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平成 28 年度研究成果報告書《平成 28年度教育課程研究指定校事業》        【継続】 
都道府県・ 

指定都市番号 
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指定都市名 
北海道 

研究課題番号・校種名 ２ 中学校 

教科名 保健体育 

 

研究課題 

 

◇体育分野と保健分野の両方を取り組むものとする 
【体育分野】 
○今回の中学校学習指導要領保健体育の改訂の重点である指導内容の明確化（中学校学

習指導要領解説保健体育編 p9）を踏まえ，指導が難しいとされる下記の②についての

研究 
 ②運動を合理的に実践するため，運動の技能や知識を活用するなどの思考力・判断力を

育成するための指導や評価方法等の工夫改善についての研究 
【保健分野】 
○個人生活における健康課題を把握し，その解決を目指して具体的に考え，判断し，それ

らを表現する力の育成を図り，以下の単元における「知識を活用する学習活動を取り入

れる指導方法の工夫」のための具体的な指導方法等の研究開発 

 ・第 1 学年の「(1)心身の機能の発達と心の健康」  
・第 2 学年の「(3)傷害の防止」 ・第 3 学年の「(4)健康な生活と疾病の予防」 
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所在地（電話番号） 北海道札幌市北区あいの里 5 条 3 丁目 1-11 ℡011-778-0481 
研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.hue-fsj.ed.jp/study/2012/05/post-1.html 
研究のキーワード 

「自律」と「共栄」に向かう学び 学び合い 学び方 

研究結果のポイント 

○「学び方」と「評価」を組み合わせることで，課題解決の選択肢の中から現在の状況を取り入れた

解決方法の計画を検討することができ，研究課題である思考力・判断力等を高めることができた。 

○様々な状況や要因を比較・分類・関連付けすることで，既習の知識・技能を選択し，課題解決のた

めの方法（仮説）を考えることでき，研究課題である思考力・判断力等を高めることができた。 

○他者と関わる学びを重視することで，課題を解決するための方法を，多角的に検討するなどの探究

する活動を工夫することができた。 
 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

自己を 拓
ひ ら

き，協創
きょうそう

する生徒の育成  －「自律」と「共栄」に向かう学びの展開－ 

（２）研究主題設定の理由 

 昨年度までは「問い」を活かす授業を研究の手立てとし，生徒自らが「問い」を生み，「問う」ことの

価値を実感する学び合いによって，研究主題に迫るものであった。本校では，「問い」を，これまでの自

分の認識や経験の違いから生じた疑問のうち，解決したいと強く思うものとし，「問う」を「問い」を解

決するために他者に働きかける行為と定義した。「問う」行為は，対話や協議などにより言語活動を充実

させ，思考力・判断力等の育成を目指すものであった。この研究実践の成果は，生徒自らが「問い」を

生むことで，解決したいという強い思いや願いを想起する内面的なアプローチにより，自らの力で探究

しようとする意欲を高め，粘り強く「学び」に向かう姿勢が見られたり，他者と協同して課題を解決し

たりする姿が見られたことである。しかし，自己を客観的に捉えたり，特に自信のないことには自らの
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殻を破って他者に働きかけたりすることには課題が残った。加えて，理想の姿を的確に描いたり，他者

との関わりを通して問題を見付けたり，課題を整理したりすることや，解決の方法を的確に選択する等

の力については不足するところも多いと捉えている。これらの成果と課題から，新たな研究主題を「自

己を拓き，協創する生徒の育成」と設定した。 
 

（３）研究体制 

・本校全教員出席による会議にての研究討議（週１回） ・本校研究部との連携（月 8 回）  
・札幌市学校体育研究連盟の中学ブロック研究会議での学習案検討（月 1 回） 
・大学教員との連携，及び，指導検討会の実施（月 2 回） 

 
（４）２年間の主な取組 

平 

成 

27 

年 

度 

06 月 16 日 札幌市教育研究推進事業研究集会にて研究実践発表 
07 月 27 日 教育研究大会にて体育分野・保健分野の公開授業 【高橋調査官，森調査官訪問】 
10 月 14 日 札幌市教育研究推進事業研究集会にて研究実践発表 
10 月 16 日 北海道学校体育研究連盟全道大会にて研究実践発表 

11 月 04 日 体育分野の公開研究授業【文部科学省初等中等教育局教育課程課 大杉室長訪問】 

平 

成 

28 

年 

度 

06 月 16 日 札幌市教育研究推進事業研究集会にて研究実践発表 
07 月 26 日 教育研究大会にて体育分野・保健分野の公開授業 【高橋調査官，森調査官訪問】 
10 月 12 日 札幌市教育研究推進事業研究集会にて研究実践発表 
10 月 14 日 北海道学校体育研究連盟全道大会にて研究実践発表 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

 研究主題である「自己を拓き，協創する生徒」の具体的な姿を「自他の理想の姿を描き，その実現に

向けて自ら他者や対象に働きかけ，互いのよさを活かしながら，新たな知を創り築き上げ，自己を更新

していくことができること」とした。この「自己を拓き，協創する生徒」の育成に向け，研究仮説を『自

己を拓き，協創する生徒は，「自律」と「共栄」に向かう学びの展開によって育成することができる。』

と設定した。この「自律」と「共栄」に向かう学びとは，「互いの成長を支え共に活かし合い，学びの見

通しをもちながら，解決の方法を計画したり資源を選択したりすることを通して知を獲得し，自ら学ぶ

意欲を生み出す学び」と定義した。 

これまでの実践や先行研究から，他者との関わりの中から自己理解を進め，自己実現に向けて自ら

の意思で学びを進める「自律」を身に付けていく必要があると考えた。よって，「自律」は，自身を律

してコントロールすることだけではなく，他者との関わりの中から自己を改善し，自己に必要なこと

を模索することであり，そのためには，他者と学ぶ場において，自ら学ぶ力を身に付ける必要がある

と考えた。また，「共栄」は，相手の立場を尊重しながらも，時には成長に必要な視点をはっきりと示

したり，仲間とは異なる考えを伝えたりしながら，互いに磨き合うことを思いとして込め，関わる者

同士の全ての成長を願い，切磋琢磨しながら，共に高め合っていくこととした。 

 これらの視点を踏まえた「自律」と「共栄」に向かう学びを展開することで，これまでに身に付けた

知識や技能を活用し，思考力・判断力等を高め，求める生徒の姿を目指していくこととした。 
 
（２）具体的な研究活動 

思考・判断に関する指導内容は，体育分野においては，課題に応じた運動の取り組み方を工夫するこ

とであり，保健分野では，健康課題の解決に向けた科学的な思考と正しい判断の下の意志決定や行動の

選択である。これらの指導内容から，生徒の思考力・判断力等を育成するための指導や評価方法として，

「自律」と「共栄」に向かう学びを設定した。「自律」は，習得した知識や技能を活用して，課題の解決
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の方法を考えたり，必要な情報を選択したりすることで課題解決に到達し，新たな知を獲得することで，

自ら学ぶ意欲を生み出すことになる。「共栄」は，他者と共に成長しようとする関わりによって，より具

体的に，より適切に課題解決の在り方を探究することになり，保健体育科の目標に迫るための一助とな

る。これらを踏まえ，思考力・判断力等を育成する指導や評価方法として，具体的な研究内容を，「自

律」に関わる視点と，「共栄」に関わる視点として以下の通りに設定し，研究実践を進めた。 
Ａ「自律」に向かう視点の手立て 

①【体育分野】【保健分野】▶「学び方」と「評価」を組み合わせた解決方法の計画 

②【体育分野】【保健分野】▶比較・分類・関連付けによる既習の知識・技能の選択を目指した仮説の設定 

Ｂ「共栄」に向かう視点の手立て 

①【体育分野】【保健分野】▶理想の姿を共有化した協同的な学びの展開 
②【体育分野】【保健分野】▶役割分化と個人目標を設定したチームラーニングの展開 

 

３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

Ａ「自律」に向かう視点の手立て 

○「学び方」と「評価」を組み合わせた解決方法の計画 

体育分野 バスケットボール（１年生） 

「●●すると■■が明らかになる」「▲▲を利用すると◆◆ができるようになる」など，わかり方や知り

方，身に付け方についての「学び方」の理解は，新たな学びに向かうときに必ず必要となる。よって，

これまで身に付けた知識や技能は，どのようにして獲得したのか，その方法と結果を結び付け，理解

していくことが，直面した新たな課題を解決するための方法を考えるときに必要となる。しかし，現

在や未来の自らや他者の状況を把握していなければ，「学び方」だけを活用しても，適切な解決方法を

計画することはできない。そこで，「この後▲▲に変化するので，●●すると■■が明らかになる」，「今

の自分は●●だから，▲▲を利用すると◆◆ができるようになる」というように，「学び方」と「評価」

（状況把握）を組み合わせることで，適切な解決の方法に迫る手立てとすることにした。 

第 1 学年のバスケットボールにおいて「作戦を実行するゲームで，分担した役割に応じた協力の仕

方を見付けることができる。」を本時の目標としたとき，「役割分化」をメインとした作戦を考えるこ

とした。作戦の実行状況をハーフタイムに評価することで，チームの課題を解決する方法を再構築す

ることとした。作戦を立てるという「自律」に向かう視点については，これまでのゲーム分析から，

チーム内の特徴を捉え，Ａ君はポストマン，Ｂちゃんはスクリーンを，Ｃ君は右側から走り込むシュ

ーターなど，役割を決定した。そして，ゲームの評価を取り入れ「今の私（たち）は●●だから，▲

▲を利用して◆◆を実行する」など，学び方と評価を組み合わせた作戦の計画を再構築した。このよ

うに，それぞれの役割に着目し，学び方と評価を組み合わせた作戦の計画を立てることにより，個の

力や他者との対話を通して，深く思考したり，適切に判断したり，試行や検証したりすることで，思

考力・判断力等を高めることができた。 
 

○比較・分類・関連付けによる既習の知識・技能の選択を目指した仮説の設定 

保健分野 欲求やストレスへの対処と心の健康（１年生） 

ストレスの適切な対処法（仮説）を仲間と検討し，友達や周囲の大人に相談することの価値の実感

（知の獲得）から今後の自己の在り方につなげていこうとする意欲を生み出すことを「自律」に向か

う視点とした。ストレスは気分転換を図ることで全て対処できるわけではなく，自分に合った対処法

の検討には，ストレッサーの性質によって選択する必要がある。ストレッサーが友人関係や勉強・進

路の場合，気分転換を図るなど一人での対処には限界がある。それは，ストレッサーの性質と既習内

容や自らの経験とを比較することでその認識は明らかとなる。そして，対処法の選択肢を増やすこと

の他に，相談による対処の価値を検証することとした。この検証は，授業者が被相談者となり，相談
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者に寄り添う意識がない不適切な対応の例を示すことで，被相談者に必要な視点と，相談者の心理状

況を捉えることとした。これらの捉えから，ストレッサーによっては，相談することに価値があるこ

とを実感し，その価値の説明により思考力・判断力等を高めることができた。 
 

Ｂ「共栄」に向かう視点の手立て 

○理想の姿を共有化した協同的な学びの展開 

体育分野 バレーボール（２年生） 

協同学習は，認知的目標と態度的目標の同時達成を意図して行われる。この態度的目標の側面に着

目することで，共に試行錯誤と切磋琢磨を繰り返しながら，仲間の学びに対する貢献，思いやりや感

謝の認識を深め，共に高め合っていく「共栄」に向かう視点を育むこととした。理想の姿を共有化す

ることは，単なる集まりであったグループが，目的を共有したチームへと変化する。そこで，共通の

目標を達成するために，チーム内で「実践」「援助」「評価」の 3つの役割と責任を明確にして活動や

対話に取り組む。ここで重要なことは，チーム内の活動や対話に平等性を確保することである。「実

践」「援助」「評価」の全ての役割を全員がローテーションして担当することで，「評価の役割のとき

●●さんの◆◆の視点で観察したので，自分が実践のときには◆◆の視点を大切にしよう。」と，仲間の実

践が自らの成長につながることが実感できる。また，「自分が実践したときに，▲▲くんがしっかりア

ドバイスをしてくれたので，▲▲くんの実践のときにはしっかりと援助してあげよう。」という実感

や，「自分が援助したとき，▲▲さんのアドバイスを活かしてサポートしよう。」という仲間の声に感

謝し貢献したいという認識が生まれる。このように，理想の姿を共有化した協同的な学びの展開によ

り，自分が本気で成長したいという気持ちを支えてくれる仲間がいることの実感，その仲間も自分が

支えなければならないという意識を高めることができた。この意識の醸成が，仲間と共に合理的な動

き方のポイントを見付けたり，課題を解決するための練習方法を選択したりするなどの思考力・判断

力等を高めることができた。 
 

○役割分化と個人目標を設定したチームラーニングの展開 

保健分野 欲求やストレスへの対処と心の健康（１年生） 

友達から悩みを打ち明けられたときに，真の相談相手になるために，自分に必要なことを発見する

ことができる姿を「共栄」に向かう視点とした。そのために，相談者・被相談者・分析者の役割によ

るロールプレイグを用いて，友達に悩みを相談するときに，相談者の中で何が起きていて，どのよう

な心の状況なのかを分析することとした。相談者の心理状況を広く深く捉えることは，実際に自分が

被相談者となったときに気を付けることや対応の在り方が見えてくる。要するに，ストレスを抱える

相談者の内面を捉えることは，同時に他者を助けてあげることができる力に変換できることの実感を

目指すものである。友達に相談されたときに力になってあげることができるという自信を生むこと

は，相談することはなぜ対処につながるのかという疑問の解消になり，実際にストレスを抱えたとき，

自らが友達や周囲の大人に相談していく行動力へとつなげることができるものと考える。相談者の心

理状況の把握と，ストレスを抱えたときに他者に相談することの価値を見出すことは，実際に相談さ

れたとき，相談者の状況を踏まえて「仲間を支えたい」という認識を生むことができるのである。 
 

（２）今後の取組 

 「自律」と「共栄」に向かう学びを展開することで，解決の方法を他者とより深く検討することが可

能となり，他者と共により成長する視点を踏まえることで，思考力・判断力等を高めることに寄与する

ことが明確なった。しかし，より適切に解決の方法を考えたり，他者を活かし合ったりする関わりを評

価する必要があると考える。よって，より「自律」と「共栄」に向かう学びを機能させるために，生徒

自ら「省察」することができる展開を検討していきたい。この取り組みは，平成 29年度の北海道教育大

学附属札幌中学校教育研究大会（H29.07.26）の研究授業において，その成果と課題を発信する。 


