保健 体育研究部 会

Ⅰ．

研究テー マ
健や かな体の育 成に向けた 体育学習の 在り方

Ⅱ．

研究テー マ設定の理 由

保健 体育科は， 心と体を一 体としてと らえ，運動 や健康・安 全について の理解と運 動
の合 理的な実践 をとおして ，生涯にわ たって運動 に親しむ資 質や能力を 育てるとと もに，
健康 の保持増進 のための実 践力の育成 と体力の向 上を図り， 明るく豊か な生活を営 む態
度を 育てること をねらいと している。
現在 ，体育学習 における主 な課題は，
○運 動への関心 や自ら運動 する意欲， 各種の運動 の楽しさや 喜びを味わ えるよう自 ら考
えた り工夫した りする力や ，その基礎 となる運動 の技能や知 識など，生 涯にわたっ て
運動 に親しむ資 質や能力の 育成が十分 に図られて いないこと 。
○運 動をする子 どもとそう でない子ど もの二極化 への指摘が あるととも に，子ども の体
力の 低下傾向が 依然深刻な 問題となっ ていること 。
○学 習経験のな いまま領域 を選択して いるのでは ないかとの 指摘がある こと。など があ
げら れる。
こう したことを 踏まえると ，学習指導 要領に基づ き，学習内 容を体系化 （整理）す る
こと は，必然的 に求められ てくる。
本研 究部会は， 毎年よりよ い体育授業 の創造と適 切な評価活 動のあり方 を模索し， 多
くの 成果をあげ ている。同 時に，各校 の実践を持 ち寄って， 現場での悩 みや課題を 互い
に共 有したり， 公開研究や 実践発表な どで意見交 換を行った りして授業 改善に結び 付け
てき た。長年 ，
「 選択制授業 」の研究を 機軸に様々 な方法やね らいで授業 実践を推進 して
きた が，近年は ，運動技能 を高めるこ とに主眼を 置き，実践 研究を行っ ている。３ 年間
で何 を教えるの かという学 習内容の検 討に取り組 んできた本 研究は，学 習内容を明 確に
し， それらをよ り確かに習 得させるこ とを基本方 針とした， 改訂学習指 導要領の趣 旨を
しっ かりととら えていたと いえよう。
体育 学習は，す べての子ど もたちが， 生涯にわた って運動や スポーツに 親しむため に
必要 な，また， 健康・安全 に生きてい くのに必要 な知識や技 能を身に付 けることを ねら
いと するもので ある。こう いった観点 から，体育 においては ，
「身体能 力」，
「態度 」，
「知
識， 思考・判断 」を身に付 けさせ，一 定の「経験 」をさせる ことが必要 となる。生 涯に
わた って運動に 親しむ資質 や能力は， 発達段階に 応じた学習 を通して適 切に定着さ せる
こと が大切で， すべての子 どもたちが ，多くのス ポーツに共 通した要素 をもつ運動 種目

や広 く普及して いる運動種 目等を通し て，生涯に わたって運 動やスポー ツに親しむ ため
の基 礎となる「 技能」を習 得すること が求められ る。このこ とが，本研 究テーマで ある
子ど もたちの「 健やかな体 の育成」に つながるの である。
そこ で，今年度，本研究会 では，生徒 が基礎的 ･基本的な技 能や知識を 確実に身に つけ，
運動 を豊かに実 践できるよ うになるた めの体育学 習を研究し ，所属する 体育教師同 士が，
研究 内容や成果 を共有し， 日々の授業 に生かせる よう，具体 的な視点を 次の３点と し，
取り 組んで行き たい。
○単 元計画につ いては，パ ターン化し たいくつか のモデルを 作成する。
○ゲ ームの様相 については ，こうなっ て欲しいと いう生徒の 動きや攻防 について文 章化
する 。
○タ スクゲーム やゲーム分 析について は，アイデ ィア（工夫 例）を持ち 寄る。
とい った取り組 みができた らと考えて いる。

Ⅲ． 研究の経過 と内容
１． 研究仮説
「ゴ ール型」の 授業を中心 に，目指す べきゲーム の様相を発 達段階に応 じて明確に し，
単元 計画・評価 計画や学習 方法(場 )の工夫につ いて情報交 換を行えば，各校にお ける授業
への 取り組みが 見直され， より充実し た体育学習 の実践につ ながるだろ う。
また ，体育学習 を見直す視 点が明らか になり，毎 時間の授業 が充実すれ ば，生徒は 運動
やス ポーツに主 体的に取り 組み，健や かな体が育 成されるだ ろう。
２． 研究計画
４月

１０日（ 火）第１回 部会総会・ 研究会

城南中

５月

１５日 （火）第４ ８次春季全 体集会・第 ２回部会

南西中 ･石田小

６月

１７日 （火）第３ 回部会研究 ・授業研究

南西中

８月

７日 （木）第４ 回：グルー プ別研究

南西中

１４： ００～
８月

２０日（水 ）９ ：００～

第 ４９次夏季 全体集会
第 ５回部会研 究会

アイメッ セ
南西中

９月

４日 （木）第５ 回：グルー プ別研究

１ ０月

２日 （火）第６ 回：グルー プ別研究

１ １月

４日 （火）県教 研環流報告 ･実技講習 会

南西中

２７日（ 火）研究の まとめと本 年度の反省

南西中

１月

来年度への 課題の確認

南西中
まとめ

※３年バスケ

南西中

※指 導 主 事 より講 義

３ ．研究の経 過と内容
今年 度は，昨年 度までの研 究の成果の 上に，新た な研究を進 める初年度 となった。 テ
ーマ は昨年度ま でと変わら ないが，今 後,新 学習指 導要領の各 領域に対応 できる指導 方法
の研 究を進め， より多くの 教材を開発 できるよう な研究仮説 を設定した 。
昨年 度までの研 究成果や課 題というこ とで，教材 開発や実技 講習の重要 性が 確 認 さ れ ，
今年 度は，生徒 が基礎・基本 的な技能 や知識を確 実に身に付 け，運動を 豊かに実践 できる
よう になるため に，所属す る体育教師 同士が，研究 内容や成 果を共有し，日々生か せる授
業を 展開させる にはどうし たらよいか 議論した。
具体 的には，①ゲ ームの様 相（こうな ってほしい という生徒 の動きや攻 防について 文章
化）② タスクゲ ームやゲー ム分析③単 元計画につ いていくつ かのモデル を作成する。どの
単元 においても 教師が単元 の最終段階 で生徒にこ うなってほ しいという ことを 明 確 に し ，
授業 を行うこと が教師の力 量を高める ことが不可 欠だと考え た。
そこ で，今年度 はゴール型 １，２年生 のバスケッ トボール ，サッ カー ，３年 生のバスケ
ット ボール，サ ッカーにお いて，４つ のグループ において研 究をおこな った。早い 段階で，
３年 生のバスケ ットボール の授業実践 を行い，３年生のバス ケットボー ルの目指す べきゲ
ーム の様相を提 示した。授業 後に先生 方から意見 を出してい ただき，１，２ 年生で どこま
で技 能を身に付 けさせたい か？３年生 の目指すべ きゲームの 様相がどう なのか？と 言う
議論 を行った。
授業 実践から出 された意見 を基に，生徒 の基礎基 本を身に付 けさせるた めには，どの よ
うな 教材の工夫 を行い，指導 すれば，す べての生 徒に技能獲 得ができる か考え，まず は先
生方 のいままで の実践や知 識を結集し ，紙面にま とめた。
具体 的には，「ゴール型」の１，２年生では，「空間に走り込むなどの動き」は，ボールを持たない
時に得点をねらってゴールの前の空いているスペースに走り込む動きや守備の際に，シュートやパ
スをされないように，ボールを持っている相手をマークする動きとはどういう動きなのか？３年生では，
「安定したボール操作」は，ゴールの枠内に安定してシュートを打ったり，味方が操作しやすいパス
を送ったり，相手から奪われず次のプレイがしやすいようにボールをキープするためにはそうしたら
よいかを議論した。教師側が，最終的なゲームの様相を明確にしたことで，次にどのようなゲームを
仕組んだらよいのかというところまで深めることができた。
今回の研究では，教師がきちんとした見通しをもつ中で，生徒にどこまで技能獲得をさせるのか
を考えたが，まとめるにはかなりの時間を要することを痛感した。そこで，今年度，出されたものをベ
ースに来年度は実際に授業を行い，今後の研究に生かしたい。

Ⅳ． 研究の反省 と課題
１年 間の研究を 終え，各校 からの意見 を集約する と，研究の 視点が絞ら れ，ゴール 型
の先 進的な研究 ができたの でとても有 意義であっ たというも のが多かっ た。また， ６月
に南 西中学校で 実施した 3 年生 のバス ケットボー ルの研究授 業の成果も 今年度の研 究材
料と なりそれ以 降の研究に いかすこと ができた。 今後は，こ の流れを継 続して他の 領域
を研 究したいと いう意見や ，技能獲得 のために有 効な学習形 態を考えた い，体育人 とし
て実 際に考えた タスクゲー ムを自ら動 いて検証し たいなど様 々な意見が 出されてい る。
課題 としては， グループご と意見を出 し合いまと めたタスク ゲームをさ らに授業実 践
を積 み重ねるこ とで研究を 深め見直し ていく必要 があること ，また，実 践にあたっ ては
各校 の実態に合 った独自性 を出すこと ，そして， ゲームを行 う中で，タ スクゲーム が効
果的 であったか を検証する ことが挙げ られた。い ずれにせよ ，教科のね らいである 運動
の合 理的な実践 を通して， 積極的に運 動に親しむ 資質や能力 を育てるこ とを達成す るた
めに は，教える べき内容を 明確にして ，教材を工 夫しながら 子どもの運 動技能獲得 を目
指す といった流 れを大切に したい。そして ，各校 が実践を持 ち寄りなが ら,部会全 体で計
画→ 実践→意見 交換→修正 改善のサイ クルで討議 を深め，各 自が実践力 を高めたい と考
える 。

