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教科名   保健体育 

研究課題 

【体育】  

○ 「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成する」

ための指導方法等の工夫改善についての研究  

② 運動の楽しさや喜びを深く味わい，学習に主体的に取り組めるようにする

ための指導方法等の工夫改善についての研究  

【保健】  

○ 個人及び社会生活における健康に関する課題を把握し，その解決を目指して

総合的に考え，判断し，それらを表現する力の育成を目指して，以下の内容に

おいて学習意欲を高めるとともに「知識を活用する学習活動を取り入れた指導

方法の工夫」のため指導方法等の研究開発 

(2)生涯を通じる健康  イ 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関 
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研究のキーワード  課題設定  学習形態  実践力  ICTの活用  

研究成果のポイント 

○ 課題設定、学習形態の工夫により，生徒の主体的な学習活動を促すとともに，思考力・判断力

を育み，実生活・実社会で実践できる基礎を身に付けることができた。 

○ ICTの活用は，生徒の学習意欲の向上や主体的な学習活動を促すとともに，情報の収集や資料

の整理等を短時間で効率よく行うことができ，生徒の思考力・判断力を育むことにも効果的で

あった。 
１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続するとともに健康を保持増進するため，

実生活，実社会における実践力を育成する」指導方法の工夫改善に関する実践研究 

 

（２）研究主題設定の理由 

本校の生徒は真面目で学ぶ意欲のある生徒が多く，授業への取組の様子や運動部活動の加入率

（全体 55％，男子は約 70％）などから，運動やスポーツに興味・関心を持っている生徒は多い

と考えられる。 

しかしながら，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・健康に関する知識を総合的に活用し，それらを実生活，実社会で実践する力が十分に育成

されているとは言えない状況である。 

そこで，卒業後に豊かなスポーツライフを継続できる資質や能力，及び健康･安全に関して習

得した知識を活用できる能力を育成するために本研究の主題を設定した。 

 

（３）研究体制 

① 保健体育科内においては体育主任が総括しながら，体育科職員全員体制で研究に取り組む。 

② 学校全体としては教頭、教務主任、各教科主任を中心とした研究推進委員会を設置し，より

効果的な研究方法について協議するとともに，公開授業・研究授業等の開催に向けて学校全体

で取り組む。 

③ 研究成果について，校内の諸会議、研修会を通じて学校全体で共有し，他教科でも応用でき

るよう協議していく。 



 

＜KJ 法＞ 

（４）１年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

４月  保健体育科研究体制の整備 

５月  研究の方向性について年間指導計画の見直し・改善 

６月  現状の把握と課題の検討 

７月  先進校視察（長野県長野高等学校）、学習指導要領の内容についての研究 

８月  教材研究，単元計画及び指導案，学習資料，評価資料作成 

９月  生徒の実態，意識アンケート実施 

１０月 指導と評価の計画に基づく授業実践 

県内中学校の保健体育公開授業・授業研究会への参加 

１１月 調査官訪問，公開授業・授業研究会の開催 

１２月 生徒の実態，意識アンケート等による成果の検証 

１月  中間報告会に向けての準備 

２月  中間報告会，中間報告後の指導計画見直し 

３月  次年度へ向けた問題点の検討・反省・準備 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

① 科目「体育」  

生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する実践力を養うため，思考力・判断力等を育

む効果的な指導方法等について研究する。 

○ 学習形態の工夫  ○ 課題設定の工夫  ○ ICTの効果的な活用 

② 科目「保健」  

健康を保持増進する実践力を養うため，思考力・判断力等を育む「知識を活用する学習活動」

を取り入れた指導方法等について研究する。 

○ 知識を活用し，実践力を育む学習活動  ○ ICT の効果的な活用 ○ 言語活動の充実 

 

（２）具体的な研究活動 

① 科目「体育」 
領域「体育理論」の「豊かなスポーツライフの設計の仕方」の単元において，今までの運動

やスポーツへの関わり方を振り返るとともに，今後のスポーツライフを多面的に考え，また、

住んでいる地域のスポーツ振興やスポーツと環境の関係性を理解し，生涯にわたって豊かなス

ポーツライフを継続する実践力を養うことができるよう以下の点について指導方法を工夫し

て取り組んだ。 
○ 学習形態の工夫 

ブレインストーミングやＫＪ法を用いてグループ学習を活発に

し，言語活動の充実を図るとともに，様々な発表形態を用いるこ

とにより，他者の考えを理解しやすくし，自分の考えと比較しな

がら学習内容を習得できるよう工夫した。 
○ 課題設定の工夫 

スポーツとの関わり方やスポーツの振興における課題を設定す

るに当たって，自分たちの住んでいる地域に関連したスポーツ施

策やスポーツ団体等を中心に，身近で具体的な内容にすることで，

自分の将来のスポーツライフをイメージしやすく，また，計画し

やすくなるよう工夫した。 
○ ICTの効果的な活用 

グループ学習において，収集した情報を比較したり，整理した

りしやすくなるよう ICT（タブレット端末、PC等）を活用した。 
 

＜タブレット端末と PC の活用＞ 



 
② 科目「保健」 

「生涯を通じる健康」イ 保健･医療制度及び地域の保健･医療機関の単元において，我が国

の保健・医療制度を理解し，将来、適切に保健・医療機関が活用できる実践力を養うことがで

きるよう以下の点について指導方法を工夫して取り組んだ。 
 

○ 知識を活用し，実践力を育む学習活動 

  保健・医療制度について学習した後，その知識をもとに

過去に実際に起きた事故事例や日常生活の中で身近に起こ

りうる事故事例について，適切に対処するにはどうしたら

よいか，グループで調べ，話し合う活動を取り入れた。 

○ ICTの効果的な活用 

グループ学習において，資料を整理したり，情報を共 

有したりするためにタブレット端末を活用した。 

○ 言語活動の充実 

ワークシートを効果的に活用し，論理的思考力を高めた

り，グループ学習を取り入れたりすることにより，コミュ

ニケーション能力を育成するなどの言語活動の充実を図

った。 
 

３ 研究の成果と課題 

（１）成果 

① 科目「体育」 
○ 「豊かなスポーツライフを送るための将来の計画が明確にある、何となくある」と回答し

た生徒の割合が，授業前は 40%であったが，授業後は 74%と倍近い割合に増えた。生徒が積

極的に調べ学習をし，グループ内外での意見交換や様々な発表形態の活動を用いたことで，

他人の考えを理解したり，自分の考えと対比させたりする場面が増え、それが思考力・判断

力を育むことにつながり，将来の自分のスポーツライフをより明確にイメージすることがで

きた。 

○ グループ学習における意見交換や発表などを多く設定し，言語活動の充実を図ったことに

より，生徒が主体的に取り組む学び合いの授業となった。 

○ スポーツとの関わり方やスポーツ振興における課題について考える際，自分たちの地域に

関連したスポーツ施策やスポーツ団体等を中心に，身近で具体的な内容に課題設定したこと

で，将来，自分がどのようにスポーツへ関わることができるのかを理解することができた。

また，アンケート結果において「卒業後に豊かなスポーツライフを実践できる，多分できる」

と回答した生徒の割合が，授業前は 63%であったが，授業後には 87%と大幅に増えたことか

らも，将来，豊かなスポーツライフを実現するための基礎が身に付いたと考えられた。 

○ タブレット端末の活用は，生徒の学習意欲の向上や主体的な学習活動を促すとともに，情

報の収集や資料の整理等を短時間で効率よく行うことができ，生徒の思考力・判断力を育む

ことにも効果的であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜グループ学習の様子＞ 

＜生徒作成プレゼン用資料＞ 
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将来、保健の授業で学んだ知識を活用できると思うか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 科目「保健」 

 ○ ICT の活用は，生徒の学習意欲を高めたり，主体的な学習活動を促したりするのに効果的

であった。また，短時間で効率よく資料をまとめることができ，生徒の思考を整理するのに

効果的であった。 

  ○ 学校生活の中で身近に起こりうる具体的な事故事例についての対処方法を調べることに

より，情報収集の方法（WEBページ，広報誌など）や保健・医療機関の活用方法を具体的に

理解することができ，適切に活用する実践力を身に付けることができた。 

○ ワークシートの構成を工夫することで生徒が積極的に調べ学習をしたり，グループ活動を

意図的に取り入れたりすることで，グループ内で活発に意見交換する姿が見られた。 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）課題 

○ 研究体制の整備 

    本校は総合学科であり，他教科との兼ね合いから，視聴覚室等の施設を使用するのに制約

があったり，また，時間割の変更も制限され，単元計画がスムーズに進行できない時期もあ

ったりしたので，年間を見通して計画的に授業が進められるよう他教科とも連携を図る必要

があった。 

○ 指導と評価の一体化 

   グループ学習での評価をどのようにするか，検討が不十分であった。ワークシートに学習

評価シートの機能をもたせられるよう工夫する必要があった。 

  ○ 単元計画の改善，授業のねらいの焦点化 

指導内容を盛り込みすぎて，生徒の思考・判断を促す時間が少なくなってしまう場面もあ

った。バランスよく観点別の指導内容を盛り込めるよう単元計画をより明確にしたり，授業

のねらいをより焦点化したりする必要があった。 

 

（３）研究２年目へ向けての取組 

   今年度と同様，生徒の学習意欲が向上し，生徒の主体的な学習が促進されるよう ICTを効果

的に活用するとともに，実社会，実生活に結びつくような実践力の育成をねらいとし，思考力・

判断力を育むための指導方法等について研究していきたい。また，今年度の課題であった「指

導と評価の一体化」にも取り組んでいきたい。 
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 ICTの活用により、保健の授業に関する意欲関心

が高まったか？ 


