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(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 保健体育 

 

《研究主題》 

  基礎的・基本的な学習内容の確かな定着

を図り，生徒個々の可能性を引き出す指導

と評価の実践的研究 

 

【研究の要点】 

１ 学習内容の整理と課題解決学習の推進 

 (1)学習指導要領解説の「技能」「態度」「知識，

思考・判断」ごとの学習内容の整理 

 (2)第 1 学年及び第 2 学年での学習内容の整理と

各学年における学習内容の明確化 

 (3)年間指導計画の見直し 

  ・学習指導要領の趣旨を踏まえた領域及び内容

の適切な取り扱いと年間の単元の配置の工

夫と改善 

(3)自ら考え活動する指導方法の工夫と改善 

  ・学習活動場所の設定の工夫 

  ・学習課題にあった教材・教具の工夫 

  ・技能チェック表，学習カード，ワークシート

の工夫 

 (4)言語活動の充実 

  ・グループ，ペア学習の推進 

  ・ブレインストーミング等の学習手法の導入 

 

２ 指導と評価の一体化に向けた取組 

 (1)具体の評価規準の作成 

  ・学習指導要領解説を活用した評価規準の設定

 (2)指導と評価の計画 

  ・単元計画の構造図の作成 

  ・指導機会と評価機会の設定 

 (3)効果的・効率的な評価方法の工夫と改善 

・評価の妥当性を高める観察評価の工夫 

・知識・理解を高め，思考・判断を促す学習カ

ードやワークシートの工夫 

・効果的・効率的な評価のための，補助簿等の

工夫 

  ・おおむね満足できる生徒の姿の実現状況の把

握とそれに対しての評価規準の見直し 

  ・PDCA サイクルによる授業改善等 

 

Ⅰ 研究指定校の概要 

１ 学校・地域の特色及び実態 

  本校は，佐賀県の西部に位置し，三方を山に 

囲まれ，西に伊万里湾を臨む場所に位置してい

る。地域住民は，人情味の厚い温順な保護者が

多い。しかし，近年，地域性の変化も見られる。   

平成14年度から３か年間文部科学省の委嘱を

受け，学力向上フロンティア事業に取り組み，

全教科において学力の向上を目指した。 

  生徒は，明るく素直であり，学校教育目標で 

ある「一人一人が生涯にわたって，自ら学ぶ意 

欲を養うなど生きる力を育み，個性豊かで心身 

共に健やかで郷土愛あふれる生徒の育成」のも 

と，授業や学校行事に積極的に取り組んでいる。 

  地域は，社会体育の活動が盛んであり，中学 

生の活動できるクラブも硬式野球やホッケー， 

空手などが行われ，運動部加入率約 68％とあわ

せ多くの生徒が運動に親しむ機会がある。 

 

２ 学校の概要      (平成２２年５月１日現在） 

 １年 ２年 ３年 特別支援学級 計 

学級数 ５ ５ ５ ２ 17 

生徒数 180 181 184 7 552 

教員数 34 名（３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 

  基礎的・基本的な学習内容の確かな定着

を図り，生徒個々の可能性を引き出す指導

と評価の実践的研究 

 

(2) 研究主題設定の理由と対象 

 ○［研究主題設定の理由］ 

   小学校との接続を考慮しながら３年間を見  

通した系統的な学習内容を明確にし，指導と  

評価の一体化を図る。このことにより，生徒  

が身に付けるべき学力を保障し，生涯にわた

り健康を保持増進し，豊かなスポーツライフ

を実現していくための基礎を培うことを目的

とする。 

 

①学習内容の整理と課題解決学習の推進 

   ア 学習内容の整理 

・学習内容の精選・整理と年間指導計画

の見直し 

イ 指導方法の工夫，改善 

・学習課題のもたせ方，教材・教具の工

夫と開発等 

 

  ②指導と評価の一体化に向けた取組 

   ア 「指導と評価の計画」の作成 

・内容のまとまりから学習活動における

具体の評価規準までの作成 

・単元計画の構造図の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 単元計画の構造図作成の基本的な考え方 

イ 評価方法の工夫，改善 

・指導と評価の一体化に向けた学習資料

等の作成及び改善 

 

  ③調査研究の検証と改善 

    ・学習内容の定着状況の検証 

    ・指導方法の検証と改善 

○［調査研究の対象］ 

第１学年 

分野（領域） 内 容 単元の時間数 評価の観点 

体育分野 

（陸上競技）

短距離・リレー，

走り幅跳び
14 時間 

関心・意欲・態度

思考・判断 

技能 

知識・理解 

体育分野 

（武道） 
剣 道 ８時間 

 

第２学年 

分野（領域） 内 容 単元の時間数 評価の観点 

体育分野 

（陸上競技）

ハードル走，

走り高跳び 
18 時間 

関心・意欲・態度

思考・判断 

技能(体育分野のみ)

知識・理解 
保健分野     

（傷害の防止）

1 自然災害による

傷害の防止 

２応急手当 

８時間 

(1.2 ともに) 

第３学年 

分野（領域） 内 容 単元の時間数 評価の観点 

体育分野 

（体育理論）

文化としての 

スポーツの意義
３時間 

関心・意欲・態度

思考・判断 

知識・理解 

 

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善 

(1) 陸上競技（第２学年：ハードル走） 

  ①学習活動 

２年生のハードル走において，学習指導要

領解説の動きの例示の「抜き脚の膝を折りた

たんで横に寝かせて前に運ぶなどの動作でハ

ードルを越すこと。」をねらいとした学習活

動の場（写真１）の設定をした。 

ハードル走の単元の導入段階で，グループ

によるハードル走のリレーを行い，ハードル

に対する恐怖心を取り除き，意欲を高めよう

と取り入れた。また，ハードルの高さやイン

ターバルを複数設定することにより，生徒の

関心や意欲を高めた。 



 

評価規準とリンクした技能チェック表（図

２）で学習のねらいを示すことで，課題を意

識して活動させることができた。また，２人

組で動きをチェックさせることで，生徒自身

の技能レベルの確認が容易になり，課題を明

確にしやすくなった。 

写真１ ハードル走の授業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ １・２年ハードル走の技能チェック表 

 

②評価規準及び評価方法 

「運動の技能」についての具体の評価規準

の１つに，学習指導要領解説の動きの例示か

ら「抜き脚の膝を折りたたんで横に寝かせて

前に運ぶなどの動作でハードルを越すこと。」

と設定した。 

｢おおむね満足できる｣状況（B)は，ハード

リングの抜き脚の靴の裏が後方から地面と平

行に見えるかをスタート地点からチェックを

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表１ 教師用チェックシート 

  ③考察 

ペアでの学習は，生徒の意欲的な活動の場

となり，効果的・効率的な評価の場として有

効であった。また，ハードリングの抜き脚の

靴の裏が後方から地面と平行に見えるかにつ

いては，生徒自身がチェックしやすい指標で

あった。しかし，生徒にとって，ランニング

など脚の前後への動きは容易にできるものの

膝を横から回して前方向に出す動きは，不慣

れな動きなので，次年度から膝を横から回し

てハードルを歩いて超える運動等を基礎的な

練習として毎時の学習に取り入れることを考

えている。 

 

(2) 陸上競技（第１学年：短距離走・リレー） 

①学習活動 

短距離走のクラウチングスタートの学習活

動では，競争の意識を高めるために研究１年

目は，コーナーのハンディを利用してのスタ

ート練習を行った。２年目は，技能チェック

表を作成し，２人組でのチェックの活動を取

り入れた。３年目は，ペアでの学習とともに，

スタートラインを距離のハンディ（ゴールま

での距離を変えて）をつけて学習場面（写真

２）を準備し，自由に競争させた。また，ス

タート後の前傾を意識させるために，スター

トラインから２ｍ地点に太めのゴム紐張り，

それをくぐり抜けるようにスタートさせ，前

傾姿勢の習得を図った。 



 

写真２ 短距離走の授業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 肩をライン上に置いたスタートの指導 

 

②評価規準及び評価方法 

「運動の技能」についての具体の評価規準 

の１つは，学習指導要領解説の動きの例示

から「クラウチングスタートから徐々に上体

を起こしていき加速すること。」と設定した。 

｢おおむね満足できる｣状況（B)は，｢クラウ

チングスタートから徐々に上体を起こしてい

き加速すること。｣，｢十分に満足できる｣状況

（A)は，「クラウチングスタートから徐々に

上体を起こしていき，スムーズに加速するこ

と。」と設定した。 

クラウチングスタートと加速疾走の姿勢を

チェックすることで評価した。 

      

③考察 

１年目は，クラウチングスタートの構えに

焦点をおき評価を行った。３年目は，学習指

導要領解説をもとに評価の視点を変更し，横

方向から観察し，３歩目までしっかりと前傾

が保てているかで評価した。上体の前傾は，

比較的に観察しやすいポイントであったと考

える。さらに，学習指導要領解説の動きの例

示の「自分に合ったピッチとストライド」に

ついて検討をしなければならない。 

   

(3) 武道（第１学年：剣道） 

  ①学習活動 

   武道においては，柔道場が狭いため，剣道

と柔道を生徒選択で行った。研究１年目は，

剣道具の準備が間に合わず，竹刀のみでの授

業を展開した。ジャンケンを用いた相手との

攻防のゲームや新聞紙を棒状に丸めた竹刀で

の攻防（写真４）などで剣道の特性に触れさ

せることにより，生徒の学習意欲が高まった。 

 

 

 

 

 

 

写真４ 剣道の授業（新聞紙竹刀での攻防） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ １年の武道(剣道)の技能チェック表 

 

②評価規準及び評価方法 

「運動の技能」についての具体の評価規準

の１つは，｢おおむね満足できる｣状況（B)は，

「相手の動きに応じて自然体で中段に構える

ことができる。」，十分に満足できる状況（A)

は，「相手の動きに応じてスムーズに自然体

で中段に構えることができる。」と設定した。 



 

   中段の姿勢を図示したり，示範したりする

ことにより，正しい姿勢の理解を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 教師用チェックシート 

③考察 

剣道については，学習指導要領解説に示さ

れた動き例示が多く，内容の整理や第１学年

と第２学年とに分けて指導する際に，学年ご

との指導内容をいかに分けていくかという検

討が今後も必要である。 

 

(4) 保健分野（第２学年傷害の防止） 

○自然災害による傷害の防止 

①学習活動 

研究１年目は，本市が集中豪雨での事故が

起こりやすい地域ということで，水害につい

ての授業を展開した。２年目は，学習指導要

領解説で想定させている地震についての授業

を行った。ブレインストーミングの手法を活

用し，知識を活用する学習を深めた。(写真５) 

写真５ 傷害の防止（ブレーンストーミングの活用） 

  

②評価規準及び評価方法 

「関心・意欲・態度」についての具体の評

価規準は，「おおむね満足できる」状況（B)

が「自然災害に直面したときの対処のしかた

などについて積極的に話し合おうとしてい

る。」，「十分に満足できる」状況（A）は，

「自然災害に直面したときの対処のしかたな

どについて，友達の意見を聞き，積極的に話

し合おうとしている。」と設定した。 

   「関心・意欲・態度」と「思考・判断」に

ついては，教師用評価票を作成し観察，知識・

理解はワークシートへの書き込み状況で見取

った。 

  

 ③考察 

観察による評価を行う際，記録しやすいよ

うに座席表を活用した教師用評価票（図３）

を作成し，授業中の生徒の様子を評価した。   

しかし，評価規準を絞り込んだものの，１

時間ですべての生徒を対象に評価することが

難しかった。次年度以降は，小単元を通して

取組を評価するようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 座席表を活用したチェックシート 

 

ワークシートから

も，生徒の学びの姿

が見取れるように工

夫した。 

 

 

図４「自然災害に備えて」

ワークシート 



 

○応急手当（心肺蘇生法の実習） 

  ①学習活動 

   グループごとに心肺蘇生訓練用人体模型を

準備（消防署より７体借用）し，心肺蘇生法

の実習（写真６）を行った。子ども一人一人

に体験をさせる実習を通して，応急手当の意

義や手順の確実な理解の定着を図った。実習

では，チェックシート（図３）を活用し，グ

ループ内で生徒同士，互いに手順を理解して

いるかチェックをさせた。 

写真６ 傷害の防止（心肺蘇生法の実習） 

図５ 心肺蘇生法の実習チェックシート 

 

②評価規準及び評価方法 

「知識・理解」についての具体の評価規準

は，「おおむね満足できる」状況（B)を「応

急手当を身に付ける必要性やその方法，手順

を言ったり書き出したりしている。」と設定

した。ワークシートへの記述等で評価した。 

 

  ③考察 

「知識・理解」については，授業中の取組

等の観察とワークシート（図５）に記述した

内容で評価した。体育館での実習であったた

め，活動範囲が広く，観察での評価だけでは

難しい状況であり，ワークシートでの評価と

合わせて総合的に判断した。ワークシートで

は，応急手当の手順を記入できていれば，「お

おむね満足できる」状況（B)と判断し，手順

の意味の具体的記載があれば，「十分に満足

できる」状況（A)と判断した。今後も，観察

での評価方法の工夫とともに，知識の定着度

合いを確認できるようなワークシートの発問

の工夫が必要であると考えられる。 

 

 

図６「応急手当」ワークシート 

 



 

(5) 体育理論 

（第３学年 文化としてのスポーツの意義） 

  ①学習活動 

第３学年の単元を３時間取り扱いで単元構

成した。学習指導要領解説をもとに，学習内

容を整理し，単元の構造図を作成した。 

そのことにより，１時間ごとの学習内容を

明確にし，ブレインストーミングやグループ

での話し合い活動（写真７），視聴覚教材を

活用し，生徒の内面に迫ろうと単元構成を工

夫した。 

写真７ 体育理論（話し合い活動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ 短冊カードを使った学習活動 

 

②評価規準及び評価方法 

「知識・理解」についての具体の評価規準

は，「おおむね満足できる」状況（B)が「国

際的はスポーツ大会が果たす文化的な意義や

役割について，言ったり，書いたりしてい

る。」，「十分に満足できる」状況（A)は，

「国際的なスポーツ大会が果たす文化的な意

義や役割について，十分に言ったり，書いた

りしている。」と設定した。 

      授業中は，教師用評価票を活用し，観察に

より生徒の取組を評価し，ワークシートへの

記述は，授業後に指導内容をキーワード化し

ているかで評価した。 

 

  ③考察 

自作の視聴覚教材である映像を活用するこ

とにより，生徒の興味・関心を高めることが

でき，思考・判断を促すことができた。 

ワークシート（図７）への書き込みでは，

キーワードを書き出していれば，「おおむね

満足できる」状況（B)と判断し，キーワード

となる言葉を使って十分に授業の内容を書き

出していれば，十分に満足できる状況（A)と

判断した。 

今後は，さらに単元の構造図を見直し，知

識を活用する学習活動をどのように授業の中

で構成し，確実な知識の定着が図られるよう

に指導改善を行っていきたい。 

図７ 「国際的なスポーツ大会の役割」のワークシート 

 

 



 

３ 成果の普及と今後の展望 

   単元の構造図の作成や学習指導要領解説の動

きの例示を評価規準に落とし込んだ具体の評価

規準の作成により，指導内容が明確になり，単

元計画の整理ができた。このように，指導内容

が明確になったことで，学習への取組が意欲的

になり，生徒の身につけるべき内容を定着させ

ることができた。 

本研究を通して，次のような成果と課題が明

らかとなった。 

(1) 指導内容及び評価規準を学習指導要領解 

説をもとに作成し，指導すべき内容が明確

にできた。 

(2) 指導と評価の計画を作成することにより，

指導した内容を評価するという指導と評   

価の一体化が図れた。 

 (3) 学習形態を工夫することにより効率的な

評価につながった。さらに，効率的で効果   

的な評価の方法をこれからも探り続ける。 

 (4) 努力を要すると判断した生徒への手立て   

の具体的な方法を工夫し，指導改善を行う

必要がある。 

 (5) 公開授業を通して，これまでの研究を県下

の中学校に情報発信することができた。本

校ホームページを活用した情報発信を行っ

ているので，多くの学校で活用していただ

きたい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究により，生徒が自己の能力に適した課題

に自ら取り組み，運動に親しむ資質や能力の育成

や自ら進んで健康を適切に管理し，改善していく

資質や能力，実践力の育成を図ることができた。

加えて，体力の向上や確実な知識・技能の習得な

ど，保健体育科の目標の達成に役立てることがで

きた。 

 今後も，指導内容の明確化を図り，効果的・効

率的な評価の在り方を探り，更なる授業の工夫・

改善を行っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 伊万里市立伊万里中学校のホームページか

ら３年間の研究をまとめた研究紀要を見るこ

とができます。 
  伊万里市立 

伊万里中学校 HP  
URL：http://www3.saga-ed.jp/school/edq14351/ 

 
平成 20～22 年度文部科学省研究指定 (20/9/25) 
国立教育政策研究所教育課程研究センター 
 「学力の把握に関する研究指定校事業」 

 
          研究紀要 



平成22年度研究成果報告書《学力の把握》 
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校 長 名：德丸 章 
 所 在 地：熊本県熊本市植木町滴水1110番地  
 電話番号：096-272-0073 

（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 保健体育 
《研究主題》 

学ぶ意欲を高めるための指導方法・評価 

の工夫 

【研究の要点】 

○ 主題設定の理由と研究の対象 

生徒たちが積極的に授業参加するためには学ぶ意欲を高

めることが大切だと考え，学習指導要領に即した指導内容を

検討し，指導と評価の一体化が不可欠であることから，研究

主題を設定した。また，研究領域の重点化を図り，平成20

年度から平成22年度までの３年間で，体育分野（３領域４種

目）と保健分野（３領域）を調査研究した。 

○ 指導と評価の一体化  

「単元計画の構造図」を作成することで『学習内容を明確』

にし,学習活動における具体の評価規準の見直しを確実に行

いながら，指導方法や評価活動の工夫を行った。 

○ 学習評価のポイント 

効率的・効果的な評価を行うためには，１時間に１，２

個程度の評価とすることが重要であり，その時間に何を教

えるのか，「学習内容の明確化」を図った。絞った学習内

容のうち，関心・意欲・態度と技能は主に観察で，知識と

思考・判断は学習シートで評価するようにした。指導者と

生徒の学習内容の共有化ができたことで，効果的・効率的

な評価につながった。 

○ 成果と課題 

本研究における最も大きな成果は，教師が学習内容を明確に

することの重要性が理解でき，それに応じた実践ができたこと

である。そのツールが「単元計画の構造図」であり，作成する

中で，多くの学びが生まれ，授業作りに役立った。また，評価

に関しては，観察による評価機会の整理ができたことや学習シ

ートの記述内容の見取りが明確になったことが成果である。今

後，更に学ぶ意欲を高めるために，単元計画の構造図の作成を

通して，授業づくりの方法や効果的・効率的な評価についての

研究を深めていきたい。 

Ⅰ 研究指定校の概要 
１ 学校・地域の特色及び実態 
   本校は熊本市の北側に位置し，校区には，

「西南戦争」で有名な史跡田原坂もあり，歴

史と自然に恵まれた地域に建つ生徒数432名

の学校である。明るく活動的な生徒たちが多

く，学習や生徒会活動に積極的に取り組んで

いる。部活動も盛んで，九州大会への出場や

県大会での上位入賞者もおり，文武両道を目

指している。また，「自立（くじけない心）と

共生（共に伸びる心）」を教育目標に掲げ，徳・

知・体の調和の取れた人間性の育成を目指し，

学校長のリーダーシップのもと，全職員であ

らゆる教育活動に精一杯取り組んでいる。 

 
２ 学校の概要（平成22年4月5日現在） 

 １年 ２年 ３年 
特別支

援学級 
 計 

学級数 ５ ４ ４ ２ 15 

生徒数 142 148 140 ２ 432 

              教員数35名（ ４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 

学ぶ意欲を高めるための指導方法・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］ 
   保健体育科の目標である「心と体を一体とし

てとらえ，運動や健康・安全についての理解と

運動の合理的な実践を通して，生涯にわたって

運動に親しむ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，明るく豊かな生活を営む態度を育て

る。」を目指していくためには,生徒自らが積極

的に学習を進めることが重要である。そこで，



指導方法やそれに伴う評価活動等を工夫するこ

とにより，生徒たちの学ぶ意欲が向上するので

はないかと考え研究主題を設定した。 
 ○［調査研究の対象］ 
   平成20年度から平成22年度までの３年間で保

健体育全学年の領域・種目について,４観点すべ

ての内容を調査研究の対象とした。１年目は「1

年生：体つくり運動」「２年生：球技：バレー

ボール」「２年生：保健：健康と環境」，２年

目は「２年生：体つくり運動」「１年生：球技：

ベースボール型：ソフトボール」「３年生保健：

健康な生活と疾病の予防」，３年目の今年は「１

年生：ダンス：現代的なリズムのダンス」「１

年生：保健：心身の機能の発達と心の健康」と

各領域・種目の重点化を図った。対象をこのよ

うに設定したのは，新学習指導要領の全面実施

に向けて，新しく取り入れられた内容や，保健

体育科の生命線であると言われる「体つくり運

動」について，研究の必要性があると考えたか

らである。 
 

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善 
【平成21年度】 

〔１年：球技：ベースボール型：ソフトボール〕 

[単元の目標] 

○ソフトボールの楽しさを味わい,仲間と協力

して練習やゲームに取り組もうとする。 

○自己やチームの課題に応じた運動の取り組

み方を工夫することができる。 

○易しい投球を打ち返したり，定位置で守

ったりする攻防ができる。 

○ソフトボールの特性や成り立ち,技術の名称

や行い方,関連して高まる体力などを理解す

ることができる。 

１年生女子生徒のみでの授業を実践した。「投げ

る・打つ・走る・捕る」といった動きが中心となる

ソフトボールは,生徒のこれまでの運動経験を考え

ると，特に技能面での手立てが必要となる。そこで，

平成24年度から必修となる,ベースボール型球技の

女子生徒に対する指導方法について,検証する実践

とした。14時間扱いの６時間目では,「①ボールの正

面に入り捕球することができる。②仲間の学習を支

援し，課題に応じた練習方法を見付けている。」と

いうねらいで授業を展開した。①の学習活動におけ

る具体の評価規準については,「へそを向ける・回り

込む・グラブ構え」の３点を焦点化した。授業の中

でのグループ活動では，ノック形式の捕球練習を踏

まえた上で,トスバッティング形式の簡易三角ベー

スゲームで確かめていった。観察による評価を随時

行っていったが,学習内容のコツを３点に絞ってい

たため，その部分だけを見取り，評価もスムーズに

行うことができた。支援を要する生徒については，

その都度動作を止めて個別指導を行った。また,生徒

たちも常にその「コツ」を意識して活動できていた

ものと思われる。②の学習活動における具体の評価

規準については，グループ活動の中で役割分担を確

実に行わせるために資料提示を行ったり,課題が把

握できるような学習シートを活用したりして,指導

と評価の一体化を図っていった。 

〔ソフトボール：教材・教具の工夫〕 

    本時における学習の実現状況は，適切に把握でき

ていたと考える。その理由としては，単元計画の構

造図を作成したことで学習内容が明確になったため

である。その時間に何を教えていくのか，そのため

にどのような教材・声かけ・活動場面が必要である

のかを十分に吟味することができた。しかし，グル

ープ活動を中心とする授業展開の中で，リーダーと

なる生徒の育成が課題となった。生徒は学習内容を

確実に把握できていたと思われるが，グループのリ

ーダーがもっと意識して活動すれば，実現状況の向

上が図られると考える。また，ソフトボール単元全



体の学習内容を見通した時に，ボールの種類，グラ

ブの取り扱い，場・ルールの設定等は，状況に応じ

て変えていくことが単元のねらいの達成に向けての

大切な工夫になると考える。 

〔ソフトボール：単元計画の構造図〕 

今年度は,２年生でソフトボールを実践した。昨年

度からの最も重要な改善点は,男女共習としたこと

である。共習としたことで，課題であったリーダー

を，野球経験のある男子生徒に務めさせることがで

き，学習活動の質が向上した。具体的には，技能習

得に必要な声かけやアドバイスが増え，積極的な学

びの姿が見られるようなった。また,昨年度経験して

いる女子生徒の意欲も高く，指導方法の工夫の結果

だと思われる。 
【平成21年度】 

〔３年：保健：健康な生活と疾病の予防〕 
〔単元の目標〕 

○健康な生活と疾病の予防について関心をも

ち，学習活動に意欲的に取り組もうとする

ことができるようにする。 
○健康な生活と疾病の予防について，課題の

解決を目指して，科学的に考え，判断し，

それらを表すことができるようにする。 
○健康の成り立ちと疾病の発生要因，生活行

動・生活習慣と健康，喫煙，飲酒，薬物乱

用と健康，感染症の予防，保健・医療機関

や医薬品の有効利用，個人の健康を守る社

会の取組について，課題の解決に役立つ基

礎的な事項及びそれらと生活との関わりを

理解することができるようにする。 

３年生男子での授業を実践した。新学習指導要領

の『医療機関や医薬品の有効利用』を扱い，「①資

料を調べたり，班での意見交換をしたり，個々の役

割を確実に果たし協力しようとする。②資料や自分

の経験をもとに予想したり学習したことを当てはめ

たりしている。③医薬品の正しい使用方法を理解し，

発表したり，書き出したりすることができる。」の

３つを本時のねらいとした。今回の医薬品の有効利

用では，「使用法」が指導内容である。それを生徒

たちの学習内容として具体的に示したのが，自作教

材「ナスロンＳ」である。医薬品に必ず添付されて

いる「使用上の注意」を教材化し,その間違い探し活

動を行うことでねらいに迫っていった。授業前半で

医薬品についての知識・理解の内容を押さえ，それ

を活用して思考・判断する場面を設定していくこと

で，指導したことを評価に結びつけることができた。

指導者側の指導内容が焦点化され，それを達成させ

るために必要な活動，教材，場の設定などの指導の

工夫ができ，それに伴った評価活動を実施すること

で指導と評価の一体化につながっていったと考える。 

本時における学習の実現状況は，適切に把握でき

ていたと考える。それは，３つのねらいが確実に評

価と一体化し，学習シートや観察によって見取るこ

とができたからである。そのポイントは，新学習指

導要領の指導内容を十分に読み込み，生徒に見える

学習内容として示したことである。また，読み込む

ことにより，授業の構造が更に検討され，教材や学

習活動の工夫の必要性をより確かにとらえられたこ

とである。しかし，知識・理解の習得が厳しい生徒

に対し，その手立てが今回不十分であり，個別の資

料準備や学び合い活動の工夫等をもっと取り入れて

いかなければいけないという課題が残った。 

 

 

 

 

 

 

〔自作教材：ナスロンＳ〕 

 

指導内容 学習内容の明確化



授業では，単元全体を通して，学習訓練を徹底す

ることがとても大切である。基本的な約束事の上で

授業は成立する。特に保健の学習では，学習の進め

方が分かり，様々な活動の中で目的を逸脱しない展

開が重要であり，そのことを再確認できた本単元の

実践でもあったと考える。 

〔生徒の関心・意欲・態度を高める実験〕 

今年度『医療機関や医薬品の有効利用』は,３学期

に実施した。昨年同様,保健学習における学習訓練の

取組を全学年で実施しながら授業を展開した。また，

学習内容を明確にした上で本時のめあてを提示し，

ブレインストーミング等の手法を積極的に用いなが

らグループによる話し合い活動を充実させた。さら

に,知識・理解面で特に配慮を要する生徒に対しては，

１時間内での声かけを意識的に多くしたり,個別の

小プリントを準備したりして知識・理解の定着度を

高める取組を行った。 

 
 
【平成22年度】 

〔１年：ダンス：現代的なリズムのダンス〕 
〔単元の目標〕 

○ダンスに積極的に取り組むとともに，よさを

認め合おうとすること，分担した役割を果た

そうとすることなどや，健康・安全に気を配

ろうとする。 

○課題に応じた運動の取り組み方を工夫できる

ようにする。 

○感じを込めて踊ったりみんなで踊ったりする

楽しさや喜びを味わい，イメージをとらえた

発表や踊りを通した交流ができるようにす

る。 

○ダンスの特性や成り立ち，表現の仕方，関連

して高まる体力などを理解することができ

る。 

１年生男女共習での授業を実践した。これまで女

子だけを対象に実施してきたダンス学習だが，平成 

24年度からの必修化に向けて，新たな課題であり，

重要な研究実践とした。10時間扱いの６時間目では,

「①ロックやヒップホップのリズムと動きを組み合

わせて，全身で楽しく踊ることができる。②仲間の

学習を支援し，動きや表現のよさを指摘している。」 

というねらいで授業を展開した。①の学習活動にお

ける具体の評価規準については，動きの組み合せが

できるように，10分間のダンスアップを行い心と体

をほぐす活動を取り入れ，動き短冊カードや資料の

掲示，模範ダンスＤＶＤを活用した。 

       [ダンス授業の様子] 

②については，１単位時間の授業の最後にミニ交

流会を実施し，付箋紙に記録を残し，コミュニケー

ション活動を促すことで評価材料とした。また，学

習カードの記述から，知識・理解，思考・判断が確

実に見取れるように工夫した。 

本時における学習の実現状況は，適切に把握でき

ていたと考える。指導したいことを学習内容として

位置付けていたので，観察や学習カードによる評価

はできた。しかし，生徒の達成状況は十分ではなく，

その原因として，明確にした学習内容自体が新学習

指導要領の指導内容とずれていたことと，生徒の実



態に即した活動を組み込んでいなかったことが挙げ

られる。学習指導要領の解説が伝えているメッセー

ジの受け取り方や内容の取捨選択に課題があった結

果である。また，全身で楽しく踊らせるための教材・

教具や学習活動の工夫が十分ではなく，指導者自身

の知識・技能不足も否めなかった。そこで，本時以

降の単元計画を見直し，「リズムに変化をつけて」

というねらいから「リズムに乗って」に変更し，学

習内容も「音楽のビートに乗る・簡単な繰り返しの

リズム・相手と対応して」に焦点化した。また，体

育館に入ってくる時間には，流行している曲目を流

し雰囲気作りに努めた。その結果，少しずつではあ

るが生徒たちの活動的な姿が見られるようになり，

不安であった男女共習での学習については,学習が

進むにつれて違和感がなくなっていたようだった。

現代的なリズムのダンスでは，指導者が「ダンスが

楽しい。」と思える意識を持つことが重要である。

そのためにも，自分が楽しく踊れるように実技講習

会への参加や数多くの授業実践の積み重ねが必要で

あると考える。 

次年度は，今回の実践課題を踏まえ，改めて学習

導要領の解説を十分に読み込み，その上で更に学習

内容を明確にし，生徒の実態に応じた学習過程を組

み込むことで,全身で楽しく踊らせるための工夫を

行いたい。具体的には，体ほぐしの運動に音楽を付

け，心と体を解放させたり，生徒の興味関心のある

曲目を選択させたりして,自ずと体が動き出すよう

な状況を作り，ねらいに迫っていくようにしたい。 

【平成21年度】 

〔２年：体つくり運動：体力を高める運動〕 
〔単元の目標〕 

○運動の心地よさを味わうとともに,役割を

分担しながら活動しようとする。 
○自分の課題を明らかにした運動内容を選択

している。 
○体力を高める目的に適した運動を身につ

け，組み合わせることができる。 

○それぞれの運動のねらいと行い方を理解

し，効率の良い運動の組み合わせ方を理解

できる。 

２年生女子での授業を実践した。平成20年度に体

つくり運動を行った学年を継続して実施した。７時

間扱いの５時間目では,「①自己プログラムを実践，

見直し，自分にあったプログラムを実践することが

できる。」というねらいで授業を展開した。 
   本時では，運動を行う上での規準を「少しきつい

と感じる運動」とし，「きつさ」の把握のために，

脈拍数や汗の量を手がかりにし，学習カードを使っ

て自分の運動プログラムの振り返りをさせた。自分

の体力に目を向け，「少しきついと感じる運動」に

なっているか，常に意識させながら運動を行わせる

ようにした。また，昨年の経験や自らの経験から運

動内容を仲間に紹介し，全項目についてみんなで経

験させた。その時，紹介カードを使い運動を行う上

でのポイントに気を付けさせるようにした。 

      [体つくり運動の授業の様子] 

本時における学習の実現状況は，適切に把握でき

ていたと考える。それは，学習指導要領を読み込み

「単元計画の構想図」を作成した成果である。生徒

にも構造図を示し，単元全体の見通しを持たせると

ともに，どの時間にどのような評価が行われるのか

を明らかにした。生徒が，どのように学習内容を身

に付けていくのか見通しを持てるということは，１

時間１時間に重視する観点が明確になるので指導と

評価の一体化ができていたと考える。 
今年度も引き続いて３年生女子で体つくり運動を

実施した。体ほぐしの運動と体力を高める運動を組

み入れての学習過程を作成し，健康体力コースと体



力向上コースに分かれて活動した。過去２年間の取

組の成果が確実に表れた授業であった。授業前半で

の体ほぐしの運動を行うことで，「気付き・調整・

交流」があり，これまでの運動例を引き出して活動

することができていた。ただ，体ほぐしの運動のね

らいに迫るためには，多くの運動を実施する際の教

師側の関わり（声かけやコミュニケーション）が重

要であるので，更なる実践が必要である。 
   今後，中学校で学習した体つくり運動の経験を高

等学校での学習に必ず生かしてくれるはずである。

それと同時に，受験シーズンに突入する今後の生活

に，手軽で簡単な運動を実施してくれることを期待

したい。 
３ 成果の普及と今後の展望 
   研究を通しての最も大きい成果は，教師が学

習内容を明確にすることの重要性が理解でき，

それに応じた実践ができたことである。そのツ

ールが「単元計画の構造図」である。この構造

図作成を通して，新学習指導要領の解説に示さ

れている内容を実際の単元レベルに落としてい

く際に，繰り返し見直しを行いながら学習内容

を明確にしていくことができた。また，明確に

した学習内容を指導する場面との関係を考えな

がら，４観点（保健分野は３観点）の内容をバ

ランスよく配列していくことにより，ポイント

を絞った授業が可能となった。さらに，学習活

動における具体の評価規準についても，単元計

画の構造図を作成する中で，連動して考えてい

くため，単元全体を見通し，どの時間に何をど

のように指導するかが明確になった。 

    

 

 

 

 

 

    

    [授業作りの ｈｏｗ ｔｏ] 

実際の評価活動では，観察による評価機会の

整理ができ効率的な評価につながった。また，

指導したいことを盛り込んだ学習シートを作成

したり，資料の提示をしたりしたことで効果的

に評価の見取りができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔観察シート：チーム用捕球版〕 

生徒の学ぶ意欲を高めるために，生徒の実態

に応じた場の確保や教材・教具の工夫を行い，

十分な成果を上げることができた。これまでは，

単元始めのオリエンテーションで学ぶ意欲を高

めることが重要であると考えていたが，そのこ

ととともに学習を進めていく中で，種目の特性

や楽しさ，仲間との関わりの心地よさ等を味わ

わせることが，更なる学びの意欲向上につなが

っていくことがわかった。 

学習内容を明確にするには，学習指導要領を

確実に把握し，種目の特性や技能のポイントを

指導者が理解することが最も重要である。理解

するためには，指導者が幅広い知識と技能を持

ち，研修を深める必要がある。 

また，学習内容を明確にすることに伴い，評

価項目が定まってくるが，領域によっては，項

目が多くなるものもあり，時数や指導者，施設

設備等を考慮し，評価項目をさらに精査してい

く必要がある。 

最後に，今後さらに単元計画の構造図の作成

を通して，効果的・効率的な評価についての研

究を深め，研究の成果を熊本県下全域へホーム

ページや各種研究会を活用し普及していきたい。 

授業作りの how to

学習指導要領解説

単元計画の構造図

教材・教具，
場・ﾙｰﾙの工夫，
資料等の必要性

指導と評価の一体化

４観点のバランス・つながり

評価規準例の設定

学習内容の明確化
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