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子どもの思いを生かし，学びを深める授業
函館市立柏野小学校校長（北海道学校体育研究連盟函館支部長）戸澤 和彦
はじめに

本実践における子どもたちの思いは過去に経験し

子どもの体力低下が課題となっている。その一因

た「投げ入れアタック」から「はじきアタック」に

として運動をする子としない子の二極化がある。こ

したいということであった。そこで，ルールを簡易

うした現状を改善するために，体育の授業づくりに

化するとともに「素早いキャッチ・アンド・リリー

おいては，子どもたちが運動の持つ特性（楽しさ）を

ス」からアタックで得点する楽しさを十分に味わわ

味わい深める学び方を身に付けることが大切である。

せたいと考えた。

ボール運動においては勝敗を争うことに楽しさが

主なはじめのルール（学習を進める中で変更）

あるが，勝敗を争うためのボール操作と攻防の局面

・コート，ネット……11×6m，160cm
・サーブ……コート内のどこからでも投げ入れ可
・セット数……１セット8点，ラリーポイント制
・ローテーション……あり（前衛3名，後衛２名）
・キャッチ……キャッチ後の歩行禁止

などを内容として学習を進めていくことになる。そ
して子どもたちの思い（子どもから見た特性）を生
かしながら指導を行うとともに，子どもたちが運動
の仕方を工夫し，自主的，自発的に学ぶことが必要
である。

勝ち上がりゲームを通して，得点につなが
るよい動きを見つけよう。
○かけ声やハイタッチでチームの雰囲気づくり
○膝を曲げてしっかり構えてレシーブ
○アタックを打ってもらうためのふわっとトス
○腕を大きく振って強いアタック
など

ねらい１

ソフトバレーボール（５年）の実践
ソフトバレーボールはネットを挟んだ攻防が楽し
い運動である。しかしながら，ネットを隔てること

アタックを決めて，リーグ戦で勝利を目指
そう。
（W-UPとしてアタックゲームの実施）
○最後に手首を使って下向きにアタック
○高くジャンプ，手を伸ばし高い位置からアタック
○強さを変えて，相手が取りにくいアタック
など

と，はじくというボール操作が難しい運動でもある。

ねらい２

ソフトバレーボールの攻防の局面としては，次の２
点がある。
○自陣でボールを落とさないようにする。
○ボールを相手陣に落とそうとする。

おわりに

本実践の５年生は，３・４年生においてキャッチ

2014年10月24日の第51回北海道学校体育研究

バレーボールを経験している。キャッチバレーボー

大会函館大会では，幼，小，中の１保育８授業を公

ルは，はじくという困難なボール操作を「キャッチ

開いたします。本実践はその中のプレ授業の一つで

→パス」といった，より簡単な操作にすることでゲ

すが，より実践を積み重ねた授業で皆様をお待ちし

ームを楽しむ運動である。

ております。
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技カードの活用で，体育指導が苦手な教師でも行える授業を
–６年マット運動–

富良野市立扇山小学校教諭
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土屋 洋輔
「どちらでもない」とあいまいな解答が大半であっ

体育は好き。運動は好き。だけど……。

た。その理由として，「上手にできない。」「やり方

４月の下旬，新体力テスト指導改善エキスパート

がわからない。」「去年の体育の学習からやっていな

養成事業という研修に参加する機会があった。平成

いから。」というものが多かった。ほとんどの児童

25年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結

にとって，マット運動は，体育の授業でしか行うこ

果を分析し，今後の体育指導に生かしていこうと内

とがなく，教えられる機会も体育の授業しかないと

容である。例年，北海道の子どもたちは，握力・長

いうことである。だからこそ，上手になり，好きに

座体前屈・ソフトボール投げの能力が高く，その他

なったと実感できる授業が児童の気持ちを変えるこ

の「脚」を使う種目が低い傾向にあるという。

とができる。

しかし，私が注目したのはそこではない。小学

そこで，正しいやり方を知ることで「わかった」，

校・中学校また，男子・女子ともに「体育の授業が

課題を明確にして練習を繰り返すことで「できた」，

楽しい」という割合は，全国の平均値を上回ってい

友達と技を合わせることで「一緒って楽しい」と思

る。一方で小・中学校によって，質問文に違いがあ

える体験をすることで「マット運動が好きだ」とい

るが，
「授業でできなかったことができるようにな

う児童が増えるようにしたいと考えた。

る」や「めあてや課題に向けて取り組んでいる」と

3

いう割合は，全国の平均値を下回る。特に女子は，
大きく下回る。

「技カード」を使ってできた貯金

学習指導要領に記載のある「大きな前転」「開脚
つまり 「体育は好き」

前転」「後転」「開脚後転」「壁倒立」「補助倒立」

↓ だけど

「頭倒立」「ブリッジ」「腕立て横跳び越し」「側方倒

「体育で技能は上達しない」

立回転」について，スモールステップごとにポイン

↓ だから

トを設け，完成に近づける「技カード」を作成した。

「体育授業の質の向上が急務」

これを活用することで，正しい運動の行い方を知り，
自分の課題が明確になり，技が完成しなくても一つ

2

のステップをクリアすることで「できた」という実

授業以外でマット運動ってする?!

感が得られる。それが学習意欲の高揚と継続につな

前任校の富良野市立富良野小学校での昨年度の実

がっていった。

践を紹介する。単元は，「マット運動」。６年生32
名のクラスで，６年生より担任することとなった。

動画で技を見ることで

事前にアンケートを実施した。

完成形をイメージして
練習に取り組める。

マット運動に対する意識調査
好き

嫌い

どちらでもない

8人

6人

19人

2
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4

で見合う。このようにかかわり合いながら進めるこ

技の完成形を知り，イメージをもつ

とで，より技の上達が早まった。

子どもたちは「技カード」を基に学習を進めるこ

6

とになるが，図や文字を見ていてもなかなか技のイ
メージをもつことができない。そこで，すべてのカ

「体育ノート」で簡単評価

ード，すべてのステップの動画を作成した。それを
体育ノートとは?!

タブレット端末に入れて，確認をしながら技の完成
を目指した。

（１）他教科と同様に5mmますのノートを用意
（２）鉛筆は削って，大きな箱の中に用意

技カード

（３）毎時，課題と振り返りを書く
（４）図や吹き出しなど，自由に記述
①から取り組んでい
き，⑤までいくと技

今回は，「技カード」の中から自分の課題を見つ

の完成となる。

け，体育ノートに書く。それについて毎時間の最後
に振り返りを書く。学習カードではなくノートに書
くことにより，ます目を使えたり，吹き出しや図な
ども入れたりすることができる。そのような自由さ
が児童にとって，学習中の思考を明確にしやすくし
ていた。毎時の自己評価が，できたことの実感とな
るとともに，次時の活動の意欲につながった。
体育ノートの活用は，他の単元でも通年を通して
行ったが，思考・判断の評価の際に，大きな手がか

技が完成しなくて

りとなった。

も，各ステップをク
リアすることで成就

7

感をもって取り組む
ことができる。

誰にでもできるマット授業を

「授業で児童の気持ちを変える」といっても，体
育が得意な先生だけができたのでは意味がない。体
育を教えるのが苦手な先生でも指導できるような教
材開発を目指して授業づくりを行った。
技の行い方や，易しい条件の下で練習方法を書い

5

「ダブルチェック」で課題を明確に

た「技カード」と，それにリンクした動画をタブレ

３～４人のグループでの学習を基本に進めた。ま

「これまでよりも教えやすかった」との声も聞かれ

ず，
「技カード」を用いて，それぞれが自分の取り

た。このやり方を多くの人に活用してもらい，誰も

組むべき課題を明確にして，授業に臨むことができ

が「マット運動は簡単に教えられる」となってもら

るようにした。照らし合わせながら技のできを認め

えれば最高である。

ット端末に入力した。５年生でも活用してもらい，

合ったり，タブレット端末を使って撮影し合ったり，
さらに技のポイントを教え合ったりした。
このようにそれぞれの技を，ペアで２段階の方法

3
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心豊かに学び，達成感を感じる体育活動の創造
小樽市立潮見台中学校教諭

1

岡崎 利美
資料１

はじめに

加速走実施方法

Ａ地点からスタート。Ｂ地点を通過時，旗を降ろしタイ
ム計測開始。Ｂ地点～Ｃ地点までのタイムを計測。

学習指導要領改訂により，小学校から高校までの

A

12年間を４年ごとのまとまりとして区切り，小学
校から高校までの見通しに立って教育課程を構想す

B

C

助走区間

加速走タイム計測区間

（10m）

（50m）

ることが求められている。その中で，体力向上が大
資料２

きなポイントとして浮上している。また，運動に興
味を持つ者とそうでない者に二極化している現状も

50ｍ走と加速走タイムの比較
（各学年とも男女共修による平均タイム）
１年生平均

依然として指摘されている。

２年生平均

３年生平均

50m走

9秒26

8秒12

8秒56

かに学び，達成感を感じる体育活動の創造」を研究

50m加速走

7秒98

7秒66

7秒86

主題として設定し，教材や指導方法の工夫により，

平均の差

1秒28

0秒46

0秒70

それらを受け，小樽市学校体育研究会では「心豊

すべての子どもたちがそれぞれの目標を設定し，そ

（２）50ｍ加速走→目標２ タイムの決定

の達成に向けて学び合う授業づくりを目指して取り
組んでいる。今回は１学期に行った「陸上競技（短

加速走はスタートのタイミング練習が必要となる。

距離走・リレー）」の取り組みを報告する。

資料２にあるように加速走では全員が50ｍ走タイ
ムを上回ることができる。１秒以上速くなる生徒も

2

多数いる。まず，そこで「やったー」という喜びの

短距離走の実践から

声を多数聞くことができる。２年生になると，加速

（１）短距離走の目標設定

走とはいえ６秒台という記録を数名が出せるように

「今日は100ｍ走の計測をします。
」目を輝かす子

なり，大きな満足感を味わわせることができる。

どもと，うつむく子ども。情景が容易に想像できる。

「目標２」のタイムが決まる。

どの子どもにも達成感を感じさせるため，短距離走

100ｍ走前に目標１，目標２のタイムを確認する。

では２つの目標設定を行っている。

１回目の100ｍ走。目標１を達成しての喜びがある。

目標１ 昨年の自分のタイムから

（一部の女子では残念ながら昨年よりも遅くなって

目標２ 50ｍ走タイム＋50ｍ加速走タイム

しまう生徒もいるが）目標２については，100ｍを
前半と後半の50ｍずつに分けて計測した合計への

写真１

加速走の様子

挑戦であるため，なかなか達成は難しい。

（３）学びの場面
短距離走における基礎・基本事項（速く走るため
に必要なこと）としては，次のようなことが考えら
れる。
①ストライドを伸ばす。そのために必要なことは，
膝を高く，大きな動きで行う。
②脚の回転を速くする。
③腕の振り切りと，接地のタイミングを合わせる。

4
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感覚的には，手と脚で同時に勢いよく太鼓を叩

①写真２で，どちらのチームが速いかを確認する。

く感じで行う。

→当然，チームＧＴＯと答える。

※1年生の授業の感想から

②写真３を提示すると，様子は変わってくる。

①自分としては目標２に近づけたのでよかったが，

→両チームメンバーの100ｍ走タイムの合計よ

軸がぶれていたような感じに気をつけたい。

りも，リレータイムのほうがよい記録のチー

②Ａさんは手はきちんと振れていたが，顔が上を

ムはどちらのチームだろう。

（３）目標タイムの確認

向いていたので気をつけたほうがよいと思う。

（４）練習風景

リレーの目標タイムはメンバーの100ｍ合計タイ

フレキシブルハードルや，マーク走でストライド

ムに設定する。４名と５名のチームが混在していて

とピッチを意識した練習をした。マーク走ケンケン

も，合計タイムが目標になるので問題はない。今回

も有効な練習方法である。

の授業では，特別支援学級の生徒も一緒に学んだ。
フレキシブルハードル

授業の目標として，
「バトンパスワークで目指せ
日本新記録！」を示し，意欲を喚起した。
目標タイムより２秒以上速くなると，バトンパス
では日本記録を更新したことになる。

（４）練習そして，タイム測定
写真４

マーク走

3

既習の加速走の状態でバトンを渡すため
には？

リレーの実践から

（１）リレーの特性を学ぶ
100ｍ走男子の日本記録を発問する。10.00秒で
あ る こ と を 確 認 す る。
「4人 で1人100ｍ ず つ 走 る
400ｍリレーの日本記録は何秒でしょう。
」多くの
生徒が，いちばん速い人で10秒だから42秒などと

１年生の授業では，５チーム中，２チームが目標

考える。400ｍリレーの日本記録が38秒03である

タイムをそれぞれ2.7秒，3.4秒上回り，バトンパ

ことの驚きから学びの場が始まる。

スでは日本記録を更新した。平均でも1.5秒上回る

（２）チーム編成

ことができ，大きな達成感を味わうことができた。

1チーム4～5名で行う。チームは100ｍタイムを

4

もとに均等になるように編成する。
「どのチームが
速そうですか。
」と発問すると，「ＡさんとＢさんが
いるから，そのチームが勝つはずです。
」などの予

平成26年度，小樽市学校体育研究会では「心豊

想が展開されるが…。
写真２

おわりに

かに学び，達成感を感じる体育活動の創造」を新し
い研究主題に定め，実践を始めたところである。

写真３

「みんな違っているけど，みんないい」。生徒一人一
人がそれぞれの目標に向けて，互いを認め合いなが
ら心豊かに学び合い，達成感を味わわせる。それが
きっかけとなり，スポーツの楽しさを感じ生涯にわ
たってスポーツに親しむ生徒を一人でも多く育てる
ことができればと考えている。

5
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道徳と関連を持たせた「いのちの学習」
–６年「携帯電話 ～持っていても，持っていなくても～」–

札幌市立澄川小学校養護教諭

1

倉橋 幸希

3

はじめに

本校はいのちの学習に取り組んで５年目を迎える。

本時の学習

本時は，６年生へ事前に

学級活動の時間だけでは単発で終わってしまいがち

とった携帯電話についての

な学習である。いのちの学習がより効果的に子ども

アンケートの結果をもとに

の日常に生きるためには，他教科との関連を図る必

進めた。

要がある。今回は心を育む教育の一つである道徳の

自分の携帯電話を
持っていますか？
持っていない
48%

前時に行った道徳の時間

時間と関連させた実践を紹介する。

持っている
52%

の中から「友達へ気持ちを伝えることの難しさや大
切さ」に触れ，メールやSNS，掲示板を利用する

2

ことなどで誤解が生じたり，軽はずみな悪口が，相

指導の計画
６年生

学級活動

手の「心」を傷つけてしまうことを学習した。
いのちの学習

「携帯電話 ～持っていても，持っていなくても～」

遊べるの？

教室や保健室で関わる子どもたちの声から，携帯

遊べないの？

電話でのトラブルや悩みを抱えている実態を把握し

どっちにも受

た。そこで，道徳の時間と関連を持たせ，「命の尊

け取れるね。

さ」について学習することとした。

５年生保健「心の健康」の教科書の一部を提示し
ながら，「心」を傷つけることで，「体」の不調につ
ながることを想起させ，時に命に関わるような大き
な問題に発展することも学習した。

4

他教科との関連・担任とのTTを効果的に

いのちの学習の後，道徳の時間を再度設けること
で，より子どもの意識を高めることができた。
また，本時では，養護教諭が心と体に関する部分
を，担任が交流場面とまとめの部分を担当すること
で，より効果的に子どもの言葉を引き出すことがで
きた。
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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

全国体力・運動能力，運動習慣等調査結果を活用し，確かな技能・体力を身に付ける授業づくりを
進めようと考えていますが，どうしたらよいのでしょうか？

全国体力・運動能力，運動習慣等調査の調査票

です。子どもは，

を見返してみることが大切です。質問紙調査か

自分の取り組む目

ら，確かな技能・体力を身に付けることができる授

標がはっきりして

業づくりのポイントがわかります。

いるからこそ，頭

A

も心も体も総動員
して取り組むので

質問紙調査１

これまでの体育の授業で「できなかったこと

す。また，教師は

ができるようになった」きっかけ，理由はどの

子どもに何を獲得させるたいのか，ねらいをはっき

ようなものがありましたか。あてはまるものを

りもっているからこそ，指導をし，的確な評価がで

すべて選んでください。（26年度小学校質問紙）

きるのです。

●授業づくりのポイント１

質問紙調査３

左の写真は小学校２
年生のシュートゲーム

ふだんの体育の授業では，授業の最後に今日

のゴールエリアです。

学んだ内容を振り返る活動を行っていると思い

90㎝ ×180㎝ の 板 段

ますか。（26年度小学校質問紙）

ボールを5枚つなぎ合
左のような学

●授業づくりのポイント３

わせたものです。この
ように目標エリアが大

体育学習カード

習シートを活用

なまえ

し，毎時間の授

きいと，
「自分にもできそう」と進んで挑戦し，「で
月

きた」という有能感を味わうことができます。この

日（

）

業の振り返りを

たのしかった

はい

いいえ

他にも，授業内容によっては，補助具の活用，友達

ともだちのうごきをみた
ともだちにおしえることができた

はい
はい

いいえ
いいえ

させることが大

との教え合い，全体でのコツの追究場面を作るなど

まえよりできるようになった

はい

いいえ

切です。今日の

今日のめあて

して，自分にも「できた」という有能感を味わわせ

今日の学習で，工夫したことを書きましょう。

ることが大切です。

目標に対して，
自分はどのよう
に工夫して取り
組んだのかを書

質問紙調査２

ふだんの体育の授業では，授業のはじめに授

くようにするとよいです。学習シートを活用するこ

業の目標（めあて・ねらい）が示されていると

とで，思考・判断の評価や次時の授業改善に生かす

思いますか。（26年度小学校質問紙）

こともできます。また，学習の終わりに，ペアで今
日できるようになったことや学んだ内容を話し合っ

●授業づくりのポイント２

たり，全体で学んだことを声に出して確認したりす

右上の写真のように

ることも有効な振り返り方法です。

板書を活用し，授業の目標を意識させることが大切
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古き良き時代・良きものを考える

本別町立本別中央小学校校長

校長として三校目になり、毎年の体力テストの結

果で常に気になる点がある。それは、くしくも三校

ともに“柔軟性”が弱い点である。三校ともに少年

団活動も盛んであるが、長座体前屈の数値が低いの

である。入念なストレッチや準備運動に欠けている

のではないかと考えているときに、ある番組で子ど

もの柔軟性について取り上げているのを見る機会が

あった。子どもを取り巻く生活スタイルや遊びとの

関連を指摘していた。鬼ごっこに代表される運動遊

びの減少や、和式トイレから洋式トイレへの移行等

で関節可動範囲の減少が主なものであった。体が硬

いと最も困ることは、やはりけがが多いことである。

私もいまだに少年団の指導をしているが、万全な準

備運動もせず、年齢も考えず動くと、肘・肩・腰を

痛めてしまう。本校の先生方にもこのことを伝え、

い ち ば ん の 対 策 は や は り、
“鬼ごっこ”の奨励であ

る。以前から、本校では休み時間や放課後には“鬼

ごっこ”で遊ぶことをお願いしていたが、やはり大

事なことだと確信した。私が子どもの頃、教員にな

りたての頃は“遊び命”で頑張っていたことを思い

出す。昔の遊び、昔の生活に活路が見いだされた思

いである。

現在私が授業を担当している中学３年生。この

この10分間でメキメキと上達していく子どもも

子らはバレーボールの単元になると，前の授業終

いる。自分なりの方法で練習したり，教え合った

了後すぐに体育館になだれ込み，円陣パスやサ

り，気の合う仲間同士でゲームをしたりしなが

ーブ練習で汗を流す。陸上競技もダンス

ら力をつける。そんな姿を大いに褒め，

もバスケットボールもしかり。「器械運
動は？」
。それは「？」だったので，

成果も伝えていると多くの子たちが同

授業でタネまき

前時のうちにマットや跳び箱をセッ
トしておいた。すると，次から次へと
練習を始める。思わずニヤリ…。
こんな様子なので，前時のうちにマット

じように取り組むようになった。
授業中にタネをまき（楽しさを味

羽幌町立羽幌中学校
教諭

西山 智章

わわせ），水や肥料を与え（技能を教
え，思考力を高め），日光を当てる（大
いに褒める）。そうすると，休み時間に限

やグラウンドのライン，ネットも準備しておいて，

らず，生涯にわたって運動に親しむ根や幹，枝や

始業前の休み時間に自由に練習できる環境にして

葉が育っていく。そんな夢を見ながら今日も授業

いる。

準備から始める。

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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