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子どもの思いを反映させる授業づくり
鹿部町立鹿部中学校校長（北海道学校体育研究連盟渡島支部長） 土橋 史人
◉はじめに

レベルアップに伴い，基準も毎時間子どもたちに考

一人一人の運動技能や全体のレベルが高まるにつ

えさせて少しずつ進化させた。

れて，子どもたちの運動への思いや欲求は変化して

また，左下にあるように渡島体育研究会のサブテ

くる。技能の習得や向上によって変化する子どもた

ーマの「ひと・もの・こととのかかわり」も大切に

ちの思いの変化を的確に捉え，授業へ反映させてい

しながら，授業を進めた。

くことが，より意欲的な学習につながる。

ボールルームダンスの学習の流れ
【１時間目】
▪フォークダンスのステップを参考に踊る。
▪チャチャチャのリズムにのって踊る。
【２〜４時間目】
▪毎時間２回のコンテストを実施し，授業の最後には生徒が
選んだベストカップルを発表する。
▪生徒は自分たちが考えた基準で「よりかっこ良い踊り」を
目指し，その基準で審査もする。
▪基準は踊りのレベルアップに合わせて，毎時間生徒に考え
させる。
【５時間目】
▪ダンスパーティーでペアを変えて踊りを楽しむ。

ボールルームダンスは，ペアがそれぞれのリズム
やステップで踊り，見せ合うことでお互いの踊り方
を共有できる。子どもたちの視点でダンスの上手さ
を評価し合い，さらにダンスのレベルアップに合わ
せて子どもたちの視点も進化させていく。ダンスの
上達に伴い変化する子どもたちの思いを授業に取り
入れることで，意欲的な学習活動を目指した。
◉ボールルームダンス（中学校１年）の実践
まず，誰もが楽しめるように，前半でリズム・ス
テップが簡単なフォークダンスを行い，その後に動

実践の結果，毎時間コンテストを行うことで，踊

きが複雑となるボールルームダンスに取り組んだ。

りを見せ合い認め合うことができて，ダンス授業の

また，生徒のアイデアや意見を，学級全体で共有し

深まりや広がりが見られた。

ながら授業を進めるように考えた。

ペアで創り続けたステップ

具体的には，子どもたちに「かっこ良い」踊りの

やみんなで決めた「かっこ

基準を考えさせてコンテストを実施した。ダンスの

良い」基準を共有すること
で，踊りをどんどん進化さ

《ひととのかかわり》
・男女ペアでいつでもどこでも踊れる。
・毎時間コンテストを行い，見せ合い認め合う。
《ものとのかかわり》
・
「チャチャチャ」というリズムが好奇心・創造性を広げ，体
を動かしたくなる。
《こととのかかわり》
・生徒が決めた「かっこ良い」基準を共有する。
・ダンスフロアや正装（制服）が舞踏会を連想させ，自ら踊
りたくなる。

せることができたなどの成
果があった。
◉おわりに
この実践は，平成25年度の渡島体育研究集会の
ものである。今後も，教師の願いに子どもたちの思
いを融合させる授業作りで，生き生きと活動する子
どもたちを育てていきたい。
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何度も試したくなる教材でボール投げゲームを
ー 投能力を高めるために ー

札幌市立福住小学校教諭
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田牧 亜紀

ボール投げの楽しさに浸るために

◉ルール

○３ｍの距離からライトドッジボール（２号球）を使って卓
球台の上にある的を倒す。
○的の重さは水の入った500ｍＬペットボトルの本数で調整。
○的を倒すとメダルを獲得することができる（入れたペット
ボトルの本数だけ，メダルを獲得できる）。
○チームで獲得したメダルの枚数ではなく，重さで勝敗を決
める。

（1）ボール投げは好き？
平成24年度札幌市の子どもの体力・運動能力テ
ストのソフトボール投げでは，男女とも全ての学年
で全国平均を下回っていた。本学級の児童において
もこの傾向は当てはまり，投動作が着実に身に付い
ている子どもは多くない。そのため，低学年のうち
にしっかりとボール投げの力を身に付けさせたいと
考えた。
本学級の事前調査では，体育や運動が嫌いと答え

2

た児童はおらず，嫌いではないが好きでもなく「ふ
つう」と感じている児童が１割程度だった。しかし，

自分で選ぶ，自分で決める

（1）ペットボトルのおもりなしの的を倒すために

休み時間にドッジボールやかたきなどのボール投げ
を楽しむ児童は限られている。好きになれば日常の

おもりなしの的は，ボー

運動に取り入れられ，そうすることで投能力も伸び

ルが当たれば倒れるが，最

ていくと考えた。

初は当てることが難しかっ

【事前アンケート】 ボールを投げることは好きですか？
大好き

好き

ふつう

嫌い

17人

4人

6人

0人

た児童もいた。１年生のと
きも学習した〈投げる手と
逆のほうの足を１歩前に出
して投げる〉こと，〈よく

（2）ボール投げの世界へ

ねらう〉ことを徹底して行

〈楽しめる・興味がもてる・意欲が持続する〉と

った。チームの中でもボー

いう観点から，妖怪ウォッチのワルニャンを的にし

ルを投げる人，拾う人とペ

て倒す，というゲームを行った。予想どおり，毎時

アでゲームを行っていたた

間の体育を楽しみにして，
「先生，今日もワルニャ

め，「ここを狙って」とボ

ンを倒すんだよね。
」と発言する児童がたくさんい

ールを当てる場所を指差し

た。体育館の壁にも練習用の的としてワルニャンを

て教えてあげる姿が多く見

掲示していたため，体育館に入ってすぐに「ボール

られた。友達が指差してくれていることが安心につ

投げをしたい！」という思いが生まれた。

ながっていたようである。上手に投げたい，そして

当てる場所

ワルニャンを倒したいという思いが強く表れていた。

（2）瞬時にできる自己評価と他者評価
当てることができれば倒れる的から，次はおもり
を入れた重い的を倒したい，という思いが表れた。
ただ投げるのではなく，強く投げることに目が向い
てきた。

おもりを入れる場所

2

道版保体ジャーナル
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強く投げるには，
○ジェットコースターのように腕をびゅーんと振る。

【事後アンケート】 今回のべんきょうでボールを投げる

○足を上げて，下ろしながら投げる。
「ぐーん

ボール投げを楽しむことができれば
ことが好きになりましたか？

まえっ」の言葉で投げる。

強く投げることができたかは，的が倒れたかどう

大好き

好き

ふつう

嫌い

23人

4人

1人

0人

かで評価することができる。簡単に，そして瞬時に
「強く投げる」「遠くに投げる」「ねらったところ

自己評価・他者評価できることも，この教材の優れ

に投げる」ことができると，「ボールを投げる」こ

たところだったと感じている。

とに楽しさを感じられるはずである。楽しさを感じ
ることができれば，児童は自らその運動を行うはず

倒れると

である。そして，ドッジボールやかたきなどの遊び
の中で投動作を高めていき，日常に返っていく。子
どもたちの中で日常化することができれば，それは

（3）もっと倒したい！ 難しくしてほしい！

投能力の高まりにつながっていくはずである。そん

腕・足と強く投げるコツを身に付けることができ

なきっかけづくりを低学年のときからしていくこと

ると，
「もっと重い的を倒したい」「もっと遠くから

が大切だと考えている。

重い的を倒したい」とさらなる意欲を見せた。１本

楽しいから
投げる

倒せたら次は２本と段階的に進むだろうと考えてい
たが，１本から３本を選択した児童もいた。「倒せ
ないかもしれないけど３本で挑戦したい」という強

うまくなる
と楽しい

い思いがあった。１時間の中で倒せないこともあっ

投能力

遊びなどで
日常化する

たが，
「もっと」という意欲を生んでいたことも事
実である。

3

投能力が
高まる

学び合う楽しさ

個の伸びがチームの伸び・勝利に直結しているた

【授業後の振り返りから】

め，教え合い・学び合いが自然と見えていた。また，
ペアで投げているので，どう投げると倒すことがで

・ワルニャンをたおして，もう友だちになった

きるのかを考えるようになり，それを仲間にも伝え

ぐらいたおしました。とっても楽しかったで
す。（ＭＨ）

ていた。倒すことができたときは，チームみんなで
自分のことのように喜んでいた。たとえチームが負

・さいごのじゅぎょうはいつもの２ばいがんば

けても「この前より重いのが倒せたよ。」「前回より

りました。きょうでさいごなんてやだな〜と

たくさん倒すことができたよ。
」という達成感を

思いました。またこのべんきょうをしたいな
と思います。（ＩＨ）

個々にもつことができた。また，友達の伸びを嬉し

・つぎはないけど，家でもやれたらいいなと思

そうに教えてくれる子もたくさんいた。

いました。（ＥＨ）
・たおれてやったというひょうじがでてきて，
じぶんもやった，という気もちになりました。
どんどんたおせるようになって楽しくなりま

ぐ〜ん

した。（ＮＫ）

まえっ
3
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ハンドボールから始めるゴール型の授業
北見市立常呂中学校教諭 小野寺 理香，北見市立北中学校教諭 阿部 公憲

1

3

はじめに

ステップアップを目指す単元計画

学習指導要領改訂により，球技領域は「ゴール

確かな学習内容の習得を目指すには，子どもたち

型」
，
「ネット型」
，
「ベースボール型」の３類型で示

の学習意欲を喚起し，これまで以上に楽しい学習経

すこととし，それぞれのカテゴリーから代表的な運

験を保障するものでなければならない。ただ単にド

動種目を選んで指導することとなった。これまでの

リル的なものの繰り返しだけでは，発展的・継続的

限定的な球技（バスケットボール，サッカー，バレ

な実践は望めない。そこで，次のような単元計画で

ーボール）から，多種多様な球技を導入する行い方

意図的・計画的にステップアップを図るよう工夫した。

（1）単元計画

へと転換した。平成26年度オホーツク学校体育研

（チーム構成は男女混合。
）

究会・研究部では，球技領域の新たな授業展開を提

ステップ１
１

案したいと考えた。そこにはオホーツク管内では，
ゴール型＝バスケットボール，サッカーが大半を占

２
B de
投げる
捕る
シュート

オリエン
テーション

めていることもあったからだ。また，投げる動作の
経験不足から体力テストで低結果となっていた投運

６

のねらいは，①「ボール操作」であるパス・シュー
トによる投運動量の増加，さらに狙ったところに投

タスクゲーム１

タスクゲーム2

ザースボール（注2）

パス＆ヒットゲーム

５対５

３対３

７

８

９
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タスクゲーム2

タスクゲーム３

リーグ戦

パス＆ヒットゲーム

カウンターアタックゲーム

公式に近いゲーム

３対３

６対６

６対６

（注１：ボールdeトレーニング。 注２：
「北海道保健体育ジャーナル52号」参照。
）

げることの経験値の高まり，②「ボールを持たない

（2）ボールの工夫

ときの動き（状況判断力やサポートの動き）
」では，

・２号球，ソフトタイプ〔ブチルチューブ，縫い・人工皮革，

他のボール運動にも転用できるであろうと考えた。
その授業実践（北見市立北中学校２年生対象・授業

重量約170〜190g，日本ハンドボール協会推薦球（モルテン）
〕

【効果】

者：教諭 阿部 公憲）について報告する。

・ボールを片手で握れ，簡単に扱うことができた。
・当たっても痛くないのでボールに対する恐怖感が軽減され
た。

生徒の実態

（3）ボールを操作する時間の確保

生徒のハンドボールに対する意識調査をオリエン

①ペアで「ボールdeトレーニング」
（ＢdeＴ）

テーションで行ったところ，以下のような回答が目

けがを防止するための柔軟性を高める運動，ボー

についた。

・サッカーに似ている。
・サッカーの蹴らないバージ
ョン？
・サッカーを手でやる感じ。
・サッカーとバスケが混ざっ
た感じ

５

B de T，投げる，捕る，１・２・３ジャンプシュート

開を研究することとした。
「ハンドボール」の学習

「ハンドボール」から
イメージすること

４

ステップ２

動にも着目した。そこで「ハンドボール」の授業展

2

３

B de T，投げる，捕る，シュート

T（注１）

ルの扱いに慣れる運動，仲間と交流する運動を組み

ビデオを視聴して思ったこと

合わせたハンドボールバージョンの運動を毎時間，

・パスが難しいそう。
・パスをしながらやっている。
・パスが速くて正確ですごか
った。
・ボールが速くて移動が多い。

授業開始５分間で行った。
▶【プリント】
３枚中の１枚目。
15の動き，ハン
ドボールにつな
げる動き，歌詞
と，体や心の状
態を確認するチ
ェック表がある。
（歌詞は省略。）

これらから「ボールを操作すること」
「ボールを
持たないときの動き」が必要であることが感じられ
た。また，他のゴール型からイメージしていること
もわかった。

4
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【効果】

③「カウンターアタックゲーム」

・スピードや方向性など，パスの調整力が深まった。
・ペアを毎回変えることにより，仲間と息を合わせて動く意
識が高まった。

用意するものと競技場
●ボール
モルテン新教材ハンド 2 号黄を使用します。
●ライン
グリッドを作るために使用します。コートの左右内側にグリッドを設けます。
グリッド
シュートゾーン

②シュート練習
ハンドボールの醍醐味であるジャンプシュートを

エンドライン

センターライン
サイドライン

習得させるために写真のような教具を制作した。ゴ

何人でするの？ポジションは？
６人対６人で行います。フィルダー３人、パサー２人、ゴールキーパー１人を置きます。

ールエリアラインを５ｍに設定し，ゴールはフット

試合時間は？
４分間

サル用ゴールを使用した。ス

パサーとは？
グリッド内にいるパス専門プレイヤーです。
グリッド内のパサーは防御者に邪魔されずに味方と自由にパスができます。パサーからパサーへのパスも出来
ます。ドリブルもしくはボールを持って移動することやシュートすることは禁止です。

テップ１では教具を使い，ス

フィルダーとは？

テップ２では輪を外して実際

フィールド内でプレイしシュートを打てるプレイヤーです。パサーへのパスもできます。ゴールキーパーから
のスローオフをパスカットできます。グリッド内に入ることは禁止です。

にゴールキーパーを立たせて

ゴールキーパー
ゴールキーパーからのスローオフができるのはパサーのみです。ゴールエリア外でプレイすることやゴールエ
リアから相手ゴールに直接シュートすることは禁止です。

行った。

試合の行い方
審判のトスアップではじめます。得点後はゴールキーパーのスローオフから再開します。サイドラインからボ
ールが出た場合は，相手チームのスローインから再開します。エンドラインからボールが出た場合は，ゴール
キーパーのスローオフから再開します。自チームがエンドラインからボールを出した場合は，サイドラインか
ら相手チームのスローインで再開します。

上下左右の４か所に輪を取り付けた。

【効果】

【効果】

・的をつくることにより，シュートの方向性が向上した。
・ゴールラインを設定することにより，自然とジャンプシュ
ートに挑戦する生徒が増えた。
・ゴールキーパーに阻止されないようにフェイントをかける
生徒も見られた。

・パサーとフィルダーが連携することにより，シュートチャ
ンスが増えた。
・走り出しのタイミングとパス出しのタイミングを理解する
生徒が増え，積極的に声を出し合うなどの連携プレイが見
られた。
・パサーとの連携により戦術に工夫が見られ，作戦の内容が
深まり積極的に試すチームが見られた。

（4）動きを生み出すタスクゲームの設定
①「ザースボール」
ザースボールについては，北海道保健体育ジャー
ナル52号「授業に役立つ実践資料（中学校）
」で紹
介されている。

4

おわりに

今回は２年生での実践であったが，単元計画を意
図的・計画的にステップアップを図るよう教材を工

【効果】

夫したことにより，１年生からの取り組みでも十分

・ルールが容易であったため，積極的にプレイに関わる生徒
が増えた。
・ゴールが２つあることにより，視野が広がったと同時に指
示を出す生徒も見られた。

に実践可能であると感じた。特に，
「ザースボー

②「パス＆ヒットゲーム」

きることが実証された。また他のゴール型であるサ

ル」と「カウンターアタックゲーム」については，
ルールが容易で覚えやすく，運動量も十分に確保で

１分間で行い，パスを５回続けたあと，相手の脚

ッカーやバスケットボールにおいても，
「ハンドボ

部にボールを当てたら１得点とした。ザースボール

ール」で習得した「ボール操作」や「ボールを持た

でパスをもらう動きを身に付けたので，そこから走

ない動き」がさらに活用されると考えられる。多く

りながらパスを受け，ねらったところへボールを投

の領域の学習を経験する時期である１・２年生で，

げる動きに発展させるために行った。次のカウンタ

「ハンドボール」の授業をゴール型の一つの教材と
して取り入れてみてはどうだろうか。

ーアタックゲームへのステップとした。
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友達のよさを見つけよう
札幌市立山鼻南小学校養護教諭

1

ー ＳＳTを意識した取り組み ー

北浜 裕美

はじめに

② ○○さんのよいところを見つけよう！
学級の児童１人をモデルにし，その児童について

本校では，1年に２度「いのちの学習週間」を設

思いつく限りのよいところを挙げさせた。「ほめ言

定し全校的に取り組んでいる。
「いのちの学習」は，誕生や命の尊さを考える

葉のシャワー」を浴びたモデルの児童にも，よいと

「いのち」と，体の成長や発達について考える「か

ころを見つけて発表する学級の子どもたちにも笑顔

らだ」
，性被害防止やコミュニケーションの大切さ

があふれた。

を考える「生きる」の３つの領域から構成している。

③ グループの仲間でやってみよう。

特に，
「生きる」の分野では，友達の考えや気持ち

教師によるリハーサルの後，ワークシートにお互

を理解したり，よりよい関係を築く工夫を考えたり

いのよいところを書いて言葉で伝え合う時間を設け

するSST（ソーシャルスキルトレーニング）の視

た。

点を重視した学習を構成している。

2

３年

みんなに自分のいいところ
を書いてもらって元気にな
りました。自分では思って
いなかったことを言っても
らってうれしかったです。
もっとみんなのいいところ
を見つけたかったです。
（児童のふりかえりから）

授業の実際
３年生

学級活動 「生きる」の領域

〜「見つけた！ みんなのよいところ」〜

（1）導入

組・氏名

１．あなたのこんなところがよいなあとおもいます！

（

（

より）

より）

（

（

より）

より）

２．今日の学習でわかったことや感じたことを書いてみましょう。

《ジャイアンってどんな人？》

（3）まとめ

ジャイアンとスネ夫のシルエットを掲示し，誰な
のか予想させることから授業を始めた。

ワークシートにそれぞれが書いたふりかえりを交

ジャイアンの性格や行動について知っていること

流し，「私と小鳥と鈴と」（金子みすゞ著）の詩を朗

を挙げさせた。
・いじめっ子
・乱暴
・独り占めをする

読し授業を終えた。
・歌が下手
・いばりんぼう
（児童の発表から）

（2）展開
① ジャイアンのよいとこ

3

ろを見つけよう！
本時の課題を掲示し，

おわりに

悪いところが目に付きや

本時は，子どもたちが互いのよさを認め合い，有

すいが，見方を変えると

能感や連帯感を感じるきっかけづくりとして，効果的

よいところが見えてくる

だったと思う。今後も，教職員の共通理解のもと，６

ことを実感させた。

年間の育ちを見通し系統的に学習を積み上げていく

・家のお手伝いをする
・いざとなると仲間思い
・妹にやさしい

ことを大切にしていきたい。そして，もっとよい方策

・野球にさそってくれる
・意外とやさしい
（児童の発表から）

はないか，手だてが子どもたちの実態に合っている
かを検証する視点を忘れず指導にあたっていきたい。
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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

器械運動の授業をするといつも，跳び箱やマットを並べてただ跳ばせるだけで単元が終わってしまい
ます。子どもたちがわくわくしながら取り組みつつ，技能がしっかり身に付く場づくりを教えてくだ
さい。また，器械運動は個人の技に偏ってしまいがちです。友達と関わり合いながら学習を進めてい
く方法も知りたいです。

A

今回はマット運動を例にして，子どもたちが

声をかけます。すると腰の位置が高くなり，また足

夢中になって取り組める運動事例を紹介したい

で平均台をけることにより，スムーズに前転する感

と思います。マットを並べて，できる技を増やして

覚を身に付けることができます。

いく学習を進めると単調なものになりがちなので，

③肋木を使って

授業の前半部分にいくつもの場を用意したサーキッ

肋木に順に足をかけ

ト型の運動を取り入れることをお勧めします。ここ

ていき，逆立ち状態に

で大切になるのは，主運動のマット運動につながる

なりながらジャンケン

感覚である，腕で体を支える感覚や回る感覚，体を

をします。勝ったほう

浮かせる感覚などをサーキットの中で養うことです。

は残り，負けた人は次

さまざまな場があることで，子どもたちの意欲も高

の人に交代します。肋木で長い時間逆立ちすること

まり，自然と基礎的な技能を高めることができます。

により，逆さ感覚や腕で体を支える感覚を養ってい

以下に，サーキットの運動例をいくつか紹介します。

きます。

①人形を使って

マット運動でも，仲間と共に運動する楽しさを味
マットの上に人形を

わったりアドバイスを送り合ったりする学習を展開

置くことでマットと腰

することができます。

の間に空間ができ，前

ゆりかごから首倒立な

転のしやすい体勢をつ

どの運動をするときも，

くることができます。

グループの友達と動きを

その際，「人形と目を

そろえれば，みんなでで

合わせようね。
」と声かけすると，自然とあごが引

きたときの達成感を味わわせることができます。

かれ，後頭部をマットに付けることができます。人

また，大きな前転や跳び前転を行う際は，ゴムひ

形の大きさをより大きく変えていけば，大きな前転

もを用いて補助をすることで，友達の学習を支える

や跳び前転につながる動きを獲得できます。

ことができます。さらに，マットに横線を引いて手

②平均台を使って

の着いた場所を確認したり，頭の着き方，背中の曲

平均台にマットをか

げ方などを確認する

ぶせます。子どもには

役割を決めたりする

平均台に足をかけ，平

ことで，学び合う環

均台にできるだけ手を

境を作り出すことも

寄せて前転するように

できます。
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スキー、楽しい！

苫前町立苫前中学校校長

以前勤務した離島の併置校では、近くの丘でスキ

小澤 洋一

ー授業を行っていた。しかし、風が強く雪がつかな

いために実施できない年もあったり、ほとんどの子

どもたちはリフトに乗ったことがないことから、何

とかリフトに乗せてスキーを経験させようと、一泊

二日で島外のスキー場まで出向くことにした。

最初は恐怖心から泣き出す子どももいたのだが、

終 わ る 頃 に は 何 と か 滑 れ る よ う に な っ て い た。（ た

だ一人Ａ君は最後までリフトに乗れなかったが…。
）

しかし、２年目になると驚いたことに子どもたち

はみんなすいすいと滑っており、前年の経験が生き

ていることを実感した。前年はリフトに乗れなかっ

たＡ君もリフトに乗って降りてくることができた。

夕 食 時 に「 明 日 フ ェ リ ー が 欠 航 し た ら ど う す る

の？」と聞かれ、
「またスキーするよ。」と答えると

Ａ君が「やったー！」
「明日欠航になればいいのに、

スキー、楽しい！」と騒ぎ出したのである。

近年は北海道でもスキー授業の実施率が低下して

いるとのことだが、雪国で暮らす子どもたちにとっ

て、ウインタースポーツの経験はとても重要なこと

だと考える。そして、その楽しさを教えることが、

体育教師としての大切な役割ではないだろうか。

私事で恐縮だが，高校２年生の秋に右肩を脱臼し

を落とすのみである……。その後，大谷投手のフォ

た。以来，しばらくの間，脱臼に悩まされ続けたが，

ームを例に脚の向きや体重移動を指導し，そこそこ
様になるフォームができ，より遠くへ飛んでいくボ

「投げる」という動作をより深く考えるきっかけに

ールに生徒たちは喜んだ。夏，ソフトボー

もなった。野茂投手の独特なトルネード投

ルの授業は，その成果があってか，予想

法やイチロー選手のレーザービームな
ど，テレビで映し出される動作が羨ま

以上に盛り上がった。考えてみると幼

投げる

しく，またいろいろ考えながら見入

い頃，投げるという動作は生活の中
にほとんどなかったのではないかと

ってしまう自分がいた。
体育の授業において「投げる」こと
をあまり強く意識して指導したことは
ないが，ここ数年来，生徒の運動能力の

思われる。一人 30m 近く投げた女子

旭川市立永山中学校
教諭

及川 裕二

は「父親とよくキャッチボールをして
いたもん」と自慢していた。
＊

今年ソフトボールに目覚めた生徒たちが，日

中で「投力」の低下が目立ってきている。特に
＊

今年の女子生徒のハンドボール投げの測定では，閉

本ハムファイターズの活躍とともに投力をさらに

口してしまった。身体の力をボールにうまく伝えら

高めてくれることを期待しながら，さて私も雪がと

れず，
脚と腕の動作はバラバラ。挙げ句の果てには，

けたら，末の子と公園でまたキャッチボールを始め

ただ，正面を向いて肘から手首までの動作でボール

なければと思っている。脱臼しない程度に……。
（＊：平成26年）

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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