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抄録 本研究は，中学校第２学年の保健体育科の授業実践において，自己の課題解決に向けた学び方を

考える力を育むための指導の在り方を探ったものである。自らの判断力を高める学習過程の工夫と自ら

の学びを進める学習シートの活用を通して，仲間と確かめ合いながら，めあてに合った練習方法やタス

クゲームを選択したり，自己の学習内容を振り返りシートに記入し，思考と練習を繰り返したりするこ

とができるようにした。その結果，生徒が課題解決に向けためあてを持ち，仲間と課題を共有しながら，

練習方法を適切に選択する姿が見られた。また，自己やチームの課題解決に向けて，練習方法の改善や新

たな課題を振り返りシートに記入する生徒も見られるようになった。よって，本研究における設定した

手立ては，自己の課題解決に向けた学び方を考える力を育むのに有効であった。 

Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

中学校学習指導要領(平成29年告示)解説保健体

育科編においては，生涯にわたって心身の健康を

保持増進し，豊かなスポーツライフを実現するた

めに，運動やスポーツとの多様な関わり方を場面

に応じて選択し，実践できるよう，「知識及び技能」，

「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，

人間性等」の育成を重視する観点から，内容等の

改善を図ることが示された。一方，同書では，運動

の習得した知識や技能を活用して, 課題解決をす

ることや，学習したことを相手に分かりやすく伝

えることなどに課題があること，運動する子供と

そうではない子供の二極化傾向が見られることな

どいくつかの課題が示されている。 

これまでの授業実践では，教師からの指示に対 

しては動くことができるものの，自己の課題を正

しく捉え，練習方法を選択しながら課題解決をす

ることが苦手な生徒が多く見られた。また，教師

の説明や仲間の発表に疑問を持っても自ら聞けず

運動が得意な生徒の意見が優先され，自己の考え

たことが仲間に認められる経験が少ない生徒も見

られた。その理由として，教師が授業中に，生徒の

思考する場面を十分に設けず，技術習得に時間を

かけてしまい，「見える学力(知識・技能)を見えな

い学力(思考力・判断力・表現力等)で支える」1授

業を十分に展開できなかったことが，考えられる。 

以上のことから保健体育科では，生涯にわたっ

て心身の健康を保持増進し，豊かなスポーツライ

フの実現という目標の具現化のためには，特に，

学習の中で自己の課題を発見しその解決に向けた

学び方を考える力を育むことが必要だと考える。

そこで，本研究では，授業の展開場面において，自

らの判断力を高める学習過程の工夫と自らの学び

を進める学習シートの活用を通して，自己の課題

を発見し，他者と関わり合う中で，その解決に向

けた学び方を考える力を育む指導の在り方を探り

たいと考え，本主題を設定した。 

２ 研究の基本的な考え方 

(１)  「自己の課題」とは 

授業の中で，生徒個人が見付けたり，チームの

中で発見したりした問題点とその解決に向けため

あてと捉えることとする。 

(２) 「解決に向けた学び方を考える力」とは 

中学校(保健体育) 
自己の課題解決に向けた学び方を考える力を育む保健体育科指導の一試み 

―自らの判断力を高める学習過程の工夫と自らの学びを進める学習シートの活用を通して― 
仙台市教育センター 
長期研修員 熊谷 篤(人来田中) 

＜キーワード＞ □自己の課題  □解決に向けた学び方を考える力  

□自らの判断力 □自らの学び 
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生徒個人が課題解決の達成に向けて，必要とな

る技能を正しく捉える力と他者と関わり合う中で，

自己やチームの課題に応じた練習方法を正しく捉

える力とする。 

(３) 「自らの判断力」とは 

学習過程の中で，自己の課題に合うめあてを設

定し，練習方法を選択したり，仲間と確かめ合い

ながら自己やチームの課題に合った練習方法を導

き出したりするといった，適切な練習方法を選択

する力と捉える。 

(４) 「自らの学び」とは 

 自己の課題解決をするために，仲間とチームの

課題を共有しながら，練習方法を試したり，選択

したりして確かめるなど，練習方法を振り返り，

次の学習につなげるという思考と練習を繰り返す

ことと捉える。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

自らの判断力を高める学習過程の工夫と自らの

学びを進める学習シートの活用を通して，自己の

課題解決に向けた学び方を考える力を育む指導の

在り方を探る。 
 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点１＞ 自らの判断力を高める学習過程の工夫 

(１) 展開場面における練習方法を選択する場面

の設定(手立てＡ) 

 自己の課題を発見することや仲間とチームの課

題を共有し，課題解決するための適切な練習方法

を選択する場面を取り入れる。 

(２) 実践を図るタスクゲームの設定(手立てＢ) 

解決すべき課題を明確にし，条件を変えたり，

コートのミニ化を図ったりするといった，簡易的

なゲームを取り入れる。 

＜視点２＞ 自らの学びを進める学習シートの活用 

(１) 振り返りシートの活用(手立てＣ) 

自己やチームのめあてを立て，めあてに合った

練習方法を仲間と確かめ合いながら，思考と練習

を補助するための振り返りシートを活用する。 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 事前調査 

(１)  計画 

事前調査を表１のとおり実施した。 

表１ 事前調査計画 

ねらい 
保健体育科の授業における生徒の意識を調査し，授業

実践に生かす。 

対象 仙台市立人来田中学校 第２学年 １組 19 名 ２組 19 名 

方法 質問紙法による調査 

内容 運動に対する情意面の生徒の意識調査 

調査日 令和元年 ５月 29 日と 10 月８日 

 (２)  結果 

運動に対する情意面の生徒の意識について，図

１から分かるように，20 名の生徒が，バレーボ

ールに対して肯定的に捉えており，「小学校の授業

が楽しかった。」，「皆でパスをつないでアタックを

決めるとかっこいい。」といったことが，理由とし

て挙げられた。しかし，18 名の生徒は，「小学校の

授業で上手くできなかった。」，「球技が苦手。」と

いった，技能面に不安を感じていることや「手が

痛いから。」といった，教具に不安を感じている理

由から否定的に捉えていることが分かった。また，

図２から分かるように，24 名の生徒が，バスケッ

トボールに対して肯定的に捉えており，「シュート

が決まるとうれしい。」，「ドリブルやパスができる

と楽しい。」といった，技能面に関したことが理由

として多く挙げられた。しかし，14 名の生徒は，

「シュートが入らない。」，「ドリブルが難しい。」

といった技能面に関する理由や「上手くないので

勝てない。」，「チームに迷惑をかけてしまう。」と

いった，消極的な理由から否定的に捉えているこ

とも分かった。 

 

 

 

 

 
図１ あなたは授業でバレーボールすることが好きですか 

20人 18人 
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(３) 考察 

調査の結果から，運動に対する情意面における

実態については，図１では，18名の生徒と図２で

は，14 名の生徒が技能面やボールの素材に不安を

感じ，苦手意識につながっていることがわかる。

これまでの自身の授業を振り返ると，技術習得を

目的とした授業構成が多かったため，運動が苦手

な生徒にとっては，その授業が苦痛と感じ，消極

的な気持ちで授業に取り組ませていた。そこで，

否定的に捉える生徒や不安に感じている生徒に対

し，苦手や不安と感じる部分を克服し，自己の必

要感に基づく練習方法を選択することが大切であ

ると考える。そのため，試しのゲームやメインゲ

ームを通して出た，自己やチームの課題を的確に

押さえ，自己やチームのめあてに合った練習方法

やタスクゲームを選択したりすることで，生徒個

人が課題を把握しながら，仲間と課題解決に向か

わせたい。そして，さらに，教材の持つ魅力も伝え

たいと考える。また，課題を捉えることが苦手な

生徒や練習方法が分からない生徒に対しては，教

師が練習方法をアドバイスしたり，仲間と苦手な

部分を確認し合ったりする学習が求められると考

える。 

なお，事後調査の結果については，「４ 事後調

査」で述べる。 

２ 授業実践の概要 

(１) 実践１ 

実践１を表２のとおり実施した。 

表２ 実践１指導計画 

対象 
仙台市立人来田中学校 
第２学年 １組 20 名 ２組 18 名 

実施期間 令和元年６月 18 日～７月４日 

単元名 ネット型「バレーボール」(球技) 

時 ねらい 学習活動 手立て 

１ 
自らボールに触れることができるように動い
て，練習やゲームに取り組む。 
バレーボールの特性や成り立ちについて知る。 

・バレーボールの特性や成
り立ちを知る。 

・試しのゲームを行う。 
・振り返りをする。 

 

２ 

用具の準備・片付けを仲間と協力しながら行う
とともに，健康・安全に留意する。 
自己やチームの課題に合わせた練習方法を
選ぶ。 

・ゲームを行う。 
・自己やチームの課題に合
わせた練習方法を考え，
行う。 

・振り返りをする。 
 

AC 

３ 

ボール操作やボールを持たない動きなどの技
術を身に付けるための運動の行い方のポイン
トを見付ける。 
相手の打球に備えた準備姿勢をとる。 

・課題に合うタスクゲーム
を選択し，行う。 

・振り返りをする。 BC 

４ 

自らボールに触れることができるように動い
て，練習やゲームに取り組む。 
自己やチームの課題を見付けるとともに，課
題に合わせた練習方法を考える。 

・ゲームを行う。 
・自己やチームの課題に合
わせた練習方法を考え，
行う。 

・振り返りをする。 

AC 

５ 味方が操作しやすい位置にボールを送る。 ・リーグ戦を行う。 
・振り返りをする。  

６ 

ボール操作やボールを持たない動きなどの技
術を身に付けるための運動の行い方のポイン
トを見付ける。 
相手の打球に備えた準備姿勢をとる。 

・課題に合うタスクゲーム
を選択し，行う。 

・ゲームを行う。 
・振り返りをする。 

BC 

７ 

作戦など，チームの話合いに参加し自己の役
割を果す。 
バレーボールの試合のルールや運営の仕方を
知る。 

・リーグ戦を行う。 
・振り返りをする。 

 

８ 味方が操作しやすい位置にボールを送る。 ・リーグ戦を行う。 
・振り返りをする。  

(２)  実践２ 

実践２を表３のように実施した。 

表３ 実践２指導計画 

対象 
仙台市立人来田中学校 
第２学年 １組 19 名 ２組 18 名(実践１より 1 名欠席) 

実施期間 令和元年 11 月 20 日～12 月６日 

単元名 ゴール型「バスケットボール」(球技) 

時 ねらい 学習活動 手立て 

１ 

自らボールに触れることができるように動い
て，練習やゲームに取り組む。 
バスケットボールに関連して高まる巧緻性，敏
捷性，スピード，全身持久力を知る。 

・バスケットボールに関連
して高まる体力を知る。 

・ゲームを行う。 
・振り返りをする。 

 

２ 

自己やチームの課題に合わせたシュート，パ
ス，ドリブルなどの練習方法を選ぶ。 
用具の準備・片付けを仲間と協力しながら行うと
ともに，健康・安全に留意する。 

・ゲームを行う。 
・自己やチームの課題に合
わせた練習方法を考え，
行う。 

・振り返りをする。 

AC 

３ 
自己のチームのめあてを基に，課題を見付ける。 
マークされていない味方にパスを出す。 

・課題に合うタスクゲーム
を選択し，行う。 

・振り返りをする。 
BC 

４ 
ディフェンスのいない場所でシュートを打つ
ことができるように，ゴール前の空いている場
所に動く。 

・ゲームを行う。 
・振り返りをする。  

５ 
自己やチームの課題に合わせたシュート，パ
ス，ドリブルなどの練習方法を選ぶ。 

・ゲームを行う。 
・自己やチームの課題に合
わせた練習方法を考え，
行う。 

・振り返りをする。 
AC 

６ 
マークされていない味方にパスを出す。 
自己やチームのめあてを基に，課題を見付ける。 

・課題に合うタスクゲーム
を選択し，行う。 

・ゲームを行う。 
・振り返りをする。 

BC 

７ 

作戦など，チームの話合いに参加し自己の役割
を果す。 
バスケットボールの試合のルールや運営の仕
方を知る。 

・リーグ戦を行う。 
・振り返りをする。 

 

８ 

自らボールに触れることができるように動い
て，練習やゲームに取り組む。 
ディフェンスのいない場所でシュートを打つ
ことができるように，ゴール前の空いている場
所に動く。 

・リーグ戦を行う。 
・振り返りをする。 

 

３ 実践の内容と結果及び考察 

＜視点１＞ 自らの判断力を高める学習過程の工夫 

(１) 展開場面における練習方法を選択する場面

の設定(手立てＡ) 

① 内容と結果 

自己の判断力を高めるために，試しのゲームや

メインゲームの中で自己やチームの課題を発見し，

その課題解決をさせるための練習方法を選択する

場面を設定した。本研究における練習方法は，ゲ

ームに必要となる技能の向上を図り，自己やチー

ムの課題解決をするために行うものである。そこ

で，教師がめあてを提示し，生徒が授業で思考し，

図２ あなたは授業でバスケットボールをすることが好きですか 

24人 14人 
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練習したことを模造紙にまとめて紹介し，練習方

法を考える時間を設けた。その中で課題に合う練

習方法を自己やチームの現状を踏まえ話し合った。

さらに，考えたことを全体で共有する場面を設け，

他の生徒やチームの練習方法を参考となるように

した。そして，練習方法を選択する場面を授業実

践１では第２，４時，授業実践２では，第２，５時

の授業で取り入れた。表４，表５は，個人やチーム

として課題に合った練習方法を選択した生徒の変

容を現したものである。表４からは，個人として

の課題を発見し，課題に合った練習方法を選択で

きている生徒が第２時に比べ 30 名以上に増えた

ことが分かる。図３からも分かるように，授業回

数を重ねるごとに個人として適切に課題に合った

練習方法を選択している生徒の姿が見られた。表

５では，チームとしての課題を発見し課題に合っ

た練習方法を選択できている生徒が，第２時に比

べ 30名以上に増えた。図４からも分かるように授

業回数を重ねるごとにチームとしても適切な課題

に合った練習方法を選択している生徒の姿が見ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 考察 

試しのゲームやメインゲームを終えた後に，仲

間とチームの課題を共有し，課題解決に向けて，

練習時間を確保したことで，表４や表５のように，

自己やチームとしての課題を発見し，課題に合っ

た練習方法を選択できたと考えられる。これらの

結果の背景には，図３や図４のように，授業が進

むにつれて，ゲームを通して仲間との関わりが増

え，仲間と話し合いながら，自己やチームの課題

を発見できるようになり，さらに，より課題に合

わせた適切な練習方法を選択する力が身に付いた

と考えられる。また，個人としての課題を発見し，

課題に合った練習方法を選択する生徒の数につい

て，ネット型とゴール型を比較すると，ネット型

の方が，正確にボールを上げなければ，ラリーが

続かないことから，アンダーハンドパスやオーバ

ーハンドパスといった個人技能が必要だと捉え，

適切な練習方法を選択した生徒の数が増えたから

だと考えられる。さらに，生徒が自らの課題を発

表４ 個人として課題に合った練習方法を選択している生徒数 

授業実践１バレーボール 

授業実践２バスケットボール 

教師の見取り 

課題に合った練習方法を選

択できている 

課題に合っていない練習

方法を選択している 

バレーボール バスケットボール バレーボール バスケットボール 

２

時 

生
徒
の
練
習
の
様
子
や
記
述
内
容 

課題を発見した 13 人 18 人 ８人 １人 

課題を発見して

いない 
14 人 16 人 ３人 ２人 

４ 
・ 
５
時 

課題を発見した 35 人 30 人 ０人 ０人 

課題を発見して

いない 
３人 ７人 ０人 ０人 

〈バレーボール〉 
第２時 教師が提示しためあて「自己やチームの課題に応じた練習方法を選ぶ」 
Ａチームの練習 
【課】皆がボールに触れない。(触ろうとしない。) 
→チームで円陣になり，アンダーハンドパスやオーバーハンドパスの練習。 

 
第４時 教師が提示しためあて「自己やチームの課題に応じた練習方法を選ぶ」 
Ａチームの練習 
【課】操作しやすい位置にボールを送れない。 

→２対２や３対２分かれ，それぞれポジションを決めた上で，真上にボールを
上げるようにした。その際に，ボールを受ける仲間の名前を呼ぶようにする
ことや上がったボールに自ら動いて取るように意識した。 

〈バスケットボール〉 
第２時 教師が提示しためあて「相手にボールを取られないように攻める方法を見付けよう」 
Ｂチームの練習 
【課】ゴールまで攻められるが，シュートが入らない。 

→ノーチャージエリアからゴールの黒枠をねらう練習。 
 
第５時 教師が提示しためあて「相手にボールを取られないように攻める方法を考えてみよう」 
Ｂチームの練習 
【課】ノーチャージエリアに入る前にパスカットされてしまう。 

→３対１など，数的優位な条件で，守備のいないところでパスをもらう練習。 
その際に，パスをもらう時は声を出してもらったり，足を止めずに常に動き
ながらパスをもらったりすることを意識する。 

図４ チームとして課題に合った練習方法を選択しているチームの変容の様子 

表５ チームとして課題に合った練習方法を選択している生徒数 

授業実践１バレーボール 

授業実践２バスケットボール 

教師の見取り 

課題に合った練習方法を

選択できている 

課題に合っていない練習

方法を選択している 

バレーボール バスケットボール バレーボール バスケットボール 

２

時 

生
徒
の
練
習
の
様
子
や
記
述
内
容 

課題を発見した 16 人 18 人 10 人 ９人 

課題を発見して

いない 
11 人 10 人 １人 ０人 

４ 
・ 
５
時 

課題を発見した 33 人 37 人 ５人 ０人 

課題を発見して

いない 
０人 ０人 ０人 ０人 

 

〈バレーボール〉 
第２時 教師が提示しためあて「自己やチームの課題に合わせた練習方法を選ぶ」 
生徒M：【課】ボールを上げられない。 

→円陣パスで高くボールを上げる。その際に腕全体で打つ。 
 
第４時 教師が提示しためあて「自己やチームの課題に合わせた練習方法を選ぶ」 
生徒M：【課】味方が打ちやすいボールを上げられない。 

→１対１でアンダーハンドパスを打つ際に，ボールを腕の真ん中に当てて，
一定の高さで味方に返す練習。 

〈バスケットボール〉 
第２時 教師が提示しためあて「相手にボールを取られないように攻める方法を見付けよう」 
生徒Ｎ：【課】ゴールまで攻められるが，シュートが入らない。 

→ノーチャージエリアからゴールの黒枠をねらう練習。 
 

第５時 教師が提示しためあて「相手にボールを取られないように攻める方法を考えてみよ

う」 
生徒Ｎ：【課】試合でパスをカットされてしまう。 

→２対１や３対２の練習で，守備をされる前に即時に味方にパスをする。
その際に，ボールを持たない味方は，守備をかわしてボールを持っている。

 図３ 個人として課題に合った練習方法を選択している生徒の変容の様子 



熊谷５ 
 

見したことが，生徒個人やチームでの練習内容や

課題解決に結び付くものとなっていたことが明ら

かとなった。そのため，展開場面において自己の

課題解決のための練習方法を選択する場面を設定

するという手立ては，有効であったと考えられる。

しかし，個人の課題は発見していないものの，練

習方法を選択できた生徒は，バレーボールでは，

３名，バスケットボールでは，７名いることが分

かった。これらの生徒は，チームとしての活動を

通して，自然に自己の課題に合う練習方法を選択

していたものと考えられる。今後は，学習を振り

返る場面を充実させ，生徒に学習課題や自己のめ

あてを再確認させたり，教師から振り返りのポイ

ントを提示したりすることで，生徒一人一人が自

己の課題を適切に捉え，新たな課題を明確に持た

せたい。 

(２) 実践を図るタスクゲームの設定(手立てＢ) 

① 内容と結果 

自己の判断力を高めるために，授業の展開場面

において，チームの課題を明確にし，その課題解

決させるためのタスクゲームを選択する場面を設

けた。選択するに当たり，生徒が各種目の知識が

浅く，タスクゲームを一から考えられないという

実態を踏まえ，生徒が効率よく練習を進められる

ように，教師が用意したタスクゲームの一覧表を

生徒に配布した。そこで，教師がめあてを提示し，

一覧表の中から自己やチームの課題に合ったタス

クゲームを選択し，課題解決に向けて取り組んだ。

また，タスクゲームを選択した理由を全体で紹介

する場面も設けた。そして，タスクゲームを選択

する場面を授業実践１，２ともに，第３，６時の展

開場面で取り入れた。その結果，表６では，30 名

以上の生徒が個人としての課題をつかみタスクゲ

ームを選択していたことが分かった。表７では，

30名以上の生徒がチームとしての課題をつかみタ

スクゲームを選択していたことが分かった。また，

図５から分かるように，授業回数を重ねるごとに，

課題をつかみタスクゲームを選択する理由が明確

になっていく生徒の変容の様子が見られた。さら

に，図６の発言からも，これまで自分に向かって

くるボールや動き方が分からずに反応することが

できなかった生徒もボールを受けることに意識が

向くようになった。さらに，積極的にボールをレ

シーブしようとする姿が見られたり，それまで空

いているスペ―スに動けなかった生徒がパスをも

らうために，空いているスペースに積極的に動こ

うとしたりする姿も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈バレーボール〉 
S1：ボールを持たない人の意識を高めるために名前を呼ぶとボールに反応しやすくなった。 
S2：名前を呼ぶことでゲーム中に瞬時に動けるようになった。 
〈バスケットボール〉 
S3：アイコンタクトをすると相手にバレないように，パスをもらうことができた。 
S4:：２人以上ボールを持っている人の近くにいるとパスできないからバラバラに動くこと

が大切だ。 
図６ タスクゲームに関する授業中の生徒の発言 

〈バレーボール〉 
第３時 教師が提示しためあて【ボール操作やボールを持たないときの動きなどの運動の

行い方のポイントを見付けよう】 
Ｃチーム：【課】ラリーが続かない。 

→１対１のアンダーハンドパスゲームを選択。 
 
 
第６時 教師が提示しためあて【ボール操作やボールを持たないときの動きなどの運動の

行い方のポイントを見付けよう】 
Ｃチーム：【課】ラリーが続かない。 

→３対２で必ず全員がボールに触ってから返すゲームを選択。その
際に名前を呼ぶことやボールを受ける準備をするためにレシー
ブの姿勢に気を付けた。 

〈バスケットボール〉 
第３時 教師が提示しためあて【相手にボールを取られないように攻めてみよう】 
Ｄチーム：【課】シュートが決まらない。 

→３(攻)対２(守)または３(攻)対１(守)のハーフコートのゲーム 
を選択。ノーチャージエリアでパスをもらいシュートすること 
を意識した。 

      
第６時 教師が提示しためあて【相手にボールを取られないように攻めてみよう】 
Ｄチーム：【課】パスの受け手がボールを見ていない。 

→３(攻)対２(守)または３(攻)対１(守)のハーフコートを使った
数的優位の条件で，守備に 30 秒間パスをカットされずにパスを
回すゲームを選択した。その際にパスを出す人やパスを受ける人
は名前を呼ぶように意識した。 

図５ 課題に合ったタスクゲームを選択するチームの変容の様子 

表６ 個人として課題に合ったタスクゲームを選択している生徒数 

授業実践１バレーボール 

授業実践２バスケットボール 

教師の見取り 

課題に合ったタスクゲーム

を選択できている 

課題に合っていないタス

クゲームを選択している 

バレーボール バスケットボール バレーボール バスケットボール 

３

時 

生
徒
の
練
習
の
様
子
や
記
述
内
容 

課題をつかんだ 16 人 20 人 ０人 ０人 

課題をつかんで

いない 
21 人 17 人 １人 ０人 

６ 
 
時 

課題をつかんだ 38 人 37 人 ０人 ０人 

課題をつかんで

いない 
０人 ０人 ０人 ０人 

 表７ チームとして課題に合ったタスクゲームを選択している生徒数 

授業実践１バレーボール 

授業実践２バスケットボール 

教師の見取り 

課題に合ったタスクゲーム

を選択できている 

課題に合っていないタス

クゲームを選択している 

バレーボール バスケットボール バレーボール バスケットボール 

３

時 

生
徒
の
練
習
の
様
子
や
記
述
内
容 

課題をつかんだ 17 人 28 人 ５人 ０人 

課題をつかんで

いない 
16 人 ９人 ０人 ０人 

６ 
 

時 

課題をつかんだ 38 人 37 人 ０人 ０人 

課題をつかんで

いない 
０人 ０人 ０人 ０人 
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② 考察 

表６では，個人として課題をつかんでタスクゲ

ームを選択していたことが明らかとなった。その

ため，表７においても，チームとして課題をつか

んでタスクゲームを選択していたことが明らかと

なった。このような結果が出た要因として，手立

てＡにおいて自己やチームの課題に合った練習方

法を考えたことで，生徒は課題を適切に捉え，タ

スクゲームにも生かせるようになったためと考え

られる。さらに，図６の発言からも，自己やチーム

の課題を明確に捉え，より実践に近い運動に取り

組んだことにより，生徒が課題解決に向けためあ

てを持ち，タスクゲームを適切に選択する姿が見

られるようになったことにつながったと考えられ

る。加えて，授業実践１でタスクゲームを取り入

れたことで，生徒がタスクゲームの選択の仕方を

理解し，授業実践２では，タスクゲームの進め方

も理解することができたと考察される。よって，

第３時では，すでに 28 名が課題をつかみ，第６時

に 30 名以上の生徒が課題をつかんでタスクゲー

ムを選択しているという結果が得られた。 

以上のことから手立てＡ・Ｂは，自らの判断力

を高めるのに有効であったと考えられる。 

＜視点２＞ 自らの学びを進める学習シートの活用 

(１) 振り返りシートの活用(手立てＣ) 

① 内容と結果 

自らの学びを進めるために，図７の振り返りシ

ートでは，自己やチームのめあてを立て，めあて

に合った練習方法を仲間と確かめ合いながら，思

考と練習を補助できるように，単元を通して，１

枚の学習シートに記述をまとめられるようにした。

生徒には，めあてを立てたり，振り返りをしたり

する活動の際に，前時の振り返りが本時のめあて

につながるように声掛けを行った。そして，授業

実践１では，第２，３，４，６時，授業実践２では，

第２，３，５，６時の展開場面で取り入れた。その

結果，図８のように，自己やチームの課題解決を

するために，練習方法を仲間と確かめ合いながら，

学びを進める生徒の姿が見られた。そして，バレ

ーボールにおいても，同様の姿が見られた。また，

図９, 図 10 のように，授業回数を重ねるごとに課

題に合うめあてを立て，課題に合うめあてに対し

て振り返りをすることができる生徒が第６時では，

30 名近くまで増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 バスケットボールにおける課題にあっためあてを立て振り返り 

している生徒数の比較 

 

図９ バレーボールにおける課題にあっためあてを立て振り返りしている 

生徒数の比較 

 

【練習】 

【６時】３対１で守備側にフェ
イントをかけてパスを出すよう
に心掛けた。 

【５時】３対２で，足を止めず
に，常に動いてパスをもらう練
習をした。 

【２時】３対１でパス回しの練
習をした。互いに声を掛け合い
ながらパスをした。 

【３時】守備の頭上を越すよう
にパスの高さを変えて，味方に
ボールを送る練習をした。 

図８ 思考と練習を繰り返し，自らの学びを進める様子 

 

パスが上手くつながらない生徒がチ
ームと協力しながら，ボールを守備に
取られないように毎時間，試行錯誤を
重ね，パスが上達する姿が見られた。 

【６時】パスカットされにくく
なったが，取られないように，
フェイントを入れてみよう。 
【５時】相手にカットされるこ
とが多いため，走りながらパス
をしてみよう。 
【３時】パスはつながるように
なったが，パスが安定しないた
めパスの高さを変えてみよう。 

【思考】 

【２時】パスがつながらないた
め，声掛けをしてみよう。 

自
ら
の
学
び
を
進
め
る 

〈バスケットボール〉 

図７ 授業で活用した(a)バレーボールと(b)バスケットボール振 
り返りシート 

 

(a) (ｂ) 

振り返りを記入 振り返りを記入 

めあてを記入 めあてを記入 

前時の振り返りを基に，
めあてや振り返りを記入 前時の振り返りを基に，

めあてや振り返りを記入 
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② 考察 

図７のように，自己やチームのめあてを立て，

練習方法を仲間と確かめ合いながら，思考と練習

を補助できるように，単元を通して，１枚の学習

シートに記述をまとめた。そのため，生徒が前時

のめあてや学習内容を確認しながら本時の内容を

振り返り，記述する姿につながったと考えられる。

また，図８のように，思考と練習を授業の中で繰

り返すことによって，自己の学習内容を振り返り，

毎時間，自己やチームの課題を確認しながら解決

すべき課題の明確化につながるという効果につな

がったと考えられる。そのため，図９や図 10のよ

うに課題に合うめあてを立て振り返りができる生

徒が増え，図 11の生徒の記述からも，学びを進め

るための方法を自分なりに考えることができた生

徒が増えたと考えられる。さらに，自己の課題を

毎時間振り返ったことで，図 12のように技能に関

することや戦術的な内容を記録できるようになっ

たと考えられる。そして，このようなポイントを

押さえた記述を行う生徒も多くなり，授業回数を

重ねるごとに具体的な記述も増え，自らの課題を

発見し，次時につなげようという思いを記述する

生徒が多く見られた。その理由として，自己を知

ることができるようになったことで，仲間に対し

てもアドバイスをすることができるようになった

と考えられる。よって，自らの学びを進める上で

手立てＣは，有効であったと言える。しかし，課題

をつかめずに，「楽しい。」，「頑張った。」といった，

具体的な記述ができていない生徒も依然として見

られたので，今後は，自らの学びを振り返り，授業

の課題と照らし合わせながら，具体的な記述や表

現ができるように授業中に生徒と関わる中で探り

ながら，課題解決に向けた助言をしていく必要が

あると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事後調査 

(１) 計画 

 事後調査を表８のとおり実施した。 

表８ 事後調査計画 

ねらい 
保健体育科の授業実践終了後に生徒の意識の変容を
つかみ，今後の授業づくりに生かす。 

対象 仙台市立人来田中学校 第２学年 １組 19 名 ２組 17 名 

方法 質問紙法による調査 

内容 運動に対する情意面の生徒の意識の変容に関する調査 

調査日 令和元年 ７月 10 日と 12 月６日 

(２)  結果 

運動に対する情意面の生徒の意識の変容につい

て，事後調査では，図 13から分かるようにバレー

ボールに対し，33名の生徒が肯定的に回答してい

る。その理由として，「ラリーが続いておもしろ

い。」，「相手にボールを返し点数を入れることがで

きた。」といった技術面の向上に関する理由と「作

戦を仲間と立てるのが楽しい。」，「練習方法を自分

たちで考え，選択できたことが楽しい。」といった

自分たちで学習の進め方を考える楽しさという観

点に基づいた理由が多く挙げられた。しかし，４

名の生徒が，「球技が苦手。」，「相手に返せない。」，

「ボールが痛い。」という理由から否定的に捉えて

いることも明らかになった。また，バスケットボ

ールに関しては，図 14 から分かるように，36名の

生徒が肯定的に回答しており，「シュートが決まる

とうれしい。」，「パスがうまく回るとうれしい。」

といった技能面に関する回答や「作戦を立てるこ

とが楽しい。」，「チームで協力し，意見交換をして

互いに高め合えた。」，「仲間と練習方法を考え実行

するから。」といった思考・判断や態度に関する理

由が挙げられた。 

 

 

 

 

〈バレーボール〉 
S5：授業を通して，自分が困っていることは，仲間に聞いたり，仲間が困ったりして

いたら，教えたい。 
S6：自らの考えを少しずつ増やすことで，上手くなることが分かった。上手くなるた

めには，意見を交換し，考えをまとめたりすることは，他の授業やこれからのこ
とに生かせるので大事にしたい。 

〈バスケットボール〉 
S7：チームの中で自分の意見を言えて積極的に行動できるようになった。 
S8：試合でミスをしたところなどを直すために練習方法を考え練習ができた。 

図 11 学びを進めるための方法を考えることが自分なりにできた授業中 
の生徒の記述 

〈バレーボール〉 
S9：積極的にボールに触ることができたが，力が足りないためにボー

ルが飛ばないので，力の入れ方に気をつけたい。 
S10：アンダーは，腕で打つことと上下に腕動かさないことが大切。 
S11：最初に取る人を決めておくとミスをしにくい。 
〈バスケットボール〉 
S12：パスをするだけでなく，パスを受ける側も気を付ける。 
S13：パスは横だけでなく，斜めにもパスを出すことが大切だ。 

図 12 自己の課題を発見している授業中の生徒の記述 

 

図 13 あなたは授業でバレーボールすることが好きですか 
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(３)  考察 

図 13, 14 では，バレーボールとバスケットボー

ルに対して好意的に捉えている生徒が増えるとい

う変容が見られる。その理由として，技術習得を

主なねらいとする授業観を変換し，自己の課題に

合うめあてを考えたり，そのめあてに合う練習方

法を仲間と相談しながら決めたりするといった学

び方を考える力の育成を中核とした授業構成にし

たことが要因として考えられる。このような，授

業構成にしたことにより，生徒自らが考える場面

が増え，仲間と協働する楽しさを味わいながら生

徒自らが目的意識を持った学習を展開することが

できるようになったことも，図 13，14 の生徒の回

答から考察される。どちらの単元においても，教

師による技術面の指導を極力押さえ，生徒自らが

課題を発見し，練習方法を考え，仲間と試行錯誤

ができる学習過程になるように授業を展開した。

このことによって，図 15の生徒の記述にもあるよ

うに，互いにアドバイスをし合ったり，練習方法

を考えたりすることで，チーム内の団結力が次第

に高まり，協力しながら授業に取り組むようにな

り，仲間を大切にすることや感謝の気持ちを持つ

という効果も見られた。 

 

 

 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

＜視点１＞ 自らの判断力を高める学習過程の工夫 

 生徒が自らの判断力を高めるために，自己やチ

ームの課題を発見し，その課題解決をするための

練習方法を選択する場面を取り入れたり，自己や

チームの課題解決に合ったタスクゲームを選択し

たりする場面を取り入れた。その中で，自己の課

題について話し合うことによって，チームの特徴

を共有することにつながり，チームの課題を捉え

た上で練習方法やタスクゲームを選択するといっ

た課題解決につながったと考えられる。このこと

からも，自己の課題解決に向けた学び方を考える

力が身に付いたと考えられる。 

＜視点２＞ 自らの学びを進める学習シートの活用 

自らの学びを進めるために，自己やチームのめ

あてを立て，めあてに合った練習方法を仲間と確

かめ合いながら，思考と練習を補助できるように

単元を通して，１枚の学習シートに記述をした。

そして，教師が前時の振り返りから本時のめあて

につながるように声掛けをした。その結果，学習

シートを活用しながら自己やチームのめあてを立

て，課題解決するための方法を見付け，練習し，振

り返りながら，修正していくという自己の課題解

決に向けた学び方を考える姿が多く見られるよう

になった。 
２  今後の課題 
 本研究では，自己の課題解決に向けた学び方を

考える力を育むために自己やチームの課題に合っ

た練習方法とタスクゲームを選択したり，振り返

りシートを活用し，自己の学習過程を見直したり

する学習活動を行ってきた。今後は，教師の提示

するめあてを生徒に分かりやすく伝え，導入場面

で生徒が自己やチームのめあてを十分に考える時

間を設けたい。そして，めあてを明確に捉えるこ

とができるようにするとともに，そのめあての達

成に向けて練習方法やタスクゲームを自らの力で

考えたり，選択したりする力を身に付けさせたい。

そのためにも，練習方法に関する知識が少ない生

徒に対して，教師側がどのように働きかけたり，

仲間が見付けた練習方法を全体で共有させたりす

るのか，支援の在り方を今後の授業実践を通して，

探っていきたいと考える。 
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S14：最初は，全くできずに「嫌だな」と思ったり，あきらめそうになった
りしたが，仲間がアドバイスをしてくれ，励ましてくれたおかげで，だ
んだんと上手くできるようになった。これからも「仲間を大切にする
こと」「仲間に感謝すること」を忘れずに生活したい。 

S15：仲間と協力して，人に感謝することの大切さを学んだ。 

図 15 授業実践１，２を通して生まれた効果に関する授業中の生徒の記述 

 

図 14 あなたは授業でバスケットボールをすることが好きですか 

(注)：図 13 と図 14 の事後では，欠席者が出たため全体の人数が減っている。 
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