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VUCA（ブーカ）の時代における体育・保健体育
東神楽町立東神楽小学校校長（北海道学校体育研究連盟上川支部長） 大橋 昌樹
コロナ禍において学校教育は何を学んだか

ゲーム，ボール運動，球技を例にとると，試合の

コロナ禍において社会生活は大きく変わった。学

結果やその様相を予測することは難しい。試合とい

校教育も過去に経験したことがない対応を迫られた。

う学習活動の中にはさまざまな要素が絡み合ってい

また，グローバル化の進展や技術革新などにより社

る。まさに，VUCA（ブーカ）の時代（変動性・不

会構造や雇用環境が加速度的に変革し，予測が困難

確実性・複雑性・曖昧性）を体験しているといえる。

な時代も同時進行している。社会では，VUCA（ブー

その中で，自己実現を目指すためには，状況をよく

カ）の時代ともいわれている。

観察，現状を正確に把握・理解，理解をもとに適切

V（Volatility：変動性）
，U（Uncertainty：不確実性）
，

な課題・計画を設定，計画に基づいて実行のサイク

C（Complexity：複雑性）
，A（Ambiguity：曖昧性）

ルを迅速に回すことが必要である。もちろん，この

「社会に開かれた教育課程」の理念において，この

中には，協働や多様性などが含まれる。

新しい時代に必要な資質・能力の育成が求められて

つまり，「課題を見つけ，仲間と共に粘り強く解

おり，学校教育は近年，時代や社会の要請をこれほ

決に向かう授業」が目指すところと一致していると

ど強く認識したことはないと思う。

いえる。ぜひ，実生活・実社会に生かすことができ

体育・保健体育は「資質・能力」をどう引き取るか

る体育・保健体育の機運を醸成したいものだ。
体育・保健体育の意義・価値を生かす

特集テーマ「課題を見つけ，仲間と共に粘り強く
解決に向かう授業」により，「思考力・判断力・表

体育・保健体育の意義・価値を「自分たちと運動

現力等」を中核とした資質・能力の育成が期待でき

や健康の関係を学ぶ」としたとき，運動の楽しさや

ると考える。

喜び・おもしろさ，心と体を一体として捉えること

しかし，「育成可能な資質・能力に関する調査」

は何よりも重要である。その上で，児童・生徒は，

（東京学芸大学．2015〜2016）の体育の項目では，

体育・保健体育特有の「見方・考え方」を働かせな

「学びに向かう力・人間性等」については期待が高

がら，自己の課題を発見・解決の工夫・考えを伝え

いが，
「思考力・判断力・表現力等」については期

る学びを展開することになる。特に運動を通した学

待が薄いという結果が出ている（調査対象は小学校

びでは，児童・生徒が立てる問いの質にはこだわり，

教師）
。現状には，大きな課題があると推測される

体育としての専門性を生かした教師の発問や意図を

が，体育・保健体育の本来の教科としての意義や価

明確にした指導を充実したいものである。

値に視点を向けると，むしろ先導的に，求められて

重ねて，体育・保健体育が新しい時代に必要な資

いる資質・能力を育成できるのではないかと考える。

質・能力を先導的に育成していくことを期待したい。
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子どもが，運動のもつ楽しさや喜びを実感できる
授業づくり －４年器械運動「マット運動」の実践を通して－
七飯町立七重小学校教諭

1

澤田 庸平
前述の視点を踏まえ，今年度の４年器械運動の単

はじめに

元では，次の３つの手だて，⑴ オリエンテーショ

体育の授業では，子どもに運動のもつ楽しさや喜

ンの充実

びを味わわせたい。そのためには，次の３つの視点

⑶ ICTを活用した

情報の共有を工夫し，授業実践を行った。

（1）オリエンテーションの充実

が重要だと考える。


⑵ 課題設定の工夫

子どもが学習目標を理解し活動の見通しがもてる

① 運動に対する子どもの実態把握
② 運動に夢中になれる環境づくり
③ フェアプレイの態度の育成

よう，単元の最初に行うオリエンテーションを充実
させることが大切である。その中で，目指したい４

これらを実現することで，運動の好き嫌いや得意

つの姿を「フェアプレイ」という合言葉を用いて視

不得意にかかわらず，より多くの子どもに運動のも

覚化し提示した。

つ楽しさや喜びを実感させることができる。

 ①【全力】得意不得意にかかわらず，全力で運動

運動には，
「できた」だけでなく，相手と競争し

に取り組もう。

②【相手尊重】すべての相手に，尊敬の気持ちを
もって接しよう。

たり，自分の記録を更新したり，運動に没頭したり，
非日常感を味わったりするなど，さまざまな楽しさ

③【ルール順守】学習やゲームのルールは絶対に
順守しよう・させよう。
④【安全第一】どんな状況でも安全第一な環境づ

や喜びが内在している。そこで体育の学習では，運
動本来のもつ楽しさや喜びを子どもに味わわせたい
と考える。そのためには，運動のもつ楽しさや喜び

くりを心掛けよう。

を分析し，より子どもの実態に適した課題を追求さ

また，単元が始まる前にアンケートを行い，どん

せること，運動に夢中になって取り組める環境を整

なことに対して楽しみや不安を感じるのかについて

えることが必要である。

も，オリエンテーションの中でクラスのみんなと共

それとともに，運動を通してフェアプレイの態度

有した。これにより，子ども同士の関わりが深まり，

を育成することも大切である。失敗しても諦めずに

互いに寄り添いな

全力で取り組んだり，できたことを褒められたり，

がら，励まし合っ

頑張っている努力を認められたりすることで，子ど

たり支え合ったり

もは安心し，夢中になって運動に取り組むことがで

しようとする姿が

きるようになる。

増えた。
（筆者作成）

さらに，授業の中でどんなことに楽しさや不安を

（2）課題設定の工夫

感じるかを教師が把握し，子どもと共有することで，
互いを認め合い，共通の目的に向かって主体的・協

マット運動のもつ楽しさと子どもの実態を考慮し，

働的に取り組むこともできる。

いろいろな技ができることを重点的な目標とするの

このような視点から，運動の好き嫌いや得意不得

ではなく，技に取り組む過程で生じる「非日常的な

意にかかわらず，より多くの子どもが運動のもつ楽

感覚（回ったり，逆さになったりするなど）を味わ

しさや喜びを実感できる授業づくりを目指した。

うこと」を追求課題として設定することで，マット

2

実践例

運動のもつ楽しさをより味わいやすいようにした。

ー４年マット運動ー

その際，子どもにも非日常的な感覚が伝わりやすく

単元名「グッ！ クルン！ ピタ！ チャレンジマット」

するために「グッ！ クルン！ ピタ！」のようにオ

2
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ノマトペ（擬音語）を使って提示した。これにより，

できた。

苦手と感じている子どもも，技ができた・できない

▪課題設定を工夫し，非日常的な感覚を味わうこと

だけにとらわれることなく，自分自身の小さな伸び

を中心的な課題とすることで，マット運動を「好

や成長を実感しながら，粘り強く練習に取り組む姿

きではない・苦手」とマイナスに捉えていた子ども

やマット運動の楽

も自分たちの伸びやマット運動の楽しさを感じら

しさに触れている

れ，意欲的に取り組む姿が見られるようになった。

様子が見られるよ

▪ICT機器を活用した振り返りにより，気づきやつ

うになった。

まずきを子どもも教師も共有することが容易にな
った。子ども同士で主体的な教え合いや支え合い

（3）ICT機器を活用した情報の共有

が行われ，得意な子が苦手な子をフォローしたり，

Googleのクロームブックを活用し，自分の動き

苦手な子がフォローに応えようと粘り強く取り組

を動画で撮影することで，すぐ確認できるようにし

んだりする姿が見られるようになった。
〈課題〉

たり，手本と自分の動きを比較したりできるように
した。これにより，運動課題を発見したり，課題解

▪「運動する」「支える」「動画を撮る・見る」「振

決の見通しを立てたりすることが容易になり，子ど

り返る」など，子どもの活動が増えるため，教師

もが運動により意欲的に取り組むようになった。

は必要な活動の精選や関連づけにより効率的に学

また，学習の振り返りは，Google フォームを活

習を展開する必要がある。

用して行うことで，子どもの授業に対する気づきや

▪ICT機器を使うことが学習活動の中心になってし

つまずきを共有するこ

まい，運動量が少なくなってしまう可能性がある。

とが可能となった。特

運動課題の解決のためにICT機器が必要かを主体

につまずきの共有化に

的に判断し，選択できるような子どもへの指導が

よって，必要に応じた

大切である。

支援を教師が行うこと

4

はもちろん，子ども同

おわりに

−成果と課題を受けての今後の方向性について−

士でも助け合う姿が見られ
た。さらに，みんなの頑張

今回のような「非日常的な感覚を味わう楽しさを

りを「フェアプレイヤー」と

追求する」学習は，器械運動の領域において同じよ

して価値付け，相互に評価

うに展開できると考える。ただし，追求すべき課題

し合うことで，子ども同士

が子どもの実態に適しているかを考慮することを忘

の関わりも深くなっていった。

れてはいけない。すなわち，目の前の子どもにとっ

3

て魅力的な運動課題になっているかという視点を大

成果と課題

切にしたい。

授業後のアンケート結果から，マット運動が「好

また，１人１台端末の導入により，体育の学び方

きではない・苦手」と答えた子どもの割合が，授業

も変わってきている。子どもが運動の楽しさに触れ

前と比べて減少したことから，本実践で行った授業

るためには，どのようにICT機器を活用すべきか検

づくりの工夫は有効であったと捉えている。さらに，

討し，実践を重ねたい。

具体的な成果や課題については次の通りである。

今後も，運動本来のもつ楽しさや喜びを十分に分

〈成果〉

析し，子どもの実態に適した運動課題や学習環境を

▪オリエンテーションの場面において，フェアプレ

設定し，効果的なICT機器の活用により，運動のも

イの意識化とアンケートによる不安感の共有によ

つ楽しさや喜びを実感できるような授業づくりを続

り，安心して運動に取り組む環境を整えることが

けていきたい。

3
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課題を見つけ，仲間と共に粘り強く
解決に向かう授業 －２年武道「柔道」－
旭川市立東鷹栖中学校教諭

1

宮本 廉

はじめに

全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果にお
いては，北海道の児童生徒は全国平均と比較して，
「体育の授業が好き」と回答した割合が高い傾向に
あるが，児童生徒全員に「好き」と感じさせること
は大変難しい。運動や健康・安全への興味・関心を
高めるための手だてや，
「主体的・対話的で深い学
び」とは何かということを追求することが，今後の
授業づくりにおいて大切である。
そこで，今回は第２学年で行った，課題を見つけ，
仲間と共に粘り強く解決に向かう授業として，武道
「柔道」の授業実践を報告する。

2

授業づくり

（1）オリエンテーション

▲固め技の攻防を行ううえで「取」
・
「受」の動きを確

ICTを活用してオリンピックの試合を見せること

認するうえで有効なゲームである。

により，柔道の特性や醍醐味を感じさせるとともに，

（3）学習②

歴史についても学ばせ，生徒の興味・関心を高める

固め技の返し方

ことができた。また，私とT２の柔道有段者である

前時までにおいて，固め技を習得するための学習

本校教諭との試合を生徒の目の前で見せることによ

を行っていたため，本時は，固め技をかけられた際

り，安心・安全に技能を高めることの重要性を理解

の動きに着目して授業を行った。

させることができ，これらのことにより，単元の導

１

入において学習意欲を大きく高めることができた。

（2）学習①

技の習得につながる運動

受け身や基本的な技の習得を目指して，安心・安
全に柔道の学習ができるよう授業を展開した。本単
元においては，
「けさ固め」と「横四方固め」の習
2

得が中心の学習とした。固め技の攻防の際に必要と
なる動きを身に付けられるような，ゲーム性のある
補強運動を行うことにより，生徒は，楽しみながら
学習に取り組むことができた。
■タッチゲーム
「受」が仰向けのときは，「取」は頭を，「受」が
うつ伏せのときは，
「取」は足しかタッチできない
というルールで行われるゲームである（右上写真）。

4
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（4）学習③

3

課題解決に向けた考察

個人思考，集団思考❶，集団思考❷までの一連の
学習活動を通して深めた自己の考えについて振り返
るとともに，学習活動後の仲間の考えや振り返りの
姿にも触れる。

（5）学習④

評価

２年体育実技（武道）

柔 道 学習シート
組

課題

4

番 名前

けさ固めで抑え込まれたときの返し方を考えよ
う

抑え込みの条件
①横側・頭上・身体の上か ②畳に背中・両肩・片方の
ら制している
肩がついている

③相手の脚で自分の脚又は
身体を制せられていない

自分の考えを記入しよう

個人思考

グループで話し合った効果的な返し方を交流し,仲間のアドバイスを書こう

集団思考（グループ）

▲1〜4について、「取」は，固め技をかけたら，相手

簡易試合を通して感じたことを書こう

に逃げられないようにしっかりと固めることが大切

簡易試合を終えての考察

である。一方，
「受」は，技をかけられた後，相手を
返すなどして，技を解くことが重要になる。

① 仲間との関わりの中で相手の動きをよくみることができた
A

B

C

自己評価しよう
② 仲間の動きを見て,アドバイスや助言をすることができた

そこで，
「けさ固めで抑え込まれたときの返し方

A

を考えよう」と課題を提示し，次のような流れで授

B

C

▲本時の目標である「けさ固めの攻防におい
て，受側の運動の取り組み方を工夫するこ

業を展開した。

とができるようにする」について，ワーク
シートを活用し，評価を行った。

1 個人思考
２人１組で
「受」と「取」を交代で行う中で，技

■ 評価

を返す際のポイントを考える。

Ａ：相 手に応じた固め技の効果的な返し方を考

2 集団思考❶

えることができる。

３〜４人のグループで，それぞれが考えたポ

Ｂ：固 め技の効果的な返し方を考えることがで

イントについて，技をかけ合いながら交流する。

きる。

仲間の考えに触れ，実践することにより，より

《努力を要する生徒への手だて》

効果的な技の返し方について理解を深めること

・返 し方のポイントを助言すると，動きを習得

ができた。

しやすい。

3 集団思考❷

3

集団思考❶のグループをチームとして，それ
までの学習を活用する場面として，簡易試合を

おわりに

今回の授業づくりでは，『仲間と共に粘り強く』

行う。その際，団体戦を行う際の試合順（先

をテーマにして，生徒の実態を大切に考えてきた。

鋒・中堅・大将など）にも触れる。ルールは，

日々の授業から，主体的で深い学びを意識して行っ

次の通りである。

てきたため，生徒からは多くの『気づき』が生まれ，

・試合時間は10秒とする。

授業内での対話が成立した授業であった。これから

・試合をしている間，他の生徒は効果的な技の

も生徒が自ら考え，生徒の学びに貢献できるような

返し方について助言する。

授業づくりを目指していきたい。
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子ども一人一人に寄り添う保健室
札幌市立簾舞中学校養護教諭

1

伊藤 円香
前回はいつ・どのような理由で保健室に来室したか

はじめに

が視覚的にわかり，自分の生活習慣を見直したり，

本校は札幌市の外れ，定山渓の近くにある学校で，

自分の体について考えたりするきっかけになってい

全校生徒100名の小規模校である。現在，学年１〜

る。具体的には，カードを見ながら養護教諭と生活

２クラスで，幼稚園から10年以上一緒の集団で育

習慣について振り返ったり，どの教科やどの時間に

ってきた生徒も多く，アットホームな雰囲気である。

来室が多かったりするかなどを見て，生徒の悩みや

子どもたちは素朴で明るい子が多く，基本的には

体調不良の原因を一緒に考えている。

何事にも素直に取り組む傾向にある。しかし，小さ

生徒自身が自分の体や心に関心を持ち，健康管理

い頃からの固定化した人間関係によって，友達間の

能力を高めることがねらいであるが，自分の状態を

立ち位置が決まってしまっていたり，言わなくても

他の人に伝える力を育てることにも役立っている。

わかってくれるからこそ，自分の気持ちを他者に表

また，このカードを使用して，担任との情報共有

現するのが苦手だったりする生徒が多いと感じる。

も行っている。体温などだけでなく，連絡欄に生徒

そんな小規模校ならではの，一人一人に寄り添った

の様子や気になった点などを書き，保健室で得た情

保健室での実践を紹介する。

報を先生方に伝えている。もちろんカードでの情報
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共有も大切だが，

カルテ方式の来室カード

本校は教職員数も

保健室に来室した生徒に持たせる「傷病連絡カー

少なく，来室も多

ド」は，生徒一人一人のカルテ方式にしている。二

くはないため，必

つ折りで，表面には生徒の名前のほか，学年・組を

要なことや気にな

記入する欄があり，３年間同じカードを使用する。

ることは，直接話

中面には，体調や睡眠，朝食などを記述することと

す時間を最も大切

し，来室の記録として大切に扱ってもらうために，

にしている。今後

用紙は色付きの厚紙を使っている。

も「全職員で全生
徒を見守る」とい
う小規模校の強み
を生かした，保健
室での対応を行っ ▲「傷病連絡カード」（中面）
ていきたい。
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保健室前のメッセージボード

保健室前にメッセージボードを設置している。毎
朝，養護教諭が伝えたいこと，感じたことなどを書
いている。健康診断時などは連絡事項や注意事項な
▲「傷病連絡カード」（表面）
保健室→教科担任・担任への連絡用

どを書くこともあるが，多くは私のつぶやきである。
季節のことや給食のこと，今はやりのアニメのこと

この方式のカードを取り入れてから，生徒自身も，

や，私自身のことなどさまざまだ。
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この取り組みは，私が本校に着任して２年目から
始めた。毎日授業や学活で生徒に発信できる先生と

4

違った，保健室に来ない生徒や関わりのない生徒に

掲示物や保健だよりで，自分自身やものの捉え方

も手軽に発信できる方法はないかと考えて始めた取

についてなどの内容を定期的に発信している。本校

り組みである。

の生徒は，幼い頃からずっと一緒に過ごしてきたこ

掲示物での発信

この取り組みの目的は，３つある。

ともあり，固定化された人間関係の中で，他者のイ

１つ目は，必要な連絡や伝えたい情報をタイムリー

メージや自己評価を決めつけてしまっている生徒が

に発信することである。健康診断時や感染症流行期

多いと思われる。そんな子どもたちが，自分や友達

などに，生活上で気を付けてほしいことなどを書き，

の長所や新たな一面に気が付くきっかけになれば，

保健室の前を通る生徒や先生に呼び掛けている。

生徒の心の健康につながると考える。

２つ目は，生徒に養護教諭の人柄を知ってもらう

例として，「リフレーミング」について保健室の

ことである。人は困ったときや相談したいとき，ど

前に掲示したことに触れる。自分の短所だと思うカ

んな人かもわからない人には，なかなか本音は話せ

ードをめくると，見方を変えることによって，“こ

ないだろう。保健室にふだん来室しない生徒からす

のような長所になる”ということがわかる仕組みで

ると，養護教諭と関わる機会は非常に少ないと思う。

ある。カードをめくり，うなずいたり，友達同士で

だからこそ，どんな性格でどんな雰囲気の人か「少

交流し合ったりしている様子が見られた。また，こ

しでも伝わればいいな」という思いで続けている。

の掲示物は１月頃に掲示していたので，進路や面接

３つ目は，生徒とのコミュニケーションのきっか

で悩んでいた３年生が手に取り，自己についての考

けをつくることである。昼休みや休み時間など，保

えを深めていた場面も見られた。

健室の前を通るときに，メッセージを読んで，話か
けてくれる生徒も多い。また，ボードを見た生徒た
ちや，生徒と先生がその場でその話題について，話
し始めることもあった。少人数の学校だからこそ，
一人一人のとの関わりを深め，結び付くきっかけに

裏返す
と……

なるよう，今後も継続していきたい。
▼保健室前のメッセージボード

▲透明なケースに入れ，簡単に取り出せるようにした。
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今後に向けて

今回，保健室での取り組みをいくつか紹介したが，
コロナ禍で距離を取った行動や黙食などが必要にな
り，以前より一層，人と関わったり，協力し合った
りする機会が減っている。感染症によって不登校傾
向の生徒が増えたという指摘があるが，本校も例外
ではない。このようなときだからこそ，養護教諭と
生徒，生徒同士の関わりを大切にし，子どもたちの
成長をサポートできる保健室をつくっていきたい。
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白糠町立白糠中学校校長
佐藤 毅

単元を子どもたちの感動の物語にしたい



体育教師時代には「絶対に置いてきぼりやお客さん

ををつくらない」と心に決めて、体育の授業づくりに

没頭した。なぜなら、運動やスポーツを通して、子ど

もたちが笑顔になり、共に喜び合うことが体育教師の

喜びだと感じていたからである。

資質や能力に関わらず、
「できそう、できた」「わか

りそう、わかった」と常に感じながら学習を進められ

るスモールステップを準備し、指導スキルを磨き、着

実に目標に近づけるような授業を目指した。

また、単元のゴールを映像などで明確に示し、どの

単元においても、チームでの学習を中心においた。個

人種目である器械運動においても、三学年では集団演

技をゴールにした「シンクロパフォーマンス」で、全

ての子どもが技能の高低に関わらずチームの一員とし

て活躍できる単元を構築した。

一人一人の技能を把握し、全員が作品の中で演技に

関われるように技の構成を工夫し、それに向かって練

習していく過程では、先輩たちが残した演技を超えよ

うと、自ら課題を見つけ、お互いに教え合い、励まし

協力し合い、粘り強く練習に取り組む姿を見ることが

できた。脳にも心にも体にもたくさんの汗をかきなが

ら、感動の物語をつくり上げてくれた。

これは、体育科に限らず、どの教科にもつながるこ

とだと考えている。ぜひ、全ての教師にこの感動を味

わってもらいたい。

「体育の先生」と呼ばれるようになって５年目に

である。
「運動のモト」が足りないまま育っている

なった。以前は，子どもたちの運動する姿を見て，

子どもたちに，さまざまな運動をさせても，体育の

「○年生だから」ではなく，
「この子たちだか

時間を苦痛に感じる子どもも出てくる。そうな

ら」できる・できないと思いがちだった。

らないためにも，体育授業はもちろん，

他学年との比較についても客観的と

休み時間や放課後の遊びにもさまざま

はいえず，全学年の体育に関わるこ

なしかけをつくり，体験させること

運動のモト

とで子どもの発達の段階や運動の

で授業以外にも運動の機会がある

系統性がわかってきた。

ことに気づかせ，子どもたちのも
留萌市立東光小学校

各単元において，子どもたちに

体育エキスパート教員

「わかった・できた」を実感させる

深井 幸恵

には授業だけでは難しいと感じる。
それは子どもたちの日常生活の中で，

っている「運動のモト」を少しず
つ大きく育てていきたい。そのこと
が運動を「もっと・ずっと」やりた
いと思うことにつながることを信じて，

「運動のモト」となる動きが私たちの子ども時

これからも「体育の先生」として子どもたち

代と比べると少なくなっているため，私たちが自然

に関わっていきたい。

と身に付けた「運動のモト」を体得していないから

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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