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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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仲間と学び合い，夢中になって取り組む授業づくり
釧路市立青葉小学校校長（北海道学校体育研究連盟釧路支部長）新谷 修
運動が苦手な子や，体育が得意でない子，今まで

技能面での差を考慮する。ボール運動などの集団で

運動ができたという経験がない子が，授業の中で汗

の運動種目だけではなく，器械運動のような個人技

をいっぱいかいて，夢中になって運動している姿は

能が中心の種目であっても，学習を進める上で，グ

体育を指導する教師として何物にも代えがたいうれ

ループ（課題別グループ，活動別グループなど）を

しい姿である。そういった授業を構築する上で，教

編成しての学習は有効になる。

師の綿密な教材研究と同時に子ども相互の「かかわ

一方で教師は，子どもの実態に即して，運動種目

り」が大きく影響することは明確な事実である。学

によって学習の仕方（応援，言葉かけ，拍手，ハイ

習指導要領が目指す資質・能力を育成する上で仲間

タッチ等）を整備し，体育の授業の約束事として徹

との「学び合い」は不可欠であり，その視点で体育

底させることで，支持的風土の醸成を図る。

が目指す授業の在り方について考えてみたい。

３

１

課題の設定にかかわって

相互評価の設定にかかわって
共通の視点をもって，互いの運動の取り組み方や

子ども相互の「学び合い」を進めていくには，学

出来栄えを見合う機会と場の工夫を意識して毎時間

習集団として目指す方向性（目標，活動計画）を共

の授業に取り入れる。自分の動き方のどこがよかっ

通に子どもに示すことが優先される。それを受けて，

たのか，もっとよくなるための課題は何かを客観的

単位時間においては，問題に出合う場面を意図的に

に評価してもらうことは，自信や次への意欲につな

設定し，必要感をもって課題に向き合えるようにす

がるとともに，自分自身の振り返りの場面で，明確

る。また，課題は，対象（個人・ペア・グループ，

な視点で自己評価できることにつながる。教師側で

全体等）と場面を明確にし，焦点化したものにする。

留意すべきことは，話し合いや交流の時間を取り過

そうすることにより，目指す運動の方向性がぶれず，

ぎて，子どもが運動する時間を削減してしまうこと

正しく運動に取り組めると同時に，互いを見合い交

は避けなければならない。焦点を絞り簡潔に行うこ

流するための評価の観点をもつことにつながる。

とを大事にしたい。

２

交流場面の設定にかかわって

よい授業の条件として，
「授業の勢い」と「授業の

単元を通して，個・ペア・グループ（チーム）・

雰囲気」がある。これにかなうのは，子ども同士で

全体という交流場面を設定し，より多くの仲間と接

の学び合いや認め合いの姿であろう。個々で，グルー

する工夫をするとともに，発言し合う機会を効果的

プで，そして全体で明確な課題をもたせる工夫をし，

に設ける。特に，グルーピングでは，子どもの実態

教材や人とのつながりの面で，教師は見通しをもっ

を把握し，リーダーシップやコミュニケーション力，

た意図的な仕掛けをしていかなければならない。
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多様な動きをつくりだす跳び箱遊びの授業

−環境構成の工夫をして，跳び箱の向こう側へ行く１年生の跳び箱遊び−
釧路市立桜が丘小学校教諭

1

小林 啓聡
『みてみてランド』の場の工夫を以下に示す。

はじめに

図２は，跳び箱を連結させた場である。これによ

学習指導要領において，低学年の跳び箱では「跳

って跳び箱の向こう側へ行く遊びの中から「腕での

び箱を使って跳び乗りや跳び下りをしたり，馬跳び

支持」「前方への体重移動」等の動きが生み出され

やタイヤ跳びをしたりするなどして遊ぶ」こととな

た。しかし，児童の意識が“台上での表現”に傾い

っている。本授業では，遊びを通して中学年以降に

てきたために１台は通常の跳び箱に変更した。

習得させたい技の基礎となる動きを作り出すことを

図２

連結させた跳び箱の場

目的として，さまざまな場を用意し，主体的な学び
へとつなげようと考えた。また，事前の意識調査の
結果，１年生の段階で，すでに「跳び箱が嫌い」と
答えた児童がいたことから，跳び箱を「跳び越す」
という表現ではなく，
「向こう側へ行く」として，
跳び箱の「跳び越さなければならない」というイメ
ージを払拭し，少しでも楽しさを味わわせることが
できるよう工夫した。

2

図３は，跳び箱を階段上にしたり，横向きにした

みてみてぼくの○○わたしの○○

りすることで台上からマットへの下りる動きを想定
した場である。ここでは，「第２空中局面」～「着

── 第56回北海道学校体育研究大会の実践から ─

（1）みてみてランドで主体的な学びへ

地」につながるさまざまな「下りる動き」が生み出

主体的な学びへつなげるためには，環境構成を工

された。児童の意識が，遠くへジャンプすることだ

夫することが重要だと考え，「やってみたいな」「楽

けに向かないように，着地する目標地点としてマッ

しそうだな」と思えるような場『みてみてランド』

トに印をつけた。

を設定した（図１）。『みてみてランド』は，ステー

図３ 「下りる動き」の場

ジ上も含め４つの場で構成され，１単位時間はもち
ろんのこと，単元全体を通して児童が存分に遊べる
よう，各場には２台ずつの跳び箱を設置した。
図１「みてみてランド」全体図
着地する目標地点
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（2）つくり出した動きを「見える化」

り入れるよう促す工

児童がつくり出した動きを動画で紹介したり，写

夫をした。実際に，

真で掲示したりして「見える化」し，自分たちでつ

「ピタッ」はどの場

くりだした動きを自覚できるようにした（図４）。

所でも意識して取り

「こんな動きがあるんだ」「この動きはすごいな」

組む児童が増え，新

「この動きは僕もできるよ」など対話的な学びへと

しくスキージャンプ

つなげた。また，「見える化」したものを蓄積して

のテレマークのよう

いくことで活動への意欲を高めた。実際に，自分の

な「T」の形で下りるなど，新しい動きも多く生み

動きが紹介された児童は，それに喜びを感じ，さら

出された。

に意欲的に活動する姿が見られた。
図４

3

児童の動きの「見える化」

おわりに

跳び箱遊びに対する意識調査（好き・嫌い・どち
らでもない）を単元の導入と終末に実施した。その
結果の変容を下に示す（図５）。
多くの児童が，跳び箱を使った運動遊びが好きに
なったと答えた。どちらでもないという児童も，今
回の学習がとても楽しかったと答えた。
図５

跳び箱を使った運動遊びに対する好嫌度の変容
どちらでもない

1時間目

（3）みてみてタイムで友達のよさを伝え合う

嫌い
20%

好き 60%

20%

跳び箱の「乗り方」と「下り方」というように学
習課題を焦点化し，児童の見合うポイント（『みて

嫌い 3%

みてポイント』
）とした。また，友達のよい動きを

7時間目

見つける活動『みてみてタイム』を行い，児童がお

好き 92%

互いの動きを見合って，よいところを伝え合う活動

どちらでもない 5%
0

を目指した。しかし，１年生の発達の段階としては，

20

40
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100%

単元導入の１時間目，体育館に入ってくるや否や，

「言葉で伝え合う」活動よりも，友達のよい動きを
「真似する」児童が多かった。そこで，児童が見つ

児童から「すごい」「やってみたい」という声が上

けたよい動きを，以下のようなキーワードにして残

がった。さらに，試しの運動を行ったとき，どの児

し，伝え合う活動がスムーズに行われるよう工夫し

童も「跳び箱の向こう側へ行く」動きを，自ら試そ

たところ，個人でさまざまな場に挑戦する『チャレ

うとしていた。

ンジタイム』や前述の『みてみてタイム』において

児童がやりたいと思うような場の設定ができたこ

も，自分の工夫や友達のよさをキーワードを活用し

とで意欲的に取り組む姿が見られた。また，「跳び

て伝える児童が増えた。

箱の向こう側へ行く」としたことで，多様な動きが
生まれ，跳び箱が嫌いと言った児童も夢中になって

「足を開いて」「ジャンプ」

取り組む姿も見られた。課題としては，安全面の配

「両足」「ピタッ」「まわる」

慮や伝え合う活動をより活性化させる工夫である。
今回の全道大会での成果と課題を，日常の体育学習
にも生かし，多くの児童が夢中になれる，魅力ある

よい動きを見つけた児童には，
「他の場所でもで

体育へとつなげていきたい。

きるかな」と問い返し，その動きを他の場所でも取

3

道版保体ジャーナル
●中学校●

生徒が発見した課題を解決する場面を工夫した
保健の学習 −１年−
札幌市立向陵中学校教諭

1

飯嶋 孝行

3

はじめに

平成29・30年度の２年間，国立教育政策研究所

生徒が自ら課題を発見できる工夫

★１に示した本時の導入では，生徒が健康課題を

の教育課程研究指定校事業において，保健体育科に

現在の自分や将来の自分と重ね合わせられるように，

おける学習指導要領の趣旨を実現するための学習・

小学校と中学校の保健室来室理由の違い（図１）に

指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

焦点を当てることとした。生徒は，中学生の内科的

を札幌市立札苗中学校で実施した。
「思考力，判断力，

症状による保健室来室件数の増加の背景を考えた。

表現力等を高めることができる授業の実践」を研究

その後，内科的症状にストレスが関係していると思

主題に据え，以下の視点を窓口に研究を推進した。

われる生徒の主観的割合やストレスの原因（以下，
ストレッサー）を養護教諭に話してもらうことによ

①生徒の主体的な課題発見に着目した指導の工夫

り，進級するにつれて自分も抱えるかもしれないス

②生徒の思考が深まった姿を見取る評価の工夫

トレッサーに対して，どのように対処していくとよ

本稿では，第１学年保健分野「心身の機能の発達

いのかという課

と心の健康」における「欲求やストレスへの対処と

題を生徒の思考

心の健康」のうち，
「ストレスへの対処の方法」を

の中から引き出

取り扱った１時間の実践を紹介する。

していくことを

2

狙った。

深い学びの過程を目指した授業計画

本時に至るまで，
「精神と身体の相互影響」と

図１

小学校と中学校の保健室来室理由の違い

「欲求やストレスの心身への影響と適切な対処」を

保健室利用者の来室理由

前時で学び，この単元を２時間扱いとした。以下に，

札幌市小学校

２時間の授業の大まかな流れを示す。
時

その他
6％

学習活動

その他
7％

前時

①ストレスの定義
②適度なストレスと過度なストレス
③リラクセーション技能（筋弛緩法）

外科
60％

④今後の学校生活におけるストレスの予測

札幌市中学校

内科
34％

外科
30％

内科
64％

①リラクセーション技能の振り返り・実践
②前時の振り返り
（札幌市養護教育会「はぐくみ49号」（平成28年度）より引用し作成）

③学習課題の共有（★１）
本時

④事例【人間関係編】に対する対処法を個人で

4

考える
⑤対処法をグループで交流（★２）

必要感のある対話的な活動を引き出す工夫

展開場面の★２では，考える事例を，養護教諭の

⑥対処法を学級全体で交流（★３）

話から，来室数が年間で多くなる時期の一つとして

⑦事例【人間関係編】に対する対処法を改めて

挙げられた，中学校２年に進級したときの「クラス

考え直す。
（★４）
※★…以下の説明で該当する部分を示している。

替えによる人間関係の悩み」とした。生徒が考えた

4
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ストレッサーとそれによるストレス反応を，以下に

対処法の選択の根拠が適切であるかどうかという視

示す。

点を盛り込むことを工夫した。この手だてにより，
健康に関する課題の解決に向けた対話的な活動への

【生徒が予測したストレッサー】
●初めから仲のよい人がいない
●苦手な人がいる

必要感が生まれ，自らの思考を広げ深めていく子ど

●友達ができない

もたちの姿を引き出すことができた。最後に学級全

●常に一人ぼっちである

体で交流した（★３）。

5

生徒の思考が深まった姿を見取る評価の工夫

生徒の思考が深まった姿を評価できるよう，思考

【生徒が予測したストレス反応】
●学校に行きたくなくなる

の対象を明確にし，生徒の思考が深まった姿をあら

●学校のことを考えたら具合が悪くなる

かじめ授業者がイメージした。ここでは，「判断の

●暗く，下向く

根拠をもって自分に合った対処の仕方を選択・工夫

●元気がなくなる

している姿」を学びが深まった姿として設定した。
生徒は以上のようなストレスに対してどのように

★４では，学習カードの活用の仕方を工夫した。

対処していくかを個人で考えた。その後，★２で示

授業の始めに考えたことに加え，考え直したことを，

したように，生徒が思考の過程や判断の根拠を交流

根拠を明確にして赤色で学習カードに追記すること

することによって，思考を広げ深めることができる

で，生徒の思考の根拠や思考の変容を見取ることが

よう，考え判断したことや，その根拠を表現し合え

できた。以下に，生徒の記述を示す。

る場面を設定した。具体的には，以下のようなグル
ープ対話が生まれていた。
（A）

ストレス反応が出てるから，気分転換をし
ないとダメなので，好きなことをする。

個での思考と他者との対話を繰り返すことによっ

自分も好きなことをすると思う。でもさ，

（B）

て，生徒が新たなことに気づき，考えが広がったり，

気分転換しても学校に行けば状況は変わらな

始めに考えていたことがより深まったりしていく姿

いから，自分だったら，学級でまずあいさつ

を生み出すことができた。

できる人を増やすな。

6

でも，あいさつだけでも緊張しちゃうよね。

終わりに

「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには，

（C） 私だったら，今は一人ぼっちでもいつか友達

授業者が生徒の学びが深まったゴールの姿をもつこ

ができると思うようにして，過ごすな。

とは必須であり，そこがあるからこそ，学習課題の

多くは，
（A）のようにストレス反応に対する対

引き出し方や，課題の追究方法が変わり，学習カー

処として，発散方法を発表するが，それだけでは対

ドも工夫することができるのだと考えている。

処していることにならないことに気づき始めていた。

また，中学校の保健学習は，小学校の保健学習と

（B）のように，ストレッサーそのものに対処して

つながっていること，そして高等学校の学習につな

いく必要性に気づく生徒もいれば，
（C）のように

がっていくことを忘れてはならない。今後は，小学

ストレッサーの受け止め方に対する対処を考えた生

校で学んだことを中学校の学びにどのように生かし，

徒もいた。

中学校で学んだことを高等学校で新たに位置付けら

このように，各々が考えた対処法について交流す

れた精神疾患の学びにどのようにつなげていくかを

る際，ただ考えたことの発表にとどまるのではなく，

考えることが課題であると考えている。

5
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●保健指導〔中学校〕●

チーム学校で推進する保健室の役割とは
札幌市立太平中学校養護教諭

1

中村

芽衣子
キャッチしやすい。学校保健活動を円滑に推進でき

はじめに

るように，調整役としてコミュニケーションの一つ

平成27年12月21日，中央教育審議会より「チー

に今後も活用していきたい。

ムとしての学校の在り方と今後の方策について」の
答申が示された。そこには，
「学校が抱える課題が

3

複雑化・多様化したものに対応していくためには，

保健室に来室した生徒には，必ず生活の様子につ

教職員がチームで支援を行うことが重要であり，養

いて記入してもらっている。これは，自分の心や体

護教諭も健康課題の解決に向けた有機的な連携に務

について向き合い，生徒自身が自分の健康課題に気

めなければならない。」とある。

づき，行動できるきっかけとなることが目的である。

保健室を利用した生徒からのメッセージ

そこで今回は，学級担任やその他の教職員との連

特に気持ちの揺れが大きい中学生には，質問項目

携を深め，把握した情報などを基に，保健室で行っ

に「悩みや気になることがありますか？」（勉強，

ている実践について情報共有の観点で紹介したい。

部活，対人関係，家庭，体，進路，その他）と入れ

2

ることで，悩みのある生徒が，声には出せなくても

保健室のつぶやき

書くことで自分の気持ちを伝えてくれることがある。

保健室前に連絡ボードを
設置している。健康診断が

これをきっかけに話が始 ▼保健室からの連絡（裏面）
まることも多くあり，生

あるときは必要な連絡事項

徒自身も体の不調が心の

を記入したり，ふだん学校

影響によるものだったと

生活で感じていることや保

認識することも少なくな

健室での生徒とのやりとり

い。しっかり話を聞いて

など毎日紹介している。ふ

もらったという経験をす

だん関わらない養護教諭が

ることで，「困ったこと

教科担任のように発信する

があったら人に相談す

ことで，思いや考えを伝え

る」という対処方法を学

ることができる。続けてき

んでもらいたい。

てよかったことは，学級担

生徒が保健室から教室に戻るときには，表面の

任が学活の際に「保健室の

「保健室からの連絡」を記入して持たせている。両

先生が言っていた」と思い

面で印刷したことにより，保健室での様子を可視化

を伝えてくれたり，ボード

し，生徒がどの

を読んだ生徒や教職員とそ

ように手当てを

の場で会話が始まるきっかけになったりする。

受け，その結果

▼保健室からの連絡（表面）

保健室は，
「心と体の健康づくりの場」であり，

どうであったか

また学校内でベッドやソファー，テーブル，洗濯機

について情報共

などが置いてある，唯一家庭を感じられる場所であ

有することがで

る。生徒だけではなく，保護者や教職員，さまざま

きる。なお設置

な人が利用する場所だからこそ，いろいろな情報を

場所については，
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各教室にしている。ある学級担任から「紙に穴を空

▼保健室からのお知らせ

けてつづると大切に扱わない生徒も多い。保健室は，
教室とは別の空間であること，安易に行く場所では
なく，許可を得てから行く場所であることを定着さ
せたいので，何かケースなどに入れてもらえると嬉
しい」という意見があった。要望に応えて教室内で
も目立つようにカラーで作成した。筆者にはケース
に入れる発想がなかったため，改めて生徒が生活す
る日常の環境を知っておくことや学級担任の学級経
営への思いを聞いておくことが他者理解をする上で

健康診断の受け方について毎回教室に説明しに行く

必要だと学んだ。

わけにはいかない。そこで，要点をまとめた「保健
室からのお知らせ」が大活躍する。一つ目に，学校

▼教室設置用

医が健康診断後に話していたことや健康診断の受け
方について褒めていただいたことが，確実に生徒に
伝わるように具体的な内容を掲載するようにした。
二つ目に，学級担任からあえて伝えてもらうように
している。そうすることで，学級担任が自分の学級
を褒める機会が増え，学校全体で健康診断に対する
意識が高まるからだ。三つ目に健康診断だけに限ら

保健室発行プリントは，SIMPLE IS BEST

ず，インフルエンザなどの学校感染症の情報共有の

年度始めの４，５月は，健康診断に関する連絡も

口頭説明だけでは伝わらない部分のほうが多いこと

多く，ただプリントを配るだけではなく，学級担任

もあることから，印刷物にすることで，時間ができ

には，ひと言加えた上で配布してもらいたいと考え

たときにパッと見られるシンプルな資料を提供して

ている。また，統一した連絡を確実にしてもらうた

いきたい。

4

際にも使用することができる。朝の時間がない中，

めにひと工夫が必要だと感じていた。ある時，職員
室で資料を探している学級担任がいた。プリントの

5

山から必死に探す姿を見て，もしかしたら保健室に

札幌市では不登校の数が増加している。本校も例

関する連絡事項の資料については色上質紙だと目立

外ではない。そのため学級担任は，教科指導の他に

つかもしれないと思い付き，本校の保健室のテーマ

個別の対応や家庭訪問，教育相談等，業務が多岐に

カラーである緑色の紙で印刷するようにした。また，

わたり，相談する時間を生み出すことが難しい。そ

短い時間で統一した保健指導をしてもらうために

のため，学級担任と定期的に生徒の情報を共有する

今後の課題

機会を設けるようにしていきたいと考えている。

「保健室からのお知らせ」を作成した。作成するに

一般教諭と養護教諭，職種は違うが同じ学校の生

あたって気を付けたことは，①見出しを大きくする，
②箇条書きで書く，③重要な部分は太字ゴシックで

徒に関わり，愛情を持って接している。それぞれに

強調する，この３点だった。

できることは何かということをしっかりと捉え，チ

健康診断は，生徒が自分の体と向き合い，健康に

ームの中で自分に与えられた役割を果たし，それぞ

ついて考える大切な時間である。そのため，生徒が

れの役割が生徒に果たす意味（意図）を互いに理解

自ら自分の体について興味をもって考えることや，

した取り組みが進むように，日頃からコミュニケー

決められた時間内に確実に終わるように計画をする

ションを積極的にとりながら，学校のチーム力を上

ことが求められている。養護教諭が全クラスに各種

げていきたいと考える。
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小樽市立桜小学校校長

褒める観点をたくさんもつ


銭谷 美毅

「先生、手の皮がむけちゃいました」と言いながら、
何度も何度も練習をする子の陰に隠れ、ほとんど鉄棒
に触れない子がいる体育の授業を見たことがある。ま
さに二極化である。
人生百年時代を迎えると言われるこれからの社会に
おいて、子供たちが生涯にわたって、自らの健康を保
持増進するための基盤を育むことが学校体育の重要な
責務である。その責務を果たすためには、「体育嫌い」
をつくらないこと、運動やスポーツを楽しいと感じさ
せることが何よりも大切だと思う。「楽しさ」を味わわ
せるための方法については、用具やルール、場の工夫、
個人目標の設定のさせ方、指導者の関わり方など、さ
まざまな研究が行われている。その中でも私が大切だ
と思うことは、子供たちを褒めることである。ただ褒
めるのではなく、具体的に褒めるということである。
例えば、先述の鉄棒であれば、「鉄棒の握り方」「手首

の返し」
「腕支持（肘の伸び）」「顎の向き」「前時と比
べての成長」など。指導者が褒める観点をたくさんも

ち、子供たちのよさを見取って具体的かつ的確に褒め
ることが必要だと思う。

新学習指導要領において、知識と技能を関連づけて

指導することが求められている。低学年のうちから指
導者が動きのコツを言語化し、技能と結び付けていく

ことで、子供たちの教え合いも活溌になり、深く学ん

でいく。そして、仲間とともに励まし合いながら自分
の成長に気づき、楽しく学んでいけるのではないだろ

うか。

体育ではグループでの学習場面が多く見られま

関わることが楽しい」という感覚を味わうことが

す。ボールゲーム等のチーム競技でしたら仲間の

できます。３つ目は「友達と一緒だと楽しい」と
いうことを実感できるようにするためで

存在は必然ですが，マット運動等の個人

す。一人では不安なことも，友達と

種目でも仲間の存在は必要ではない

一緒だと安心して学習に取り組む

でしょうか。

「仲間と共に学ぶ」
意味とは

ことができます。

よく見て運動のコツを知ったり，

北海道教育大学附属旭川小学校

ために，体育の学習で子供たち

友達の運動に対して有効なアドバ

教諭 高橋 明子

全員が「運動は楽しい」と実感で

私は大きく３つの意味があると
感じています。１つ目は運動を
「見る」ためです。友達の運動を

イスをし合ったりすることで，動き

体育科の目標は「豊かなスポ
ーツライフの実現」です。その

きることが重要です。共に学ぶ仲間
がいることで，運動と多様に関わり，

としての運動の特性に着目し，動きを

より運動に親しめるような日々の授業を目

工夫できるようになります。２つ目は運動

指していきたいと思います。

を「支える」ためです。運動の補助をし合ったり，
発表会の運営をしたりすることで，
「誰かの運動に

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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