道版

〔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「子ども一人一人の発達・特性を踏まえた授業」

●一人一人の子どもを輝かせる授業づくり………………………………
●小学校：
「できた」はもちろん，
「かかわり」
「つながり」も大切にした
授業づくり −５，６年 跳び箱運動−…………………………
●中学校：
「子どもが運動の楽しさに気付く，主体的・協働的に展開
する授業づくり」 −３年 バレーボール−……………………
●保健〔中学校〕情報共有を大切にした学校保健を目指して…………
●保体の窓……………………………………………………………………

1
2
4
6
8

No.

65

2019／5
北海道保健体育研究会

一人一人の子どもを輝かせる授業づくり
森町立森中学校校長（北海道学校体育研究連盟渡島支部長）
はじめに

土橋 史人

ゲームを楽しませるための工夫
〈施設・設備〉
・コートの広さを変える。
・バスケットボールでビッグゴールを活用する。
〈用 具〉
・ネットの高さを変える。
・ボールの大きさや柔らかさを変える。
〈ルール〉
・バレーボールでキャッチやバウンドを認める。
・ゲームの人数を変える。
など

2020年度に小学校から実施される新学習指導要
領には，育成すべき資質・能力の一つに「理解して
いること・できることをどう使うか」と示されてい
る。今まで以上に持っている知識や技能をどう活用
できるかが重視されるということである。
また，質の高い学びを実現し，生涯にわたって学
び続けるための「主体的・対話的で深い学びの実
現」についても大きく取り上げられている。
以前から進めてきている渡島体育研究会の研究は，
この２点に大きく関わる取り組みなので紹介したい。

今ある技術でゲームを楽しむ

議を行う。自分自身やチームの課題を見つけ，課題

どうしても体育の授業では，技術を高める練習や

を解決する方法や相手に勝つための方法を考え出す。

方法が注目される。技術が高まればゲームの質も高

ゲーム後には，考えたことが実践できたのか，足り

まってより楽しさは増すが，全ての子どもの技術を

なかったことは何かをしっかり振り返る。

向上させることは簡単ではない。

ゲームで勝つために自分自身の課題を意識しなが

渡島では，まず「ゲームを楽しむ」授業を目指し

らチームの作戦を考える話し合いは，まさに「主体

ている。運動が苦手な子どもも，今持っている技術

的・対話的な学び」であり，毎時間チームの状況に

や能力を最大限に発揮させて仲間と協力してゲーム

合わせて課題や作戦を工夫改善しながら取り組み続

を行い，ゲームそのものを楽しむ。その上で，必要

けることは，より「深い学び」へとつながっている。

な技術の向上も目指す。ゲームの楽しさを実感する

私たち教師は，教え込むことから子どもたちの考

ことで，運動や体育が好きになる。

えや活動を「引き出し」「伸ばす」ことに意識を変

私たち教師は，子どもの実態をしっかりと把握す

えて取り組むことが重要になる。

おわりに

ることに力を入れ，子どもたちがゲームを楽しめる
ように，実態に合わせて用具やルールなどを工夫す

今後も子どもたちの実態を把握する力，状況に合

ることに力を注いでいる（右上参照）。

わせて的確に支援する力をさらに高め，運動が苦手

自分たちで課題を見つけて解決する

な子どもも仲間とゲームを楽しみ，生き生きと活動

ゲームを行う前後には必ず，チームによる作戦会

できる体育の授業を目指していきたい。
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●小学校●

「できた」はもちろん，
「かかわり」
「つながり」も
大切にした授業づくり −５，６年 跳び箱運動−
北見市立相内小学校教諭
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北山 賀一

はじめに

2020年度から，小学校では新学習指導要領が完
全実施となる。今年度は移行措置期間最後の年とな
り，新学習指導要領のポイントを意識した授業づく
りが求められる。
レベル１：手→足のリズムで「パン・ポン」

全ての子どもたちが，楽しく安心して運動に取り

レベル２：レベル１に加え，着いた手よりも足が前

組むことができ，子どもたち同士の「かかわり」

に出るようにする（上の写真）

「つながり」にもスポットを当てた実践を紹介する。

2

※体育館のラインを目印にすると，子どもたちに

授業の様子

もわかりやすい。

●今回取り組んだ技
●馬跳び……開脚跳びにつながる。

開脚跳び
切り返し系

〈馬の高さの例〉

大きな開脚跳び
かかえこみ跳び
台上前転

回転系

（大きな台上前転）
（首はね跳び）
※（

）の技は，希望者のみ。

※跳 び箱運動は，けがが多い単元である。けがなく，
安全に授業を終えられるよう十分な配慮が必要であ

レベル１

レベル２

レベル３（足首）

レベル４（ひざ上）

る。回転系の技の練習の後に，切り返し系の技の練
習をすると，お尻が上がりすぎてけがをする危険性
がある。１時間の展開の順序（切り返し系→回転
系）に気を付けたり，回転系の技から切り返し系の
技に移るときは，うさぎ跳びを何回か行い感覚を戻
したりする必要がある。

（1）感覚づくり−導入−
跳び箱運動に限ったことではないが，主運動につ
ながる感覚づくりを大切にしている。毎時間の授業

その他

の導入段階で，補助運動的に運動に取り組むのはも
ちろん，マット運動や体つくり運動の単元などでも

【馬２人跳び】
馬を互い違いにしたり，
手前を体の小さい子にし
たりすると，取り組みや
すくなる。

意図的・計画的に取り入れるようにした。
●うさぎ跳び……着手・かかえこみ跳びにつながる。
→動物シリーズ（くま・カンガルー・あざらしなど）
は，低学年から繰り返し取り組ませておきたい。
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（2）場の工夫

〔例〕着地３秒を数えてあげる。
  着手の位置をチェックする。

紙面の都合上，台上前転に限って紹介する。体が


大きくなり，恐怖感にも敏感な高学年全員が，安全

１，
２，
３！

に楽しく台上前転の感覚をつかめるようにと考えた。

すごーい。
ひざが深く曲
がっていてい
いね！

▶ステージから
前転
↓
安全マットの
上に着地

②10秒ペア相談・交流

▶安全マットで台上前転

なるべく奥のほ
うがいいと思う
んだけど……。

１人分サイズの
小さなマットは
便利である。

・
「隣の人と手を着く位置はどこがいいか話し合
ってみて。
」などと声かけをする。
・話し合う時間はたった10秒。長々と話し合え

▼小さなマットを重ねて台上前転

ばよいというわけでもない。＝重いテーマに
は適していないと言える。
・みんな思い思いに隣の児童と話す。

１人分サイズの
小さなマット

国語や算数などの授業で，自分の考えを基にペア
やグループで交流などを行っている。それと同じよ
うに，体育でも実践するだけである。このペア相
小さなマットを９枚重ねると，跳び箱の３段とほ

談・交流は，一人一人が思考し，声を出す機会を確

ぼ同じ高さになる（写真は10枚重ね）
。このマット

保することや，言葉に出すことで思考を整理させる

を１枚ずつ増やして挑戦してもよい。

こと，自分の考えや意見に自信を持たせることなど，
さまざまな利点がある。

段数に個人差はあるが，ほぼ全員が跳び箱で台上
前転を成功させることができた。

3

（3）かかわり・つながり

おわりに

小学校の新学習指導要領の完全実施まで１年を切
った。新たに目標や内容も整理された。その中の

①見るポイントを１つだけに絞る
教師側としては，技のさまざまなポイントを見た

「（3）学びに向かう力，人間性等」にもあるように，

り，コツをアドバイスしたりしてほしいと思うが，

どの子でも積極的に取り組める単元計画や場の工夫，

子どもたちにとってはなかなか難しいことである。

そして，子どもたち同士の「かかわり」「つなが

漠然と「アドバイスし合おう！」としても，できな

り」が欠かせない。

い子どものほうが多いのではないだろうか。そこで，

2020年度には，北海道学校体育研究大会（全道

視点を明確化し，１つに絞ることにした。その結果，

大会）がオホーツク管内（北見市を予定）で開かれ

声かけやアドバイスもしやすくなり，授業の雰囲気

る。これからも研究部を中心に実践を積み重ねてい

や勢いもよくなった。

きたい。
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●中学校●

「子どもが運動の楽しさに気付く，主体的・
協働的に展開する授業づくり」－３年 バレーボール－
七飯町立七飯中学校教諭

1

村田 大樹
テージ型の学習過程を計画し，ねらいに合った学習

はじめに

活動を展開する。

今日の社会において，学校教育では児童生徒がさ
まざまな変化に積極的に向き合い，他者と協働して
課題を解決していく資質・能力の育成が求められて
いる。また，今の子どもの現状を見ると，日常生活
における運動・スポーツの機会の減少，運動をする
子どもとそうでない子どもの二極化傾向による子ど
も間の体力差などが課題となっている。

ねらい２では，ゲームに勝つための攻め方・守り

渡島体育研究会研究部では，
「子どもが運動の楽

方，いわゆる「作戦」を立て，それを実行するため

しさに気付き，主体的・協働的に運動に親しむ資質・

の練習をしたり，駆け引きを考えたりするなどのゲ

能力の育成～ゲームを中心とした授業づくり～」を

ームに夢中になることを重点とする。

（3）作戦マネジメント学習

研究主題に実践を積み重ねてきた。今回は，『ネッ

教師から指示されて子どもが作戦を立てるのでは

ト型（バレーボール）
』の授業に焦点を当てて，実

なく，子ども自ら作戦の必要感を持ち，作戦を考え

践の一部を紹介する。

2

たり，ゲームから成果や課題を見つけたりするなど，

ゲームを中心とした授業づくり

自ら評価する学習を充実させる必要がある。そのた

（1）教材の工夫

めには，ゲームから成果や課題が生じるよう，教師

子どもが「今持っている力」で学習成果を見いだ

の適切なフィードバックや問いかけが重要となる。

せるよう，教師が生徒の実態を把握したうえで「ル

ゲームから導かれた課題は子どもにとって切実な課

ール，コート，用具，人数」などが工夫された教材

題となり，主体的で協働的な学びにつながると考え

が不可欠である。

られる。

実践例

▼チームで作戦を共有する作戦・分析カード

●ルール●
・
「３段攻撃の確立」と「スパイクを打つ」という特性
に触れるための“キャッチ”の導入
※回数などは生徒の実態に合わせる。
●コート●
・バドミントンコートの使用
●用具●
・ボールの選択
（軽量ボール，小学生用ボール，軟らかいボールなど）
●人数●
・コート内全員がボールに関われる適切な人数で行う。

▼個人の反省の一例

（2）学習過程の工夫
「今の力で楽しむ」と「高まった力で楽しむ」の
２つのねらいにより，学習の方向性を明確にしたス
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（4）ゲーム様相図を活用した見取り

▼ゲームの様相図と指導内容（ネット型）

ゲームの様相と指導内容（ネット型）

想定される様相

ラリー期

究会研究部では，子どもの知識，技能や戦術的な思

アタック期

考・判断力に応じてゲームの様相が変化することに
着目し，
「様相図」（右表）を作成した。

○ラリーが続く
楽しさ

意図的な三段攻撃が見
られ，ねらったところへ
のアタックが増えてくる
状態。

意図的な三段攻撃の段階
○アタックが決まる
楽しさ

◎

〇

－

・ボールの方向に体を向けよう
・ボールの落ちてくる場所に
すばやく動こう
・セッターにボールをつなげ
よう
・自分の決められるところか
らサーブをしよう

◎

◎

◎

〇

〇

・サーブを１回で返さなくな
ってきた。
・レシーブ⇒トスへのつなが
り方が安定してきた。
・レシーブやトスでボールを
送る（受ける）場所への移
動ができるようになってき
た。
・アタックに挑戦する子ども
が多く出てきた。

◎

◎

〇

・仲間がトスしやすいレシー
ブの方法を見付けよう
・セッターはネットの近くで
ボールを受けよう
・仲間がアタックしやすいト
スの方法を見付けよう
・得点につながりやすいレシ
ーブやトス，アタックの場
所を探そう

〇

◎

◎

〇

〇

〇

◎

◎

〇

◎

◎

◎

〇

〇

〇

◎

◎

◎

〇

◎

◎

◎

◎

・三段攻撃（レシーブ⇒トス⇒
アタック）が多く見られる
ようになった。
・アタックによる得点の割合
が多くなった。

アタックに応じてブロ
ックが見られるようにな
る状態

戦略的な三段攻撃の段階

ブロック期

で，教師のゲームを見る視点が明確になり，子ども

駆け引き期

の実態に応じた戦術的な課題を見いだすことができ
る。また，次の時間に行うべき学習内容も明確にで

○ブロックが決まる
楽しさ

〇

◎

◎

－

〇

◎

・仲間と連携した攻撃・ポジ
ショニングが出てきた。
（声
かけなど）

守備に応じた攻撃や攻
撃に応じた守備が展開さ
れる状態。

より戦略的な攻防の段階
○戦術的な駆け引き
の楽しさ

（例）

・得点につながりやすい三段
攻撃の方法を考えよう
・相手の得点を防ぐ方法を考
えよう

・ゲ ー ム の中 で ブ ロッ ク に
よる得点が出てきた。
・ブロックをかわすアタック
が出てきた。

ゲームを進める「めあて」

・得点につながりやすいアタ
ック（こつ）を見付けよう

・アタックを止めようとする
動きが出てきた。

得点の入り方や守備や攻撃の展開に着目すること

・相手のアタックを防ぐため
にブロックを使おう。
・ブロックのこつを見付けよう
・ブロックをかわすアタック
の方法を考えよう。
・相手の攻撃を防ぐための
ポジショニングを考えよ
う。

・チームで連携して相手の
守りを崩す方法を見付けよ
う。
・チームで連携して相手の
攻撃を防ぐ方法を見付けよ
う。

▼ゲームを楽しむためのドリル集（ネット型）
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きると考えている。また，子どもたちがこの様相図

ゲームを楽しむためのドリル集（ネット型）

ゲームを楽しむためのドリル集（ネット型）
サーブ
サーブ

を授業の中で活用することによって，自分たちで課

インプット期
インプット期

題を明確にできるようになったり，今の自分たちに

ラリー期

＜（キャッチ）バレーボール＞

レシーブ
（アンダーハンドパス）
レシーブ

（オーバーハンドパス）
トス

（アンダーハンドパス）

（オーバーハンドパス）
―

＜（キャッチ）バレーボール＞

○ボールキャッチ&スロー
＜
（キャッチ）バレーボール＞

＜（キャッチ）バレーボール＞

○ワンバウンドのアンダー
○ボールキャッチ&スロー
ハンドパス
○ワンバウンドのアンダー

○キャッチボール
＜
（キャッチ）バレーボール＞

○的当てサーブ

○前方移動からの
ハンドパス
アンダーハンドパス
○前方移動からの
○ネットをはさんだ
アンダーハンドパス
ワンバウンドパス
○ネットをはさんだ
○ネットをはさんだ
ワンバウンドパス
対人パス
○ネットをはさんだ
○かべ打ちサーブ&レシーブ
対人パス
○かべ打ちサーブ&レシーブ

アタック期

成果と課題

・オーバーハンドスロー
○キャッチボール
・ワンバウンド
・オーバーハンドスロー
○ワンバウンドヘディング
・ワンバウンド
○キャッチ&スロー
○ワンバウンドヘディング

○オーバーハンド
オーバーハンドパス
パスシュート
○オーバーハンド
○隊列オーバーハンド
パスシュート

ワンバウンドパス
○ネットをはさんだ
○ネットをはさんだ
ワンバウンドパス
対人パス
○ネットをはさんだ
＜（キャッチ）バレーボール＞

ブロック期

○三角パス
＜（キャッチ）バレーボール＞

ブロック期

○円陣パス
○三角パス
○真ん中の人につなぐ円陣パス
○円陣パス

駆け引き期

（1）成果

駆け引き期

ブロック
ブロック

対人パス

その他
その他
＜（キャッチ）バレーボール＞

○直上オーバーハンドパス
＜
（キャッチ）バレーボール＞
○直上アンダーハンドパス
○直上オーバーハンドパス
―

―

―

―

＜（キャッチ）バレーボール＞

＜（キャッチ）バレーボール＞

○１歩踏み込み立ち幅跳び
＜
（キャッチ）バレーボール＞

○沈み込み動作からの
＜
（キャッチ）バレーボール＞

○投げ上げボールの
○１歩踏み込み立ち幅跳び
ジャンプキャッチ
○投げ上げボールの

ブロック
○沈み込み動作からの
○ネット上ボールへの
ブロック

○的当てスパイク
ジャンプキャッチ
○投げ上げボールのスパイク
○的当てスパイク
○ダイレクトスパイク
○投げ上げボールのスパイク

ブロック
○ネット上ボールへの
○移動してのブロック
ブロック

○直上アンダーハンドパス
＜三段攻撃を作るために＞
○２人での三段攻撃
＜三段攻撃を作るために＞
○ネットを利用して２人
○２人での三段攻撃
での三段攻撃
○ネットを利用して２人
○ネット後方から移動して
での三段攻撃

○ワンバウンドボールの
○キャッチ&スロー
オーバーハンドパス
○ワンバウンドボールの

直上パス
○隊列オーバーハンド
○ネットをはさんだ
直上パス

アタック期

アタック
アタック

―

○ひねりボール投げ
○ひねりボールわたし
○的当てサーブ
○ひねりボール投げ

ラリー期

で，主体的な活動につなげることができた。

トス

○ひねりボールわたし
＜（キャッチ）バレーボール＞

適した練習方法を考えたりするきっかけとなるもの

3

トス

偶発的ではあるが，相
手コートへ返球すること
ができる場面が増えてく
る状態。

偶発的な三段攻撃の段階

アタック

考え，指導に生かすことが重要となる。渡島体育研

○ゲームを理解して
いく楽しさ

・ゲームのルールや行い方が
理解できている。
・安定してサーブが入るよう
になってきた。
・サーブによる得点が減って
きた。
・積極的にボールに触ろうと
する子どもが多くなった。

ゲームの見取りポイント

迷いやミスが見られ，
ゲームが成立しにくい状
態。

ゲームを理解する段階

後期
中３～高３

ブロック

インプット期

たって，子どもの実態や変容を捉えて今後の課題を

中期
小５～中２

次の段階に移る

様子

ゲームを楽しむためのドリル

前期
小１～小４

サーブ

様相図

様相（子どもの動き）

レシーブ

「ゲームを中心とした授業」を展開していくにあ

の三段攻撃
○ネット後方から移動して
の三段攻撃

○移動してのブロック

○かべ打ち連続スパイク
○ダイレクトスパイク
○かべ打ち連続スパイク

○三段攻撃円陣パス
○真ん中の人につなぐ円陣パス
○三段攻撃円陣パス

▼ゲームを楽しむための工夫（ネット型）
ゲームを楽しむための工夫（ネット型）

用具
ルール
ゲームを楽しむための工夫（ネット型）
＜ボール＞
○キャッチありバレーボール
用具
ルール
○ソフトバレーボール
○３対３・４対４
＜ボール＞
○キャッチありバレーボール

①教材・教育課程の工夫
教材や学習過程の工夫には子どもの実態把握が不

○軽量ボール
○ソフトバレーボール
＜ネット＞
○軽量ボール

○ワンバウンド
○３対３・４対４
○前衛・後衛ローテーション
○ワンバウンド

○ネットの高さ（低・中・高）
＜ネット＞

○前衛・後衛ローテーション

コート

○バドミントンコート
コート
○バドミントンコート

○ネットの高さ（低・中・高）
13
13

可欠である。３年生の授業では，ルールやコートの

（渡島体育研究会による）

大きさが違う３コースの選択制で授業を行った。ま
①どこからが「作戦」？

た，ねらい２に移るときには自分に合うコースを再
度選択させた。これは，自己の能力に応じたバレー

教師側が予想する作戦と，実際に授業の中で子ど

ボールとのかかわり方を考えるという点でも有効で

もたちが立てる作戦には若干，考え方のずれがあっ

あった。子どもたちが「このルールなら私も楽しめ

た。初めて作戦を立てる場面では特に未熟な作戦が

る！」ことを見つけられたのは成果であろう。

多かった。作戦なのか，目標なのか，めあてなのか，

②作戦マネジメントと「様相図」

情報や考え方の整理をしていく必要があると感じた。
②個人の振り返りや評価

ゲームを中心とした授業を進めていく中で，子ど
もたち自身がチームの課題に目を向けて，チームで

今回提案した学習内容で授業を進めていくと，チ

協力しながら解決しようとする姿が見られた。自分

ームでの活動が多くなる。子どもたちが１時間で何

たちに必要な練習が明確になり，スムーズな学習活

を学んだのか，また，個々の課題は何なのか，そこ

動につながった。また，
「様相図」を活用すること

にもスポットを当てて授業を進めていく難しさを感

で，より具体的な課題把握につながり思考の高まり

じた。チームの課題と個人の課題にどうバランスよ

が感じられた。

く取り組み，向上させていくか，今後の実践で検討

（2）課題

していきたい。

「作戦」を考えながら「ゲームを中心とした授業」
今回の実践を基にして，子どもたち一人一人が活

を実践していく中で，今後解決しなければならない

躍できるよりよい体育授業を創るために，日々，工

課題もいくつか見えてきた。

夫と改善に努めていきたいと思う。
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●保健〔中学校〕●

情報共有を大切にした学校保健を目指して
美唄市立美唄中学校養護教諭

1

加藤 玲子
１ページ目には健康診断関係のスケジュールを載

はじめに

せているので，誰が見ても健康診断の見通しが立つ。

本校は空知管内の中心部に位置した生徒数200名

他には，生徒への問診票の配布予定日や回収締切日

弱の中学校である。保健室来室者も１日平均５～

も載せているので，学級担任は随時確認している。

10名と少ない。ただし，近年，心の問題を抱えた

以前は，各種検診のたびに実施要項などを配布し，

生徒も増えてきていたり，思春期特有と思われる容

説明を行っていたが，忙しかったり，印刷物の多い

姿に人一倍コンプレックスを持っている生徒も多く

時期ゆえ，紛失したりする教職員もいた。しかし，

見られたりするため，プライバシーに配慮しつつ，

この冊子を作成するようになってからは，問い合わ

教職員間での情報共有を行うことはとても重要と押

せが非常に少なくなり，手順ややり方も周知徹底で

さえている。

きるようになった。

今回は，
「子ども一人一人の発達・特性を踏まえ

また，保健だよりの発行予定も記載していること

た授業」ができるための，基本的な心とからだの健

から，筆者が自分自身へプレッシャーをかけること

康管理について情報共有の観点で紹介したい。

にもなり，緊張感を持って職務を行っている。

2

3

全職員で取り組む健康診断

可視化を目指す保健室利用状況

４月の慌ただしい時

保健室で生徒がどのような手当を受け，結果がど

期に健康診断の実施に

うであったかについては，生徒のプライバシーを尊

ついての提案をするが，

重しつつ，できるだけ可視化し，情報共有すること

なかなか周知徹底され

を心がけている。授業中に保健室を利用し，教室に

ないものである。そこ

戻る生徒には，筆者が記入した保健室連絡票（Ａ５

で，10数 年 前 よ り 実

判）を渡して，教科担任に渡すことになっている。

践していることである

教科担任は確認のサインをしたうえで，学級担任に

が，春の健康診断及び

渡すシステムである。記入にあたっては，教職員間

保健行事について見通

でわかるように，メッセージや注意点を記入してい

しが持てるように，
「健康診断実施計画及び健康診

る。

断実施マニュアル」
（上写真）と称した冊子を教職

教職員には，

員に配布し，提案・説明をし，協力を呼びかけてい

年度初めにこの

る。表紙には色画用紙を使用し，他の印刷物と紛れ

システムを周知

ないようにしている。

徹底することで，

昨年度の冊子は28ページ（厚みがあることも重

保健室利用の生

要）となり，その中には，健康診断前の問診票をは

徒に対しては配

じめ，修学旅行や宿泊研修の事前問診票の見本や歯

慮をしてもらっ

科検診後の家庭通知の見本も載せている。このこと

ている。また，

により，用紙を紛失した生徒に対して，学級担任は

記入する際には

養護教諭に再度用紙を請求せずとも必要枚数をコピ

カーボン紙で複

ーして渡してくれているようである。

写し，保健室で

6

▼保健室連絡票
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も保管しているため，保健室利用状況の記録にも活

この他に，学校での素の生徒の様子・面白ネタや

用できている。

一緒に考えてほしいことなどを，登場順にイニシャ

この連絡票を使用することによって，教職員の中

ルで「Ａ子さん」「Ｂ男さん」として紹介する「保

で情報共有ができ，さらに学級担任や教科担任の空

健室のナイショ話」は，生徒にも保護者にも好意的

き時間・放課後には，保健室での情報を詳しく提供・

に受け止められている。プライバシーに配慮し，掲

共有している。

載する際には生徒に許可を取り紹介しているが，承

また本校では，毎週１時間ほど定例の生徒指導交

認欲求をくすぐられるのか，自分からネタを提供し

流会を開催しており，校長・教頭・各学年の生徒指

に来る生徒も少なくない。家庭の中や授業中には見

導係・養護教諭が参加して情報共有を行っている。

せない生徒の姿を提供することでもあり，これも情

その中で保健室もしくは生徒から得た情報などを共

報共有の一環となっている。

有することで，生徒の心とからだの健康管理を行っ

全校生徒の顔と名前を一致させることを目的に始

ている。

めた（１年間に一人１回以上，保健だよりのどこか

「運動の楽しさや喜びを味わう主体的・
対話的な学び」への土台作りに向けて

に登場させる）この試みは，20年以上になり，職

本校では，数年前より，全校生徒がエアロビクス

時間などに注意深く見守ったり，メモをとったりす

に挑戦している。そして，全国エアロビック映像コ

る習慣が付き，子どもたちと話す機会も増えたとい

ンクール「みんなでエアロビック」部門で2016，

うメリットがある。そのおかげで，予想以上に子ど

2017年と２年連続でグランプリ，審査員特別賞を

もたちへの理解が深まり，多くの新たな発見もある。

4

場を異動しても続けている。自分自身へのプレッ
シャーにはなるが，子どもたちを行事，授業，休み

5

受賞した。生徒がグループに分かれて自主的に曲に
合わせた振りを考え，練習している風景を担当教諭

今後の課題

がビデオ撮影し，作品に仕上げたものだが，全校生

児童虐待などのニュースがクローズアップされて

徒が参加していること，自主的であることが評価さ

いる昨今，筆者は大学院の修士論文として「養護教

れたようである。この活動は今も引き継がれ，より

諭と一般教諭の意識」についてまとめた。保健室利

充実したものとなっている。このような活動ができ

用の児童生徒に関して，場面によっては情報共有を

るためには，心とからだの健康管理が最も基本であ

必ずしも必要としないとする意識に一般教諭と養護

る。

教諭の間に差が見られた。

保健指導の時間をなかなかとれない昨今，年間

役割が違うため，必ずしも情報共有しなければな

40～50号発行する「保健だより」では，スポーツ

らないという意識が一致する必要はないが，児童生

ドリンクの効果的な飲み方など，健康認識の向上に

徒を見るときの危機意識に温度差があると，虐待な

役立つ情報を提供し保健指導の機会としている。

どを未然に防ぐことが難しいと考える。さらには，
経験の浅い養護教諭の中には，保健室での情報を個

▼保健だより

人情報保持という原則的な扱いから保健室・養護教
諭だけで留めてしまう傾向も見られたので，プライ
バシーに配慮しつつ情報共有をする仕組みの構築も
必要ではないかと考えている。
今後，本校でも虐待などをどのように察知するか
などの校内研修を深め，情報共有の機会を意図的に
作り，子どもたちへは信頼できる大人に助けを求め
る手段を身に付けさせる指導の工夫を図り，学校全
体で子どもたちの成長を見守っていきたいと考える。
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札幌市立福住小学校校長

『運動したい！』


鈴木 真

以前、校舎が改築予定のある児童数の多い学校に

勤めた。グラウンドが使えなくなり、その後体育館

も使用できない期間ができた。休み時間、二つほど

の空き教室を開放し、学年ごとに曜日を決めて遊び

の場所としたが、当然手狭で、子供たちが思い切り

走り回って遊べるという状況ではなかった。

ここぞ自分の出番とばかり、何とかして遊ぶ場所

を確保してやりたいと職員に声をかけ協力を仰ぎな

がら、校舎の長い廊下を利用し、走ったり跳んだり

など自由に動き回れるサーキットトレーニング的コ

休み時間に思い切り体を使って遊びたい子供たち

ーナーを作り上げ、休み時間に開放した。

には、普段、走ったり遊んだりしてはいけない廊下

で遊べることも大きな刺激となり、嬉々として活動

する姿が見られた。低・中・高学年の子供たちが入

り混じって遊び回る運動場と化した廊下。そこでは、

友達の動きを真似したり、運動のコツを探って教え

合ったり、順番を守ることや危険のないように声を

か け 合 っ た り す る 様 子 が、 た く さ ん 見 ら れ た。「 思

い切り運動をしたい」という子供たちの強い思いが、

こうした運動に対する自然な姿となって表れたもの

であり、主体的で対話的な深い学びにもつながって

くると、今になって思う。

「 子 供 た ち が、 運 動 を し た く て し た く て
今 後 も、

たまらない！」と思える体育の授業を、常に目指し

たいものである。

う。」
「もっとやってみたい。」という気持ちが生ま

子どもたちの「いいぞー。」「がんばれー。」とい
う声が響く体育館。肯定的な雰囲気に包まれ，子

れにくくなってしまう。

どもたちのやる気もぐんとアップする。では，教

③開脚跳びの着地が前のめりになってしまう子ど
もに，「あごを引かないようにして跳んでみる

師は子どもたちに，どんな声かけをすればよ

といいぞ。」などの具体的な指示は，と

いのだろうか。
①「いいぞー。
」はどうだろう。確

で，
「肘が伸びていて，いいぞ。
」

子どもたちを
助ける教師の
声かけは？

「ドリブルのスピードに緩急があ

富良野市立扇山小学校

かに肯定的な雰囲気が漂うが，で
きない子どもたちにとっては何
がいいのかがわからない。そこ

っていいぞ。
」と，具体的に褒めて
あげることが大切になってくる。

教諭

土屋 洋輔

②ついついかけてしまうのが「○○はだ

る。「どうしたらいい？」という
声かけである。そうすると，
「もっ
と目線を上げるといいのかな。」
などと子ども自らの思考が生まれ
る。返ってきた答えが的外れな場合

「できる」「わかる」「考える」を手助けできるので
はないかと思う。

い。また，有能感が低くなり，
「もう１回やってみよ

※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。

にくい。ここで魔法の言葉があ

このように声かけについて少し考えるだけで，

ちにとっては，どこがだめだったのかがわからな

保健体育教材

では，子ども自らの思考は生まれ

には，正しい答えを導いてあげるとよい。

めだぞ。
」である。こちらも，できない子どもた

・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

ても有効である。しかし，指示だけ
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