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“ワクワク感”や“遊び心”も大切に！
留萌市立東光小学校校長（北海道学校体育研究連盟留萌支部長） 東 公康
そのためには，子どもたちが「やりたい」「やら

平成15年度全国学校体育研究大会三重大会で掲
今を生きる

ずにはいられない」と感じるような教材と活動を準

子どもたちにとって」が頭に焼き付いて離れない。

備するとともに，学習におけるゴールの姿をイメー

このとき以来「体育ってなに？」を考え，その答

ジできる具体的な目標の提示によって，子どもは自

げられた大会テーマ「体育ってなに？

らの学びを見通し，やる気満々で授業に臨む。

えを探し続けてきたが，退職が近づく今になっても，

次に示すリレー教材「トリオで200」では，何を

求める解はいまだに見つかってはいない。

学ぶのか？

「身体の教育」から「スポーツによる教育」を経

解決すべきは何か？

どのように解決

て「スポーツの教育」へ。時代や社会の変化，教育

するか？

など，目指す目標や取り組む内容，方法

界の潮流とともに体育の目標や内容も変化してきた。

を十分に理解した子どもたちが自ら考え，仲間と一

次年度からの新学習指導要領では，
「主体的・対話

緒に夢中になって挑戦し，トライ＆エラーを繰り返

的で深い学び」の実現を図る授業づくりが求められ，

す中で「わかった」「うまくいった」を積み重ね，

目指す「体育ってなに？」の究明は，難しさを増し，

運動への意欲，志向性を高めていった。

まさに迷宮入りの状況にある。
ところで，指導要領改訂期の学校現場は，新しい
言葉や方法論に対して敏感に反応し，ときには本質
を見落とし，具体的な改善事項にばかり目を奪われ
て形を整えることに力を注ぐ傾向がある。しかし，
だからこそ改めて体育授業の原点を問い直すことが
必要なのではないだろうか。
体育の授業で「楽しさや嬉しさ」を味わわせたい。

豊かなスポーツライフの実現を目指す体育の授業
では，子どもが楽しさや喜びを実感し「もっとやっ

「楽しさや嬉しさ」は意欲となり，学びへの主体的

てみたい」
「もっと楽しみたい」という運動への前

な気持ちと姿勢をつくり出す。そのために，授業設

向きな気持ちになることが大切であり，このことを

計力や指導性の発揮など，教師の力量が必要となる。

根幹に据えた体育の授業づくりがポイントになる。

授業づくりの難しさは言うまでもない。しかし，

「何ができるようになるか（資質・能力）」を軸に

あまり小難しく考えると，頭でっかちの理屈っぽい

目標や内容を検討し，
「シンプルながらも深まりが

授業になりかねない。“ワクワク感”や“遊び心”

ある授業」をつくり，積み重ねていきたい。

も大切にしてこれからの授業を考えていきたい。
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運動の楽しさを味わいながら，確かな知識・技能を身に付け
させる授業づくり −４年「体つくり運動 多様な動きをつくる運動」の実践−
幕別町立幕別小学校教諭
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細田 泰稔

中学年の
「体つくり運動」
とは

低学年

走る

「体つくり運動」は，「体ほぐしの運動」（遊び）及

走って跳ぶ

跳ぶ

び「多様な動きをつくる運動（遊び）・体の動きを高

投げる
寝転ぶ
しゃがむ

める運動」
で構成されている。
特に，中学年の「多様な動きをつくる運動」では，
その行い方を知るとともに，体のバランスをとった

中学年

より複雑な動作への移行

高学年

走り幅跳び
走り高跳び
各種スポーツ

基本的な動きを組み合わせる技能

基本動作

り，移動をしたり，用具を操作したり，力試しをし

今回の「体つくり運動」の授業では，低学年で経

たりするとともに，それらを組み合わせる運動をす

験した「ボールを投げる・捕る」運動を発展させ，

ることと学習指導要領の解説に示されている。
低学年の「多様な動きをつくる運動遊び」と中学

中学年の組み合わせる運動である「動いた後にボー

年の「多様な動きをつくる運動」を比べると，中学

ルを投げる・捕る」運動をテーマとした。そして，

年には，
「基本的な動きを組み合わせる運動」があ

この運動で学んだ技術を，高学年の「ボール運動」

る。

の技術の習得につなげられるよう取り組んだ。

「基本的な動きを組み合わせる運動」の要点は，

3

以下の２つに分けられる。

確かな知識・技能を身に付けさせる工夫

（1）課題の設定について

① ○○をした後に，〜〜をする。（易しい）

「体つくり運動」は，子どもたちが運動の楽しさ

② ○○をしながら，〜〜をする。（難しい）

を味わうことのできる内容ではあるが，課題を設定
することにより，運動のコツを共有し，確かな知

そこで，今回は，中学年に求められる「基本的な

識・技能の習得につなげることができる。

動きを組み合わせる運動」に重点を置き，４年生児
童を対象に授業を行った。
「体つくり運動」の授業

課題の設定は，児童に身に付けさせたい運動のコ

を通して，運動を楽しみながら，子どもたちに確か

ツを問う内容とした。今回の実践では，『上手にボ

な知識・技能を身に付けさせることをねらいとして

ールを捕るにはどうしたらよいか』という課題に取

実践を行った。

り組んだ。

2

課題提示までの流れは，以下の通りである。スモ

なぜ，運動を「組み合わせる」？

ールステップで徐々に難しい運動に取り組んでいき，
捕ることが難しくなる段階で課題提示を行った。

中学年から「運動の組み合わせ」が必要になるの
は，低学年の時期に，たくさんの基本となる運動

① 挨拶・本日の内容の簡単な紹介

（走る・跳ぶ・投げるなど）を学習や遊びの中で体験・

② 向かい合ってボールを投げる・捕る（ペア）

習得し，それを各競技の基本となる動きに結び付け

③ ボールが投げられたら手を叩いて捕る
（ペア）

るためである。例えば，低学年で身に付けた「走

④捕る児童が背中向きになり，合図で振り返っ

る」
・
「跳ぶ」運動を中学年で組み合わせることによ

て素早くボールを捕る（ペア）→課題提示

り，
「走って跳ぶ」運動につなげる。そして，その

どうしたらボールを捕ることができるのか，子ど

動きを，高学年の「走り幅跳び・走り高跳び」に生

もたちは，実感を伴って考えることができた。

かすことが一例として挙げられる。

2
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（2）課題の解決について

〈コツの共有後の流れ〉

①個人・ペアでの課題解決

①捕る児童が背中向きになり，合図で振り返っ

課題を解決する

て素早くボールを捕る（ペア）

ために，ボールを

②①の方法で，ボールの投げ方を変える

捕ることができた

例）
少し右側に投げる，バウンドさせる など

場面を，実技を通

③ ボールを上に投げて１回転して捕る（ペア）

して振り返った。

④ 前に出て，ショートバウンドで捕る（ペア）

「捕ったときに，手はどうなっていたのか注意して

これらは，前述した「○○をした後に，〜〜す

見てみよう。
」と声をかけ，体のどこを見るとよい

る。」という「運動の組み合わせ」である。①，②

のか，見るべき視点を絞らせた。
ペアで実技をしているため，自然と子ども同士の

は，バスケットのボール操作の技術につながる。③

対話が生まれる。
「こうしたら，捕りやすいよね？」

は，バレーボールをレシーブするためのボールの下

「ボールがこうくるから，手のひらはこう。」など，

へ潜り込む感覚が養われる。④は，ソフトボールな
どで難しい打球を捕る技術へとつながる。

課題解決に向けて話し合いながら実技を行った。ペ

このように，高学年に行われる体育の内容を見通

アだけではなく，隣で実技をしている友だちにも話

して，身に付けさせたい技術の難しさを少しずつ上

しかけるなど対話を広げる姿も見受けられた。

げることにより，子どもたちは挑戦をする感覚で，

見るべき視点を子どもたちに示し，ペアやグルー

楽しみながら技術を向上させることができた。

プで実技を行いながら話し合わせると効果的である。
②全体での課題解決

4

ペアでボールを捕るコツについて話し合った後，

無限の可能性を秘めた
「体つくり運動」

気付いたことを発表し，身に付けさせたい技能とし
て価値付けをした。本時では，上手に捕るためのコ
ツとして，以下の２つにまとめられ共有した。
『ボールがまっすぐきたら，指を広げて受け止める』
『ボールが上からきたら，手のひらを上に向ける』
今回は，知識・技能の習得をテーマとしたが，思

全体でボールを捕るコツ
を共有することができれば，

考力を育む課題を設けることもできる。２人組でボ

確かな知識の習得につなが

ールをバウンドさせて相手のボールを捕る運動では，

り，コツを意識して取り組

子どもたちにどんな工夫ができるか問いかけた。そ

むことで確かな技能の習得

の結果，２人組→４人組→８人組と人数を増やし，

へとつなげていくことがで

最終的には全員で行うことができた。何回か失敗し

きる。

た後，全員でボールを捕ることができた瞬間，「や
ったあ！」と，喜びの声が体育館中に響いた。

（3）コツを活用するスモールステップの取組

子どもたちに思考させる際は，工夫の視点を提示
して考えさせるとよい。視点は以下の通りである。

ボールを捕るコツを理解することができれば，実
技を通して，捕る技能を習得させる。捕る技能の習

人数・回数・距離・時間・姿勢・用具・方法

得が図られたら，次は，活用の段階へと移る。スモ

など

ールステップで，徐々にボールを捕る内容を難しく

「体つくり運動」は，教師や子どもたちに工夫の

していく。どの内容でもコツを意識し続けさせるこ

余地があり，無限の可能性を秘めていると感じる。

とで，技能の習得・活用を図っていく。

子どもたちの笑顔を思い浮かべながら，これからも
授業づくりに励んでいきたい。

実践した内容については，以下の通りである。
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身体感覚に耳を澄ませ楽しむためのペースを
探求する『１人駅伝』の実践
士別市立士別中学校教諭
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遠藤 敦志
施した。順位の決定方法について，多様な尺度を用

はじめに

いることで，取組の変化が結果に結び付きやすくな

視聴率30％を超える正月の風物詩となった箱根

るよう配慮した。

駅 伝， 約38,000人 が 参 加 す る 東 京 マ ラ ソ ン， 約

▼結果記録の例

17,000人が参加する北海道マラソンなど，都市型

１区
２区
３区
４区
合計
（１km）
（２km）
（３km）
（２km）

市民マラソンが全国各地で行われている。現在の日
本において，
「する・みる・支える・知る」といっ

Ａさん

た生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現してい
Ｂさん

くうえで，長距離走は最も身近で重要なスポーツで
あるといえる。しかし，子どもたちの中には依然と

Ｃさん

して「つらい」
「楽しくない」というイメージをも
つ生徒も少なくない。

Ｄさん

本実践では，新体力テストと長距離走のペースを
関連付けることや，自覚的運動強度や心拍数を基準

順位

3'20

見学

11'05

6'40

−

４位

１位

８位

１位

１位

11位

３位

4'12

9'14

14'12

9'12

36'50

１位

３位

２位

３位

２位

10位

２位

4'30

9'50

15'50

9'45

39'55

３位

４位

３位

４位

３位

14位

４位

4'08

8'45

13'30 10'50 37'13

２位

２位

１位

２位

４位

９位

１位

としたペースを設定するなど，生徒が楽しみながら

3

主体的に学ぶ中で，確かな知識・技能を身に付けて

長距離走は適切なペースで走ることができれば，
非常にすがすがしく楽しいものである。生徒が快い

いくような授業を目指した。

2

楽しむためのペースを探る

感覚を得られない最大の原因は，無謀なペースでの

楽しむための競技方法とルールの工夫

失速，つまりがんばり過ぎである。

（1）新体力テストを活用した目標タイムの設定

競争の欲求を満たし，長距離走を楽しみながら学
ぶために，
『マラソン』ではなく『駅伝』の要素を

新体力テストで実施した20mシャトルランの記

取り入れ，１人が走った記録を加算していく『１人

録を活用して，長距離走の目標タイムを設定した。
例えば，シャトルランの125点は1500mの４分

駅伝』を考案した。

59秒に対応しており，１kmの目標が３分20秒，２

『１人駅伝』のルール

kmの目標が６分40秒となる。がんばり過ぎないペ

・１人で４区間を走る。

ースを計算で導き出すことは，見通しを持って学習

・１区（１日目）は１km，２区（２日目）は２km，

するうえで大変有効であった。

３区（３日目）は３km，４区（４日目）は２km

▼新体力テスト

を走る。
・走らなかった区間の区間順位は『出走人数＋５位』

得点

とする。

10
９
８
７
６
５
４
３
２

・４区間のタイムを合計し，順位を決定する。
・４区間の区間順位を合計し，順位を決定する。

本校の外周約１kmのコースで実施したため，１km
単位の距離設定とした。生徒を飽きさせないために，
日によって距離（周回数）を変化させた。実施日は
連日を避け，週に１回程度天候のよい日を選んで実

4

20mシャトルランと持久走

20m
シャトルラン
125
113
102
90
76
63
51
37
26

持久走
1500m
4'59
5'16
5'33
5'55
6'22
6'50
7'30
8'19
9'20

最大酸素
摂取量
54.1
51.4
49.0
46.3
43.1
40.2
37.5
34.3
31.9

道版保体ジャーナル

（2）自覚的運動強度と心拍数の活用

うまく走れたときの感覚や，自分たちで見つけた法
則を次の区間で検証することができることもこの競

がんばり過ぎの無謀なペースを防ぐため，体で感
じる運動強度を数値化することも効果的であった。

技方法のメリットである。

自覚的運動強度（RPE）で，８（きつい）まではかな

▼記録表

りの時間運動を継続できるが，９（かなりきつい）と

RPE

感じるペースでは，その後に大減速となることがわ

通過タイム
１周目

２周目

ゴール
タイム

１区

かった。
▶自覚的
運動強度

ゴール時

中間地点 ゴール時 の心拍数
（１km）

RPE
10

２区

運動感覚

（２km）

かなりきつい

（３km）

非常にきつい

９
８

３区
４区

きつい

（２km）

７

ややきつい

５

かなり楽である

4

非常に楽である

今回の実践では，タイムや順位だけではなく，自

６
４

楽である

おわりに

『RPE×20≒心拍数』となることから，運動後に

覚的運動強度や心拍数を取り入れることで，個人の

心拍数を計測して，運動感覚との比較を行うことも

がんばりにも着目することができた。仲間ががんば

ペース配分を探るうえで有効であった。また，最近

っている姿に背中を押され，日に日にタイムも向上

は安価で多機能な心拍計も売られているため，今後

していった。
今後は，実際にたすきをつなぐ『２人駅伝』や

はこれらの活用も検討したい。

『３人駅伝』にも挑戦したいと考えている。駅伝で
グループを作る方法として，20mシャトルランの
結果をもとにチームを作ることも有効ではないだろ

▼さまざまな心拍数計

うか。また，自覚的運動強度の考え方が浸透してい
れば，個人のタイムや勝ち負けだけで一喜一憂する
のではなく，仲間を尊重しつつ科学的な視点を持っ
て競技することができる効果があるのではないかと
考えている。

▲心拍数の計測

長距離走は誰でも，どこでも，いつでも行うこと
のできる最も身近なスポーツである。このスポーツ
を愛してやまない長距離選手の一人として，読んで

（3）結果（タイム）と身体感覚の交流

いただいた方々が少しでも長距離走に興味を持って
いただければ幸いである。

生徒それぞれがゴールタイムだけではなく，ペー
ス・RPE・心拍数などのデータについても記録した。
うまく走れたとき，うまく走れなかったときのデー
タを見て何か法則はないか考察する中で，
（2）で
紹介した「RPE９のペースではその後に大減速」
という法則も導き出された。個人で考察するだけで
はなく，考察した結果を交流する場面を設けること
で，生徒の見つけた法則がクラスの大多数にも当て
はまるのかどうかを即座に確認することができた。
１人駅伝では複数回競技を行うチャンスがあり，
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●保健指導〔小学校〕●

子どもに効果的に伝わる保健指導
帯広市立愛国小学校養護教諭

1

−ICTを活用して−

村上 晶子

はじめに

本校は，帯広市内で最少児童数21名の極小規模

◀身長

複式校である。校舎の周りは畑に囲まれており，約
半数の家庭が農業を営んでいる。また，特認校制度
を活用し，帯広市内校区外からの通学を受け入れて
いる。
子どもたちは，大自然の中を毎日自転車で登下校

視力▶

し，のびのびと健やかに成長しているが，健康診断
の結果を見てみると，二極化していることがわかる。
そこで今回は，子どもたちに効果的に伝わる保健指
導を目指し，ICTを活用して実践した。

2

タブレットを使った健康診断の事前指導

◀聴力

健康診断の前には，その意義や受け方，注意事項
についてなどの事前指導を行い，ただ受けるだけで
はなく，見通しを持ち，自らの体について主体的に
学ぶ健康診断になるように取り組んでいる。以前は，

3

四つ切り判画用紙を使用して教材を作成していたが，

本校の歯科検診の結果では，約半数の児童にむし

ICTを活用した歯みがき指導

少し手直ししたい場合でも，１枚すべてを描き直す

歯が見られ，二極化していることがわかる。また，

手間があったため，プレゼンテーションソフトで教

学校歯科医から歯みがきのしかたについて指摘を受

材を作成することにした。すると，手直しが簡単に

ける児童も多い。歯みがきについての正しい知識や

でき，さらに，タブレットを使用することで持ち運

上手な磨き方を学ぶことで，自らの歯みがきについ

びも楽になった。内容については，手描きの温かみ

て見つめ直し，衛生習慣を身に付けるための一歩に

を残すために文字は自分で書いたものを取り込み，

してほしいと願っている。そこで，給食時間を活用

アニメーション機能を使って絵や文字に動きを付け

して，各学級で養護教諭がショート保健指導を行っ

ることで，子どもたちは，興味関心を持って聞き，

た。また，低学年学級（１・２年複式）においては，

主体的に健康診断を受けることができた。

６歳臼歯の磨き方について重点を置き，集団保健指
導を実施した。

【プレゼンテーションソフト教材の一部】

①給食時間を活用したショート保健指導
水飲み場に掲示してある歯みがきのキャラクター
を使ってプレゼンテーションソフト教材を作成した。
さらに，「声優を募集しています」と銘打ち，子ど
もたちに声の参加を呼びかけ，児童参加型の教材に
したことで，子どもたちがより興味関心を持って取
り組むことができた。プレゼンテーションソフト教

6
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材は，養護教諭不在時でも実施できるよう，ビデオ

を動画で見たことは，自らの歯みがき習慣を見つめ

に変換してDVDに記録し，各学級で指導した。給

直すのにとても効果的だと感じた。実際に歯みがき

食時間を活用したのは，授業時数を削らない手段と

練習をする場面では，黒いクッキーを奥歯でかみ，

して，とても有効だった。

歯の溝が黒く埋まっている様子を鏡で見て確認させ
た。そして，どうしたら汚れが落ちるのか，学んだ

【プレゼンテーションソフト教材の一部】

磨き方の中で，自分の歯や歯並びにはどの方法が効
果的なのかを考えながら，取り組むことができた。
〈子どもたちの感想（わかったこと）〉
・奥歯をしっかり磨くこと。
・生えたばかりの奥歯は，むし歯になりやすい。
・歯みがきがわかってよかった。
・ほっぺを横に引っ張るようにして磨く。
・歯 ブラシが歯に当たるように磨くことが分かっ
たし，歯みがき指導で教えてもらったことを家
でもやろうと思った。
【本時の学習の流れ】
つかむ
（３分）

〈子どもたちの声〉
・
「いつも水飲み場に貼ってあるキャラクターだっ

学習の流れ
●歯科検診，ショート保健指導の振り返り
・歯科検診の様子を確認する。
・さまざまな磨き方があることを想起する。
●どうしてむし歯になるのか考える。

たので，親近感が湧き，見やすかった。
」

・むし歯になりやすいところはどこか。

・
「声優として参加したのでちょっと恥ずかしかっ

・むし歯にならないためには，どうしたらよいか。

たけど，興味を持って見ることができた。
」
深める
（

・
「いつもは適当に磨いていたけれど，いろいろな
磨き方がわかったので，今度からはしっかり磨
きたい。
」

分）

35

・
「もっと続きが見たい。
」

奥歯の正しい磨き方を覚えよう。

●奥歯の磨き方を学ぶ。
・歯ブラシはえんぴつ持ち。
・軽い力でちょこちょこ磨く。
・歯ブラシを奥歯に当てて，そのまま引く。
・歯ブラシを横にして磨く。
●クッキーを使って，奥歯の溝に汚れがたまりやすい
ことを知る。

②低学年学級の集団保健指導（歯みがき指導）

●クッキーが詰まったところを重点的に磨く。
まとめる
（７分）

低学年学級で，学級活動の時間を使って１時間の
歯みがき指導を行った。
【指導の内容】

・どうしてむし歯になるのか。

4

・むし歯にならないためには，どうしたらよい
のか。

・上手に磨くにはどうしたらよいか考えながら磨く。
●歯の健康によい生活について学ぶ。
・好き嫌いしないでよくかむ。
・だらだら食べない。
●プリントにまとめを書く。

おわりに

今回，ICTを活用して保健指導を行うことは，子

・６歳臼歯がむし歯になりやすいのはなぜか。

どもたちに伝えたいことを伝えるために，とても効

・奥歯の正しい磨き方について知る。
・奥歯の溝に，汚れがたまりやすいことを知る。

果的であると実感した。また，子どもたちが保健指

今回は，パソコンを大型テレビにつなげて行った。

り組むために，ICTをどのように活用すると効果的

導や健康診断などに対して見通しを持ち主体的に取

むし歯ができる様子や６歳臼歯がむし歯になりやす

なのか，子どもたちとともに学び合いながら，今後

い理由を視覚的に学び，実際にむし歯菌が動く様子

も進めていきたい。
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網走市立第三中学校校長

「ブラボー」の褒め言葉


田中 浩樹

十五年前に、中央研修で一か月のつくば生活を送

った。その最終日の講演が今でも記憶に残っている。

ある中学校のある部活動を指導している体育の先

生がいた。練習前に、毎回自分に言い聞かせていた

そうである。

「 今 日 こ そ、 生 徒 を ホ メ て、 ホ メ て、 ホ メ ま く ろ

う」と。しかし、これが容易ではなく、練習が終わ

るといつも反省していた。

今 日 も、 生 徒 に 向 か っ て、「 そ れ じ ゃ ダ メ だ。」

「ここをこうして。
」などと、ただ指摘するだけの指

導をしていた。

反省の連続であったが、あるときふと気が付いた。

「 自 分 は、 他 か ら の 評 価 を 得 る た め に 指 導 し て い

たのではないか。もっと単純に生徒が喜ぶ言葉を使

ったらいいのではないか。
」と。

そ れ 以 来、 そ の 先 生 が 得 意 と し た 言 葉 は「 ブ ラ

ボー」になった。その後の結果は推して知るべし。

良き指導とは、子どものつまずきや心に寄り添っ

た指導と確固たる教材研究に裏打ちされた授業であ

る。だからこそ、意欲が湧く。

今、改めて、学校で、そして目の前の子どもたち

に、
「 い い ね！」
「 す ば ら し い！」「 ブ ラ ボ ー！」 と

エールを送ることのできる教師でありたいと思って

いる。

「見通しを持つ」
。これはとても大変なことと私

なりに立てた仮説の正誤等について，体験を通し

は思う。
「こういうふうにしたい・なりたい」とい

て気付かせることが「生きて働く知識・技能の習

う目標に対し，
「どういう段階を踏んだり，どう

得」につながり，より確かな見通しを持ち，自信

いう手段を使ったりすれば，たどりつけ

を持って取り組む力になっていくものと

るか」という考えを持てるかどうか

思う。

ということなのだから。
見通しを持てるとき。私は大
きく二つあると思う。一つは知
識として既に獲得している事象

「見通しを持てるようになる」た

見通しを持つ

を行うとき。もう一つは，確か

函館市立湯川小学校

ではないが自分なりの仮説を立て

教諭 橋田 大輔

られる事象を行うとき。ということ

めには，「未知の状況にも対応で
きる思考力・判断力・表現力等
の育成」「学びを人生や社会に生
かそうとする学びに向かう力・
人間性等の涵養」も必要不可欠で
あることも，今回の執筆を通してあ

は，自分なりの仮説を立てることができ

らためて勉強することができ，私自身，

る力が鍵となる。

明日からの授業づくりの「見通し」を持つこと

なので，私は，仮説を立てて実践する学びを大

ができた。今後も精いっぱい頑張っていきたい。

切にしたいと思う。そして，その学びの中で自分

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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