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Vision Quest
前七飯町立大中山小学校校長（前渡島体育研究会会長） 白石 真嗣
供たちが自分たちで構成したストーリーなど、バリ

夏の東京、冬の北京と2021年度は、２回のオリ
ンピックを楽しむことができた。その中で印象的だ

エーションも工夫できる。

ったのは、果敢に大技に挑み失敗した選手のもとへ

２．メーンキャラクター（主人公）

他の選手たちが駆け寄り、チャレンジ精神を称えて

モチベーションを上げる最高の言葉は「かっこい

いる場面である。

い」である。人より優れたプレイをするのも、難し

体育の授業でも、子供たち同士が互いに認め合い

い技に挑戦するのも、かっこいい。しかし、必ずし

励まし合っている姿がたくさん見られるようになれ

も目立つことばかりがかっこいいことではない。知

ばうれしい。この文章が、子供たち一人一人が主人

略を巡らせ作戦を立てるのも、地道に黙々と続ける

公になれる体育の授業づくりの参考になれば幸いで

のも、かっこいい。子供たちが多様な価値観の中で

ある。

自分のよさを見つけ、みんなが「かっこいい」主人

1．ストーリー（物語）

公になることのできる授業にしたい。

３．パーティー（仲間）

「おもしろそう」「やってみたい」と感じられるよ
うな導入時の動機付けは、やる気の喚起や学びの深

目標に近づくためには仲間がいたほうがよい。互

化に大きく影響する。ICTを活用し、華麗なプレイ

いのよさを伸ばし合うこともできるし、足りないも

や美しい演技などのイメージや憧れを持たせるのも

のを補うこともできる。違うタイプの人とチームや

よい。RPG（ロールプレイングゲーム）のように、

グループを組むと、コミュニケーションやそれぞれ

目標に向かってのストーリーをつくるのも一つの方

の特徴を生かした作戦が多様で豊かになる。

法である。例えば、最終的な目標を“ラスボス”、１

学ぶ楽しさを保障するためには、教師が明確な目

時間ごとの目標を“ステージボス”として設定し取り

標と手だてを持っていなければならない。教師の大

組むことでワクワクする体育授業になると考える。

きな手のひらの上で、子供たちの発想や仲間とのよ

もちろん順風満帆のストーリーではおもしろくない、

い関わりを膨らませ、光を当てることによって、運

さまざまな困難を乗り越え目標を目指していく。だ

動の達成感や充実感、そして喜びを味わわせること

から達成した喜びや充実感を味わう上でも効果が期

ができればすばらしい。ストーリーは子供の数だけ

待できる。発達段階に応じたストーリーの設定や子

ある。
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小学校

子供と共に学びをつくる楽しさを
実感する授業づくり

－１年「とびばこスマイルランド」
（跳び箱を使った運動遊び）
の実践－
北海道教育大学附属函館小学校教諭

1

石崎 寿和

たりした。そこで子供たちから、「自分たちで遊び

はじめに

場をつくって遊びたい！」という思いのもと、「と

本特集テーマである「考えることの楽しさを実感

びばこスマイルランドをつくってあそぼう！」とテ

させる授業」について、第１学年の跳び箱を使った

ーマが設定された。

運動遊びにおける「見つけて・創って運動する楽し

図２ オリエンテーションの様子（１時間目）

さ」を追究する授業の実践を紹介する。
本単元の授業づくりでは、岡野昇が提唱している
「関係論的アプローチによる体育授業の学習過程」
のモデル
（円環モデル）を活用し、跳び箱を使った運
動遊びの「中心的なおもしろさ」を「跳び乗る・跳

加えて、跳び箱を使っての運動遊びを行う上で、

び下りるおもしろさ」と設定し、単元構想を試みた。

はじめの約束として、手の着き方や踏切、着地の仕

図１ 円環モデル（筆者加筆）

方を確認した。また、跳び箱の運び方や待ち方、合
図の仕方など、安全面の約束について実際に跳び箱
やマットを使って見せて確認した。

（2）動きのコツを共有する
２～４時間目では、跳び箱運動遊びの仕方やコツ
を見つけることができるように、教師がモノ（跳び
箱、平均台、ウレタンマット、ステージ、椅子な

2

ど）を使ったいろいろな運動遊びの場を提示した。

「とびばこスマイルランド」

図３ 教師が設定した活動の場

子供の学びの実態や子供から出された意見をもと
に、単元計画を次のように立てていった。
オリエンテーション、テーマの共有、約束の確認
（跳び方のポイントや安全面）
さまざまな場でおもしろさを味わうために動きの
２・３時間目
コツを見つける
みんなで見つけたコツの中から、自らの課題を選
４時間目
択し、追究
チーム内で新たな場や用具、活動などを工夫し遊
５～７時間目 び方を探究
さまざまな遊び方を、他のチームに伝達
みんなでつくった「とびばこスマイルランド」で
８時間目
遊ぶ（クラス間交流）
※コ ロナ禍の影響により、子供たちから出された「自分たちのつ
くったスマイルランドで遊んでもらったり、隣のクラスのスマ
イルランドで遊んだりしたい！」という、８時間目に計画して
いたクラス間交流は実施できなかった。
１時間目

単
元
計
画

その中で、子供たちが運動しながら上手にできる
ようになったり、おもしろさを味わったりしたとき
に見つけた「とびのるコツ」と「とび下りるコツ」
を振り返りの場で共有していった。

（1）子供と共にテーマを設定する

子供たちが見つけた「コツについて考えたこと」

まず、オリエンテーションで、子供とテーマを共

については、言葉や体を使って説明するため、教師

有するために、これまで学習した、鉄棒やマットを

はそのコツをキーワードにして可視化するとともに、

使って遊んだ映像を見せて、おもしろかったこと、

実際にみんなでその動きを試して実感させることと

どのような学びだったのかを想起させたり振り返っ

した。さらに、個々に課題を意識して取り組めるよ

2

道版保体ジャーナル

う、自分のめあてを設定する場と、追究する場面を

チームの中には、考えがまとまらなかったり、遊

設けることとした（図４）。その結果、自ら場を選

びのイメージがあるものの、使いたい教具が見いだ

択し、何度も練習したり、教え合ったり、新たなコ

せなかったりした場面が見られた。そこで、教師が

ツや遊び方を見つけたりすることにつながった。

「ゴムを使うのはどう？」「テープで印をつけてみた

図４ 見つけたコツをもとに個々がめあてを決める場面

ら？」などと適切な教具を提示したり、「こうして
みると、もっとおもしろいかもしれないね！」と一
緒に遊んで考えたりするなど、適宜支援を行った。
そして、できたコースが図５である。
図５ 子供たちと共につくったコース

（3）スマイルさんを見つける
振り返りでは、単元を通して、コツや友達のよい
ところを見つけたことについて伝え合う場を設定し
た。この円環モデルを進める
ことで、子供たちは「スマイ
ルさん見つけ」で挙げられた






➀Ө やくそくまもりӨ スマイルさんӨ
➁Ө マットなおしӨ スマイルさん
➂Ө ふみきりばんなおしӨ スマイルさん

ことを意識し学習を進めるこ

➃Ө ききかたӨ スマイルさんӨ

とができた。そして、育成す

➅Ө ぴたっとちゃくちӨ スマイルさんӨ

べき資質・能力「学びに向か

➇Ө すばやくいどうӨ スマイルさんӨ

う力、人間性等」の主体的、
協働的に活動する態度や安全
面、学び方の獲得にもつなが
っていった。

➄Ө じゅんびかたづけӨ スマイルさんӨ

➆Ө じゅんばんまもりӨ スマイルさんӨ
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➈Ө おゆずりӨ スマイルさんӨ
➉Ө スマイルさん見つけӨ スマイルさんӨ
⑪Ө おしえかたじょうずӨ スマイルさんӨ



子供たちから出されたス
マイルさん（頑張ってい
た子）を随時書き込んで、
掲示していく。
振り返りの中で，子供たちから出されたスマイルさん

おわりに

「中心的なおもしろさ」を設定して、それを子供

（がんばっていた子）を随時書き込んで，掲示していく。Ө

と共に追究したことで、本単元の目標に迫ることが
できた。図６の振り返りの結果からも、学びをつく

（4）「とびばこスマイルランド」づくり

る楽しさを実感することができたと考える。それは、

５時間目以降は、チームで遊び場（コース）をつ

授業以外にも、「こんなコツも見つけたよ」「おうち

くったり、遊び方を考えたりして探究していく活動

でも跳ぶ練習をしたよ」「こんなコースを考えてみ

を行った。まず、教師が設定した６つのコースの中

た」など、運動に興味を示した児童が多く出てきた

からチーム（５～６人編成）で１つを決め、活動を

ことからうかがえる。そして、教師として、
「この

進めていった。教具としては、今まで使っていたも

子たちだったら、こんなコースをつくるんじゃない

のに加えて、新たにフープや着地の目印となる足形

かな」「あの子たちはこんなことで困っていたな」

マットを提示した。

など、子供たちの姿を想像し、にやにやしながら授

教師は活動する前に、子供たちに「先生も一緒に

業を構想したり、場を事前につくってみたりするこ

みんなとコースを考えて遊びたい！」と伝えた。そ

とが喜びであった。やはり授業は、「子供と一緒に

の意図としては、共につくる姿勢を示すことで、つ

楽しまなければ」と思わせてもらった実践であった。

くる楽しさや喜びを分かち合うとともに、さらなる

図６ 児童による振り返り

コースの創造につなげたいと考えたからである。

楽しかったか。

コースや遊び方を考える活動では、４時間目まで
「とびのるコツ」
「とび下りるコツ」を共有してきたこ

自分のめあてに向かって
何回も練習できたか。

とで、今まで獲得した知識や技能を活用しながら、
友達と一緒にコースをつくり上げ、他のチームに伝
えるなど、協働的で創造的な学びの実現につながっ

【参考文献】岡野昇・篠原充・山本俊彦、2006、「関係論的アプロ―チ

たと考える。

による体育授業の試み」、三重大学教育実践総合センター
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中学校

体育の授業における生徒の思考を
引き出す授業づくり
－１年「現代的なリズムのダンス」の実践－

北見市立南中学校教諭

1

伊藤 浩司

てを下図のようにしてはどうかと考えた。運動を行

はじめに

う山を２つ確保し、思考を広げる機会を２度設定し
て授業づくりすることを心掛けた。

人が「考える」のは自分の気持ちの中に解決した
い課題や疑問があるときであり、その視点は人それ

運動の山場

ぞれである。
体育の授業においては、「この技のコツは？」「誰

運動の山場

思考の機会

が考えた技？」
「どのような準備が必要？」といっ

思考の機会

たさまざまな視点が予想される。どのような視点に
おいても、生徒が思考するタイミングをつくること

❖１単位時間の流れ

ができるよう、場面設定が必要である。

〈導入〉

(1）感染症対策

⃝テーマの確認

新型コロナウイルス感染症の影響で、体育の授業
においては行動制限が加わり、
「これまで同様」が

毎時間、テーマ及びグループを変えた。単元の前

通用しなくなった。マスクの着用など常に感染予防

半はジェスチャーが思い浮かびやすいテーマ（オリ

に配慮しながら授業づくりをしなければならない。

ンピックなど）を提示し、単元の後半は体で表現し

そんな中で教師側の捉え方が、
「あれもできない、

やすいもの（ハイテンションなものなど）にした。

これもできない」ではなく、
「何ができるか」とい

(※２年時の創作ダンスを見据えて）

う前向きな思考をしていきたい。

⃝使用曲の確認
〔テンポの確認：８８４４２２１１１１〕

(2）タブレットの活用

⃝ステップ

１人１台、タブレット端末が割り当てられたこと
により、授業内でどのように活用していくのかも授

単元の前半では１時間ごとにステップを１つずつ

業づくりのポイントである。当然、端末を利用する

追加し、必ずどこかにそのステップを入れることを

ことにより、これまで行っていた授業よりもアップ

課題とした。単元の後半になると、自分たちでステ

グレードしていくことが求められる。

ップを調べるグループも出てきた。
⃝フォーメーション

体育の授業では「運動量を確保する」ことが大前

単元の後半には、「魅せ方」に重きを置き、配置

提である。“端末の利用”にばかり時間をかけてしま

や角度などについて課題を設けた。

えば、肝心の運動量が減ってしまう。授業では、タ

〈展開〉

ブレット端末をどのような場面で活用することが効

グループごとにテーマに沿って、即席で振り付け

果的なのかを吟味していく必要がある。

2

を考えさせた。テンポ「８８４４２２１１１１」の

授業について

リズムで２周、全64拍分のグループごとに振り付
けを考えさせた。

「１コマの授業で山場を２つ、つくりなさい」

・一連の流れで踊れるよう練習した（運動の山①）。

初任時代に先輩から言われた言葉だ。山が１つだ

・完成形が見えてきたら、タブレット端末で撮影し

と、山場までに間延びしてしまう。３つ以上だと、

た（思考の機会①）。

何がねらいの授業なのかわからなくなるということ

・課題を修正し発表した（運動の山②）。

であろう。先輩の教えを生かしつつ、授業の組み立

4

道版保体ジャーナル

み伝え、テンプレートは教師側で作成せず、生徒
自らが作成したものをセットにして送信させた。
生徒個々の授業に対する思考の変化が見て取れた。

❖課題
①タブレット端末については、各教科で積極的に使
用しているが、やはり使いこなすレベルは生徒に
〈まとめ〉

よって差があるところには課題が残る。

各グループの発表演技を見た後、ロイロノートを

②年度終盤の単元ということもあり、学習カードは

活用した学習カードへの入力を行った（思考の機会

テンプレートなしとしたが、年度初めからGoogle

②）
。発表の様子は撮影後、すぐに生徒に配信し、

ドキュメントやGoogleスプレッドシートなどさ

授業内で見返せるようにした。

まざまなツールを試行錯誤しながら活用してきた。

映像を見ながら、自

今回のロイロノートもそうであるが、教師側が長

分たちでポイントとし

所と短所をしっかりと押さえておくことや操作方

ていたところの出来栄

法を熟知しておく必要があると感じた。

❖見学する生徒

えについて話し合った
り、うまくいかなかったことについての意見交換を

「見学」している生徒の授業参加について触れて

したりしている様子があった。

おきたい。必ずしも「見学」している生徒が体育を

学習カードには、自分が考えたことや知ったこと、

嫌いだと思っているわけではないが、オホーツク学

次の時間の課題になったこと、課題を解決するため

校体育研究会では、体育に対して後ろ向きなことの

にどうしたらよいかの展望などについて、各自でカ

多い「見学」している生徒が積極的に授業に関われ

ードを作成した（ロイロノートを使用）。

る授業づくりを目指している。

❖生徒の学習カードより

写真（左）の生徒は、
同じグループのメンバー
に対し、振り付けのアイ
デアを熱心に伝えていた。
タブレット端末を立ち位
置の目印にすることを指
示し、振り付けのアイデアを出したり、テンポを手
拍子で伝えたりして、グループ内でリーダー的な役
割を果たし、１時間の見学を過ごした。

4

おわりに

ダンスの単元は、主体的で対話的な深い学びの場
として活用しやすいのではないかと考える。

3

ダンスが必修化となり10年が経過し、当時は何

成果と課題

をさせればよいのだろうと頭を悩ませていたことを

❖成果

思い出す。今では、さまざまなダンスの授業が紹介

①タブレット端末をうまく活用し、生徒たちが自分

され、音響などの用具も手軽に個人で用意できる時

たちの課題についてより深く考えながら運動の質

代となった。生徒たちがより前向きに体育を楽しい

を高めている様子が見られた。

と感じ、考えることの楽しさを味わうことのできる

②学習カードについて、この単元で記入する項目の

授業づくりとして「何ができるか」考えていきたい。

5

保健指導
小学校

学校課題の解決に向けて
保健室からの発信
－ほけんだよりを通して－

釧路市立大楽毛小学校養護教諭

1

【ほけんだより№27…２回目ノーゲームデー最終日】

はじめに

本校は釧路管内西部に位置し、令和３年度に開校
91周年を迎えた児童数186名の小規模校である。
近年、社会全体にパソコン、タブレット、スマホ
などが急速に普及し、それらの機器を利用しない生
活は考えられなくなっている一方、子供たちのスマ
ホやゲームへの依存傾向もクローズアップされてき
ている。本校の保健室においても、ゲームがやめら
れない、動画サイトを朝方まで見ていたなど、寝不
足から体調不良を訴える、自分の気持ちや行動、言
動をコントロールできないなどの理由で来室する子
供たちが増えてきている。
そこで今回は、本校の課題である「メディアと健
康」に関わる全校的取り組みの一つとして、保健室
から発信したほけんだよりを中心に紹介したい。

2

学校課題を受け、保健室から発信

令和３年度に行った児童アンケート結果から、本
校では子供たちのメディアとの接し方に大きな課題
があることがわかった。そこで、学校では具体的な
解決策として、①ノーゲームデー週間を設定するこ
と、②ノーゲームデー週間後に行われる参観日にお
いて、全学年で「メディアと健康」についての学習
を実施し、子供と保護者の意識に対する働きかけを
行うこととした。その流れを受け、保健室からはほ
けんだよりで「メディアと健康」についての特集を
組み、発信していくこととした。

3

佐藤 亜希子

ほけんだよりで特集

「ママのスマホになりたい」
書影

具体的には、ノーゲームデー週間に合わせ、本校
の秋の視力検査結果、スマホと学力、ゲーム依存問
題についてなど、保護者がメディアの危険性を十分
認識し、子供に適切な使い方を指導する必要性を感
じてもらえるような内容を中心に掲載し、約10号
にわたって特集した。その一部を紹介する。
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【ほけんだより№28…２回目ノーゲームデー終了後】

【ほけんだより№33…３回目ノーゲームデー中】

【２学期末参観日「メディアと健康」指導略案】
略案をもとに、各学年の実態に合わせて実施した。
第

学年

メディアと健康

指導略案
日 時

Ⅰ．本時のねｔらい

令和３年１２月

日( )

教時

スマホやゲームなどメディアへの依存症について知り、メディアの節度ある使い方の大切さに気付くとと
もに心身ともに健康に生活するための約束ごとを確認する。

【本時の授業におけるポイント】
ポイント① 子どもが自分たちの問題としてとらえることができるように、ノーゲームデーやアンケート結果などを活用する。
ポイント② 子どもたちの考えが深まるように、話し合いの場面を設ける。
ポイント③ 話し合いの結果を全体で共有し、約束ごとを確認する。
２．本時の展開例
過程
問
題
提
示
・
課
題
設
定

展
開

学 習 の 流 れ

備 考

○自分のクラスのノーゲームデーの結果をもとに、メディア依存症について知る。
「ゲームを終わらせられなくて、気がついたら時間が経っていた。」
「YouTube を見過ぎて、寝不足になってしまった。」

◇ノーゲームデーの結果資料の
提示

メディアと上手につきあう(依存症にならない）ためには、
どのようにしたらよいでしょう。
○メディア依存症になると心と体にどのような影響があるか考える。
・目が悪くなる ・姿勢が悪くなる ・勉強の時間が減る
・集中しすぎて時間を忘れる ・寝るのが遅くなる ・朝起きられない

・生活リズムの乱れ
・学力との関係性

・視力の低下
・脳への影響
・体調が悪くなる ・学校へ行けない

◇保健資料の提示

〇メディア依存症を防ぐために、どのようなことをすればよいか考える。
(グループでの話し合い)
・ゲームを始めるときに、終わりの時間を決める。
・一日のメディア使用時間を決める。
・ゲームやスマホ以外の楽しみを見つける。
・ながら〇〇〇はしない。
・食事中はメディアを見ない。
・ゲームは宿題・家庭学習をした後にする。
・おうちのルールを決める。
ま
と
め
・
ふ
り
か
え
り

〇テレビやゲーム、スマホなどメディアにふれる時間は１日２時間以内にする
〇おうちの人と話しをして、約束を決める
「ゲームやスマホを長時間使うことは健康によくないことがわかった。これ
からは１日２時間までにして、本を読んだり音楽を聴いたりする時間をつ
くる。」

◇大楽毛小の約束として提示
(道教委の「時間のめやす」）
・メディアは１日２時間以内
・家庭学習は学年×１０+１０分
・運動や家の手伝いなどで体を動
かす時間は１日６０分以上
・読書は１日１０分+α

4

おわりに

コロナ禍で目に見えないストレスを抱え、メディ
アへの依存を強めている子供も少なくない。今後も
目の前の子供たちに寄り添い、学校課題の解決に向
けて保健室から発信していきたいと考える。
【参考文献】『健』2019 - 7月号「特集子どもとスマホ」
（日本学校
保健研修社）
、
『ママのスマホになりたい』のぶみ作（WAVE出版）

7

保体の窓
先生の体育嫌い

美瑛町立美瑛小学校教諭
植村 靖志

体 育 専 科 を し て い る 頃、
「先生の体育嫌い」という

言 葉 を 聞 い た。 私 た ち は「 体 育 が 好 き 」「 運 動 が 得

意」だから、体育に関わる教師になっている人が多い。

「人って、おもしろい！」

し か し、 小 学 校 教 員 の 中 に は「 体 育 が 苦 手 」「 運 動 が

稚内市立稚内南中学校教頭

嫌い」という教員もいるであろう。ある研究会で大学

教授がおっしゃっていたことで衝撃を受けたことがあ

る。
「学生は自分が受けた体育の授業で体育を考え

る。
」 と い う 言 葉 だ っ た。 体 育 嫌 い の 先 生 に 教 わ っ た

学生は、どんな体育を考えるのだろうか。現在、学校

教育で行われている体育の授業は本誌に掲載されてい

るような『考えることの楽しさを実感させる授業』を

念頭に置きながら授業改善されている。

私は一年から六年までの単元指導計画と単元配当一

覧表を作成し、校内の全職員と共有した。体育には教

科書がないので地域や学校、児童、そして教師によっ

て指導方法が変わる。しかし、系統性のある単元計画

の下で指導すると、全学年で指導にブレが無く、教師

も自信をもって指導できるようになる。単元計画を作

成していて難しかったのは、評価をどこで、どのよう

にするか、場面設定をすることだった。評価場面、評

価 方 法 が わ か る と、
「 今 日 は 思 考・ 判 断 が で き る 授 業

にすればいいのだ」などと、確信をもって授業に臨め

る。このようなことで、子供や先生の「体育嫌い」
が少

しでもなくなればよいと考えている。今後も、運動の

楽しさを味わえるような授業改善をしていきたい。

個性を生かす

松本 ちひろ

生徒」のよさを奪ったかもしれない。ある時は「慎

それは、見た目も、性格も、思考も、得意も、好

重派でじっくり考えて実行する生徒」で「マイペー

きも、みんな違うからだ。だから私は、子どもの頃

スに物事を進めたかった生徒」に対して、「おとな

からいろいろなタイプの人に興味を持って積極的に

しく消極的な生徒だ」と勝手に決めつけ、頑張れ！

関わってきた。

頑張れ！とあおってしまったかもしれない……。

よって、教員になっても、たくさんの生徒から
「いろいろな生徒がいておもしろいなあ！

今は、生徒がそれぞれの個性に合わせて身体を動

すてき

かし、その楽しさや喜びを感じることができるよう

だなあ！」とたくさん学ばせてもらった。

に、一見、短所と思われることも見方によっては長

しかし、いろいろな個性を持った生徒たちを自分

所ともなり得ると捉え、生徒を心から激励しようと

の価値観で指導したり評価したりしていたのではな

努めている。そして誰もがお互いの個性を尊重し合

いかと反省することも多々あった。

い、
「人って、おもしろい！」と思い合えたら最高だ！

例えば、
「うるさくて落ち着きがないと思う生

体育教師として、この視点が今とても大切だと

徒」にダメ出しをし、
「明るく快活で、好奇心旺盛な

保健体育教材

発売中

・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
・デジタル版 中学体育実技
・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
・デジタル版 中学保健体育の学習 1年、2年

道版

思っている。

保体ジャーナル（第74号）

◦編集・発行
◦事務局

2022.5 発行

北海道保健体育研究会
代表 飯沼 晃
〒141-8416 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル
㈱学研教育みらい 小中教育事業部
TEL 03-6431-1153
ウェブサイトでも
https://gakkokyoiku.gakken.co.jp/ 見ることができます。

9300006553

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。
製作●デザイン：ダイアートプランニング ／ DTP：明昌堂

8

