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「学びとる」
と
「教える」
を明確にした授業づくり
札幌市立山鼻小学校校長（北海道学校体育研究連盟札幌支部長） 渡辺

元

（平成29年3月現在）

２．どのように学ぶか

２月，
「学習指導要領」の改定案が公表され，“指
導内容の示し方の改善”において，体育・保健体育

課題・問題解決的な学習を大切にしていきたいか

は，
「知識・理解」「思考力・判断力・表現力」「学

らこそ，解決につながる“学びの引き出し”を子ど

びに向かう力・人間性」などの育成を目指す資質・

もたち自身が多数持たなければならない。そのため

能力の三つの柱が示された。今まで，私たちが取り

には，アナロゴンなどの疑似体験活動も含め，基礎

組んできた授業にずれはなく，
「生きる力」の獲得

的・基本的な知識・技能を身に付ける“スキルアッ

を目指す方向性も変わるわけではない。だからこそ，

プタイム”を各単位時間内に一定時間必ず位置付け，

今一度「学びとる」と「教える」を明確にした授業

計画的・継続的に取り組む必要がある。また，さら

づくりについて考えていきたい。

なる“できる”
“わかる”への転換を図るため，学習

１．何を学ぶか

カード・ノートを掲示するなど，つかんだ知識財産を
見合い・伝え合い・教え合う取組も重要となってくる。

保健体育科においては，小−中−高12年間を見
通した４年間の区切りが示され，各学校における系

さらに，その土台には，何を「学びとる」
，何を

統性を重視した教育課程の編成が重要となる。中で

「教える」かを明確化した単元構成・教育課程の編

も単元の課題を以下のように明確化してとらえたい。

成が不可欠である。

①今回，この教材を選んだ意図は？

３．何ができるようになるか

領での内容は？

②学習指導要

③目指す子どもの姿は？

④子ど

もの実態から教師はどんな願いをもっている？

自分では運動する姿が見えない体育の授業だから

⑤

こそ，ペア学習やグループ学習も含め，“交流の

⑥運動

場”の必然性が生まれてくる。「主体的・対話的で

課題達成のポイントに向け身に付ける技能，学びの

深い学び」が生じる学習活動を通して，「なるほど

場はどのようなものに？

なあ」「そうなんだ」「わかったぞ」と実感を深めて

何を運動課題達成のポイントとするのか？

⑦教師が教えることは？

⑧子どもたちに考えさせることは？

⑨⑧のために

どんな場やルールを設定するのか？

⑩この単元の

次期「学習指導要領」でも，生涯にわたる心身の

⑫日常の学級の

健康の保持増進や豊かなスポーツライフの実現を重

系統性は？

⑪安全面の配慮は？

いくのである。

中で育てなければならないことは？

視している。そのためにも，体育の学習が運動の日

さらに，小学校においては，幼稚園・保育所など

常化につながっているか，児童・生徒の運動習慣の

や中学校との接続を意識した教育課程となっている

形成のための意図的・計画的な手だてを学校として

かも検討していく必要がある。

講じているかを振り返り，再検討していきたい。
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子どもの可能性を引き出すボールゲームの授業づくり
−「なんでもシュートボール」の実践を通して ～体・頭・心をつなぐ体育～ −

留萌市立潮静小学校教諭

1

今井 利和子 （平成29年3月現在）
【「なんでもシュートボール」のルール】

はじめに

①１試合２分間の攻守交代
（攻め４人，守り３人）
。

低学年のゲーム領域のボールゲームでは，目の前

②攻める側はコートの外側から的を狙ってボー

にいる子どもたちの実態に合わせてさまざまな教材

ルを投げる。的に当たれば１点。ゴールに入

を作ることができる。

れば２点，的のダンボール箱を倒せば３点。

今回はボールのいろいろな投げ方を経験させると

③守りはボールを捕ったら，コート外の好きな

ともに，
「狙ったところにボールを投げることがで

ところに転がすことができる。

きる」
「状況に応じて投げ方を工夫することができ
コート

る」子どもの姿を目指して教材作りを行った。また，

縦約５ｍ，横約８

この単元で習得したことを中学年のゲーム領域に生

ｍの長方形で，そ

かせるような教材にしたいと考えた。

2

の中央に的のダン
ボール箱を置く。

「なんでもシュートボール」で体・頭・心をつなげる

これらのルールはゲームを重ねながら「もっと楽しくなるように
ルールを工夫しよう！」と投げかけ，子どもたちの声を聞きながら

（1）「なんでもシュートボール」とは

みんなで考えていった。話し合いを通し，自分たちでゲームを作り
り上げることで，体を動かすことだけではなく“考えることの楽し
さ”を感じることができる。実際の試合が始まると，子どもたちの
さまざまな動きを見ることができる。チャレンジタイムで経験した

①的となるダンボール箱にボールを当てて，倒
したり，上のゴールに入れたりしたりして得
点を競うとともに，投げ方を工夫することで，

投げ方を使って，狙う的に合わせて実践する姿が多く見られた。

どの子にも得点のチャンスがある。

（2）投げ方「なんでも」できるように！

②３種類の得点方法を設定することで，子ども

−「やりたい！」を引き出す仕掛け−

の多様な考えや動きを引き出すことができる。

本単元ではチャレンジタイム（ドリルゲーム）と

③友達と関わりながらゲームをすることを通し

ホットタイム（タスクゲーム）を毎時間設定した。

て，集団で運動することの楽しさを味わうこ

●チャレンジタイム

とができる。

［シュッとゾーン］
，②力強くボールを投げて的を倒
す［ドカッとゾーン］
，③自分の身長よりも高い

【
「なんでもシュートボール」の的&ゴール】

ゴールネットを狙って投げる［フワッとゾーン］の
３つのゾーンを設けた。また，①当てる，②落とす，

ゴールネット
土台ダンボール
箱

同じサイズのダ

ボールが入った

③入れるという３つの目的に合わせ，自分たちで

ら，自然に床ま

「どうしたらよいか」を考えて投げ方を工夫したり，

で落ちるよう工

教え合ったりする姿を目指した。

夫した。

初めは軽い的（ダンボール箱）しか倒せなかった

ンボール箱を４

子が重い的を倒せるようになったり，制限時間内に

つ並べて置く。
高さと不安定感

①確実に的を狙って投げる

を出すことがで

児童用机

的
 の高さは，

ゴールにボールを入れられる回数が増えたりと，そ

き，的を倒すと

165cmほどに

のゾーンの記録を振り返ることで自分たちの成長を

きのおもしろみ

なるようにした。

感じ，学級全体で技能の伸びを共有することで達成

が増す。

感を味わっていた。

2

道版保体ジャーナル

のか？」を子どもたちに考えさせながら授業を展開

①シュッとゾーン（コントロール）

していった。よい動きを全体で共有することで，

確実に的を狙ってボールを

「自分たちの試合でもやってみよう！」という意識

投げるとともに，返ってき
たボールをすぐに投げるな

の高まりにつながるよう心がけた。

どの動きを身に付けられる

今回は守り方に重点を置いていなかったが，試合

ようにした。

を重ねるごとに相手がいないところを狙ってボール

②ドカッとゾーン（スピード）

を転がしたり，甘いボールを奪ったりなど，点を取

的
 のダンボール箱の中に重さ

られないための動きが子どもたちから自然と生まれ

の違うペットボトルを入れて，

てきた。

どんどん重くしていく。足の

さらに，試合前のチームでの円陣，「ナイス！」

踏み出しを意識して投げられ
るようにした。

「ファイト！」など肯定的な声かけをすることで子
どもたちの中に一体感も生まれていった。

③フワッとゾーン（ループ）
高
 いゴールにボールが入る
ように，膝を曲げて投げる
こ と を 意 識 さ せ た。 １ 分
30秒間で何回ゴールでき
たかを記録する。

●ホットタイム

（4）
「なんでもシュートボール」を振り返る

実際の試合を想定した動きが身

に付くよう，ミニコートでの攻守混合のゲームを展

本単元を通して，「力強く」や「山なり」など多

開した。守りにボー

様な投げ方を経験させたり，状況に応じた使い分け

ルを捕られないよう

を考えさせたりすることができた。この経験を今後

にパスを回したり，

のボール運動に生かしていきたい。また，友達にパ

フェイントをかけた

スをしてボールをつないだり，「ナイス！」などの

りと，回数を重ねる

声を掛け合ったりすることで，集団で運動する楽し

守りにボールを捕られない

ごとにさまざまな動

さを味わわせることができた。

ための動きやチームでの動

きの変容が見られた。

きの練習。

しかし，ホットタイムとメーンゲームのつながり
やコートの形など，学校や子どもの実態に合わせて

（3）
「かちタイム」で子どもたちの声を生かす

ねらいを達成するための工夫を重ねる必要がある。

１単位時間内で２回行うゲームの間に「かちタイ
ム」という作戦を考える時間を設けた。そこでは，

3

次の試合で誰がどこから攻めるか，相手をかわすた

今回は，留萌管内学校体育研究大会留萌大会に伴

めにどんなボールを投げたらよいかなどを話し合わ

おわりに

い，前述の取組を公開させていただいた。

せ，低学年なりのさまざまな意見が聞くことができた。

研究協議では，留萌管内の会員をはじめ，管外か

子どもの声を大切にし，考えを積み重ねながら授

らご参加いただいた北海道学校体育研究連盟役員の

業を展開していくことで，
「自分の考えが得点につ

皆様や稚内市の小・中学校の先生方からも，ご意見・

ながった！」
「次はどんな攻め方ができるかな？」

ご指導をいただき，大変貴重な機会になった。

と主体性が育った。毎時間の授業の終末では，よ

同日の中学校での公開授業では，「小中連携」が

かった動きや言葉などを振り返り，次時への意欲の

話題となり，改めて９年間のつながりの重要性を痛

高まりにつなげていった。

感した。低学年での学び方や技能の習得が，９年間

また，ゲーム中によい動きがあったときにはその

のスタートになることへの“責任”の重さを心に刻

場でゲームを止めて，全体で「今の動きはなぜよい

みながら，明日も授業づくりに励んでいきたい。
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考えることの楽しさを実感させる
『習得・活用・探究』型の授業づくり
札幌市立札苗中学校教諭

1

加藤

−1年柔道−

拓
手を尊重し伝統的な行動の仕方を守ろうとする態度

はじめに

の育成を図った。

武道が全国の中学校１，２年生で必修化された

〈毎時間行う柔道の準備運動〉

2012年度から現在に至るまで，札幌市では多くの

●膝の屈伸，伸脚など通常の準備運動

指導者講習会や研究授業が行われてきた。教師が勉

●後ろ受け身，横受け身，前回り受け身

強する機会が増えたため，私も柔道を指導すること

＊

●わきしめ前進やエビなど，体さばきに関する

に以前より抵抗を感じなくなった。その反面，子ど

運動

もたちにとっては中学校で初めて学習する内容のた

＊固め技の体さばき

め，授業を行う前の印象は,「痛そう」
「体が小さい
人は不利」という理由から「あまりやりたくない」

▼礼に始まり礼に終わる

という子どもが大半である。
そこで，本実践では，中学校１年生を対象に，い
かにして初めて学ぶ柔道を楽しませ，好きにするこ
▲帯をしめる練習

とができるかを第一に考えた。柔道の基本的な知識
や技能を習得し，それらを活用して「できた」「わ
かった」という達成感を味わうことができる授業。
そして，自然と湧き出る疑問が学習課題となり，探

（2）知識・技能を活用する

究する楽しさを味わうことができる授業。本実践で
はそのようなねらいをもち，子どもたちが受け身に

安全面を考慮し，最初は投げ技ではなく，固め技

なって教師の指導を受けるだけの授業ではなく，仲

から入った。抑え込みの３つの条件と，絞め技はし

間と協働し，主体的に学びを深めていけるような授

ないということのみを教え，自ら考えた固め技で相

業を目指した。

手を20秒間抑え込めたら勝ちというゲームを行っ

2

た。なお，３人１組グループで，取と受，そして観

子どもたちのやる気をかき立てる授業づくり

察者は「とけた」と判定する審判役を行った。

（1）知識・技能を習得する

〈抑え込みの３つの条件〉

テレビで放映される機会が多い種目であるため，

①相手をあおむけにする。

子どもたちのほぼ全員が「柔道の試合を見たことが

②相手の上で向かい合う。

ある。
」と話していた。しかし，実際にやったこと

③相手の束縛を受けない。

がある子どもは一人もいなかった。そのため，単元

馬乗りになってみたり，脚を抑えてみたり，さま

序盤における知識・技能の習得は必須である。特に，
他の種目以上に安全面に配慮する必要があるため，

ざまなアイデアが出てきておもしろい。しかし，ほ

受け身，体さばきなど，教え込まなくてはならない

ぼ全員がうまく技をかけることができない。なぜす

ことがたくさんある。本実践では，それらをある程

ぐに返されてしまうのか，という疑問が自然と湧き，

度準備運動の中に取り入れ，反復して身に付くよう

うまく技をかけたいという学びの意欲につながった。

試みた。また，礼法や左座右起，自他共栄，精力善

その後，上手に抑え込むことができた子どもに代表

用など，柔道固有の考え方を最初の授業で学び，相

してみんなの前でやってもらい，相手の自由を奪う

4
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ためには「相手に密着すること」
「相手の上半身の

私自身もこの考えにつなげたかったので安心した瞬

自由を奪うこと」が必要だということを全員で共有

間であった。全員でそれを共有し，再び試合を行っ

した。そこから，けさ固めを教え，実践してみると，

た。振り返り場面では，学んだことを整理し，ワー

ほぼ全員が20秒間抑え込むことができた。知識，

クシートに記入

技能を活用して達成感を味わった瞬間であった。そ

した。

して，試合で使えるような形に近づけるため，立ち
膝で組み合い，取と受を決めた状態からいかにス

▶発表の様子

ムーズに固め技にもっていくかという練習を行い，
崩しの概念につなげた。

【ワークシート】

①
★

▲けさ固めの様子

③

②

▲横四方固めの様子

②

（3）探究する（思考力・判断力の育成）
③

けさ固め，横四方固めの形を学んだ後，試合形式

①

で固め技のかけ合いを行った。立ち膝で組み合って
から始めるものである。試合というと子どもたちは
意気揚々と取り組むものだ。いざ勝負をするのだが，

3

なかなかうまく技がかからない，力の強い子どもに

今回の実践で大切にしたのは，学習課題を教師か

勝つことができない，という状況に陥る。相手を崩

ら与えるのではなく，子どもたちから引き出し，共

してスムーズに技をかける練習をしてきたのに試合

有化するということである。そのために，子どもた

になるとうまくいかない。これまでの練習と異なり，

ちに「なぜうまくいかないのだろう」という疑問や

おわりに

お互いに力をかけ合っているので当然である。そこ

「やってみたい」という意欲をもたせることが必要

で，
「試合で相手をうまく崩すためにはどのような

だと感じた。前出のワークシートの★部分から読み

動きが必要なのか」という学習課題が子どもたちか

取れるのは，「相手の力を利用して抑え込みをした

ら湧き出てきた。

い」という新たな意欲である。このような意欲や疑

技をスムーズにかけたいという必要感があるため，

問を次の授業に生かしたい。

子どもたちは意欲的に課題に取り組むことができた。

しかし，日常の授業で学習課題を引き出せなかっ

グループで話し合

たり，考えさせたい内容からそれてしまったりと，

い，実践し，ホワ

うまく授業が進まないことが多々ある。それまでの

イトボードに書い

知識・技能が不十分なのか，発問の仕方が適切では

て発表するという

ないのか，単元の全体計画に問題があるのか，いろ

場面を設けた。
12の グ ル ー プ

いろな理由が考えられる。今後はその理由を追求し，
▲グループでの話し合い

子どもたちの主体的な探究活動が，もっている知識

があり，いちばん多かった回答が，「相手の力を利

をさらに深めるような『習得・活用・探究』型の授

用して崩す」というものであった。

業づくりを目指したい。
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一人一人がかけがえのない存在
−系統的な保健指導「いのちの学習」−

札幌市立丘珠小学校養護教諭

1

新美

樹 （平成29年3月現在）

はじめに

４年
題材名

全国の自殺死亡者数は，平成10年に３万人を超

いのちって
すごい！

えて以来高い水準で推移しており，札幌市において
も，毎年400人前後が尊い命を自ら絶っているのが

ねらい ：命の始

５年
題材名
助産師さんから
学ぼう
ねらい ：二次性

６年
題材名
保健師さんから
学ぼう
ねらい ：妊婦ジャ

現状である。特に，若い世代の自殺は深刻な状況に

まりから出生まで 徴に伴う体の発育 ケットを身に付け

あるため，札幌市教育委員会では，平成25年度よ

の仕組みを知り， や男女の体の仕組 る体験や赤ちゃん

り「命を大切にする指導」を最重要課題として取り

命の尊さに気付く みを知る。胎児人 人形のお世話の体

組みを強化してきた。

とともに，自分や 形 に 触 れ た り， 験を通して，自他
周りの人を大切に ドップラーを使っ の命は家族の愛情

本校では，平成26年度から，札幌市教育委員会

しようとする気持 て心音を聞いたり と保護により大切

が定める「子どもの命の大切さを見つめ直す月間」

ちをもつ。

に合わせて「いのちの学習」を実施している。その

する体験を通して，に育まれたことに
自他の命を大切に 気付く。

指導については，題材ごとに内容の充実を図ってき

しようとする気持

たが，系統性の観点からは課題があった。昨年度は，

ちをもつ。

各学年の発達段階に合わせた系統的な指導ができる
〈学習内容〉

よう内容の見直しを行った。その取り組みを紹介し

１年

たい。

2

・男女の体の違い ・おへその役割

「いのちの学習」指導計画

・性器の働きと大 ・出産を待ち望む
切にする方法

〈ねらい〉

４年

〈各学年の題材名とねらい〉

パンツはなぜ
はくの？
ねらい ：男女の

おへそのひみつ

３年

出生までの仕組
み

題材名

・命の始まりの奇

いのちのバトン

跡
ねらい ：おへそ

・生命の誕生まで
の大まかな様子
・受け継がれる命
のつながり

５年

６年

・命の始まりから ・二次性徴に伴う ・出産前後や出産

２年
題材名

３年

法

心や態度を育てる。

題材名

家族の思い

・性被害を防ぐ方 ・家族への手紙

命の大切さを知り，自分や周りの人を大切にする

１年

２年

体の発育

・男女の体の仕組 ・保健師の役割と
み

思い

・助産師の役割と ・妊婦ジャケット
思い

ねらい ：赤ちゃ

時の家族の思い

体の違いを知り， の働きを手がかり んが誕生するまで

・胎児人形やドッ

自分や友達の体を に，自分が誕生す の仕組みや命の連

プラーを使った

大切にしようとす るまでには家族の 続性について知り，

体験

や赤ちゃん人形
を使った体験

る気持ちをもつ。 愛情によって大切 家族の愛情により
性被害を防ぐため に育てられたこと 育てられた自他の

各学年１〜２時間の授業を行っている。指導者は

の基本的な行動を に気付き，命を大 命を大切にしよう
知る。

主に養護教諭で，高学年では，外部講師（助産師，

切にしようとする とする気持ちをも
気持ちをもつ。

保健師）も招いて行っている。

つ。
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実践報告

体験の感想を共有する
生まれる前から大切にされていたんだ。

ま

保健指導「いのちの学習」の中から，６年生児童

家族みんなが私を大事に思ってくれている。

と

を対象に，保健師と連携して実践した例を紹介した

→

め

い。

私たちは家族に愛情をもらいながら，大切に育
てられた。自分の命はもちろん，友達の命も大

（1）計画の流れ

切にしていきたい。

４月：札幌市保健所の事業申し込み

（3）事後指導

６月：電話にて担当の保健師と打ち合わせ
７月：保健センターにて保健師と打ち合わせ

事後アンケートを通して，知識の定着度と感想を

８月：児童に事前アンケート配付，集計

つかんだ。

９月：学校にて事前アンケートをもとに保健師と

●命ができるということは，きせきのようなことで，

最終打ち合わせ

すてきなことだと思った。そして，体験をした時，

「いのちの学習」実施

おなかにいる赤ちゃんは重たくて，お母さんはこん

児童に事後アンケート配付，集計

なに重たい私をもって大変だっただろうなと思った。
●命は大切。お父さん，お母さんが命をかけぼくを産

保護者向け「ほけんだより」の配付

んでくれたので，命を大切にしたい。

（2）「いのちの学習」の流れ

これらの児童の感想は，「ほけんだより」で保護

学習内容と詳細

者に紹介した。また，家庭でも命の大切さが話題に

保健師の仕事

なるよう，学習内容や保健師の思い，養護教諭の願

命の誕生

いも記載した。

導 ・命の始まり

各学年で行った「いのちの学習」の内容を写真を

入 ・胎児の成長
・妊婦さんの頑張り
・家族の支え
妊婦ジャケット体験
・２人１組で１人ずつ
ジャケットをつける。
・ミッションカードを
引く。

交えて紹介するとともに，児童の感想も掲示するこ

スライドを使った学習

とにした。
学習後，時間が経過しても，自分の命の大切さや

赤ちゃん人形お世話体験
・人形に衣服を着させる。

家族の愛情，命の連続性などを思い出してほしいと

・抱っこしたり，おむつ

いう願いから，この掲示を「いのちの学習」コー
ナーと名付けた。

を替えたり，あやした
りする。

展
開
「いのちの学習」コーナー

4

教室の配置図

おわりに

赤ちゃん人形お世話体験

「いのちの学習」は目に見えてすぐ成果が出るこ

（８体・シートに置く）

とではない。だからこそ，系統的な指導を継続的に

妊婦ジャケット体験

行う必要があると考える。今後も，実践の成果や課

（８体・机に置く）

題を探り，児童の実態に合わせた指導の見直しをし
ながら，「いのちの学習」を進めていきたい。
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笑顔の体育のために

〜体ほぐしの運動の学び直しを〜

松井 光一

（平成 年 月現在）

札幌市立手稲東小学校校長

子どもたちが笑顔で体育の授業に参加し、笑顔で運

動することが大切である。

かつて、体力向上のため、体力テストの数値を上げ

ることが大切だとして、運動量を無理やり増やし、強

生徒は測定前や激しい運動をする前に，自主的に

本校の体力向上の目標の１つに「柔軟

ストレッチを始めるようになった。中に

性の向上」がある。そのために，授

は，家庭で入浴後にストレッチをす

業のウオーミングアップで必ず

る生徒もいた。「ストレッチをする

学びについて一考

と柔軟性が向上する」という知

定期的に長座体前屈の測定を
行っている。もちろん，導入時

3

パートナーストレッチを継続的に実施した結果，

それ以後の行動の変容が重要」と考えている。

パートナーストレッチを実施し，

制的に運動させる時間をつくることが、業間体育とし

て全国で流行した時期があった。

できるようにさせることが体育だという主張が盛り

上 が り、
「 逆 上 が り は で き る よ う に な っ た が、 も う 二

度と逆上がりをしたくないと泣く子どもたち」を生み

出したこともあった。

生涯体育・スポーツにつながらなかったこの過去を

反省し、体育の価値観を変える領域が誕生した。それ

が、体ほぐしの運動である。それまでの体育は、右肩

上がりで運動ができるようにならなければだめだと思

われていたが、できなくてもよい、右肩上がりでなく

てもよいという領域が提示されたのである。

以来、大学や小学校の研修会や講義、授業などで体

ほぐしの運動をすると、どの会場でも子どもや参加者

の笑顔が生まれた。今まさに運動の二極化現象を抑え、

どの子も笑顔になる体育のために、体ほぐしの運動を

学び直す必要がある。

学びとは，
「そのときの学習効果だけではなく，

29

識が行動習慣になって現れた。
生徒には「数値を上げるだけ

千歳市立勇舞中学校

にはストレッチの基本的な理論を

教諭

工藤 修央

指導した。

で は80点。 ま だ， そ の 先 が あ る
よ。」と言っている。「その先」まで

すると，体育の授業だけの取り組み

どのようにたどり着かせるかが教師の

でも継続することで十分に効果は現れた。２

手腕にかかっていると考え，試行錯誤を繰り

年生の体力調査までに数値を上げることも可能で

返す毎日である。

ある。しかし，それだけでは学びは得られない。

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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