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新学習指導要領の趣旨を具体化するための

指導方法等の工夫改善に関する研究

保健体育研究対象教科等

《 》研究主題

・発達段階に応じて明確化された指導内容

を実現するための単元計画及び学習内容

の検討

・例示を具体化するための指導方法及び評

価の工夫

【研究成果の要点】

１.目標，内容，授業，評価の一体化を目指した単元計画の検討

単元の構造図の作成とゲームの局面に着目した学習指導の

工夫を行った。示されている内容における具体的な指導を行い，

より確かな評価を行うことができた。生徒にとっては段階的で系

統的な学習となることがわかり，知識，思考・判断の指導も，技

能の指導との関連を考え，計画的に指導することができた。

２.体つくり運動の授業の充実

体力を高める運動では，第１・２学年において，体の柔らかさ，

巧みな動き，力強い動き，動きを持続する能力を高めるための

運動を行い，それらの運動例をねらいに応じて組み合わせて行

う計画を立て，実際に運動を行うようにした。体ほぐしの運動で

は、運動を通して，気付き，調整，交流を意識させるようにした。

実生活にどのように生かしていくことができるかということについ

て理解を深めたい。

３.知識を活用する学習活動を取り入れた保健学習

事例を作成して，習得した知識を基に保健所・保健センター・

医療機関のそれぞれが担っている役割について考える学習を行

った。思考力・判断力を働かせ，グループ内で理由を話し合う活

動を取り入れた。身近な生活と関連させながら，ねらいに迫ること

が大切であるということがわかった。

研究指定校の概要Ⅰ

１ 学校・地域の特色及び実態

大仙市は，秋田県南部に位置し，人口約9

万人の自然に恵まれた都市である。

本校では 自己を見つめ生涯にわたって よ， 「

く生きる」ことを求め，努力し続けようとす

る生徒を育むことを教育目標としている。そ

のため，本年度の指導の重点として 「自主，

自立の心 「自ら学ぶ意欲 「思いやりの心」」 」

「健やかな体」を育成することを目指して教

育活動を行っている。全校生徒798名の大規

模校であり，運動の好きな生徒が多く，調査

結果では，65％の生徒が運動に高い関心をも

っている。多くの生徒は運動部に所属し，毎

日熱心に活動している。毎年，全校生徒を対

象に「新体力テスト」を実施している。結果

を比較・分析すると，８種目中７種目で全国

平均を上まわっている。

（平成22年4月5日現在）２ 学校の概要

計１ ２ ３ 特別支援

年 年 年 学級

8 6 8 3 25学級数

257 240 296 5 798生徒数

教員数 51 名

研究の内容及び成果等Ⅱ

１ 研究主題等

(1) 研究主題

・発達段階に応じて明確化された指導内容

を実現するための単元計画及び学習内容

の検討

・例示を具体化するための指導方法及び評

価の工夫

(2) 研究主題設定の理由

本校では新学習指導要領の趣旨を踏まえ，

研究主題を「よりよい生き方を求めて自ら



学び共に高め合う生徒の育成～確かな思考

に基づいた表現力を育てる指導の工夫～」と

設定している 「生きる力」を「関わる力」。

と捉え，学び合いの中で思考力・判断力・

表現力等を育むことを目指している。保健

，体育科では運動に主体的に取り組みながら

仲間とかかわり，基本的な技能を身に付け

る場を設定することにより，運動の楽しさ

を体験するとともに体力の向上を図り，コ

ミュニケーション能力や思考力を育むこと

にも資すると考える。

また，新学習指導要領における保健体育

科の目標は 「生涯にわたって運動に親しむ，

資質や能力の育成 「健康の保持増進のた」，

めの実践力の育成」及び「体力の向上」で

ある。生涯にわたって運動に親しむ資質や

能力は，保健体育の学習や体育的行事等に

より育まれる。中でも保健体育の学習にお

いて，運動の合理的な実践を通して，運動

の楽しさや喜びを味わうとともに，基礎的

な身体能力や知識を身に付けることが，生

涯にわたって運動を実践する基礎となるも

のである。そのためには指導内容の体系化

や評価の在り方，指導方法を研究し，授業

改善を図る必要があると考え，本主題を設

定した。

(3) 取組体制

・学区内小・中学校

・学区内高等学校

・地区体育教育研究会

・各家庭

教科部会 指導方法研究部

教育課程研究委員会 保健体育科

評価方法研究部

校長 研究推進委員会

領域部会

(4) ２年間の主な取組

〈体育分野の取組〉

○「球技・ゴール型（バスケットボール 」の授業公）

開

○「体つくり運動」の授業平

○「球技・ゴール型」及び「体つくり運動」における成

単元の構造図の作成21

年

〈保健分野の取組〉度

○「健康な生活と疾病の予防（オ 保健・医療機関や

医薬品の有効利用 」の授業公開）

○「健康な生活と疾病の予防」における単元の構造図

の作成

〈体育分野の取組〉

○「球技・ゴール型（バスケットボール 」の授業公）

開

○「体つくり運動」の授業公開平

○「球技・ゴール型」及び「体つくり運動」における成

単元の構造図の改善22

年

〈保健分野の取組〉度

○「健康な生活と疾病の予防（オ 保健・医療機関や

医薬品の有効利用 」の授業公開）

○「健康な生活と疾病の予防」における単元の構造図

の改善

２ 研究内容及び具体的な研究活動

(1) 研究の重点

目標，内容，授業，評価の一体化を目指

した単元計画の検討

① 具体的な取組１

球技 ゴール型（バスケットボール）

体育学習では，基本的・基礎的な知識や技

能，態度，思考力・判断力を身に付け，実生

活で運動を豊かに実践していくための資質・

能力を培うための学習指導の在り方を工夫し

ていくことが求められている。また同時にコ



ミュニケーション能力を育成することや，筋

道を立てて練習や作戦を考え，改善する方法

などを互いに話し合う活動を通じて，論理的

思考力を育むことにも資することができる。

これらのことを踏まえ，生涯にわたって運動

に親しむことができるよう，発達の段階のま

とまりを考慮し，指導内容を整理し，体系化

を図ることが求められている。そこで，生涯

スポーツにつなげるための系統的な学習と，

指導内容を明確にしての確実な定着を図る学

習の展開を目指した。

そのため，単元計画及び学習内容の検討を

行い 「新学習指導要領に対応した簡単な単，

元計画の構造図」の作成とゲームの局面に着

目した学習指導の工夫を行ってきた。

単元の構造図の作成については 「学習指，

導要領及び解説の記載内容」を基に「授業の

ポイント（生徒への発問の仕方や声かけの仕

方など 」を検討し，内容を確実に指導に反）

映させることができるようにした 「評価規。

準」は，新学習指導要領解説の例示に示され

， ，ている内容との関連を考え 関係を明確にし

その整合性が図られるようにした。単元計画

の作成では 「授業のポイント」や「評価規，

準」を基に，生徒の実態に合わせた指導内容

， ，を検討し それらを効果的に配分することで

単元の計画を作成した。さらに各時間の具体

的な指導の手立てを検討して，指導を行って

いくことで，目標，内容，授業，評価の一体

化が図られるようにした。

ゲームの局面に着目した学習指導の工夫で

は，実際の指導に際し，解説に示されている

中学校第３学年の球技ゴール型の内容の「安

定したボール操作」に関する技能において，

「守備者が守りにくいタイミングでシュート

を打つこと」及び「味方が操作しやすいパス

を送ること」という技能の習得のため「走り

込みシュートドリル 「２対１ドリル」とい」

うスキルアップドリルを開発した。

また 「空間を作りだすなどの動き」に関，

する技能において 「パスを出した後に次の，

パスを受ける動きをす

ること」という内容の

習得のため「連続パス

＆ランドリル」という

スキルアップドリルを

開発した。それぞれの

動き方を分かりやすく

【 「 」】資料１：学習資料 スキルアップドリル

指導するための資料も作成した。また，知識

の習得にも役立てることができるように，要

点を示した資料を活用した。このように指導

内容に応じた学習資料を作成し，指導に生か

してきた。

内容に示されている「空間を作りだすなど

の動き」という学習では，例示に示されてい

る「ゴール前の空いている場所をカバーする

こと」という技能の習得のため，基本となる

動き方やゲームでの位置

。 ，取りを指導した そして

３対２のアウトナンバー

ゲームを取り入れ，カバ

ーする動きが必要となる

場面づくりをし，指導の

手立てとした。

【資料２：学習資料「ボールを持たない動きの守備 】」

さらに，子どもたちがねらいやめあてを達

成するためにどうすればよいかということを

話し合う場面を設定するようにし，話合いで

得られたチームの考えや意見を実際のプレイ

で生かすことができ

るような場の工夫を

行い，話合い活動が

充実するような取組

【 】を行った。 授業風景：チームでの話合いの様子

中学校第３学年「球技」の態度に，愛好的

態度，参画，公正，責任，協力，健康・安全

の内容が示された。望ましい態度を育成する



ということは，示された態度の内容を単元の

構造図や指導計画にしっかりと盛り込み，確

実に指導に生かすことで育成されるものと考

えている。中学校第３学年「球技 （２）態」

度に示された「公正」において実際の指導で

使用した学習資料の内容では，決められたル

ールを守るだけではなく，練習やゲームで求

められるフェアな行動をしようとする。相手

を尊重するなどのフェアなプレイを大切にし

ようとする。そうすることで，友情を深めた

り，連帯感を高めたり，

生涯にわたって運動を継

続するための重要な要素

となるという指導が計画

的に取り入れられるよう

にした。

【資料３：第３学年「球技」(2)態度「公正 】」

② 成果と課題

単元の構造図を作成し，指導に生かすこと

で，新学習指導要領及び解説に示されている

内容における具体的な指導を行い，より確か

な評価を行うことができた。こうした取組が

生徒にとっては段階的で系統的な学習となる

ことが確認できた。また，知識，思考・判断

の指導も，技能の指導との関連を考え，計画

的に指導することができた。

これまでの体育学習では，画一的・単一的

な指導になりがちであったため，内容に沿っ

た複合的な指導の工夫に取り組むことが必要

であると感じている。また，態度，知識，思

考・判断に関する指導においても，実際の活

動の場面と関連させることが有効であると感

じた。

(2) 研究の重点

体つくり運動の授業の充実

① 具体的な取組２

体つくり運動

第２学年体つくり運動の授業づくりのた

め，単元の構造図を作成した。第１学年と第

２学年の各学年における指導内容を明確にし

て配分した。

「体ほぐしの運動」や「体力を高めるため

の運動」において，それぞれの示されている

学習内容に応じた動き方の参考となる資料を

作成し，指導を行った。

「体力を高める運動」では，自分の体力を

理解できるように，生徒一人一人に資料を準

備したり，学習形態をペアやグループを適宜

活用して，協力して取り組ませた。

第１学年及び２学年では 「一つのねらい，

を決めて，その中からいくつかの運動を効率

よく組み合わせて行う簡単な運動の計画を立

てる」や「体力を高める運

動のうち，ねらいが異なる

簡単な運動例をバランスよ

く組み合わせて行う運動の

計画を立てる」ことに取り

組むことが示されている。

【授業風景：ペアでのなわとび運動の様子】

， ，効率よく組み合わせるとは 体の柔らかさ

巧みな動き，力強い動き，動きを持続する能

力を高めるための運動の中から，一つのねら

いを取り上げ，運動例を組み合わせて行うこ

とと示されている。また，バランスよく組み

合わせるとは，それらの運動の中から，ねら

いが異なる運動例を組み合わせて行うことと

。 ， ，示されている そのため 主に第１学年では

体の柔らかさ，巧みな動き，力強い動き，動

きを持続する能力を高めるための運動に取り

組ませたり，

運動例を紹介

したりして，

実際に示され

ている内容の

【資料４：体力を高める運動 学習シート】

運動に触させるようにした。第２学年では，



それらの運動例をねらいに応じて組み合わせ

て行う計画を立て，実際に運動を行うように

した。

「体ほぐし運動」では，内容に示されてい

る「気付き，調整，交流」を意識させるよう

にした。特に，運動を通して「心と体の関係

に気付く 「体の調子を整える 「仲間と交流」 」

する」というねらい迫れるようにした。

態度に示されている 「分担した役割を果，

」 ， ，たそうとする では 用具の準備や後片付け

回数を数える役割を行わせるようにした ～。「

など」の例には，仲間の学習を援助しようと

することが挙げられている。仲間の学習を援

助することを通して，仲間との連帯感を高め

て気持ちよく活動していくことにつながるこ

とを意識するように助言した。

② 成果と課題

単元の構造図を作成したことで，各学年で

示されている体ほぐし運動と体力を高める運

動に取り組み，中学３年や高校入学年次の内

容につながる取組を行うことができた。生徒

は，基礎的な身体能力や知識を身に付けるこ

とができ，生涯にわたって運動を実践する基

礎となる運動に取り組むことができ，体を動

かす楽しさや心地よさを感じていた。

今後の体つくり運動の学習においては，よ

り一層，学んだことを学校の教育活動全体や

実生活に生かすことができるよう授業研究を

深めていきたい。

(3) 研究の重点

知識を活用する学習活動を取り入れた保健

学習

① 具体的な取組３

保健「健康な生活と疾病の予防」

中学校では，学習指導要領の改訂の具体的

な指導事項として，保健学習では 「個人の，

生活における健康・安全に関する内容を重視

する観点から，自然災害に伴う傷害の防止や

医薬品についての指導の充実」ということが

示された。また，中学校新学習指導要領解説

保健体育 ３内容の取扱い において (10)「 」 ，「

保健分野の指導に際しては，知識を活用する

学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫

を行うものとする」ことが示された。本校で

， ，は 以上の指導内容の改訂及び重点を踏まえ

「健康な生活と疾病の予防 ～オ 保健・医

療機関や医薬品の有効利用～」についての研

究を進めてきた。保健学習では，知識の習得

を重視した上で，知識を活用する学習活動を

積極的に取り入れることにより，健康に関す

る思考力・判断力を育むことができるものと

考えている。

， ，本事例では 思考力・判断力を育むために

習得した知識を自分の生活や事例に当てはめ

て考えたり，課題を見付け解決方法を考えた

りする学習活動を取り入れるなどの工夫を行

った。

その際，理解を深めるためには，知識を習

得する場面，習得した知識を活用する場面を

。相互に関連させた指導が大切であると考えた

「習得」の場面において，習得すべき内容

は新学習指導要領に記載されている「健康の

保持増進や疾病の予防には，保健・医療機関

を有効に利用することがあること。また，医

薬品は正しく利用すること 」という内容に。

ついてどのように理解させていくのかという

ことが重要となった。まずは，身近な保健・

医療機関より，知識の習得にかかわる資料収

集に取り組み，これからの学習において身近

な生活にも目を向けさせな

がら，学習を進めていくこ

。とができるように配慮した

特に大仙市健康増進センタ

ー及び大仙市国保年金課で

「 」作成した 健康カレンダー

【 】資料４：大仙市健康カレンダー



の活用が有効な指導の手立てとなった。それ

には保健衛生の事業の日程や内容が掲載さ

れており，実施している検診等も掲載され

ているため，保健機関の働きを知ることが

できる資料となっている 「活用する学習。

活動」では 習得した知識を基に事例を作，

成して，それぞれの機関における記載内容

を保健所・保健センター・医療機関に当て

はめていく作業を行った。それぞれが担っ

ている役割について考える学習を行い 「健，

康の保持増進と疾病の予防には，各機関が

もつ機能を有効に利用すること」というね

らいに迫れるようにした。この学習では思

考力・判断力を働か

せ，グループ内で理

由を話し合う場面を思

考・判断の評価の場面

とした。

【資料５：授業で使用した事例】

事例１の実践時（昨年度）は，インフルエ

ンザが流行し，本校でも学級閉鎖が行われる

ほどであったため，身近に感じることができ

る問題とした。答えは 「保健センター」で，

あるが，住民の利便性を考慮し，病院・診療

所でも予防接種を受けることができること等

はあまり知られていない内容だったため，補

足説明をして様々な機関で受けることができ

るということを理解させた。事例２は、前時

の学習で触れた内容であり，健康カレンダー

にも記載されているため，既習の内容を想起

させることや本時のねらいと関連付けを図る

意図で設定した。健康センターの代表的な業

務内容であることも補足説明するようにし

た。事例３は，保健所の役割を考えさせるた

めに設定した。身近な問題を設定して，保健

所の役割の一端に触れさせるための問題とし

た。腸内の細菌を検査するために，病院で内

視鏡検査を行わなくても，より簡単に保健所

でできることや保健所の役割に触れた前時の

学習を生かすこともできるものである。それ

ぞれの考えが，全体にも伝わるように黒板に

模造紙を貼り，赤い印を付けていくなど板書

も工夫した。その他の事例に関してはグルー

プで話し合いながら活動を進め，発表の形態

は同じようにして，考えを出し合うようにし

た。このように知識を活用し思考力や判断力

を育成する時間を取り入れることで，生徒は

保健所・保健センター・医療機関のもつ機能

や役割についてさらに考え，各機関がもつ機

能を有効に利用することが，健康な生活と疾

病の予防につながる大切なことであることに

ついて理解を深めることができた。

成果と課題②

健康カレンダーなど身近な教材を開発し，

授業で活用することで，身近な医療・保健機

関についての関心の高まりを感じている。

事例を用意し，一斉指導あるいは個別・グ

ループで考えさせることで，知識や自分の生

活にあてはめて考えたりする，いわゆる「活

用する学習」を保障することができた。

話合いの場を設定し，自分の理由付けを話

し合う場を設けることで，思考・判断の評価

の場面として活用することができた。

単元の構造図を作成することで 「学習指，

導要領及び解説の記載内容」について作業を

， ， ，通して理解を深めることができ 目標 内容

授業，評価を一体的にとらえることができる

ようになってきた。これらは，これからの学

習にも生かしていきたい。

広報誌や新聞などにも掲載されている保健

所や保健センターでの検診案内などに目を向

けさせたり，幼い頃，自分も受診していたこ

とを知ることや家族も利用することがあるこ

とに触れたりしながら，実際の生活の場面で

自分のこととして保健・医療機関の役割や有

効活用する必要性について理解させることが

大切であるということがわかった。


