安心感をも

で練習したら，跳び箱でもできるようになった」

って学習に取り組むことができるようになる。補助

「補助の人がいたから怖くなくて，思い切って跳んだ

に関しても約束事を決め，実施者，補助者に無理な

ら上手く回れた」
「○○さんの手の着く場所を真似し

く安全に取り組めるようにすることが大切である。

たら自分も上手くできた」など，場づくりの工夫に

今回の学習においては回転してきた子どもの背中に

よる関わりあいによって自分の技能の向上を感じる

手を当て，着地時に跳び箱のほうに倒れてぶつから

ことができた子どもが多かったことを示している。

ないようにするとい

子どもたちは「うまくなりたい」「できるように

う補助の役割を決め

なりたい」と願っている。その願いを教師がいかに

た。

達成させてあげることができるかが，教師の力であ

補助を身近で行う

ると改めて実感した。これからも，この願いをかな

ことでその場でアド

えていくことができるように，研修を重ね，学ぶこ

バイスをしたり，お

とが楽しいと思える授業づくりをしていきたい。

3
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興味関心をもって取り組めるマット運動を目指して
−「新しい技に挑戦！」−

遠別町立遠別中学校教諭

1

坂田 一幸
メージできるようにする。

はじめに

○基本的な技を系統的に学習し，生徒の能力差に対
応できるように学習を進め，一人一人が意欲をも

マット運動は，自分の体を回転や転回させるなど，

って楽しく学習に取り組めるようにする。

日常では経験しない動作を駆使して技を完成させる
運動である。そのため自分の体をコントロールする

技のグループを理解しよう！！
系

基本的技能が特に重要であり，自分や仲間の動きに
注目して動き方を考え，能力に応じた技を繰り返し

接転技群
回

たり，組み合わせたりして，滑らかにできるように

転

→背中をマットに
接して回転する
技

系

するところに楽しさや喜びを味わうことができる教
材である。

ほん転技群

このような学習を積み重ねることで，技術面の向

→手や足だけで
回転する技
巧 技

上はもとより，技を成功させる動作に注目して動き
の仕組みを仲間と一緒になって考え，互いに教え合

系

いながら学習することに本単元の意義がある。

2

群

グループ

技

前転グループ

前転
開脚前転
伸膝前転
跳び前転
倒立前転

後転グループ

後転
開脚後転
伸膝後転
後転倒立

側方倒立移転
倒立回転
側方倒立回転跳び 1/4 ひねり（ロンダート）
倒立回転跳びグループ
前方倒立回転跳び
はねおきグループ

首はねおき
頭はねおき

片足平均立ち
片足平均立ちグループ 片足正面水平立ち
Y 字バランス
→バランスをとり
ながら静止する
倒立
倒立グループ
技
頭倒立
平均立ち技群

○学習カードを用い，生徒が自分自身の状況を把握

子どもの実態

したり，振り返ったりすることで目標をもって学
習に取り組めるような環境をつくる。

約74％の生徒がマット運動を「嫌い」と感じて
いた。理由として挙げられたのは「苦手だから」
「できないから」
「痛いから」というものが多く，マ
ット運動のマイナスのイメージから抜け出せていな
いのが実態だった。
また，新体力テストの結果から，柔軟性を示す
「長座体前屈」の数値が全国平均44cmに対して，
本校の生徒は約36cmと低いことから，柔軟性を高
める補助運動としてコーディネーショントレーニン
グ（以下COT）を導入時に取り入れた。

3

授業のねらい

教材化の工夫と
魅力ある単元づくり

動きづくりと
動きの 習熟 を図る
活動の設定

学びの探究，楽しさが
深まる教材の工夫

○やさしい運動から難しい運動へとステップアップ

変化のある繰り返しや
COTの活用
ICTの活用による客観
的な自己評価

○マット運動（単元教材）の技能向上を図るための

（スモールステップの克服）させながら取り組ま

類似運動としてCOTを取り入れる。

せ，恐怖心をもたせないようにする。

○仲間と一緒に練習し，動画などとの違いを助言し

○動画やアドバイスカードなどの視覚に訴える資料

てもらい，互いを高め合う活動を取り入れる。

を積極的に活用し，生徒が取り組む技を容易にイ

4
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身に付けさせたい
技 能
高めたい技能の
明確化

5

学習カード（アドバイ
スカード）による各種
目の コツ の指導

授業の実際

（1）COTについて
単元を通して授業の導入時にCOTを取り入れた
ことによって，楽しみながら体をほぐすことができ

○アドバイスカードを参考にさせ，段階的な練習に

ると同時に心の交流も図ることができ，楽しい気持

おいて，用具（ロイター板，ミニマット，セーフ

ちと肯定的な雰囲気をもって学習に臨むことができ

ティーマットなど）を自ら選択し，積極的に活用

ていた。

させる。

また，膝を胸にもっていくことができるようにな

○各種目の「コツ＝身に付けさせたい・高めたい技

り，前転や後転などのマット運動につながる体力

能」に気付き，動き方を感じることによって，技

（筋力・柔軟性等）が高まってきた。

の完成度を高めていくようにさせる。

さらには，リズミカルな動きで全体での動きの統
一感も生まれてくるようになり，今後の単元にも活

マット

伸しつ後転アドバイスカード

かしていけるのではないかという手応えを感じるこ

※ここに技術（絵図）を示す。

とができた。

手でマットを押す
ひざを伸ばす

開脚後転ができるかな？

ステップ２

マットの段差を利用した、
伸しつ後転ができるかな？

ステップ３

坂を利用した、伸しつ後転
ができるかな？

練習してみよう①

～足を伸ばして後ろに回る練習～

友達チェック

友達チェック

練習してみよう②

アドバイスカード
スモールステップで課題解決

友達チェック

ステップ１

（2）ICTの活用について
生徒が自分の状況を確認したいときに，視覚に訴
える資料（動画）やアドバイスカードを使って，技
術的な内容を確認できるような場の設定を工夫した。
視覚教材については，教師の予想以上に生徒たちが
関心を示し，「技を試す⇔画像を見る」を繰り返し
ながら練習を積み重ねる様子が見られたことから，
意欲の高まりをもたらした。また，自分の体をどの

～回転の勢いをつける練習～

○足を伸ばした状態で「ゆりかご」

○連続後転

※ひざが伸びているかチェック！！

※勢いを利用してすぐ次の後転！！

ようにコントロールすればよいかをイメージするう
えで有効な手立てであった。

4

これからは，全生徒に１台ずつ導入されたタブレ

単元構成

ットPCを活用しながら，身に付けさせたい力を明

（1）COTの活用

確にしたり，小学校からの積み重ねを考慮しながら，

毎時間の導入において，体を巧みに動かす力を総

系統的に学習を進めたりすることが必要であると感

合的に定着させるため，COTを活用した体ほぐし

じた。

リズミカルな動き，股関節の柔軟性が高まるなどの

6

効果が見られた。

今回の授業では生徒のマット運動に対しての苦手

運動を実施した。腕支持感覚の定着，肘や膝の活用，

（2）ICTの活用

終わりに

意識を変えるべく，楽しみながら授業を受けられる

電子黒板を活用し，マット運動の動画を視聴しな

よう工夫して実践を行った。学習カードの記述から

がら，生徒が容易に技のポイントを理解できるよう

「マット運動への恐怖心がなくなった」「楽しんで学

画面に直接書き込み，確認した。

習することができたのでもう一度やりたい」など肯

（3）発表会

定的な意見が多く見られ，一定の成果を得ることが

単元の終わりに連続技の発表会を実施した。周り

できた。

の人に見てもらうことを意識することで，自分が発

今後も実践を重ね，興味関心を高められる授業づ

表する技をよりよく見せようと努力する姿が見られた。

くりを目指していきたい。
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活動を取り入れて関心を高める保健指導
札幌市立美しが丘緑小学校養護教諭

1

伊藤 美香
○５・６年生「近く・遠くを見る仕組み」

はじめに

２枚の重なった薄いプラスチック板を使って，近

子 ど も た ち か ら「 ど う し た ら 視 力 が よ く な る

くを見たとき，遠くを見たときの水晶体の変化とそ

の？」と尋ねられることがたびたびある。視力以外

れを動かす毛様体の働きを模擬体験。

にも感覚器としてすばらしい働きや精巧な仕組みを

⇨

学ぶ保健指導に，もっと目に興味をもてるような
「触る・観察する・実験する」という活動を取り入

遠くを見る
水晶体…薄くなる
毛様体…のびる

れていった。

2

活動を取り入れた指導時

近くを見る
水晶体…厚くなる
毛様体…ちぢむ

⇨

○１・２年生「目にやさしいのはどっち？」
ゴミが入ったとき，目にいい栄養，読書でちょう
どいい姿勢など，２択のクイズに挑戦。

Ｔ：近くを見続けるのは，目に力仕事をずっとさ
せていることと同じ。目が疲れてしまうね。

途中，一人一人にほぼ実物大の寒天で作った目の
模型を触らせた。
Ｃ：やわらかいね。

3

Ｔ：だから，目をこすったりぶつけた
りすると，けがしてしまうんだね。

子どものワークシートを活用

・子どもの理解や興味・関心を確かめられる。

○３・４年生「見える仕組みを知ろう」

・もっと知りたいことへのフォローができる。

錯覚しやすいイラストで「長いのはどれだ？」
美しが丘緑小学校
３年生向け・ほけんだより

Ｃ：き っと同じ長さなんだろ
うけど，違って見える。

目から入った光は
しんけいをとおって
のうに伝えるよ。
のうは見えたものが
明
○
E

なんなのか考えるよ。

Ｔ：目と脳の協力で
見ているよ。

Ｔ：目 から情報は伝えられ，脳が
判断している。本当とは違っ
て見えることを錯覚というよ。

「見える」のには
仕組みがある！

平成 25 年 10 月 21 日

明るい時と暗い時で

明

どうこうの大きさが
かわるよ。

暗

たくさんの光を
入れて、色や形を
見えるようにしよう。

暗いところも見えるどうこうの仕組み

目とのうが協力して「見える」仕組み

今日の保健指導のかんそうやしつもんを書いてください。

教材にひと工夫。
矢印部分を透明シートで作って
重ねると，結果が一目瞭然。

年

4

「暗い部屋で色の違いが分かるかな？」
「目が慣れてくると分かるよ。」「なぜだろう？」

組

名前

成果と課題

ペアでお互いの目を観察。暗い部屋の明かりをつ

一人一人の意欲を高める活動を工夫することで，

けたときにどんな変化があるか，よく見てみよう。

自分の体への関心が高まった。手に取れる教材の他

⇩

にもプレゼンテーションソフトなどで，動きや変化

Ｔ：暗い所でもだんだん見えるようになる
ことがある。それは瞳孔を大きくして
光をたくさん集めているから。

が見える教材も考えられる。
実感を伴い，自分事と思える保健指導を行ってい

Ｃ：瞳孔は光の入り口だね。

きたい。

6

道版保体ジャーナル

授業に役立つ実践資料（小学校）
学習指導要領の中では「言語活動の充実」が挙げ
宝を持っている人

られている。もちろん，体育の授業の中でも，チー
ムで作戦を立てたり，友達と表現の仕方を工夫した
りするなど，言語を使ってのグループでの「話し合

鬼のいない場所を
かけぬける

い」の場は必要不可欠である。しかし，言語活動を

宝を持っていない人
点が
入る
動き方

鬼をひきつける

意識するあまり，体育科の目標を達成できなくなっ
そして，話し合いの場を設けると，子どもたちは，

ては本末転倒である。したがって，運動の時間を確

「誰が」「いつ」「どこで」その動きをするのかとい

保するために話し合いの時間をできるだけ短く，か

うことを明らかにして話し合うことができる。

つ，学習成果が挙がるものとして考えなければなら
ない。そのためのポイントを以下のように考えた。

②少人数のグループで話し合うことから始める。
個々の動きや役割を明確にする場合，まずは３〜

①話し合う視点を明確にする。

４人での話し合いから始めるのが適当であろう。

②少人数のグループで話し合うことから始め

③個々の思考を「見える化」する。

る。

例えば，右写真のような100円

③個々の思考を「見える化」する。

ショップにある小さなホワイトボ

④話し合いから，運動好きになれるようにす

ードなどは，個々の思考を表すに

る。

は非常に有効である。その際，マ

①話し合う視点を明確にする。

グネットなどを用いて「自分」を

「作戦を考えよう。」という投げかけでは，話し合

作ることをお勧めする。こうすることで，自分の動

いが拡散する。まず，子どもたちに「よい動き方」

きや役割が明らかになる。また，作戦ボードだけで

を師範や実際の動きを見ることでイメージ化できる

なく，実際に動きながら話し合いをすることも大切

ようにしなければならない。そして，自分たちのグ

である。

ループでは，
「誰が」「いつ」「どこで」「何を」する

④話し合いから，運動好きになれるようにする。
いくら自分のチームが勝ったり，チームですてき

のかという視点で話し合いをさせる。

な表現ができたりしても，体育嫌いの子を育てては

※宝を持った人が通り抜けると得点。

いけない。特に運動を苦手としている子にとっては，
活躍できないことで心を痛める場面もある。そこで，

宝

話し合いの場は互いに心を温め合うことにも有効で

鬼

ある。例えば，学習の終末に「ほめ合いの場」を設
けてみる。「今日学習した動きができてきたよ。」
「君のおかげで点数が入ってうれしかったよ。」など
というプラスの声を互いにかけ合うだけで，体育や
運動が好きの子が増えるのではないだろうか。

例えば，上の図のような，小学校低学年「宝運び

話し合いの視点を明確にし，「できた。」「分かっ

鬼」の場で考える。まず，「よい動き」を，次のよ

た。」「運動が好きになった。」という子どもを育て

うな言葉や動き方でまとめ，イメージ化する。

ていくことが，今，求められる体育の授業である。
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自然の中から

湧別町立富美小学校校長

「待っているよ！」

緒方 隆人

大きな声が玄関に響き渡る。授業を終えた子ども

が、次々にランドセルを玄関に置いて外へ駆け出し

ていく。校庭で、子どもたちの笑い声や額に汗をい

っぱいかいて遊んでいる姿が毎日である。この光景

をいつも見ていると、私の小学校の頃を思い出す。

近所の友達と時間を忘れて遊びに夢中になり、家へ

帰ると母親に勉強しなさいと叱られたものだ。昨年

度は放課後学習を中心に行っていたが、今年度から

はしっかり朝学習、放課後はしっかり外遊び。子ど

もたちは、その日その日の遊びを決め、ルールを少

しずつ変えながら、思いっきり心も体も動かす。生

き生きと瞳を輝かせ、まさに昔と今と変わらない子

どもの姿であり、子どもは遊びの天才である。

外遊びには五感を刺激する要素、子どものやる気

や集中力を発揮させるすべての要素が盛り込まれて

いる。子どもたちに、四季の移り変わりを肌で感じ

ながら、体を動かす楽しさや心地よさを味わい、仲

間とのふれあいで心を開き、自然な体力を身に付け

させたいものだ。

夏の終わりに……

職員室の扉が開き、一年生の男の子が大きな声で、

「教頭先生、うんてい、全部できたよ！」

「体力を高める授業って，どんなものだろう？」

わりにはならないが，体育の始まりの５分間，鬼

と職員室にいる担任の先生方に聞いてみた。誰一

ごっこをした。普通の鬼ごっこ・手つなぎ鬼・助け

人答えられない。本校には体を動かすことが好き

鬼など，学年に関係なく行った。すると子どもた

な職員が多いのにも関わらず……である。
「今の子どもたちは，休み時間に外で
遊ばないしなあ。」「ゲームばっかり
で遊び方を知らないし。」との声がす
る。

ちには会話が生まれ，結果，汗だくにな

『体力とコミュニ
ケーション能力』
の育み

質問を変えて「自分が子どもの時代

札幌市立琴似小学校教頭

の体育って，どんな授業だった？」
「ドッ

岸

泰弘

ジボールばっかり。
」
「なんか遊びだったなあ。」

む……』である。親しむのであるか
ら，その運動を理解して，楽しむこと。

楽しむためには，自分の考えた通りに動

業が，体力とコミュニケーション能力を高めるの

チが主流となりつつあった。私は，準備運動の代

※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。

針①は『生涯にわたって運動に親し

て子どもたちが楽しみ，思わず声が出てしまう授

私が担任をしていた頃，準備運動は，ストレッ

□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

学習指導要領の体育科の改訂の方

く体をつくることが大切であろう。汗だくになっ

と，すぐさま答えが返ってきた。

保健体育教材

っていた記憶がある。

ではないだろうか。
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