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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〕

保 体 ジ ャ ー ナ ル

特集「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」
●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…… 1
●小学校：楽しく！ 簡単！ すぐできる！ 〜いっぱい運動したらできるようになった〜…… 2
●中学校：わかる・かかわる・できるを実感できる授業を目指して ー2年バレーボールー…… 4
●保健：より確かな保健学習に向けて アプローチカリキュラムの試行（小学校）…… 6
●授業に役立つ実践資料（小学校）………………………………………… 7
●保体の窓…………………………………………………………………… 8

No.

56

2016／4
北海道保健体育研究会

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
札幌市立屯田中央中学校校長（北海道学校体育研究連盟委員長） 小野寺 正
はじめに

習得：基礎的・基本的な知識・技能を確実に定着さ
せる。

現行の学習指導要領が施行されてから，小学校で

活用：理解・定着を基礎として，知識・技能を実際

は５年，中学校では４年が経過した。この間，現行

に活用する力を育成する。

の学習指導要領改訂の基本方針に基づき，全国各地

探究：活用する力を基礎として，実際に課題を探究

でその趣旨を生かした授業づくりが精力的に進めら

する活動を行うことで，自ら学び自ら考える

れている。

力を高める。

ここでは，改めて学習指導要領に示された考え方

また，これらの学習活動は，「相互に関連し合っ

である「習得・活用・探究」について振り返り，体
育・保健体育の授業について考えてみたい。

ており，截然と分類されるものではない」と表現さ

中教審答申から

れていることからも，学習指導において単純に「習

「習得・活用・探究」についての基本的な考え方

得」学習の時間，「活用」学習の時間，「探究」学習

を中央教育審議会答申（平成20年1月）から確認し

の時間というように単元を構成したり，授業を創る

たい。

ことではないだろう。確かな学力を身に付けるため
に，「習得」・「活用」・「探究」を一つの単元の中で，

すなわち，本来，教科では，基礎的・基本的

それぞれを課題解決学習の過程にどのように位置づ

な知識・技能を習得しつつ，観察・実験をし，

けるかが大切になってくる。

その結果をもとにレポートを作成する，文章や

体育科・保健体育科では「習得」学習が基礎技能

資料を読んだ上で，知識や経験に照らして自分

のドリル，「活用」学習がゲーム，「探究」学習が戦

の考えをまとめて論述するといったそれぞれの

術練習というパターン化していないかをチェックし

教科の知識・技能を活用する学習活動を行い，

ていくことがスタートとなるのではないだろうか。

それを総合的な学習の時間における教科等を横
断した課題解決的な学習や探究活動へと発展さ

おわりに

せることが意図された。これらの学習活動は相

昨年来、ロシアの陸上競技界がドーピング問題で

互に関連し合っており，截然と分類されるもの

大きく揺れ、日本ではプロ野球選手が野球賭博に関

ではないが，知識・技能を活用する学習活動や

わったニュースが世間を賑わせた。自ら学び自ら考

これらの成果を踏まえた探究活動を通して，思

える力の大切さを教えてくれた出来事であった。体

考力・判断力・表現力等がはぐくまれる。

育科・保健体育科でしっかり育みたい力であると痛
感した。

これをまとめると，次のように示すことができる。
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楽しく！ 簡単！ すぐできる！ 〜いっぱい運動
したらできるようになった〜 ー３年 体つくり運動ー
北見市立美山小学校教諭

1

中嶋 由佳

3

はじめに

単元の工夫

本単元では，用具としてなわを用い，一人跳びや

（１）視点１

二人跳びを学習内容とした。短なわ跳びでは，「な

①内容の工夫

教材の工夫

わ跳びカード」を使って，個人の技の達成（技術的

一人跳びでできたことを，二人跳びでもできるよ

達成）や達成できた技の連続回数の記録向上（記録

うになる達成感や充実感を味わわせられるよう，二

の達成）を目指す取組が一般的である。本実践では，

人跳びの前提となる一人跳びの確実な定着を図る。

多様な短なわ跳びの楽しみ方の中から，技の達成と

②場の工夫

集団での楽しみを味わうことを中心に取組を進め，

他のペアの動きを見て，動きのよさを取り入れら

「楽しくて，いっぱい運動したら，上手にできるよ

れるよう，全体が場の中心を向いて活動する。

うになった！」
「こうやって動かすといいんだ！」

③学習過程・発問の工夫

という声がたくさん聞かれる授業を目指した。

2

単元の前半では「一定の高さに跳ぶ動き」「目と
手足を協応させる動き」「友達とリズムを合わせて

単元計画

跳ぶ動き」に重点を置き，繰り返し練習させる。後

「動きを確認する」場面と「動きを工夫する」場面

半では，前半で身に付けた動きを基に，ペアやグル

を効果的に位置付けた授業を展開し，楽しく運動に

ープで動きを工夫する学習活動を取り入れる。

取り組みながらも，体の基本的な動きをバランスよ

また，易しい動きからスモールステップで難易度

く身に付けられるようにした。
時間

１

２

３

４

を高めていく。一人跳びを習得する際には，なわの
ない状態でさまざまなリズムに合わせて跳んだり，

学習内容

手首の回し方を練習したりするなど，丁寧に指導し

○オリエンテーション
○準備運動
○補助運動
○なわを用いた運動
・前回し跳び（１回旋２跳躍，１回旋１跳躍）
・リズムに合わせた一人跳び

ていく。

（２）視点２

豊かな関わりの工夫

①教師，児童の関わりの工夫
たくさんの児童に関われるよう，短い言葉で肯定

○準備運動
○補助運動（１回跳び・リズム跳び）
○なわを用いた運動
・二人で１本のなわを用いた多様な跳び方をする。

的な言葉かけをする。児童どうしが動き方について，
具体的な内容で言葉かけができるよう，「身に付け
させたい動き」を演示したり，ホワイトボートで視
覚化をしたり，動きのコツを褒めたりする。

○準備運動
○補助運動（１回跳び・リズム跳び・二人で１本
のなわを用いた多様な跳び方）
○なわを用いた運動
・友達が回しているなわから出る。
○準備運動
○補助運動（１回跳び・リズム跳び・二人で１本
のなわを用いた多様な跳び方）
○なわを用いた運動
・友達が回しているなわから入る。
・グループで新しい跳び方を工夫する。
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4

実践の具体

ウ：サイドスイング
跳ばずに体側でなわを回す技であり，前回し

○仲間と関わり合う喜びのために

跳びと交差跳びの両方のなわ回しを経験するこ

学習活動をペア，グループで行い，互いに見合う

とができる。跳ばずに連続して回すことができ

など，必然的に関わりをもたせるようにする。また，

るので，なわ回しに慣れるのに適している。

動きの中で関わり合えるように，複数人数で跳ぶ技
（ア・イ）に取り組むようにする。
ア：２イン１（ツー

イン

ワン）

２人で１本のなわを回して跳ぶ技。跳ぶため
には，２人でなわを回す速さを同じにする必要
がある。移動して交互に跳ぶ場合は，少しずつ
離れてしまうことがあるので気を付けさせる。
１人ずつ跳んだり，２人で同時に跳んだり，２
人の向きや回旋の方法を変えたりすることで，
さまざまな工夫ができる。

エ：アームラップ
腕になわを巻きつけるために，肩回し，肘回
し，手首回しへと進める必要があり，なわ回し
の発展の道筋をたどることになる。さらに素早
く巻きつけることで，多回旋のなわ回しにつな
がる回旋経験ができる。

5
イ：２イン２ （ツー

イン

ツー）

まとめ

とても一生懸命で，どんなことにも前向きに取り

２人で跳ぶ技で，なわを互いの右手同士で１

組む子どもたちに，「自分でイメージしたとおり体

本，左手同士で１本，合わせて２本のなわを回

を動かすこと」ができるようになってほしいと思い，

して跳ぶ。跳ぶためには，２本のなわの速さを

本実践を行った。

合わせなければならない。なわのグリップが固

①できるようになりたい動きを，一人一人の中で

定されているものは，跳んでいる間にからまっ

はっきりとイメージさせること

てしまうので気を付ける。２人の向きを変えた

②達成するためのコツを具体的な言葉で表現させ

り，交差跳びや二重跳びなど，跳び方を工夫し

たり，掲示などで視覚的に捉えさせたりするこ

たりすることができる。

と
が，有効であったとおさえている。

○なわを操作する楽しさを味わうために

休み時間はもちろん，家でも練習するなど，学習

短なわ跳びは，なわを跳ぶ運動が主になるが，止

したことと日常生活とを結び付けることもできた。

め技や跳ばない技（ウ・エ）でなわ跳びを操作する

準備に時間もかかわらず，１人１本なわを持つこ

楽しみを味わうことができる。跳ばない技は，技能

とで，たくさんの運動量を確保することができる。

の差がつきにくく，みんなが楽しみながら操作する

本実践がたくさんの先生方の参考になれば幸いであ

技能を高めることができる。

る。
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わかる・かかわる・できるを実感できる授業を目指して
ー ２年男女共習

バレーボール ー

士幌町立士幌町中央中学校教諭 島田 裕行

1

を続け，楽しいと感じられるように，「オーバーハ

はじめに

ンドパスやアンダーハンドパスの基礎技能を身に付

「ネット型」の代表的な運動（種目）であるバレ

ける」，「セッターやアタッカーなど味方が操作しや

ーボールの授業では，個人技能の能力差がゲームの

すい場所を考えてボールを送り出す」の２点に重点

場面においても直接的につながることが多い。サー

を置いて指導することにした。

ブがある程度入っても，レシーブやつなぎのプレー

まず，１〜４時間目はボール操作に慣れることを

が適切に行われず，なかなかラリーが継続しないと

重点に置き，個人技能の習得をメインに進めた。５

いうことが課題としてあった。

〜７時間目は，パス中心に味方と協力してボールを

生徒はバレーボールの楽しさを実感することが少

つなげて，相手コートへ返球できることを目標にし

なく自ら意欲的に授業に参加していない現状もあっ

て進めた。８〜12時間目は，３段攻撃を成功させ

た。また，単元に入る前に生徒のバレーボールに対

ることを目標にしてチーム練習をメインにして進め

するイメージや意識を知るために，アンケートを実

た。

（１）レシーブに焦点を絞って

施して課題設定の参考にした。以下のような回答で
あった。
バレーボールのイメージ
・ボールが恐い
・手が痛い
・うまくできない（あ
まりやりたくない）

アンケート結果に基づき，ボールへの恐怖心の克
バレーボールの難しい
と思うところは？

服やレシーブがうまくできないということでラリー
が続かないので，レシーブの上達が必要だと考えた。

・サーブが届かない
・レシーブがうまくで
きない
・ラリーが続かない＝
楽しくない

学習カードを使用し，技能のポイントを視覚化する
ことや毎時間の直上トスを点数化し，「１回でも多
くできた」や「前よりも正確にできるようになっ
た」などを実感させたり，アンダーハンドパスでは，

生徒はバレーボールに対して，マイナスのイメー

リストバンドを使用し，ボールの当てる位置を継続

ジや意識が強いことから，バレーボールの楽しみの

的に体感させるなどで上達につなげ，意欲を高める

一つであるラリーが続くことやチームの中でさまざ

取組をした。

まな場面や状況での役割や意識の理解を図り，一人
一人がチームの一員として貢献できたという自己有
用感を抱かせられるようなバレーボールの授業に挑
戦してみたいと考えて取り組んだ授業実践について
報告させていただく。

2

個人技能を高めるために

１年生のときにも，基本的なボール操作の習得を
目標に授業を展開してきたが，個々のボール操作が
十分に習得できていないため，サーブを打ってもレ
シーブができないためラリーが続かず，ゲームがす
ぐに中断してしまい，バレーボールの楽しさを実感
するまでには至らなかった。そこで今回は，ラリー

4
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※リストバンドを使い，ボールの当てる位置を意識

この気付きを強く意識して取り組むことでラリー
が続く場面が多くなった。さらに，チームで声をか
け合ったり，チーム内で励まし合う姿も見られた。

3

仲間とのかかわり方を追求

チーム内のゲームなどの反省点・課題を全体でも
簡単に交流できるようにホワイトボードを活用して
みた。他のチームの反省を知ることにより，自チー
アンダーハンドパスの練習を重ねていくうちに当

ムのより深い課題探究や課題解決につながった。ま

てる位置がわかってきたのか，リストバンドを使わ

た，チームの仲間とのつながりやチームワークを意

ない生徒が多くなった。このことから，自分が頭で

識して，チームを固定してタスクゲームを行ってい

考えていることやイメージしていることと実際の動

た。それによって，個々の生徒がチーム内での役割

きが一致することで，
「わかる」から「できる」に

を認識し，チームワークの向上につながり，チーム

変わっていくことを実感することができた。さらに，

内の人間関係の強まりを感じる場面も増えた。

授業のときからキーワードとして「腕を振らない」
という言葉を使い続けた結果，少しずつではあった
が，
「腕にボールに当てるだけでレシーブがうまく
できる」ということが理解できるようになってきた
写真なし

と感じられた。

（２）個人技能をゲームで生かすための工夫
このように練習してきたことをゲームの中で生か
すため，すぐに正式なゲームを行うのでなく，段階
的に正式なゲームへ近づけていく試みを行った。
まずはタスクゲーム（３対３）から始めることに
して，その中でテーマ（課題）を設定して行った。
テーマは「セッター（味方）が取りやすいアンダー
ハンドパスとは」としてみた。ルールや意識するこ

写真なし

とは，以下のとおりである。
●サービスではなく、下からボールを投げ入れ
て開始。
●１人目はセッターを狙って，アンダーハンド

4

パスでボールを返す。２人目は，ボールの方
向に体を向けて，いつボールが飛んできても
よいように準備をする。

おわりに

本実践は，平成27年度北海道学校体育研究大会

●セッターからボールが来たら，アンダーハン

での実践をまとめたものである。授業を振り返り，

ドパス，もしくはオーバーハンドパスで相手

個人の技能では「わかる」から「できた」への実感

コートへ返す。スパイクはなしとする。

と，チーム内では仲間との「かかわり」から「でき
〔タスクゲーム（３対３）を終えた感想から〕

た」という経験が大きな意欲や達成感につながって

・低くて速いパスよりも山なりのボールのほうが取

いるのだと感じた。今後も，より多くの生徒が運動

りやすいと思った。

の楽しさを味わえるような授業づくりができるよう，

・味方への高すぎるパスは，取りづらいと思った。

努力していきたいと考えている。

5
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より確かな保健学習に向けて
−アプローチカリキュラムの試行（２年）−

札幌市立新川小学校教諭

岩渕 修子，養護教諭

阿部 規子

「先生，ほんとうに明日の朝ごはん，バナナだけで

生でありながら，22時以降に就寝している児童が

もいいの？」

２割を占めていたり，朝ごはんを食べずに登校して

授業が終わって，子どもがこっそり質問に来てく

いる児童が１割以上いたりするという実態に驚いた

れた。

のである。この実態に対する驚きこそが，自分の生

「よく話を聞いていたね。それでいいんだよ。」と

活と健康を考える学びのスタートとなるのではと考

笑顔で担任が答えた。

えた。

1

はじめに

『子どもが明日も来たいと思う学校の創造を』とい
う学校経営方針のもと本校では，全職員が積極的に
教科研究に取り組み，子どもへの理解を深めている。
先日，２年生担任と養護教諭で，３年生から始ま
る保健の教科書を投影しながら『毎日の生活とけん
こう』について，「健康に関するアプローチカリキ

紙芝居と生活実態のグラフ

ュラム」と名付け，授業を行った。

●意識の変化

2

事前アンケート

◆睡眠時に体の中で何かが起こっているようだ。

本時の学習

◆朝ごはんが体を目覚めさせているようだ。

●楽しく問題提起

体の調子や気分には生活のしかたが関係している

子どもたちは，
〈早寝早起き〉
〈寝る子は育つ〉

ようだ…など，漠然とではあるが２年生なりに自分

〈大切な朝ごはん〉などの言葉をたいへんよく知っ

の生活と結び付けながら理解を深めようとしていた。

ている。授業のはじめに養護教諭が手作りの紙芝居

その学びがあったからこそ，何も食べずに登校して

を用いて，生活が明らかに乱れている「しん子ちゃ

いる（…と回答したと思われる）子が授業後に冒頭

ん」を主役にした話を提示したところ，自信を持っ

の質問を私たちにしてくれたのではないだろうか。

てその問題点をどんどん指摘していた。

生活実態から
担任による指導
健康と生活に関する養護教諭による指導

3

●では，子どもたちの生活実態は？

より確かな学びが３年生からの保健にあることを，

これから

睡眠・食事・排便などの生活習慣について事前に

まだ誰も手にしていない教科書を開きながら子ども

アンケートを実施し，それをわかりやすくまとめた

たちに伝えた。この学びの芽生えを持って，３年生

棒グラフを担任が提示すると歓声があがった。２年

に向かうこれからを見守りたいと考えている。
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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

ボール運動「バスケットボール」では、一部の子どもだけが活躍してしまいます。どの子も運動
の楽しさを味わえるような授業づくりを考えていますが、どうしたらよいでしょうか。

A

学習指導要領では，「ゴール型」種目の技能

で提示する。運動を苦手としている子どもでも具体

に，
『運動の楽しさや喜びに触れ（以下省略）』

的なイメージをもつことができるため，見通しをも

と記載されている。そこで，個人の技能差に関わら

って課題解決のための練習に臨むことができる。

ず，全員が活躍できるための授業づくりのポイント

●授業づくりのポイント３（評価と教師のかかわり）

を以下に３つ例示する。

〈フリーシュート宣言〉
・パスを受けた選手，もしくは出した選手が「シュート！」
と宣言した場合は，相手に邪魔されずにシュートを打つこ
とができる。コート内のどこの場所であっても有効とする。
〈得点〉
・１ゴールにつき，２点とする。
・試合での得点×入れた人数＝総得点。
（例えば，３人が得点した場合 ８点×３人＝24点 となる。
）

●授業づくりのポイント１（教材化）
本単元の醍醐味の一つは，シュートを決めたとき
の喜びにある。しかしながら，技能差によりシュー
トを打つことが難しい児童も見られる。そこで，誰
もがシュートチャンスに恵まれるようにルールを工
夫する。まず，
「フリーシュート宣言」と称して，

学習カードを用いたりチーム内で話し合ったりし

パ ス を 出 す 児 童 も し く は 受 け る 児 童 が「 シ ュ ー

て，毎時間振り返りを行う。さらに，下図のように，

ト！」と言えば，相手に邪魔されずにシュートを打

学級として，「全員シュート」という目標にどのく

てるようにする。苦手な子でも安心してシュートが

らい近づいたのかを記録し，数値化する。子どもは

打てるようにするとともに，ゴール前のよい位置で

「今度はＡさんがシュートを打てるように，パスを

ボールを受けようとする動きを引き出すことができ

つないでいこう。」と，次時に向けてより一層意欲

る。次に，得点方法を「得点×入れた人数＝総得

的に取り組むことができる。

点」とする。チーム全員がシュートをする必然性が
生まれることで，どのように攻めればよいのかとい
う課題意識につながる。

●授業づくりのポイント２（学習展開）
「どのように動けばよいのかわからない。
」という
課題を解決するため，授業の始めに学習モデルを提
示する。例えば，
ボール非保持者の
動きに焦点を当て
た場合，連係しな
がらパスコースを
つくる動きを動画
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体育教師へのエール

旭川市立東光中学校校長
柿㟢 秀樹

現役体育教師を退いてから早九年が過ぎようとして

いる。自分自身を振り返りよく思い出すのが、次に挙

げる事柄である。

よく同僚・同期生から（以下、私＝体育教師なので

誤解しないでいただきたい）……「体育教師は脳が筋

肉でできている」などと言われるたびに『うるさい、

どの学校の教育目標も文言は違えど、知・徳・体の三

本柱からなっており、体育はその三分の一の領域を確

実に担っている』とやり返したものだ。その他、私は

こんな自負をもち職務に当たっていた……①体育教師

がいなければ、全校集会等でこんなに生徒は迅速・整

然と整列できないだろう。②生徒指導部長が外勤等で

学校を空けることがあっても体育教師がいれば大丈夫。

③体育の授業を公開するということは、その学校の生

徒指導をも公開するということ……等々。他にも全国

体力・運動能力調査の結果がよくないと言われたら、

その改善は「チーム学校」も大切だが、やはり体育教

師の日々工夫した授業実践や体育的行事への仕掛けに

寄るところが大きいと思う。

最後に、これまで自負などと偉そうにつづってきた

が、全ては私が出会った体育の先輩たちからの教えで

ある。……『頑張れ、現役体育教師！』

今年になってから，あるダンススタジオのイン

子も参加することが可能になる。また，前述のよ

ストラクターの講演を聴く機会があり，リズムダ

うな動きの「反復」を基本にしながら，少しずつ

ンスの指導についてたくさんのヒントを得た。

動きの幅を広げていくことで，楽しくダンスがで
きる。

子どもはかっこいいダンスに憧れる
が，難しいダンスをそのまま学校教育
に持ち込もうとすると，二極化が起
きるのは想像に難くない。そこで，

「緩急」の話も興味深かった。かっこ

シンプルに考え，
ひと工夫を

よくするために，激しい動きのみを追

札幌市立星置東小学校

ーな動きから急に激しい動きにするこ

「ダンスをもっとシンプルに考えては
ど う か。
」 と い う 話 が 興 味 を 引 い た。

主幹教諭

藤塚 圭一

「音楽に合わせて手拍子をするだけでもそ

求すると体に負担がかり，ついてい
けない子が出てくる。そこで，スロ
とで，より激しい動きに見せるという

のだ。まさに，発想の転換である。

れはすでにダンスと言える。
」というのだ。手拍
子を頭の上で打てば動きが大きくなり，左右に一

リズムダンスを通して体を動かす楽しさをまず

歩ずつステップを踏めば，もう立派なダンスだ。

味わわせたい。シンプルに考え，ひと工夫するこ

このように入り口をシンプルにすることで，どの

とでまだまだ楽しさを広げられそうだ。

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。
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