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仲間とのかかわりで学びを深める授業づくり
本別町立本別中央小学校校長（北海道学校体育研究連盟十勝支部長） 帰山 孝美
◉はじめに

うにする。
○子どもの気づきやうまくいかない点を随時声に出

運動の二極化が進む中，授業でしか体を動かすこ
とをしない子もいる現状では，体育の授業の役割が

したり，師範させたりす

さらにクローズアップされてきている。一人で学ぶ

ることによって，子ども

よりも周りの仲間とのかかわりの中で教え合ったり

自らが解決方法を見いだ

励まし合って，互いに高め合うことで，運動の楽し

せるようにする。

さを味わうことへのきっかけにつながる効果が見ら

○新しい連続技を見て，模

れる。そこで，運動のコツを共有する場面の設定や

倣することも奨励する。

運動の喜びを味わえる場面の設定が必要になり，

実践の成果として，ペアでの教え合いがグループ
へと広がり，全体へとつながっていった。動くこと

「かかわる」授業づくりに取り組んでいる。
◉マット運動（５年）の実践

が苦手な子どもが，少しずつ積極的にマットと触れ
合い，何度も挑戦する姿へと変容していった。また，

マット運動は日常運動からかけ離れた非有用性の
運動であるため，複雑な姿勢や変化やそれに伴う多

アドバイスした子どもができるようになった友達の

様な運動感覚体験をしたり，イラストや映像，ヒン

姿に，喜んでいる表情が見ることができた。

トになる周りからの言葉など自分以外のかかわりで，

◉おわりに
2015年10月16日の第52回北海道学校体育研究

達成した楽しさや喜びを味わうことができる。

大会十勝大会では，小，中４本の授業を公開いたし

以下の考え方を基にしてかかわりから学び合う。

ます。今回は領域をボール運動に絞り込み，仲間と

①基本は，常にペアでの行動で，お互いの技の良さ，改
善点などをアドバイスし合う。
②グループでも同様に取り組む。
③映像遅延装置などの画像を見るときにも，一人ではな
く，ペア以上で見合い，良さや改善点をアドバイスし
合う。

のかかわりから学びが広がる授業に取り組んでいま
す。本実践は，７月公開のプレ授業の一つで，領域
は異なりますが，子どもたちのかかわりなどの高ま
りを検証するための授業でした。本番のソフトバレ

【本時のめあて】

ーボール，タグラグビー，バレーボール，バスケッ

《できる技をつなげてみよう》

トボールの授業で，友達との学び合いが見とれる場
面をご覧いただけるように，十勝支部の英知を結集

○試しの運動では，子ども同士で声かけやアドバイ

して皆様をお待ちしております。

スをしながら，お互いの技のつなぎ方を見合うよ
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主体性を引き出す教師の「ちょっとした」問いかけ
ー ５年

ボール運動

七飯町立大中山小学校教諭

小松 孝太朗

1

ゴール型 ー

はじめに

① チーム色のビブス着用，各自シュート練習
② チームで基本練習

算数科の「平行四辺形の面積」を求める学習では，

（ゴール下シュート２分×２回，対面パス２分×１回）

③ チームごとのめあて確認

教師側からいきなり「公式を提示する」ことはせず，

④ 作戦，動きの確認

児童自身が「方眼紙に書いたり」
「はさみで実物を

⑤ ゲーム(各チーム２試合）

切ってみたり」など，まずはさまざまな解き方で考

⑥ 結果発表，各チーム反省

え，練り合い，より良い方法を導いていく。
これと同じように，体育のボール運動においても

ゲームは，バスケットボールのゴールが４か所し

ゴール型（ここではバスケットボール）の学習では，

かないので，ハーフコートで実施した（４ゲーム同

教師側が最初からシュートの入りやすい場所を教え

時）。

たりするのではなく，児童自身がシュートを入れる

①攻め：３人

ための「動き」や「技の習得」について，実際のゲ

守り：２人

②２分で攻守交代

ームを通して教え合いながら高めていく学習を構築

③ゲームのないチームから審判係，得点係を選出。

する必要がある。
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／

④最初のルール
・審判係からパスを受けて開始。

全員が運動に参加し運動有能感を
保証するための手だて

・歩きすぎない（トラベリング）。
・たたいたり，押したりしない（ファウル）。
・ドリブルをし終えたら，もうドリブルできな

「わかってできたという思い」「教え合いや認め合

い（ダブルドリブル）。

いで自他のよさの発見」などの運動有能感は，一人

・シュートが入ったら審判係にボールを戻して
再開。

一人がお互いの動きを見つめ合いアドバイスし合う

・守りがボールを取ったり，壁に当たったら審

ことから生まれる。とにかく陥りやすいのは「ボー

判係に戻して再開。

ルをうまく扱える児童だけでゲームに勝つ。」「自分

（２）ポイント制の導入

にボールが回らなくてもチームが勝てばうれし
い。
」状態になってしまうチームが出ることである。

相手チームと競い合うのも重要だが，自分が活躍

そこで，一人一人が運動の楽しさや喜びを味わう

することだけに満足しチームワークを意識できない

ことができ，全員参加を保証できる活動の工夫を

児童が必ずいる。そんな児童がチームメイトをたた

「対戦意識よりもチーム向上意識を重視すること」

えたり，アドバイスできる意識を持たせたりするた

を念頭に，小学５年生のバスケットボールの学習を

めにさまざまな「ポイント制」を導入した。

実践してみた。

（１）学習の流れとゲームについて
クラスの人数が40名なので，６〜７人チームを
６チーム作り，６色に色を分けた。さらに毎時間ご
とにチームの中で３人ずつ（３人と４人）分けた。
１時間の中で次に何をすべきかを，チームで声を
掛け合えるよう学習の流れをルーティン化した。
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【例２】

① 得点

Ｂチームはシュート本数は多いのだが，成功率が

赤帽子（技能低め）→３点
白帽子（技能普通）→２点

低かった。ゲームの様子を見ると，ほとんど真横か

黒帽子（技能高め）→１点

ら 投 じ て い た。 そ こ で「 ボ ー ド は な ぜ あ る の か

６人チームの中で技能差を考慮し，教師側であら

な？」と声をかけた。すると，Ｂチーム全員でボー

かじめシュート１本成功につき得点に差をつけた。

ドのどこに当てればシュートが入りやすいのかをさ

時間がないときに，逆転を目指して赤帽子の児

まざまな角度から試し，斜め45度から投じれば確

童にパスを回すような作戦を立てるチームも見ら

率が高いことに気づいた。

れた。６人が毎時間３人ずつ分かれるので，作戦
によっては「白・黒・黒」
「赤・赤・白」などが組
むのは自由とした。

② 練習ボーナス
チームでの練習時に仲間と声を掛け合ったり，よ
り良いシュートの仕方などをアドバイスし合ったり
しているかどうかを教師側で見とり，１〜３点のポ
イントにした。ただ「大きな声で元気よく」ではな
く動作やタイミングに直結する効果的な声を掛け合
っているかを重視していることを事前に説明した。

45度を意識してチームでシュート練習

【例３】

③ 全員パスボーナス→２点
④ 全員シュートボーナス→３点

Ｃチームは「一人がシュートを投じ，外せば終わ
り」を繰り返していた。そこで「味方がシュートを

２分間の攻めの中で，全員にパスが渡り，シュー

したら，他の２人はどうすればいいかな？」と声を

トの機会が訪れるようボーナス点を加えた。

3

かけた。Ｃチームは常に３人が動いているＤチーム
のゲームの様子をよく観察し，リバウンドに動く重

つまずく児童（チーム）への教師の関わり

要 性 に 気 づ き， 次 時 か ら の め あ て を「 リ バ ウ ン

【例１】

ド！」に決めていた。

Ａチームは遠くからシュートを狙うことが多く，

「45度から投じれば入りやすいよ！」「リバウン

３人が常に外側にポジションを取っていた。そこで，

ドに行くんだよ！」を教師側が提示するのは“平行

「シュートがいちばん入りやすいのはどこの場所か

四辺形の公式”を先に教えてしまうのと同じである。

な？」と声をかけた。Ａチームは作戦会議で，空い

逆に教師側からヒントになる問いかけをし，児童

ているゴール下にタイミングよく走り込むことを確

同士で話し合ったり，試したり，観察したりするな

認し，ゲームで試みていた。

どの関わり合いや気づき合いが重要に思えた。

4

まとめ

本実践を通し，児童の側からバスケットボールと
いう教材に向かって，自ら学び関わりを深めようと
する姿勢が芽生えたように思える。教師側からの
「ちょっとした問い」で，その後がガラッと変わる
様子を見て，児童の可能性の大きさを改めて感じた。
本実践では「ハーフコートの３対２」が主であっ
たので，今後は「オールコート」「攻守同数」など
につなげ，より多様な動きを引き出していきたい。

ゴール下に走り込みのノーマークを作る作戦

3
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技能・体力の高まりを実感できる教材づくり
ー １年 走り幅跳び ー

富良野市立富良野東中学校教諭

1

谷山 皇太
写真①

はじめに

マーカーの活用

「中学校学習指導要領解説 保健体育編」では，陸
上競技における走り幅跳びの技能の目標として，第
１学年及び第２学年では「スピードに乗った助走か
ら素早く踏み切って跳ぶこと」
，第３学年では「ス
ピードに乗った助走から力強く踏み切って跳ぶこ
と」としている。このように走り幅跳びでは，より
遠くに跳んで記録を伸ばしたり，競争したりできる
ようにすること」が大切になってくる。
そこで，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わ
えるように，タブレット端末を活用し，自己や仲間

リズミカルな踏切動作のイメージがついてきたら，

の課題を考え，仲間と協力しながら練習していくこ

写真②のように，短い距離からの助走で，ロイター

とで課題解決へとつなげることを目標とし，本実践

板とセーフティーマットを使用し，リズムよく（最

を行った。

後の２歩を意識）踏み切れるように練習を行った。

2

また，ここでは３人のグループを作り，タブレット

単元の構成

端末を活用し，自己や仲間の課題を考え，確認させ

（1）自分に合った助走距離と歩数を見つける！

ていった。

100ｍ走のタイムを参考に，おおよその助走歩数

写真②

ロイター板とセーフティーマットの活用

を提示し，スピードに乗った助走からスムーズに踏
み切れる自分に合った歩数と距離を見つける練習を
行った。
100m走タイムと助走歩数の目安
10歩

11歩

12歩

13歩

14歩

男

子

15秒以下

15.0秒

14.5秒

14.0秒

13.5秒

女

子

16秒以下

16.0秒

15.5秒

15.0秒

14.5秒

※本校生徒の実態に合わせて目安を設定した。

（2）リズムよく踏み切り動作を行えるようになる！
（3）振り上げる足のももを高く引き上げ，

この時期天候が悪かったこともあり，グラウンド

安定した空間動作を身に付ける！

と体育館の両方で実施した。ここでは，リズミカル
に踏切動作を行えるようにすることを目標とし，写

ここでは，振り上げ足を高く引き上げることを目

真①のように，６〜７ｍ間隔でマーカーを置き，３

標に練習を行った。「⑵リズムよく踏み切り動作を

歩でマーカーを跳び越えていく練習を行った。特に

行えるようになる！」で練習した応用で，写真③の

最後の２歩を速くし，「タン・タ・タン」のリズム

ようにミニハードルを活用し，踏み切ったときに，

で素早く踏み切れるように意識づけさせた。

振り上げ足を引き上げることを意識づけさせた。
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写真③

実測（踏み切った位置から着地まで）で行った。

ミニハードルの活用

そして再び，ロイター板とセーフティーマットを

（5）学習の振り返り

使用し，振り上げ足を意識して練習を行った。また，
振り上げ足が上がるようになってきたら，空中で振

学習カードを活用し，生徒が自分自身の課題を把

り上げ足に踏み切り足をそろえて，そのまま両足を

握したり，振り返ったりすることで目標をもって学

遠くに投げ出すようにしてしゃがみ込んで着地する

習に取り組めるようにした。また，友達からのアド

ことも意識させていった。

バイスを書く欄も設け，「仲間との関わり」，「学び

写真④のように，体育館のステージやベンチを利

合い」を大切に授業を実施できるようにした。

用し，空間動作のイメージ作りを行った。
写真④

空間動作のイメージ作り

（4）自分の課題に応じた練習をし，記録を伸ばす！
⑴⑵⑶のテーマを意識し，グループでタブレット
端末を活用し，自己や仲間の課題を明確にし，課題
に応じて練習を行った。 練習場所を「歩数と距離
を確認 ＆ リズムよく踏み切る練習」と「空間動作

3

と着地の練習」の２か所に分けて行った。
「空間動

今回の授業では，走り幅跳び（陸上競技）に興

作と着地の練習」では，高く跳ぶ感覚と生徒がより

味・関心をもって，楽しみながら授業を受けられる

空間動作と着地の感覚をつかみやすくするために，

ように段階的な指導を工夫して実践を行った。また，

フラットボードを活用した。外で行えるときは毎時

グループ学習やタブレット端末を活用し，自己や仲

間計測（フラットボードは外して実施）をし，記録

間の課題を明確にし，仲間と共に考え，高め合う楽

を取った。多くの生徒の記録が伸び，練習の成果が

しさを味わいながら課題解決していくことで，記録

見られた。

の向上が見られ，一定の成果を得ることができた。

おわりに

※踏み切り線は意識させて試技させたが，課題を意

今後も，楽しく授業に取り組み，技能・体力の高

識し，いかに遠くに跳べたかを重視して，計測は

まりを実感できる授業づくりを目指していきたい。

5
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いのちのはじまり
ー 担任・養護教諭がＴＴで行った「いのちの学習」ー
札幌市立常盤小学校養護教諭

1

漆原 瑠美
手足を動かす，指を吸う，おしっこをするなど，生

はじめに

きていく準備をしていたことに驚く様子があった。

本校では，学校の教育活動全体を通じて行う性教

また，胎児の心音や産声を聞く，エコー映像を見

育の中で，学級活動の年間１コマを「いのちの学

る活動を取り入れた。
「こんなに小さいのに心臓が

習」として養護教諭がＴＴで参加し，実践している。

動いている」
「本当に指しゃぶりをしている」と，お

今回は，３年生「いのちのはじまり」の実践につ

なかの中で生きていることを実感する様子があった。
③お母さん先生にインタビュー

いて紹介する。

2

指導計画

Ｑ

赤ちゃんがいることは，どうして分かったの？
食欲がなく吐いてしまい，病院で分かりました。
最初びっくりして，その後，うれしかったです。
Ｑ おなかが大きくなったら大変？
階段がこわかったり，靴下を履くのが大変だった
り，胃が苦しかったりします。でも，おなかが大き
くなると，赤ちゃんも大きくなっているのだと分か
って，うれしくて，がんばることができます。
Ｑ 産声を聞いたとき，どんな気持ちだったの？
元気な産声を聞いて，とても安心しました。お父
さんもとても喜んでくれて，それまでの痛みが全部
ふっとんでしまうくらいうれしかったです。

〈指導目標〉
「胎児の成長を知り，自分は多くの愛情に支えら
れ成長してきた存在であることを実感する。」

〈指導内容〉
３年生は，当時担任が妊娠中であり，少しずつ大
きくなっていくおなかを見てきた。そこで，胎児の
成長をエプロンシアターで視覚的に見せるとともに，
担任に母親の様子や気持ちをインタビューすること

④いのちの重さを感じてみよう

で，家族の愛情を感じられるようにと考えた。

3

保健センターから，赤

本時の展開

ちゃん人形を借用し，全員

①生まれてくる前って？

が抱っこできるようにした。

生まれてくる前，おなかの中で何をしていたのか

「小さいけど，重い！」
「か

を予想させた。

わいい」
「おむつをしてい
る」などの声があった。

子どもたちの予想
・おなかをキックやパンチしていた。
・寝ていた。
・おしっこをしていた。
・「もっと成長しろ〜」と言っていた。
・お母さんから栄養をもらっていた。

⑤学習の感想・おうちの人へメッセージを書こう
・小さい命が成長して，今こんなに大きくなっていると思
いませんでした。生んでくれてありがとう。大切に育て
てくれてありがとう。
・私がおなかにいるとき，どんなふうだった？ 生まれる
までがんばってくれて，ありがとう。
・赤ちゃん人形を抱っこしたとき，重かったです。大人に
なったとき，がんばることが私の目標です。

②おなかの中の赤ちゃんの成長を見てみよう

4

学習を終えて

授業後，内容を「学級便り」や「保健便り」で保
護者に伝え，感想・メッセージカードを渡した。い
のちの学習は，家庭との連携が不可欠である。今後
実物大の胎児の人形を見せ，胎児の様子を伝えた。

も，家庭と連携を図り，学習を進めていきたい。
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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

リレーについての質問です。リレーは，運動会で選抜された子どもと選抜されなかった子どもと
の運動経験の差が大きいと感じています。走ることが得意な子も苦手な子も，リレーの楽しさを
感じながら必要な力を身に付けるには，どのように授業を進めたらよいですか。
「リレー」
。子どもにとって，魅力のある運動

この練習は鬼が近づい

の一つです。その魅力は，チーム対抗の競争で

てきたときに走り出し，

す。勝敗の行方が個人の運動能力だけではなく，走

逃げ切れるかという鬼遊

る順番やテイクオーバーゾーンの使い方など，チー

びです。その感覚が受け

ムの作戦が勝敗を左右します。リレーを楽しむには，

手と渡し手の間隔を意識

どの子も自信をもつ必要があります。ここでは，ス

しながら走ることにつな

ムーズなバトンパスにつながる技能を積み上げられ

が り ま す。「 鬼 が ２mで

る練習を紹介します。

も逃げることができたよ。」と，鬼の走る速さを意

①ねことねずみ

識した受け手の走りにつながります。

A

③３秒ダッシュ練習

●併走する感覚を養う練習

逃げ切りライン

1ｍ

ねこチーム

●スタートダッシュの練習

センターライン

7ｍ

▲「どこまで我慢できるかな」

子

ねずみチーム

5ｍ 4ｍ 3ｍ 2ｍ 4ｍ スタート
ライン

逃げ切りライン

・スタートはスタン
ディングスタート。
・３秒でどこまで走
れたかを計測しま
す。

この練習で，子どもは自分の

・教師が「ねーねーねー」と言い，「ねこ」と言うとねずみ
チームが逃げる。その逆もあり。ときどき，「ねまき」と
違う言葉を話すことで盛り上げます。

スタートの走り方を見つけてい
きます。低い姿勢から，中間走

子どもはどちらが逃げるかわからなく，どきどき

に向けてだんだん姿勢が起きて

しながら，スタートを待っています。座っている状

くることも体感していきます。
▶「いちばんよいスタートの仕方は？」

態から走り出すことで，低い姿勢からのスタートダ
ッシュを体感できます。さらに，相手を追いかける

チームでバトンをつなぎ，１秒でもタイムが縮ま

ことで併走する感覚も身に付けられます。

ったときの喜びは，子どもにとって格別です。スム

②どこまでがまん走

ーズなバトンパスの方法を，チームの仲間と考えな
がら学習を進め，チームのために最後まで全力で走

●併走する感覚を養う練習
逃

ろうとするからこそ，子
どもは主体的・協働的に

鬼

活動することができます。
逃げ切りライン

どの子にも，リレーの

0ｍ 1ｍ 2ｍ 3ｍ 4ｍ 5ｍ

楽しさ・魅力を実感させ

・鬼が全速力で相手を追いかけます。
・鬼の走る速さに合わせて，逃げ出す位置を変えます。

たいものです。
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▲「1秒でもタイムを縮めたい」
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子どもたちの飽和状態とは

函館市立柏野小学校校長

校長室の窓はグラウンドに面しており、体育の様子

戸澤 和彦

がよく見える。先日、中学年がティーボールの学習を

行っていた。最近の子どもたちには野球などの体験が

少ないのか、はじめは戸惑う子が多かったが、ルール

を簡単にしたり、場を工夫したりすることによって、

子どもたちはそれなりに楽しそうに取り組んでいた。

その様子を見ながら、かつて取り組んだハードル走

の授業を思い出していた。５年生だったが、とにかく

ハードルが苦手だという子が多く、恐怖心を持つ子も

いたほどだった。そんな状況だったので、子ども一人

一人に合った場などの工夫をしながら、子どもたちが

自発的に学習に取り組み、ハードル走の楽しさを味わ

うことができるように取り組んだ。授業後の話し合い

で、子どもたちが場を変えたりするときは、飽和状態

にあり、新たな楽しみ方を求めるときだと話したが、

ある先生から「それは飽和状態ではなく、単に飽きた

といういうことだ。飽和とはやり尽くしてもうこれ以

上ないという状態だ。
」と教えていただいた。よく子

どもたちが飽和状態にあるので、ルールや場の設定を

変えることが必要だと言うが、本当の楽しさを味わう

ということは、やり尽くしたときにあるのであり、そ

れが真に子どもたちが学習をしている姿となるのだと

常々考えている。

「どうしたら全ての（特に苦手な）子どもたちに

現在，小・中学校においてもアクティブ・ラーニ

運動の楽しさを味わわせることができるだろう？」

ングの考え方が重要視されてきている。体育の授

ということを考え続けた体育教師の23年間であっ

業においては，「主体的で協働的な学び」は，「運

た。そして，その経験から常に「わかる」

動の楽しさ」と「学ぶ楽しさ」を保障する

「できる」
「かかわる」授業を行うこと
が大切なのだと結論を得ることができ
た。
子どもたちが目の前の運動教材
（課題）に逃げることなく向かってい

ために絶対に不可欠なものである。また，

体育では当然！
アクティブ・ラーニング
弟子屈町立弟子屈中学校

けるようなスモールステップの準備や
成功体験の保障，友達同士の教え合いや助

教頭

佐藤

毅

保健体育科はそれを実践することに適
した教科であると自信をもって言え
る。
先日，特別支援教育支援員の先生に，
跳び箱におけるスモールステップの考

え方，指導法を説明したところ，担当して

け合いの場面などを意図的に盛り込んだ授業づく

いる生徒が意欲的に挑戦し，初めて開脚跳びで跳

りを行うことを目指してきた。そう考えると，「ず

び越すことができる感動的な場面に出会うことが

っとアクティブ・ラーニングを実践してきたんだ

できた。体育教師に戻りたくなった。

な」と思う。

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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