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中学校
保健体育科

「授業の工夫例」の ポイント
○「学ぶ意欲」を高める工夫例として、個に応じた目標設定を工夫することで学習意欲を高める学習を取り上げました。◆走力に応じた
目標設定と課題に応じた練習の場の選択を自ら行うことで、課題解決に取り組む意欲を高めます。動きのポイントを基に、仲間と援助
し合いながら動きの改善に積極的に取り組む様子を教師が見取り、そのよさを生徒に伝えることがポイントです。 

○「学んだ力」を高める工夫例として、段階的な指導により基礎的・基本的な知識や技能の定着を図る学習を取り上げました。◆技能レ
ベルに応じた段階的な指導展開により、運動の特性や楽しさを味わいながら基礎的・基本的な知識や技能の定着を図ります。 

○「活かす力」を高め
る工夫例として、既
習を生かして課題
解決に取り組み、思
考力・判断力を高め
る学習を取り上げ
ました。 

◆既習の基礎的・基本
的な知識を活用し
て解決を図る課題
を設定することが
ポイントです。 

◆グループで互いの
意見の交流を行う
ことで、思考の広が
りや深まりを促し
ます。 

◆学習カードを工夫
して学習前後の生
徒の思考の変容を
視覚化し、比較でき
るようにすること
で自らの学びを実
感することができ
ます。 

◆学んだ知識を活用
して、自らの運動習
慣の改善について
具体的に考えるこ
とができたか評価
します。

授 業 の 工 夫 例 

◆個に応じた目標設定を工夫することで主体的に取り組む意欲を高める学習展開
◆学んだ知識を活用することにより思考力・判断力
高める学習活動

◆段階的な指導により基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る学習展開

○保健分野 ３年

（４）健康な生活と疾病の予防
（イ 生活行動・生活習慣と健康）

■体育分野 １・２年

Ｃ 陸上競技（ハードル走）
個人の能力に応じた目標設定と運動の「場」の工夫を行うこ
とにより、生徒が主体的に課題解決に取り組む意欲を高める
ことにつながります。

勢いよく走り越えていくハードル走

ポイントをもと
にお互いの動き
をアドバイスし
よう！

■体育分野 1・2年

F 柔 道

安全に配慮した段階的指導を行うことで、初めて柔道を体験する生徒でも、
少しずつ柔道の特性に触れ、楽しさを味わいながら基礎的・基本的な知識
や技能を身に付け、定着を図ることができます。

基本となる投げ技「膝車」
との関連を重視した受け身
の段階的な指導

【受け身の３要素を体得】
○畳をたたく
○ゆっくり回転する
○瞬間的に筋肉を緊張させる

初歩の段階から２人１組

で投げる、投げられるな

ど、取と受の関係性を学

びながら２人の協力で技

を身に付けるようにしま

す。

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

取が手を離さない
ようにすると安心
だね

横受け身の基本
をお互いに
チェックしよう

崩し、体さばきを使って受
け身をとる

落差が小さ
いから怖く
ない！

技に応じてしっかりと受け
身をとることができた！

技を使って受け身をとる

身に付けた基礎的な知識
を活用して、課題の解決
を図る学習活動を通じて
思考力・判断力を育成す
ることができます。

健康を保持増進するための生活とは？
自分の生活を見つめ直してみよう

ライフプランニングシートの作成を通じて考えていこう

（ア）食生活
と健康

（ウ）休養・睡眠
と健康（イ）運動と健康

【前時までに学んだ知識】
○運動の身体的効果 ○運動の精神的効果 ○運動を持続させる必要性

【生徒の思考の変容を視覚化】
学習カードを工夫し、知識の習
得と活用により、授業の前後で
生徒の思考の変容を比較できる
ようにします。

「健康に良い運動習慣を見つけよう」
【課題】６つの運動事例について考える

①それぞれの効果は？
②それぞれをより効果的なものに改善するには？

【知識の活用】
前時までの学び
を生かして思
考・判断し、課
題の解決に取り
組みます。

【学習形態の工夫】
グループでの言語活
動を取り入れ、個人
の考えを広げ、深め、
自らの考えに自信を
もたせます。

課題解決の活動を踏まえ
て、自らの運動習慣の改
善について考え、ライフ
プランニングシートに記
入します。

運動の大切さが分かった。普段の
生活で無理なくできることを意識
的に取り入れて、続けてみよう！

【運動の「場」の工夫】
○インターバルの長さやハードル
の高さを変えた数種類の練習の
場を用意して、生徒が自己の能
力に応じて選択できるようにし
ます。

【初めに、必要な動きの３つのポイントを明確化】
○遠くからの踏み切り
○抜き脚の膝の折りたたみ
○インターバルを一定のリズム（ ３～５歩）で走る

【個人の目標タイムの設定例】
50ｍ走のタイム＋ ハードリングタイム※ ×ハードルの台数
※１回のハードリングに要する時間 例 ①0.3秒 ②0.4秒 ③0.5秒

タイムを縮めるた
めには、動きの3
つのポイントを高
めればいいんだ！

このコースな
ら自分にも
できそう！

自分の走力をも
とに目標を決め
るんだ。必ずク
リアするぞ！
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中学校
総合的な学
習の時間

「授業の工夫例」の ポイント
○「学ぶ意欲」を高める工夫例として、仮説の設定をもとにして進める学習を取り上げました。「学ぶ意欲」を高めるためには、学習に
対する目的意識を強くもつことが重要です。課題に対して自分なりの解決の予測として仮説を設定することで、職業体験が仮説の検証
の場として生徒の中でも位置づけられるため活動の目的が明確になり「学ぶ意欲」が高まります。

○「学んだ力」を高める工夫例として、教科で学習したことを活かすことができるような指導計画を作成しています。例えば「仮説」の設定
は、問題解決的な学習を重視した理科の学習との関連を意識したものです。また、他者に対し整理・分析した結果をまとめて発表する際には、
相手意識をもって伝えるという国語科の学習との関連を意識させます。 

○「活かす力」を高め
る工夫例として、
「探究的学習過程」
を意識し、かつ「協
同的」な活動を取り
入れた年間指導計
画を取り上げまし
た。 

○「探究的な学習過程
（【課題設定】→【情
報収集】→【整理・
分析】→【まとめ・
表現】）」に基づき学
習を進めることに
よって、「活かす力
（思考力・判断力・
表現力等）」を育み
ます。 

◆学習を通して、仮説
に基きづ た検証し
結果を適切にまとめ
ることができてい
るかを評価します。

◆総合的な学習の時
間の目標にある、
「自己の生き方に
ついて考えること
ができる」という点
において、学習の終
盤で振り返りを行
いその中で評価し
ます。

整理・分析

総合的な学習の全体目標

・全体の目標と各学年の目標の関係について構造的

にまとめておくと、各学年で指導するべきことが

何か明確になります。

・学習対象（生徒が探究的にかかわりを深めるひ

と・もの・こと）や学習事項（学習対象とのかか

わりを通して、生徒に学んでほしいこと）を記し

ておくと指導内容等が明確になります。

学習対象
学習事項

各学年目標

○職業をやりがいのあるものとするためにはどうすればよいか「仮説」の設定

○職業体験（自分が立てた「仮説」
検証）

◆「探究的な学習」「協同的」を意識して取り入れた総合的な学習の時間の実践例

◆情報の収集

◆まとめ・表現 ○座談会を通して発表

・年間指導計画を立てる際には、探究的な学習を通す

ために、どの場面が「課題設定」であり、どの場面

が「情報収集」、「整理・分析」「まとめ・表現」

なのかを明らかにして計画をたてるようにするとよ

いでしょう。

課題の設定

情報の収集

まとめ・表現

○自分が立てた「仮説」の検証（職業体験を終えて）

◆整理・分析

○進路探究学習を総合的な学習の時間の中で行う場合の指導計画
◆課題の設定（※本実践は大課題を教師が与え、生徒が大課題解決の「仮説」をたてる）

「職業をやりがいのあるものにするために」とい
う課題のもと、「職業は、○○○○することでや
りがいをもつことができるであろう」という仮説
を各自で設定する。また、職業体験の中でする仮
説の検証に必要な質問を考える。

仮説設定前に、「や
りがい」とはどんな
時に感じるか聞いて
みよう

自分の考えた「仮説」「仮説検証
に必要な職業体験での質問事項」
が適切か仲間からアドバイスをも
らおう

職業体験は、 あくまで、自分が立てた仮説検証のた
めの活動となる。職業体験の最後には、職場の方に、
各自が用意した質問事項について答えていただく時
間を設定していただく。

実際に職業体験をしながら、
「やりがい」について肌で
感じて学ぼう

互いに職業体験を通して学んだこ
とや自分になりに考えた「やりが
い」について交流する。

自分の仮説が正しかったのか、正
しくなかったのかを職業体験を振
り返り検証し、「マイキャリア」
にまとめるための整理・分析をす
る。

交流した各グループで「やりが
い」大切なキーワードを話し合
い、発表する

職業体験から「やりがい」に
ついてわかったことは何か？

「やりがい」について「マイ
キャリア」を使って発表・質
疑

進路探究学習を総合的な学習の時間の中で行う場合は、学習
が「探究的」なものであること、また、「協同的」に取り組
む態度を育てることなど、「総合的な学習の時間」の目標を
踏まえて学習活動を展開しなければなりません。

今回の職業体験は、
自分が立てた仮説を
検証するための「情
報の収集」の時間に
なるんだね。

授 業 の 工 夫 例 
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個々の質問項目についての分
析や、３つの要素から分析が
できます
・自校の児童生徒が、「学ぶ意欲」、
「学んだ力」、「活かす力」の３
つの要素のバランスから見て、ど
のようなよさや課題があるのか全
体の傾向を把握し分析

学ぶ意欲
主体的に

取り組む態度

◆「学ぶ力」の育成が必要とされる背景
【札幌のこれまでの教育の成果と課題より】

・読書への学習意欲向上の成果が見られる。一方、学習習慣の確立や、自ら学
ぼうとする学習意欲の向上に課題がある。

・思考力・判断力・表現力等に、問題解決的な学習等の成果も見られるが、知
識・技能ほど十分に身に付いていない。

・知識・技能は、概ね身に付いているが、小学校の教科領域の一部に継続的な
課題も見られる。

※１）「学ぶ力」の３つの要素を育むことは、学校教育法においても明確に規定されています
第三十条 （前略）生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的・基本的な知識及び技能

を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現
力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなけれ
ばならない。

※２）「学ぶ力」の３つの要素をバランスよく育むためには、「観点別学習状況の評価の観点」によ
る評価の機能（「児童生徒の成長を捉え・促す」こと）を生かした指導を心がけることが大切
です。＊「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学

習評価及び指導要録の改善等について」(平成22年5月文部科学省通知)

◆「学ぶ力」を育む上で大切なこと
・「学ぶ力」は、「学ぶ意欲（主体的に取り組む態度）」「学んだ力（基礎

的・基本的な知識及び技能）」「活かす力（思考力・判断力・表現力等）」
を３つの要素をバランスよく育むことが大切。

（例えば…）札幌市全体の共通指標から「学ぶ力」に関する課題を分析する

活かす力
思考力・
判断力・
表現力等

学んだ力
基礎的・
基本的な

知識及び技能

【札幌市が目指す「学ぶ力」とは】

Ⅰ「学ぶ力」を育むための子どもの実態把握

（例えば…）全国学力・学習状況調査から「学ぶ力」に関する課題を分析する

Ⅲ「学ぶ力」育成に向けたＰＤＣＡサ
イクルの確立

Ⅱ「学ぶ力」育成プログラムを中核に

□学んだ力（基礎的・基本的な知識及び技能） 「技能」 で評価

「知識・理解」 で評価

学力の重要な３つの要素をバランスよく育むために、
観点別学習状況の各観点の評価のバランスにも留意する

①Plan（計画）

②Do（実践）

③Check（検証）

④Action（改善）

③Check（検証）～成果を検証し課題を見出す～
・札幌市全体共通指標、全国学力・学習状況調査、観点
別学習状況の評価結果等を分析し、３つの要素の育み
について検証し、課題を見出す

・調査等の結果と、教師による実際の学習状況の見取り
を摺り合わせた分析を大切にする

・②Do（実践）についての検証だけではなく、最初に立
てた①Planは適切であったか、検証方法として③
Checkは適切であったかも含めサイクル全体を検証

②Do（実践）～「分かる・できる・楽しい授業」実践～
・体験的な学習,問題解決的な学習、言語活動、振り返り

の活動等を充実
・学習目標、学習課題、学習評価が一体化した授業を重

視

①Plan（計画）～検証方法も含めたPlan作成～
・実践した成果をどう検証するのか、検証方法も含めた

Plan（計画）を作成することが重要（「学ぶ力」育成
プログラムの作成）

・全職員で実行できるPlan（計画）の作成を大切にする

④Action（改善）～新たなPlanにつなげるために～
・③Check（検証）で見えてきた課題をもとに、改善策

を立て、新たなPlan作成

・難しいことでも失敗を恐

れないで挑戦している子

どもの割合は増加してい

るが、全国平均より低い

状況

・将来の夢や目標をもって

いる子どもの割合は増加

しているが、全国平均よ

り低い状況

□活かす力（思考力・判断力・表現力等） 「思考・判断・表現」で評価

□学ぶ意欲（主体的に学習に取り組む態度） 「関心・意欲・態度」で評価

①課題の分析と②改善の重点
・共通指標などをもとに３つの要素のそれぞれの課題を分析
・「学ぶ力」の３つの要素から改善の重点を明確化

③どのような実践が必要か（改善策）
・言語活動、問題解決的な学習、体験的な学習、家庭との連携、
ＴＴや少人数指導など、どのような実践が適切か検討

④検証方法をどうするか
・札幌市全体の共通指標、全国学力・学習状況調査、観点別学

習状況の評価や授業における児童生徒の姿など、何を用いて
検証するのか

・指標や調査でどのような結果を目指すのか、授業等で児童生
徒のどのような姿が見られるとよいのか

「学ぶ力」育成プログラムを全職員で共有することが重
要です

・研究部（研修部）等が中心となり作成したプログラムを全職
員で検討する場をもつなどして共有（年度当初の 校内研修
会、職員会議、学年会等）

・校内研究授業実践などで、実際の子どもの学びの姿を通して、
全職員でプログラムについて検討

・プログラムについて保護者にも説明

質問項目１６～２０ 札幌市の特色ある教育に関する指標

質問項目１～５

学ぶ意欲に関する指標

質問項目６～９
学んだ力に関する指標

質問項目１０～１５
活かす力に関する指標

＜平成２６年度調査結果から＞ ※「言語事項」は、「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」を表す

数
と
式

図
形

関
数

資
料
の
活
用

国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

※

国語Ａ

※
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① 分からないことは自分で調べさせている。 

② 意見の違う人とも、よく話し合わせている。 

③ 今の自分にとって、どのように勉強するのがよい

か分かるように指導している。 

④ 新しく教えたことは、繰り返し練習させている。 

⑤ 意見を書くときには、その理由をはっきりさせて

書かせるようにしている。 

⑥ 意見を発言する前に、自分の考えがうまく伝わる

ように、話の内容や順序を考えさせている。 

⑦ 人の意見を聞いて、それを参考にして自分の考え

をよく見直しさせている。 

⑧ 授業のはじめに、目標（めあてやねらい）を示し

ている。 

⑨ 授業の最後に、学習内容を振り返る活動をよく行

っている。 

⑩ 習ったことや知っていることを使って、自分で 

考えることが大事だと教えている。 

 

※ ①～

～

⑦は、子どもの自己評価（札幌市全体の共通

指標）を改編。 

※ ⑧ ⑩は、全国学力・学習状況調査の児童生徒質

問紙を改編。 



執筆者（札幌市教育委員会指導主事） 
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