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はじめに

平成 29 年 3 月，学校教育法施行規則の改正とともに，幼稚園教育要領，小学校学習指導
要領及び中学校学習指導要領が公示されました。高等学校におきましては，平成 30 年 3 月
に公示される予定です。実施につきましては，小学校は平成 32 年 4 月，中学校は平成 33
年 4 月となります。今回の改訂の基本方針では，子供たちが，学習内容を人生や社会の在り
方と結び付けて深く理解し，これからの時代に求められる資質・能力を身に付け，生涯にわ
たって能動的に学び続けることができるようにするために，これまでの学校教育の蓄積を生
かし，学習の質を一層高める授業改善の取組を活性化していくことが必要であり，我が国の
優れた教育実践に見られる普遍的な視点である主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授
業改善を推進することが求められています。
そこで，本県では，各校種における体育経営のより一層の充実を目指して，体育授業づく
りの要点及び体育主任の役割について，本学校体育指導資料第 47 集に示すこととしました。
作成に当たりましては，大学の有識者の方々や各学校の先生方にご協力を得まして，これま
での研究内容や実践を基に具体的な内容で構成しました。
各学校におかれましては，子供たちが生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現するた
めの資質・能力の育成を目指し，児童生徒及び学校の実態に合わせながら本指導資料を活用
され，より充実した体育経営が実践されますようお願いいたします。
最後になりましたが，本指導資料の作成にご協力いただきました作成協力委員の皆様に対
し，心から感謝申し上げます。

平成 30 年３月
茨城県教育庁学校教育部保健体育課長
藤 田 知 巳
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Ⅰ

体育授業に関すること

１

単元の各段階における指導内容（例）
単元の各段階において，重点をおきたい指導内容例を紹介します。

単元

はじめ

オリエンテーション
○単元の目標を示す。
・モデルの提示
・ICT 機器等の活用
○単元の学習内容や１単位
時間の流れを示す。
○学習の約束事を決める。
・集合拡散時のスムーズ
な移動等
○活動グループ・チームを
決める。
・学習のねらいに合った
グループ・チーム編成
○学習カードの活用法を伝
える。

単元

なか

準備運動
○感覚つくりの運動等も取
り入れる。
○主運動によって運動内容
を変える。
※運動領域に応じた動きの
ポイントをよく確認しな
がら，繰り返し行うよう
にする。音楽を活用して，
楽しい雰囲気で行うとよ
い。
（Ｐ10 を参照）

○単元のまとめとして，達
成感を味わえる場を設定
する。
【運動領域によって】
・○○大会
・○○発表会
・○○ランド 等
※個人で行うか，グループ
やチームで行うかを検討
し，児童生徒が大きな達
成感を味わえるように配
慮する。

○めあてを達成するための
時間と場を設定する。

○学習カードを活用し，単
元を通した振り返りを記
入する。

○場の設定や用具の準備，
後片付けの手順や分担を
決める。

○段階を踏んだ活動を行う。
・ドリルゲーム
・タスクゲーム
・メインゲーム 等

オリエンテーション時に
単元全体の見通しがもてる
ようにします。

主運動のまとめ

学習の振り返り

○スモールステップでの動
きを提示する。

（Ｐ７を参照）

おわり

主運動

○準備運動や整理運動の行
い方を示す。
・音楽の活用が有効

○試しの運動を行う。
・動きの実態把握

単元

○「できる・分かる・かか
わる」の視点で展開する。
（Ｐ11 を参照）

めあてをもち，その達成に
向けて十分活動し，しっかり
と振り返りを行うことが大切
です。

○児童生徒の言葉を生かし
ながら，単元のまとめを
しっかりと行う。
※単元を通して，
「何ができ
るようになったか」を児
童生徒が実感し，達成感
を味わうとともに，次の
学習に向けて意欲を高め
られるようにする。また，
学習カードの記録や映像
等で学びの足跡を残して
おくとよい。
（Ｐ12 を参照）

大きな達成感や感動を味
わえるような単元の終末に
します。

児童生徒が「楽しそう」「やってみたい」「できそうだ」「挑戦するぞ」と思えるよう，
そして「楽しかった」「できた」「またやってみたい」という思いにつなげられるような
授業を目指しましょう。

２

1 単位時間の流れ（例）

児童生徒のこんな姿を育てたい
・用具の準備を友達と協力して
行っている。
・元気な声であいさつしている。

・動きのポイントを押さえて運
動している。
・主運動に向けて心拍数が上が
っている。

・自分の力に合っためあてをも
ち，意欲を高めている。
・本時に「何をどのように学ぶ
か」理解している。

こんな教師の姿でありたい

用具の準備
整列・あいさつ
健康観察
準備運動
感覚つくりの運動
等

めあての確認

主運動

・児童生徒がわくわくするよ
うな活動や場を設定する。
・運動量を十分に確保する。
・動きのポイントを引き出す
発問を工夫する。
・よい動きを豊かな表現でた
くさん褒める。
（教師の言葉
は，児童生徒の表現力に大
きく影響します。
）
・努力を要する児童生徒に対
しては，積極的に関わる。
・安全面に十分配慮した場の
設定と注意力を高める指導
を十分に行う。

・めあてを達成するために，意
欲的に活動している。

・励まし合いや褒め合い等，グ
ループやチームの雰囲気を
高める声の掛け合いができ
ている。

・しっかりクールダウンしてい
る。
・素早く安全に後片付けができ
ている。

・
「どんなことができるようにな
り，どんなことが課題となっ
たのか」自分の学びを振り返
ることができている。

・動きのポイントの指導を十分
に行う。(全体，個別)
・気候によって時間を考慮する。

・児童生徒の実態に合っためあ
てを設定する。
・児童生徒の意欲を高める提示
の仕方を工夫する。（モデル・
ＩＣＴ機器の活用）

・積極的に運動している。

・アドバイスをしたり，補助を
したりして，友達と関わりな
がら学習している。

・用具の安全を確認する。
・児童生徒の体調をよく確認する。
・集団行動を指導する。

整理運動
後片付け

本時の振り返り
学習のまとめ

・整理運動に合う曲を選び，雰
囲気づくりをする。
・後片付けの方法を指導する。

・本時のねらいに対して，まとめ
をしっかりと行う。
（児童生徒の発言を生かして）

各学校において，全ての学年に共通する「基本的な１単位時間の流れ」を確立すると，児童
生徒の主体的な学びの実現に大変有効です。

３

体育指導

（１）授業づくりの要点

＜①

児童生徒の実態把握＞

＊まずは児童生徒の実態把握から＊
授業づくりは児童生徒の実態を知ることから始まります。その運動に対する児童
生徒の技能の達成状況を把握した上で学習内容や方法を検討することが大切です。
これまでの運動経験や習熟度，取組への関心・意欲には個人差があるので，それら
を十分に配慮する必要があります。

◎実態把握の方法
【アンケートによる意識調査】

【体力・運動能力調査の結果】

○○の学習をするにあたってのアンケート

種目

記録

握力

kg

【楽しさ体験】

上体起こし

回

○

長座体前屈

cm

反復横跳び

回

20ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ
50m走

回

（小学校○学年用）
は好きですか
はい・どちらともいえない・いいえ
○楽しいと感じる時はどんな時ですか
・

が上手にできた時

秒

・体をたくさん動かした時

立ち幅跳び

cm

・友達や先生に認められた時

ボール投げ

ｍ

○つまらないと感じる時はどんな時ですか
・

握力

が上手にできない時

・友達に責められた時
上体起こし

ボール投げ

・ルールが分からない時
・あまり体を動かせなかった時
【学び方】

長座
体前屈

立ち
幅跳び

○自分でめあてが決められますか
・自分で決められる
・資料（選ぶもの）があれば決められる

50ｍ走

・アドバイスしてもらえれば決められる

反復横跳び

○友達と協力して学習ができていますか
・できる

20ｍシャトルラン

・だいたいできる
・先生や友達に言われるとできる
・なかなか協力できない
【単元に関する技能の調査】
児童生徒の技能の実態把握は，チームやグループ編成，授業での助言に役立ちます。
（例）

水泳……………クロールで何ｍ泳げるか

顔を水につけられるか

跳び箱運動……開脚跳びで何段跳べるか

両足で踏み切っているか

陸上運動………50ｍ走は何秒か

立ち幅跳びでは何cm跳べるか

ボール運動……ボールスローは何ｍか

ボールをスムーズにキャッチできるか

＜②

単元計画＞

＊具体的な計画が
児童生徒のよりよい学習活動につながります＊
教師は，児童生徒の実態を正しく把握した上で，系統性や発達段階を踏まえて単元
のねらいを明確にし，どの場面で，どんな力を，どのような方法で 身に付けさせてい
くのか，またどのように評価していくのか等，単元を組み立てていくことが必要です。
押さえたいポイント

◎系統性
配当された学年で例示された運動を参考に授業を組み立てます。
また，学年間で，学習の内容が段階的に発展していくように計画することが大切です。
器械運動等で，発展的な内容に無理に挑戦させることは，大きなけがにつながること
もあるので技能の達成状況を十分に把握しましょう。
（小学校マット運動の例）
低学年

中学年

高学年

関心･意欲･態度

運動の順番やきまりを守
り，仲よく運動をしようと
している。

運動の行い方のきまりを
守り，友達と励まし合って
運動をしようとしている。

約束を守り，友達と助
け合って技の練習をしよ
うとしている。

思考･判断

運動遊びの行い方を知る
とともに，いろいろな運動
の仕方を見付けている。

技の練習の仕方を知ると
ともに自分の力に合った練
習方法や場を選んでいる。

課題の解決の仕方を知ると
ともに，自分の課題に合った
練習方法や場を選んでいる。

技能

いろいろな方向への転が
り，手で支えての体の保持
や回転などができる。

自分の力に合った基本的
自分の力に合った安定し
な回転技や倒立技ができる。 た基本的な回転技や倒立技
及びその発展技ができる。

◎学習形態
単元を進めるに当たって，グループ・チーム
をどう編成するか，途中で再編成する必要があ
るか等，児童生徒の実態で判断していくことが
重要です。また，人数構成についても，学習内
容によって，十分に考慮する必要があります。
児童生徒のよりよい学習につなげられる形態に
することが大切です。

～グループ・チーム編成例～
ゲーム領域では･･･
・グループ・チーム間の力を
均等に
器械運動領域では･･･
・生活班を活用して
・同じ課題をもつメンバーで
陸上運動領域では･･･
・身長や走力を考慮して

◎評価
単元のどこで，どの観点の評価をどんな方法で行うのか等，評価計画を立てます。
また，評価規準を作成し，どのような姿を「十分満足できる」
「おおむね満足できる」
「努力を要する」状況と判断するのか，教師自身が明確にしておくことが必要です。

＜③

準備物＞

＊効率的な授業展開のために＊
◎学習カード
学習カードには，個人カード・グループカード等，様々なパターンがあります。
内容についても，記録や順位を残していくもの，ルールやモデルが示してあるもの，
めあての振り返りを記入するものなど多様で，教師が単元のねらいに応じて使い分け
る必要があります。書く内容を多くすると，運動量の確保が難しくなってしまうこと
があるので，発達段階に応じて，短時間で行えるように工夫しましょう。
学習カードを作成するに当たって留意したいこと
・児童生徒の実態に応じた内容になっているか。
・ファイルにとじたり，ノートに貼ったりして，保管しやすくなっているか。
・運動のポイント等提示する際は，発達段階に応じた適切な情報量になっているか。

◎教具
授業で使用する教具は，１つのかご等に整理しておくと効率的です。
また，グループ活動の際には，グループごとに教具を整理し，児童生徒が協力して
素早く準備・後片付けができるようにします。倉庫に入れるような大きな教具は，時
期に応じて入れ替えをしておくと，短時間で安全に出し入れを行うことができます。
さらに，体育の教具は共有のものなので，他の学級への配慮も必要です。使用につ
いて（共通の教具を続けて使用する場合は，準備や後片付けについても）連絡を取り
合い，効率的に活用できるようにしましょう。
用意しておきたいもの
タイマー
ストップウォッチ
カラーコーン

跳び箱やマットは
台車に乗せておくと
出し入れがスムーズ
です。

マーカー

タブレット
ＢＧＭ

台

車
ラインカー
合図用旗

学習カード・バインダー
筆記用具

かご

ゼッケン・ビブス

掲示板

＜④

教師の心構え＞

＊教師として意識しておきたいこと＊
◎集団行動を大切に
「あいさつ」「集合・整列」「話の聞き方」「移動」等の行動の仕方を身に付け，能
率的で安全な集団としての行動ができるように指導することが大切です。
集合場所には，空間の広がりのない場所，他の情報の入
りにくい場所を選びましょう。さらに，日差しや風向きに
も考慮する必要があります。体育館・グラウンドのそれぞ
れの集合場所を決めておくと効率的です。

◎指示は明確に
体育館やグラウンドで指示するときは，児童生徒に明確に伝わるよう，声の大きさ
や指示の示し方を工夫しましょう。
ＢＧＭを流し，曲の切り替えを合図に次の活動に進むように設定しておくとスムー
ズに展開できます。
また，合図の出し方は，ねらいに応じて工夫しましょう。（笛，太鼓，旗）

◎児童生徒の思考力を育てる発問を
よい動きや友達との関わり方等，児童生徒に身に付けさせたいことについて，教師
が教えるだけではなく，児童生徒から考えを引き出すように，発問を工夫することが
大切です。

どうしてこんな
に技がきれいに
見えるのかな？

なぜ上手く
いったのかな？

どんなふうに
アドバイスして
もらったの？

○○の技が難しいよう
なんだけど，何かこつは
あるかな？

◎たくさん褒めよう
授業中に見取った児童生徒のよい姿をどんどん褒めましょう。
・よい動きを褒めて学級全体に広めよう！
・褒めることで，次への意欲につなげよう！
・努力を要する児童生徒に対しては，個別に指導しながら，小さな進歩も大きく褒
めよう！
・教師の言葉かけが，児童生徒相互の言葉かけに影響することが多いことを意識し
て豊かな表現でたくさん褒めよう！

＜⑤

オリエンテーション＞

＊「やってみたい」という運動意欲を引き出す大切な時間＊

単元の１時間目の「オリエンテーション」において，単
元全体の見通しがもてるように，具体的な学習の流れを分
かりやすく提示することが必要です。児童生徒の興味や関
心，運動意欲を引き出すとともに，授業が円滑に展開でき
できるよう約束事を確認する大切な時間です。
単元の目標

単元を通した学習の流れ

単元を通して身に付けさせたい力
を児童生徒に明確に伝えましょう。
その際，ＩＣＴ機器等を活用して運
動技能のモデルを示すなど，児童生
徒が目標のイメージを捉えやすいよ
うに工夫することが大切です。

単元全体を「はじめ」「なか」
「おわり」に区切り，どの部分でど
んな活動をするのかを伝え，単元の
見通しをもって学習に臨めるように
しましょう。
グループ・チーム編成

１単位時間の流れ
あいさつ，準備運動，めあての確
認，主運動，振り返り等の１単位時
間の流れを，児童生徒がしっかりと
把握できるようにします。
また，集合拡散時のスムーズな移
動についても約束として決めておく
と効率的です。
友達との協力
話し合いやアドバイスの方法，補
助の仕方など，望ましい協力の仕方
を示しましょう。
かけ声やハイタッチなどといった
活動を取り入れるとよいでしょう。

準備・後片付け
グループ・チームや個人で，準備
や後片付けの役割分担を決めておき
ます。自分の役割に責任をもつこと
や仲間の仕事を手伝うことを意識さ
せましょう。

グループ・チーム編成は，学習活
動を左右することもある重要なもの
です。学習内容によって効果的な編
成を行うことが大切です。
（P４を参照）
準備運動・整理運動
子供たちが，準備運動や整理運動
は何のために行うのかを理解して取
り組むようにします。そして，どん
な内容を，どんな方法で行うかを検
討します。グループ・チームで準備
運動や整理運動を考える場合は，運
動量や内容が適切であるかを確認す
るようにしましょう。
運動を行う際は，音楽を活用する
と楽しい雰囲気でできます。
（P10を参照）

＜⑥

めあて＞

＊「深い学び」は，ここから始まる＊
教師は，児童生徒が「何ができるようになるか」を明確にして ，「何を学ぶか」
という学習内容と「どのように学ぶか」という学習の過程について，児童生徒の学
びの姿を想定して授業を計画することが必要です。
そして，児童生徒にとって，難しすぎず，易しすぎない程度で ，「やってみたい」
「やれそうだ」と思えるような「単元のめあて」や「本時のめあて」を示すことが
大切です。さらに，｢自分のめあて(運動についての課題 ）」をもつよう指導し，学
習に対する思いを膨らませていくことが重要です。

◎自分で決める，自分のめあて
「自分に合っためあて」をしっかりともち，めあてを達成するために ，「する，
みる，支える，知る」といった多様な活動に進んで取り組めるよう，指導の工夫に
努めましょう。
○めあての例：小学校４学年「器械運動（マット運動 ）」
運動への関心・意欲・態度
・進んで練習に取り組もう！

運動についての思考・判断

運動の技能

・前転と大きな前転の技の違い ・ 美 し い 前 転 が で き る よ う に

児 ・新しい技に挑戦したいな。
は何か考えてみよう！
なりたいな。
童 ・きまりを守って，仲良く運動し ・練習の場を選んで試してみよ ・ 開 脚 前 転 が で き る よ う に な
の たいな。
う！
りたいな。
視 ・友達と協力して準備や後片付 ・友達の技を見て，教えてあげ ・壁倒立では，つま先までまっ
点 けをしよう！
たいな。
すぐ伸ばしてやってみよう。
・安全に気を付けて運動しよう！ ・タブレットで自分の動きを撮
影して，課題がどこにあるか
確認してみよう！

○めあてのもたせ方の例：小学校３学年「器械運動(マット運動)」

坂マットの場があるぞ。
ぼくは，足を開いて立ち上が
ることができないから，今日は
坂マットを使って開脚前転がで
きるようにしよう。

開脚前転ができるようになりたい！
どうしたらできるのだろう？

１つめのめあては達成！
次のめあては「平らなマットで開脚前
転をできるようにする。｣
坂マットで練習したこつを生かしてや
ってみよう！

＜⑦

場の工夫＞

＊児童生徒がわくわくするような場の設定を＊
児童生徒一人一人が運動の楽しさを味わい，めあてを達成するためには，１単位
時間の授業の充実が大切です。児童生徒の意欲が高まるような場の設定を工夫しま
しょう。児童生徒の思いや考えを生かして共に作るのもよいです。

＜器械運動（マット運動）の場の設定例＞
○小学校低学年

○小学校中・高学年，中学校

学校体育指導資料第46集より

場の設定が円滑に行えるように，フロアに何色かのビニールテープを使い，目印
を付けておくとよいでしょう。
複雑な場の設定も，役割分担をして繰り返し行うことで，素早く準備・後片付け
ができるようになります。

＜⑧

準備運動＞

＊準備運動はこう行おう＊
準備運動は，体をほぐす目的で行います。予備的な運動から主運動につながるよ
うに，心拍数の上がる運動へと種目を移行していくと効果的です。また主運動によ
って，準備運動を変えるとよいでしょう。主運動で必要な感覚つくりの運動等を取
り入れると，さらに充実した準備運動ができます。

◎運動領域に応じた準備運動例
領域
体つくり

運動/
器械
運動系
陸上
運動系

主運動につながる感覚
逆さ感覚
手のつき方
回転の感覚
バランス感覚
前傾姿勢
ゴールの走り抜け

※茨城県学校体育指導資料45・46集参照
主運動につながる感覚つくりの運動

<体を支える>
・アザラシ歩き，クマ歩き等・ゆりかご
・カエル跳び・カエルの足打ち・ウサギ跳び
・腕立てジャンケン・手押し車

<下半身のストレッチ>
・棒抜け，股抜け・体を動かしながらストレッチ

<陸上運動系補助運動>
・鬼遊び・ダッシュ・ジャンプ・もも上げ・倒れ込みダッシュ
・カラーコーン倒し・手の振り
・バック走
・サークルリレー

水泳

ボール
運動系

浮く潜る感覚
バブリング
ボール操作の感覚
守備感覚

<浮く，潜る>
・だるま浮き・伏し浮き・石拾い・輪くぐり・け伸び

<ボールを使った巧みな動き>
・一人でつく・蹴る・当てる・転がす・投げる
・パス・手渡し・チームジャグリング・手の振り・子とろ鬼
・ボール運び鬼・ボール挟み・トライアングルパスゲーム

表現
運動系

武道

リズム感覚
ステップ
恥ずかしさを
取り除く

<体の柔らかさや巧みな動きを高める運動>
・ミラーストレッチ・手つなぎ回転・音楽に合わせて踊る

力強い動き
<力強い動きを高める運動>
体の柔らかさ
・おしくらまじゅう・手押しずもう・エスカレーター・登り棒
相手に応じた巧みな動き
<体の柔らかさを高めるための運動>
・ブリッジ・手つなぎ回転・ストレッチ・棒抜け・股抜け

<巧みな動きを高める運動>
・股抜け・膝タッチ・つま先フェンシング

＜⑨

主運動＞

＊できる・分かる・かかわるを
バランスよく組み込んで＊
児童生徒一人一人が，主運動において充実した取組が実践できるよう，教師は，
「できる｣｢分かる｣｢かかわる」の視点をバランスよく組み込みながら，授業を展開
することが必要です。

できる

分かる

○運動量の確保

○運動のポイントやこつの提示

・運動量を確保し，児童生徒が十分
に運動に取り組むことが ，「でき
る」につながる第一歩です。

○場の設定
・ 児 童 生 徒 一 人 一 人 が め あて を 達
成するために，自分の課題に合っ
た練習方法を選んで運動できるよ
うな場の設定が大切です。

○教師の指導
・教師の発問や応答，賞賛，助言，
励まし等により，児童生徒一人一
人に意図的に関わりましょう。成
長を認めることは，児童生徒に自
信をもたせ ，「できる」意欲につ
ながります。

・運動のポイントやこつを示した図
や絵，写真などを練習の場に掲示
したり，学習カードに掲載したり
して，児童生徒が運動について理
解しやすいようにすることが大切
です。

○体の動きの理解
・発問等により，児童生徒から運動
のポイントやこつを引き出すよう
にすると理解が深まります。
・運動の示範やモデル映像等により
正しい動き方を伝えたり，児童生
徒が自分の動きをICT機器等を活
用して確認できるようにしたりす
ると効果的です。

かかわる
○グループ・チームやペアの編成
・児童生徒の活発な関わり合いを図るためには，児童生徒の実態に十分考慮した
グループ・チームやペアの編成が鍵となります。

○学び合い
・目標達成に向けた話し合いの場を設定します。児童
生徒にとって必然性のある対話が実現するように仕
組むことが重要です。体を動かしながら，またオノ
マトペを使いながらといった伝え方も有効です。

○雰囲気のよい授業
・児童生徒同士が励まし合い，歓声や喜びを表現できる雰囲気のよい授業は，子
供たちに大きな達成感を味わわせることができるでしょう。児童生徒一人一人
の表現力を伸ばしていけるようにすることが大切です。

すべての児童生徒にできる喜びを！
〈参考・引用文献＞高橋健夫ほか編「新版体育科教育学入門 」大修館書店（ 2010）

＜⑩

まとめ・振り返り＞

＊本時のめあてに対応したまとめを＊
１単位時間の学習を振り返り，できたことや分かったこと，できなかったことや
反省点を明確にしておくことが大切です。児童生徒にとっては，本時の振り返りか
ら「できるようにしたいこと」や「挑戦したいこと」が見つかり，次時の学習の課
題につながります。教師にとっても児童生徒のつまずきや課題を把握することで，
次時に講じる手立ての材料となります。

◎学習カードの活用
・本時のめあてに対する振り
返りを書くようにします。
・教師が児童生徒の学習の様
子を把握できるようにしま
す。
・児童生徒が記録した学習カ
ードは学びの足跡です。カ
ードに書かれた本時の達成
感や次時への意欲などの記
載を大切に受け止めましょ
う。
【跳び箱運動の例】

発表会でみんなが
跳ぶ技を決めることが
できたね。次は跳ぶ順
番を決めよう！

ペアで動きをそろえて演技
するときには，踏み切りのタ
イミングを合わせるように意
識しようよ！

◎児童生徒の言葉を生かしたまとめを
・授業の最後には，本時のめあてに対応したまとめを行うようにします。発表や話
し合い等により児童生徒の考えや思いを引き出してまとめるようにしましょう。
・児童生徒が，意見を発表しやすい雰囲気をつくりましょう。教師が一人一人の考
えや思いを認めることが大切です。
・本時にできたこと，分かったこと，うまく
できなかったことなどを出し合い，児童生
徒の言葉を生かしてまとめを行うことで，
理解が深まります。

今日のめあては「○○○○○」
だったけれど，どうだったかな？

（２）授業で知っておきたい６つのこと
①「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

三つの柱の資質・能力を育成するために
体育科，保健体育科における学習過程については，心と体を一体として捉え，自
己の運動や健康についての課題の解決に向け，積極的・自主的・主体的に学習する
ことや，仲間と対話し協力して課題を解決する学習等を重視するとともに，「知識・
技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の資質・能力の
三つの柱を確実に身に付けるために，その関係性を重視した学習過程を工夫する必
要があります。
Ｑ

体育における『主体的な学び』とは…
運動の楽しさや健康の意義等を発見し，運動や健康についての興味や関心を高め，
課題の解決に向けて粘り強く自ら取り組み，それを考察するとともに学習を振り返り，
課題を修正したり新たな課題を設定したりする学びの過程と捉えられます。各種の運

動の特性や魅力に触れたり，自他の健康の保持増進や回復を目指したりするための主
体的な学習を重視するものです。
Ｑ

体育における『対話的な学び』とは…
運動や健康についての課題の解決に向けて，児童生徒が他者（書物等を含む）との

対話を通して，自己の思考を広げ深めていく学びの過程と捉えられます。自他の運動
や健康についての課題の解決を目指して，協働的な学習を重視するものです。
Ｑ

体育における『深い学び』とは…
自他の運動や健康についての課題を発見し，解決に向けて試行錯誤を重ねながら，
思考を深め，よりよく解決する学びの過程と捉えられます。児童生徒の発達の段階に

応じて，これらの深い学びの過程を繰り返すことにより，体育科，保健体育科の「見
方・考え方」を豊かで確かなものとすることを重視するものです。
※ 「主体的・対話的で深い学び」は１単位時間の授業の中で全てが実現される
ものではなく…
・グループなどで対話する場面をどこに設定するか…
・主体的に学習を見通し，振り返る場面をどこに設定するか…
・学びの深まりを作り出すために，児童生徒が考える場面と教師が教える場
面をどのように組み立てるか…
といった視点で実現されていくことが求められています。

実際の授業では・・・
【「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善（具体例）
】
☆主体的な学びの姿
課題の解決に向

Ａ：「前の時間にオフ・ザ・ボールのと

けて粘り強く自ら

きの動きができていなかったから

取り組み，考察し，

今日はその動きを練習しよう。」

課題を修正したり，
新たな課題を設定
したりする姿

Ｂ：「まずは自分たちの動きを作戦ボー
ドで確認しよう！」
Ｃ：「タブレットを使って動きを撮って
みようよ！」
Ｄ：（映像を見て）
「できたね。では次の
ゲームでやってみよう！」

☆対話的な学びの姿
課題の解決に向けて，児童生徒が
他者との対話を通して，自己の思考
を広げたり深めたりし，課題の解決
を目指して，協働的に学習に取り組
む姿

A：「速く走るためには，どうしたら
いいだろう？」
B：「私は腕の振り方が大事だと思う
な。」
A：
「そうか。
（身振りをして）こんな
ふうに振ればいいのかな？」
B：「資料に腕の振り方のポイントが
示してあるよ。」
A：「こんな感じかな。」
B：「そう！１・２・１・２」

☆深い学びの姿
自己の運動や健康についての課題
を見付け，解決に向けて試行錯誤を
重ねながら，思考を深め，よりよく
解決し，他の領域や日常的な活動に
汎用させていく姿

A：「走り高跳びで，うまく踏み切れ
ないな。
」
B：
「助走のスピードをあげるといい
よ。」（やってみる）
A：
「次は強く踏み切ってみるね。」
B：「それってバスケットボールのレ
イアップシュートと同じ動きだ
ね。」
A：「なるほど！そのイメージで踏み
切りを強く上にジャンプしてみ
るね。」

②指導と評価の一体化

ＲPDCA サイクルの活用
教育課程審議会「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について
（答申）」
（Ｈ12.12.1）の中で，「学校の教育活動は，意図的・計画的・組織的に
行われるものであり，一般的に計画，実践，評価という一連の活動が繰り返されな
がら児童生徒のよりよい成長を目指した指導が展開されている」と述べられていま
す。また，
「指導と評価とは別物ではなく，評価の結果によって後の指導を改善し，
さらに新しい指導の成果を再度評価するという，指導に生かす評価を充実させるこ
とが重要である（いわゆる指導と評価の一体化）
」ともあります。
「指導と評価の一
体化」とは，学習の過程における評価を一層進め，次の指導・学習に生かしていく
ことを意味します。
そのためには，実態把握（RESEARCH）・計画（PLAN）・実践（DO）・評価
（CHECK）
・改善（ACTION）という RPDCA サイクルを積極的に活用していく
ことが大切です。指導と評価の一体化を進めることは，より良い授業を目指してい
く（改善していく）ということになります。

Ｑ

RESEARCH

PLAN

DO

児童生徒の

指導計画等

指導計画を踏

児童生徒の学習

授業や指導計

実態把握

の作成

まえた教育の

状況,指導計画等

画等の改善

実施

の評価

CHECK

ACTION

評価の意義とは…
児童生徒にとって，評価は自らの学習状況に気付き，自分を見つめ直すきっかけと
なり，その後の学習や発達を促すという意義があります。

Ｑ

目標に準拠した評価とは…
学習指導要領においては，自ら学び自ら考える力などの「生きる力」をはぐくむこ

とを目指し，基礎的・基本的な内容の確実な定着を図ることを重視していることから，
学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を見る評価（いわゆる絶対評価）を
一層重視し，観点別学習状況の評価を基本として，児童生徒の学習の到達度を適切に
評価することが大切です。
Ｑ

観点別学習状況の評価の進め方は…
各観点で何を評価すればよいのか，評価する項目（評価規準）を定め，それぞれの
事柄についてどの程度実現できていればよいのか（評価基準）を定めます。その上で，

児童生徒を評価するための資料を収集します。評価のための資料とは，児童生徒の毎
回の授業態度，学習カードの記述，運動のタイムや記録など様々です。観点別学習状
況の評価は，それらの資料を基に各項目の実現状況を一つ一つ評価していきます。

実際の授業では・・・

DO

PLAN
☆ハードル走学習の目標
・ハードルをリズミカルに走り越える

☆ハードル走（50ｍ）
A さん…記録９秒，ハードル間の歩数
が安定しない

こと。
☆本時の学習
『リズミカルに走り越えよう』
☆評価規準
・ハードルをリズミカルに走り越える

B さん…記録 11 秒，ハードル間 3 歩

ことができる。
（技能）

次の PLAN へ

CHEAK

ACTION
☆評価を生かした指導へ

☆評価

A さん，B さんそれぞれに，評価に

タイムが速かったのはＡさんだった

対応した指導を行う。
（踏み切り・着

けれど，リズミカルに走り越えたのは

地位置，インターバルの違いによるコ

Ｂさんである。この場合，評価規準に

ース変更等）

そって評価すると，B さんのほうが評

ICT 機器（タブレット等）を活用し
児童生徒と一緒に動きを確認しながら
指導すると効果的である。

価は高くなる。
そして，A さん，B さんにはそれぞ
れどんな指導が必要なのか検討する。

【評価情報の蓄積の方法】
観点別評価規準に即して，｢十分満足できる」状況と判断されるものを『Ａ』
，
｢おおむね満足できる」状況と判断されるものを『Ｂ』，「努力を要する」状況と
判断されるものを『Ｃ』などのようにアルファベットや記号で記録し，それらを
蓄積していく方法で，総括においてはＡ，Ｂ，Ｃの数を基に判断することになり
ます。
※十分満足できる姿の表現として（例）
・「常に」……………………………………………………関心・意欲・態度
・「適切に」「的確に」
「多様な視点から」………………思考・判断
・「円滑に」「スムーズに」「安定して」
「繰り返し」… 技能
・「正しく」「詳しく」
「具体例をあげ」…………………知識・理解
【評価をめぐる留意点】
※「努力を要する」状況と判断された児童生徒への指導の手立て
ねらいとした姿に達しない児童生徒に対しては，何につまずいているのかを
しっかりと見取り，個別に対応していくことが必要です。運動嫌いや苦手な児
童生徒をつくらないための大切な指導です。

③保健教育

「生きる力」を育む保健学習
今日，児童生徒を取り巻く社会環境や生活環境は，都市化，少子高齢化，情報化，
国際化などにより急激に変化しています。こうした変化は，児童生徒の心身の健康
状態や健康に関わる行動に大きく影響を与えています。夜ふかし，朝食欠食，睡眠
不足，運動不足等の生活習慣の乱れ，過度なストレス，いじめ，不登校，自傷行為
等のメンタルヘルスに関する問題，暴力，交通事故，アレルギー疾患，性の逸脱行
動，喫煙，飲酒，薬物乱用，感染症（新型インフルエンザ，麻しん）などの様々な
健康課題が顕在化しています。これらの多様で喫緊の健康課題を解決するには，学
校，家庭，地域が連携し，多面的な対策に取り組んでいくことが不可欠です。そん
な中，学校での保健教育が果たす役割は極めて大きなものになっています。
近年，児童生徒のむし歯の罹患率，喫煙や飲酒及び薬物乱用は減少傾向を示して
いますが，これらの改善には，社会全体での積極的な対策の取組とともに，学校で
の着実な保健教育が大きく寄与しているものといえます。
Ｑ

学校における保健教育の意義とは…
「健康の価値を認識し，自ら課題を見つけ，健康に関する知識を理解し，主体的に

考え，判断し，行動し，よりよく課題を解決する」資質や能力の育成
（保健体育審議会答申，平成９年）
保健教育は，
「生きる力」を児童生徒たちに身に付けるための強力なアプローチの一つ！
保健教育は，児童生徒の「健やかな体」の向上それ自体に貢献するばかりでなく，
児童生徒自身が，保健教育で身に付けた資質や能力を活用して，生涯を通じて主体的
に健康や体力を保持増進するために，自らの課題について考え行動することができる
「確かな学力」の育成を目指しています。また，年齢に伴う心の発達への理解，良好
な人間関係の構築等の心の健康，けがや病気のある他者を思いやる心の醸成など，
「豊
かな心」の育成につながる指導の実践も求められています。
Ｑ

これからの保健学習では？
児童生徒の常識的な知識や考え方に留まる授業からいかに脱皮していくかがポイント！
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が強く求められます。例えば，

正論に終始したり，ありがちな正解を述べることに終わったりするのではなく，実生
活や人間の情意にも迫りながら考えさせ，結果として適切な判断のもとに実践できる
力を身に付けていく必要があります。その上で，
『学習内容を明確に捉えること』，
『児
童生徒の「思考」を活発にすること』，
『児童生徒が生活経験に基づいたり，習得した
知識を活用したりして考える展開を工夫すること』などに留意しながら，多様な価値
観や様々な問題がみられる社会の中で，生涯を通して適切に判断し，行動していくた
めの基礎・基本となる資質・能力こそを児童生徒に身に付けさせることが重要です。
参考・引用文献：「文部科学省（平成 26 年 3 月）「生きる力」を育む中学校保健教育の手引き」
「明治図書（平成 29 年 4 月）平成 29 年版学習指導要領改訂のポイント 小学校・中学校 体育・保健体育

○保健教育で用いられる指導方法の例（中学校）
指導方法

ブレインストーミング

健康課題やその解決方法に

期待される資質や能力等

関する具体的な活動

の育成

・様々なアイデアや意見を出し

・思考力や判断力等の育成

・ストレスへの対処方法

・知識の習得

・喫煙や飲酒の開始理由

・思考力や判断力等の育成

・一日の食生活チェック

・知識の習得

・緊張したときの体の変化

・思考力や判断力等の育成

・照度計による教室内の明

ていく

事例などを用いた活動

・日常生活で起こりやすい場面
を設定し，そのときの心理状

活用例

態や対処の仕方等を考える
・仮説を設定し，これを検証し
たり，解決したりする

実験

・課題解決的な態度の育成

るさの測定
・ブラックライトによる手
洗いチェック

・実物等を用いて体を動かす

・思考力や判断力等の育成

・心肺蘇生の意義と方法

・知識や技能の習得

・けがの手当

・思考力や判断力等の育成

・喫煙などを助長する断り

実習

・健康課題に直面する場面を設
定し，当事者の心理状態や対

にくい心理の存在

処の仕方等を疑似体験する

・心肺停止に陥ったと思わ

ロールプレイング

れる人への対処
・けがをしたときの大人へ
の知らせ方
・異性の気持ち

フィールドワーク

・実情を見に行ったり，課題解

・思考力や判断力等の育成

決に必要な情報に詳しい人に

・課題解決的な態度の育成

質問したりする

・交通事故や自然災害の原
因調べ
・保健機関の役割

インターネット，図書 ・コンピューターや図書館等を

・知識の習得

・医薬品の正しい使い方

視聴覚教材の活用

・課題解決的な態度の育成

・エイズの現状

・設定された課題に対して，生徒

・思考力や判断力等の育成

・労働災害と健康

自ら調べるなどの自主的，主体

・課題解決的な態度の育成

・健康と環境

利用して，情報を収集する

的な活動を通じて，解決方法を

課題学習

導き出す

・喫煙，飲酒，薬物乱用の
防止

参考・引用文献：
「文部科学省（平成 26 年 3 月）「生きる力」を育む中学校保健教育の手引き」

④男女共習型授業

男女が共に学ぶ必要性とは
男女それぞれが人間の発達過程であらわれる相違点を相互に認め合い，両性が自
らの個性を十分に発揮しながら，従来の社会の在り方や文化を創造的に変えていく
ことが，今求められています。また，近年，性別にかかわらず，みんなでスポーツ
を楽しむ機会は多く，生涯を通じてスポーツに親しむために，運動やスポーツとの
多様な関わり方に応じて，運動を選択し，実践できるようにすることが必要です。
児童生徒自らが仲間と運動に取り組む過程を通して，多様性を認識したり，気持ち
を伝え合うコミュニケーション能力を培ったり，感情や行動をコントロールするた
めの素地をつくることが期待されています。
参考・引用文献：
「明治図書（平成 29 年 4 月）平成 29 年版学習指導要領改訂のポイント 小学校・中学校 体育・保健体育
「村上周一(2008)中学校における体育授業の在り方に関する研究-男女別習・共習に着目して-」
http://www.waseda.jp/sports/supoken/research/2008_2/5007A062_abs.pdf

学校体育は…
男女の指導内容に差があった

→ ・体力的な男女の差異

（例：男子は武道，女子はダンス） ・身体的な男女の差異
1989 年

学習指導要領改訂

→ 体育における性差の指定がなくなる

依然として男女別習型体育授業が行われていることが多い
→

・男女共習型授業をポジティブに捉えてこなかった歴史的背景
・新しい授業形態に対する戸惑い，自信をもって指導できない
・思春期特有の異性に対する感情からの反発や照れくささ

改訂中学校学習指導要領には…
「体力や技能の程度，性別や障害の有無等に関わらず，運動の多様な楽しみ方を共有すること
ができるよう留意すること」(文部科学省平成 29 年３月中学校学習指導要領 p115)とあり，障
害の有無等にかかわらず運動やスポーツに親しむ資質・能力を育成するため，男女共習の推進，
特別な配慮を要する児童生徒への手立て，共生の視点に基づく各領域における指導の充実など，
運動やスポーツの多様な楽しみ方の学習の充実が重要であることを，新たに示した。

男女共習型授業を実施することによって…
○男女が協力することの楽しさ，素晴らしさを味わうことができる
○男女が互いに認め合い，助け合う態度を育てることができる
○学習意欲や運動能力が高まる
○運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有することができる

生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する
資質・能力を育成する

実際の授業では・・・
【バレーボールの例】
問問題点１：学年が進むにつれて，男女の体力・技能差が拡大してしまう
『対応策①：体力・技能差を考慮したルール作りが必要』
○練習，ゲームで場の設定を工夫する
・バドミントンコートの使用
・練習内容の選択（サーブ・スパイク・攻撃・守備など）
○得点方法を工夫する
・カウントダウン式のゲーム
・時間設定のゲーム（５分間で何点取れたか）
・条件付きゲーム（経験者を考慮）
・ハンデ制のゲーム（女子は得点２倍）
『対応策②：チーム編成の工夫が必要』
○ゲームの際には規定人数よりも少ない少人数制のチーム編成をする
・１チーム４，５人で８チーム編成し，バドミントンコートで４つのミニ
コートを設定
○経験者，男女のバランスを考慮したチーム編成をする
・経験者を均等に分けたチーム編成
・男女のバランスや，技能差を考慮したチーム編成
※児童生徒の実態によっては，単元の中盤に再度チーム編成を行うこと等
も視野に入れておくとよい
問題点２：女子の技能は著しく向上するが，男子の技能向上は難しい
『対応策①：男子が女子に積極的に助言することが必要』
○互いに教え合う場面を設定する
・互いのフォーム等の確認，助言
『対応策②：児童生徒一人一人に応じた，より適切な指導が必要』
○個々の能力に応じた指導を行う（技能向上を目的とした内容では，男女別
に指導することも可とする）
・それぞれの課題に応じた学習内容の設定
・レベル別などのグループ学習の充実
『対応策③：自主的・協働的な活動ができるような場面を設定することが必要』
○自主的・協働的な活動ができるように支援する
・オリエンテーションを通して，ねらいや内容の説明
・約束事の徹底，児童生徒同士が真剣に取り組める環境整備
・班別，個人ノートなどの活用
参考・引用文献：
「茨城県教育庁保健体育課(平成 10 年３月)平成 9 年度学校体育に関する研究収録」一部引用

⑤性同一性障害・性別違和

多様性について配慮する～偏見をなくし理解を深めることが必要～
性同一性障害とは，生物学的な性と性別に関する自己意識が一致しないため，社
会生活に支障がある状態とされています。また，社会生活上様々な問題を抱えてい
る状況にあり，その治療の効果を高め，社会的な不利益を解消しなければなりませ
ん。このような性同一性障害に係る児童生徒については，学校生活を送る上で特有
の支援が必要な場合があることから，個別の事案に応じ，児童生徒の心情等に配慮
した対応を行うことが求められています。
参考・引用文献：
「文部科学省(平成 27 年４月３０日)「性同一性障害や性的指向・性自認に係る，児童生徒に対する
きめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」

【性同一性障害に係る取組の経緯】
平成 15 年…「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の成立
※定義，性別の取扱いの変更の審判及びそれを受けた者に関する
法令上の取扱いなどを規定
平成 22 年…「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」発出
平成 26 年…学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査の実施
平成 27 年…「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等
について」発出
【学校における性同一性障害に係る対応に関する現状】
①学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査の結果，全国から 606
件の報告があった。高等学校が 403 件と最も多い。
②全国の学校において，服装，トイレ，宿泊研修等に関し，個別対応がなされて
いた。トイレが 41.4％と最も多い。
③約２割の児童生徒は，他の児童生徒に知らせた上で学校生活を過ごしていた。
一方，約６割の児童生徒は，基本的に他の児童生徒には知らせていない。
④性同一性障害としての診断を有する児童生徒は，学校段階が上がるにつれ増え
るが，全体として見れば診断を有していない者の方が多い状況だった。診断を
有しない，把握していないが小・中・高で約 63～73％。
参考・引用文献：
「文部科学省(平成 26 年 6 月)学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査について」

【性同一性障害の児童生徒が困りやすいこと】
○戸籍の性別で分けられているもの…着替え，トイレ，制服，体育授業，名簿等
○社会的な性別や異性愛前提で考えられているもの…保健，性教育，家庭科，道徳等
【学校での具体的な対応】
「性同一性障害だからこの対応」
，「同性愛だからこの対応」
というマニュアルはありません！
○どんなことに困っているのか（何に困っているのかは一人一人異なる）
○どのような対応をしてほしいか（傾聴を求めているのか，対応を求めているのか）
○誰に共有していいのか（本人の同意なく，第三者に伝えることは避ける）
児童生徒と対話する中で，対応を進めることが重要です！
①学校における支援体制…・学校内外に「サポートチーム」を作り，
「支援委員会」
やケース会議等を適宜開催しながら対応を進める。
・教職員間で情報共有し，チームで対応する。
②医療機関との連携………・医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を得る
重要な機会となる。
③学校生活の各場面での特別な配慮の事例
項 目

学校における支援の事例

服 装

・自認する性別の制服や体操着の着用を認める

髪 型

・標準より長い髪型を一定の範囲で認める（戸籍上男性）

更衣室

・保健室・多目的トイレ等の利用を認める

トイレ

・職員トイレ・多目的トイレ等の利用を認める

呼称の工夫
授 業
（体育・保健体育）

水 泳
運動部の活動
修学旅行等

・校内文書を児童生徒が希望する呼称で記す
・自認する性別として名簿上扱う
・自認する性別のグループに入れるようにする
・別メニューを設定する
・上半身が隠れる水着の着用を認める（戸籍上男性）
・補習として別日に実施，又はレポート提出で代替する
・自認する性別に係る活動への参加を認める
・一人部屋の使用を認める
・入浴時間をずらす

他の児童生徒

・入学直後に本人及び担任から全校児童生徒に対し説明する

への説明

・本人の希望により説明しない

保護者・PTA

・入学時に保護者会で説明する

への説明

・本人の希望により保護者へ告げない

その他

・全ての児童生徒を「さん」付で呼称するよう統一する
・内科検診を別途実施する

参考・引用文献：「文部科学省(平成 26 年 6 月)学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査について」

⑥障害者差別解消法

「共生社会」の実現のために
障害のあるなしに関わらず，すべての命は同じように大切であり，かけがえのな
いものです。ひとりひとりの命の重さは，障害のあるなしによって，少しも変わる
ことはありません。このような「当たり前」の価値観を，改めて，社会全体で共有
していくことが何よりも大切です。こうした取組の一歩一歩の積み重ねが，障害の
ある人もない人も，互いに，その人らしさを認め合いながら共に生きる社会（共生
社会）の実現へとつながっていきます。
参考・引用文献：「内閣府(平成 28 年 4 月)障害者差別解消法リーフレット」

Q「障害者差別解消法」とは…
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し，「合理的配慮の提供」を求めていま
す。そのことによって，障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
この法律を進めることで，障害のある人とない人が実際に接し，関わり合う機会が増
えると思います。こうした機会を通じ，障害のある人とない人が，お互いに理解し合
っていくことが，
「共生社会」の実現にとって大きな意味をもちます。
※「不当な差別的取扱いの禁止」とは…
国・都道府県・市町村などの役所や会社やお店などの事業者が，障害のある人
に対して，正当な理由なく，障害を理由として差別することを禁止しています。
『具体例』
・受付の対応を拒否する
・本人を無視して介助者や支援者，付き添いの人だけに話しかける
・学校の受験や，入学を拒否する
・障害者向け物件はないと言って対応しない
・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない
※「合理的配慮の提供」とは…
国・都道府県・市町村などの役所や会社やお店などの事業者に対して，障害の
ある人から，社会の中にあるバリアを取り除くための何らかの対応を必要とし
ているとの意思が伝えられたときに，負担が重すぎない範囲で対応することを
求めています。
『具体例』
・障害のある人の障害特性に応じて，座席を決める
・障害のある人から「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」
と伝えられたとき，代わりに書くことに問題がない書類の場合は，その人
の意思を十分に確認しながら代わりに書く
・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
・段差がある場合に，スロープなどを使って補助する

改訂中学校学習指導要領では…
「体育分野（第１学年及び第２学年）の目標」に
（３）
「運動における競争や協働の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自己
の役割を果たす，一人一人の違いを認めようとするなどの意欲を育てるとともに，
健康・安全に留意し，自己の最善を尽くして運動をする態度を養う。
」(文部科学省
平成 29 年３月中学校学習指導要領)とあり，

↓
体力や技能，性別や障害の有無等による，動きや課題及び挑戦などに違いがあ
ることに気付き，その違いを可能性として捉え，積極的に互いを認めようとする
意思をもつことが大切であることを示しています。
実際の授業では・・・
【合理的配慮の具体例】
①指示を理解することが苦手な児童生徒には…
・アイコンタクトをとって注意を引きながら話す。
・必要な情報を「短く・はっきり・ゆっくり」話す。
・話に関係する絵や写真を示したり，板書したりする。
・複数の指示がある場合は，一つの指示による行動ができてから次の指示を出す。
②集団の中に入れない児童生徒には…
・グループ編成は，その児童生徒の特徴を理解している児童生徒を入れる。
・活動するテーマや手順をプリントに書いて示す。
・グループ内で役割分担を行い，役割を明確にした後にグループでの活動を行う
ようにする。
・分からないことや聞きたいことがあったら，手を挙げるよう伝える。
③肢体不自由のある児童生徒には…
・上，下肢の機能に応じてボール運動におけるボールの大きさや投げる距離を変
えたり，走運動における走る距離を短くする。
・スポーツ用車椅子の使用を許可する。
④慢性的な病気等のある児童生徒には…
・他の児童生徒と同じように運動ができない児童生徒に対し，運動量を軽減した
り，代替できる運動を用意したりする。
・レポートを提出することで成績評価する。
・病気等の特性を理解し，過度に予防または排除することなく，参加するための
工夫をする。
合理的配慮は，一人一人の障害の状態や必要な支援，活動内容等に応じて決定される
参考・引用文献：「内閣府(平成 29 年４月)障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】
」
「文部科学省(平成 27 年)文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進
に関する対応指針」
「北海道特別支援教育センター(平成 26 年)北海道特別支援教育教材・支援機器等活用実践事例
データベース」

Ⅱ

体育主任に関すること

１ 体育主任の位置付けと役割
（１） 体育主任とは
体育主任は，学校全体の体育・健康に関する指導の計画・実施する校務を中心となって
行うよう学校長より任されている主任である。健康に関わる教科である家庭科や，学校の
保健・安全に関わる保健部，学校行事を計画・実施する特別活動部との連携を図り，学習
指導要領を理解した上で計画・実施することはもちろん，県教育委員会の目標や施策を踏
まえ，学校が目指す取組を計画・実施する重要な職務である。
①主任としての心構え
学校全体の体育指導を計画・実施する校務を中心となって行う上で，以下のことを心が
けて取り組みましょう。
・連携協力の要となり，協力体制を大切にします。
・仕事をリストアップします（見通しをもって進めるために）
。
・計画的に行います（予定通りに実施するために）
。
・仕事をシステム化し効率をあげられるようにします（誰でもできるように）
。
・引き継ぎを大切にしましょう（反省を生かすために）
。
・安全を優先した計画と実施に努めます。
②学習指導要領の理解
学校教育を行う上で基本となる学習指導要領を理解し，児童生徒の健康で安全な生活と
豊かなスポーツライフの実現を目指した教育を計画・実施しましょう。
総則より
＜小学校＞
学校における体育・健康に関する指導を，児童の発達の段階を考慮して，学校の
教育活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツ
ライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進
並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関
する指導については，体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科，道
徳科，外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて
適切に行うよう努めること。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連
携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，
生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮する
こと。

＜中学校＞
学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の
教育活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツ
ライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進
並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関
する指導については，保健体育科，技術・家庭科及び特別活動の時間はもとより，
各教科，道徳科及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適
切に行うよう努めること。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携
を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生
涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮するこ
と。

＜高等学校＞
学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学校の
教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並び
に体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する
指導については，保健体育科はもとより，家庭科，特別活動などにおいてもそれぞ
れの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して，
家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関す
る活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が
培われるよう配慮しなければならない。

◆Ｐｏｉｎｔ
○小学校，中学校，高等学校のそれぞれの校種において，児童生徒の発達段階を考慮
して体育・健康に関する指導を適切に行いましょう。
○学校だけで完結するのではなく，家庭の協力，地域人材の活用などを行いながら地
域での運動機会への参加を奨励し，常に学校，家庭，地域が連携して体育・健康に
関する指導を実践しましょう。

児童生徒が，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための
基礎を培わせることが最大の目標です！

体育科・保健体育科の目標より

＜小学校＞
体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向けた学習過程を
通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなス
ポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) その特性に応じた各種の運動の行い方及び身近な生活における健康・安全につ
いて理解するとともに，基本的な動きや技能を身に付けるようにする。
(2) 運動や健康についての自己の課題を見付け，その解決に向けて思考し判断する
とともに，他者に伝える力を養う。
(3) 運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，楽しく明るい生
活を営む態度を養う。

◆Ｐｏｉｎｔ
小学校の新学習指導要領の目標に，
「豊かなスポーツライフを実現する」と明記され
ました。小学校の時期は，児童を運動好きにすることが大切なことと捉え，学習過程
や教材の工夫などを通して魅力ある授業づくりを心がけましょう。

<中学校>
体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向けた学習過
程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊か
なスポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 各種の運動の特性に応じた技能等及び個人生活における健康・安全について理
解するとともに，基本的な技能を身に付けるようにする。
(2) 運動や健康についての自他の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断
するとともに，他者に伝える力を養う。
(3) 生涯にわたって運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，
明るく豊かな生活を営む態度を養う。
◆Ｐｏｉｎｔ
中学校は，様々な運動に触れさせる時期であるので，その運動の機能的特性に触れ，
自ら課題を見付け，それを解決していけるような授業づくりを心がけましょう。
生徒が「保健体育の授業が楽しい」と感じる理由として次の３つが挙げられています。
・保健体育は自分にとって大切である
・できなかったことができるようになる
・好きな種目を見付けられる
【H25全国体力・運動能力，運動習慣等調査報告書（文部科学省）】

このような思いを味わわせられるような授業づくりを心がけましょう。

<高等学校>
心と体を一体としてとらえ，健康・安全や運動についての理解と運動の合理的，計画
的な実践を通して，生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育て
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，明るく豊かで活
力ある生活を営む態度を育てる。

◆Ｐｏｉｎｔ
高等学校は，社会生活への入口にあたります。卒業後，少なくとも１つのスポーツに
関わることができるよう，マイスポーツの獲得に向けた授業づくりを心がけましょう。
③県の教育目標
体育主任は，学習指導要領のほかに，本県が掲げる教育目標や施策を理解した上で，学
校における体育の指導を適切に行っていくことも重要です。毎年発信される施策を十分に
理解し，それを各学校の目標に照らし合わせながら，児童生徒の実態に合わせ具現化して
いきましょう。
◎本県教育の目標 第２項目 じょうぶな身体をつくり たくましい心を養う
平成２９年度 県学校教育指導の方針の学校教育推進の５つの柱
第３項目

健やかな体を育む教育の推進

①学校体育の充実
ア 学校教育活動全体を通した体育・スポーツ活動の充実と体力の向上
○体育経営の改善
○運動（遊び）・スポーツの習慣化が図れる体育的行事の工夫
○学校，家庭，地域が一体となった体力づくりの実践と評価
イ 体育・スポーツ活動における安全指導の充実
○健康・安全に関する自己管理能力を育てる指導の徹底
○施設・用具の適切な使用及び管理と安全点検の徹底
○健康観察の徹底と事故発生時の適切かつ迅速な対応
ウ 運動部活動の充実
○魅力ある運動部活動の運営
②学校健康教育の充実
ア 健康の保持増進のための実践力の育成を図る学校保健の充実
イ 自他の生命尊重を基盤とした安全能力の育成を図るための学校安全の充実
ウ 望ましい食習慣の形成と食の自己管理能力を育む学校給食の充実
◆Ｐｏｉｎｔ
各学校の体力向上の中心となるのが「体力アップ推進プラン」です。各学校の実態に
合わせて目標設定を行い，ＲPDCAサイクルにより実態把握，計画，実践，評価，改善
に取り組んでいきましょう。

（２） 体育主任の役割
体育主任は，一教科の主任としてだけではなく，常に学校体育全体を見渡す広い視野が求
められます。教科に関することはもちろん，学校教育活動全体を通した体育的活動の指導や
体力向上および安全管理の取組等の中心となって活動することが大切です。それらを踏まえ
た上で，以下のことに取り組む必要があります。

①教科の指導に関すること
ア 年間指導計画の作成（Ｐ36 を参照）
イ 指導内容や到達目標の確認と指導方法の共通理解
・学年ごとの到達目標を決め，そのためにどのような指導を実施するのかを確認し，指
導方法について共通理解を図りましょう。
ウ 評価規準の見直し
・前年度の反省を踏まえ，評価規準を見直し，今年度の評価規準を決め，共通理解を図
りましょう。
エ 養護教諭との連携
・すべての児童生徒の健康状態，既往症の確認をしましょう。また，事故対応等のマニ
ュアルについて確認しておきましょう。
オ 配慮を要する児童生徒の指導内容の検討
・配慮を要する児童生徒を全体で把握し，その児童生徒の配慮事項について共通理解を
図りましょう。
カ 体力テストの計画と実施（Ｐ40・Ｐ41を参照）
キ 特別活動部との連携（高等学校の場合・Ｐ35を参照）
ク 年度末の引き継ぎ
・各単元及び各学年の目標，指導内容，評価方法，成績，既往症など，児童生徒の情報
及び管理方法について引き継ぎをしましょう。
②体力向上に関すること
生涯を通じて健康な生活をするためには体力の向上は必要不可欠です。本県では「学校
教育活動における体育・スポーツ活動の充実を図り，児童生徒の運動意欲を高め，競い合
う楽しさや達成感を味わわせ，困難に立ち向かう「たくましい心と体」を育成する」こと
を目的として「子どもの体力向上支援事業」に取り組んでいます。児童生徒の体力向上の
ために，体育主任として以下のことを実施しましょう。
ア 児童生徒の体力の現状把握
・授業の様子や体力テストの結果から，教職員はもちろん，学校保健委員会などにおい
て校医も含めて，体力の現状と課題について等を話し合い，共通理解を図る
イ 体力アップ推進プランの作成（Ｐ37・３８を参照）
ウ 体力アップ推進プランの実践
・体育の授業における創意ある工夫や取組の実施
・休み時間における運動，スポーツ活動の実施
エ 体力アップ推進プランの実践後の評価と結果の分析

・夏休み中に，体力テストの結果を分析し，今年度のプランの修正，見直しを行い，９
月からの体育授業等に生かせるようにしましょう。
③安全管理に関すること
体育を安全に行うために，施設や用具の安全管理はもちろん，安全に関する指導に努め
なければなりません。児童生徒が安全に活動できるように，施設や用具の計画的な管理や，
事故が起こった時の速やかな対応をできるようにしておくことが重要です。
ア 安全に行うために
○既往症など児童生徒の健康状態の把握と日々の確認
・既往症の把握に関しては，全職員で共有し，対応できるようにしておかなければな
りません。ただし，情報の取り扱いに関しては十分に気を付けるようにします。ま
た，年度途中の病気や怪我等にもその都度しっかり対応しましょう。
○悪天候時における実施の判断
・雷が鳴り始めたらすぐに室内に移動しましょう。
・強風時には危険を予測し判断しましょう。
○施設，用具の管理の徹底
・児童生徒が無断で体育用具を使用し，用具を
壊したり，使用したことで怪我につながった
りすることの無いよう，体育用具庫やボール
かご等を管理しましょう。
・施設に生徒や一般の方が無断で入り，体育用
具を紛失したり，施設を破損したりすること
が無いよう必ず施錠しましょう。
○安全点検の実施
・授業後には必ず施設や用具の破損が無かったかを点検しましょう。施設や用具の破
損があった場合は，速やかに対応しましょう。授業以外でも常に安全に気を配って
おくことが大切です。
＜安全点検表の例＞
項

目

チェック

① 体育館フロア
② 体育館窓
③ 体育倉庫（用具含む）
④ サッカーゴールの固定
⑤ プール全般
・長期休業が終わり授業が再開される前には，必ず施設や用具の点検をしましょう。
○体育用具の使い方の指導の徹底
・ベースボール型の授業においては，打席の近くで応援や見学をしない，打席で振っ
た後にバットを投げないなどの指導を徹底し，バットによる怪我を防ぎましょう。
・中学校，高等学校では，バドミントンやテニスのラケットをフロアや地面にたたき
つけないように指導を徹底し，破損を防ぎ，そのことが原因で起こる事故を防ぎま
ょう。

・砲丸投げや円盤投げを行う場合（高等学校）
，投げる方向を指導し，間違った方向
へ投げることがないように，また，周囲の人に投げる合図を行うなど，万全の対策
をとりましょう。
○事故防止の徹底
・環境省の熱中症予防情報サイト等を利用し，熱中症の防止に努めましょう。
・水泳における入水時の事故を防止しましょう。
・持久走等を行う時には，児童生徒の体調を把握し事故防止に努めましょう。
また，ＡEDのある場所を確認し，すぐに対応できるようにしておきましょう。
・柔道の授業においては，受け身をしっかりと指導し，頚椎損傷などの事故が起こら
ないように十分気を付けましょう。
・各種目の事故防止のための注意事項を作成し，授業前に必ず確認することで，事故
の未然防止に努めましょう。
＜水泳の授業前の確認事項の例＞
授 業 前 確 認 項 目
①

プールはきれいですか

②

水中に危険なものはありませんか

③

プールサイドを走らないよう指導しましたか

④

飛込みを絶対にしないよう指導しましたか

⑤

カードや観察により体調の確認をしましたか

チェック

＜参考資料＞ 体育の授業中に起こった事故の例
◆ケース① サッカー（平成２５年 高3 男子）
体育の授業中サッカーをしていた。本生徒がゴールポストにぶら下がったところ，
ゴールポストが倒れて，顎と首が挟まれた状態で下敷きになった。救急処置を行い，
病院に搬送するが，意識不明のまま，数日後に死亡した。
◆ケース② 水泳（平成２６年 小6 女子）
体育の授業中に，プールで２５ｍをクロールで泳いでいたところ，急に意識不明
となりプールに浮かんでいる状態となった。すぐにプールサイドに救助し，意識確
認，119番通報，気道確保，胸骨圧迫，人工呼吸，AEDの装着等の心肺蘇生法を
救急隊が到着するまで行った。病院で治療を受けるが，数日後に死亡した。
◆ケース③ 持久走（平成２７年 小1 男子）
体育の授業中，準備運動の一環として，運動場を自分の決めた速さで走っていた。
運動場の1周と4分の3（190ｍあたり）を走ったところで，前のめりに倒れた。
意識がなく心肺停止に陥り，救急搬送されたが，搬送先で死亡が確認された。
＜独立行政法人日本スポーツ振興センターの資料より＞

イ 事故の対応について
○事故時の対応マニュアルの作成
・事故が起こった時には，誰でも，どんな時でも，対応できるようにしておかなけれ
ばなりません。そのために，事前に対応マニュアルを作成しておきましょう。
○事故の対応のための訓練の実施
・AEDの講習など，事故時に対応できるような訓練を計画的に実施し，体育部会
（体育科内）はもちろん，全ての教員・生徒が事故に対応できるようにしておきま
しょう。
○緊急時に必要なものの管理場所の周知徹底
・日頃より，AEDや担架，応急処置ができる医療品などの管理場所を周知徹底し，
誰でもすぐに対応できるようにしておきましょう。
④その他
ア 体育部会（体育科内）における業務及び役割分担
・授業，施設の管理や安全点検，体育的行事の運営，研修等と業務はたくさんあります
がすべての業務が滞りなく遂行できるよう，体育主任が中心となって役割分担をしま
しょう。
イ 公文書や各種記録の管理
・前年度の取組を改善し，本年度に新しく業務を担当する教師が参考資料として利用し
スムーズに仕事ができるよう，その年の公文書や各種の記録を，主任が中心となって
管理できるようにしておきましょう。
ウ 新しく購入したい物品の予算の提案や用具の購入
・年度末に，破損が著しい物品や不足している物品，新しい取組のために必要な物品，
配慮を要する生徒のために必要となる物品等を確認し，次年度の購入物品の予算案を
作成しましょう。
・新年度，予算案で執行が確認された物品の購入は事務担当職員等を通して速やかに行
いましょう。

体育主任がリーダーとなり，他教員と協力して，
充実した体育経営ができるよう準備しておきましょう！

（３） 体育主任年間スケジュール
○小学校（例）

○中学校（例）

○高等学校（例）

２ 計画作成に当たって
（１） 年間指導計画
①学習指導要領に定められた授業時数（標準単位数）の確認
１学年
１０２時間
２学年
１０５時間
小学校
３・４学年
各１０５時間（うち保健分野２学年で８時間程度）
５・６学年
各９０時間（うち保健分野２学年で１６時間程度）
中学校
１・２・３学年
各１０５時間（うち保健分野４８時間程度）
体育
７～８単位
高等学校
保健
2 単位（入学年次及びその次の年次の２か年）
②カリキュラム・マネジメント
教育課程を編成し，それを実施，評価，改善していくのが「カリキュラム・マネジメン
ト」です。年間指導計画の作成に当たって，以下の３つの側面を考慮しましょう。
ア 教科横断的な視点に立つこと
イ 児童生徒と地域の現状に合わせて改善を続けること
ウ 外部資源を効果的に活用すること
③カリキュラム・マネジメントの具体
ア 体育部員数，体育施設・備品の実態を踏まえて
中学校・高等学校においては，体育部員数に応じて，複数学級で授業を実施したり，
選択領域の数を決定したりします。また，校庭や体育館などの体育施設の有無や規模に
応じて時数を適切に配当します。特にプールがない学校では，他校や近隣のプール施設
との連携が必要です。準備や片付けを考慮し，他学年と同時期に同単元になるよう配慮
することも有効です。一方で，大規模校では他学年の領域と用具や場所が重ならないよ
うな配慮が必要です。
イ 児童生徒の実態を踏まえて
児童生徒の興味関心，体力の実態，人数，学級数に応じて配当を考えます。例えば，
年度始めは体育に対する児童生徒の興味関心を高めるため，仲間と触れ合うことができ
る体ほぐしの運動を取り入れたり，中学校では直近の陸上大会に向けての意識・関心を
高めるために陸上競技を取り入れたりするなどといったことです。また，集合，整列，
列の増減，方向転換などの集団行動の仕方を身に付けるための活動も重要です。前年度
の体力テストなどの結果から体力の落ち込みが顕著な部分があれば，それを高められる
ような領域・運動を位置付けることで，体力の高め方を示し，興味関心を高めることも
できます。
ウ 地域，行事，大会に考慮して
地域の行事（地区運動会，駅伝大会など）
，学校行事（体育祭・持久走大会など）
，部
活動の大会を見据え，そこでの児童生徒の活躍のために，開催時期に応じて配当します。
エ 季節を考慮して
○７月・９月の暑い時期→水泳，ベースボール型や器械運動等
○11 月～２月の寒い時期→長距離走，ゴール型の球技
季節に応じて配当すると，健康面・安全面・衛生面に配慮できます。

（２）体力アップ推進プラン
①児童生徒の実態把握
ア 児童生徒の興味関心
体育の授業の様子や日常の会話か
ら児童生徒の興味関心，課題を把握
し，それらを生かして伸ばせるよう
な取組を考えましょう。
イ 児童生徒の体力
前年度の体力テストの結果，体育
の授業や運動部活動の様子から，生
徒の体力の実態を把握し，それらを
高められるような取組を実施しましょう。
例１：握力が弱い→ＨＲ（朝・帰りの会）でにぎにぎ運動の実施
例２：50m 走や立ち幅跳びなど下半身の筋力が弱い
→スクワットや伸脚運動の実施
②プランの作成
ア 数値目標の設定
前年度の数値を振り返り，今年度の数値目標を設定しましょう。学年別・男女
別に実態を捉え，適切な目標を立てます。
イ 学校全体で取り組む体力向上計画
管理職や学年主任，各学級担任と連携し，学校として向上させたい体力につい
て共通理解を図り，具体的な取組の計画を立てます。さらに，プラン実施のため
の準備や施設・教具の確認・開発，実施の周知，チェック方法の確認を行います。
また，日常的に，自主的に取り組める運動をよく検討しましょう。毎時の体育
の授業やＨＲ，業間・昼休み，部活動の開始時など，日々実施できるタイミング
を設定するのもポイントです。
③体力テストの結果の分析
各学校の体力テストの結果は，７月下旬には通知されます。体育部は，夏休み中
に本年度の目標達成状況や前年度の結果との比較分析を実施し，体力アップ推進プ
ランの改善策を検討します。授業や休み時間において新たに取り組む内容や，成果
が確認できたため今後も継続的に実施していく内容などを検討します。
また，体力テスト段階別評価 D 及び E の児童生徒への体力向上策を考えること
が大切です。個々に，「どの項目が低いのか」，「その児童生徒の生活習慣や関心意
欲を踏まえ，日々取り組めそうな運動は何か」，そして保護者に協力を依頼するこ
とを考えていくとよいでしょう。個別に・継続的に・楽しく，がポイントです。

④体力アップ推進プランの修正
夏休み中に，体力アップ推進プランの修正を行い，学校の職員会議等で共通理解
を図ります。修正した体力アップ推進プランを９月からの授業や休み時間において，
学校全体の取組として実践していきます。
⑤留意点
体力アップ推進プランに基づいて，学校教育活動全体で体力向上，健やかな体づ
くりを目指すことが重要です。しかし，体力テストの数値目標を設定することで，
ただ数値の向上だけを目指すような体育授業になってしまっては，体育・保健体育
科の究極の目標である豊かなスポーツライフの実現につながっていきません。
体育授業を核として，児童生徒が「やってみたい」そして「もっとやってみたい」
と思えるような取組になるよう，内容や時期について常に RPDCA サイクルを働
かせていきましょう。

『体力アップ推進プランより』

体力向上に向けた効果的な取組の例
現在，各学校で行っている体力アップ推進プランから，特徴的な取組によって，
成績の高い学校の取組例を紹介します。
【小学校】
●ボール投げの得点の高い学校の取組
Ａ小学校では，投力アップチャレンジプランとして，縦割り班活動によるキャッチ
ボールゲーム競争や業間休みにおける学級での球技遊び（ドッジボール），体育授業
におけるサーキットトレーニングを実施しています。
Ｂ小学校では，業間運動の中で，持久走，縄跳び，バトンスローを行っており，特
にバトンスローについては，今年度から新設するとともに，教師が朝，ボールスロー
のラインを引いておくことで，授業での準備時間を減らし，子供たちの運動時間を多
くする工夫を行っています。
【中学校】
●上体起こし，長座体前屈，反復横跳びの得点の高い学校の取組
Ｃ中学校では，チャレンジ体力テストと称して，学校独自の体力テスト得点表を作
成し，学年別と全校での種目別チャンピオンを決定します。結果を掲示することによ
り生徒達に達成感を味わわせながら目標設定を行っています。また，運動部活動別体
力テスト表を配布し，体力向上の工夫を促しています。
●ハンドボール投げの得点の高い学校の取組
Ｄ中学校では，男子 20m 以上，女子 15m 以上とも目標を決め，トラック全体に
10m から 40m まで 5ｍ間隔でラインを引き，昼休みに体育委員会の号令でキャッ
チボールを行っています。
【高等学校】
●総合得点の高い学校の取組
Ｅ高等学校では，学校の体力テストの結果を踏まえ，補強運動の実施と，３分程度
のゆっくりとしたペースによるランニングを行っています。また，授業時に体力テス
の結果を基に，生徒と面談を実施し，個々の現状や改善すべきポイントなどのアドバ
イスを行うことで，生徒と教員が共通理解をもって授業に臨めるようにしています。
高等学校では，多くの学校が授業の中に補強運動を行っているようです。また，体
育理論の中で体力の意義やトレーニング方法を学んだり，総合評価の低い生徒へ個別
面談や積極的な声掛けを行ったりすることで，生徒が目標をもって体力の向上に取り
組める工夫をしているようです。

■全体的に体力テストの結果を見ると，よい成績を上げている小・中学校では，上体起
こし，長座体前屈，反復横跳びの得点がほとんどの学年でＴスコア 55 以上と高い傾
向があることが分かりました。各学校において課題を明確にした取組の成果が表れて
いることが分かります。

３ 体育指導・体育的行事に関すること
（１）体力テスト

Point
・測定用具や場の準備を確実に
・測定方法の正しい理解を

①起案
ア 時期
４月～６月に実施します。この期間に運動会・体育祭や陸上記録会を実施する学校もあるた
め，学校の実態に合わせて実施日（期間）を決定します。年度始めの職員会議で提案すること
になりますので，早めに準備をしましょう。
イ 内容
実施方法を全職員で共通理解するようにします。また，体育の授業の中で実施するか，特別
日課を組んで学校行事のように全校で実施するかは，学校でよく検討する必要があります。体
育授業の中で行う場合は，４・５月の授業が体力テストのみといったことにならないように，
体育主任がしっかりと呼びかけましょう。また，体育行事のように一斉で行う場合は，種目の
やり方をよく理解させた上で行いましょう。
ウ 項目
・めあて
・時期や時間
・種目（ルール含む）
・物品の管理場所
・種目実施の場所
・記録向上のための指導法
②実施期間
ア 環境づくり
実施期間中には，校庭のラインやマット，ストップウォッチ，シャトルランの放送機器と
いった用具等が必要になります。実施期間を設定し，各学級の体育の授業で行う場合には，
５０ｍ走やボールスローのラインが消えないように毎日引く必要があります。その都度計測
してラインを引くのは大変なため，基準になっている場所にポイントを打っておくとよいで
す。
イ 記録の活用
種目によっては，フォームや測定の仕方によって記録が左右される種目もあります。体力
テストは自己の体力を把握して，運動習慣や生活習慣を見直し生かすことが重要です。記録
が昨年度よりも向上したり目標の数値を超えたりすることは，児童生徒の自信にもつながり
ます。記録を児童生徒が自分で把握できるようなもの（６年間の記録をファイリングできる
学習カード入れ）を用意すると効果的です。
ウ 正確な記録を測定するために
小学校の低学年児童には，２０ｍシャトルランや反復横跳びなど，実施や測定が難しい種
目があります。その場合は，高学年の児童に手伝ってもらいましょう。ペアを組ませて，実
施方法をマンツーマンで教えたり，回数を数えたりして正しく測定できるようにします。

③実施後
記録用紙を配付し，結果とアンケートへの回答を正しく記入できるように説明しましょう。低
学年の児童にとっては難しい質問があるため，保護者に回答を依頼する必要があります。回答用
紙を回収してから担任が全員分記録用紙に記入するため，余裕をもった期限を設けるようにしま
しょう。
④体育主任として
□用具や場所を，使いやすいように整えましょう。
□児童生徒が自己の目標をもってテストに臨めるように，
担任の先生に協力してもらいましょう。

結果のとりまとめまでのスケジューリングをしっかりと！

体力テストの結果を家庭生活や実生活に生かそう！

（２）運動会・体育祭（小・中学校）

Point
・体育的行事の要
・児童生徒の主体的な

①起案

活動に

ア 時期
時期は，ＰＴＡと相談して前年度に決定しておく。
運動会・体育祭の練習が始まる２ヶ月前の職員会議で提案します。多くの項目にわたっ
て，ＰＴＡ，全職員が関わる大きな行事なので，計画の準備は早めに行うことが大切です。
イ 内容
どんな運動会・体育祭にするのかを，前年度の実施後に集約した全職員の反省をもとに
考えます。変更した方がよい点は，自分一人で考えるのではなく，体育部や他の先生方に
よく相談してから提案しましょう。
ウ 項目
・めあて
・時間（練習時間割，当日の日程）
・担当者（係，種目，練習，準備）
・プログラムの作成（種目順）
・係の人数（児童生徒数は毎年変わるため）
・各種締め切り日
（リレー選手決定，スローガン決定，係児童生徒決定，種目図提出など）
・用具の管理場所
（バトン，コーン，タイヤ，綱，紅白玉，大玉，はちまきなど）
（例） ・バトン

体育ロッカー

・コーン

体育館倉庫

・タイヤ

体育倉庫（外）

・はちまき

○棟階段下倉庫

・前年度の反省を集約したもの
エ 留意点
・各係の仕事内容と担当者及び，期日などが明確になるように配慮しましょう。
②練習期間
ア 全体練習
全体練習を取り仕切るのは，体育主任の役割です。しかし，応援合戦や歌を指導内容と
する時間もあります。その場合は，応援係の担当や音楽主任にその時間は担当してもらう
とよいです。
（例：入場１５分…体育主任，応援練習２０分…○○先生，歌１０分…音楽
主任）
また，開閉会式の言葉や歌の指揮者といった数名の特別な役割のある代表児童生徒には，
事前に各学年や係の先生に指導を依頼しておくと，全体練習では全児童生徒の動きの確認
に集中できます。準備運動も各学年の練習の時に取り入れることで，全体練習の中では短
時間で済みます。どちらも事前に各担当者に依頼しておくことが必要になります。

全体練習は，できるだけ少ない時数で計画しましょう。練習がスムーズに進行できない
場合も考えられるので，常に教務主任と連携を図り時間管理をすることが大切です。
さらに中学校では，体育祭実行委員や生徒会が主体になって練習を進めることが考えら
れます。生徒主体に運営が進むよう，事前の段階での指導が体育主任の仕事として重要に
なってきます。
イ 縦割り活動
学校の実態によりますが，小学校では紅白，中学校では複数の団で応援合戦や縦割り種
目を行うことがあります。特に中学校の体育祭では縦割りの応援団員が中心となって，生
徒主体の応援合戦や種目の練習をする時間があります。その際の注意事項や，約束事（例：
活動時間・活動場所・使用していいものなど）をしっかりと共通理解しておきましょう。
約束事をしっかりと守ることで公平性が保たれ，勝敗の結果を受け入れる態度にもつなが
ります。
ウ 環境づくり
運動会・体育祭の練習期間には，グラウンドのラインや放送機器，テントといったそ
の期間特有の用具類が必要になります。体育主任だけですべてを整えるのではなく，体
育部員や他の先生方にも協力してもらうことが必要になります。テントの設営などは，
教務主任に相談して職員作業の時間を設定してもらいましょう。柱は杭に固定するなど
安全面にしっかり配慮しましょう。ラインパウダーの使用も多いため残量に気を配り，
早めに注文することも大切です。
エ 種目図の印刷・製本
提出された種目図を必要枚数印刷し，製本します。部数は，職員と各係で必要な部数
の合計になります。印刷前に各係でどれだけ必要なのかを確認しておきましょう。製本
は，最初の係打ち合わせまでには済ませておきましょう。製本は，一人でやるのは大変
です。体育部の先生や，他の先生方に手伝ってもらうなど協力して行いましょう。
オ 予行練習
予行練習では，種目の安全面や流れ，係間の連携などを確認することが目的です｡本番
の勝敗がある程度予想されてしまうと，児童生徒の楽しさも半減してしまうため，目的
が達成できる範囲で実施することが大切です。以下は，その目安です。
・開閉会式…流れのみ実施
・個人種目…３レースのみ実施
・団体種目…完全実施
・表現種目…完全実施
・リレー …入退場のみ実施
・全校種目…入退場のみ実施
予行の実施計画として，どれだけ実施するのかを記入した一覧表を全職員に配ってお
くと，スムーズに流れます。放課後には全職員で反省を行い，当日までの練習で修正で
きるように修正点を把握して指示が出せるようにするとともに，共通理解をします。
カ プログラムの編成
係の児童生徒の仕事と自分たちの種目が連続してしまうと，入場門への整列に間に合
わなくなる恐れがあります。前年度までの順番で支障が無ければ，変更しない方がよい
でしょう。もし変更するならば，その順番で当日の運動会・体育祭がスムーズに流れる
かどうかをよく検討することが大切です。

キ 実行委員会
実行委員が中心となって種目内容や参加者の確認をしたり，準備物を用意したりする
ことも考えられます。その際には，まず第一に安全に行える内容であるかを検討しまし
ょう。その上で，見応え，ユーモア，楽しさなどをチェックしましょう。
③前日
会場作成で，どうしても当日にしかできないことを除いた全てのことを終わらせます。そ
の際，詳しい会場設計図を用意しておけば各担当で動くことができます。起案の段階で前日
準備の役割を明確にしてはおきますが，進み具合は仕事内容や天候などによって違ってきま
す。例えば，前日の雨で濡れているところがあるため，校庭の水取りをしなければならない
場合，人手がまわるようにしなければなりません。このように全体を見渡して進行状況を把
握し，臨機応変に指示を出せるようにしましょう。体育主任は，最後の仕事が終わったら，
必ず全てチェックしましょう。
④当日
態度決定は管理職と行います。看板や万国旗など，当日に設置する予定のものは，事前に
役割を決めておき，スムーズに行います。また，会場が完成した段階で，テントや看板，入
退場門の位置などを写真に撮って残しておくと，次年度の準備の時に安心です。
ここまでできれば，ひと安心です。運動会・体育祭が進行したら，消えかけているライン
を引き直したり，人手が足らなさそうな係を手伝いに行ったり，会場全体を見渡して動きま
しょう。
そして，忘れてはならないのが安全面への配慮です。気温が高い場合には熱中症の心配も
あります。途中で水分を補給するよう，競技の合間に全体へ指示することも必要です。また，
会場内で就学前の小さい子が遊具や，運動会・体育祭で準備している用具のそばで遊んでい
ることもあります。保護者の方に小さな子供から目を離さないよう呼びかけの放送を入れる
ことも場合によっては必要になります。
⑤実施後
ア 片付けについて
片付けは，できる限りその日のうちに進めます。その際，ぜひ保護者に協力依頼を呼び
かけるとよいでしょう。どこにどのように片付けるのかを指示し，テントや入退場門，看
板などの片付けを会場にいるたくさんの保護者に手伝ってもらうと，短時間で片付けられ
ます。ＰＴＡの役員さんに協力していただき，一緒に呼びかけをしてもらえるよう，事前
に頼んでおくとよいです。そのためにも，片付ける場所等は全職員であらかじめ共通理解
をしておきましょう。
イ 反省
全職員に反省を記入する用紙を配り早めに提出してもらいましょう。記憶が新しいうち
の方が次年度へつながる意見がたくさん集まります。以下が主な項目として考えられます。
・各種目について

・時期や練習時間について

・各係について

・各種用具の保管場所について

⑥体育主任として
□児童生徒にとって魅力のある運動会・体育祭にしましょう。
□全職員が各自の役割を果たせるよう，連絡調整役として動きましょう。
□保護者も楽しめる行事にしましょう。

⑦参考資料（種目演技図例）

事前の確認・準備をしっかりと行い，当日は，全体を見渡
しながら，スムーズな運営に努めましょう。
そして，実施後の反省を次年度に生かし，さらに充実した
運動会・体育祭にしましょう。

（３）陸上競技大会（小・中学校）
Point ・時間，期間の設定を慎重に
・協力体制の確立を（ほう・れん・そう）

①心構え
陸上運動や陸上競技は，授業で行う他，各地区で競技大会が開催され，学校全体の盛り上
がりにつながります。そこで，小学校では，多くの教員と協力して指導することが必要です。
体育主任として，全職員が協力して取り組めるようマネジメントをすることが大切です。中
学校においては，体育部で連携して計画的に進めましょう。
②小学校
時期

実施内容

注意点・ポイント

大

・職員会議での起案

○学校規模，校庭の広さ，施設・用具などの実態に応じて，各

会
２

・用具や施設の確認

種目の指導に何人必要なのか，体育部で話し合っておく。
（
「短
距離走・ハードル走・リレー」を１ブロックにするなど工夫

か

を。
）

月

○起案前に，各種目の担当となる職員に事前確認を行う。

前

○児童のモチベーションを上げるために，教室や廊下に，
「大会
記録や昨年度の優勝記録」等を掲示しておく。

練

・約束事項の確認（職 ○時間や服装，ルールなどの基本的約束事の他，円陣や応援の

習

員，児童）

仕方，準備運動の仕方なども定めて統一することで，ルーテ

開

・練習指導（安全面配

始

慮）
・記録の測定

選
手
選
考

・測定した記録を基に ○ベスト記録だけでなく，徐々に調子を上げてきた児童にも注

大

・選手の発表

会

・当日のシミュレーシ

直

ィーンが確立し，モチベーション・パフォーマンスの向上に
つながる。
○できる限り毎日記録をとり，選手決定の際の材料にする。

学年担当職員と体育

目する。また，欠席やケガが多い児童，自分の力を発揮でき

部で話し合う。

ない児童にどのようなアドバイスをするか，陸上をきっかけ
に自信をもてるように指導する。

ョン

前

○選手発表の際に，
「選手は学校代表」
「選手になれなかった児
童の気持ちも考えて」という意識を強くもたせる。また，選
手になれなかった児童へのこれまでの努力に対する賞賛を行う。
○当日の持ち物や時間，約束事項などを，文書を用いて分かり
やすく児童に伝える。また，保護者宛の文書も作成する。そ
の際，駐車場所や応援エリア等についても記載する。
○体育主任として，大会の運営と審判業務の確認もしておく。

大

・参加者の出欠確認， ○健康観察の結果，補欠児童を出場させる場合には本人への確

会
当

健康観察
・大会参加

日

認と大会本部への届け出が必要である。
○バスの乗り方，会場使用上の注意，競技・応援の態度を指導
する。
○大会運営及び審判業務を責任をもって行う。

③中学校
時期

実施内容

注意点・ポイント

大
会

・職員会議での起案
・用具や施設の確認

２

・各部活動顧問との連

か

絡・調整・確認

※２「小学校」参照
○起案前に，各種目の担当となる職員に事前確認を行う。また，
陸上練習に参加する生徒が所属する部活動顧問に相談・確認
も重要である。
（協力を依頼する。
）
○起案例
例１：毎週○曜日（週１～３日）
，放課後の部活動の始めの

月
前

30 分程度を利用して陸上練習を行う。
例２：休日の朝（練習試合や冠杯の日は除き）７：30～
８：30 の１時間を「陸上タイム」として位置付ける。
練

・練習参加生徒の選抜 ※２「小学校」参照

習

・約束事項の確認（職 ○大会規則を確認し，各種目のエントリー可能人数プラス補欠

開
始

１～２名の生徒で練習する。その際，①種目毎のエントリー

員，生徒）
・練習指導（安全面配
慮）

数と補欠補充可能時期、②当日参加できる人数は何人なのか，
という２点を練習に参加している生徒全員に伝える。
○終了時刻を守り，その後確実に各部に生徒を戻す。
（陸上練習

・記録の測定

と部活動の両立）
選
手
選

・測定した記録を基に ※２「小学校」参照
体育部と各種目担 ○補欠・補助生徒へ，当日の役割を伝える。
（応援やベンチ作り
当で話し合う。

など。また，当日朝の入れ替えがあるということも含む。
）

考
大
会
直

・選手の発表
※２「小学校」参照
・当日のシミュレーシ ○選手発表は，選手になった生徒にとっても，選手になれなか
ョン

った選手にとっても納得のいくように行いたい。

前
大

・参加者の出欠確認， ※２「小学校」参照

会

健康観察

当

・大会参加

日

競技大会に向けた取組を通して，
児童生徒に多くのことを学ばせましょう。

（４）水

泳
Point
・早めの計画が大切
・衛生管理，安全面を重視

①実施前
ア プールの管理計画の作成
実施開始までに，ろ過機等の点検，プールの清掃や用具の準備，水質の検査など
を実施し，実施期間中の清掃や毎日の片付け，ろ過機の運転等を考えて作成します。
イ 準備開始
・清掃に関しては，用具の準備などの打ち合わせを，体育部や養護教諭，教頭先生
としておく必要があります。
・清掃を児童生徒が行う場合，衛生面や怪我に気を付けて行う必要があります。
・水質の管理上必要となる固形塩素や液体塩素の発注については，使用量を考えて
行います。
・実施前のろ過機の点検を，専門の業者に依頼して行ってもらいましょう。
・毎日の水質を管理する上で，ろ過機等の操作の講習会を実施しましょう。
・ビート板など水泳用具の確認と準備を行います。
・プールで溺れたり，急に体調が悪くなり AED が必要になったりする場合があ
ります。救助法の講習会を行いましょう。
②実施に当たって
ア 実施の判断
・基準を明確にし，日々の実施の判断をしましょう。
※基本的に，水温は 23℃以上であることが望ましく，上級者や小学校高学年
であっても 22℃以上の水温が適当といえます。ただし，これはあくまで目
安であり，実施するかどうかは，対象者の学年，能力，水温，気温，学習内
容などを考慮して判断することが大切です。
イ 衛生管理
・水質の管理のために，ろ過機の作動と残留塩素の確認および塩素の使用，落ち葉
や虫，砂などの汚れの除去作業を毎日計画的に行いましょう。
※遊離残留塩素濃度は 0.4mg／ℓ以上で 1.0ｍｇ／ℓ以下であることが望まし
いです。
・プールサイドや，シャワーを浴びる場所などを清潔に保ちましょう。
・水を汚さないように体をよく洗うことと，ワックスなどの整髪剤を使用しない
ことを徹底させましょう。

ウ 児童生徒の体調の確認
・実施に当たって，必ず体調の確認を行います。
※学校種や，各校の考え方に違いはありますが，特に小学校の場合は，事故防止
のために，毎回保護者の同意を得ましょう。
（中学校・高等学校においても，参加確認の用紙は実施前に必ず保護者に配付し，
参加の確認をしましょう。
）
エ 安全管理と事故防止
・プールでの行動の仕方，入水の仕方など，安全
面に関する約束を徹底させ，事故の防止に努め
ます。
・プールサイドの整理整頓や水中の異物の確認，
排水口の点検，出入り口の施錠など，施設の管
理を徹底し，事故の防止に努めます。
オ 事故時の対応
・事故が起こった場合は，すみやかに適切に対応しましょう。
＜水泳での事故例＞
①体調不良により，プールから上がった後，プールサイドで転倒
②持病により，水泳中に意識を失い溺れてしまった
③プールサイドを走っていて転倒し，頭部損傷
④入水時に，プールに対して垂直に跳び込み，頭頸部損傷
カ 日々の記録
・プール日誌を用意し，授業ごとの活動状況の記録と水質管理のためのろ過機の作
動の記録などを記入します。
キ 着衣泳を行う場合
・着衣泳は危険を伴うことを十分に理解させます。
・水の事故を未然に防ぐために行い，着衣のままで泳ぐことの難しさを体験させる
と同時に対応の仕方を学ばせることを目的とします。着衣で泳ぐことが指導の目
的にならないように気を付けましょう。特に小学校の低学年や泳ぎの苦手な児童
生徒については配慮が必要です。
・プールの水を汚さないために，洗濯したものや清潔なものを使用させます。
ク 学校で実施できない場合に地域のプールを使用する場合
・実施計画を作成します。
・移動に関する方法と予算を相談します。
※学校体育実技指導資料第 4 集「水泳指導の手引（三訂版）」
：文部科学省発行（平成 26 年 3 月）を，ぜひ参考にしてください。

③実施後
ア プールの清掃と片付け
・用具の片付けやプールサイドの清掃を行います。
・水泳の授業がすべて終了したら，ろ過機のメンテナンスを，専門の業者に依頼し
て行ってもらいましょう。
イ プール施設の施錠と定期的な確認
・プールの出入り口を施錠し，無断で児童生徒及び外部の方が入らないように管理
をし，事故やトラブルを未然に防ぎましょう。なお，定期的にプール施設の異常
がないかを確認しましょう。

□ 着替えの場所は十分に配慮されていますか
□ 見学者への対応は統一されていますか
□ 水泳を実施しない児童生徒の評価方法は統一されていますか
□ 水泳実施直後の授業の服装は整えられていますか
□ 夏休み中のプールの管理はできていますか

＜参考資料＞ 小学校で保護者の同意を確認するために使用する水泳学習カードの例
水泳学習カード

安全に学習できる環境づくりを！

（５）校内持久走大会（小学校）

Point
・早めの起案が大切
・体育授業との関連
を図る

①起案
ア 時期
11 月の終わりから 12 月の初めに実施する学校が多いと思います。それに伴い，大会
に向けて休み時間等に全校練習などを行う学校も多いため，練習期間の日数によっては，
10 月の初めには作成する必要があります。
イ 内容
昨年度の大会後に集約された反省事項をもとに，今年度の内容を考えていきます。
公道を使う場合には警察に道路使用許可をもらう必要があります。書式は県警のホーム
ページからダウンロードできますが，地域の警察署との連携を密にとりながら進めること
が大切です。教頭先生とよく相談をして申請を行いましょう。
ウ 項目
・ねらい
・時間（練習期間，当日の日程）
・担当者（係，準備）
・用具の管理場所
・参加希望調査（保護者向け文書）
・がんばりカード
・保護者ボランティアの活用
②練習期間
ア 全体練習
小学校では業間休み等を活用して，ランニングタイムなどを設けます。その際，児童の
体調管理が最も大切です。全職員がグラウンドに出て，一緒に走ることで，児童の様子を
しっかりと観察することが大切です。児童の走っている時の様子がよく分かるように，教
師は反対回りで走るといった工夫も考えられます。
また，理由があって練習に参加できない児童の居場所を，確保しておく必要があります。
例えば，各教室にいると管理ができないため，保健室に待機するなど学校の実態に応じて
対応しましょう。
イ 環境づくり
持久走の練習期間は，グラウンドのラインが必要になります。グラウンドの広さや児童
数によっては，１つのトラックでは狭くなるため２重，３重のトラックを作ることも必要
になります。運動会同様ラインパウダーの使用が多くなるため残量に気を配り，早めに注
文することも大切です。中学校や高等学校では，校外に出て練習する学校も考えられます
ので，警察に道路使用許可を得てから，安全面には十分配慮して実施しましょう。

③当日
態度決定は管理職と行います。
保護者ボランティアを活用するときは，保護者へ役割の指示をして所定の場所へ移動して
もらいます。ここまでの運営面の確認をして大会をスタートさせます。最も大切なのは児童
の健康管理です。体調不良や事故が起きた場合の緊急連絡体制について必ず共通理解をして
おきましょう。
④実施後
ア 反省
全職員に反省を記入する用紙を配り，早めに提出してもらいます。記憶が新しいうちの
方が，次年度へつながる意見がたくさん集まります。以下が主な項目として考えられます。
・係について
・時期や練習時間について
・各種用具の保管場所について
イ 賞状・記録証
児童の取組を認め，賞賛するということで賞状や完走賞を発行するとよいでしょう。児
童生徒数によってはたくさんの量を作成することになるので，コンピュータにストップウ
ォッチのソフトを入れて使用するなど工夫すると，プリンターで名前や記録を印刷するこ
とができます。最初は大変ですが，そのシステムを一度作成することで，かなりの業務の
軽減を図ることができます。
（計測ミスを防ぐため，手動のストップウォッチも用意して
おきましょう。
）コンピュータによる賞状作成システムを実施するには，コンピュータが
得意な先生に相談してみるとよいでしょう。
⑤体育主任として
□目標を明確にして，練習や大会に臨めるように担任に協力してもらいましょう。
□練習に意欲的に取り組めるよう，環境づくり（ライン引き等）に努めましょう。
□持久走に対する意欲を高めるような仕掛けをたくさんしましょう。
（特に苦手な子）

見通しのある練習計画，適した環境づくりで，
児童の頑張りがたくさん見られる大会に！

⑥参考資料（賞状・完走賞例）

（６）駅 伝（中学校）
（６）

Point
・長距離走を楽しく感じさせる！
・モチベーションの高め方・持続

①心構え
中学生期は特に「持久力・心肺機能」が著しく伸びる時期と言われています。長距離走の
中でも駅伝は，個人競技ではなく襷をつなぐ団体競技です。一人の力で結果が決まるもので
はないため，チームワークがとても重要です。生徒同士・教師と生徒の絆は，非常に強いも
のです。
長距離走は単調で，同じ動きを継続する運動です。その単調な動きの運動を，どのような
手法で生徒に指導し，力を付けさせるかを体育教師として考えることが大切です。
②協力体制
10 月の地区大会や 11 月の県大会に向けて，夏休み前後から活動が始まる中学校が多く
見られます。４～５か月と長丁場の指導になるため，事前に協力体制や役割分担の確認が必
要不可欠です。
③指導の際のポイント
駅伝（長距離走）は，日常の生活から精神面の安定が重要であり，生徒のモチベーション
を高める事が大切です。時間や約束を守る，宿題など必要なことを後回しにしない，美しい
姿勢を心がけるなど，日頃から指導することで，競技力を高めるだけでなく，人間としての
成長もあわせて助長することができます。
ア 日々の練習例
・時間走
一定時間，あるいは定めたラップで走る。距離を踏んで「走ること」に慣れる，リラ
ックスしたフォームをつくる，集団で走りチームの意識を高めることができます。
【200m トラックの場合 １周 45～60 秒で 10～２0 周など】
・インターバル走
速く走るところとゆっくり走るところを交互に行い，持久力とスピードを鍛えること
ができます。
【200m（１周）を 34～40 秒（男子）
，38～44 秒（女子）
→ 100m ジョグを１セットとして，10～15 セット繰り返す。
生徒の実態に応じて，距離・タイム・セット数を調整する。
】
・レペティション
各回の運動負荷の間に十分な休息の時間をとり，より速いスピードにチャレンジする
ことができます。
【400m～800m をほぼトップスピードで走る。休養を 10 分ほどはさみ，４～10
セット行う。
】
・ビルドアップ
決められた距離ごとにラップを徐々に上げ，スピード・持久力・精神力を強化するこ
とができます。

【１５周走る場合，１～３周目 60 秒／200m ４～６周目 57 秒／200m
１３～１５周目 48 秒／200m となる。
】
・タイムトライアル
レースのペースに慣れることをねらいとし，記録に挑戦する。レース形式でタイムを
計測し，選手選考の資料にもなります。
・フリージョグ
時間や距離だけを定め，リラックスして走ることで，疲れを取ったり調子を整えたり
することができます。ただしポイントを押さえて走るようにします。
【時間のフリージョグ ポイントはフォーム，ペース，呼吸など】
・試走
大会までに，実際のコースを走ります。歩きやゆっくりペースのジョグによって，コ
ースを把握します。細かいアップダウンや走路の凹凸，雨天時の水たまり位置や風向き
も頭に入れながら実施します。可能であれば，タイムトライアルを行います。
・襷の受け渡し
駅伝競走は襷の受け渡しにより中継となります。特に混み合った場所やスピードが
速くなった場面での襷の受け渡しには練習が必要です。日頃の練習から，走りながら襷
をかけたりとったりすることや，スピードに乗りながら繋ぐことを練習します。
イ 練習期間
各学校の実情に応じて定める必要があります。
・年間を通して（朝練・放課後３０分程度・毎週○曜日の放課後・毎週土日どちらか等）
・総体終了後から
・夏休みから
ウ 練習時間
上記イの練習期間同様，各学校の実情に応じて定める必要があります。
・平日
時間を決めて練習する。曜日を指定する。
・休日
朝（８時頃から）行う・昼前後に行う（午後練習の部の生徒も参加しやすい）
・各部
の活動時間に合わせて流動的に行う。
◎ イ，ウについては，学校長の許可が必要であり，各部活動顧問の先生との細かい相談や調
整，確認が必要不可欠です。該当生徒が，所属する部活動や駅伝で活躍できるよう練習期間・
練習時間を上手にマネジメントすることが，体育主任にとって大切なことです。
また，体育祭，新人戦，合唱祭など，様々な行事と時期的に重なるため，校内で優先順位
を決め，職員・生徒間で共通理解を図っておくことも不可欠です。

生徒への励まし・心のケアを大切に！

（７）なわとび大会・なわとび検定（小学校）
Point

①起案
ア 時期

・体育授業との関連を図る・期間を考える

１月から２月に実施する学校が多いと思います。それに伴い，大会に向けて休み時間等
に全校練習などを行う学校も多いため，練習期間の日数によっては，11 月に作成する必
要があります。
イ 内容
なわとび大会は校内で１週間ほどの期間を設け，その中で各学年や低・中・高学年ブロ
ック単位で都合のよい日時を選んで実施する学校が多いと思います。各学年・ブロックに
よって技の種類や数には違いが出てくるでしょう。
ウ 項目
・ねらい
・時間（練習期間，当日の日程）
・担当者（係，準備）
・表彰者の対応（賞状，メダル，記録証など）
・検定カード
・技の種類，数
・スポーツチャレンジ（８の字とび）への参加について
②練習期間
ア なわとび検定
体育の授業や休み時間に個人跳びの検定を行っていきます。単年のものでなく６年間継
続できるような検定カードを作成すると，級の上昇が児童の励みや目標につながっていき
ます。教師もその児童の伸びを認めることができます。
また，検定をするにあたって，低学年児童は数えるのが難しく，正確に検定が行えない
こともあります。担任の先生一人で学級の児童全員の検定をすると，一人ずつの検定回数
が少なくなってしまうため，高学年児童とペアで活動する時間を設定して検定することで，
数多くチャレンジができるようになります。
イ スポーツチャレンジ（８の字とび）への参加
県内の全学校が参加可能なランキングです。体力だけでなく学級の団結力，運動への関
心も高まるため，積極的に参加するように呼びかけましょう。児童の意欲を向上させる手
立てとして，体育委員会の活動の中で校内のランキングがリアルタイムでわかるような掲
示物を作成したり，給食の時間の放送で上位の学級を知らせたりすることも効果的です。
また，苦手な児童がなわとび嫌いにならないように，縄を回す速さを変えたグループを
編成して，ランキングにチャレンジするようにしてもよいでしょう。

③当日
最も大切なことは児童の健康管理です。各学年・ブロックごとに場所や健康状態に注意し
てもらうよう声をかけましょう。
④実施後
ア 反省
全職員に反省を記入する用紙を配付し，早めに提出してもらいましょう。記憶が新しい
うちの方が，次年度へつながる意見がたくさん集まります。以下が主な項目として考えら
れます。
・種目について
・時期や練習時間について
イ 賞状・記録証
持久走大会と同様，手書きではなくコンピュータを使って作成できるシステムを作るこ
とで，短時間でできます。もちろん賞状や記録証を配付して，各学年学級に作成を依頼す
る方法もあります。
⑤体育主任として
□児童の運動に対する関心を高め，運動に親しむ機会を多く作れるようにしましょう。
□児童が自己の伸びを実感できる検定や大会にしましょう。
□全職員にねらいを共通理解してもらって，指導にあたってもらいましょう。
⑥参考資料（なわとび検定表）

休み時間にも積極的に取り組めるような声かけをしよう！
一人一人の伸びを認めよう！
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