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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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今こそ体育
北見市立北光中学校校長（北海道学校体育連盟オホーツク支部長） 田巻 司史
◉はじめに

会わなくても，オンラインでゲームを楽しむ友達，
ＳＮＳ上での友達が主になっている子どもが少なく

子どもの生活からサンマが消えた……こんな話を

ないという現実がやってきている。

教育雑誌で読んだことがある。サンマとは「時間」
「空間」
「仲間」のことである。空き地や原っぱなど

しかし，学校には仲間がいる。体育館やグラウン

の遊ぶ空間が減り，遊ぶ仲間が減り，塾や習い事で

ドがある。休み時間や体育の時間がある。そして先

自由に遊ぶ時間が減ってしまったと書かれていた。

生もいる。今こそ，体育科教師が中心となり，チー

このことが子どもの体力低下の要因の一つと考えら

ムで取り組む体育授業の充実が求められている。仲

れている。

間との豊かな関わり合いを大切にした体育の授業が，

しかし，これは都会では，ずいぶん前からあるこ

子どもたちの瞳を輝かせ，汗を光らせて，心を弾ま

とで体力の二極化も今始まったわけではない。心配

せるものとなり，子どもたちは身体を動かす喜びを

なのは，北海道のように自然豊かな地域でも，サン

味わって体育が好きになり，次の運動への意欲を高

マの減少と体力の二極化が加速していることだ。

めていく。そんな体育の授業を期待したい。

◉体育の役割

◉おわりに

空き地や原っぱは確かに減ってしまったが，北海

オホーツク管内学校体育研究会では，体育授業の

道では，公園や広場などの「空間」は探せば結構あ

充実のために，平成26年度，体育が得意ではない

るものである。

先生たちが活用できる資料『だれでも体育が好きに

二極化加速のいちばんの要因は「時間」が大きく

なる準備運動特選13』を作成し，管内全ての学校

減ってしまったことにあると考えられる。塾や習い

に配布してデータも加工自由とした。また，北見市

事に加えて深刻なことは，パソコン，スマホなどを

では市教委との連携で本資料を活用した「体育ネタ

利用してのインターネット，ゲーム，ＳＮＳなどに

講習会」も行われ，専門ではない多くの先生方が参

時間を多く奪われていることでないだろうか。私が

加して体育ネタを持ち帰った。
体育が苦手な小学校の先生も，自信を持って子ど

考える加速の最大要因はこれである。
また，奪われたのは「仲間」も同様で，外で遊ん

もたちに身体を動かす喜びを伝え，体育の授業から

でいる子どもを見ることが少なくなった。たまに数

運動意欲の向上を図り，自ら身体を動かすことへつ

人が集まっていても，それぞれが持参した機器でゲ

なげる。そして，体育の授業を学級経営に生かす。
「今こそ体育」である。

ームをしているという話をよく聞く。さらに，直接
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仲間との一体感が得られる授業づくり
ー ５年

ボール運動 「タグラグビー」ー

芽室町立芽室西小学校教諭

1

渡邊 慎二
（４対３）にした。さらに，タグを取ったら守備側

はじめに

がタグをつけ直すようにし，攻撃側の数的優位を保

家庭や地域の生育環境が急激に変化し，子どもた

障できるようにした。

ちの体力や運動能力が低下し続けていることが大き
な問題とされている近年において，体育科の授業で

3

の運動経験は極めて重要である。

初めてタグラグビーに触れる児童にとって，当初

スモールステップの単元計画

昨年10月に開催された第52回北海道学校体育研

から戦略的にパスを回したり，複雑な作戦を考えさ

究大会十勝大会では，
「運動の楽しさや喜びを実感

せたりするのではなく，どの児童にとっても明確で

できる体育学習の追求」を研究の主題とし，研究領

達成しやすい課題を与え，達成させていくことで一

域をボール運動に焦点化した十勝支部の研究成果を

人一人が自信を高められるようにした。

ご覧いただいた。
今回は，その授業実践である「タグラグビ−」に，
研究協議でいただいた数多くの指導・助言を加え，

２・３

オリエン

ボールを保持しているときの動き

テーショ

再構築したものを報告する。

2

１時

ン

タグを取られるまで フェイント・チェン
とにかく前へ

教材化について

ジオブペース

４・５・６

7

オフザボールの動き

（1）運動の特性から

数的優位を
作り出す動
き

タグラグビーは，原型となるラグビーから新しく
作られた派生的なボールゲームであるが，タックル

ディフェン
スを引きつ
ける動き

学習の

作戦を立て
て攻撃

まとめ
（大会）

の代わりにタグを取ることで攻撃を止めることがで

4

きる，身体接触を排除したボールゲームであること
が大きな特徴である。ボールを保持したまま移動で

「分かる」「かかわる」「できる」授業づくり

（1）本時の学習内容を焦点化した課題設定

きることから，状況を判断し，適切な行動を選択す
るなどの学習に適した教材であるといえる。また，

板書や学習カードを使用し，前時のメインゲーム

ゴールゾーンへ走り込むだけで得点となるため，得

の中から児童に考えさせたいプレーを抽出して，

点のチャンスが高くなり，ボール操作が苦手でゲー

「ゲームの中で，どうプレーするとよいか」につい

ムに参加できない児童でも，意欲的に運動に取り組

て課題を立てていく。【課題把握】

むことができる運動である。

【学習カード】

タグラグビー

名前

（2）独自のルールの付加

写真や鳥瞰図を使っ

前回のシーン

て視覚的に分かりやす

「タグを取られるまでパス禁止」のルールを加え，
ボールを持ったらとにかく前に走ることを共通の課

くする。試しの運動や

タグ！

全体交流で分かったこ

題とし，１歩でも前に進むことでチームの得点に大

とを学習の振り返りと

きくつながることを実感させて，チームの一員とし
ての所属感を高めることをねらいとした。

◆友達と協力して、楽しくゲームや練習ができた
◆ルールや約束を守りながら、ゲームや練習ができた

また，ゲームの際には得点の機会を数多く得るた

（
（

◎
◎

○
○

△

）

△

）

◆話し合いに進んで参加することができた

（

◎

○

△

）

◆友達に声をかけたり、教え合ったりすることができた

（

◎

○

△ ）

してまとめていく。態
度や意欲をチェックす
る項目もある。

めに，常に攻撃側の数的優位となるような人数配分

2
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（2）動きのコツを共有する場面の設定

5

課題把握の後に試しの運動を行い，チームごとに

授業を通して高まった仲間との一体感

解決方法を話し合ったり，実際に動いて試したりし

今回の授業においては，勝敗にこだわって運動の

ながら解決方法を追求させる。特に，タグラグビー

得意な児童ばかりがボールを保持することのないよ

では，タグを取られた位置やパスをもらうための位

うに，毎時のメインゲームでは得点を数えず，「全

置取りが得点に影響することが多いことから，作戦

員トライ」を目標に取り組んだ。チーム名を考えさ

ボードを使って一人一人の動きを考えさせることも

せ，かけ声をかけ合わせた。当初は恥ずかしがって

必要である。
【課題追求】

いた児童もいたが，次第に大きな声で声をかけ合う
ようになった。

【作戦ボード】
また，当初から審判も児童が行うようにしたこと

作戦ボードを使って，各チームで動き方を考える。
攻守で色分けした磁石を動かすことで，具体的に動

で，ルールの理解も早まり，自分にとって不利なジ

きをイメージしやすい。しかし，作戦ボードに固執

ャッジでも素直に受け入れられるようになった。
【チームボックス】

しすぎると運動時間が少なくなるため，動きの確認

各チームで作戦ボード，

として使用することが望ましい。

（3）仲間とかかわりながら技能を習得

ビブス，タグ，学習カ

試しの運動で考えた動きを全体交流で出し合いな

ードを入れるためのボ

がら，よりよい動き方を見つけて共有していく。全体

ックスを作成。チーム

交流で見つけた動き方の習得を目指して，きょうだい

名や個人の目標などを

チームと技能練習を行う。この際，互いに動きを見

書いている。

6

合い，教え合いながら練習するように促して，チーム
全体で「できる」喜びを味わわせる。
【課題解決】

おわりに

折しもラグビー日本代表がワールドカップで大活
躍した模様が連日のように報道され，児童の中でも
ラグビーに対する関心が一気に高まったこともあり，
タグラグビーの授業を楽しみにしている児童が大半
であった。
運動の特性から見ても，豊富な運動量を確保でき，
ルールも明確であることから，児童にとっては能力
差に左右されにくく，意欲的に取り組むことのでき

【板書】
課題に対して，各チームで考えた動き方を全体交

る教材であると実感した。また，今回は５年生で初

流の場面で共有する。動きのコツは，児童の言葉を

めてタグラグビーを経験したが，コートの幅やルー

できるだけそのまま使うことで，感覚的に児童が理

ルの工夫により，低学年でも取り組むことができ，

解しやすくなる。また，擬音を使って動き方を説明

何よりも仲間との一体感を得られる魅力があること

する児童もいる。

が学級づくりにとっても大いに効果的である。

3
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他者との関わりを通して思考力・判断力等を高める手だて
ー 柔道の得意技に連絡する技に着目した実践の紹介 ー

北海道教育大学附属札幌中学校教諭

1

髙橋 正年

3

はじめに

実践例の概要

（1）学習課題を共有化する手だて

知識・技能を活用して課題を解決するために必要
な思考力・判断力・表現力等（以下，思考力・判断

本時の目標を，「取は，相手の動きの変化に応じ

力等）は，中学校保健体育科において，その指導計

て，得意技に必要な崩しの方向性に着目し，得意技

画や指導方法の工夫改善，評価の在り方が全国的な

に連絡するために適した技を組み合わせることがで

課題である。そのため，平成22年度から継続して，

きる。」（思考・判断）とした。この目標の達成のた

文部科学省・国立教育政策研究所の教育課程研究指

めに解決しなければならない学習課題を，「得意技

定校事業の中学校保健体育の研究課題とされている。

に必要な崩しの方向性に着目したとき，どんな技が

そこで，思考力・判断力等の向上を目指すために，

得意技の連絡に適しているだろうか」と設定し授業
を展開することとした。

課題を解決するための情報を整理し，自己の学びの
状況を適切に捉え，他者と思考錯誤を繰り返す過程

この学習課題は，単に授業者が提示するだけでは

を重視した授業を展開することとした。本単元は第

学ぶ推進力が生み出されない。学習課題の共有化と

３学年の柔道で，本時は自らの得意技にふさわしい

は，生徒が「解決したい」という願いを伴った状態

連絡技を検討することを目指した授業の実践である。

のとき，自ら探究する授業となっていくものと考え

柔道の授業で求められる本質とは

る。そこで，本時では得意技や連絡技が機能しない

学習指導要領で示されているとおり，中学校の柔

時までは得意技や連絡技において，取は受の全面的

道の技能で共通して求められることは，相手の動き

な協力を得て技の精度を高めてきた。しかし，本時

に応じて投げたり抑えたりするなどの攻防を展開す

においては，受が協力しない状態を経験する。受の

ることである。よって，投げ技や抑え込み技によっ

動きは，自由練習やごく簡単な試合など，互いに組

て攻防を展開することが必要であり，技や運動の行

み合って共に技を掛け合う柔道の特質を考えると，

い方を身に付けるだけでは不十分である。本校では，

柔道の本来の動きとなる。

2

状況から，学習課題の共有化を図ることとした。前

この「相手の動きに応じて攻防を展開する視点」を，
以下のように学年の習得する技に応じてカリキュラ
ムを編成し，柔道の授業で求められる本質に迫るこ

⇨

ととした。
柔道の授業で求められる本質
【相手の動きに応じて攻防を展開する視点】
【第 3 学年】相手の動きに応じた得意技・連絡技による攻防
□攻防の展開（自由練習⇨簡易的な試合）
□課題別（得意技・連絡技）によるグループ学習
□投げ技の習得（大内刈り，小内刈り，背負い投げ）

教師が受を担当して取の動きに協力せず，得意技や連
絡技が機能しない状況から学習課題を整理する。

得意技や連絡技が，条件が変わることでできなく

【第 2 学年】相手の動きに応じた投げ技による攻防
□攻防の展開（自由練習⇨簡易的な試合）
□投げ技の習得（支え釣り込み足，釣り込み腰，払い腰）

なった状況から「得意技に必要な崩しの方向性に着
目したとき，どんな技が得意技の連絡に適している

【第 1 学年】相手の動きに応じた抑え込みによる攻防
□投げ技の習得（膝車，体落とし，大腰，大外刈り）
□基本となる技（固め技）の習得（３年生との合同授業含む）
□基本動作の習得（２年生との合同授業含む）

だろうか」という学習課題の共有化を図ることとし
た。必要な崩しの方向性に着目するためには，第２

4
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学年の学びにおいて，相手の動きに応じた投げ技に

視点は「得意技に必要な崩しの方向性の確認」，受

よる攻防の振り返りを活用した。

の視点は「起こり得る崩し」に焦点化することによ

（2）他者との関わりを重視した解決の場の設定

って，協同的に学ぶ手だてとした。これらの視点を

一人でじっくりと考えることも大切である。なぜ

明確にしてから，検証（課題解決のための探究活

なら，解決の場の全てを他者との学び合いの場に委

動）を行うと，観察者は「●●の得意技に必要な崩

ねると，発言力のある生徒の考えに流され，思考が

しと，▲▲の連絡技の崩しが同じ方向（逆方向）

深まらない場合が多い。自分の考えを明確にもち，

だ。」という評価を伝えたり，受の生徒は「▲▲の

自らの主張を他者と吟味していくことによって，多

連絡技だと，●●の得意技にはつながらない崩し

様な解を生み出すことが可能となる。

だ。」と伝えたりすることができた。このように視
点を明確にして互いに評価することによって，より
多くの仮説（予想）から，学習課題を解決するため
にふさわしい方法と根拠を示すことにつながるので
ある。

（4）実践を通しての成果と課題
得意技で倒したい方向を具体的に確認し，その方
向と同じ方向に倒れる，あるいは，崩す技を組み合

自らの考えを整理するため，ホワイトボードの仮説を
記述する様子

わせることが必要だと説明することができ，本時の

そこで本時では，自らの考えを明確するために，

目標を達成することができた。しかし，逆方向に倒

一人一人の仮説（解決のための予想）を立て，その

れる技を組み合わせるほうが，その勢いに抵抗する

検証を他者とともに探究する場を設定した。

受の力を利用することができると説明する生徒も複
数いた。相手の動きに応じて技をかけていく場合，
どちらもふさわしい組み合わせであることから，状
況の判断をどのように捉えていくか，言葉と動きを
関連させて整理していく必要がある。

（５）思考・判断を高めるために
本実践から思考力・判断力等を高めるには，思考・
判断する内容をどのように設定するのか，活用する

自らの仮説を仲間と協同的に確かめ，検証を続け，
解決の方法を見いだす様子

知識や技能をどのように関連づけるのかが大切であ
ることが整理できた。

自らが立てた仮説を，他者と検証していく過程を

運動の行い方のポイントや学習課題を解決する方

通して，具体的にどんな技が得意技につながるのか，
その根拠をどのように整理することができるのか，

法は，教え込みによっても可能となる。これまでに

確かめることにより，学習課題の解決を目指した。

身に付けた知識や技能を活用し，思考力・判断力等

（3）協同的に学ぶ手だて

を育成するには，じっくり探究する時間の確保が必

他者との学び合いを機能し，思考・判断を高めて

要であり，思考・判断する内容を，実践例のように，

いくには，役割の焦点化を明確にした協同的な学び

相手の動きに応じた攻防に着目するなど，単元の特

が有効である。本時では，「取」「受」「観察」の３

質に応じて検討する必要がある。これらのことから，

つの役割を交互に行い，学習課題の解決に向けて検

他の領域や単元においても，思考・判断すると関連

証を行った。この検証には，観察者による連絡技の

して高めることができる「技能」「態度」「知識」の

評価と，受の明確な証言が重要となる。そのため，

内容を検討し，思考・判断に関する「目標」「内容」

常に探究活動は，３人１組の学習形態とし，課題を

「指導方法」「評価規準」の一体化・系統化を進めて

解決できるよう協同的に探究した。また，観察者の

いくことが必要であると考える。
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継続して取り組む
富良野市立麓郷小学校養護教諭

1

歯の保健指導
池田 仁見
●５・６年生「おやつの食べ方について考えよう」

はじめに

『チョコレート１枚を１度に全部食べるのと，３回

子どもたちが健康な生活を実践できるようになる

に分けて食べるのではどちらがむし歯になりやすい

には，繰り返し継続した指導を行っていくことが必

でしょう？』

要である。本校では，歯みがきが歯の健康と結び付

→食事の回数が多いと，むし歯菌が出す酸によって

くことを実感できるよう，１年に２回時間を設定し，

歯が溶かされる時間が多くなり，元に戻る時間が

継続した歯みがき指導に取り組んだ。

少なくなる。

2

興味・関心を持たせる発問や指導の工夫

●１・２年生「永久歯の大切さを知ろう」
『６歳臼歯は歯の王様。だけど生えたばかりの頃は，
むし歯になりやすいのはなぜでしょう？』

おやつは時間を決めて食べるといいね。

3

ワークシートの活用

生えたての歯の表面はたくさん穴があいて
いてむし歯になりやすい。

染め出しをして赤

→永久歯を守るためには，ていねいな歯みがきが大

く染まったところ

切だね。

に色をぬる。
●３・４年生「だ液のひみつ」

１回目と２回目で

『下の歯より上の歯にむし歯が多いのはなぜでしょ

どう変わったかを

う？』

比べられるように

→だ液にはむし歯菌によって溶かされた歯を元に戻

する。
また，自分の歯み

す働きがある。だ液は口の中のガードマンだね。

がきの苦手な場所
を確認させる。
だ液は上の歯より下

4

の歯にたまりやすい
から，下の歯にはむ
し歯が少ないんだね。

成果と課題

子どもたちの自分の歯に対する意識を高めること

上の歯もしっかりみ

ができた。継続した指導を続けていくために，内容

がこうね。

がマンネリ化しないよう，これからもいろいろな視
点から歯についての知識を伝えていきたい。

6

道版保体ジャーナル

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

最近，授業がマンネリ化してしまって生徒の授業への意欲が感じられません。生徒たちが毎日の
授業に意欲的に取り組むようにするためにはどうすればよいのでしょうか。

A

単元計画をあらかじめ伝えることで生徒が見

題」を生徒と教師が共有化することが最も大切です。

通しをもてるようになります。

もちろん「学習課題」は，生徒自身が解決したいと
思っていることと同時に教師も一緒に解決したいと

新しい単元や種目の授業になると多かれ少なかれ

思えるものです。生徒にとってその課題を解決する

生徒は期待を抱いて授業にやってきます。
「今年は

必要があると思えたときには，自ら課題解決に向け

どんなことをするのだろう？」
「初めての柔道はど

て何度もチャレンジをする姿勢が見られます。また，

ういう授業なのかな？」…。

生徒のワークシートの振り返りなどの記述から，次

そういった最初の授業では，①全体でどのくらい
の時間をするのか
か

の時間の課題を発掘することもできます。
図１ 「傷害の防止」の板書例（校区内の写真から危険
予測と解決策を考える授業）

②具体的にどんな内容を行うの

③いつどの場面で何を評価するのか

どんな姿を求めているのか

④教師は

というようなことを生

徒全員に伝える必要があります。これによって，生
徒が見通しをもって授業に参加できるようになりま
す。体育館に掲示しておくのもよいかもしれません。
表１

単元計画例（バスケットボール）
ツーメン
速攻

８ リーグ戦

５

シュート
ドリブル

７ リーグ戦

４

シュート
パス

６ ３対２ハーフゲーム

３

２ 試しのゲーム

１ オリエンテーション

A

A

課題解決をするための活動時間の確保と場の
工夫が大切です。

生徒にとって「よしやってみよう！」と思え

説明する時間が長くなればなるほど，生徒の活動

るような，自ら解決したいと感じられる学習課

時間が減少していき，結果的に十分な課題解決がで

題の設定が大切です。

きない可能性があります。活動時間を十分に確保す
るために，活動の場の工夫も必要になってきます。

毎時間の授業には必ず「目標」があります。教師

例えば，向上させたい技能に応じた練習の場を複数

側の視点から見た「この１時間ではこんな姿になっ

設定する，ウォーミングアップの時間を確保して運

てほしい」という，生徒全員が達成するための目標

動の内容は選択させるなど，限られた時間と場所を

です。そして「目標」を達成するために「〜にはど

最大限に活用できるような「ひと工夫」を用意する

うすればよいのだろうか」というような「学習課

ことも大切なことだと思います。
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実技授業における不易

小樽市立銭函中学校校長 福
  田
信正

実技の授業を行わなくなって、瞬く間に十年以上が

過ぎた。その間、平成二十年度には、小樽市学校体育

研究会の立ち上げに参加し、今年度途中までは会長も

務めさせていただいた。そんな関係から、実技授業を

見る機会は多く、また、コメントを求められることも

多かった。その都度、自分のときはどうだったかと思

いを巡らせる。いつも頭に浮かぶのは、新任教師の頃

に出会った髙田典衛先生の「楽しさの四原則」である。

中学生向けには、

一、
「技能の伸長」を感じさせる

二、
「運動の快適さ」を味わわせる

三、
「知的探求心」を満足させる

四、
「仲間との交友」の場面を作り出す

となろう。

先日も市内の中学校で若い先生がすばらしい授業を

見せてくれた。ＩＣＴ活用の充実やアクティブ・ラー

ニングの推進など新しい教育の波が迫ってはくるが、

常にこの四つのことを意識して授業に取り組んでほし

いとアドバイスさせてもらった。まさに、実技授業に

おける不易の部分ではないかと考えている。

スポーツの魅力は果てしなく，そのときどきで

「ラグビースクール」があり，地元高校ラグビー部

話題になる競技や選手は多種多様であるが，私自

ＯＢの方々が中心となって盛んに活動が行われて

身も先日のラグビーＷ杯において，感動と感激を

いる。今後も，さらにラグビーに魅了された多く

受けた一人である。

の子どもたちが加入することが期待される

この大会を通じてラグビーという競
技を始めて見た人や知った人。多くの
感激や感動を受けた人。興奮を抑え
きれず早朝４時前に起きテレビの前

であろう。私自身も体育教師として，子

ラグビーＷ杯
イングランド大会から

どもたちにこの競技の楽しさや魅力を

中標津町立広陵中学校

「代表選手たちも全てのルールを把握

に向かった人。そして，ラグビー界に
おける歴史的瞬間を目にすることがで
きたことなど。老若男女を問わず，多くの

教諭

葛迫 勝秋

伝えていけたらと思う。正直，ルー
ルの把握は何となくである。しかし，
してプレーしていない。」というユーモ

アあるコメントを授業のネタにしながら，

人たちがラグビーに多くの関心を寄せることがで

「前にパスをせず走って仲間と前に進む」程度か

きたことが何よりのことだったのではないだろう

ら「タグラグビー」で進めてみたい。もちろん，

か。

五郎丸 歩選手のルーティンであるあのポーズを取

私が住む地域にも小学校低学年から始められる

保健体育教材

・みんなの体育 1〜6年
・小学校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 中・高学年
・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
※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。

り入れ，楽しみながら……。
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