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誰もが体育好きになるように
札幌市立清田緑小学校校長（北海道学校体育研究連盟札幌支部委員長） 四戸 基樹
以前，平昌オリンピック

スピードスケートで金

は，授業での助け合いや話し合いなどの取組を行う

メダルを獲得した髙木美帆選手のインタビュー記事

と，行っていない場合に比べ，運動やスポーツが

を，インターネットで読んだことがある。

「好き」の割合が高くなる傾向が見られたという。

小学生の頃はスケートが好きではなく，寒さに加

これは，授業におけるさまざまな交流や思考を深め

え足腰が痛かったが，自分なりの楽しさを早期に見

ることで「体育好き」な子が増えた可能性があると

つけたそうだ。彼女は「自分なりの楽しさ」を，が

記されていた。

むしゃらに滑るのではなく，もっと速くなれるかを

ということは，「できなくても理解し自分を高め

考えて滑ることと捉え，それに向かって新しい挑戦

ようと努力することの大切さ」「改善点に気づき，

をすることを意識したようだ。考えて挑戦した結果，

今後を見通す力」を指導すると改善できるのではな

自然に速くなったと分析していた。

いだろうか。ただし，その際，小学校の成長段階で

それは，まさに「自分で課題を見付ける」ことの

は焦らないことも必要である。筋力や体格が十分備

大切さであると思う。もちろん髙木選手であるから

わっていない時期と捉え，中学校での体育にスムー

自分で解決して成長していけたのであるが，学校現

ズにつなげていくことが大切である。小学校の教員

場では，どの子もできるかというと難しい。そこで

としては，中学校につなげることの大切さを考えて

次に考えるのは，交流である。今回のテーマの「仲

しまう。「今学習することの先に何があるか」を指

間と共に」である。

導して，子どもには運動が好きになり，生涯を通し

運動が苦手な児童や運動に意欲的でない児童にと

て生きがいや健康を得てほしい。

って体育の授業は，ともすると苦痛であったり退屈

第２期「スポーツ基本計画」では，「する」「み

であったりすることがある。成功体験の少なさと満

る」「ささえる」といったさまざまな形で積極的に

足感を味わえないことが問題である。成功体験の少

スポーツに参画し，スポーツを楽しみ，喜びを得る

なさを補えるのはアドバイスや励ましてもらうこと

ことで，それぞれの人生を生き生きとしたものとす

であり，交流に参加して自分の考えを発表できるこ

ることを期待されている。その基礎となる「体を動

とであると思う。誰もが参加する場をもつことが大

かすことを好きになる」ことを，子どもに体育の授

切である。令和元年度の全国体力・運動能力，運動

業を通して指導していくことが大切と考える。

習慣等調査結果によると，運動が苦手な児童・生徒
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課題を見付け，仲間と共に粘り強く取り組む授業
－
「マットを使った運動遊び・マット運動」の実践を通して－

音更町立木野東小学校教諭
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青木 真理
マット運動では，「ゆりかご」から動き方を身に

はじめに

付けていくことが多い。徐々に大きく体を揺らし，

今年度から新学習指導要領になり，主体的・対話

前転の起き上がりや，後転での後ろへ倒れる感覚を

的で深い学びの実現に向けた授業が求められている。

養っていく。また，日常の中で逆さ感覚や腕で支持

コロナ禍で制限のある中ではあるが，他者との対話を

する感覚を身に付ける場面は少ないので，主運動に

通して，自己の課題を見付け，仲間と粘り強く，意欲

つながる必要な動きは授業の始めに継続して行って

的に運動に取り組むことができる授業を心がけてきた。

いる。スモールステップの練習で発達段階に応じた

どの運動領域でも，系統立てて指導していくこと

技を繰り返し取り組み，基本的な技能や知識を確実

で発達段階に応じた知識・技能を身に付け，より確か

に身に付けさせていく。

な力を身に付けていくことができる。体力の二極化・

【感覚づくりの運動例】

運動する子とそうでない子の二極化傾向が見られる

○ゆりかご ○首倒立 ○ブリッジ ○動物歩き

ことから，低学年から自信をもって運動に親しみ，ど

○かえるの逆立ち

○かえるの足打ち

など

の子にも楽しく体育を取り組んでもらいたいと考える。
本校では体育専科として３年間，学級担任として

（3）自分の課題を発見
（振り返りの時間の活用）

２年間勤めている。これまでの授業を振り返り，

技カードなどのワークシートを用いて自己評価を

「マット運動」に焦点を当てて，実践を紹介する。
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行ったり，友達や教師との対話を通して技の出来栄
えを確認したりし，自分の課題を見付けている。

確かな力をつける学習過程

また，本校のタブレットにある「追っかけ再生」

（1）学習の見通しをもつ

機能を使うことで，自分や仲間の技がどうだったか

おおまかな単元の流れは，どの領域でも児童に伝

を確認することができる。動画で技の動きを見るこ

えている。授業の流れを知ることで，先を見通して

とで，課題を発見するのに大きく役立っている。

安心して授業に参加することができると考えられる。

サーキット運動に取り組んだ場合には，ワークシ

器械運動では，下記の単元構成で取り組んでいる。
①

基本的な技能・知識の習得

③

一人一人の課題に合わせた運動に取り組む

②
④

ートにできた技をチェックしていく。授業の振り返
りでは，「できた技」「もっと上手になりたい技」を
確認・交流し，次の時間の課題を設定している。

自分の課題を発見

（4）一人一人の課題に合わせた運動に取り組む

学習の振り返り（
「できた」を実感）

本校は大規模校のため合同体育となることが多く，
運動量の確保や個人の課題に合わせた場の工夫が求

（2）基本的な技能・知識の習得（感覚づくりの

められる。そこで，課題解決に適したいろいろな場を

運動とスモールステップの練習）

設定し，意欲的に運動できるようにしている（p.3図）
。

器械運動では，感覚づ

児童は課題に合わせて

くりの運動がとても大切

興味をもって取り組むと

だと考える。動き方がわ

ともに，指導する教師側

かれば，安心して取り組

は指導事項を確認し，連

むことができ，けがの予

携を図って児童への指導

防にもつながる。

にあたっている。

「ゆりかご」で感覚づくり
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動物歩きで「わに歩き」
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【場の設定】

どうぶつランド
くま歩き→後ろ向き

武道場・ステージ

うさぎとび

イミングを合わせたりすることから，自然と対話が

前転↓

さか立ちランド

わに歩き↑

首倒立

線まで近づこう
↓
↓ かけ算九九
↓

プで演技を行った。仲間と同じ技に挑戦したり，タ

ロケット→

かえるの足打ち→

逆立ち横歩き↓

高学年では，身に付けた技を使ってペアやグルー

くるくるランド

生まれていった。「よりよい演技をしたい」という

坂道後転↓
なにもなしで、側方倒立回転
↓ゴムにさわるな ↓平均台

↓跳び箱

↓マット

↑肋木

後転→

思いから，仲間への技のアドバイスも行われた。学

スーパーゆりかご↓

習の振り返りでは，「友達に教えてもらってできる

ぴょんぴょんランド

ようになった」と仲間の大切さを実感する言葉を聞

▲２年生「マットランドにチャレンジ」の場の設定

3

くことができた。

4

仲間との学び合い

（1）仲間の技を見合う・教え合う

学級経営と体育授業

（1）肯定的な言葉を使う（安心感のある授業）

「仲間の技を見てね。」だけでは，児童は何を見て

上手にできる児童は自信をもって取り組むが，そ

よいのかわからないことがある。
「手と手の間を見

うではない児童は見られることに「恥ずかしい」

ているかな。
」
「膝が伸びている人を教えてね。」な

「嫌だ」という感情をもってしまうことがある。安

ど，見るポイントをできるだけ焦点化することが大

心して技に挑戦するためには，教師側が肯定的な言

切だと考える。また，技のポイントを知ることで，

葉で児童の取り組みを認め，指導していくことが大

仲間の技のよさや改善点がわかる。ワークシートに

切だと考える。

技のコツを記載したり，壁に掲示したり，短い言葉

①「チャレンジしようとする姿勢」を褒め，②

で繰り返し児童へ指導したりするなどして，児童の

「技のよかった点」を褒め，③「こうしたらもっと

理解を促している。

よくなる」という具体的な改善点を伝えていく。認

児童が仲間の回転技を見る

められることで，子どもたちは少しずつ自己肯定感

ときは，マットの横から見る

を高めていくことができる。教師が一生懸命な姿勢

ようにさせている。技の一連

を価値付けし，失敗しても大丈夫という学級の雰囲

の動きを見やすく，児童の意
欲を高めることができた。

気を作っていく。体育の授業だけではなく，「学級
技を見合う児童

は安心して間違えることができる場所」というメッ

（2）仲間との協働

セージを，普段の授業や生活の中で発信し続けるこ

教師の指導は技能獲得に必要不可欠であるが，児

とが大切である。

（2）児童が活躍する場面で自信をつける

童同士の教え合いから，児童自身が学ぶことが多く
ある。同じ課題をもつグループ同士で練習する場合

努力してできるようになった児童は技を発表した

には，児童が実感した「できるポイント」を伝え合

り，話すことが得意な児童は技のよさや課題を説明

うことで，よりわかりやすく児童が理解することが

したりと，どの児童にも活躍の場を設定し，自信を

できる。

つけられる授業になればと思う。学年団で連携を図

側方倒立回転では，足を上げることが難しいグル

り，児童のよさを見取りながら，学級・学年全体へ

ープには，勢いをつけて膝を伸ばすためにゴムひも

そのよさを還元していくことが大切である。

を活用した。仲間の足の
高さに合わせてゴムひも

5

の高さを変え，少しずつ

技がうまくできたとき，仲間や教師から認められ

難易度を上げられるよう

たとき，子どもたちの表情は自信いっぱいの笑顔に

にしている。お互いに見

なる。体育を通して体力を高め，
「わかる」
「できる」

合いながら，技の上達を
伝え合うことができた。

おわりに

喜びを実感し，積極的に運動に親しむとともに，楽

ゴムひもを持って仲間と

しく学校生活を送る児童が多くなることを願っている。

練習

3
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仲間と共にマット運動の「楽しさ」を感じる
授業づくり
函館市立桔梗中学校教諭

1

外崎 達郎
豊かにできるのではないかと考える。また，個々の

はじめに

能力や興味・関心に差異がある中で，苦手を克服す

授業を展開する上で最も大切にしていることは，

ることや，できない技をできるようにするためには，

運動することを「楽しむ」生徒を育てることである。

教師主導ではなく，生徒同士の学び合い活動や，生

そのため，各単元において，生徒の興味・関心をい

徒自身が主体的に取り組むことが最も有効であると

かに引き出す授業を展開することができるかを日々

考える。

（2）
「なんかおもしろそう！」を引き出す導入

模索している。
３年生の器械運動では，マット運動を選択して行

はじめに，インターハイ男子新体操の様子を動画

った。もともと器械運動が不得意な生徒が多く，事

で紹介した。テンポのよい音楽に合わせて，難易度

前アンケートでは，
「好き47％」
「嫌い30％」「ど

の高い技が次々と繰り出され，寸分狂わぬ美しい演

ちらでもない23％」と，マット運動が好きではな

技にたくさんの歓声が上がった。このままでは「自

い生徒が過半数であった。

分たちには真似できない……」となるところだが，

本稿では，マット運動を「楽しむ」生徒の育成を

別の視点から，終始コミカルに演技する別の動画を

目指し，
「集団」で行うことを柱とした授業実践を

紹介したところ，「なんかおもしろそう！」と生徒

紹介する。

の表情が柔らかくなったのが印象的だった。

2

完璧で美しいものだけを目指すことにとらわれず，

興味・関心を引き出す単元計画の工夫

何よりも他の生徒との関わりや個人・集団の成長を

授業前のアンケートでは，マット運動が『好き』

感じ楽しむこと，自分たちの能力に応じてできる範

の主な理由として，
「技ができるとうれしいから」

囲で協力して作品を完成させることが大切であるこ

が27％，
「できない技ができるようになるとうれし

とを伝えながら授業を進めた。

いから」が22％，
「新しい技に挑戦したいから」が

（3）各単位時間のめあてを明確にする

19％であった。
『嫌い』の主な理由としては，「思

◉マット運動単元計画（後半７時間／12時間）

った通りに動けないから」が25％，「痛い・けがが

6

怖いから」が17％，「体が硬いから16％」がであ

①整列・挨拶

った。

7

②ランニング

5 【オリエンテー

アンケート結果を踏まえ，生徒が楽しめる授業を

8

9

10

③準備体操

11
④補助運動

【グループ

ション】
知る

の中で，前半の５時間を従来行っている「個人」で

合い

○新体操動画視聴 ○構成の話し

取り組む時間とし，後半の７時間を「集団」で取り

○チームづくり
○選曲

組む時間として設定した。

（1）集団で取り組むことのねらい

45

学習指導要領において，器械運動で身に付けさせ

合い
○グループ練

⑤めあての確認

【グループ

学習①】

学習②】

○学習の進め方を ○演技の話し

展開するために，マット運動全12時間の単元計画

12

○演技の改善
【中間 ○グループ練
発表】

習
○発表最終準

【発表会】
※相互
評価

備

習
①学習のまとめ

②整列・挨拶

る内容の一つとして，
「学びに向かう力，人間性

各単位時間で，グループの到達目標をイメージし

等」と書かれている。チーム編成や選曲，集団演技

ながら取り組ませるためのめあての設定が大切であ

の構成を考えるのに集団で取り組むことで，コミュ

る。
そこで，【オリエンテーション】では，「グループ

ニケーション力を高め，学びに向かう力や人間性を

4

道版保体ジャーナル

（2）課題

の士気を高めるめあて」。【グループ学習①】では，
「実際にグループで動きながら，演技を創り上げて

課題として，具体的に次のことが挙げられる。

いくめあて」
。
【中間発表】では，
「観衆の前で明る

○個の技能差による不都合があること。

く楽しく元気よく表現できるめあて」。【グループ学

→集団で発表する技を，不得意な生徒に合わせてし

習②】では，
「完成に近い演技をさらに美しく，ダ

まうグループが少なくなく，一部の得意な生徒が

イナミックに行うめあて」
。
【発表会】では，
「グル

不完全燃焼で終わってしまった。

ープ発表がこれまでの学習の集大成となるためのめ

○グループ練習の時間配分に不都合があること。

あて」をそれぞれ設定した。

→５グループの練習時間を確保するために，マット

教師が各グループの進捗状況を把握しながら，最

上で練習できる時間が限られ，生徒の「もう少し

適なめあてを設定することで，各時間で取り組むこ

練習したい」という気持ちを十分満たすことがで

とを明確にし，グループ間の進度の差を最小限にす

きなかった。

ることで，全グループが同じペースで授業に取り組

○用具の不足による不都合があること。

むことができた。

→発表用のマットは，ロングマットを５枚連ねて正

3

方形にした。マット不足により，５グループに対

成果と課題

して練習場所を２か所しか準備できなかったため，

（1）成果

生徒のニーズに応じた練習ができなかった。

成果として，具体的に次のことが挙げられる。

○練習場所の確保の不都合があること。

○グループの能力に応じた技に挑戦できた。

→学 校事情ではあるが，各学年５クラスの計15ク

→能力差を把握し，個の得意，不得意を考慮した演

ラスがあるため，通常の体育の授業は，他学年と

技構成をする姿が見られた。

同時進行で，

○複数でできる技に挑戦できた。

体育館の半

→個の技を組み合わせて，複数でダイナミックな技

面でしか授

に挑戦しようとするグループが見られた。

業ができな

○生徒同士が互いに教え合うことで，主体的に取り

い（写真参

組むことができた。

照）。

→得意な生徒が，不得意な生徒へ技術的な指導をす
る場面が見られた。
○協力して構成を考えることで，コミュニケーショ

事後アンケートでは，
「グループ間の能力差がある

ン能力を高めることができた。

こと」「不得意な人がいると，発表する技が少なく

→単元を通して，対話しながら演技構成を考え，修

なること」「不得意な人に合わせなければいけない

正しながら取り組む姿が見られた。

こと」「練習場所が少なく，思い付いた技をすぐに

○不得意な生徒も十分満足して終わることができた。

練習できないこと」という意見があった。

→集団で演技をすることで，個の能力に注目され過

4

ぎず，グループ全体の技術として評価されること
が不得意な生徒にとってよかった。

おわりに

「集団」でのマット運動は，仲間と共に協力しな

事後アンケートにおいても，
「話し合うことで団

がら取り組むことで，不得意な生徒でも「楽しむ」

結力や友情が深まった」
「発表を通して他の意外な

ことができることに気付くことができた。

一面が発見できた」
「苦労した後の達成感があっ

授業の工夫や言葉かけ一つで，できなかったこと

た」
「できない技のコツを教えてもらった」「教え合

をできるようにし，達成感を味わわせることが体育

うことで技能が向上した」
「表現の幅が広がった」

教師の使命である。これからも，たくさんの生徒の

という意見があった。

笑顔のために日々研鑽を積み，授業改善に臨みたい。

5

道版保体ジャーナル
●保健指導〔小学校〕●

運動と健康のつながりを実感してもらうために
−担任・養護教諭・栄養教諭の連携−

札幌市立月寒東小学校養護教諭

1

齋藤 沙友美

はじめに

◆内容◆
〈前期（６月～９月）各学年２回〉

本校は，児童数約550名の中規模校である。平成

新体力テストの種目（反復横跳び，立ち幅

30年４月までの約３年半，校舎改築のため，グラ

跳び），ストラックアウトを経験する。

ウンドが使用できなくなり，遊び方を工夫して過ご

〈後期（10月～２月）各学年２回〉

すことになった。そこで，体育館を利用して，普段

学年で体育館を使用し，遊び（鬼ごっこ，

触れることが少ない一輪車，竹馬，登り綱などの遊

縄跳び，ボール運動）を工夫する。

びを経験させる「チャレンジ遊び」を設けた。
グラウンドが使用できる現在，多くの児童が外で

〈前期（新体力テストの種目）の様子〉

遊ぶ様子が見られる。しかしながら，「全国体力・
運動能力，運動習慣等調査」を見ると，取り組む運

運動にゲーム的要素を取り入れることで，友達と

動の種類に偏りがあり，１日の運動時間や運動量が

関わり合いながら体を動かす楽しさや喜びを味わい，

少ないという結果が見られた。そこで，今年度から

「体を動かすことが好きな子」が増えると考えた。

「チャレンジ遊び」のねらいや内容を改善し，「にれ

また，教師が一緒に体を動かし動き方のコツを伝え

っこトレーニング」として再スタートさせ，全学年

たり，少しでも上達したら，そのことを褒めたりす

で取り組むことにした。

ることで，運動や自分に対する自信を高めるように
している。

この取り組みを通して運動習慣の定着を目指すと
ともに，担任，養護教諭，栄養教諭が連携し，生活

このことが，

習慣と食について，子どもたちと一緒に考え，健康

本校のスローガ

な体をつくることを目的としている。

ン「やればでき
る！

2

挑戦！」

にもつながり，

にれっこトレーニング

新体力テストの

にれっこトレーニングの「にれっこ」とは，校木

全国平均値を体

である「はるにれ」からとったもので，子どもにと

育館に掲示，個

って親しみやすい活動になってほしいという願いが

人の記録表を作

込められている。

成することで，

▲ストラックアウト

自分の記録と比
較することがで

◆ねらい◆

き，取り組みへ

（１）さまざまな運動を通して，自分の体や健

▲反復横跳び

の意欲付けにな

康について関心を持ち，体を動かすこと

った。

が好きな子を増やす。
（２）集 団で同じ時間に活動することで，学
級・学年の交流を図る。

▲立ち幅跳び

6
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〈後期の様子〉

すいみん の はたらき②

体を動かすことが好きな子でも，単純な運動の繰

からだ

り返しには意欲が高まらない。また，体を動かすこ

の う

やす

体と脳を休ませる。

とが嫌いな子，苦手な子にとっては，大きなプレッ
シャーにもなりかねない。
後期は，子どもがついしたくなるように意図的に
「仕掛け」ることで，前期の「種目」の運動要素を
発展的なものにした。例えば，鬼ごっこは，全身を
使った運動で持久力が身に付く。敏捷性が身に付き，

◆つかれがとれる

足さばきがスムーズになる。縄跳びは，跳ねること

（２つとも，「パワーポイントで保健教育！ 規則正しい生活をめ
ざそう 小学校編」（東山書房）を使用し教材作成したもの）

で足の筋力と跳躍力や瞬発力を養うことができる。
ボール運動は，手足を巧みに動かす巧緻性を身に付

◆栄養教諭による「バランスのよい食事」について

けることができる。また学年でルールや遊び方を工

の指導

夫することにより，考える力や，仲間と遊ぶことで
思いやりなどや人との関わり方，関わり合うことの
大切さが身に付く。遊びを通して，動ける体をつく

しゅしょく

主食

り，体力アップにつなげたい。

養護教諭・栄養教諭と
連携することの大切さ

3

ごはん、パン、めん

おもに、エネルギーの
もとになるのだ！

本校の「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」
を見ると，睡眠時間が８時間以下，テレビやスマホ

（筆者ほか作成による）

を５時間以上見ている児童が多いことがわかった。
また，朝ご飯を食べる児童は多いが，パンだけなど

「にれっこトレーニング」の取り組みと連動した

バランスに偏りがあるという課題も見つかった。そ

指導を行うことで，「体を動かすことでよく眠れる

こで，養護教諭と栄養教諭の専門性を生かした指導

ようになった。」「食欲がわいてきた。」「体のことを

を担任と連携して行うことにした。

考えて，バランスよく食べるよう気を付けた。」な
どの感想が聞かれ，子どもたちの健康についての意
識の変容が見られた。

◆養護教諭による「睡眠について」の指導

すいみん の はたらき
◆体が成長する
からだ

せい

4

ちょう

これまでは単体で行われてきた体づくりの取り組

ほね

きんにく

（筋肉や骨がつくられる）

みが，「にれっこトレーニング」の企画・運営を通

◆つかれがとれる
からだ

のう

じて，運動と健康のつながりを子どもに実感させる

やす

（体や脳を休ませる）
めん

えき

重要性を教職員が強く意識することになった。今後
も担任，養護教諭，栄養教諭が連携を深め，組織的，

りょく

◆免疫力アップ

からだ

おわりに

まも

継続的な取り組みを行っていくことで健やかな体づ

ちから

（ウイルスから体を守ってくれる力）

くりを推進していきたい。
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乙部町立乙部中学校校長

自主性を育てる「教師の心」


松島 甲

小さい頃から体を動かすことが好きで、いつも外で遊

んでいた。放課後にホームラン競争をした稲刈りの済ん

だ田んぼは、甲子園に負けない野球場であった。

中学校時の女性体育教師は、「体育ノート」を持たせ、

繰り返し体力づくりのアドバイスを書いてくれた。私は

が期待できる。
③「できない……」も仲間と共有

きかけはもちろん，仲間との関わりが重要で
ある。具体的にどのようなことが授業の

例えば，台上前転で「スムーズに前転

中で必要なのだろうか。
言葉かけ

ジャンプ力をつけようと、自転車のチューブに砂を詰め

伸びているよ」といった言葉が生まれてくること

あふれる授業にしたい。そのためには，教師の働

①教師からの，具体的で肯定的な

て足に巻きつけ、つま先立ちで歩くようになった。肩が

弱く体の硬い野球部員だったが、冬期間の腕立て伏せと

柔軟運動の継続で、春には遠投力と柔軟性がついていた。

高校から始めたサッカーでも偶然ながら部活顧問に「サ

ッカーノート」を指示され、自分なりの工夫に助言をも

らった。この中・高の経験から、大学では自分で考え、

課題解決を心がけた。還暦に向かう今も、限られた時間

と体力の中での効果的・合理的な体づくりを意識し生活

している。

基礎・基本を教わり、自分で考え工夫する芽を伸ばさ

れた。タイミングのよい励ましで、努力を継続し、成果

を実感して次への意欲につなげられた。自分に必要な課

題の探究に向かえる主体性を伸ばしてもらえたことに感

謝する。仲間を大切にし、協働してチーム課題の解決に

向かう姿勢も心に刻まされた。新しい学習指導要領のス

タートにおいても、これまで行われてきた教育をブラッ

シュアップし、個々に対応した「学びに向かう姿勢」を

育ててあげることが肝要と思う。求められるのは子ども

たちの未来を思う「教師の心」である。

「できた！」という実感から子どもたちの笑顔が

ができない」ということを共有する。

「できた！」を実感

例えば，開脚前転で「足がまっ

−仲間と共に−

すぐ伸びてきれい！」という言葉

富良野市立扇山小学校

かけから「できた！」という実感

教諭 大井 章史

につなげる。具体的な言葉を繰り返
し伝えることにより，周囲の子の課題や

それにより，「どうすればうまく回
れるのか」と共に考えたり，でき
ている仲間の動きを見たり，聞い
たりして活動することにつなげた
い。仲間と共に活動することは，粘
り強く取り組むだけではなく，新た
な課題発見にもなる。課題発見，解決を

目標を明確にしていきたいというねらいもある。

繰り返し，仲間と「できた！」を実感できる

②仲間と，具体的で肯定的な言葉かけ

授業を追求していきたい。

教師の言葉かけを参考に，仲間同士でも「足が

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！
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