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子どもの意欲を喚起する体育指導
上川郡愛別町立愛別中学校校長
はじめに

稲葉

修

る子にとっても，より完成度を高めるためのポイン
トが意識できる。つまり，自己の課題を明確にし，

上川管内学校体育研究会では，昨年度富良野市に
おいて第50回北海道学校体育研究会上川大会を開

主体的に練習に取り組めると考える。

催し，上川管内学校体育研究会の成果を全道に発信

例：技カード「前転」

することができた。今年度は，全道統一研究主題
「自信がつく体育学習の充実」を受け，「運動のよさ
を実感し，互いにかかわり学び高め合う体育学習～
運動に熱中し，仲間と学び合う子の育成～」と設定
し，今年度も11月に研究大会を実施した。

指導力の向上に向けた取組
全道学校体育研究会大会の成功に向けて，指導力
向上プロジェクトを立ち上げた。その理由は，上川
管内の体育教師が互いに学び合うという意識と仲間
であるという安心感をもち，結束することが重要で
あると考えたためである。初年度は，14本の研究
授業（小学校９本，中学校５本）を実践し，授業を
見合おうと意気込んだ。今年度は，８本（小学校５
本，中学校３本）を実施した。その授業の設定日は，
①１か月前には近隣市町村の体育教師に知らせる。
②その日の最終校時に設定する（研究協議がしやす
図と文により，技のイメージを高めて練習に取り

いように設定）
。③できれば金曜日に行うように考
慮した。さらには，体育教師としての情熱を継続さ

組める（子ども同士の学び合い・アドバイス）。

せることが大切であると思う。

終わりに

誰にもできる体育授業

体育教師が子ども一人一人と真摯に向き合い『自
信』と『意欲』を高めることを目指し，日々の実

技カードの効果的な活用を通して，子どもたちの

践・反省に努めていきたいと考える。

つまずきポイントが明確になったり，ある程度でき
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人間関係を豊かにする体育授業を目指して
ー６年

函館市立深堀小学校教諭

1

ボール運動

ベースボール型ー

阿部 辰峰
これは，子どもが運動を楽しむことができるよう

体育授業と豊かな人間関係

に，①進め方やルールを知る
ミスを減らす

今の子どもたちは，屋内で少人数での遊びを好む

②技能を身に付け，

③攻め方・守り方を知り活用する

傾向にある。以前と比べて集団構成や遊び方が変化

といった順序でゲームの発展を予測し，指導計画を

しており，良質な人間関係をつくる体験が不足して

設定したものである。

いると感じる。過剰な気遣いをする子，非共感的で
攻撃的な態度で関わる子，指示待ちの子，無反応な
子などへの対応に日々頭を悩ませている。
また，体育の授業研究を行う際，多くの先輩教師
から「よい学級経営ができていないと，よい体育授

（2）よいプレーを共有する

業はできない。
」とよく言われてきた。

６年生の学習では，目標達成へのねらいを次のよ

学級経営で培った学習規律や人間関係，集団活動
などは確かな学力を育てる土台であると考えられる。

うに設定した。

そして，体育授業の中には，勝利を目指して力を合

表２

わせることをはじめ，目標達成のために教え合い喜

６年：攻め方・守り方を工夫し，ゲームを楽しむ。

びを分かち合うことや失敗したときに励ますことな

１～５時

ねらい１

６～９時

ねらい２

ゲームの中から，塁をとる 相手や状況に応じた，攻

ど，豊かな人間関係を構築する要素がたくさんある。

プレー・塁をとらせないプ め方・守り方を工夫しゲ

ここでは，ボール運動ベースボール型の授業実践

レーを見つけ理解する。

を通して，体育授業と豊かな人間関係の構築につい

ームを楽しむ。

指導の初期段階で，いきなり攻め方・守り方を工

て考えてみる。

2

６年ベースボール型のねらい

夫してゲームを楽しもうという目標を掲げた場合，

自己効力感と意欲を高める指導計画の作成

子どもたちにとって手がかりのない学習になってし

（1）学習目標・内容が明確な指導計画

まい，ねらいに即した課題解決を進めることは難し

子どもたちの願いを達成するために，習得させた

い場合がある。そこで，ゲームを通して「塁をとる

いことは何か，考えさせたいことは何かなど学習目

（とらせない）プレー」を見つけ理解を深める学習

標・内容を明確にすることは，確かな学力を身に付

を経て，攻め方や守り方を相手の状況に応じて工夫

ける前提と考えられる。そのためには，簡易化した

する学習を設定した。

ゲームを設定し子どもの技能を段階的に高め，ゲー

「塁をとる（とらせない）プレー」の視点は，次

ムがどのように発展していくのかを想定して指導計

のとおりである。

画を作成する必要がある。

表３

函館市小学校体育研究会で取り組んだベースボー

①塁に出る
（出さない）

ル型の指導計画の大まかな目標は次のとおりである。
表１

ベースボール型

塁をとる（とらせない）プレーの視点
②塁を進める
（進めない）

③得点をとる
（とらせない） ④アウトにならない
（する）

学年別の目標

３年生 ゲームを通し，ゲームの進め方・ルールを知る。

学習のはじめの段階では，多くの子どもはどのよ

４年生 打つ・捕る・投げる技能を高め，ゲームを楽しむ。

うな状況でもボールを思い切り打つことの楽しさを

5・６年生 攻め方・守り方を工夫し，ゲームを楽しむ。

味わっていた。 しかし，塁をとるプレー・塁をと

2
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らせないプレーを見つけ分類する学習を進めること

し合う姿が見られたり，他教科での話し合いのとき

で，ゲームの中で出塁や進塁を目指したプレーの工

には消極的な児童が積極的にアドバイスする姿が見

夫が見られるようになり，ボールと走者のどちらが

られたりなど，人間関係を深めることにつながって

早く塁につくかといった運動の楽しさを味わうこと

いることが実感できる。

（3）みんなが活躍する個を生かす作戦

ができるようになった。
どのようなプレーがよいかを理解することは，成

学習を重ねるごとに，攻撃では出塁が得意な子や

功体験につながる。成功体験を重ねていくことは子

長打を打てる子，守備では強い打球を捕れる子や打

どもの自己効力感の醸成や運動意欲の向上に反映さ

球は捕れなくても投げられたボールなら捕れる子な

れ，自発的・主体的に学習に取り組む中で，人間関

どの特徴が明らかになってきた。
それとともに，それぞれの子どもが得意とするプ

係が構築されていくと考える。

3

レーを互いに理解し合い，ゲームの様子を想像しな

自己有用感を育むグループ学習

がら打順や守備位置を工夫するようになった。

（1）意図したプレーから広がる肯定的な言葉かけ

チームの勝利に向かって，各々のよさを生かしな

ベースボール型の特性として，一球ごとに打ち方

がら役割を分担し，自分の役割を果たそうと必死に

や守備隊形などを工夫する「間」ができる。この

プレーをしていた。ゲーム終了後の振り返りでは，

「間」を活用して，運動が苦手な子どもでも状況を

役割を通してねらいに到達したことを互いに認め合

判断し意図したプレーをたくさん経験させることが

い，次のゲームに向けて深まりのある話し合いを進

できると考えた。

めることができていた。

そこで，攻撃側は次の打者をベンチの中央に座ら

個を大切にする協同的な学習を通して，勝っても

せ，その横に作戦板を用意した。このことによって

負けても思いを共有し，失敗経験は分かち合い成功

子どもたちは，得点差やアウトカウント，守備隊形

体験を得ることは，豊かな人間関係の構築に大きく

などを把握して，どのように打つべきか次の打者へ

寄与していると考える。

指示を与えるようになった。守備側は，送球する塁
の指示や打者に応じた守備隊形の工夫など，声をか
け合い，動きを確認するようになった。
意図したプレーは，成功も失敗も数多く見られた
が，意図を共通理解しているので励ましや称賛の声
をかけやすく，本学習では非常に多くの肯定的な言
葉かけが生まれた。

4

（2）技能を高め合う自発的な話し合い
意図したプレーが成功したときは，跳び跳ねて喜
ぶ姿や力強くガッツポーズを行う姿が多く見られた。

豊かなスポーツライフを目指して

すべての子どもが運動を楽しむための技能を身に

これは，自分のプレーが成功した嬉しさに加えて，

付けることは必要なことである。しかしそのために，

チームの役に立つことができたという自己有用感を

トレーニング的要素が強く，子どもたちが受け身と

実感していることが理由となっていると考える。共

なる体育授業であってはならない。

通の目標に向かって力を合わせる仲間の役に立つこ

子どもたちが，その運動の持つ固有の楽しさに浸

とは，このうえない喜びとなっていることだろう。

り，またこの運動をやりたいと思うことが体育授業

また，意図したプレーが失敗したときは，技能のコ

の役割である。また，友達との豊かな関わり合いは，

ツをジェスチャーを交えて真剣に話し合う姿も数多

子どもたちにとって運動に対する楽しさや喜びにつ

く見られた。

ながるとともに，豊かなスポーツライフを送る原動

休み時間には，ふだんあまり関わらない相手と話

力になると確信する。

3
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思考力・判断力を育成する指導の実践
ー２年 男女共習 バレーボールー

札幌市立上野幌中学校教諭

1

太田

吏
トバレーボールの経験はあるものの，ほとんどの生

はじめに

徒は正式なボールでバレーボールに取り組むのは初

本校保健体育科のアンケートで「１日にどれくら

めてであった。そのため，ラリーを続け楽しいと感

い運動をしますか」という質問に対し，
「ほとんど

じられるよう，５人制バレーを採用し，バドミント

体を動かさない」が21％，30分以下が31％で，自

ンコートでミニバレーの補助支柱を使用した。また，

ら運動をしようとしない生徒が多いことがわかった。

レシーブ後に返球のための考える時間を確保するた

原因として「運動する場所がない」
「塾などで運動

め，セットアップバレーを取り入れた。セットアッ

する時間がない」などが挙げられるが，授業でアプ

プバレーとは，２番目にボールに触れた子がキャッ

ローチできる点として，
「運動の行い方の工夫が理

チし相手コートへ返球しやすくする形のものである。

解できず日常生活にどうつなげていってよいかわか

ボールについては，親しみやすく恐怖心を少しでも

らない点や，自分の考えを表現できない点，知識を

払拭するために，最初のゲームは柔らかいものを使

活用することに至っていない点が，本校の生徒が抱

用した。

える問題として浮かび上がってきた。
かし，自分の考えを明らかにしたり表現したりする

3

などの学習の充実が必要だと考え，学習指導要領解

今回，学習指導要領の〈例示〉にある「ボールを

説に示された技能の例示や知識の内容を関連させな

持たないときの動き」に着目した。「ボールを持た

がら授業実践を行った。

ないときの動き」については，７時間目から相手の

この実態を踏まえ，身に付けた知識及び技能を生

学習形態の工夫

打球に応じた準備の「構え」，開始時の定位置への

2

「戻り」，プレイ後にボールや相手に正対する「向

単元について

き」の３つを実際に練習しながら身に付けていった。

１～２時間目は，学習の進め方や約束を確認し試

構え，戻り，向きの３つと，前時（９時間目）に学

しのゲームを行い，バレーボールに慣れていくこと

習した『攻撃側は相手のいないスペースに落とすと

から始めた。３～６時間目までは，アンダーハンド

得点しやすい』という知識を基に，本時は返球に応

パスやオーバーハンドパスなどの基本的なボール操

じたチームでのボールを持たないときの動きをレフ

作の学習を通して，自分の課題を見つけ技能を身に

トからの返球に限定して考えていった。学習内容を

付けていった。７～12時間目までは，チームでの
攻撃と守備のためのボールを持たないときの動きの
学習を通して，自分やチームの課題を見つけ改善し
ていった。13～14時間目は，学習したことを生か
しながらゲームを行った。
学習指導要領解説体育編には，
「プレイヤーの人
数，コートの広さ，用具，プレイ上の制限を工夫し
たゲームを取り入れ，ボールや用具の操作とボール

学習課題の

を持たないときの動きに着目させ，取り組ませるこ

提示

とが大切である。」と示されている。小学校でソフ

4
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次の学習カードは変容があったものである。個人

焦点化し，条件を固定することで，知識や技能をよ

で考えたときの記述は，空いているスペースを埋め

り活用しやすくなると考えた。
そして，チームを６人１グループ，５人がプレイ

るためにコートを均等に分割して役割分担をしてい

ヤーで１人がアドバイザーとした。前時までの復習

る。そして集団で考えた後には，ミスしやすいスペ

から「個人で考える→班で考え，やってみて修正す

ースを意識したポジションをとるとよいということ

る→他の班の意見を聞く→個人に戻る」という流れ

に気付いている。

をとり，考えをより深められるようにした。

4

思考の変容を視覚化すること

班で作戦を立てるときに作戦ボードを活用した。
動きを視覚的に表現し，ゲーム後に課題を整理し作
戦を構築していった。自分や他者の考えが見え，思
考・判断をするときの一助となった。考えることを
苦手としている生徒も話し合いに参加できるように
れるように工夫した。それにより，話し合いの前後

5

の考えの違いなどが明らかとなり，ポイントを見つ

本実践は平成25年度に国立教育政策研究所教育

けやすくなった。学習指導要領解説に示されている

課程研究指定校事業で，「運動を合理的に実践する

「課題に応じた運動の取り組み方を工夫」する力を

ため，運動の技能や知識を活用するなどの思考力・

なった。学習カードは，ゲーム前後の考えが並列さ

まとめ

判断力を育成するための指導方法の工夫改善につい

育むことができたと感じている。

て」の研究と札幌市学校体育研究連盟中学校ブロッ
ク研究会での授業をまとめたものである。
授業を終えての成果として，セットアップバレー
にすることで，ボールが上がる前に適切な指示の声
を出すことができたこと，思考の流れがわかる学習
カードを作成することや作戦ボードを活用すること
によって，考えに深みが生まれたこと，そして，個

作戦ボードの

人で考えたことを集団に通すことにより，考えが変

活用（班）

わったり確信が持てたりしたことが挙げられた。課
題として，コー
トの大きさが狭

作戦ボードの

いため，空いた

活用
（全体化）

スペースを守る
という動きが少
なかったという
ことが挙げられ
た。
これからも生徒の実態を踏まえ，基本的な知識・
技能の習得を図り，それらを活用した思考力・判断
力を育むために授業づくりの工夫をしていきたい。

5
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大切にされているわたしたち
ー ３年「いのち・体をはぐくむ学習」ー

札幌市立羊丘小学校養護教諭

1

岡田 真弓
③生まれてから，どのように大切にされてきたのだ

はじめに

ろう。

本校は校区内に児童養護施設があり，さまざまな

赤ちゃんのころは…

３年生になった今は…

事情で家族と離れて暮らしている子どもたちが多数
在籍している。そのため，
「家族へのアンケート」
や「家族からの手紙」などを「いのち」の授業に活
用することは難しい。今回は「大切にされている今
の自分」を知ることでいのちを大切にする気持ちを
持たせたいと考えた。

2

本時の展開

①お母さんから生まれたのに，どうしてお父さ
んにも似ているのだろう。
（養教の家族の写真を使用）

今まで，たくさんお世話をしてもらい，
大切に育ててもらってきたんだ！

いのちは，
お 母 さ ん の「 い

・ワークシートの感想から

のちのもと」と

今日の学習でいの

お 父 さ ん の「 い

ちがすごく大事だ
とわかった。あと，

のちのもと」が

おやに大切に育て

合わさっている

られたのがわかっ

んだよ。

た。

だから，お父さんにも似ているんだね！

いのちは家族の思

②いのちのはじまりはどのくらいの大きさだろう。
黒画用紙に針

とがった鉛筆

で穴をあける。

の先くらい。

いがいっぱいつま
っていることがわ
かりました。

3

自分もこんなに小さな卵だったんだ！

・胎児の成長

成果と課題

子どもたちの感想の多くに，自分のいのちの大切
さや家族のことについて記述されていたため，「今
の自分」から「いのち」について考えることでも効
果があると考える。毎年少しずつ変更しながら今の
形になったが，今後も内容を精査し時間配分や「も
お母さんのおなかの中で大切にされながら，
どんどん成長していく様子。

っとも伝えたい部分」がどこかをはっきりさせて指
導を行っていきたい。
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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

今まで，球技で「ゴール型」の種目を行う際，個人の技能面の差により，ゲーム中の動きに活気の
ないチームが見られることがありました。楽しさを味わわせるためには，どんな点に気を付けて授
業を組み立てるとよいでしょうか。

A

学習指導要領では「ゴール型」種目の技能に，『空間に走り込むなどの動き－１・２年』『空間を作り出
すなどの動き－３年』が記載されている。これらは，仲間と連携した動きを身

に付けていくことで可能となり，ゲームを楽しめることにつながる。以下に「ゴー

写真なし

ル型」種目に共通する，空間の使い方を意識させる教材を用いた例を紹介する。
●授業づくりのポイント１（教材の工夫）●
・
「ゴール型」種目の導入ゲームとして，「ザースボー
注1

ル」を取り入れてみる。右の図はその競技場である。
注2

特徴はドリブルがないことで，チーム内でOF・D F

ゴール
ゾーン

ミッドライン
エンド
ライン

を決めてゲームを展開する。使用球はソフトハンド

サイドライン

シュートゾーン

ボールを用い，パス・シュートの技能に大きな差が出ないよう配慮する。また，積極的に空
間を利用することがゲームの勝敗に直接かかわるので，仲間と連携したプレイが求められる。
「ゴール型」種目の初期の授業では，この「ザースボール」を単元の前半に割り当て，後半はボール操作の
比較的容易な「ハンドボール」を行う。パスからシュートまでを多く体験させ，ゲームの楽しさを味わわ
せることにより，他の「ゴール型」種目にも意欲をもって取り組むことが期待される。
（注１：東海大学体育学部体育学科，小澤研究室によりゴール型球技の下位教材として考案された。詳細は小澤研究室ウェブサイトで公開。 注２：OF＝オフェンス，DF＝ディフェンス）

授業における「ザースボール」の概略 （プレイヤーの人数，競技場の広さ，用具，ルールに手を加えて行う）
▶ドリブルなし［パスゲーム・運動量］

▶ゴール（ゴールゾーン）は２つ［空間の利用］

▶パスでシュート（誰にでもゴールのチャンス） ▶シュートゾーン（ゾーン内でシュート，ロングシュート禁止）
▶シュートゾーン内のＤＦは２人まで ▶ＤＦの接触はなし ▶４分前後半，４人対４人，他は計時，得点，応援

●授業づくりのポイント２（課題を解決し自信がつく学習過程）●
・球技の授業を行う際，特に配慮することは技能面での個人差である。チームで学習活
動を進めていくためには，共通の目標（作戦）を立て，互いの個人差を認め合いなが
ら，学習課題をチーム内のかかわり合いの中から解決していけるよう，「言語活動」
を生かした学習形態を保障して主体的に学習に参加させ，「そうか，わかった」「自分
にもできた」と実感させることが，運動に取り組む自信につながると考える。
●授業づくりのポイント３（自信がつく指導と評価）●
・一人一人が目標を達成できているかどうかを的確に把握し，
練習の中で積極的に言葉かけ，価値付けを行う。授業のま
とめでは，学習内容を深められるよう発問を掲示したり，
記入しやすい学習カードを利用し指導と評価を一体化する。
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山鼻っ子
心と体を育む

札幌市立山鼻小学校校長
渡辺 元

休み時間のチャイムとともに、グラウンドや体育

館に飛び出し、友達と一緒に全力で駆け回る山鼻っ

子に育てていきたい。本年度、本校では、「よし や

ってみよう！」を合言葉に、健やかな心と体の育成

に向けた取組をスタートさせた。まずは、体力向上

プロジェクトを立ち上げ、作戦会議。環境の整備と

運動の機会の確保から着手してみた。

【作戦１】教職員も一緒、元気に遊ぼう

休み時間は、山鼻っ子も教職員も一緒に外へ。山

鼻っ子にとっての必須課題、仲間づくりにも効果大。

【作戦２】ラインで遊び場所を常に確保

グラウンドにＳケン・十字架鬼・ドッジボール・

短距離走コースをラインロープで常設。しだいに、

男女や異学年が入り交じって遊ぶ新たな動きも出現。

【作戦３】年間を通してのなわとび運動への挑戦

なわとびカードをもとに、山鼻っ子全員が継続練

習。技検定・記録会・長なわ大会で意欲を喚起。

【作戦４】運動領域別に実施時期を統一設定

水泳・スキー同様、器械・ボール運動の実施時期

を全校で統一。場の設定時間の削減で運動量を確保。

水泳・スキー学習の安全確認は、保護者に依頼。

【作戦５】体育時の指導者をプラスＯＮＥ

指導者プラスＯＮＥで、個に応じた指導体制が実現。

当たり前の実践が始まったにすぎないが、
今後の継

続した取組で山鼻っ子の財産にまで高めていきたい。

「今日は全員発表したから，次の時間は体育。」

考えたりすることができた。そして何より，体育

「やったあ。バスケ，いやドッジボールがいいな。
」

が大好きになった。もちろん私も苦手なものもで

と，教室は歓喜の渦になる……。

きないものもあったが，みんなで汗をかくことの

これは，私の小学校高学年のときの話で

爽快さは格別だった。

ある。担任の先生は頑張った私たちに
「体育」の時間をプレゼントしてくれ
た。私たちはそのプレゼント「体育」

きっと担任は，体育の学習を通して，
人として大事なものも教えたかったの

もらったバトン

だと思う。今，この職業に就いたか

の時間が大好きだった。いつ体育が
あってもいいように毎日ジャージを着
ていたほどだ。

らこそわかることではあるが，教室
の机の上では学べないことをたくさん

恵庭市立恵庭小学校
教諭

田中 美由紀

運動が苦手な子をかばいながらやったド

学んだ。本当に感謝している。
残念なことに，プレゼント「体育」は昔

ッジボール。シュートが苦手な子にボールを渡し

の話であって，今実践できる代物ではない。でも，

たバスケットボール。苦手な子ができるまで，み

私は今でも担任からもらったバトンを渡し続けら

んなで練習につきあった。体育の時間の中から，

れるような体育の時間を作り続けていきたいと思

相手の気持ちを考えたり，ルールを守る大切さを

っている。

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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