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学び方を身に付けさせ，授業を確実に
積み重ねる
倶知安町立倶知安小学校校長（北海道学校体育連盟後志支部長） 渡邉

均

皆さんには，こんな経験はないだろうか。年度替

で取り組む姿が見られるようになる。昨年参観した

わり，担任（担当）するクラスが変わるたびに，体

中学校のマット運動の授業は『仲間と協力して倒立

育学習の進め方が違っていて，学び方を身に付けさ

前転のポイントを見つけていく』という内容であっ

せるのにしばらくの期間を要することがある……。

た。前述の学習過程で行われ，特別な支援を要する

私が小さな中学校で保健体育を教えていたとき，入

生徒も一緒に参加する中，生徒たちは安全に配慮し，

学してくる生徒の運動への関心や習慣等が，その年

ICT機器を有効に活用しながら，主体的・対話的に

によってかなり違っていて，苦労した覚えがある。

学習を進めていた。マット運動が得意な生徒も苦手

全ての教科で同様のことが言えると思うが，教科書

な生徒も，互いに関わり合いながら，非常に積極的

のない（当時は副読本の活用も十分ではなかったし，

に参加しており，振り返りでは全員が次の学習への

文部科学省のハンドブックもなかった）小学校の体

意欲を書き記していて印象的に残った。この授業は

育実技は特別だったのかもしれない。

まさに生徒一人一人の発達や特性を踏まえたものに

●学習過程をそろえる

なっていたと思う。指導された先生は採用２年目で，

さて，本町では，全ての教科で学習過程をある程

授業のメリハリの付け方や深めるための工夫など，

度そろえる取組を進めている。
「課題把握→見通し

もちろん改善すべき点はあったが，学習過程が明確

→自力解決→交流→まとめ→振り返り」という一般

に示され課題も適切であったことから，生徒自身が

的なものだが，そのメリットは大きい。対話をしな

満足できる授業になっていた。

がら主体的に学びが進み，内容が深まることも多い

●誰が授業を行っても，質が変わらない

し，理解するのに苦労をしている児童への手だても

「自分に合った課題を見つけ出し，解決するため

講じやすい。そして，何より，どの先生が担任に

に話し合いながら学習を進める」という学び方を身

なっても，子供たちは迷うことなく学習に取り組め

に付けさせていくことが，一人一人の発達や特性を

るため，学年（学校）間のギャップが生じにくい。

踏まえた体育授業につながっていく。小学校では，

この学習過程で体育を行うと，「する」だけでなく，

運動を苦手とする教師も体育を教える。そのような

「見る」
「支える」
「知る」ことが大切にされるよう

場合でも，児童に体育の学び方を身に付けさせると

になる。児童は自分のことだけではなく，他の学習

いう視点で授業を作っていくことで，授業の質が保

者の動きを見たり，互いに話し合ったりすることで，

障されるようになるのではないかと思う。義務教育

見方・考え方を働かせていくようになっていく。そ

の９年間を通して，質のよい授業を確実に積み重ね

して，その運動に対しての興味・関心を高め，進ん

ていくことが何よりも大切である。
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自らの課題に気づき，その課題を仲間と解決していくことで
成長を実感させる授業づくり －２年「ボール投げゲーム」の実践－
小樽市立手宮中央小学校教諭
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薮田 晃一
●最初の新体力テスト「ソフトボール投げ」の記録
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男女ともに18mを記録した子が一人ずついた以

師は多い。かけ算九九などがよい例である。

外は特別記録がよくなく，平均値は男女ともに全国

しかし，体育の授業では，
「一人一人の特性に応

平均値から大きく下回る結果となった。

（2）場の工夫による技能の向上

じて，楽しく運動に取り組ませる」という考えの捉
え方が，楽しませることのみに特化させてしまい，

低学年のうちは投げ方が定まっていない子も多く，

基本的な運動技能を定着させないまま高学年になっ

運動経験が少ない子の中には右手で投げるのに右足

ているという場面をよく目にする。そのような子は，

を踏み込んだり，テイクバックがうまくできず肩の

高学年特有の体型の変化などからその発達段階にお

前から押し出すようにボールを投げたりする場面も

ける目標に到達することに困難を感じ，運動に苦手

よく見られる。そこで，野球選手の投球フォームを

意識を持つようになっていることが多い。器械運動

見せ，どうすれば速くて強い球が投げられるのか，

などはその最たるものである。

遠くまで投げられるのかを子供たちに発見させた。

つまり，運動が苦手な子でも低学年のうちから

そのときの意見は，

しっかりと技能を身に付けていくことが，運動に興

・足を大きく踏み出す。

味と自信を持ち，生涯にわたって運動やスポーツに

・投げた後の後ろ足を
蹴り上げる。

親しむ人間育成につながっていくと考える。

・手を上から振る。

そこで低学年のボールゲームの授業から，場の設

・腕を勢いよく「ブン」

定を工夫することで，課題を見つけ，技能を向上さ

と振る。

せていくことを目標にこの実践に取り組んだ。

2

などが出された。その中から意見の多かった「足の

取り組みの内容と工夫

踏み出し」に焦点を絞り，“そこを意識して投げて
みよう”と課題設定をした。

次の単元構成で授業を行った。

話し合いの中で，遠くに投げるためには角度も必

（1）新体力テストによる現状把握と目標設定

要という意見が多く出ていたので，それらも考慮し，

（2）場の工夫による技能の向上

運動の場を３か所設定しローテーションして投げる

（3）円形ドッジボールなどによる技能の活用

ようにした。

（4）新体力テストの再実施による検証と振り返り

①足の踏み出しを「追っかけ再生」で確認

（1）新体力テストによる現状把握と目標設定

自分がどのような投げ方をしているかは，自分の

まず，自分たちが現状でどのような技能を持って

姿を見て客観的に捉えなくては気づくことはできな

いるのかを知らなければ，成長の実感を得られない。

い。そこで，ペアで１台のパソコンを持ち，アプリ

そこで，自校で取り組んでいる新体力テストの「ソ

の「追っかけ再生」の機能を使い，それを二人で見

フトボール投げ」を活用し，現時点での自分の力を

ることで，どこに課題があるのかを考えさせた。学

把握させるところから始めた。

年が２年生だったため，焦点を絞らなくては意見を

2
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言うことが難しいことから，前述した「足の踏み出

「段ボール箱の上の

しはどうか」ということに絞って意見を交流させた。

ほうに当てると倒れ

さらにわかりやすくするため，床にフラットマーカー

やすい」ということ

を置き，それを目印にすることで，できている・で

を交流し合っていた。

きていないを見やすくした。

フラット
マーカー

子供たちの主体的な
姿がよく見られた場
面だった。強く速いボールを投げるという目的の趣
旨からは外れるかもしれないが，コントロールも大
事だということに気づき，新たな付加価値が子供た
ちから芽生えた。
これら３つの場を時間でローテーションし，点数

交流を続けていくと，足の踏み出す幅だけではな

を競い合うことで楽しく技能習得を目指した。

（3）円形ドッジボールなどによる技能の活用

く，
「足を高く上げすぎるとバランスが崩れるよ」
という意見を出す子や「腕の振り方」についてのア

習得した技能を実際に活用し，成果を実感するこ

ドバイスをする子も現れ，特に女子の投球フォーム

とで次につなげることができると考えた。そこで，

がよくなっていく様子が見られた。

円形ドッジボールなどさまざまなゲームを通し，楽

②投球角度をよくするためのエリア当てゲーム

しみながら習得した技能を実感させようとした。

リリースポイントが定まらない子が多く，中には

（4）新体力テストの再実施による検証と振り返り

どうやっても下にたたきつけるような投げ方をする

単元終了時に結果を検証するため，「ソフトボー

子もいた。そこで，体育館に設置してある肋木を利

ル投げ」を再度行った。結果はクラス平均値が1.1

用し，
「このエリアに当てたら○点」というルール

ｍほど伸びる結果となった。注目するべきは，もと

を設定し，ゲーム形式で競い合った。

もと遠くへ飛ばせた子はほとんど変わらなかったが，
中間層より下の子はある程度記録が伸びたところで

40点

ある。フォームの改善が成され，目的意識をはっき

30点

りさせながら何度も繰り返し投げることで，技能の

20点

向上が図れたと考える。

10点

3

結果の考察

６時間の授業で平均１ｍ程度伸びたことが果たし
てよい結果かといわれると微妙なところである。
安全確保のために，ゴムの柔らかいボールを使っ
③強くて速い球を投げるための的倒しゲーム

て練習することが多かったため，ソフトボールと重

投球フォームが改善され，角度が調整されても，

さや握り具合が違い，最後のソフトボール投げの

肝心の腕の振りがなければボールは速く遠くへは投

ボールの感触に違和感を感じている子も多かった。

げられない。そこで，子供たちの力でギリギリ倒れ

また，円形ドッジボールなどではボールの大きさが

るくらいの段ボール箱を用意し，的に当てると10

違うことから練習を生かすことができない子も多

点，的を倒すと50点というゲームの場を作った。

かったのではないかと感じた。しかし，低学年のう

興味深かったのは，18mを投げていた男子がなか

ちに投げ方を修正できた子も多かったと感じること

なか倒すことができず，８ｍくらいしか投げられな

から，ある程度の成果は見られたと考える。ここで

い女子が倒すことができて，その男子が悔しがって

習得したことが，中・高学年で生きてくることを期

いたことだった。自然に子供たちは原因を探り始め，

待したい。
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深い学びによって育む汎用性

−生徒一人一人の発達・特性を考慮した最終課題（成果物）の設定−

市立札幌開成中等教育学校教諭

佐藤

光

（令和３年３月現在）

1

課題探究学習と国際バカロレア（以下ＩＢ）

ATLスキルを育むことができる最終課題
・仲間，または自ら「？」を発見・解決できる。
・仲間，または自ら答えや考え方を追求できる。
・仲間や教師と共に学び合える。
・汎用的思考（他の何に生きるか＝転移力）が身に付く。
・より高みを目指すことができる。
・創造的で，つくる喜びがある。

学習指導要領の学びを本校の学び（IB）に置き換
えると,「主体的・対話的で深い学び」は以下である。
主体的な学び（自ら学ぶ）
→探究的な学び
対話的な学び（構成される知識）→協働的な学び
深い学び（創造的・汎用的知識）→概念的な学び

4

また「資質・能力」の育成に必要な力は，教科（学

実践 中学校３年 器械運動 マット運動

（1）最終課題：２分以内の『集団演技』を創作する。

力）を通して身に付けていく。つまり「学習の方
法」を養っていく必要があると考える。
何ができるようになるか
→資質・能力 ≠ ATLスキル
何を学ぶか
→教科

2

どのように学ぶか
→主体的（探究）
対話的（協働）
深い学び（概念）

（2）個人課題：以下の５つの技術を習得し，集団
による演技に活用する。

・後転（開脚後転・伸膝後転）から一つ選択
・前転（開脚前転・伸膝前転・跳び前転）から一つ選択
・側方倒立回転（側方倒立回転1/4ひねり・前方倒立回転）か
ら一つ選択
・倒立前転（頭倒立・補助倒立）から一つ選択
・バランス（水平・Y字）から一つ選択
※安全確保の上，さらに高難度な技に挑戦してもよい。

学習の方法
（=ATLスキル）
を獲得する

生徒は，学習中に困難に出会い，立ち止まり，時
には転ぶこともある。この経験は貴重であり，教員

（3）学習内容：計12〜14時間

は，生徒が立ち直る機会を設けることが求められる。

①復習：「見え方と見せ方」についての学習

これをレジリエンス（弾力性）といい，以下を学ぶ。

１年次既習①「ヒップホップダンスに挑戦」

・転んだときにどうすれば痛くないか？
・転んだときにどのように起き上がればよいか？
・次に転ばないためにどうすればよいか？

リズムに乗って仲間と楽しく踊る。リズムに合っ
ていれば，個の動きがばらばらでもカッコイイ
（揃っているように見える）。

生徒は，レジリエンスを育むために「学習の方法

１年次既習②「マット運動による連続技（個人）に挑戦」

（ATLスキル）＝学び方」を授業で身に付ける。

身体活動における美しさを探究する。前転を用い

・コミュニケーション
・社会性（協働）
・自己管理（整理整頓，情動，振り返り）
・リサーチ（情報・メディアリテラシー）
・思考（批判的思考，創造的思考，転移）

て，身体活動の美しさを定義し，連続技へ発展す
る。（倒立前転→開脚前転→側方倒立回転→バラ
ンス→開脚後転）
２年次既習「チアダンス」空間の使い方

（「IB MYP原則から実践へ」P127〜）

身体表現やリズム表現の工夫の仕方をチアダンス

教科では，単元の目標を克服・達成する上でATLス

（集団）を通して活用して学ぶ。

キルを育てるような授業の構成や進行が求められる。

各種目各単元における共通の技能は，以下の通り。

この力は，どの教科や場面でも活用できる力である。

3

〈場の使い方の工夫〉

課題探究的概念学習

①同一直線上

②平行して

③対面集中

④対面交差

⑤交差

⑥背面離散

⑦拡散

⑧集中

ATLスキルを育むため，各単元で仲間や個人で
何（最終課題または成果物）を作り上げるかを設定す
ることが学ぶ意欲を生かすためにも重要だと考える。

4
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大切なことは「計画立て」の行為である。
「どうせ

〈集団の動き方の工夫〉

シンメトリー：左右対称に動く。
ユニゾン
：全員が同じ動きをする。
カノン
：追いかけ。
コントラスト：２群が対比した動きをする。
異なった動き：２群が技・方向を変えて同じリズムで動く。
自由な動き ：各自が自由な位置で自由に動く。

計画通りにいかない」ではなく，ゴールから逆向き
に計画を立て，修正を加えながら学びを進めたり，
失敗から学んだりすることは素晴らしい行為である。
真面目に計画を立てると，今できることとできな
いことや努力すればできそうなことと難しいことな

〈隊列の工夫（例）〉
直線の隊形
横

ど，現在置かれた状況や未来に向けて客観的に自己

Ｖ字・曲線
縦

を見つめようとする。それは，プレ及びリフレクショ

斜め

ン（ ⑥⑦ ）のようにメタ認知を可能とし，原因思考
の「なぜ」から目的思考の「どうすれば」へと変化さ
せる。それにより，苦手なものを避ける思考から，克

②前転の集団演技（30秒）
：音楽指定

服する思考，より高みを目指す思考へと変わっていく。

 全員が習得した前転を用いて，既習の「場の使

6

い方」
「集団の動き」「隊列の工夫」を活用し，見
え方・見せ方を意識

−「教わる」から「自ら学ぶ」，そして「使いこなす」
−

した即興表現をする。

教えられてできること（基礎）を土台に，新しいも
のを創造することが「深い学び」の入り口だと考える。

③基本技のコツの指導：教師と生徒，生徒同士によ

教師は，知識や技術を教え，生徒が思考・判断して達

る学び合いの場（タブレットの活用）を設ける。

成・克服できる最終課題を考えること，他の場面で生

④習熟度別練習：発展技を仲間と挑戦したり，基本

かすために前述❸を意識することが大切である。

技を教師と学んだり，グループ別練習を行う。

最終課題達成に必要なことは，体育だけの知識に

⑤グループ学習：自らの挑戦可能な技から集団での

とどまらない。取り組みの過程には，他教科や日常

演技構成を考える。

生活での学びが生かされていることを自覚させたい。

⑥Pre–Reflection（造語）
：これまでの活動を自己

これまでの学びから創造したり，外化したり，交流

評価する（発表会前に取り組みを振り返る）。

したりすることで，新たな発見を得る。学びの楽し

⑦Reflection（振り返り）
：他者への発表と自らの

さを知ると学習意欲は高まり，技能はさらに向上し，

姿の動画視聴を行う。

また新しい知識を得よう，という好循環につながる。
生徒が学習の中で身に付けた力を他の場面でも活用

今回の授業では作品づくりに向けて，他種目と違った協働が
できた。技能では，練習したことを100％発揮する種目なので
（生徒のワークシートより抜粋）
手足の先まで意識して動きたい。

できる力にするため，本単元で以下のようにATLス
キルを設定する。
（前述❶❷）

振り返りは，
「取り組みに対するもの」と「結果

・コミュニケーション：仲間と交流することで気づきを発見したり，

に対するもの」として，発表会前に自らの活動と計

共に克服・達成したり，上手な伝え方を学ぶことができる。
・自己管理：計画立てと振り返り
・協働：個人技能の最大値の集大成が発表物
・リ サーチ：これまでの知識を確認したり，新しい知識のコツを

画を省みて，どの程度の結果が伴うか自己評価する。
自己を客観的に見つめ（メタ認知）
，原因と目的
を明らかにする。

5

深い学びとは

調べたりする。
・思 考：なぜか，こんなのはどうか，これまでやったことを生か
せば，と個人やグループで考える。

評価の観点

7

・学びに向かう姿勢：どのように学ぶか。
技 能習得へ向かう姿や，仲間と学び合う協働の

終わりに−体育の学びを他の学びにも生かす−

教科では，
「学び方」を学ぶことが大切である。こ

姿をワークシートや授業観察で評価する。

れは，自然と身に付くものではなく，場所，道具，仲

・知識・技能：技能のコツと実践

間，安全などの充実した機会（学校）の中で積極的

個 人技能と集団の見せ方を技能評価し，学習で

に学んでいくべきものである。そして，そのスキルは

身に付けた知識をワークシートにまとめる。

「気づき，模倣，実践，共有」へと段階的に発展する。

・思考力・判断力，表現力等：計画と振り返り

今回は体育実技の一例だが，教科だけでなく学校教

発表会（ゴール）までのプロセスを計画し，振

育全体の中の保健体育科の授業づくりを意識したい。

り返る。ワークシートや発表で評価する。

5
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●保健指導〔中学校〕●

生徒一人一人が豊かな思春期をおくるために
北斗市立上磯中学校養護教諭

1

西川 深雪
ネット社会になり，生徒たちの周りには情報があ

はじめに

ふれているが，それらがすべて正しい情報とは限ら

本校では，
「函館・性と薬物を考える会」から講

ないのが現実で，若い世代を中心に性についての知

師を招き，
「北斗市思春期ネットワーク」の事業と

識不足が目立つといわれている。

あわせて毎年，年２回の思春期教室を実施している。

また，性に関する問題も複雑化・多様化しており，
生徒が自分自身
の心と身体を守
るために，正し
い知識を持つこ
との重要性も感
じている。

今回の思春期教室を受けて，やっぱり自分の命，

▲講師：医療法人徳洲会共愛会病院外来助産師
平形かおりさん

自分の体を大切にしようと思いました。
１回目の思春期教室で初めて知ったことがたく

年２回を３年間，計６回の教室は，生徒が豊かな
思春期をおくるために，欠かすことのできない時間

さんあって，２回目でそれを深めることができて，

になっている。

お互いのことを知ることができて良かったです。

2

プライベートゾーンは自分で守ります！
（１年生男子）

思春期真っただ中の生徒たち

思春期は心と身体に大きな変化が起きる時期で，

3

それに伴い，さまざまな問題が起きてくる時期でも

豊かな思春期をおくるために

ある。
保健室にもいろいろな悩みを抱えた生徒が訪れ，
彼ら彼女らの話から，今の生徒の実態や現代社会の
問題を知ることができる。

「性教育」はイコール「エッチの話」ではない。
「性についての教育」は，心と身体，生命の教育で
ある。身体の仕組みを学ぶ健康教育であり，性のト
ラブルから身を守る安全教育であり，SNSとの付
き合い方を学ぶ情報モラル教育であり，人との関わ
り方を考える人権教育でもある。

（他に「体の変化」の絵図を用いたスライドもある。）

6
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本校では，こうした性教育の重要性を感じ，性に

また，講師の先生と生徒の間に温かい交流や関係

ついての話を通して，生徒一人一人が豊かな思春期

も生まれ，今まで口に出せなかった悩みを授業後の

をおくるために必要なことを学ぶ時間と考え，毎年

感想に書いてくる生徒もいて，思春期教室をきっか
けに相談活動につなげることもできている。

「思春期教室」を実施している。

前回書いた生徒の感想を取り上げながら進めてく

【思春期教室の主な内容】
・二次性徴

・プライベートゾーン

れることも効果的だと思う。こうした教室は講義形

・デートDV

・ネットトラブル，SNS

式になりがちだが，他の友達の考えを知ることや，

・性犯罪に巻き込まれないために

身近なケースを用いることで，自分に置き換えて考

・中学生の望ましい男女交際

えることがしやすくなり，さらに思考を深めること

・望まない妊娠を避けるために

に役立っている。

・性同一性障害，LGBT

・大切な命

・大切な人への感謝の気持ち

など

それぞれの学年の発達段階に応じて，取り上げる
内容やアプローチの仕方を変えながら，３年間です
べての内容を学び終えるようになっている。

4

おわりに

思春期には個人差があり，集団で教えるべき内容
と個別で教えるべき内容がある。みんなで学ぶこと
が，一人で抱えていた悩みを相談してみようと思う
きっかけになり，保健室とつながることができる。
本校の思春期教室の特色として，３年間ずっと同

話すことができて，ほっとした顔をする生徒の顔を

じ講師の先生が来てくれている，ということがある。

見て私もほっとする。これも思春期教室の効果だ。

同じ講師が来てくれることで，生徒にとっては，単

もちろんこうした取り組みが可能なのも，本校に

発的な取り組みではない，継続的な取り組みになり，

毎回来てくださる素敵な講師の先生，派遣してくだ

生徒もこの思春期教室をとても楽しみにしている。

さる職場の理解，市や他団体との連携・協働のおか

毎回前時の復習から始まり，それを３年間積み重

げだと思っている。これからも生徒一人一人が豊か

ねた結果，生徒の理解が確実に深まっていることが

な思春期をおくるために思春期教室を続けていきた

感想からもわかり，計６回に及ぶ学びの効果を感じ

い。

ている。
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（p.6~7のスライドは，講師がプレゼンテーション
ソフトなどを使用して作成したもの）
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新谷

コロナ禍における運動遊びの工夫

函館市立北美原小学校校長
公康

休み時間での遊びの様子をのぞくと、逃げる子を追い

かけて走りながら、丸めた体育帽子をぶつけている子が

いた。注意しようと思った瞬間、それは遊びを工夫して

取り組んでいる健気な姿であることがすぐに見てとれた。

コロナ禍でタッチ鬼が規制され、エアータッチでは不具

合やトラブル等が生じることなどから知恵を絞り出した

あげくの、苦肉の策ともいえるオリジナルなルールだっ

た。マナーとしてはふさわしくないとは思いつつ、揉め

事やいじめではないことを確認し、微笑みとともにその

場は黙認した。

体育の授業でも、攻守混合・入り乱れ型のボールゲー

ムや至近距離での身体接触を伴う運動が制限されている。

そ の よ う な 状 況 下、 教 師 側 も「 グ リ ッ ド サ ッ カ ー」 や

「プレルボール」などを取り入れ、児童の実態に応じて

工夫しながら、教材化を図り実践している。元来スポー

ツは、遊びの発展としてさまざまな束縛から解放され、

多様な状況や条件等に応じて考案されたルールに関して

適宜修正や変更等が図られながら、既成の運動文化とし

て築き上げられてきた。

「個別最適・協働的な学び」の保障が重視される昨今、

体育・スポーツ等の運動領域においても同様である。コ

ロナ禍を、できない・やれない言い訳にはせず、ウィズ・

ポストコロナ時代に対応できる運動の内容や方法等の創

意 工 夫 を 凝 ら す こ と が 肝 要 で あ る。 そ の た め に は、「 運

動や遊びも止めるな」という意識や機運の醸成を図って

いくことが望まれる。

令和元年度から児童が500名以上の小学校の体育

特にプレゴールデンエイジ期にあたる低学年は，

専科となった。これまでよりも「体育」に向き合

身体が軽くて小さいという利点もある。この時期

う時間が増えた。６学年分の体育授業を担

に遊びを通して，逆さや腕支持，身体のし

当して痛感したことがある。

めなど，さまざまな感覚や動きを経験

体育専科教員に
なって感じたこと

まず，発達段階に合わせたスモー
ルステップでの指導が不可欠だと
いうこと。１年しか違わないのに，

北見市立小泉小学校教諭

できることが全然違うということ

体育専科教員

を何度も目の当たりに……。

北山 賀一

逆に「○年生なのに，できない……」

させることが本当に大切なのだと感
じた。
運動やスポーツが好きな子供た
ちはもちろん，体育の授業が好き
な先生，自信をもって体育の授業が
できる先生を増やすのも大切なミッシ

ということも。これは，毎年の積み重ねがと

ョンである。これからも，実践を深め，いろ

ても重要であるということだ。他の教科とも同じで

いろな先生方に発信していきたい。

あり，これまでの感覚や運動が土台になる。

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
・中学体育実技

・中学校体育実技

中・高学年

映像クリップ集DVD

・中学保健体育の学習
・中学保健体育ノート

１〜３年
２〜３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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