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温故知新
小樽市立松ヶ枝中学校校長（北海道学校体育研究連盟小樽支部長） 岡崎 利美
昨年，今年と，小樽市の中学校に体育科新採用教

る子の観察から，どうしたら入るようになるか考え

員が計５名採用された。大量退職時代の始まりを強

たり，仲間と協働し工夫したりするように仕向ける

く感じつつ，小樽支部の研究主題「自他の運動につ

のが体育の授業ではないか。」と言われたことがと

いて考え・交流し互いに高めあう体育活動の創造」

ても印象に残り授業に生かしたい』と語ってくれた。

を踏まえた体育の授業改善を通じて，体育が好きな

彼の授業研究は，他者との比較ではなく，自分がど

子どもたちを育てていきたいと考えている。

れだけ成長したかを緻密な記録化を基にした言葉か

しかし，コロナ禍の中，支部活動もさまざまな制

けを行う温かい授業であった。

限が課せられた。小樽市教育研究会は全て中止。公

小樽市でも，１人１台端末が配備され，自分の運

開研究会も多くが中止となった。10月になり，支

動の様子を記録し振り返ることができるようになっ

部主催の研究授業そして新採用教員の指導力向上に

た。今年度本校に着任した新採用体育科教員は，

向けた座談会を実施することができた。それを受け

Google Jamboardを活用し，互いの考えを積極

た２名が自校での授業研究に手を挙げてくれた。１

的に交流したり，グループ間で学習カードを共有し

名は保健の授業で，支部会員の多くが参加して研修

協働的な解決を目指したりした活動を行っている。

を深めることができた。また，もう１名はなんと公

従来，個人所有のタブレ

開授業の様子を動画（YouTube）で会員全員に配

ットを駆使するなど，さま

信してくれた。集まれないからできないではなく，

ざまに苦労してきたことが，

何とかやろうとする心意気を強く感じるとともに，

やや皮肉な感もあるが，コ

還暦手前の手習いではないが，私も動画の配信方法

ロナ禍のおかげでGIGAス

を学び，部活動の無観客試合

クール構想が一気に進み，主体的・協働的に解決を

の様子を保護者に限定公開す

図る学習活動の展開が大きく進むものと期待する。

る方法を学ぶことができた。

便利な手段を得た教育界ではあるが，先ほど触れた

その先生が座談会で，
『岡崎

「バレーボールのサーブが１本も入らない子ども」

先生（筆者）から「体育のバレーボールの授業で，

を体育の授業好きにするという体育教師に課せられ

サーブが１本も入らない生徒もいる。サーブが入ら

た目的を達成させなければならない。「温故知新」。

ないことは，人生には大きな影響はないよね。でも

諸先輩の不易の実践を基に，端末などの秘密道具も

その子ができないことをすぐあきらめてしまうよう

活用しながらの授業づくりを広げるため学び続けな

になるなら，それは人生に影響がある。サーブが入

ければならないと思っているところである。
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見通しを持って取り組み，確かな知識・技能を身に
付けていく授業づくり －１・２年「マットを使った運動遊び」の実践－
東神楽町立東聖小学校教諭

1

髙澤 良平

「マットを使った運動遊び」とは

低学年の運動遊び 例示
〈転がる系〉
・ゆりかご
・前転がり

学習指導要領で「マット運動」は，器械運動の中

・後ろ転がり

・丸太転がり ・だるま転がり など
〈支持系〉
・うさぎ跳び
・かえるの足打ち
・かえるの逆立ち
・壁登り逆立ち
・支持での川跳び
・腕立て横跳び越し

に位置付けられており，中学年から回転系や巧技系
の基本的な技を行うように記載されている。高学年
では，基本的な技を安定して行うことや，発展技を
行うこと，また，それらを繰り返したり，組み合わ

・ブリッジ

せたりすることなどが明記されている。一方，低学
年では，マット運動ではなく，
「マットを使った運

など

動遊び」という表記になっている。これは，中学年

3

以降からのマット運動の学習につなげていくために，

知識・技能の高まりを実感できる授業を行う上で，

低学年では運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を

工夫したポイントは以下の通りである。

知るとともに，基本的な動きや技能を身に付けるこ

（1）課題や約束の設定

とと示されている。つまり，低学年では，運動遊び

（2）見通しを持たせるための提示

を取り入れながら，基本的な動きが身に付くような

（3）子どもがやりたくなる場の設定

単元構成や場の設定などを工夫していくことが必要

（4）ふり返り

なのである。

（1）課題や約束の設定

そこで，今回は，低学年に求められている「運動

①単元のゴールや課題設定

遊び」に重点を置いた単元構成や場の設定を意識し
た授業実践の一部を紹介する。

2

知識・技能の高まりを実感できる工夫

子どもたちが，ただ運動を行うだけでは体育の授
業ではない。単元のゴールと毎時間の課題設定があ

低学年は運動の素地づくり

るからこそ，子どもたちは向かうべきところがわか

今回扱ったマットを使った運動遊びの内容が，中

るのである。毎時間の課題は，単元のゴールへ向か

学年以降の技を身に付ける際の素地になるようにし

うための道標のようなものだと私は考えている。単

ていくことが望ましい。そのためには，系統性を意

元のゴールや毎時間の課題設定によって，子どもた

識した授業づくりが必要不可欠である。身に付けさ

ちが主体的に学習に取り組み，チャレンジする姿も

せたい技や動きにつながる運動遊びは何なのかを考

見られた。このことから，提示することは必須であ

えて，単元や毎時間の授業に盛り込んでいくことが

り，提示する際の文言にも工夫を加えることで，子

重要である。今回行った実践でも，毎時間に「感覚

どもたちが「やってみたい！」と思える仕掛けづく

づくり」としてマット運動につながる運動遊びを多

りにもなる。

く取り入れた。そうすることで，単元の最後には子

②約束の設定

どもたちが自然と動きを身に付けることができた。

今回は低学年ということもあり，短文で覚えやす

運動遊び自体が，どのように主運動へつながってい

い内容で設定した。単元のはじめ

くかを考えながら，授業づくりをしていくことで，

に，３つのキーワードについて，

運動の素地は養われていくのである。以下は，実際

想定される具体的な場面を子ども

の授業で取り入れた運動遊びの例である。

たちと確認することで，単元を通

2
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【学びマップ５〜６時間目】

して子どもたちが３つのキーワードを意識しながら
学習を進めていくことができた。

（2）見通しを持たせるための提示
①本時の学習メニューの提示
さかみち

毎時間の学習メニューを

ピョンピョン

ころころワールド DX

くるりんワールド

提示することで，子どもた
ちが主体的に学習へ向かう
姿勢が見られた。準備や片
付けにかかった時間も合わ
【学びマップ７時間目】

せて記入しておけば，子どもたちが意識し，どんど
んタイムが短くなり，運動する時間の確保にもつな
がった。
②単元構想図「学びマップ」
単元のゴールを設定し，子どもの思考や反応を予
想しながら単元構想図を作成した。学習を進めてい

ぐるぐる

じごく！

うまく

まわれば

こわくないワールド！

くにあたり，子どもたちのふり返りを基に，形成的
評価を行いながら，指導法の修正も行った。この
「学びマップ」は授業期間に掲示することで，子ど
もたちがいつでも思考を巡らせるためのツールとし

（3）子どもがやりたくなる場の設定

ても活用できた。

「学びマップ」を見るだけである程度，何時間目

【学びマップ１〜２時間目】

にどんな場で，どんな運動をするのかがわかり，子
どもたちが見通しを持って運動することや主体的に
学習することができた。

（4）ふり返り
個人のふり返り（ワークシート）と併せて，全体
でのふり返りも取り入れた。その中では，こつの共
有や運動してみて気付いたことを伝え合ったり，実
際に行ったりした。で
きるようになったこと
を全体で確かめること

【学びマップ３〜４時間目】

で，子どもたちができ
るようになったことを
実感することができた。
さかみち

4

ころころワールド

おわりに

今回は，前任校での実践の一部を紹介した。単元
全体を通してデザインし，子どもたちに提示してい
くことで主体的に学習する姿が多く見られた。
今後も自己研鑽に励み，体育の授業づくりに励ん
でいきたい。
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主体性を導き出すための意図的なつまずきと必要感を
感じさせる授業を目指して －ベースボール型－
幕別町立札内中学校教諭

1

所

朋宏
すると，フライが上がってもすぐに戻るのではな

はじめに

く，途中まで出て捕るか捕らないかを判断すること

テレビをつけるとプロ野球が放送され，公園では

が有効なのではないかという意見が多く挙がった

野球をしている子どもが多くいた時代とは違い，球

（ハーフリードの概念）。また，仲間と考える中で，

技（ベールボール型）に触れる機会が年々少なくな

その出る距離についても，

ってきた。運動の多様化や場所・時間の減少など，

①フライが上がった場所によって変わること。
②捕った人の投げられる強さや走者の足の速さによっ
て違いがあること。

子どもたちを取り巻く環境の変化も大きな要因であ
ろう。
このことにより，特にベースボール型の授業にお

などに気付き，考えを深めることができた。

いて，全員が複雑なルールや動きを理解し，思考を

打球の状況によって，塁を進んだり戻ったりする

深めることが難しくなってきたと感じる。

ことができるようになるきっかけの授業となった。

本実践では，球技（ベールボール型）３か年計画
の１年目をとして，「走・攻・守」それぞれの基本

3

となる動きを身に付けることを目的とした授業展開

守備には，いろいろなポジションがある。生徒た

を目指した。

2

効果的に守るとは？

ちには「定位置」についてはあえて伝えず，アウト
が取りやすい場所を守ってみることから始めた。

進む？ 戻る？ それとも…？

試行錯誤を繰り返しながら，チームのメンバーの

生徒たちが混乱しやすい走塁として，フォース状

特性（キャッチが得意，強く投げられる）を考え，

態でのフライとゴロの判断がある。

適材適所に割り振りをしていく（図２）。そうして

約束事として，フライは元いた塁に戻ること，ゴ

できあがった守備隊形を見てみると，定位置に人を

ロ（地面にボールがついたら）は先の塁に進むこと

置いていることに生徒たちは気が付き始めた。徐々

とした。比較的理解しやすく，すぐに理解し実践す

にではあるが，定位置で守ることが最も効果的で効

ることができた。

率的だということを導き出すことができた。さらに，

しかし，この走塁の仕方だけでは，フライをエラ

ボールの落下点を想定し，誰がボールにアプローチ

ーしたときに次の塁でアウトになってしまい，進塁

するのかを明確に示すグループも出始め，生徒の思

できないという気付きが生まれた。その気付きから，

考を深めることにつながった。

フライが捕られてもエラーしても，走者がアウトに

図２

ならない方法はないのかについて、図１を参考に考
えさせた。
図１

※体育館で行ったため，変則的な守備となっている。
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4

ていきたい。

水平なスイング

課題としては，全員が理解しやすいように教材・

バットの軌道として，
「ダウン」
「フラット」「ア

教具の工夫をしたため，「投げる・捕る」の技術が

ッパー」と大きく分けて３種類ある。フラットなス

身に付きにくかった点にある。生徒の実態をよく把

イングのメリットは，図３のようにボールとバット

握し，スモールステップの原理をうまく活用しなが

が当たるポイントが多くなるということである。

ら，丁寧に知識・技能を身に付けさせていく必要が

図３

ある。

6

主体的で対話的な授業を
展開するための取り組み

教師主導の一方的な授業展開では生徒の主体性を
引き出すのは難しい。身に付けさせたい力を明確に
しながら生徒の主体性を引き出すためには，意図的
生徒には，基本的なバット操作として，フラット

な「つまずき」を用意し，「必要感」を持たせるこ

なスイングを身に付けることを目標とした。アッパ

とが大切である。必要感を持った生徒は，課題を見

ースイングの生徒の割合が多かったため，地面と水

つけ，分析し，解決の方法を探し出す。生徒が必要

平になるようにバットを振り抜くことを意識させる

としているタイミングで必要な技術や知識を示すこ

工夫として，机の上にボールを置き，それを打つ練

とで，自ら生き生きと学び始める。

習を行った（図４）。

教師が意図的に設定する話し合い活動は主体的と
は言えず，生徒が必要感を持ち，自発的に行う話し

図４

合いこそ主体的で対話的な学びである。
「ベースボール型」の授業実践を通して，１単位
時間を見通した計画を綿密に立てることの重要性を
改めて強く感じた。

7

おわりに

「ベースボール型」の授業では，前時の取り組み
から次時の課題を明確化し，仲間と協力して解決方
法（思考）を共有する取り組みを行った。「効果的
机を叩かないようにすることで自然とフラットな

な守備」についてチームごとにアイデアを出し合い，

スイングを意識させることができた。

5

思考を深めることができ，学びの中で，定位置で守
ることが打球へのアプローチがしやすいことに気付

成果と課題

くことができた。また，チームメイトの技能に応じ

１年次では，教材・教具やルールを工夫して「ベ

たポジションを考えたり，一人一人の違いを認め，

ースボール型」の基本的な要素である，①地面と平

チームに貢献しやすいような配置を考えたりするこ

行なスイング

ともできた。

②走塁の判断

③定位置での守備

を身に付けることができた。
２年次では，①グラブの使い方

「教わる」から「学ぶ」へ，本実践を通して生徒
②カバーリング

たちが自ら考え気付いたことで，主体的で対話的な

を伝えていく必要がある。今年度は体育館

授業に迫ることができたのではないかと感じる。こ

で行ったため，壁がカバーリングの役目を果たして

れからも，たくさんの生徒の特性を認め，生かしな

いたが，その役割の必要性に気付かせる授業を進め

がら日々研鑽を積み，授業改善に臨みたい。

の概念
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性別と子どもにとって本当に大切なこと
苫小牧市立ウトナイ小学校養護教諭

1

関根 陽浩
り」の作成や災害給付の申請などで，救急処置もす

性別は，男性

べての児童に行う。

苫小牧市立ウトナイ小学校は全校児童875名で道

健康診断は検査ごとにメインの担当者を決めて運

内でも有数の大規模校であり，養護教諭は複数配置

営している。当日の分担は，服を脱ぐ必要がある内

だ。昨年度採用となり，先輩の指導助言を受けなが

科検診や心臓病検診では同性の記録や指導をメイン

ら勤務している。

（養教１）で担当するようにしている。もう一人

性別は，男性。
「男性養護教諭」と呼ばれたりも

（養教２）は，他のクラスへの声かけや待機児童の

する。その人数は令和２年度では全国で87人，北

対応，来室者対応を行う。

海道では11人だ。初めて会う人の多くに驚かれる。

【内科検診会場図】

そんな存在である。

児童

動き

養教２

しかし，自分では「男性」ということを意識する
ことはない。驚かれたときに，
「そういえば珍し
い」と思い出す程度だ。働く中で有利不利はないと

脱ぐ

思っている。
自分自身あまり考えることのない「男性養護教

着る

諭」について，日々の勤務やその中から改めて考え

養教１

たことについて記していきたい。他の男性養護教諭

入り口

とは考えや境遇が異なることも多いと思うので，一

養教１…記録
養教２…児童の補助（場合によっては着替えの補助をしたり，廊下
で指導を行ったりする）

つのケースとして読んでいただきたい。

2

医師

きっかけ

4

養護教諭になりたいと思ったのは高校生のとき。

子どもにとっては……

当時の養護教諭の先生にお世話になる中で，とても

いつも真っ先に心配されるのは，「女の子の対応

魅力的な仕事だと思った。よく「その養護教諭が男

もしているのか？」「子どもは男性養護教諭を怖が

性だったから目指したの？」と聞かれるが，女性だ

らないのか？」ということである。

った。

講師のときに赴任していた学校では，採用前に保

養護教諭を目指していく中で，たくさんの人に出

健室での様子を見てもらうための実地研修期間を設

会った。ほとんどの方が偏見や過度な期待もなく，

けていただいた。子どもと教職員が「男性養護教

一人の目標として認め，応援してくださった。その

諭」を違和感なく受け入れられるようにするための

おかげで，私は特に抵抗もなく，まっすぐに進むこ
とができた。

3

複数配置と分担

現在は複数配置で，先輩にご指導いただきながら，
役割を分担して職務にあたっている。
今年度担当しているのは，児童用「ほけんだよ

6
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措置だ。教職員はこの研修によって，抵抗が薄れた

ばならない。

と聞いている。

だが，配慮が足りず，違う対応をすべきだったと

しかし，子どもとの関わりの中で性別を理由に距

反省することばかりである。子どもたちが嫌な思い

離を感じたことは一度もない。特別な措置などなく

をしないように，細かい注意を払って行動できるよ

ても，子どもにとっては「男性養護教諭」ではなく，

うになりたいと思っている。

「保健室の先生」でしかなかった。それはウトナイ
小学校でも変わらない。教育実習で通った中学校も

7

同様だった。

大人の中には，「男性養護教諭」に対する偏見や

5

すべての人に安心してもらう

思い込みから，心ない言動をとる人がいる。私も，

子どもの選択

とある人から「男なのに養護教諭なんて……」
「保健

「生理の対応や指導はできるのか？」と思われる

師になりなさい」としつこく言われたことがあった。

こともあるが，子どもの求める対応をくみ取れるよ

働いていく中で性別による苦情や不満の声を受け

う心がけている。

たことはないし，学校側にも連絡があったことはな

その方法は子どもによって違う。ストレートに聞

い。しかし，世の中には「男性養護教諭」に対して

いてくる子に対してはそのまま対応する。逆に，声

不安を覚えたり，心配したりする人がいるかもしれ

をかけても言いづらそうにしている子に対しては，

ない。女性職のイメージが強く，なおかつ教職員に

女性の先生が戻るまで待つように伝えている。

よるわいせつ行為が毎日のように取り沙汰されてい

子どもたちは，さまざまな条件（性格や関わりの

る現状では，不思議ではない。

深さ，職種）を考慮して声をかける教師を選んでい

性別に限らず，すべての人が安心できるよう保健

る。養護教諭が男女の複数配置になることで，「性

室経営を推進していくことが大切だと思う。

別」という選択肢が追加されるのだと思っている。

8

同性だからこそ言いにくいことがあったり，異性

「ただの」養護教諭として

にこそ聞いたりしてみたいこともあるという。子ど

最初に教育現場に入ったとき，私はとても心配だ

もの求めることに適切に応えられるよう，成長して

った。
「性別で拒否されたらどうしよう」と。しかし，

いきたい。

子どもたちが壁をつくらず関わってくれた。その様

6

子を見て，先生方も自然と受け入れてくださった。

気を付けていること

子どもたちが「ただの」保健室の先生にしてくれた。

子どもと接するときに心がけていることがある。
・触診などで体に触るときは「触ってもいい？」
と声かけをする。

・特にプライベートゾーンにおいては，不快にな
らないような配慮を行う。

・子どもと二人きりにならない。必要があれば，
開けたスペースを用意したり，誰かに声をかけ

多くの先輩方が示してきたように，性別による違

たりしておく。

いや配慮があっても職能としての優劣はないと考え

・子どもからの接触であっても，必要以上に距離
感を詰めないよう指導する。

ている。子どもたちにとって大切なのは「先生とし

など

て頼れるのか」ということである。
どの項目も何一つとして特別な配慮ではない。人

しかし，「男性養護教諭」がごく少数であること

として，年齢を問わずすべての人に対して気を付け

も事実だ。周りの人もこれから知る人も，すべての

るべきマナーだと考えている。また，異性だけでな

人に信頼してもらうために，少しずつでも成長して

く，すべての人に対して同様の心構えを持たなけれ

いきたい。
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旭川市立北鎮小学校校長

子どもを動かす場の設定


福島 義教

体 育 科 の 校 長 先 生 と の 話 で、「 マ ッ ト が 敷 い て あ

ったら、自然とマットの上で転がったりします。場

の設定が大切だ。
」と言われたことがあります。

小学六年の陸上運動「走り高跳び」で、全道研の

授業を行いました。目標をもたせるために、身長や

体重、五〇ｍ走のタイムなどから、一人一人に適し

た高さを目標に設定し、授業を進めました。動きの

理解のために分解写真を提示し、どのような学習を

積み重ねることで目標を達成できるかを考えました。

高く跳び上がる動き、空中での体の動き、安全な着

地の動きなどを一時間ごとの中心とし、それぞれの

動きを高めるための場を設定し、授業の後半には記

録に挑戦させました。最後に、記録会を開催し単元

を終わりました。

場の設定ということでは、ある程度、興味関心を

高めることができたかもしれませんが、高学年とし

ては、自分たちで場を作る、自分で場を選択すると

いうことが少なかったように思います。子どもたち

が自ら進んで（自然と）身体を動かすことができる

場をどのように作っていくかということが、子ども

たちとの関わりにおいて大切なことだと思います。

いろいろな実践を参考に、子どもたちの実態に合わ

せてアレンジしていけば案外簡単かもしれません。

2021年１月，中教審にて「令和の日本型学校教

て蓄積されるので，子どもたちはチェックや振り

育」の答申が出された。ここで，前面に出てきたの

返りに活用でき，担任は後からじっくりと見比べ

が「ICTの積極的な活用」である。今年度本校では，

られる，評価ができるというメリットがある。ま

クラウド型授業支援アプリを中心に活用している。

た，個々のデータをアプリ内で共有できるので，

各学年，教科で使用感を確かめながら，模

大型モニターに出力して交流活動が簡単

索が続いているが，
「体育科」ではどう

に行える。

であろうか。

ＩＣＴと体育

本校での実践としては，陸上運
動の短距離走やハードル走では，

これらは，コロナ禍の中，密集を
避け，可視化された友達の意見や
作品などを交流する手段としては

木古内町立木古内小学校

ペアを組んでお互いの走りを撮り

教頭

合いフォームチェックをしたり，

の学習の，子どもたちの「学び方」

小川 尚史

表現運動では，創作ダンスの際に自
分たちのグループの踊りを撮り動きや見

大変有効である。個人的に，体育
ということを考え始めて10年ほどに
なるが，令和の日本型学校教育で示され

栄えなどの確認をしたりするなど，大変有効

た「協働的な学び」はまさにそのものであり，

に活用している。何より，クラウドを活用するこ

今後は「個別最適な学び」の一つとして，このICT

とで，動画なども学習履歴（スタディ・ログ）とし

の活用についても一体育教師として考えていきたい。

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。
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