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研究課題 

 

学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，学習指

導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実

践研究 

【体育分野】 
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目指して，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 
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所在地（電話番号） 〒901-0153 沖縄県那覇市宇栄原 2-23-1（TEL:098-917-3410） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://cms.nahaken-okn.ed.jp/oroku-jh/ 

研究のキーワード 

○思考力・判断力等の育成 ○関連を図った学習指導 ○学習カード等の工夫 ○言語活動の充実 

研究結果のポイント 

○ 第１学年の体育分野「体つくり運動」の内容と保健分野「欲求やストレスへの対処と心の健

康」の内容の指導との関連を図って指導したことにより，心と体が深くかかわっていることを

体育の学習指導では体験をとおして理解し，保健の学習指導では科学的に学ぶことをとおし

て，実感を伴った理解を深めることができた。 

○ 第２学年の陸上競技「ハードル走」の単元では，課題解決に向けて PDCAサイクル【練習の計

画（P），運動の実践（D），仲間との学び合い（C），練習計画の改善（A）】に繰り返し取り組

み，課題に応じた練習方法を選ぶこと，知識や技能の深まり，ハードリングの基本的な動き

や効率のよい動きを身に付けることができた。 

○ 第２学年の球技「サッカー」では，プレイヤーの人数，コートの広さ，用具，プレイ上の制限を

工夫したことで課題を追究しやすくなった。仲間と連携してゴール前の空いている場所に走り込

むためのポイントを見付ける場面では， ICT を活用することによって，生徒が客観的に振り返る

ことができた。さらに，思考･判断等の活動の際には，仲間と考え練習場面で試そうとしたプレイ

と，プロサッカー選手の試合場面におけるプレイが同様であることに気付き，生徒たちが達成感

を得ることができた。 

○ 第３学年の保健分野「感染症の予防」では，問いを選択して課題解決を図り，はじめの自分

の考え，グループによる意見交流後にまとめた考え，最後の考えに進むにつれ，感染源，感

染経路，抵抗力について，それぞれ対策が必要であることに気付き，インフルエンザなどの

感染症の予防について理解を深めることができた。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

心と体を一体としてとらえる保健体育学習の充実 

～思考力・判断力等の育成を目指す指導と学習カード等の工夫～ 

（２）研究主題設定の理由 

沖縄県はかつて長寿県を誇っていた。しかし， 2010年には男性の平均寿命が全国 30位，１位

を維持し続けてきた女性の平均寿命も全国３位まで順位を下げ，「330 ショック」という言葉が生ま



れるほど，健康に対して沖縄県全体が危機意識を持つきっかけとなった。本県の児童生徒においては，

体育授業以外に運動をしない割合が全国と比較して高いことが「平成 26 年度全国体力・運動能力，

運動習慣等調査（文部科学省）」で明らかとなった。屋外で仲間と遊ぶことから，屋内で，個人で過

ごす遊びへと変質し，遊びや運動における三間「時間・空間・仲間」の獲得機会が少ないことが原因

の一つと推察される。運動における三間の獲得を保障し，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の

育成や健康の保持増進のための実践力を育成することは，生涯を通じた健康づくりを担う保健体育の

授業づくりにおいて，重要であると考える。そこで本研究では，生徒の心身ともに健全な発達を促す

ためには心と体を一体としてとらえた指導が重要であることから，研究主題を「心と体を一体として

とらえる保健体育学習の充実」，サブテーマを「思考力・判断力等の育成を目指す指導と学習カー

ド等の工夫」と設定し，学んだ知識や技能を活用して課題解決を行う指導の充実と学習カード等の

工夫により，思考力・判断力等の育成が図られると考えた。 

（３）研究体制 

学校長・教頭・研究主任・養護教諭・保健体育科を研究推進チームとし，教材研究，授業研究，

評価の方法について研究を進めた。また他の機関と連携を図り指導や助言をいただき，多くの先

生方と継続して保健体育学習の研究ができるようにした。 

  ・那覇地区中学校体育研究会と連携し,単元計画検討会及び模擬授業 （H27:4回，H28:1回） 

・大学教員と連携し，理論研究や研究実践の進め方についての学習会（H27:3 回，H28:3回） 

・沖縄県教育庁保健体育課と連携し，公開授業，指導案の検討      （H27:3 回，H28:5回） 

（４）２年間の主な取組 

平

成

27

年

度 

7月 理論研究 那覇地区中学校体育研究会共催（講師：大学教員） 

7月 研究指定校視察 北海道教育大学附属札幌中学校 平成 27年度研究大会参観 

8月 理論研究 那覇地区中学校体育研究会共催（講師：前本研究会会長） 

10 月 校内研究授業にて保健分野の公開授業 

10 月 単元計画検討会（器械運動・保健）那覇地区中学校体育研究会共催 

11 月 本校研究協議会にて保健分野，体育分野の公開授業【森調査官・高橋調査官訪問】 

 2 月 国立教育政策研究所指定事業研究協議会【１年次】 

平

成

28

年

度 

5月 体育分野 授業実践Ⅰ【体つくり運動】 指導主事招聘 

6月 保健分野 授業実践Ⅰ【心身の機能の発達と心の健康】 校内研修 

7月 体育分野 授業実践Ⅱ【陸上競技】 那覇地区中学校体育研究会及び校内研修 

7月 保健分野 理論研究及び模擬授業  那覇地区中学校体育研究会及び指導主事招聘 

7月 国立教育政策研究所研究指定校視察 北海道教育大学附属札幌中学校 

9月 体育分野 教材研究【球技(サッカー）】 校内研修 

10月 保健分野 授業実践Ⅱ【生活行動・生活習慣と健康】  校内研修 

11月 検証授業【体育分野】球技・ゴール型，【保健分野】感染症の予防  指導主事招聘 

12 月 本校研究協議会にて保健分野，体育分野の公開授業【森調査官・高橋調査官訪問】 

2月 国立教育政策研究所指定事業研究協議会【２年次】 

2月 沖縄県内にて研究実践発表会を開催 

2月 九州体育･保健体育ネットワーク（福岡県）にて実践発表 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
保健体育科における思考・判断の指導内容は，体育分野の第１学年及び第２学年では「課題に応じた

運動の取り組み方の工夫」，第３学年では「自己の課題に応じた運動の取り組み方の工夫」であり，保

健分野では，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行う等の指導方法の工夫

である。本研究では，学習指導要領の趣旨を理解するとともに，思考力・判断力等の育成に向けた学習

指導と学習カード等の工夫改善及び，他者との学び合いをとおして言語活動の充実を図る。 
①体育分野について 
学習者同士が互いの演技のよさを認め合う，互いの運動課題について指摘し合う，互いに教え合



うなどのコミュニケーションを図る学習活動を充実する。また，運動の技能のポイントを明確に

し，課題解決に向けた学び合いをすることで思考力・判断力等の育成を図る。 
②保健分野について 
個人生活における健康・安全に関する課題や解決の方法を見付けたり，選んだりするなどの活

動や，健康に関する概念や原則を基に，自分たちの生活や事例と比較したり，関係を見付けたり

したことについて，筋道を立てて説明する活動を充実する。他者との学び合いの際には，自己の

考えを持って話し合いに臨ませ，他者の多様な考えに触れることで，課題に対する見方や考え方

を広げ，深めさせる。よりよい課題解決の方法を目指す取組で思考力・判断力等の育成を図る。 
その具体的な手立てについては，以下の２点とする。 

・学んだ知識や技能を活用して課題解決に取り組む学習指導の工夫 
  ・思考・判断等の過程がわかる学習カード及びワークシート等の工夫  

③研究テーマ「心と体を一体としてとらえる保健体育学習の充実」に迫る取組について 
第１学年において，体育分野「体つくり運動」の内容と保健分野「欲求やストレスへの対処と心の

健康」の内容について，関連を図った学習指導を行う。心と体が密接に関わり合っていることを体育

学習で体験を通して理解し，保健学習で科学的に学ぶことによって，実感を伴った理解を深める。 
（２）具体的な研究活動 
①体育分野について 
・生徒が積極的に「課題発見」，「課題解決」に取り組めるよう，習得・活用・探究（PDCA サイ

クル）の学習指導の工夫を行う。 
・課題解決に必要な知識や運動の技能を確実に習得し，課題解決のポイントを明確にする。 
・生徒に学習到達状況を評価するための評価基準表（ルーブリック）を明確に示し，個人やグル

ープでパフォーマンステストを行う。 
・課題解決に向けた学び合いの際には，見たり，考えたりしたことを素早く仲間に伝えるため，

付箋紙を用いる。 
・生徒の意欲を高め，課題追究できるよう，活動の条件や制限等を簡易化して活動を行う。 
・ICT の活用により，「課題発見」，「課題解決」及び 振り返り等の学習を充実する。 

②保健分野について 
・学習した知識を活用して学習したことと自分たちの生活や事例などと比較したり，関係を見付

けたりするなどして，筋道を立ててそれらを説明する学習活動を行う。 
・生徒が単元の見通しや学習の流れを理解し，振り返り及び学び直し等ができるよう，学習カード

及びワークシート等は小単元ごとで作成する。 
・自分の考えをまとめる際に，その理由や根拠を挙げて説明できるよう，発問の工夫を行う。 
・学習を自分のこととして捉えさせるため，学習形態は個→グループ（集団）→個とする。 

③研究テーマ「心と体を一体としてとらえる保健体育学習の充実」に迫る取組について 
・学習カードを工夫し表裏一枚で作成する。「体つくり運動」の単元初めに体ほぐしの運動を行い，

運動前後の心の状態を簡単な表情のイラストで示せるようにし，運動後の心の状態について，その理

由を説明する。そのため，保健分野においては，体育分野での体験を基に，心と体はどのように繋が

っているかを科学的に学び，実感を伴った理解を深める。 
・他者との学び合いの際には，理由や根拠を説明する活動やブレインストーミングを行う。 

 
３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

【成果】 
○体育分野について 
・習得・活用・探究（PDCA サイクル）の学習指導の工夫により，生徒が積極的に「課題発見」，

「課題解決」に取り組むことができた。その結果，課題に応じた練習方法を選ぶことや知識や技

能の深まり，基本的な動きや効率のよい動きを身に付けることができた。 
・生徒に学習到達状況を評価するための評価基準表（ルーブリック）を明確に示し，個人やグル



ープでパフォーマンステストを行うことにより，見たり，考えたりしたことを素早く仲間に伝え

ることができ，仲間からの指摘を基に，課題解決に向けて仲間と共に学び合うことができた。 
・チームミーティングにおいて，全ての生徒が自由に多くの意見を出せるよう，活動の条件や制限

等を簡易化するとともに，話し合を活発にするためブレインストーミングを行い，キーワード的に意

見をまとめることができた。また，まとめたキーワードを基に課題に応じた活動を選んだり，まだ試

していない活動を行うなど，効果的に課題追究することができた。 
・生徒たちが，ICT（タブレット映像）を効果的に活用することにより，学習活動の状況等を客観的

に振り返ることができた。特に，課題解決のポイントを見付ける場面では，チームミーティングが活

発となり，生徒たちの思考･判断した内容に達成感や価値づけ等を与えることができた。 
○保健分野について 
・学習した知識を活用して，学習したことと自分たちの生活や事例などと比較したり，関係を見

付けたりするなどして，筋道を立ててそれらを説明することができた。 
・発問の工夫により，生徒に解決したい問いを選ばせ，課題解決を図ることができ，意欲的に課題

に取り組むことができた。また，自分の考えを持ち，グループによる意見交換に臨んだ際には，他者

の多様な考えに触れ，理由や根拠を挙げて自分の考えをまとめることができた。 
・学習カード及びワークシート等の工夫により，生徒に単元の見通しや学習の流れを理解させ，まだ

理解が十分でない内容についての振り返り及び学び直し等を確実に行うことができた。 

○研究テーマ「心と体を一体としてとらえる保健体育学習の充実」に迫る取組について 
・体育分野では，個人，ペア，グループなど，様々な形態で自分に合った体ほぐしの運動を行うこと

により，体がほぐれるだけでなく，心までほぐれることを体験し，心の状態も軽やかになること等に

ついて，実感を伴って理解を深めることができた。 
・保健分野では，体育分野での体験を基に，仲間とともに様々なストレス対処の仕方と出会い，実生

活に活かそうとする見方や考え方を広げることができた。 
・関連を図った学習指導により，心と体が密接に関わり合っていることを体育学習で体験を通して理

解し，保健学習で科学的に学ぶことによって，より理解を深めることができた。 
・学習カードを工夫し表裏一枚で作成することにより，体育学習で学んだことや体験したことを振り

返ることができ，保健学習で理由や根拠を挙げて自分の考えをまとめる際に効果的であった。 
・理由や根拠を説明する活動を重視したり，ブレインストーミング等を行うことにより，他者との

学び合いを活発に行うことができた。 
【課題】 
●現行学習指導要領及び趣旨の理解について 

・保健分野において学習指導要領の例示がない内容の指導を行ったため，まとめの段階において，

生徒が理解することが難しい状況が見られた。小学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領との

系統性や指導内容等の違いを明確にするとともに，取り上げる内容について科学的に理解させるこ

とができるよう，さらに現行学習指導要領及び趣旨について理解を深めたい。 
●思考力・判断力等の育成を目指す学習指導について 

・指導と評価の一体化を目指した学習指導については，今後も研究と研修の必要がある。各種目及

び領域についての学習指導計画及び評価計画を作成し，授業実践に臨んでいるが，四つの評価の観

点はそれぞれ関連性があるため，授業実施後ならびに授業改善に向けては，指導と評価の一体化を

目指した学習指導の再構築について，さらなる創意工夫が求められる。 
・「思考･判断」の評価規準については，「生徒が理由や根拠を挙げて説明できること」を求めてい

るため，「思考･判断」するための基となる知識や技能等が確実に身に付くよう，その指導の充実に

向けて，保健体育科の研修のみならず，学校内での教科を横断した取組が必要であると考える。 
（２）今後の取組 

現行学習指導要領の趣旨及びさらなる理解に努め，確実な実施につなげるとともに，今年度，

または二年間の研究の取組で挙がった成果や課題について追究する。特に，保健分野と体育分野

に加えて体育理論の内容との関連を図った学習指導について探究をする。さらに，那覇地区及び

沖縄県中学校体育研究会や関係大学等の関係団体との連携を図り，授業の工夫改善，指導力なら

びに資質向上について研修する機会を広げ，共有化を図っていきたい。 


