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意欲的に学びに向かう授業づくり
小樽市立潮見台中学校校長（北海道学校体育研究連盟小樽支部長） 原田 聖治
●はじめに

そのポイントは以下のとおりである。

小樽市学校体育研究会は，研究主題「心豊かに学び

■教師は助言者
☞学習の流れのモデル化，リーダー指導やグルーピングの工
夫，活動内容のコーディネート，課題別に選択できる活動
例の提示，活動ルールや場所・時間の調整，活動状況に応
じた指導助言（グループ指導や全体指導）
■生徒が主体的に深い学びに向かう手だて（言語活動）
☞リーダー会議の設定 （授業前または授業後）
時間・場所・試合順などの調整や運営，指示伝達
☞グループ（ペア）ミーティングによる意思決定
目標設定，ウォーミングアップ内容（補助運動も含む），
課題解決策（個やチーム課題に応じたメニュー選択），基
本練習・タスク練習時，ゲーム作戦会議，反省（課題修正
や設定を含む）
■ゴールを意識させた学習過程（単元構成）の工夫
☞生徒が身に付けるべく技術・戦術（高度な目標）の可視化
（ICT活用）
・動画（試合や演技などのVTR）によるイメージアップ，
解説力（伝える力）の習得
・目標の明確化による生徒の意欲の高揚
☞力量を確認するテスト（試技，記録，ゲーム）による目標
の数値化
・基本技能のプレテストやためしのゲームによる課題把握
と課題の段階的設定
・授業終末のゲームの勝敗，記録会等で課題達成度，取組
成果の確認
・単元末の評価（プレテストとの比較による伸び率の確認）
☞学習カード（個人カード，チームカード）による記録化と
集積
・活動の振り返りツールとして個人や集団技能習得状況の確認
・対話しながら上達を実感できる重要なツール

達成感を感じる体育活動の創造」を掲げ，今年で10年
の節目を迎える。振り返ると，発足当初は会員が少数
で授業者が固定化するなど授業研究に苦慮する中，道
大会への参加・還流などで地道に活動を重ねてきた。
現在，市の研究団体と連携した取組の中で中学校保健
と体育，小学校体育の３本の授業が可能となり研究活
動が充実できるまでになってきた。しかし今，学習指
導要領改訂というターニングポイントを迎え，完全実
施に向けて盛んに読み解きが行われているが，学び合
いの視点をどこに置いて進めるべきか明確に示さなけ
ればならないときである。

●達成感を味わわせる授業づくり

現行の学習指導要領以前から体育授業は，主体的・

協働的・対話的でなければ成立しなかった。まさにア
クティブラーニングでなければ，生徒の瞳は曇り，意
欲は消え，種目の特性にも触れさせることができない
ことを私たちは経験して知っている。
新学習指導要領の目玉は，資質・能力を育むための
「主体的・対話的深い学び」に向けた授業改善であると
言われるが，これまでも①「何を学び何ができるよう
になるか」学習の見通しを持たせ（ゴールのイメージ
化）
，②グループ（ペア）ワーク（対話的な活動による

●おわりに

思考や判断の積み上げ）によって協働的に取り組ませ

新学習指導要領を読み解く中で，
「これまでと全く異

るなど，③その過程における主体的な学び方（課題解
決の方法やツールを与えるなど）を工夫・改善してきた。

なる指導方法を導入しなければならないと浮足立つ必

また，④学習カードで振り返りを繰り返して（活動の

要はなく」とある。これからも「これまでの教育実践

可視化）課題追求（深い学び）を意識させながら，⑤

の蓄積に基づく授業改善の活性化により知識の理解の

ゲームや記録（数値や映像で変化を可視化）を通して

質の向上を図り」ながら，資質・能力を育む三つの観

上達していることを実感させるなど，目標（ゴール）

点（目標＝評価）をより意図的・計画的に展開してい

の達成感を味わわせる授業の研究を積み重ねてきた。

く授業デザインや単元構成の視点で研究が必要である。
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個々の課題意識を明確にし，解決への見通しを持って
取り組む授業づくり −５年 跳び箱運動（回転系の技の習得）−
札幌市立白楊小学校教諭
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余田 峻也
●８つの下位運動と技の系統性を示したもの

はじめに

両足ふみ切りから，うででしっかり体を支えて回ろう！

器械運動は，技の「できる」
「できない」がはっ

①
●

きり表れる運動であり，子どもたちの意識も「でき

マットでまっすぐに
前転

た」
「できなかった」で終始する傾向にある。授業

②
●

の中では，どの子にも「ここまでできるようになっ

演台マットで
前転

③
●

⑤
●

④
●

⑥
●

ステージを使って
前転

２つならべ跳び箱で
前転

た」という伸びを実感できるような工夫が必要であ

連結跳び箱で
前転

段差のある跳び箱で
前転

⑦
●

ゴムひもをこえて
台上前転

⑧
●

低い跳び箱を使って
台上前転

台上前転

る。そのためには，技を教えるだけでなく，練習の
スピードを調節して回ろう！

場や方法，見るポイントなどをしっかりと提示し，

スローモーション台上前転

子どもたちが見通しを持ちながら学習できるように
することが大切である。

こしを高く上げよう！

足をそろえてひざを伸ばそう！

大きな台上前転

跳び箱運動の台上前転が苦手な子にとって一番の
原因は，恐怖心である。そのため，主運動につなが

スピードを調節して回ろう！

る易しい場を用意したり，スモールステップで段階

スローモーション大きな台上前転

的に学習内容を示したりしながら，台の上で回転す
●練習の場

るという恐怖心を少しずつ和らげていくことで，安
定した台上前転，大きな台上前転を習得し，さらに
は首はね跳びなどの発展技へとレベルアップさせて
いくことを目指した。

マット

①
●

2

２つ並べ
跳び箱

ゴムひも
跳び箱

学習ボードの活用

⑦

跳び箱

④

演台

②

③

跳び箱

めにした「学習ボード」を用意し，子どもたちが自

連結ソフト
跳び箱

分の課題を解決していくための手だてとした。
●台上前転の動きを４つの局面に分け，動きのコツ

⑥

段差
跳び箱

⑧

跳び箱

ステージ

⑤

グループに１つ，以下のようなシートをひとまと

低い
跳び箱

目標とする動きは連続写真や動画，イラストなど

を示したもの

で示し，具体的にイメージできるようにした。技の
コツについては，できるだけ短い言葉で表すことで，
子どもたちがお互いに見合うときの言葉かけとして
も使えるようになった。
また，練習で助走からの勢い任せに回転する子が
目立ったため，「ゆっくり回る」という意識を持た
ふみ切り → うで支持 → 回転 → 着地
①両足で
「バンッ」

②手前に
「手」

③頭の後ろで
「クルッ」

せるために「スローモーション」を入れた。
それは，自分の体を意図的に動かすことのできる

④両足で
「ピタッ」

子に育てたいという願いからである。
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子どもたち同士が関わり合う授業展開

個人の技能習得を目指す器械運動であるが，１時
間の授業の中では，子どもたち同士の関わりを大切
にしながら，以下のような流れで進めていった。

（1）課題の確認
個々の課題を明確にするために，学習ボードを使
い，グループで課題を確認した。４つの局面（踏み

（4）振り返り

切り・腕支持・回転・着地）のどこを意識するか，
練習をする場

自分の課題が達成できたかについて，グループで

や仲間に見て

振り返り，次時に向けての目標が持てるようにした。

ほしいポイン

学習ボードを用いながら，自分で今日の活動がどう

トなどを伝え

だったかを振り返る自己評価と同じグループの友達

合うことで，

から意見をもらう相互評価が行えるようにした。

目的意識を持
って取り組め
るようにした。

（2）グループに分かれレベルアップタイム
課題を解決していくために，グループでお互いの
動きを見合い，補助をし合いながら技能を高めてい
った。
「３回行ったら交代する」などのルールを決
めておくことで，運動時間も保障した。教師は子ど
もの動きのよさや修正点を見取り，即時的に評価や

4

アドバイスをしていった。

単元に入る前に実態調査を行ったところ，安定し

おわりに

た台上前転ができなかった子が，33名のうち13名
いた。しかし，毎時間このように子どもたち同士が
補助をしたり，アドバイスをしたり，励まし合った
りしていく中でどの子も上達していく姿が見られ，
最終的には全員ができるようになった。
どの子も安心して取り組める場を保障し，目標を
持って取り組める学習展開にすることで確かな技能
は身に付いていくと感じた。また，跳び箱運動は安

（3）練習の成果を試すチャレンジタイム

全面についても十分配慮しなければならない。準備

グループの枠を越えて，クラス全員で学び合う時

や片付けの仕方，補助をする位置，手の着き方など

間も大切にした。うまくできていたときには拍手を

の指導すべき事項はしっかりと指導し，たっぷりと

したり，なかなか勇気が出ない子には励ましの言葉

運動に浸れるようにすることが大切である。

をかけたりすることにより，肯定的な雰囲気が生ま

今後も，教師が見本となるように，たくさんの言

れた。子どもたちにとっては自分の技を発表すると

葉がけや手だてを用いて子どもたちに関わることで，

いう共通目標の場になり，教師にとっては個々の伸

子どもたち同士も豊かに関わりながら楽しく学んで

びを評価できる場にもなった。

いける授業をしていきたい。
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見通しを持って取り組み，確かな技能・体力を
身に付けていく授業づくり −1年 マット運動−
旭川市立六合中学校教諭

1

五十嵐

敬

はじめに

●2016年オリンピック リオデジャネイロ大会／
男子体操競技個人総合の得点についてのスライド

子どもの体力低下や運動能力，運動時間の二極化

資料

が課題に挙げられて久しい。学校現場においては，
とりわけ体育を指導する中でそれらを痛感すること

鉄棒の得点

が多々ある。昨今は，ロコモティブシンドローム予

■内村選手
Ｄスコア：７．１００点 Ｅスコア：８．７００点 合計 １５．８００点

備群と考えられる子どもが増えていることがマスメ

■ベルニャエフ選手

ディアで取り上げられ，今の子どもたちが30，40

Ｄスコア：６．５００点 Ｅスコア：８．３００点 合計 １４．８００点

総合得点
■内村選手
７６．５６５点＋１５．８００点＝９２．３６５点

歳台になったときには，今よりもさらに多くの障害
が起こる可能性が指摘されている。そのような中，

わずか０．０９９点の差
■ベルニャエフ選手
７７．４６６点＋１４．８００点＝９２．２６６点

学校体育においては，運動経験，運動能力の幅を考
慮しながら，運動技能の基礎・基本をしっかりと培
い，子どもたちが主体的・協働的に学ぶことができ

（2）前半の学習：段階別選択学習を通した技の

る授業づくりが求められている。

習得

そこで，今回は「上川教育研修センター第16次
●技の学習の流れ

研究３年次『対話による思考の共有化』
」に基づい
き，2016年に前任校である旭川市立西神楽中学校

系

で行った１年マット運動の授業実践を報告する。

2

グループ

回転系

学習した技

前転グループ 前転

大きな前転

後転グループ 後転

開脚後転

巧技系 倒立グループ 頭倒立

授業づくり

（1）オリエンテーション

自由選択

2016年は，オリンピック リオデジャネイロ大会
が開催され，体操競技の男子個人総合においては，
内村航平選手とオルグ・ベルニャエフ選手（ウクラ

補助倒立

開脚前転

時数
1
1

倒立前転

3

伸膝前転
頭倒立前転 頭倒立開脚前転
倒立開脚前転 伸膝後転
側方倒立回転
側方倒立回転1/4ひねり
前方倒立回転跳び
※ 既習技も含む

2

イナ）の２人による，手に汗握る演技が繰り広げら

前半は，類似の運動課題等を要する基本的な技を

れた。多くの生徒がその興奮を味わっていたことか

中心に学んだ上で，自己の技能や体力の程度に応じ

ら，体操競技の歴史や種目構成，採点方法（Ｄスコ

た技を選んで学習する展開とした。各技を習得する

ア・Ｅスコア）に触れるとともに，最終演技前の総

場面では，１つの技について２〜４段階のレベルを

合得点，鉄棒の得点，全種目終了後の総合得点を，

設定し，自己に適したレベルを選んで練習できるよ

２人の演技の動画を交えて説明した。それらを通し

うにした。また，様々な技能レベルの生徒が入るよ

て，生徒は体操競技そのものの特性や魅力，技をよ

うグルーピングをすることで，仲間同士の補助を安

りよくできることの大切さについて学び，次時以降

全かつ適切に行ったり，運動が得意な生徒が仲間に

の学習意欲を引き出すことができた。

教え，協働的な活動ができるようにしたりした。
また，タブレットの映像遅延アプリを活用し，自
己や仲間の運動を効率的に観察できる場をつくり，

4
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つまずきのポイントを探し，それを解決するといっ

自分にできることの中でもレベルの高いものにチャ

た技の質の高まりへの意欲を引き出すとともに，次

レンジする」というキーワードに基づき，グループ

の練習へのフィードバックとなるようにした。

で互いの演技を見合う活動を位置づけた。生徒たち
は，キーワードを意識しながら仲間の演技を観察し，

（3）後半の学習：組み合わせ技の構成・習得

気づいたことを付箋に記入して，改善点についてわ

●倒立前転の段階設定例
レベル1

かりやすく言葉で説明していた。また，その後の練
レベル2

習の場面では，グループ内で組み合わせ技のできば
えを交流し合いながら，「高め合う活動」ができて
いた。
●グループトーク
〔運動の行い方について交流する授業の流れ〕
グループトーク

四つんばいの姿勢から
補助倒立をし前転

■目的
よりよく演技するための運動の行い方をグループ内で交流し，技能テストに
向けた練習のポイントを理解できるようにする。

振り上げ後の倒立で
補助し前転

レベル3

自分の考え

タブレットによる映像遅延
アプリの使用⇩

とぎれずに演技するために，後転，伸身とび1/2ひねりと，開
脚前転の３つがつながるよう意識したらいいんじゃない？

■活動の流れ
①グループトーク → ②練習 → ③ ”①・②”を踏まえて，運動の行い方を整理

②の練習では，仲間のアドバイスを確認しながら練習しよう！

〔運動の行い方についての生徒の学習プリント〕

倒立前転

後半は，伸身跳び，開脚ジャンプ，足交差反転，
前後着地などのつなぎ技とその活用の仕方について
学習した上で，一連の流れで演技するための技の組
み合わせ方を見つけたり，組み合わせ技をよりよく
演技したりするための運動の行い方について考える
展開とした。

3

オリエンテーションで学習した採点方法を生かし，

おわりに

技能の評価は，３つの技と２つのつなぎ技をＤスコ

今回の実践を通して，生徒が自己に適した目標を

ア（演技価値点【技の難易度】
）とそれら５つの技

もって取り組むことができる授業を構築することで，

のＥスコア（実施点【技のできばえ】）で行った。

主体的な活動につなげることができることを実感し

これにより，生徒はできそうな技の質を高めようと

た。しかし，そのためには，単元で身につけさせた

したり，より難易度の高い技に挑戦しようとする意

い力と指導の流れを明確に示し，学習の見通しをも

識をもたせることができた。

たせることや，技術を細分化して段階的に学ぶこと
ができる場と方法を提示することが大切であると感

組み合わせ技をよりよくするための運動の行い方

じた。今後も，生徒が技能や体力の高まりを実感し，

を考える場面では，
「とぎれずに：個の技と技の接

「体を動かすことは楽しい！」と思えるような授業

着材がつながっている」
「安定して：バランスを崩

づくりを心がけていきたい。

すことなく美しい姿勢でできる」「難易度を高めて：
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気づく・わかる・できる保健指導
— 歯の王様を守ろう —

知内町立涌元小学校養護教諭

1

滝澤 知優

3

はじめに

実践報告

歯・口の健康課題は，子どもにとって自分の目で

歯科検診結果から，永久歯のむし歯が全て第１大

見ることができる題材であるとともに，歯の萌出・

臼歯であることに着目した。第１大臼歯は乳歯の後

交換で自分の体の成長を実感しやすいなど大変身近

ろから生えてくるため，歯ブラシが届きにくく非常

で把握しやすい題材である。

にむし歯になりやすい。また，本校では，むし歯予

知内町は幼・小・中・高が連携し，町全体で子ど

防の一環として給食後に５分間の歯磨きタイムを設

もの健康課題を共有・検討できる機会に恵まれてい

けているので，必要性を感じて行うことができるよ

る。う歯保有率に関しては小学校における給食後の

うにしたいと考えた。そこで，第１大臼歯がむし歯

歯磨きやフッ化物洗口，歯科保健指導などの取り組

になりやすいわけを知り，歯の磨き方について振り

みもあり，小学校で56.1％，中学校では36.1％と

返り，自分に合った磨き方を実践させたいと考え，

減少傾向にある。今回は１学期末に本校で実践した

１・２年生を対象に「歯の王様を守ろう！」の保健

歯科保健指導を紹介する。

指導に取り組んだ。

2

時期
給食後の
歯みがき
タイム

（1）
「気づき」を共有する

歯科保健指導の全体計画

通年

●歯の王様から手紙が届いたよ！
導入では，第１大臼歯が特に大切な歯であること

内容

を意識づけるために，低学年にもわかるよう「歯の

・手鏡を見ながら５分間歯磨き
・個別歯磨き指導

王様」という呼び方を使い，
「ミュータンスから“歯
の王様”を守る方法を考えてほしい」と投げかけた。

・治療勧奨
・歯垢付着要観察児童，う歯あり
の児童を対象に個別指導実施
・歯磨きチェックカードの配布

第１大臼歯は歯の王様。
・一番大きい
・一番力持ち

歯科検診

・根っこが太い

5月

・噛む力がいちばん強い
・６番目の歯
むし歯ミュータンスからわたしを守ってくれ！

本時の課題を提示し，第１大臼歯を知るために歯
保健指導

随時

並びの絵や模型を見せたり，手鏡で自分の歯を確か

・低学年「大人の歯への第一歩」
・中学年「永久歯を大切に」
・高学年「歯周病を防ぐ」

家庭との
連携

随時

・歯磨きカレンダーの配布
・保健だよりの発行

歯垢染め
出し検査

11月

・染め出し検査による個別歯磨き
指導の実施

めさせたりした。子どもたちは「王様がいるよ！」
と自分の口の中に興味を持って活動していた。

6
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（4）まとめ

（2）「気づき」から行動へ

●歯の王様に返事を書いてみよう

●どうすれば王様を守ることができるかな？

歯の王様にお手紙を書くという形で，今後の自分

歯の模型を使いな

の歯磨きのめあてを立てさせた。

がらどのように歯を
磨いたら王様を守る
ことができるのかを，

歯の王様へ

グループに分かれ考

○

えさせた。友達同士

ミュータンスをぼくがはみがきをしてぜっ
たいにたおすからね！

で教え合いながら，

○

「歯ブラシが王様に当たらない」「歯ブラシをななめ

歯のまんなかをよいみがきかたでみがいて
ぜったいにいい歯にします。

から当てる」など，児童の中で第１大臼歯を磨くた

○

めには工夫が必要であることに気がつく発言が見ら

むし歯は歯医者にいってなおすからね。
歯のこちょこちょをいっぱいするよ！

れた。
「歯ブラシが当たらない……。
」

（5）児童の変容
保健指導後，大きく口を開け，歯ブラシの向きや

「横から歯ブラシを当てる
と磨けるね。」

動かし方を変えながら磨く姿が多くなった。また，
今までの歯磨きは何となく手鏡を見ながら磨いてい
る様子だったが，自分の歯をのぞき込みながら熱心
に歯を磨く姿が見られるようになった。

4
（3）歯磨きの行動化へつなげるために

おわりに

児童が進んで歯磨きをするためには，

染め出しをして，実際に歯を見ながら児童が見つ
けた方法で汚れが落ちるのかを確かめさせた。また，

◎ 自分自身の口の中の様子を知ること。

磨き方を練習するために実物投影機を使用しながら

◎ 自分に合った磨き方を知り，実践すること。

歯ブラシの使い方のポイントを押さえた。

◎ 繰り返し・継続して歯磨き指導を行うこと。

○ 毛先やわきでみがく。

この３つが大切であると，学ぶことができた。

○ かかとでみがく。

これからの歯科保健指導を通して，第１大臼歯以
外の歯もその歯に適した磨き方が必要であることに

○ つまさきで，こちょこちょみがく。

気づかせていきたい。そして，どの歯もしっかりと
汚れが落ちるような磨き方ができるようになること
を期待している。
今後も，自分の身体と心の健康に興味や関心を持
ち，自ら実践したくなるような取り組みを進めてい
きたい。
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運動の楽しさ伝えたい

〜 仲間とのかかわりを大切に 〜

遠軽町立南中学校校長
安田
貢

体育では、仲間と豊かにかかわりながら運動に取り

組むことによって、いろいろな運動に親しみ、運動が

好きになるようにすることが求められている。

しかし、今の子どもたちは、各自でそれぞれの課題

に対して、一生懸命努力することができるが、仲間同

士で考え合ったり、協力して活動したりすることが苦

手である。また、自分の気持ちを抑え我慢したり、相

手に合わせて行動したりすることを苦手としているよ

うに感じる。

そんな子どもたちに、体育の授業を通して、楽しく

運 動 が で き る よ う に、
「仲間とのかかわり」に重点を

置き、学び合いの活動を取り入れ、仲間と運動する楽

しさや、共に課題解決に取り組む楽しさ、できた喜び

やともに学んだ充実感を味わう楽しさを伝えたい。

運動すること自体が楽しい、自分だけが楽しいので

はなく、さらに、仲間と一緒に練習したり、作戦を考

えたりする場面で、
「仲間と触れ合う」「認め合い、教

え合う」
「 振 り 返 る 」 そ ん な 活 動 を 用 意 し、 子 ど も た

ちが、笑顔いっぱいに「楽しい！」と心弾ませる体育

の授業づくりが必要である。

第53回北海道学校体育研究大会札幌大会から１

と振り返っている。その思いを強くもったのは，

年。大会前には，熱意あふれる授業者がよい授業

やり抜いた感動と教師の指導力の伸びを共有でき

を発表できるようにと，多くの先輩や同僚，

たからに違いない。

後輩が会場校に集まり，毎週のように

日々の体育の授業で，感動を子ども

授業検討を行っていた。子どもにな

たちが共有できる機会はあるだろう

ったつもりで何度も運動をして教
材の分析をしたこともあった。

か。その機会を見過ごしてはいな

終わりなき旅

いだろうか。または，子ども自

正解のない問題に向き合い，授
業者はもちろんメンバー全員が，
本当に粘り強く検討することで，

らが伸びを実感できる授業とな
っているだろうか。

札幌市立福住小学校

どの子も大切にした意図ある授業

教諭

授業改善は，終わりなき旅。今

石田 愉良

後も世代を超えた授業改善を目指

を構築することができ，学び合うこ

し，子どもの姿から学ぶ教師として，

とができた。分科会での，子どもの姿か

今後も体育（保健体育）という授業の窓

ら評価してくださった言葉に，授業者とともに

から，子どもが明日も学校に行きたくなる希望

感動したのを忘れられない。あの授業検討は，真

に満ちた未来の世界を見ることができるようにし

に「主体的・対話的で深い学び」になっていたのだ

ていきたい。

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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