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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「見通しを持って取り組み，確かな知識・技能を身に付けていく授業」
●「楽しさや喜びを味わいながら，確かな知識・技能を身に付けていく授業」を目指して…… １
●小学校：確かな『知識・技能』を身に付けていく課題解決学習

−５年陸上運動 リレーの実践−… ………………………… ２

●中学校：生徒が「できる・できるようになる・共に成長する」柔道の学習を目指して…… ４
●保健指導〔小学校〕：子どもの心に寄り添う保健室… ………………… ６
●保体の窓…………………………………………………………………… ８

No.

69

2020／10
北海道保健体育研究会

「楽しさや喜びを味わいながら，確かな知識・技能
を身に付けていく授業」を目指して
札幌市立篠路小学校校長（北海道学校体育研究連盟副委員長） 神谷

敦

臨時休業が開けた６月。久しぶりに登校してきた

今回の学習指導要領では，運動の楽しさや喜びを

子どもたちは，同じ時間に同じ空間で友達と一緒に

味わうことを通して，運動の行い方についての知識

過ごす，それだけで喜びを爆発させていた。多くの

を習得したり動きや技能を身に付けたりすることが

制約の中で過ごしてきた子どもたち一人一人の心と

目標として示されている。運動の苦手な子への配慮

体を解放させ，運動の楽しさや達成感を学校でたく

事例も細かく示されており，すべての子どもに，運

さん味わわせたいと心から思った。

動の楽しさと喜びを味わわせることも大切な授業づ

本来2020年は，小学校の学習指導要領が全面実

くりのポイントでもある。
◉柔らかい発想でできることを考える

施となり，さらに東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催により，運動やスポーツへの関心が一層高ま

子どもたち同士が直接ふれあうことや言葉による

る大きな転機となる年であった。しかし，学校では

対面での交流の制限はまだ続くと思われる。この中

「新しい生活様式」に沿った学習を進めることが必

で一人一人の学習状況を把握し，深い学びを生むた

須となり，移行期に積み上げてきたさまざまな実践

めの手だてとして，学習カードの活用の工夫を考え

を十分に生かすことが難しくなった。また「ウィズ

てみた。カードの書かせ方や交流に活用する際の方

コロナ」
，そして「ポストコロナ」という新たな視

法は，従来とは異なる発想も必要であろう。さらに，

点からの授業づくりを考える必要も生まれてきた。

ICT機器の積極的活用は，密を避けながら自分自身

身体のふれあいや密になる活動を通じて，多くの

の技能面の変化や他の児童との違いの発見などに有

ことを得てきた体育科の学習のよさを大切にしなが

効となるものであり，確かな知識や技能の獲得にも

ら，どんな学習が可能なのかを今回のテーマから考

つながると考える。柔軟な発想で，今あるものに手

えてみた。

を加えてみることも一つの方法ではないだろうか。

◉どの子も楽しさや喜びを味わえる授業を

◉日常と体育科学習の双方向の関わり

コロナ禍の制約を受ける子どもたちの心身の実態

体育科が目指す「生涯にわたる心身の健康の保持

の把握，扱う教材の運動特性，授業のねらいに迫る

増進・豊かなスポーツライフの実現」にとって，運

ための活用可能な用具や場の工夫，そして学びを深

動の日常化と多様な運動経験は非常に重要と考える。

めるための具体的な手だてなどを十分に配慮し，ね

日常の生活での経験が学習に生き，学習で得た知識

らいを明確にした学習計画を立てることが重要であ

や技能が日常をさらに豊かにする，そうした双方向

る。そのことが学習者である子どもたちが見通しを

の関わりの繰り返しによって，体育好きの子どもた

もって主体的に取り組むことにつながる。

ちがこれからも増えていくことを期待したい。
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確かな『知識・技能』を身に付けていく課題解決学習
－５年陸上運動 リレーの実践－

札幌市立北九条小学校教諭

1

村上 雅之
②リ レーに必要な動きを身に付ける「スキル

生きて働く「知識・技能」

アップタイム」の設定

現行の学習指導要領では，育成を目指す資質・能

時間

力を「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学

０

１
◉タイム測定

２

３

４

◉スキルアップタイム ◉スキルアップタイム ◉スキルアップタイム

一人一人の20m （ねことねずみ） ◉課題を見付

びに向かう力・人間性等」の３つの柱で整理された。

ける

の タ イ ム を 計 （バトン送り）

「知識・技能」については，「生きて働く」ことが重

測する。

要であるとされ，さまざまな場面で活用できること

◉計測①

を 目 指 し て い る。 中 教 審 答 申（2016） に は， 知

◉課題の解決

３つ場面から

に向けて

自分たちの課

チーム学習

題を見付ける。

ペアでバトン ◉課題の解決

識・技能は，
「思考・判断・表現を通して習得され
たり，その過程で活用されたりするもの」であるこ

◉ペアの課題

パスを行って

に向けて

タイムを確

走り，タイム

チーム学習

認

を計測。

◉計測②

自分たちの課

とが示されている。つまり，知識・技能は，課題解

題に合った練
習を行う。

決の過程の中で習得されていくと考えることができ

◉振り返り

る。

◉振り返り

◉振り返り

◉単元の振り返り
リレー学習全
体を振り返る。

45分

本稿では，児童が課題を見付け解決していく学習
を通して，確かな知識・技能の習得を目指した５年

リードやバトンパスにつながる動きを身に付けら

陸上運動「リレー」の実践を紹介する。

れる活動を毎時間設定することで，リレーに必要な
動きの土台をつくっていくことをねらった。

2

「ねことねずみ」は，ねこチームとねずみチーム

「速さをつなぐ！ ペアリレー」
の実際

に分かれ，向かい合う。教師が「ね，ね，ね，ね，

本実践では，児童が課題を解決する学習になるた

ねこ！」と声をかけたら，ねこチームがねずみチー

めに，４つのポイントを大切にした。

ムを追いかける。ね

①見通しがもてるゴールの設定

ずみチームはタッチ

まずは，児童が単元の最後にどういう姿になって

されないように後方

いるとよいのか，児童自身がイメージできる「ゴー

のラインまで逃げ切

ル」の設定を行った。本実践では，20mのタイム

る。この運動により，

を測定した。そして，ペア（バディ）を組み，２人

リードのスタートの

の合計タイムを「課題タイム」とし，縮めることを

動きを身に付けるこ

単元のゴールと設定した。２ペアを１チームとする

とができる。

■ねことねずみ
ねずみ
ねこ

教師

ことで，お互いに見合い，アドバイスを送りながら

「バトン送り」では，バトンのもらう手，渡す手

取り組めるようにした。単元のゴールをイメージで

を理解するとともに，走りながらもらう，渡す感覚

きることで見通しをもって学習に取り組むことがで

を身に付けていく。チームで列になり，軽く走りな

きると考えた。

がら前にバトンを送っ

■課題タイムの記入例

ていく。渡した児童は，
走って列の先頭に並び，
再びバトンをもらい，
渡していく。

2

■バトン送り
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③自分のチームの課題を見付ける活動

写真②は，リードのタイミングをチーム内で見合
っている場面である。同じチームの児童が一緒の速
さで走ることで，減速していないかを見るとともに，
リードのタイミングがよかったかを確認している。
すぐ近くで「何を見ようとしているのか」がはっき
りしている姿から，運動の行い方を理解しているこ
とがわかる。

単元の３時間目には，自分たちのチームの課題を
見付け，解決していく学習を行った。１度目の計測

■写真②

を終えたとき，課題タイムをクリアしているチーム
はいなかった。児童の学習カードには，バトンの受
け渡しの場面に問題意識をもっていた。そこで，児
童が感じていたうまくいかないポイントを３つ取り
上げ，自分たちの課題はどれかを実際に動きながら
見付けていった。その際に，チーム内で見合うこと
で，課題を明らかにできるようにした。

④仲間と関わりながら解決するチーム学習
課題を解決する際に，仲間との関わりを大切にし
た。運動して自分が感じたことや解決に向けて考え
たことを伝え合っていくことで，知識・技能の習得
がされていく。以下に，確かな習得が見られた例を

走り終わった後に，すぐにペアによかったところ，
修正するべきところを伝えることで，減速の少ないバ

紹介する。

トンパスの知識・技能の習得を確かにしていく。

写真①のペアは，リードしているが減速すること
に問題意識をもち，リードするタイミングをつかむ
ことを課題として取り組んだ。前走者がリードする

3

タイミングを，手を挙げて次走者に伝えることで，

課題タイムをクリアしたのは，16ペア中14ペア

減速の少ないバトンパスができるようにしていた。

だった。単元の終末の学習カードには，「リードの

授業の成果と今後の展望

タイミングをチームみんなで話し合うことで，上手

■写真①

になれたのでよかった。」「リードするときに1.3ｍ
くらいのときに『はい！』と声をかけるとよかった
です。」など，学習の成果とともに運動の行い方に
ついての具体的な記述が多く見られた。このことか
ら，児童が課題を見付け，解決する課題解決学習を
通して，確かな知識・技能の習得が見られたといえ
る。
コロナ禍においてさまざまな制約がある体育学習。
本実践も走る距離や人数等を配慮して行った。しか
し，児童の学習の成果は見られたと考えている。児
童・生徒の充実した学びを保証するために，今でき

さまざまなタイミングを試行錯誤していく中で，次
第に自分たちにとって最適なタイミングを明らかにし

ることを最大限考えることが求められている。本実

ていった。最後には，手を挙げずに走り，課題タイム

践が少しでも，全道の先生方の参考になればこれ以

をクリアすることができた。

上嬉しいことはない。
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生徒が
「できる・できるようになる・共に成長する」
「取」
「見取り」の役割を通して－
柔道の学習を目指して －「受」
木古内町立木古内中学校教諭

1

柳谷 有司
（2）昇段審査

はじめに

３人グループで「受」「取」「見取り」の役割に分

習活動」を通して，生涯にわたりスポーツに親しむ

査をすることで，認め

資質・能力を育成するには，以下の３つの要素が学

合いにつなげる。

習活動の中に位置付けられることが大切である。
取

・
「できる」運動ができるようになる喜びを感
じ，運動に進んで取り組むこと。

●段位（技能目標基準）【例：１年生の場合】

・
「やりぬく」運動の課題を見つけ，その解決

初段 長座の姿勢から後ろ受身ができる。

に向かってねばり強く運動に取り組むこと。
受身

・
「共に成長する」仲間と教え合ったり，励ま
し合ったりしながら仲間を大切にして運動に

二段 あお向けの姿勢から横受身ができる。
三段 膝立ちの姿勢から前受身ができる。
四段 二人一組で前回り受身ができる。

取り組むこと。
そこで，上記の点を踏まえ，渡島体育研究会で提
案した，中学校１年，柔道の授業実践を紹介する。

2

「できる」
「できるようになる」
ために
固め技

（1）昇段審査
段を設定し，昇段審査を毎時間実施する。昇段を

五段

四段に加え，蹲踞の姿勢から後ろ・横・
前受身ができる。

初段

技をかけた状態で，相手から技ありをと
ることができる。

二段

技をかけた状態で，相手から一本をとる
ことができる。

三段

相手と攻防している中で，相手を抑え，
技ありをとることができる。

四段

相手と攻防している中で，相手を抑え，
一本をとることができる。

五段

相手と攻防している中で，相手に抑えら
れ，技を返し，一本をとることができる。

目指し，ねばり強く取り組む意欲を高め，できる喜
びにつなげていく。

（2）簡易試合
単元の中間（6／10時間）に試合を行うことで，
相手との攻防の中での自己の課題を明確にし，後半

膝をついた相手と組んだ状態から，ゆっ
初段 くりとした合図「１・２・３・４」で投
げることができる。

の学習活動での課題解決につなげる。

（3）体落としを軸とした授業展開
習得する投げ技を精選することで，技能の習得，

二段
投げ技

習熟の喜びを味わえるようにする。

3

見取り

かれ，「見取り」が審
受

「課題を見つけ，主体的・協働的に解決を図る学

「共に成長する」ために

（1）自他共栄の精神の醸成

膝をついた相手と組んだ状態から，合図
なしで投げることができる。

立っている相手と組んだ状態から，ゆっ
三段 くりとした合図の「１・２・３・４」で
投げることができる。
立っている相手と組んだ状態から，合図
四段 なしで，体さばきを使い相手を崩して，
投げることができる。

単元を通して，
「自他共栄」を視点に指導，評価
を行うことで，生徒と自他共栄の精神の共通理解を
図り，相手を尊重する態度や公正な態度につなげる。

五段

4

動きながら，体さばきを使い相手を崩し
て，投げることができる。

道版保体ジャーナル

4

審査を３人一組で行う際には，ただ見ているだけで

成果と課題

はなく，
「見取り」役に「○×」のうちわ型プレート

（1）「できる」「できるようになる」ために

を持たせ，判定をさせた。これにより，言葉でうま

昇段審査を行うことで，基準が明確になり，つま

く説明できない子も，
「ここは○」
「ここが×」とい

ずきを自分で見つけたり，仲間に教えてもらったり

う形で判定していた。また，全員が一つでも昇段で

したことを意識して練習する姿がみられた。

きるよう，行い方やポイントを伝え合い，
「みる・支

さらに，一人３枚のネームプレートを用意し，図

える」関わりから，共に成長する姿が多くみられた。

１の写真のように場内に掲示した。そうしたことで，

さらに子どもたちの評価する力を養い，相互評価

昇段したいという意欲が表れ，
「できるようになり

の充実を図りたい。

たい」
「できた」につながっていた。

図２

図１

掲示物

段位取得表

（左から，受け身，投げ技，固め技）

始めは，流れや行い方に慣れるまで，時間を要し

多様な技の行い方，精選した技のポイントや段位基準を拡
大し，場内に掲示した。

たが，毎時間行っていくことで，短時間で効率的に
動くことができるようになった。

5

簡易試合を単元の中間にした計画では，柔道の

おわりに

「相手に勝つ楽しさ」や「技をかける醍醐味」など

今回の授業では，昇段審査，投げ技の精選の工夫

を早い段階で感じる場面としてはよかったが，これ

を行った。これにより，受け身と投げ技の関係性を

から技能を習得していく段階にある１年生では，ま

意識し，技能を習得したいという意欲の向上につな

だまだ技能が習得途上で少し早かったように感じた。

がったと考えられる。

単元の時間が12時間以上ある，もしくは，学習経

渡島体育研究会では，今回の授業も含めた昨年度

験のある２年生以上であれば，有効かもしれない。

の授業実践で，「『できる』だけで豊かなスポーツラ

習得する投げ技を精選したことで，焦点化された

イフの実現につながるのか」「子どもたちが試行錯

課題に対して，全員がポイントを共有化して取り組

誤しながら，運動がもつ『中心的な面白さ』に迫っ

むことができ，仲間との関わりで知識・技能を身に

ていく学習が大切なのではないか」「子どもたちは

付けることができる。一方で，限定された技能，知

自然にその『中心的な面白さ』に迫っていくことは

識となってしまうので，２年生，３年生と柔道授業

難しいので，中心的な面白さに誘い込み，引き出し，

を重ねていく中で，生徒の実態を捉えながら，他の

価値づけていくことが教師の指導の中心になるので

基本的な技を指導したり，連絡技につなげていった

はないか」といった反省が挙がり，「運動の楽しさ

りすることが必要だと感じた。

に触れた・がんばれた・共に成長した」とバージョ

（2）「共に成長する」ために

ンアップしている。

柔道の授業において，相手と組むだけではなく，

今後も，運動の特性，発達段階や生徒の実態を踏

昇段審査のように生徒相互による評価を行うことで，

まえ，保健体育科で育成する資質・能力を明確にし

相手を尊重し，公正な態度につながっていく。昇段

た授業実践を通して研鑽を重ねていきたい。
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子どもの心に寄り添う保健室
上富良野町立上富良野西小学校養護教諭 竹森 典子

1

▶６月掲示：この下
にコロナウイルス
感染症関連のミニ
ポスターを掲示。

はじめに

本校は児童数135名で上川管内南部，富良野地区
の最北に位置する小規模校である。上富良野町は十
勝岳の麓にあり，四季がはっきりしていて，ラベン
ダーをはじめとする花畑，丘に広がる野菜畑，ホッ
プや豚さがりなどの農産物が名物になっている自然

◀昨年10月掲示：実際
に測ったり定 規を当
てたりする子もいる。
目の体操も真剣にや
って い る 子 が い て，
ほほえましい。

豊かな地域である。子どもたちはどちらかというと，
おおらかでのんびりしている。校区に自衛隊の官舎
があるため転出入は少なくはないが，親しみやすい
地域及び学校全体の雰囲気の中で，転入生はすぐに
慣れてくれる。

▶むし歯菌だったり，
インフルエンザや
かぜのウイルスだ
ったり，いろいろ
な場面で使える
「ばい菌君」
。

保健室への来室は，例年１日に10名ほど（今年度
は少ない）である。擦りきず，打撲，鼻血，着替え
など軽いものや付き添いが多い。身長を測りに来る
子，体の絵本を見に来る子も多く，自分の体の成長
には関心を持っている様子がうかがえる。

2

保健室で使えるグッズ類

保健室はいつも入りやすい雰囲気を心がけていて，
子どもたちが遊べるような，絵本，カードゲームや
パズルなども置いている。
昨年までの状況では，ときどき，それを目的に来
る子どもたちもいた。
「本当に具合の悪い人やけが
人が来たら……」「そのときはちゃんと出るから」
季節によって使い分
けている小物たち。
花は卒業式・入学式
にも大活躍。

と言いながらカードを配り始める。学年の枠を超え
て，普段あまり来ない子も交えてゲーム大会となる
こともある。休み時間終了間際に時間に気づき（本
校はノーチャイム）
，ばたばたと片付けて「また来る
ね！」という言葉を残して出て行く。
月ごとの壁面は，保健目標とともに掲示している。
大事にしているのは，子どもの目線で見て「楽し
いかな，読めるかな，興味があるかな」ということ
である。今年は視覚に訴えるものを中心に掲示して
いるが，いつもなら触ってみるものや，実際にめく
って確かめるものなども入れるようにしている。
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季節を感じる小物，季節に関係なく彩りに使うも

をし，消毒もしながら「少しだけマスクを外しても

のなどは，少し多めに作り置きしてあり，それらも

いい時間」を作りながら対応している。とりあえず

利用しながら，月々の掲示を組み立てている。

は休ませて，話を聞いて，落ち着かせて教室に戻す
ことが多い。
▼靴下人形：簡単に作れるすぐれもの。
靴下人形やパペットやぬいぐるみなどを利用して，よう
やく自分のことを話してくれる子やしばらく人形を抱っ
こしたまま離さない子もいる。

触って遊べる掲示物。
木のパズル，六角が
えし，マジックスク
リーンなど。

会話をするときに
非常に役立つグッ
ズ（パペット）も
ある。

4

おわりに

保健室は「特別な教室」ではなく，子どもたちが
「ほっとできる場所」でありたい。絵本やカード
ゲーム，人形類が転がっているのは，子どもたちに
少しでもリラックスして，安心して過ごしてほしい

切りおこしを使ったポスター。
以前行った研究会の展示コー
ナーを参考にした。左の写真
は，ざしきわらし。

3

ためで，子どもたちの心の声を拾うのに，それらが
大いに役立っている。
保健室での会話や子どもたちの様子を学校全体で

保健室での日常

共有しながら，保護者とともに成長を見届けたいと
思う。保健室はそういう部屋でありたい。

普段はちょっとした救急処置や「遊びに来る」
「ちょっと来てみた」という児童が多いが，中には

保健室にある本の紹介

教室でトラブルがあってなかなか教室に戻れないと

■子どもが喜ぶ本（待ち時間などに読んであげたり，自分
で読んで教室に戻れる本）

いう児童もいる。「教室ではみんなに見られている

・
「ねこガム（こどものとも年少版）
」きむらよしお 作（福

気がする」と，保健室で勉強をしたがる児童もいる。

音館書店，2005年）

今は固定して保健室登校している児童はいないが，

・
「ぞうのボタン」うえののりこ 作（冨山房，1975年）

対応は一人ではなく担任，教務，管理職と，相談し

・
「もうぬげない」ヨシタケシンスケ
（ブロンズ新社，2015

ながら進めている。相談スペース（奥に４人がけの

年）
・
「まねしんぼう」みやにしたつや（岩崎書店，2015年）

テーブルが置いてあり，つい立てで仕切られてい

■からだの本

る）での勉強，他の児童との交流ができるように，

・「おおきくなるっていうことは」中川ひろたか 作，村上

入り口近くのテーブルを利用するなど，個々に応じ

康成 絵（童心社，1999年）

た対応をとっている。

・
「むしばくん」みやざきひでと（ブロンズ新社，
2005年）
・
「だーれの

６月に学校が再開してからは，数は少ないが『新

は？」新井洋行（講談社，2016年）

・「さるのせんせいとへびのかんごふさん」穂高順也 作，

しい生活様式』に疲れを感じていると見られる児童

荒井良二 絵（ビリケン出版，1999年）

の来室もあり，子どもたちも無理をしていると感じ
るような事例も出てきた。保健室の中では十分換気

※その他，性教育に使える本もあります。
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苫小牧市立大成小学校校長
柴田 知巳

運動をする子・しない子の二極化



公園から子どもたちの姿が消えた。ここ数年来、公
園を見るたびに感じていることである。私たちの少年
期は朝から晩まで一日中遊び回り、時には食事も忘れ
るくらい夢中になっていた記憶がある。歩くことに全
く苦痛を感じることなく、どんな遠くであっても楽し
さを求め、出かけていったものだった。最近の子ども
たちはどうだろう。遊びの中心は戸外から家庭内へ、
そして集団から個への遊びと変わってしまった。特に
冬期間は、ほとんど子どもの姿を見ることはなくなっ
てしまった。
近年、運動する子としない子の二極化の傾向が指摘
されている。スポーツや外遊びの三つの間（時間・空
間・仲間）が減少しており、それが子どもの体力低下
や二極化の大きな要因になっている。学校内だけでな
く、学校外で子どもたちへの運動機会が多く提供され、
運動を大好きになってくれれば、体育の授業も進めや
すくなるはずである。
「時間」と「仲間」に関しては、
少子化や家庭環境の影響があり、複雑な問題が絡み合
っているため、すぐに解決することは難しいかもしれ
な い が、
「 空 間 」 に 関 し て は、 地 域 社 会 の 協 力 や 大 人
の知恵によって、すぐにでも解決できる問題なのでは
ないかと考える。
制限がなくとものびのびと遊べる場、子どもたちが
目を輝かせて遊べるような遊具の開発など、子どもた
ちがより進んで身体を動かそうと思えるような根本的
な解決策をあらゆる方面の大人が知恵を出し合い、社
会全体で考えていく必要がある。そして、その総意を
実際に少しずつでも反映させていくことができるかが
重要になると思う。
昨今のコロナ禍により，社会全体を見ても大き

した。学校再開後に，「家族みんなで楽しく見まし

な変化のあった令和２年です。学校現場では，長

た」
「やってみたら，結構辛かったです」などの声を

期間の臨時休校により，子どもたち同士のつなが

聞くことができました。この動画を見て，本格的
にトレーニングを続けた生徒はごく一部

りや学校とのつながりの重要性を体感す
る期間となりました。とりわけ，体育

です。しかし，子どもたちとのつなが

の時間に体を動かすこと，休み時間

「つながり」の中で

で思いっきり遊ぶこと，部活動に

生きる

励むこと……これらの活動ができ
ないことは子どもたちの心身の健

教諭 齋藤 達也

の当たりにしました。
北広島市では教育委員会のバック

また，私自身がスポーツリズム
トレーニングを学んだ経緯にもた

北広島市立西部中学校

康に直接悪影響を与えることも目

りを確かに感じることができました。

くさんのつながりがあります。所
属する研究チーム，先輩の先生方，
講師の先生，そのような人間関係が
あったからこそ生徒に自信をもって情報

アップのもと，臨時休校中の学びをサポート

発信をすることができたのだと思っています。

するため，Youtube動画を各学校で作成しました。

「お互いさまだから」。こんなときだからこそ，

私は大きなチャンスだと捉え，授業で取り扱った

さまざまなつながりに感謝して使命を全うしたい

「スポーツリズムトレーニング」の動画を投稿しま

保健体育教材

・みんなの体育１〜６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
・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。

発売中！

と日々感じています。
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