【保健体育科】

体育の見方・考え方を働かせ，
より良い動きを追求する生徒の育成
〜「運動感覚」を養う練習と「状況判断」を伴う練習を土台として〜
川治 裕輝，小林

達也

保健体育科では，課題を発見し，合理的な解決に向けた学習過程を通して，心と体を一体とし
て捉え，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するための資質・
能力を育成することが求められている。資質・能力を育むために，体育の「見方・考え方」を働
かせて，基本的な技能を高めるとともに，生徒が種目の特性に応じた課題を発見し，解決に向け
て学習しながら種目の特性や魅力を実感できるようにする必要がある。
本研究では，種目の特性に応じた「運動感覚」を養う練習をすることで基本的な技能を身につ
け，「状況判断」を伴う練習をすることで基本的な技能を適切に選択して発揮することができる
ようにする。それらを土台として課題解決をすることで，より良い動きを追求する生徒が育成さ
れると考え実践を行った。
１ 主題設定の理由
１（１） 学習指導要領の改訂より
保健体育科の今日的課題として，体力の二極化，
体力の低下が挙げられているが，その現状の中で，
種目の特性に応じた技能の習得を目指すことや，
自ら課題をもち，思考判断しながら課題解決に向
かい，他者に伝えることの重要性を説いている。
このことから，体育において，動きを捉え，状
況を判断したり思考したりしながら確かな力を
付けさせることや，仲間と関わり合いながら種目
本来の楽しさを味わわせることが大切であると
考えられる。そうすることで，運動を「する」だ
けではなく，
「みる・支える・知る」など多様な関
わりをもつことにつながり，生涯にわたって豊か
なスポーツライフを実現することにつながるだ
ろう。
また，学習指導要領の改訂では，新たな時代の
学びとして主体的・対話的で深い学びの実現に向
けた授業改善の推進が求められている。
本校の保健体育科では，主体的・対話的で深い
学びを,「より良い動きを身につける過程の中で，
課題を見つけ，動きを捉えたり，仲間とアドバイ
スし合ったりして解決に向かい，種目本来の楽し
さや喜びを味わうこと」と捉えている。また，主
体的・対話的で深い学びのための鍵として，
「体育
の見方・考え方」を働かせることが示されている。
１（２） １年次の研究課題
昨年度までの研究において，自ら課題を持ち，
「体育の見方・考え方」を働かせながら主体的に
活動することで，種目本来の楽しさを味わうこと
に焦点を当てて研究を進めてきた。そのためには

まず種目に必要な「運動感覚」を養うことが必要
であると考え実践を積み重ねた。その結果，次の
ような課題が見られた。
・ 球技における個人技能の「運動感覚」を養
う練習によって「感覚」は養われつつある
ものの，基本的な技能の習得や，その技能
を発揮する段階まではいかなかった。
・ 球技における状況判断能力の「運動感覚」
を養う練習によって，知識的には「いつ」
「どこへ」
「何をする」かが理解できたもの
の，生徒がゲームの中で状況を把握し，判
断するのに時間がかかり，動きが間に合わ
なかったり，動きができなかったりするこ
とがあった。
・ 課題を見つける機会の位置付けを行ったも
のの，一部のチームは自己（自チーム）に
適した課題をもったり，その課題に合った
練習方法を選択したりできなかった。
「運動感覚」を養うことが技能の習得につなが
るため，継続して練習方法の開発は続けていく必
要がある。また，そこで習得した技能を発揮でき
るようにするために，実践の中で必要な「状況判
断」を伴う練習を繰り返すことで適切な動きを選
択発揮することができると考えた。
また，それらを土台として，課題解決をする場
面を意図的に位置付ける必要がある。
１（３） 研究主題
１（１）〜１（２）を踏まえ，今年度の研究主
題を次のように設定した。

〈研究主題〉
体育の見方・考え方を働かせ，
より良い動きを追求する生徒の育成
〜「運動感覚」を養う練習と
「状況判断」を伴う練習を土台として〜

親しむ生徒を育成することができると考える。
２（２） 全体研究構想とのつながり

２ 目指す生徒の姿と全体研究構想との関わり
２（１） 目指す生徒の姿
研究主題にある生徒を育成していくために，目
指す生徒の姿を次のように設定した。
〈目指す生徒の姿〉
u 種目の特性に応じた「運動感覚」を養う
練習を通して動きのコツをつかむ姿
u 状況を把握して動く姿
u 自己（自チーム）に合った課題を見つけ
て，課題に合った練習方法を選択し，課
題解決に向けてより良い動きを追求して
いく姿
＊１ 「状況」
対人種目や集団種目における味方，相手，ボール，得点
などといった，自分と関連付けられるその場のありさま。

願う生徒の姿に迫っていくためには，生徒自身
が「体育の見方・考え方」を働かせる必要がある。
学習指導要領では，
「体育の見方・考え方」を働か
せるとは，
『スポーツの特性に着目して，楽しさや
喜びとともに体力の向上に果たす役割の視点か
ら捉え，
「する・見る・支える・知る」の多様な関
わり方と関連づけること』としている。
種目の特性に触れて楽しさを味わうためには，
技能の習得が必要となってくる。特に，運動経験
が少ない生徒は，自分の体の状況を理解できず，
うまく体を動かすことができない状態であると
考える。運動者自身が自分の体の様々な部分を動
かす感覚的なことから練習に取り入れ，感覚を意
識しながら練習をさせていけば，思うように自分
の体を動かすことができ，技能向上につながると
考える。そして，つかんだコツや技能をゲームな
どで発揮する場合，その技能を発揮するまでの状
況を把握し，どのように動くことがよいのかを考
えながら練習を重ねることで，臨機応変に動きな
がら技能を発揮することにつながると考える。
また，技能を定着，向上させるための過程の中
で，うまくいくためのポイントを知ったり，技の
成功や試合での勝利を目指してチームでアドバ
イスしたり補助をしたりすることは，スポーツの
多様な関わり方と言える。試行錯誤する中で，課
題解決の楽しさを味わい，生涯にわたって運動に

図１ 全校研究とのつながり
図１は，本校の全体研究構想と保健体育科で目
指す姿のつながりを示したものである。特に「種
目の特性を踏まえた技能を高める練習を通して
動きのコツをつかむ姿」に迫ることは，附中生の
目指す「状況を把握し，課題を見つける」姿に迫
ることにつながると考える。
３

研究仮説
目指す姿に迫るために，仮説を以下のように設
定した。
〈本研究の仮説〉
「運動感覚」を養う練習と「状況判断」を伴
う練習を土台として活動させ，自己（自チーム）
に合った課題を見つける機会を位置付けて「体
育の見方・考え方」を働かせながら課題解決に
向かわせることが，願う生徒を育成することに
つながるだろう。
４

研究内容

自分に合った課題
を見つける
→自分の動きを客観的に
捉える

動きを追求する
・自分に合った練習方
法を選択する。
・試行錯誤しながら繰
り返し練習する。
・仲間と関わり合いな
がら取り組む。

図２

・動きのコツをつかむ練習を土
台とする。
・技術ポイントを意識する。
・動画やゲーム記録から自身の
動きを知る。
・目指す姿と自分の動きを、動
きを考える視点をもとにしなが
ら比較する。
・自分に足らない部分，改善す
ると良い部分を見つける。

保健体育科の研究イメージ図

＜研究内容１＞
種目の特性に応じた技能を高めるための練習の
開発と位置づけ
（１）「運動感覚」を養う練習の開発と位置付け
（２）「状況判断」を伴う練習の位置付け
＜研究内容２＞
自己（自チーム）に合った課題を見つける機会の
位置付けと練習方法の選択の工夫
本研究ではまず，種目の特性を踏まえ，その種
目の楽しさを味わうために必要な個人技能や状
況判断能力を決め出し，それらが身に付くために
必要な「運動感覚」が養われるような練習を毎時
間帯活動として取り組んだり，前半練習に位置付
けたりする。この練習を繰り返し取り組ませるこ
とによって，基本的な技能を身に付けさせる。さ
らに，プレー中に刻々と変化する状況を把握し，
その状況に合った動きを選択して基本的な技能
を発揮できるようにする。
それらを土台とし，より良い動きを目指す中
で，自分（自チーム）に足りない部分は何かと
いう課題を自ら見つけ，思考錯誤しながら課題
解決に取り組むことが豊かなスポーツライフの
実現につながる。そのために，課題設定，練習
方法の選択，課題解決のための練習の選択のサ
イクルを授業の中に位置づける（図３）
。しか
し，課題を見つけ，解決していくことは，一人
では容易なことではない。その過程において，
仲間に自分の姿を観てもらうこと，記録をつけ
て分析すること，仲間とアドバイスや励ましの
声をかけ合うことなど，仲間と共に取り組みな
がら，よりよい動きを目指すことができるよう
にしたい。

図３

課題解決サイクル

＜研究内容１＞
種目の特性に応じた技能を高めるための練習
の開発と位置づけ
体育において，技能の習得は必要不可欠であ
り， その「うまくなった喜び」や「できた喜

び」を味わわせたい。また，その技能を習得す
ることは，その種目本来の楽しさを味わうこと
にもつながる。対人種目や集団種目の中での技
能の習得とは，単純な基本動作やボール操作な
どの個人技能と，それを発揮するための状況判
断のスキルが必要となる。それらを高めていく
ための練習を開発し，授業内に位置付けた。
＜研究内容１-（１）＞
「運動感覚」を養う練習の開発と位置付け
運動経験の少ない生徒は，運動感覚が不足して
おり，動きのコツをつかむことができていない状
態であると考えられる。もし運動者自身が自分の
体の様々な部分を動かす感覚が備われば，思うよ
うに自分の体を動かすことができるようになる
と考える。種目の特性に応じた「運動感覚」を養
うことができれば，種目に必要な基本的な技能の
定着を図ることができると考える。
そこで，種目の特性に応じた基本的な技能を決
め出し，それらが身につくために必要な「運動感
覚」を養われるような練習を開発し，帯活動や単
位時間の前半練習に位置付けた。
実践例
種目：バレーボール
対象：中学１年男子
（１）目的
オーバーハンドパスとアンダーハンドパスの
「運動感覚」を養う練習を開発し，帯活動に位置
付けることが基本的な技能の定着につながった
か検証する。
（２）方法
バレーボールにおける個人技能の「運動感覚」
を養う練習を図４，５のように行った。
パスをするための共通した動作は，下半身の体
重移動や体全体の上下動である。パスを出したい
方向に体重移動することや，タイミングよく体を
上下動させることが重要であると捉え，練習を考
えた。また，共通した動作だけでなく，オーバー
ハンドパスやアンダーハンドパス特有の動作を
取り出し，それらの感覚をつかめるようにした。
オーバーハンドパスでは，ボールを包み込むよう
な手の使い方とタイミングよく親指から外に向
かって押し出す動作がある。また，アンダーハン
ドパスは肘を伸ばして腕に当てることや，ボール
を弾く中でも，「ギュッ」と押すような感覚があ

る。それらを踏まえて練習方法を考えた。

図４

バレーボール「オーバーハンドパス」の技
能の「運動感覚」を養う練習

スキルを身につけていることである。そして,認
知スキルの中核をなすのは,状況判断の能力であ
る。」と述べている。刻々と変化する状況を把握し
ながら技能を発揮することが必要となる。これは
対人種目でも同じことが言える。
そこで，対人種目や集団種目においては，試合
の中で起こり得る状況に焦点を当て，その状況を
把握・判断した上で技能を発揮できるようにする
ための練習を開発し，単位時間の前半練習に位置
付けた。その時の練習は主に「条件付け練習」に
より行った。状況判断の場面は，様相の高まりに
合わせて取り上げ，技能が発揮できるように練習
した。
＊２ 「条件付け練習」
試合中の主要な局面の反復練習として行う。プレーヤー
の選択可能なプレーを限定してその条件下で何度も繰り
返して練習を行わせることで，そのプレーを強調する。

図５

バレーボール「アンダーハンドパス」の技
能の「運動感覚」を養う練習

（３）結果と考察
ボールを操作する前に，体の使い方を中心に練
習を行うことにより，落下点に入るスピードや，
ボールを運ぶ感覚が以前よりつかむことができ
るようになった。また，実際にボールを使った運
動をしていくにつれて，オーバーハンドパスでは，
手のひらで当てるのではなく，手のひらの中に一
瞬ボールが入り，押し出す感覚をつかむ生徒が増
えた。アンダーハンドパスでは，ただ力で腕を振
り回すのではなく，腕をギュッと絞り，下半身の
体重移動や上下動と連動させてパスを出す姿が
増えた。
＜研究内容１−（２）＞
「状況判断」を伴う練習の位置付け
球技において，田中（2003）は，「自由自在に
ボールをコントロールしたり,正確にボールをパ
スしたりするといった運動スキルの良し悪しが
パフォーマンスを左右するのはいうまでもない
が,より重要なのは,ゲームの状況を認知し,その
状況に最適なプレーかが選択できるという認知

なお，
「状況判断」とは「状況を捉え，それを基
準に照らし合わせて修正するときに働く力」と考
えている。そこで，状況に合わせて適切な判断を
して動くことができるように，下記の「動きを捉
える視点」をもとに状況に合わせた自己（自チー
ム）の動きぶりを捉えさせることにした。
◎攻防の状況→動き始めるタイミング
【どんな時に】
◎動く場所→プレーする場所や方向
【どこへ動いて】
◎準備の意識付け→次の動きの的確な準備
【何をするのか】
◎動きの継続性→相手の動き出しを想定し，意
図した動きが出来ない時の
動き方，対応の仕方
【〜の時は何をするのか】
実践例
種目：球技 ゴール型 バスケットボール
対象：中学１年生男子
（１）目的
ゲームの様相に合わせた状況判断の場面を決
め出し，
「動きを捉える視点」をもとにした練習を
位置付けることで，状況に合わせた技能を発揮す
ることができるようにする。
（２）方法
１年生バスケットボールにおけるゲームの様
相の変化を，固まって攻める→役割を決めて攻め
る→助け合って攻めるとして捉え，それぞれの場
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表１

バスケットボールにおける「状況判断」を伴う練習

面で必要な状況判断を決め出した。
（表１）また，
「動きを見る視点」をもとにボールを持っている
時，持っていない時の動きを確認し，その動きを
身につけさせるために，単元前半に条件付け練習
を位置付けた。
（３）結果と考察
球技の中で無数に存在する状況判断の場面の
中で，ゲームの様相の発展に合わせた場面を決め
出し，単元前半に練習したことで，広がって攻め
ることのできるチームが増えた。
また，生徒の毎時間の個人課題にも変化が見ら
れた。表２から，学習が進むにつれて個人課題の
中に状況判断が必要な具体的な場面が含まれる
ようになったことが分かる。学習が始まった第３
時では，状況を想定することができず，
「シュート
を決める」や「パスをする」というものが多かっ
たが，第８時では，
「味方がボールをとった時，空
いたスペースに動いて，パスをもらう」

表２ 個人課題の変化

のうに，具体的な状況を想定した個人課題を設
定することができる生徒が増えた。
以上のことから，ゲームの様相に合わせた状
況判断の場面を決め出し，動きの視点をもとに
繰り返し練習することで，生徒が具体的な場面
を想定して練習に取り組み，目指す動きの習得
につながったと考えられる。
＜研究内容２＞
自己（自チーム）に合った課題を見つける機会
の位置付けと練習方法の選択の工夫
体育において目指す姿や課題を明確にして練
習を行ったりすることは，必要不可欠のことであ
る。互いの姿を見合ったり，記録をつけたりしな
がらチームの課題を見つけて，目指す姿を明確に
することが，うまくいくための方法を考えたり，
動きを改善したりしていくことにつながる。また，
集団種目においても，プレーの中に，それぞれの
役割があり，個々がその役割を果たすことによっ
てよいプレーが成り立つ。そのため，個人の課題
をもち，それぞれがその課題解決に向けて取り組
むことが必要となる。
そこでグループ課題や個人課題を見つけるた
めに，単位時間や単元の構成を工夫し，自己（自
チーム）の姿を客観的に捉える場を意図的に設け
た。

実践例
種目：球技 ゴール型 バスケットボール
対象：中学１年生男子
（１）目的
課題に合ったゲーム記録と分析をもとに，チー
ムの課題を解決するのに適した練習方法を選択
させることで，主体的に活動に取り組み，課題解
決をする楽しさや喜びを味わうことができるよ
うにする。
（２）方法
単元後半にグループ課題をもとにゲーム記録
の項目と練習方法を考える時間を位置付けた。グ
ループごとに課題に合わせたゲーム記録を考え
ることで，生徒は課題解決に向けて必要な場面を
考え，課題解決のための練習を選択することがで
きると考えた。そのサイクルによって，より良い
動きを追求する。
（３）結果と考察
グループ課題をもとにしてゲーム記録の項目
を考えることで，ゲーム中に意識しなければな
らないことが明確化され，グループ全体で共有
することができた。
例えば，５G では「相手がボールを持っている
時，ボールとボールを持っていない相手の間に
入ってマークをする」という課題にした。それに
対してゲーム記録は「パスカットの成功率」を項
目とし，練習方法として２対１のパスカット練
習を選択した。グループ練習では，ボールマンと
マークマンの位置に注意しながら常に間に入り，
相手の動きに合わせて DF の動きを確認する姿
が見られた。その後の練習ゲームでは，パスカッ
トの成功率が４２％となり，課題解決すること
ができたと振り返っている。
前回は相手にパスを自由に回されていたの
で，今日は「パスカット」を課題に練習をし
た。ボールと相手の間に入って DF をするこ
とで，パスカットをすることができた。試合
でもパスカット率が４２％もあり，自由にパ
スを回させずに DF することができた。
（生徒の振り返りより）
このように，自ら課題を考え，その解決のため
にゲーム記録や練習方法を選択することが，課題
解決をする姿やその楽しさや喜びを味わうこと

につながった。
しかし，毎回の練習でケーム記録の項目が変わ
ってしまうグループもあり，同じ項目を記録して
その変化を見るグループは見られなかったので，
グループ課題は一定時間継続するなどの約束を
決め，グループの成長を数値的に振り返る必要が
ある。
５ 成果と課題
○「運動感覚」を養う練習を繰り返し行うことが，
種目の特性を踏まえた感覚をつかむことにつ
ながり，基本的な技能の習得につながった。ま
たボールを使った動きは，感覚が身についた
上で行うと良いことがわかった。
○「状況判断」を伴う練習を行うことで，実際の
ゲームの場面を想定しながら練習をすること
ができ，ゲームでの技能発揮につながること
がわかった。また，「いつ」「どこへ」「何を」
という視点を与えることで，自分の動きや仲
間の動きを見るための手掛かりとなった。そ
して動きを修正したりアドバイスしたりする
姿につながり，見方・考え方を働かせて活動す
る姿が見られた。
▲ゲームを分析することで，自己や自チームの課
題点を見つけることができたが，それを解決
するための練習方法の選択の仕方や，動きを
見る視点との関連を明確にする必要があるこ
とがわかった。
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