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〔心と体を一体としてとらえ，楽しく，明るい生活を育む保健・体育〕
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確かな技能・体力を身に付ける授業づくり
帯広市立光南小学校校長（北海道学校体育研究連盟十勝支部前支部長） 下坂 吉彦
２．
「分かる」
「かかわる」
「できる」授業づくり

確かな技能・体力を身に付ける授業づくりのため
には，体を思い切り動かすおもしろさや心地よさとい

児童生徒が，「分かる」「かかわる」「できる」を

った「運動の楽しさ」や，仲間と協力し活動する中

味わえる課題解決的な学習になるよう意識して授業

で技能の上達や体力の向上を感じる「運動の喜び」

づくりに取り組むことが肝要である。

を実感できることが大切である。魅力ある教材，追

（1）学習内容を焦点化した課題の設定〜「分かる」

究意欲を生み出す課題や運動技能・知識習得場面の

１単位時間の単元計画の中での位置，単元の９年

設定など，児童生徒が主体的に取り組む学習となる

間の中での位置などの系統性を把握し，明確な学習

よう，以下二つの視点を授業づくりに取り入れたい。

目標と具体性のある学習課題を設定する。前時から

１．夢中になって運動に取り組み，技能が高ま

の場や活動の変化，発問の工夫により課題認識させ

る教材化の工夫

る。

教材づくりでは，
「どんな力を育てたいのか，そ

（2）
「動いて考える」「考えてから動く」ことから，

のために何を教え学ばせるのか」を明確にし，学習

動きのコツを共有する場面の設定〜「かかわる」

内容に組み込む必要がある。また，児童生徒の興味

自分で考えた運動の仕方の試し，友達の運動の様

関心に配慮し発達段階に応じた適切な課題設定，技

子の観察ができる場や活動時間を設定する。ペアや

能習得の達成や学習機会の平等性の保障などにより，

小集団などの学習形態を工夫し，交流や運動を試す

運動への学習意欲を高めることが大切である。

ことで動きのコツの発見や運動の仕方を工夫する。

このような考えのもと，以下の⑴⑵をベースに，

（3）仲間とかかわり合いながら技能を習得し，運動

児童生徒が「やってみたい」「分かりやすい」「でき

の喜びを味わえる場面の設定〜「できる」

そう」と感じる教材・教具の工夫や開発を行う。

集団交流場面を設定し，よりよい課題解決方法を

（1）小中９年間の学習を見通した学習内容の設定

見いだし共有する。その後，それを基に相互に教え

運動技能習得には，発達段階に応じて技能を系統

合いながら，動きを通し解決に取り組む。また，自

的に積み上げていくことが重要である。学習する単

己や他者，教師による適切な評価により，運動の楽

元が小中連携９年間のカリキュラムの中のどの位置

しさや喜びを味わわせる。

にあり，何を身に付けさせるのかを明確にする。

教材化と授業づくりの二つの視点により体育授業

（2）児童・生徒の実態把握

の質の向上を図り，仲間とかかわわり合う中で，運

児童生徒の既習内容や技能習得の程度，単元に期

動技能の確実な習得はもちろん，運動量の確保によ

待することなどを把握する。

る体力向上，運動の日常化へとつなげていきたい。
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ベースボール型の特性を味わえる授業づくり
ー クリケットブラストの実践とその可能性 〜高学年〜 ー

北海道教育大学附属釧路小学校教諭

1

中村 謙太
いることが打ちやすさにつながる点も特徴的である。

はじめに

ボールやウィケットは，コーンやティーボールで使

小学校の体育授業でベースボール型を取り扱って

用するボールなどに代用したり，バットもテニスラ

いない学校が少なくない。ベースボール型の運動が

ケットで代用したりすることも可能である。

持つ問題として，場所や人数，「投げる，打つ，捕

この運動の魅力は「投げる，打つ，捕る，走る」

る」などの技術の難しさ，直接プレイに関係する場

の運動機会を保障できることであると考える。ウィ

面が少なく運動量を確保できない，ゲーム中に求め

ケットに当てることが得点やアウトにつながるため

られる状況判断の複雑さなどが考えられる。

「投げる」意欲が高まり，ファールがないルールで

そこで，本実践ではベースボール型の特性とねら

あるため，何とかボールをバットに当てればという

いを理解したうえで，その特性を味わえる授業づく

「打つ」意欲を高めることにつながる。走る区間は

りを目指した。本単元は『クリケットブラスト』と

一定区間の往復であること，アウトにできる場所

いう運動を扱い，「投げる，打つ，捕る」さらには，

（ウィケット）は２つであることから，守備側・走

「走者と守備の競い合い」を味わえることを目指し

者側の判断材料が少なく，「走る」「捕る（守る）」

た授業の実践である。

2

動きが活発化することにつながる。

3

クリケットブラストとは
打つ人

運動との出会いの工夫

現行学習指導要領で示されている技能「（ア）止

走る区間

まったボールや易しく投げられたボールを打ったり
走塁したりして攻撃し，また，それを阻止するため

守る人

に捕球したり送球したりして，攻守を交代するゲー
走る人

ムができる，（イ）得点をとるための出塁と進塁が
でき，また，チームとしての守備の隊形をとってア
ウトにする動きができる」の要素を含んだゲームに

投げる人

守備位置

するために，本単元では以下のようなルールとした。
得点ライン

クリケットブラストとは，クリケットというスポー
ツを楽しみながら，身近にしていくことができる日

ウィケット

本クリケット協会で考案されたプログラムである。
この運動の特徴として挙げられるのは，①ワンバ

ピッチャー
ライン

ウンドさせて投げる，②ワンバウンドのボールを打
（マット）

（ウィケット）にボールを当
てる，⑤同じ場所を繰り返し

ストライクゾーン

つ，③守備位置が選べる，④アウトにできる場所

走り得点することである。ま
【はじめのルール】

た，左写真のように，クリケ

１．投げる人は必ずバウンドをさせる。
２．投球は１チーム８球とする。
３．４人（５人）でチームを編成する。

ット協会で市販されている道
具では，バットは面になって

2
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的をねらうときの投げ方，③打ってからすぐ走るこ

４．マット（ストライクゾーン）の上を通過した場合，
ストライクとし，０点とする。マット（ストライク
ゾーン）の上を通過しなかった場合，やり直し投球
とする。
５．攻撃は，必ずランナーとバッターを配置して始め，
アウトになったら交代する。
６．守備の際は，チーム全員で守る。

とができる姿勢，④アウトの確率を上げる守備位置
の工夫

など，思考を焦点化していく姿も見られた。

まずは，映像を用いてクリケットを紹介し，「世
界第２位の競技人口」
「アジア大会日本女子代表銅
打つときや走るときの構え，的を狙うときの投げ方を意識している様子

メダル」など，子供が興味を引く内容を提示した。

（2）ゲーム中における教師のかかわり

その後，もう一度映像を見てもらい，楽しそうな点，
難しそうな点に分け，クリケットを楽しく行うため

毎時間，ゲームの時間を設定し，本単元の運動に

の課題点を子供と共有した。また，ルールを理解で

かかわっていける場を設定した。そのゲームの中で，

きるよう試しのゲームの時間を通常より多く設定し，

子供が自己（チーム）の課題に立ち返る瞬間を作り

教師と子供で確かめ合いながら，必要に応じて変更

出せるよう教師は即時フィードバックを繰り返し，

していった。誰もが経験したことのない運動だから

よい動きの価値付けや修正する必要のある動きに対

こそ，みんなでクリケットとかかわり，楽しい運動

して支援していくなどの教師のかかわりを大切にし

にしていくことを全員で意識できるよう心がけた。

た。その際，本単元における攻撃や守備の動き方や，

4

思考を事前に整理し，それを基に子供が獲得した学

運動とのかかわりを深くする工夫

びや課題意識に合わせて教師のかかわりを行ってい

（1） 必要感から生まれる課題解決の場の提供

くようにした。
●即時フィードバックを行う際に基にする言葉

子供にとって大きな学習課題は「得点する・得点
を防ぐこと」になる。ある程度，ルールへの理解度

打つ

構え（バット下）
，膝，ウィケット前，当てた後

が深まり，課題が共有されてきた段階で，その課題

走る

最短距離，バット使って，スタート姿勢

解決を目指す活動内容を提示した。本単元では，活

投げる

踏み出し足，バウンド場所，目線

動内容を５つ用意した。種類は「バッティング」

守り

カバー，ウィケット近く，守備位置，ボール正面

「ラン」
「的当て」「ノック」「キャッチボール」であ

すると，教師が使う言葉を子供がゲーム中にチー

る。それぞれ違う要素で構成される練習内容とし，

ムメイトへの言葉かけとして用いたり，授業を振り

この中から必要だと感じるものを選択させた。

返る場面やチームで作戦会議をする場面でも使うよ
うになったりしていく様子が見られた。

ステージネット
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子供たちの様子から，クリケットブラストは子供
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３

にとって興味を喚起・維持できる運動であること，
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クリケットブラストの成果と課題

1

2

ベースボール型のねらいを十分に達成し，特性を味

ひとつのチーム，２カ所。

提示した活動内容（左から，バッティング，的当て，キャッチボール）

わえる運動だとわかった。また，ベースボール型の
課題である「場所」や「運動量」の制約をある程度

活動内容を選択させることで，自己（チーム）に
とってどんな要素が必要なのか，自ら考える姿を引

クリアできるものであること，冬季や小規模校でも，

き出すことができた。さらに，学習カードの中に

実践することが可能であるとわかった。

「なぜ，その練習をするのか」という理由を記述す

ただし，クリケットブラストはルールを理解する

る欄を設け，選択の意図や目的を明確にしながら活

まで時間を要するため，学校や児童の実態に応じた

動したことで，①打つときの立ち位置や構え方，②

ルール面のさまざまな工夫が必要である。
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つながる体育で確かな学びを

ー バレーボールの実践を通して 〜小学校から中学校へ〜 ー

増毛町立増毛小学校教諭 辻 啓吾，羽幌町立羽幌中学校教諭 山形 大介

1

意欲化を図った。

はじめに

中学校では，小学校のネット型ゲームを基に，既

かつて炭坑で栄えた頃の羽幌町には，町内に複数

成種目「バレーボール」の特性に触れ，その楽しさ

の小・中学校が存在していたが，現在は過疎化に伴

を味わい，さらには，技能を高めていくことを単元

い，町内の小・中学校は１校ずつとなっている（離

目標とした。バレーボールは，キャッチすることな

島を除く）
。留萌管内は同じような環境の町村が多

くボールを操作する難しさゆえの，仲間とつなぐス

いため，留萌管内学校体育研究会では，これを“プ

リリングなゲーム展開が醍醐味であるため，単元の

ラス”に捉え，
「つながる体育」をテーマとして小・

まとめに「校内バレーボール大会」を設定すること

中連携に取り組んでいる。本町でも小学校から中学

により，集団技能や意欲の向上を図ることができた。

校へスムーズに，かつ，効果的に移行することをね
らい，
「９年間をつなぐカリキュラム」を作成し，
授業づくりに活用している。
今回の実践であるバレーボールは，子どもたちが
中学校で出会う球技の中でも大変難しい種目である
ため，小学校での学びの経験が中学校での出来栄え
を大きく左右することとなる。そのため，ネット型
ゲーム（小）とバレーボール（中）をうまくつなぎ，
学習効果を高めるためには，小・中学校間の連携が

校内バレーボール大会の様子（中学校）

不可欠となる。今回は，技能の習得はもちろん，そ

（2）学びの設定でつながる（子どもと子どもの

の学び方についても小・中学校間の「つながる体

つながり）

育」を目指す取組を行った。

2

小学校では，導入から終末までをパターン化し，

３つの視点でつながる体育

見通しをもって取り組ませたり，子どもたちにとっ

（1）単元の設定でつながる（子どもと運動のつ

て必要感のある課題を提示する中で，作戦の有効性

ながり）

やチームの工夫が図られるような授業展開を行って

小学校では，高学年や中学校へのつながりを意識

きている。これらが自然な“学び方”となっている

し，
『ボールの落下点に動いてボールを拾い，相手

ため，中学校でも同じような授業展開を行った。

コートに返す』力を確実に身に付けることを単元の

中学校では，導入での「円陣パス」から，終末の

目標とした。そのために，一人１個のボールを用意

「チーム反省・次回の目標設定」まで同じパターン

し，ボールを手でキャッチしたり，手で弾いたりす

で授業を進めた。特に，メーン活動は「前時の反省

る慣れの運動の時間を多く設け，一人一人の「でき

から練習メニューを話し合う→練習に取り組む→練

た！」という自信を育んでいった。また，単元の見

習を生かしてゲームを行う」を毎時同じ流れで行っ

通しをもたせるための掲示や簡単なルール・作戦を

た。これにより，ゲームをしながら自分たちのチー

考える時間をもたせる他に，体育館にトロフィー

ム課題を見つけることができるようになった。また，

（団体賞・個人賞）を飾ったり，単元の終末に大会

その解決のための練習を行うことにより，学習に対

を設定したりと，さまざまな手だてで子どもたちの

する強い必要感が生まれ，それが技能や意欲の向上

4
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チーム課題に対して，授業を通してどの程度達成で

にもつながったように思える。
１年生では単元の後半から，ラリー中にレシーブ

きたかを「＋２」～「－２」の間で自己評価し，全

→トス→アタックの流れが多く見られるようになっ

体の前に掲示する）や，『チームカード』（本時の反

た。３年生は，クイックや時間差攻撃なども取り入

省や次時の課題，目標を記入する：カード①）を活

れるチームが見られ，大変高いレベルでのゲームを

用して，『見える評価』と『残す評価』を行った。
これらの評価活動により，運動に対する自己評価

展開することができるようになった。

力が高まり，個やチームの出来栄えを客観的に捉え，
的確な課題を見つけることができる生徒が多くなっ
た。さらには，課題解決のため，始業前の休み時間
に自主的に練習を始める生徒も増えた。また，授業
での練習やゲームにおいても，考えながら取り組む
様子も伺えた。
授業の様子（小学校）

（3） 学びへの対応・評価でつながる（子どもと
教師のつながり）
子どもたちが汗を流しながら「肯定的」で「前向
き」な発言をする，そんな授業を常に目指したい。
そこで，ハイタッチ・アドバイス・試合前のファイ
トコール・挨拶と握手など，ゲームにおけるマナー
の徹底や子ども同士の肯定的で前向きなつながりの
価値を高めながら，温かい雰囲気で授業を進めた。
また，チームや個人の課題に対する取り組み方を見
とり，それぞれにアドバイスをすることで子どもた
ちと教師のつながりを常にもつことを意識しながら
授業を行った。

カード①『チームカード』

小学校では，
『のびーター』（写真①）を使い，単

3

元を通した技能面の課題に対する子どもの『見える
評価』と，体育ノートに子どもが感じたこと・思っ

おわりに

「もっと！」「ずっと！」という，子どもたちの内

たことを記入する『残す評価』を行った。

側からのエネルギーあふれる肯定的で前向きな言葉
は，私たち教師にとって心がHOTする宝物である。
このような言葉を引き出すためには，計画性のある
『子ども・教師・教材のつながり』と，系統性のあ
る『学ぶ内容のつながり』で，子どもたちや体育指
あ

す

導の今だけではなく未来を見た指導が必要である。
プラス

魅力的な授業・教材には，＋の副産物が子どもたち
にたくさん生まれることを信じながら，今後も『チ
ェックマンではなく，チャッカマン』として，子ど
もたちの心の中に火をともし，生涯体育への“種ま

写真① 『のびーター』

き”となる実践を小学校と中学校で力を合わせ，積
み重ねていきたい。

中学校でも，
『学習ボード』（移動黒板を利用して

5
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生徒へ伝え続ける大切さ
− 保健指導講演会を通して −

札幌市立手稲中学校養護教諭

1

山本 奈保子

はじめに

本校では，
「保健指導講演会」として，性教育講
演会を実施して10年目になる。10代の妊娠・中絶
の数が多いと言われる北海道で，高校生になる前に
少しでも性への理解を深め，知識や心の豊かさを身
につけさせたいと思い，３年生対象に実施したのが
始まりである。現在，各学年で年１回実施している

るイライラ感など，講師からの質問に自分の気持ち

外部講師による講演会の中から，今回は１年生対象

に近いほうに赤・青のカードを挙げさせることで，

の「こんにちは

自分に向き合えることができている。また，周囲の

2

思春期」の実践を紹介する。

友達の反応や高校生の実態を聞くことで，自己肯定

講演を根付かせるために

感が低く自分に自信のない生徒も，安心できるよう

過去に行った性教育の学級活動では，担任自身の

である。また札幌平岸高校に在籍していた生徒２人

不安もあり，なかなか足並みがそろわない状況があ

が考案した「ネガポ辞典」を取り上げ，ネガティブ

った。そんな中，札幌市保健所の事業として，保健

な言葉をポジティブに言い換える ｢ネガポチェン

師・助産師による講演が始まった。専門家の講演が

ジ」の演習を，互いに自分たちで行ってみた。

生徒・教師にも好評だったことを受け，外部講師に

講演会後は，生徒に感想を書いてもらい，講師に

よる講演を各学年に取り入れた。講師の選定に苦慮

送付して，来年の講演の参考にしていただいている。

することも多いが，運営面では，教務部や学年の協

また，ほけんだよりや掲示物で生徒の感想や様子を，

力によりスムーズに行えるようになり，現在は本校

保護者にもお知らせしている。

の教育推進の重点である「生きる力」
「健やかな身
体の育成を図る」に基づき，学校全体で取り組んで
いる。

１学期
２学期

１年生

２年生

たばこの害
（担任）

アルコールの害
（担任）

●こんにちは
思春期
（外部講師に
よる講演）

●生命の誕生−命
のいとおしさ−
（外部講師によ
る講演）

３年生

受験期の健康管理
（担任）
●未来へ−「性」を
みつめよう−（外
部講師による講演）

３学期
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●：保健指導講演会（２時間扱い）

3

卒業生の妊娠・出産の話を聞くが，そのことが良

講演（1年生）

講師として，札幌平岸高等学校養護教諭

おわりに

い悪いではなく，自分が選ぶ「生と性」に責任を持
ち，後悔なく生きていってほしいと願ってやまない。

今井

幸先生に依頼して６年目になるが，小学校勤務のご

そのために，中学生時代に知ってほしいことを，繰

経験もあり，１年生にもわかりやすい表現で話して

り返し伝えていくことが，私たち教師にとって必要

いただいている。体の成長の不安や人間関係におけ

なことだと信じ，これからも続けていきたいと思う。
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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

陸上競技の授業で，記録が運動能力に左右されてしまい，生徒の意欲向上に苦労しています。生徒
全員が，記録が伸びる楽しさを味わえるような授業づくりをするには、どうしたらよいでしょうか。

A

B ミニハードルやポイントマーカーを使った練習

学習指導要領では，陸上競技の目標について，
『記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，

・ミニハードルは導入場面や恐怖心を持つ場合，効

基本的な動きや効率のよい動きを身に付ける』と記

果的である。

載されている。そこで，個人の技能差に関わらず，

・踏み切る場所と，抜

全員が成長を実感できる授業づくりのポイントを，

き足の着地点に目印

以下に３つ例示する。

を置く。

●授業づくりのポイント①

個に応じた目標と評価

陸上競技は，それまでの運動経験による技能差が

C 柔らかい素材のハードルを跳び越す練習

大きく出やすい領域であるため，個々の技能に応じ

（ハードルに振り上げ足・抜き足の目印を設置）

た目標設定が必要である。例えば，ハードル走では

・取り外し可能な柔らかい素材のハードルは恐怖心を

ハードリング技術の差によって，以下のような目標

軽減し，低く跳べる。

を立てることができる。

・振り上げ足と抜き足
で目標物を蹴って低

目標タイム＝50m走タイム＋（ｔ×５）

く跳ぶ。

※Ａ評価…ｔ＝0.3，Ｂ評価…ｔ＝0.4，Ｃ評価…ｔ＝0.5
さらに，タイムの評価にとどまることなく，記録の伸
びを評価することが必要である。

●授業づくりのポイント②

●授業づくりのポイント③

他者とのかかわり

個々の課題を明らかにするには，客観的な目が必

練習方法の選択

要になる。それには，グループ学習を取り入れた授

思考・判断の評価規準に，
「課題に応じた練習方

業展開が効果的である。このとき大切になることは，

法を選んでいる」とある。教師主導型の授業形態で

個々に役割を与えることである。実施者，補助者，

は，教師が提示した練習を生徒が行い，タイムを評

観察者を設定し，協同的な学習を取り入れる。その

価する授業になりがちである。この授業形態では，

学習によって，他者からの評価を助言として得るこ

思考・判断の評価材料を得ることが難しい。そこで，

とができ，個々の学びが深まると考えられる。また，

いくつかの練習方法をあらかじめ提示し，自らの課

観察者は仲間にアドバイスしたり，練習方法を提案

題に合った練習方法を選択させる授業が考えられる。

したりすることで，

例えば，ハードル走では，以下のような練習方法を

自分の練習に生か

生徒に提示することができる。

したり，学習課題
の解決につながる

A 振り上げ足と抜き足

と考えられる。

の形を覚える練習

また，ハードル

インターバルを狭めて，

走では左のような

・振り上げ足をまっす

ワークシートを用

ぐ振り上げる。
・抜き足を横に折りた

いると，協同的な

たみ，胸に引き付け

学習を行ううえで

前に踏み出す。

効果的である。
ワークシート▶
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体育授業と運動技能

知内町立知内中学校校長
楢山 聡

平成三十年、北海道学校体育研究大会が渡島を会場

に開催される。ボールゲームを通して渡島の研究を主

張するのだが、現在議論を巻き起こしているのが「運

動の技能」である。それは、運動の楽しさを追求する

ためには、技能の高まりや獲得が必要になるというこ

とだ。

ここで、ゴルフについて考えてみよう。初めてゴル

フをする人は、いきなりコースに出るのではなく、ゴ

ルフレンジ（練習場）で「打ち方」を練習して、ある

程度打てるようになったら、コースデビューをする。

その後も練習を積み重ねるが、なかなか思ったような

スコアには届かない。一方、パークゴルフではゴルフ

レンジ（練習場）は存在しない。それは、用具やコー

スが易しく、すぐにコースに出ることが可能だからで

ある。ヨーロッパでは、ゴルフを始める場合、パット

ゲームや五十ヤード程度のショートコースから始める

そうだ。なぜなら、
「目標回数でカップインする」と

いうゴルフの楽しさをたっぷり味わいながら、次のス

テップとして「長いコースに挑戦しよう」という意欲

がわき出るのである。

体育にもショートコースが必要なのではないか。

平成22年度の学体研定期総会にて，正式に平成

くかということが重要であると考えたからです。

26年度北海道学校体育研究大会函館大会の開催が

また，子どもたちが，自分やチーム等の課題を解

決まりました。翌，平成23年度，当時の函館支部

決するために友だちとコミュニケーションを図り

の研究部にて函館大会へ向けて，研究主題の

ながら，協力したり，教え合ったりしていく

見直しに着手しました。市内の会員所在

ことが体育の学習ではとても大切である

校にアンケートを取り，そこから，児

「学び方」を
考える

童の実態を捉え，研究主題を固めて
いきました。そして，研究内容を吟
味した結果，その一つに「学び方」
というキーワードが浮上しました。
実はこの「学び方」は私が一番こ
だわった言葉であり，明文化が非常に

函館市立中央小学校
主幹教諭

小川 尚史

難しいものでした。しかし，仲間たちと何

からです。
函館大会では，そのような子ども
たちの姿を各授業会場にてお見せで
きたのではないかと思っています。
この「学び方」が，まさしく体育の
学習で身につけさせたいスキルの一
つなのです。私たち体育教師が，この

「学び方」の指導を積み重ねて，子どもたち

度も議論を重ねるうちに行き着いた一つの答えが，

がこのスキルを身につけていけば，将来，仲間と

「グループ学習（ペア学習）
」でした。運動の機能

の関わりを大切にし，生涯スポーツを目指し，豊

的特性に存分に触れさせることを追求するために

かなスポーツライフを営むことができる人間の育

は，教師がその学習集団をどう組織し，育ててい

成につながると考えています。

保健体育教材

・みんなの体育１〜６年
・小学校体育デジタル副読本 みんなの体育５・６年
・小学校体育 映像クリップ集DVD 中・高学年
・中学体育実技
・中学体育実技 デジタル版
・中学校体育実技 映像クリップ集DVD
発売中！
・中学保健体育の学習 １〜３年
・中学保健体育ノート １〜３年
※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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