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体育科の授業を通して醸成される支持的学級風土
函館市立東山小学校校長（北海道学校体育研究連盟函館支部長）
はじめに
した内容を，半年
後にどの程度記憶
しているかについ
て，学習形態別に
分析して図式化し

②グループの編成については，技能差，性格，交友

講義 ５％

右の図は，学習

読書
視聴覚

関係等を考慮し，「グループ間等質・グループ内

10％

異質」で編成する必要がある。これにより，グル

20％

デモンストレーション 30％
グループ討議

一戸 裕之

ープごとに運動課題に向かって取り組むことがで

50％

き，それぞれのグループの力は高まり，勝敗の未

自ら体験する 75％
他の人に教える 90％

確定性が保障されたゲームが行いやすくなる。

（出典：アメリカ国立訓練研究所
「平均学習定着率調査」
より）

③児童の実態や発達の段階，学習過程に応じて弾力

た「ラーニング・ピラミッド」と呼ばれるものであ

的に学習形態を組み入れなければならない。例え

る。この調査から，グループ討議や他者に教えるな

ば，単元の導入では一斉学習を中心に安全面や基

どの学習形態がいかに効果的であるかが分かる。体

本的な技能を指導し，その後グループ学習を中心

育科においても，児童が他者との対話を通して，自

に学習を進め，つまずきのある児童に対しては個

己の思考を広げたり深めたりし，課題の解決を目指

別指導をする。学年差による学習経験等に応じて，

して，協働的な学習に取り組むなどの対話的な学び

これらの学習形態の配分を調整することも必要で

を促すことが求められている。しかし，これは何も

ある。

目新しいことではなく，これまでの実践を不易の学

④自己評価能力を高め，相互評価を充実させるため

習過程として引き続き重視し，工夫・改善すること

には，評価の目的や視点を明確にすることが重要

が重要である。函館市小学校体育研究会では，これ

となる。自己評価や相互評価で発見した技能や戦

まで「グループ学習」を中核にした，自発的・自主

術のコツをグループ間，グループ内で伝え合い，

的学習の展開を研究内容として，
「関わりの中で主

共有したコツを基に，さらに自分たちを高め合う。

おわりに

体的に運動に取り組む子の育成」を以下の指導をポ

新学習指導要領の体育科における育成すべき資質・

イントとして目指してきた。

「グループ学習」を機能させるために

能力「学びに向かう力，人間性等」には「リーダー

①体育科の学習の「学び方」を定着させるためには，

シップやチームワーク，感性，優しさ，思いやり」

支持的学級風土を基盤として，グループでの学び

などが要素として示されている。この中でチームワ

方の指導を年度当初から意図的，計画的に行うこ

ークは他の教科には示されておらず，体育科にのみ

とが前提となる。これにより，仲間と教え合い，

求められている。これからも，体育科の授業実践を

認め合い，励まし合うなど質の高い学び合いがな

通して児童が自己有用感を高め，仲間との協働によ

され，運動に関わる学習内容の習得が保障できる。

り，支持的学級風土が醸成されると期待している。
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運動の特性に浸り，一人ひとりが
見方・考え方を働かせる投の運動遊び
北海道教育大学付属札幌小学校教諭

1

−１年−

河本 岳哉
ステージに向かってボールを投げ，ステージ上ま

はじめに

で届くかどうかを楽しむ運動である。スタート位置

「子どもたちの投げ方がぎこちない……。」

にメジャーを斜めに敷き，自分にとって「届くかど

このように感じられた経験のある先生も多いので

うか」の場所を選べるようにした。
〈巨大ボール〉

はないか。平成29年に告示された新学習指導要領
では，児童の投能力の低下傾向が引き続き深刻な現

大きなビーチボールを投げ，壁まで届くかどうか

状であることから，遠投能力の向上を意図した「投

を楽しむ運動である。届いたら，スタート位置を壁

の運動（遊び）
」を加えて指導できるよう改訂され

から離していくことで，どの子も「できる−できな

た。

い」を楽しめるようにした。

では，実際の授業ではどのように展開すればよい
のだろうか。その一例として，１年生を対象に行っ
た実践を紹介する。

2

「名探偵ぼうる」

（1）「遠くまで投げられるかどうか」を楽しむ
本単元で大切にしたのが，どの子も「遠くまで投
げられるかどうか」を楽しめるようにしたことであ
る。運動の特性を味わうことで，
「もっと遠くまで
〈ロケットボール〉

投げたい」という思いを引き出すことをねらった。
そのための具体的な手だてとして，下記の３つの

上に向かって投げ，高く投げられるかどうかを楽

場において，児童自らが自分の能力に見合った難易

しむ運動である。的は，プロジェクターを使って体

度を選択できるよう工夫した。

育館の壁に映し出した。

〈島ボール〉
ステージ

ステージにボールが
のれば合格。投げる

メジャー

ラインを斜めにする
スタート

ことにより，どの子

帯状に色を分け，１〜７まで数字を振る。プレゼンテ

も自分の力に応じて

ーションソフトを用いることにより，数分で作成可能。

楽しむことができる。

児童の実態に応じて的を柔軟に変更することができる。
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（3）自分で「投げる」を再構成する

また，単元全体を通して，「『怪盗スロー』から挑
戦状が届き，
『名探偵ぼうる』として遠くに投げる

他者の考えに触れることで，子どもは「Ａ君が言

コツを明らかにする」というストーリー展開にする

ったように，助走をつけたほうがいいかもしれな

ことで，意欲的に取り組めるようにした。

い。」「いや，ぼくの考えのほうが遠くに投げられる
よ。」などと自らの見方・考え方を見つめ直すよう

（2）見方・考え方を働かせる

になる。

次に，実際の授業展開例を示す。本実践では，

それを確かめるために，再び３つの運動に取り組
んだ。実際に体を動かし，試行錯誤しながら追究す

①一人ひとりが見方・考え方を働かせること。

る場を設けることで，「本当だ。助走をつけたら遠

②他者の考えに触れ，実際に試行錯誤しなが

くまで投げられた。」と実感しながら，自分の見方・

ら自らの見方・考え方を更新すること。

考え方を再構成できるようにした。学習カードには
赤鉛筆で考えを書き足すようにし，見方・考え方の

の２点を重視した。

変容を自覚できるようにした。

まず始めに，
（1）で示した３つの運動に浸る中

▼学習カード

から，
「どうすればもっと遠くまで投げられるか
な。
」という問いを引き出す。その際，それぞれの
運動後に，遠くまで投げるコツを学習カードに記入
させるようにした。運動直後に言葉にすることで，
見方・考え方を実感の伴ったものとして表せられる
ようにした。
次に，学級全体で考えを交流する場を設けた。そ
の際，投げる運動をしているイラストを示し，自分
が大切だと思う場所にシールを貼らせた。違いを浮
き彫りにすることで，
「どうしてあの子は，足が大
切だと思ったのだろう。
」と他者の考えに寄り添う
ことができるようにした。

足を上げたほうがより遠くに
投げられることを発見！

▼考えを交流する場の掲示

3

下線部分：
２回目に赤鉛
筆で書き足し
た考え。

おわりに

「遠くに投げられるかどうか」のおもしろさに浸
り，見方・考え方を働かせながら運動に取り組んだ
ことで，３つの資質・能力をバランスよく育めたの
ではないかと思う。何よりも，単元が終わっても
「今度はいつ怪盗スローが来るのかな？」と楽しみ
にしている子どもたちの姿が嬉しい。
「投の運動（遊び）」はまだ実践数が少ない領域で
ある。今後，全道の先生方によって，より豊かな実
践が展開されることを期待する。

「ここが大切！」と考えたところに
シールを貼らせることで，クラス全
員の考えが明らかになる。
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生徒が主体的・協働的に展開するゲームを
中心とした授業づくり －３年バスケットボール－
知内町立知内中学校教諭

1

黒田 永輔
〈ねらい２のゲーム〉

はじめに

「ねらい２」のゲームは“高まった力でゲームを

今日の学校教育では，子どもたちがさまざまな社

楽しむ”ことを目的とする。ここでは，相手チーム

会変化に積極的に向き合い，他者と協働して課題を

と勝敗を競うことを通して，意識を攻め方や守り方

解決していく資質・能力の育成が求められている。

などより戦術的な思考へ移行させていく。そのため

特に，保健体育科では運動における競争や協働の

に，チーム内で「作戦」が共有され，その「作戦」

経験を通して，生涯にわたって運動に親しむ態度を

をゲームの場面で実行しようとしているかを教師側

養うとともに，仲間との豊かな人間関係を築いてい

が見取ることが必要となる。

（2）ゲーム様相図を活用した見取り

くことが期待されている。
そこで，今回は昨年10月に行われた「第55回北

「ゲームを中心とした授業」を進めるためには，

海道学校体育研究会渡島大会」に向けた取り組みの

ゲームから子どもたちのさまざまな面（関心・意欲，

中から，ゴール型（バスケットボール）授業の実践

思考・判断，技能・知識）を見取る必要がある。そ

を紹介したい。

こで，ゲーム展開の変化に着目した「様相図」を作
成した。特に，球技のゲームでは，最初，多くの子

2

授業づくりの３つのポイント

どもがボールに集まってくるようなゲームが展開さ

（1）ゲームを中心とした課題解決的な授業

て，長いパスが出たり，横に広がったり，ゲームの

れるが，子どもの知識，技能や戦術的な思考に応じ

子どもがゴール型の球技の楽しさに気付くことが

様相が変化していく。その変化を的確に捉えていく

できるよう，
「ゲーム」を中心に学習を展開してい

ことで，個人のつまずきやチーム内の課題などが捉

く。子どもたちはゲームの中からさまざまな課題を

えやすくなった。さらに，チーム内のミーティング

見つけ，その課題を解決する過程で運動を楽しむ資

でも「様相図」を活用することで作戦や動きの共有

質や能力を培っていく。ゲームから生まれた課題が

化を図ることができ，仲間との深い関わりにつなが

子どもにとっての切実な課題であり，主体的・協働

っていた。

的に学ぶ土台となる。また，技能の習得・向上の必
要感はゲームを通して導かれるものである。

▼ゲームの様相図と指導内容（ゴール型）

子どもたちが目的をもって技能を高める指導，
様相（子どもの動き）

その技能をゲームで生かせるように適切な支
援を工夫しながら，ゲームそのものを楽しむ

１

様相図

様子

ボールに固まる段階

ボールを追う、ボール

（だんご型）

に固まる、ドリブル中心

３

・ドリブルでボールを運ぼうと

ドリブルによるワンマン

・パスでボールを運ぶ場面が

（縦長型）

の攻めが中心となる。他の

攻めと守りに役割が

離れている味方にロング

固定される段階

パスを送ってシュート

（めがね型）

につなげるプレーが中心
となる状態。

４

を楽しむ”ことを目的とする。ここで，教師

ッグゴール

②ドリブルカットなし

③オー

ルコート３on３など）をすることである。

後期
中３～高３

ゲームを進めるめあて
（例）

ゲームを楽しむためのドリル

S

D

P

R

O

○

◎

△

△

△

○

◎

○

△

○

○

○

◎

○

◎

〇

〇

◎

〇

◎

○

○

◎

○

◎

○

○

◎

◎

◎

○

○

◎

◎

◎

・積極的にボールにさわろう。

○

○

－

・ドリブルを使ってボールを運ぼう。
・たくさんシュートを打とう。

・パスを使ってボールを運ぼう。

多く見られるようになった。
・ノーマークでボールをもらお

・ドリブルとパスを使い分けよう。

◎

○

○

うとする動きが出てきた。

・ノーマークでシュートを打とう。

とする動きが出てきた。
・短いパスでボールを「つなぐ」

・空いている場所に走ってボールを
もらおう。

・チームでノーマークを作ろう

・ノーマークを作ろう。

◎

◎

○

意識が出てきた。

（ディフェンスのいない所でボール
をもらおう。
）

短いパスが繋がり

ボールを持っている人の

始める段階

近くに動き、短いパスを

（ダイヤモンド型）

繋いでゴールまでボー

・パスを中心に攻めようとする

ルを運んでいく状態。

「作戦」が 多く見られるよう

・チームで縦にボールを「つな

・短いパスを使ってボールを運ぼう。

ぐ」意識が出てきた。

（ロングパスとショートパスの使い

◎

◎

〇

分け）
・つなぎのプレーを意識しよう。

になった。
５

縦・横に広がる段階

空いた場所へ動き、横パス

（広がり型―０）

が多く、パスがつながる
状態。

わせていない子どもでも楽しめる工夫（①ビ

子どもが多くなってきた。

でルーズボールが多い状態。

状態。

側が気を付けることは，十分な技能を持ち合

中期
小５～中２

・積極的にボールにかかわる

縦に広がる段階

人はドリブルを追いかける

「ねらい１」のゲームは“今の力でゲーム

前期
小１～小４

する子どもが多くなってきた。
２

ことを目指している。
〈ねらい１のゲーム〉

想定される様相

次の段階に移る
ゲームの見取りポイント

・リバウンドにいく生徒が増え、
連続した攻撃が見られる。
・
「作戦」を意識した攻防を展開

・オフ・ザ・ボールムーブメントを意

○

◎

◎

するチームが増えてきた。
６

分担して攻める段階

リバウンド、ドリブル、

（広がり型―１）

パス、シュートなどの役割

続した攻防が展開される。

が明確になり、展開が速く

・対戦相手に応じて「作戦」を

なってくる状態。
７

みんなで攻め

相手チームに応じて素早く

みんなで守る段階

戻ったり、守る相手を決め

（広がり型―２）

て攻防が続けられる状態。

識しよう。
・縦にボールをつなごう。
・パス&ゴ－を意識しよう。

・ゲーム（時間）が止まらず、連

・チーム内の役割を意識しよう。

－

◎

◎

立てるようになってきた。

・リバウンドを取りにいこう。
・チ―ムの作戦を意識したゲームを
展開しよう。
・トランジッション（切り替え）を

－

○

◎

早くしよう。
・対戦相手に応じた作戦を立てよう。

S：シュート D：ドリブル P：パス R：リバウンド O：オフ・ザ・ボールムーブメント
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▼ゲームを楽しむためのドリル集
シュート

ドリブル

パス

リバウンド

オフザボールムーブメント

その他（基本スキル）

パス
―

リバウンド
―

オフザボールムーブメント
―

その他（基本スキル）
＜バスケット＞

3

だんご型
シュート
＜バスケットボール＞
だんご型
縦長型
縦長型
メガネ型
メガネ型

ドリブル
＜バスケットボール＞

〇レイアップシュートゲーム

〇ドリブル鬼ごっこ

〇ゴール下シュートゲーム
＜バスケットボール＞

〇ドリブル相撲
＜バスケットボール＞

〇５方向からセットシュート
〇レイアップシュートゲーム

〇ドリブルリレー
〇ドリブル鬼ごっこ

〇２人１組シュート
〇ゴール下シュートゲーム

〇ドリブルの奪い合い
〇ドリブル相撲

〇フリースローゲーム
〇５方向からセットシュート

〇２ボールドリブル
〇ドリブルリレー

〇マイカンドリル
〇２人１組シュート

〇ドリブルの奪い合い

〇１分シュートゲーム
〇フリースローゲーム

ダイヤモンド型

ダイヤモンド型

広がり型―０
広がり型―０
広がり型―１
広がり型―１
広がり型―２

＜サッカー＞
〇２ボールドリブル

〇マイカンドリル

〇８の字ドリブル

＜サッカー＞
〇１分シュートゲーム

〇ドリブルリレー
＜サッカー＞

〇ドリブルからシュート

〇ジグザグドリブル
〇８の字ドリブル

〇パスからシュート（正面）
＜サッカー＞

〇ターンゲーム
〇ドリブルリレー

〇パスからシュート（横）
〇ドリブルからシュート

〇ドリブル&ターン
〇ジグザグドリブル

〇ボレーシュート
〇パスからシュート（正面）

〇ドリブル鬼ごっこ
〇ターンゲーム

〇パスからシュート（横）

〇ドリブルサバイバル
〇ドリブル&ターン

〇ボレーシュート

〇ドリブル鬼ごっこ
〇ドリブルサバイバル

〇ハンドリングドリル
―
＜バスケットボール＞

―
―

―
＜バスケットボール＞

〇対面パス

〇３対２のパスまわし

〇２ボールパス
＜バスケットボール＞
〇三角パス
〇対面パス
〇２対１のパスまわし
〇２ボールパス
〇３対２のパスまわし
〇三角パス
〇２メンパス
〇２対１のパスまわし
〇３対２のパスまわし

―
＜バスケットボール＞
〇リバウンドシュート（個人）
〇リバウンドシュート（チーム）
＜バスケットボール＞
〇２人 1 組リバウンドゲー
（個人）
〇リバウンドシュート
ム
〇リバウンドシュート
（チーム）
〇２人 1 組リバウンドゲー

＜サッカー＞
〇２メンパス
〇対面パス（キック各種）
〇ランニングパス
＜サッカー＞
〇三角パス
〇対面パス（キック各種）
〇スクエアパス（その場）
〇ランニングパス

＜サッカー＞
ム

〇手合わせマンツーマン
＜バスケットボール＞
〇３対２のパスまわし
＜サッカー＞
〇手合わせマンツーマン
〇コーン通過ゲーム

（1）成果

〇ドリブルドリル
＜バスケット＞
〇ハンドリングドリル
＜サッカー＞
〇ドリブルドリル
〇リフティング

そもそもゴール型の単元においては，チーム内の

〇ボールコントロールドリル
＜サッカー＞
〇リフティング
〇ボールコントロールドリル

〇３対１のパスまわし
＜サッカー＞

仲間との助け合い・学び合いの姿勢が生まれやすい

〇３対２のパスまわし
〇コーン通過ゲーム
〇３対１シュートブロック
〇３対１のパスまわし
〇３対２のパスまわし

〇ショットガンゲーム

〇３対１シュートブロック

状況にあるが，ゲームを中心に授業を進めたことで，

＜サッカー＞
〇ショットガンゲーム

〇スクエアパス（動きなが
〇三角パス

より多く・深く他者との関わりをもつ姿が見られた。

ら）
〇スクエアパス（その場）

広がり型―２

〇スクエアパス（動きなが
ら）

▼ゲームを楽しむための工夫
用具

＜ゴール＞

ルール

コート

（バスケットボール）

（バスケットボール）

用具
（バスケットボール）

ルール
〇リングに当たったら１点

コート
〇半面コート…３on３

〇ビッグゴール
＜ゴール＞

〇３対３・４対４
（バスケットボール）

（バスケットボール）

〇低いゴール
（バスケットボール）

〇リングに当たったら１点

（サッカー）
〇半面コート…３on３

〇セストボール（ゴール）
〇ビッグゴール

（サッカー）
〇３対３・４対４

〇ウィングゾーン

（サッカー）
〇低いゴール

〇パラレルゴール

〇半面コート
（サッカー）

〇セストボール（ゴール）

〇簡易ゴール
（サッカー）

〇３ゾーンゲーム
〇ウィングゾーン

＜ボール＞
（サッカー）

〇フリーマン
〇パラレルゴール

〇半面コート

〇軽量ボール

〇簡易ゴール

〇３ゾーンゲーム

＜ボール＞

〇フリーマン

さらに，「様相図」を活用することでチーム全体の
動きを捉えることができるようになり，自分の動
き・役割だけではなく，仲間の動きにも注意を払っ

〇軽量ボール



成果と課題

（渡島体育研究会による）

（3）振り返り活動の充実

てゲームを展開することができるようになった。最
後の対抗戦では，相手のゲーム展開（様相）を予測
し，作戦を立てるまで思考が広がったチームも出て

ゲームから導かれた課題は子どもにとって切実な

きた。また，振り返りの時間を充実させ，課題や成

課題となり，主体的な学びにつながりやすい。一方

果をチーム内で共有することで，次時の授業の意欲

で，ゲームから課題を見いだせない子どももいる。

や仲間意識が高まっていくことが実感することがで

そのような場合は，子どもの課題意識を高め，課題

きた。

（2）課題

を明確にする手だてが必要である。そのために欠か
せないのが仲間の存在である。そこで，
「約束事」

ねらい１でのゲームを経て，ねらい２のゲームで

を作成し，チームの仲間との振り返りの充実を図っ

はチーム内で仲間同士の関わりを深めるために，
「作戦」に焦点を当てて授業を進めたが，その結果，

た。

いくつかの課題も見えてきた。

〈チームミーティングの約束事〉

①なぜ「作戦」が必要なのか？

○ゲーム後に必ずチームで集まって話す。

ねらい２のはじめに作戦を立てさせたが，当初，

○いつでもミーティングを開いてよい。
（作戦の修

作戦の内容は未熟なものばかりだった。これは，子

正を含む）

どもたちの作戦に対する必要感が高まっていないこ

○ミーティングは必ず全員が話す。
（感想でも可）

とが原因と考えられる。ここでは，各チームに対す
る支援の工夫や単元全体を通して，子どもの実態に

その結果，自己の課題が明確になったり，課題解
決のきっかけを得たりすることができるようになっ

応じた柔軟な時間配分が必要であると感じた。

た。

②「作戦＞勝敗」
チーム内の活発なミーティングで導き出した「作

◀試合の様子を撮影

戦」はチーム内で共有され，強く価値づけられてい
た。ゲームでもその作戦を実行しようとしていたが，
作戦の実行がゲームの目標となっている場面が見ら
れたことから，作戦ありきではなく，ゲームの中に
どのようにチームの作戦を生かしていくかというこ
とを定着させていくことが必要であると感じた。
おわりに，今回の取り組みを基に，さらなる授業

▶ミーティング
の様子

改善に努めていきたい。
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●保健〔中学校〕●

自分を見つける力を育てる
−
「ものの考え方」を重視したストレスマネジメント教育−
札幌市立新琴似北中学校養護教諭

1

星川 真珠

3

はじめに

実践報告

本校は札幌の北西部にある生徒440名前後の中規

今回は，昨年度行った２年対象の実践を紹介する。

模校である。全体的に人懐っこく活気ある生徒が多

指導案や資料等については養護教諭が作成・用意し，

いが，感情が言動や行動に表れやすいために，周囲

学級での指導は担任が行った。

（1）指導の流れ

に大きな影響を与えてしまう生徒も少なくない。ま
た対照的に，気持ちを言葉に表すことができず，感

学習
活動

情を心の内に秘めてしまいがちとなっている生徒も
多数いる。それらが原因となり，周囲との関係が不

教師の働きかけ

安定となり，ストレス反応として身体に不適応症状
が現れ，保健室を訪れる生徒が増えている傾向にあ
る。
そのような実態を踏まえ，自分の心を見つめる姿
勢とともに，自分とは違う他者の気持ちや心の動き
していけるように，身近に起こり得る出来事を題材
にストレスマネジメント教育を行った。その取り組
みを紹介したい。

2

ストレスマネジメント教育の計画

●1年・2年の計画

題材名

２年

言い争いの種を発芽

幸福を呼ぶ思考法

させない行動を考え

を知る。

る。

ねらい

言動が原因となり言

ストレス反応を引

い争いとなることが， き起こす原因に気
ストレスとなってい

づき，柔軟に対応

ることも多い。相手

できるものの考え
日常生活で実践で

で，言い争いを回避

きるようにしたい。

できるようにしたい。

時数

１時間

③「気持ちのものさし」を掲示する。
・事 例を提示し，「気持ちがどのあたりにあ
るのか」と発問し，該当するところに〇を
つけさせる。
・全体で交流しながら，同じ出来事や場面や
状況に出会っても，人により感じ方が違う
ことを認識させる。

学習
活動

3．前向きに考えることで，プラスの方向に

教師の働きかけ

冷静に判断すること

2．原因となる刺激に対処するための合理的

学習
活動

の立場になって考え， 方を身に付けさせ，

１時間

6

①風船を使い，指で強く凹ませた状態が「ス
トレス」であることを視覚で訴える。
（資
料：保健体育教科書）
②２種類のストレスへの対応
・ストレス反応に気づきコントロールする方
法
・原因となる刺激に気づき，その刺激に対処
する方法

学習
活動

教師の働きかけ

１年

出させる。

教師の働きかけ

を知り，柔軟な考え方を持ちながら人間関係を構築

１．１年生の保健の授業で学んだことを思い

なものの考え方があることを知る。

チェンジすることを知る。

④ワークシートの活用
・ストレスの原因となる刺激とストレス反応
を確認させる。
・マイナスの気持ちを考えさせる。
・マイナス方向に傾きがちなものの考え方を，
プラス方向に転換するための考え方を交流
する。

4．自分自身のストレス反応を知り，刺激へ
の対応方法を考える。

⑤ストレスチェック表の活用
・自分に起きているストレス反応を確認させ
る。
・刺激と原因を考えさせる。
・ものの考え方をプラス方向に転換させる。

道版保体ジャーナル

（2）展開とポイント

最後に，このものの考え方をプラス方向に転換さ
せストレス反応を緩和させる方法を，実生活で意識

導入は風船を活用して「ストレス」を説明し，１
年次に保健の授業で学習した「ストレスへの対処」

させるために，スト

を復習した。そして，ストレス反応を軽減させる方

レスチェックを活用

法の一つとして，「見方や考え方を変えること」が

し，自分自身と向き

あることを意識させた。

合わせ，考えさせた。

（3）生徒の感想
◦考え方を変えるとストレスも減るなあと思った。
◦ス トレスについて少し分かりました。少しずつ

次に，身近で起きそうな話題「人前で話をするこ

発散して，常に穏やかにいたいです。

と」を例に挙げ，模造紙で作成した「気持ちのもの

◦自 分は結構ストレスを感じていると思っていた

さし」
（下の写真：上）を使いながら，同じ刺激を

けれど，普通だったし，周りにはもっとストレ

受けても人により気持ちの動揺が違うことを理解さ

スを感じている人がいるので，安心した。

せた。気持ちの動揺を数値化することで，同じ出来

◦色 々な人のストレスの感じ方が良く分かり，別

事や場面に出会っても，人により受け止め方が違う

の人の気持ちに立って考えることができたので，

ことをはっきりと理解させることができ，マイナス

これを踏まえ自分についても見つめ直せるよう

方向に数字が大きいほうがストレスとなりやすいこ

な機会があり，良かったです。

とが認識できた。

◦自 分の考えを変えるのは難しいけど，やってみ

その後，別な身近な事例を通し，心身が楽になる

るのも良いと感じた。

プラスなものの考え方を習得させることで，ストレ

◦こ んなにストレスについて考えたことがないの

ス反応を減らすことができることを実感させた。

で，わりと楽しかった。

▼「気持ちのものさし」

◦人それぞれでストレスの感じ方やストレスの重
さが違うことを再確認することができたので良
かったです。
◦実際はそううまくはいかないもの。
◦なかなかプラス思考に考えられない。

4

おわりに

本時は自分の思考と向き合いながら，他者の考え

▼ワークシート

にも触れることができるため，ストレスマネジメン
ト教育のみならず，感性と情緒を深めながら仲間と
の関係作りをしていくきっかけにもなるものと考え
ている。また，これからは，時間を確保することが
難しくなってきているため，保健及び道徳との横断
的な教育を模索していきたい。
参考文献：ストレスマネジメント教育実践研究会（PGS）編「ス
トレスマネジメント フォ キッズ」東山書房
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苫前町立古丹別中学校教頭

やりたい体育



先日、子ども連れのお母さん方が来校し、私は校

西山 智章

内を案内した。二歳児と三歳児、合わせて三人の幼

児らは体育館に入るなり、入り口からステージまで

を行ったり来たり猛ダッシュ。ゲラゲラ笑いながら

夢中で走り、その表情たるや実に楽しそうであった。

幼稚園や保育所に入る前の子どもにとって、思い切

り走り回れる場所は新鮮だったのであろう。

子どもは走ることが好きなのに、年を重ねるごと

におっくうになり、やがて運動することから遠ざか

る。

中学生を相手に、こんなやりとりを思い出す。

『今日は走るよ。
』

『イヤだー、疲れるー！』

この中学生たちも、三歳の頃はゲラゲラ笑って夢

中で走り回っていたに違いない。

「やらされる体育」と「やりたい体育」。

「 主 体 的 な 学 び 」 に こ だ わ り、 子 ど も た ち が も っ

と、ずっと運動していたいと思える授業が理想だ。

もちろん、苦手なことやつらいこともあるし、やら

な け れ ば な ら な い こ と も あ る。 そ れ ら を「 主 体 的

に」取り組めるようにするのが教師の腕の見せ所。

本来ヒトがもっている運動欲求を引き出しながら学

ばせる「やりたい体育」を目指して……。

体育においてこれらの資質・能力を育成するため

は「恥ずかしい」と尻込みしていた面々が，男女

には，運動の楽しさや喜びを味わい，自ら考えた

関係なく助け合って互いに認め合い，伝え合い，

り工夫したりしながら運動の課題を解決する学習

ただならぬ熱気にあふれていた。そこに，子ども

が重要だ。

たちが自ら授業をつくる姿があった。

その視点に立って，今回は６年表現運
動「フォークダンス」の授業を行っ
た。この授業では，既習のリズム
に乗って踊る能力やコミュニケ
ーション能力を土台として，日
本や世界の国々で親しまれてき
た民謡や外国の踊りを理解し，
さまざまの国の文化に触れながら
踊りで交流する力を培っていくこと

身に付ける力を明確化し，体育の活動

体育から
「関わり」の

を通して，子どもたちが運動の特性
や魅力に触れながら，試行錯誤を
繰り返しながら互いを認め合い，

大切さを知る！

主体的に学べることで，ちょっ

旭川市立緑新小学校

たちから自然と笑顔があふれ，

主幹教諭

田中 拓二

をねらいとした。

ぴりぎくしゃくしていた子ども
仲間を思いやる関係となっていた。
体育って，素晴らしい！
運動との関わり，教師との関わり，

目標を達成するために，心と体をほぐす

子ども同士との関わりを大切にしていくこ

運動や子ども同士の関わりを基に，踊りの由来や

とで，「主体的・対話的で深い学び」につながって

背景の意味を伝え，動きを一つずつ理解するため

いく。今後も子どもが自信をもち，笑顔になる指

にかけ声をかけながら意欲の向上を図った。最初

導を追究していきたい。

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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