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Ⅰ 研究指定校の概要 

１ 学校・地域の特色及び実態 

本校は宇都宮駅から３ｋｍほど南に位置し，

学校の北から東には大きな住宅地を抱える児

童数８００名を越す大規模校である。「信頼，

活気，喜びのある学校」を目指して，全教職員

が協力して指導にあたっている。 

校庭には，２００ｍトラックや１００ｍ直線コ

ースがあり，広さも十分である。しかし，大規模

校であるため，体育の授業では，校庭や体育館，

プールの使用に制限がある。水泳検定，なわとび

検定を実施し，児童が自分の進歩を確認できるよ

うにしている。また，校内持久走大会を毎年実施

している。体育の授業が好きな児童が多いが，進

んで運動する意識はまだ十分ではない。 

 

２ 学校の概要（平成 22年 4月 5日現在） 
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学級数 4  4  4  4  4  4 1 25

児童数 135 142 141 128 150 133 (7) 829

          教員数 37 名 

Ⅱ 研究の内容及び成果等 

１ 研究主題について 

(1) 研究主題 

(2) 研究主題設定の理由と対象 

○［研究主題設定の理由］ 

・学校教育目標から 

本校教育目標は「心身ともに健康で，よく考えて

判断する力と，自主的に行動するたくましい実践力

をもち，誠実で思いやりがあり，豊かな心をもった

児童の育成」を目指すことである。体育学習を通し

て，一人一人が運動や健康・安全について具体的な

めあてをもち，それを達成するために工夫や努力を

しながら運動を楽しむ体験は，児童の「生きる力」

を育み，主体的・創造的に生きる資質や能力の育成

に有効であると考えられる。また，話し合う，励ま

し合うなど，児童が豊かに友達とかかわりながら生

き生きと運動を楽しむことは，よりよい社会を目指

して，考え，決断し，行動していこうとする心や力

を育むことにつながると考えた。 

・本校児童の実態から 

休み時間には外で元気に遊ぶ姿も多数見られる

が，少人数での遊びが多く，ボール運動や集団遊び

が不足しがちな面も認められる。運動が月に１～３

日という児童が２０～３０％おり，全体の約２０％

が運動を不得意と答えている。休み時間を教室や図

書室で過ごす児童もおり，下校後は習い事や室内で

ゲームをして過ごすといった児童も多く，日常生活

の中で運動に親しむ経験は減少している。体育の授

業については，全体的には「好き」であるが，自主

的に運動する意識はまだ低い。さらに，う歯罹患率

が約３７％と高く，肥満は少ないもののやせ過ぎ，

やせ気味の児童が約２０％いる。このような実態か

ら，一人一人が運動や健康・安全について具体的な

めあてをもち，友達とかかわりながらそれを達成し

ていく体験は，児童が「運動が楽しい」と実感し，

さらに日常生活において健康について考えたり，積

極的に運動に親しむ資質や能力を育成したりする

のに有効であると考えた。 

 

○［調査研究の対象］ 

全学年について「思考・判断」の観点を中心に

調査研究を実施してきた。 

(1) 学習指導要領に定める目標等の実現状況 

の把握に関する研究 

研究対象教科等 体 育 

自らの健康を考え，楽しく生き生きと活動

する子どもの育成 

～「ゲーム・ボール運動」・保健の指導と評価のあり方～ 



評価活動が円滑に実施されているかどうかの

全国教員の意識調査では「思考・判断」がもっと

も低い。本校も例外ではなく，研究１年目に「思

考・判断」を見取る難しさが課題として挙げられ

た。特に，「ボール運動系」では，集団で勝敗を

競うため，「作戦を立てる」などの「思考・判断」

を見取る学習も集団の中で行うことになり，個々

を評価することが困難である。そこで，「ボール

運動系」の「ゴール型」と「ベースボール型」を

調査研究の対象として取り上げ，楽しく生き生き

と活動する子どもの育成を目指した。 

また，保健領域では，分かっていても実践が伴

わないという課題が挙げられた。特に，生活や交

通のルールが守れず，けがに結びつく場合もある。

そこで，５年「けがの防止」を調査研究の対象と

し，身近な生活において，より具体的に課題解決

ができるよう，「思考・判断」の観点で指導と評

価の一体化を目指した。 

 

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善 

(1)６年 ティーボール（第７時について） 

 

図１（ティーボール単元計画） 

この単元の「思考・判断」の評価規準は「ベー

スボール型のゲームの行い方を知り，ゲームを行

うためのルールを選んだり，チームの特徴に応じ

た攻撃や守備の作戦を立てたりしている。」であ

る。これを受けて，第１時は「ゲームの進め方や

基本的なルールを選んでいる。」，第４時は「チ

ームの特徴を知り，それに合った作戦を選んでい

る。」，そして第７時（本時）は「チームの特徴

に応じた作戦を見付けている」と設定した。 

実現状況を把握するための評価の方法は，①教

師の観察，②作戦ボードの記録，③チーム学習カ

ード，④個人学習カードである。教師は，作戦会

議の際に各チームを回り，チーム毎の評価表（図

２）を使って評価を行った。そこでは，チームの

特徴に応じた守備の隊形，打撃の方向，中継の仕

方についての考えを述べているか，などをチェッ

クした。その際，チームの特徴と相手チームの特

徴に応じた作戦を提案していれば「Ａ」と評価し

た。各チームを巡視している間の話合いをすべて

見取ることは困難なので，作戦ボードに記録され

ていることを基に説明できるようにした。 

 

図２（ティーボール評価簿） 

これまでの学習で，打撃や守備の技能について，

メンバーの特徴をよくつかんでいる様子が，ゲー

ム中の具体的な助言や作戦会議の発言で見取れる

ようになってきた。そして，児童は，第４時で選

んだ基本の作戦を基に，チームの特徴を考えて作

戦の工夫・改善ができるようになった。 

本時の作戦会議では，作戦ボードを使って，守

備の話合いに多くの時間が割かれていた。単元の

前半は，守備の位置を決めるのみに終わっていた

が，この時間では，相手チームの打者に応じて守

備の位置やポジションを変えるといった話合いが

行われた。そして，ゲームでは，この話合いが生

かされた様子を見取ることができた。また，打撃

については，打順より打撃の方向の話合いがなさ

れ，守備の薄いところや相手のあるポジションを



狙って打つ作戦が提案されていた。実際のゲーム

では，それぞれの打力を考慮して臨機応変にチー

ムで打撃の方向を指示することが多かった。 

 

図３（ティーボール作戦ボード） 

振り返りで，チーム学習カードに「今日のキラ

リ」・「アイデアマン」・「ファイトマン」など

の相互評価をさせ，事後に個人やチーム学習カー

ド(図４)を確認・評価した。そこで，教師が気付

かない児童の様子を見取るようにした。 

 

図４（学習カード：振り返り） 

評価規準を明確にして授業に臨めば，より客観的

な評価が行えることがわかった。しかし，巡視中に

行われた児童の発言や話合いをすべて把握するこ

とは困難であった。今後は，児童が自分の考えを付

箋に書いたり，個人で色分けされたペンを使って記

録したりするなどして，話合いの様子が作戦ボード

に記録として残るような工夫をしていきたい。ま

た，ベースボール型は，場の設定や準備物があるの

で，校庭に作戦ボードや学習カードなど使用するも

のが多くなると煩雑である。これまでに使用してき

たものをさらに効率的・効果的にしていきたい。 

(2)５年 保健「けがの防止」（第３時） 

第３時の題材名は「学校や地域でのけがの防止」

で，この時間の評価規準は「知識・理解」と「思考

・判断」である。 

学校や地域社会でのけがを防ぐために大切なこ

とを理解させる活動では，けがを防ぐために大切な

３つの要素を念頭に置いて，自分の経験に当てはめ

ていく活動を行った。評価規準は「学校や地域で

のけがの防止について理解したことを，言ったり

書いたりしている。」である。評価は，ワークシ

ートの記入内容を観察し，けがを防ぐために大切な

３つのことを，自分の経験に当てはめて記述できて

いるかを見取った。その際，記述の観点を「けがの

防止と自分の行動」，「けがの防止と危険に気付き，

正しい判断と安全な行動」，「けがの防止と環境整

備」に整理し，評価と支援を行った。その結果，効

率よく実現状況を把握し，学習の支援に結び付ける

ことができ，実際の生活の中で生かせる知識として

理解させることができた。 

 

図５（学習カード：マイルール） 

次に，学校や地域社会でのけがを防ぐために大切

なことを理解した上で，自分の行動や心の状態を分

析して「けがをしないためのマイルール」を考えさ

せた。評価規準は「学校や地域でのけがの防止につ

いて，学習したことを自分の生活と比べたりして，

それらを説明している。」である。評価は，ワーク

シートの記述内容を観察し，けがに結び付く自分の

日常の行動や心の状態を振り返り，それと関連付け

て「マイルール」を説明できているかを見取った。

その結果，児童の「思考・判断」の実現状況を把握

することができ，ポイントを押さえた適切な支援も

できた。そして，具体的で実行可能な「マイルール」

を考えさせることができた。 

保健学習の成果として，学年全体でけがが減少す

る傾向が見られた。これは，身近な問題について学

習したことを自分の問題として理解し，その知識を

自分が判断や行動する際の力・道具として活用でき



たからだと考えられる。「知識・理解」が土台とな

ってこそ，「思考・判断」や「関心・意欲・態度」

の学習が成立することが分かった。 

児童が，自らの健康を考えたり，安全な生活を生

涯にわたって続けたりするための力を身に付ける

ために，今後も，教師が学習内容と評価規準を明確

にして授業に臨んでいきたい。また，児童にとって

身近な問題を教材として開発し，より理解を深める

ために，知識を活用した学習活動を取り入れていく

必要があると考えられる。 

 

３ 成果の普及と今後の展望 

研究の成果として，①ボール運動や保健の指導

内容を明確にしたこと（ゲーム・ボール運動の体

系化等）により，児童の実態を考えながら指導内

容に合った教材を選び，６年間を見通した年間指

導計画の作成ができた。そして，②学習内容を整

理したことにより，学習課題や児童が身に付ける

技能などを明確に示すことができた。それをもと

に，児童が具体的なめあてをもったり，技能の習

得に向けて自主的に練習したり，健康について意

欲的に学習に取り組んだりするなど，自ら学んだ

り，自ら考えて運動や学習をしたりする姿が多く

の場面で見られるようになった。また，③「指導

と評価計画」を作成したことにより，目指す児童

の姿を具体的にとらえることができ，評価規準を

より具体的に整理することができた。それによっ

て，指導と評価の一体化が図れ，十分満足できる

状況にするためには，児童にどんな指導や助言を

与えればよいか，また，努力を要する児童への支

援についても具体的に考えることができた。指導

及び評価方法の工夫は，教師と児童が共通の認識

を持って評価できることにつながった。  

課題としては，①思考・判断の評価に関して，

ゲーム後の作戦会議の様子やゲーム中，練習中の

児童同士の声かけを見取るようにしたが，すべて

を記録として残すことが困難なので，さらに，効

率的な評価方法を探っていく必要があると考えら

れる。②自己評価や相互評価については，何につ

いて評価するのかをはっきり伝えられなかった

り，児童に運動の仕方などの知識や保健の知識が

十分身に付いてなかったりすると，あいまいな評

価になりがちになることもあった。また，③児童

に合った運動のコツやポイントを選んで指導する

ためや，評価する際の見取りに差が出ないように

するためにも，指導者が実際に指導する技能を身

に付けるための実技研修を定期的に行っていく必

要があると考えられる。 

今後の展望として，指導と評価の一体化をさら

に目指すために，評価の共有化（ぱっと見て，目

標に対しての子どもの実現状況を教師も児童も簡

単に把握できるもの)として，評価ボードやチーム

ごとの作戦ボード，個人・グループの学習カード

などの研究を他の領域でも進めたい。また，３年

間の研究で作成した教材や教具，掲示資料など，

今後の授業にも活用していきたい。 

さらに，本校の研究を市内の全小学校などに紹

介するために，ホームページや市内の教育情報シ

ステムを効果的に活用していきたい。 

 

図６（ゲーム・ボール運動の体系化） 

図７（指導と評価計画） 



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 練馬区立開進第三小学校
ふ り が な ねりまくりつかいしんだいさんしようがつこう

校 長 名：齋藤 辰雄

所 在 地：東京都練馬区桜台２－１８－１

電話番号： 03-3993-4263

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 体 育

≪研究主題≫

体力の向上を図る

体育指導の在り方と評価の工夫

【研究の要点】

１ 調査研究のねらい

本研究のねらいは，現行学習指導要領における体育科

の学力を把握するとともに，既存の年間指導計画や評価

計画を改善するだけでなく，新学習指導要領の内容に応

じた指導と評価の在り方を明らかにすることである。以

上のねらいに基づいて，体育科の「体つくり運動」及び

「保健」を主として取り組む。

２ 評価の具体例

〔１年 多様な動きをつくる運動遊び〕

「運動への関心･意欲･態度」について，遊びに順番に

取り組む場面で評価場面を設定し，「友達と仲よく運動し

ようとしている」か，観察及び学習カードで評価した。

【成果】どの児童も楽しめる運動を設定し，グループで取

り組ませたことで，児童は仲よく運動に取り組むことが

できた。綱を結んで３方向や４方向に引っ張り合うこと

で，児童の楽しみ方が広がった。知る段階の３時間目の

評価は運動への関心･意欲･態度に焦点化したので評価し

やすかった。学習カードに振り返りを書かせたことで評

価の補助資料として活用できた。

〔４年 多様な動きをつくる運動〕

「運動についての思考・判断」について，「ターザンロ

ープ」に取り組む場面で評価場面を設定し，「多様な動き

をつくる運動の自分に合った行い方を選んでいる」か，

学習カード及び観察で評価した。

【成果】「ターザンロープ」で「前向きに両足を開いて着地」

を基本の動きとして，「運動のメニュー表」に着地の仕方

を多様に設定したことで，児童が意欲的に取り組む姿や

動きに広がりが見られた。また，着地で静止するという

明確な行い方は評価しやすかった。「できなかった」児童

は易しい動きを選んだり，「できた」児童はより発展的な

動きを選んだりするなど，一人一人が自分に合った行い

方を選ぶ姿が見られた。学習カードに行い方を事前に記

入させたり，振り返らせたりしたことで評価の補助資料

としても活用できた。

〔６年 体力を高める運動〕

「運動の技能」について，「ロケットボール」に取り組

む場面で評価場面を設定し，「巧みな動きを高めることが

できる」か，観察及び学習カードで評価した。

【成果】つまずきのある児童（低く投げるなど）に対して，

目の前にミニサッカー用のゴールを置いた。すると，言

葉かけでは分からなかった児童も，自然と遠くへ投げる

体の使い方を理解していった。また，ゴールに当たった

り，音が鳴らなかったりするなど，結果がとらえやすい

ため，つまずきのある児童を評価しやすくなり，適確に

個別指導を行うことができた。十分満足できる状況の児

童には，さらに正確さを高めるよう，的を用意したこと

で，主体的に取り組む様子が見られた。

〔６年 病気の予防〕

「健康・安全についての思考･判断」について，自己の

生活を振り返り，課題を設定する場面を評価場面として，

「地域の保健活動と自分の生活とを結び付けて書いてい

る」か，ワークシート及び発言で評価した。

【成果】実践的な理解に基づいた思考を学習のまとめで行

うために，授業展開に沿って次の工夫を行った。導入で

は，地域で見かける「犬や猫のフンの始末についての看

板」など，身近なものを用いたことで，興味･関心をもた

せた。展開では，実際に教師が保健所に行き，仕事の内

容について取材したビデオを児童に見せたことで，正し

い知識･理解の定着を図ることができた。まとめでは，保

健所の方からのメッセージを基に，行動目標を考えさせ

たことで，学習した知識を生かしながら自分の課題を書

き出すだけでなく，地域の保健活動に対しての主体的な

かかわり方を表現する児童も多く見られた。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校の学区は環七通り千川通りなどの都の

主要な幹線道路に隣接している。児童が体を

思いきり動かしたり，ボールを使って遊んだ

りできるような広場や公園は少ない。

校庭の面積に対して児童数が多く，一人当

たり２㎡程度である。研究指定当初，新体力

テストの結果はほぼ全ての種目が全国や都の

平均に比べて有意に低く，特に敏捷性，持久

力，投力に落ち込みが見られた。結果分布も

二極化しており，運動する児童とそうでない

児童との差も大きかった。児童の７割近くが

野球やサッカーなど運動の習い事に通ってい

るものの，その運動種目に関する能力だけが

高い児童も多かった。健康面では病気やけが

による保健室の来室者数が多く，年間約3000

件ほどであった。

体育の授業は学級数が多いため，狭い校庭

で複数学級が，画一的な授業をすることが多

かった。指導の工夫や授業改善は個々の教師

の力量に任され，適切な評価に基づく組織だ

った有効的な授業改善があまりなされていな

かった。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 ３ ３ ４ ３ ４ ４ ０ ２１

児童数 87 101 123 119 125 142 ０ 697

教員数 26名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

体力の向上を図る

体育指導の在り方と評価の工夫

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

左記に述べた本校の実態から，体育科にお

ける究極目標である「楽しく明るい生活を営

む態度」を目指す上で，運動の楽しさを味わ

い，進んで運動に取り組んだり，自らの生活

を見つめ，よりよい健康づくりを実践したり

する態度をはぐくむことが大切であると考え

た。その核となるのが体育（保健）学習であ

り，そこで得た意欲や知識，技能が運動の日

常化を促進し，結果，児童の体力の向上が図

られるととらえた。

また，新学習指導要領の改訂に伴い，一人

一人の児童が「確かな学力」を身に付けるこ

とが求められ，そのためにより適切な指導と

実現状況の評価が必要とされている。しかし

ながら，本校の体育指導においては，個々の

教師に指導方法が任されていたり，直感的に

評価していたりする傾向にあった。そこで，

児童一人一人が運動の楽しさや喜びに触れ，

その学習を適切に評価できるような体育指導

の在り方を明らかにしていくこととした。

【体育的活動「長なわキャンペーン」活動場面】



○［調査研究の対象］

全学年の「体つくり運動」における「運動

への関心・意欲・態度」「運動についての思

考･判断」「運動の技能」の３観点の評価。ま

た，３年生以上の「保健」における「健康・

安全への関心・意欲・態度」「健康・安全に

ついての思考・判断」「健康・安全について

の知識・理解」の３観点の評価についてを調

査研究の対象とした。

対象をこのように設定したのは，新学習指

導要領においても体力の向上が重視され，「体

つくり運動」のより一層の充実を図ることが

求められているにもかかわらず，その具体的

な運動の内容や，指導計画及び評価計画がま

だ本校に整っていなかったためである。

保健については，身近な生活における健康

･安全に関する基礎的な内容を重視し，指導

内容を改善すること，また，系統性のある指

導ができるよう健康に関する内容を明確にす

ることが求められ，新たな内容が追加された。

それらの指導と評価についても明らかにする

ことで，健康な生活を送る資質や能力の基礎

を培うことを目指したためである。

【体育的活動｢長なわキャンペーン｣振り返り場面】

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)１年「多様な動きをつくる運動遊び」

トライタイムでは，「綱引き」「Ｓケン」「バ

ランスずもう」「缶ぽっくり」の４つの運動

に取り組んだ。Ｂの状況を「友達と仲よく運

動しようとしている。」Ａの状況を「友達を

励ましたり，一緒に喜んだりしながら運動し

ようとしている。」と設定し，観察及び学習

カードによる評価を行った。

どの児童も楽しめる，魅力ある運動を設定

し，グループで取り組ませたことで，児童は

仲よく運動に取り組むことができた。綱を２

方向に引っ張るだけでなく，結んで３方向や

４方向に引っ張り合うことで，児童の楽しみ

方も広がった。指導した３時間目は運動への

関心・意欲・態度を焦点化したので評価しや

すかった。また，学習カードに授業の感想を

書かせる（色を着ける）ことで，授業後に，

その理由について児童に直接尋ねることがで

きるなど，学習カードを評価の補助資料とし

て活用し，次時の指導につなぐことができた。

【１年「多様な動きをつくる運動遊び」】

(2)４年「多様な動きをつくる運動」

単元の中盤から，それまでに行った運動を

基に，動きを選択して取り組む場面を設定し

た。「ターザンロープ」など５つの運動に取

り組む中で，運動についての思考・判断の指

導と評価を行った。「多様な動きをつくる運

動の行い方を選んでいる。」と評価規準を設



定し，Ａの状況を「運動の行い方を選び，ね

らいに応じためあてを立てている。」とし，

学習カードや観察による評価を行った。

「ターザンロープ」は，登り綱につかまっ

て移動し，数ｍ先の反対側のマットに着地を

する運動である。体を力強く支える，タイミ

ングよく離す，空中姿勢を巧みに行う，着地

でバランスをとるといった動きを総合的に組

み合わせて運動することをねらいとした。「前

向きに両足を開いて着地」を基本の動きとし

て，着地の仕方について多様に設定したこと

で，児童は意欲的に取り組むことができた。

また，着地で静止するという明解な方法にし

たことで，取組を評価しやすかった。「でき

なかった」児童は易しい動きを選んだり，「で

きた」児童はより発展的な動きを選んだりす

るなど，一人一人が自分に合った動きを選ぶ

姿が見られた。学習カードに，取り組む動き

を事前に記入させたり，振り返らせたりした

ことで評価の補助資料としても活用できた。

【４年「多様な動きをつくる運動」】

(3)６年「体力を高める運動」

新体力テストの結果を基に，自己の体力課

題をもたせ，その課題に応じた運動に取り組

む場面を設定した。「力強い動き」「巧みな動

き」「体の柔らかさ」「動きを持続する能力」

の４つの力を高める運動にローテーションし

ながら取り組んだ。「タッチコーン」「短なわ」

「ドンキーコング（登り棒）」「パシュート（追

い抜き走）」などの運動に取り組む中で，運

動の技能の指導と評価を行った。巧みな動き

を高める運動については，「タッチコーン」

に取り組んでいる場面での観察を基に評価を

行った。学習の具体の評価規準を，「タッチ

コーンのねらいに合った動きができる。」と

し，Ａの状況を「腰を落とした状態で安定し

た姿勢で素早く移動することができる。」と

した。タッチコーンは、ストップウォッチで

タイムを計るので、児童に運動パフォーマン

スを量的に評価させることには向いている

が、質の高まりでは評価しにくい。教師が動

きの質の高まりで評価をするためには、コー

ンの距離や高さを選ばせたり、運動の方向（後

ろ向きに移動など）を変えるといった運動の

行い方を工夫させた上で評価を行った。取り

組み当初，つまずきのあった児童（姿勢が高

い，滑らかに移動できないなど）がいたため，

「（移動目標である）次のコーンをしっかり

見ながら移動するとよい」や、「腰を落とし

て低く構えると速く移動できる」といった運

動のこつに気付いた児童からの助言で、ねら

いに応じて記録を向上させることができた。

【６年「体力を高める運動」】



(4)６年「病気の予防：地域の様々な保健活動」

新学習指導要領において新たに追加された

内容である「地域の様々な保健活動」につい

て，地域の保健活動と自分とのかかわりを理

解させ，それに基づく望ましい保健行動に関

する課題を設定する活動を行った。健康・安

全についての思考・判断の評価規準を「地域

の保健活動と自分の生活とを結び付けて，課

題を書いている。」Ａの状況を「地域の保健

活動との主体的なかかわりについて，書いた

り発表したりしている。」と設定した。

まとめの場面において，実践的な理解に基

づいた思考活動をさせるために，導入，展開，

まとめにおいて以下の工夫を行った。導入で

は，地域で見かける「犬や猫のフンの始末に

ついての看板」や

12歳になると家庭

に届く「予防接種

のお知らせの手紙」

などを用いること

で，地域の保健活動について興味・関心をも

たせた。展開では，実際に教師が保健所に行

き，仕事の内容について取材したビデオを児

童に見せたことで，より正しい知識･理解の

定着を図ることができた。まとめでは，保健

所の方からのメッセージも参考に行動目標を

書かせることで，学習した知識を生かしなが

ら自分の課題を書き出すだけでなく，地域の

保健活動に対しての主体的なかかわり方を考

え，表現する児童が多く見られた。

【６年「病気の予防」地域の様々な保健活動】

３ 成果の普及と今後の展望

３年間の本調査研究によって，次の成果と課題

があがった。

【成果】

○評価の重点となる事項を明記したことで，指

導が焦点化し，指導につながる効果的な評価

が行えたこと。

○児童が夢中になって取り組む運動を開発する

とともに，「運動メニュー表」や「レベル

アップ表」を用いたこ とで児童の動きに広

がりや高まりが見られたこと。

○指導のねらいと評価規準を児童に示し，トリ

オやペアで学習させ，互いに教え合ったり励

まし合ったりしたこ とで，より多くの児童

がねらいに沿って主体的に学習したこと

○学習カードやワークシートと指導内容を一体

化させたことで，評価がより確実に，また効

率的に行えたこと。

○身近な事象やアンケートを用いた導入の工夫

が，意欲的な学習態度につながったこと。ま

た，ゲストティーチャーの話やケーススタ

ディーなどの展開の工夫が，実践的理解に基

づく知識の活用につながったこと。

【課題】

・児童の実態が毎年少しずつ違うことから，そ

の年の児童の実態に応じて指導計画を修整し

ていくこと。

・運動及び健康・安全への関心・意欲・態度の

評価結果に差が見られたことから，誰もが等

しく評価できる規準へ改善していくこと。

・２年間のまとまりとしての指導内容のさらな

る整理と指導内容や実態に合わせた運動や教

材を開発していくこと。

以上を踏まえ，研究内容だけでなく，取り

上げた運動や資料などの成果物を本校のホー

ムページなどを通して，今後発信していく。


	宇都宮市立横川東小学校
	練馬区立開進第三小学校

