
- 1 -

2022.4.23 令和４年度北海道学校体育研究連盟定期総会

旭川支部活動報告
小学校部会研究部長 旭川市立永山西小学校 中山 敬史

中学校部会研究部長 旭川市立東陽中学校 新美 雅孝

旭川支部は，旭川市教育研究会保健体育部を軸に活動をしており，１５０名を超える会員で成り立っ

ている。部長，副部長，事務局長，運営委員を中心とした企画委員会を中心とし，研究委員会，事業委

員会，編集委員会の３つの委員会に分かれて組織運営にあたっている。

１ 旭川支部の研究

支部研究主題

「自ら求め，積極的にかかわる体育活動」

～わかる・できる・のびる体育学習を目指して～

【 研究仮説 】

指導内容やかかわらせ方を工夫することにより，基礎となる運動技能を身につけたり，体力を高

めたりするとともに，自ら運動を求め，積極的にかかわろうとする態度を育てることができる。

研究の視点１～指導内容の工夫 研究の視点２～かかわり合いの工夫

① 実態を踏まえた指導計画の作成 ① 教師と子どものかかわり合い

② 子ども同士のかかわり合い＜重点＞② 目標の明確化，焦点化

③ 場づくり，教材・教具の工夫 ③ 子どもと運動とのかかわり

２ 令和４年度旭川支部組織

支 部 長 菅原 彰 （旭川市立北 光小学校 校 長）

副 支 部 長 井上 真吉 （旭川市立神 楽小学校 主幹教諭）

事 務 局 長 堀口 創平 （旭川市立愛 宕中学校 教 諭）

事務局次長 上森 慎詞 （旭川市立豊 岡小学校 教 諭）

前川 慎也 （旭川市立神楽岡小学校 教 諭）

研究部長（小） 林 裕輔 （教育大学附属旭川小学校 教 諭）

研究部長（中） 新美 雅孝 （旭川市立東 陽中学校 教 諭）
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３ 活動の経緯（旭川市教育研究会保健体育部）

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応により昨年度に引き続き旭川市教育研究大会が中止となっ

た。しかし，旭川支部の研究を止めることなく継続・発展していくため，授業公開ではなく，小中それ

ぞれで授業の様子を撮影する形式で研究授業を行った。その映像を旭川市内の先生方が動画共有サービ

ス「ムービーライブラリ」で視聴し，Googleフォームで意見集約を行った。

令和 ３年 ４月２４日 北海道学校体育研究連盟定期総会参加

７月～ 小・中指導案検討およびプレ授業

１０月２１日 研究授業

１０月２８日～ 授業配信開始

令和 ４年 １月 ７日 北海道学校体育研究大会札幌大会・全道研究担当者研修会参加

３月２４日 企画委員会（新年度体制・定期総会について）

○成果 ▲課題４ 研究授業の成果と課題

（１）小学校部会研究授業

■第６学年 「走り高跳び」

授業者：旭川市立神楽岡小学校 大平純輝

助言者： 北海道教育大学旭川校准教授 高瀨 淳也 氏

○ICT機器の活用については，スプレッドシートを効果的に活用することで，仲間の記録や振り

返り等をすぐに共有し，自分の振り返りに生かすことができる。友達同士で動画を見せ合い，

互いに関わる場面が見られたのが良かった。個人の記述を教師がタブレット端末でその場で確

認できるため，全体の共有がスムーズに行われていた。

▲本時の課題を集約すると「チーム競争」であるが，児童のチーム競争に向かう意識が物足りなか

った。本時は，仲間（チーム）の伸びを認め合う時間を設け，伸びが表れたチームの仲間から，

学び合う設定とするとよかった。

（２）中学校部会研究授業

■第３学年 体育理論「人々を結び付けるスポーツ」

授業者：旭川市立東陽中学校 渡部嘉紀

助言者：旭川市教育委員会指導主事 五十嵐 敬 氏

○映像の中で真剣に取り組んでいる姿から，それぞれ出てきた意見の中から良いところを抜粋し，

新たな意見をつくり出している所が見られ，主体的な学びを感じ取ることができた。

○全員が学習にとり組んでいる様子がICTの活用で把握でき，かつ記録化できるのは良いと思う。

▲この授業だけICTを使おうと思っても，生徒がＧｏｏｇｌｅドライブやクラスルームの使い方

に慣れていないと，授業がスムーズに進まない。普段から学校の取り組みとしてどの教科でもIC

Tを使う意識を教員がもつことが大切だと感じた。



 

 

 

令和３年度渡島支部活動報告 

１．コロナ禍の活動報告の目的 

 

 

 

 

 

 

２．コロナ禍における研究推進 

〔①授業づくり〕 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

〔②動画による授業研究方式〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔③オンライン研究協議〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡島体育研究会では，研究主題「豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成」

を掲げ，子供が「運動の楽しさに触れた」・「がんばれた」・「共に成長した」と感じることが

できるような体育授業を目指して取り組んでいる。 

１月下旬に第１７回渡島体育研究集会を予定していたが、新型コロナ感染の拡大が全国的に広

がったため、急遽オンラインでの開催に変更した。コロナ禍の中で、渡島支部が進めてきた研究

実践について報告する。 

オンラインでの指導案検討は対面
での指導案検討と遜色なく、焦点
化が図られた議論になった。 

授業者任せにせず、さらに、授業者の
主体性が発揮できるよう、研究部のア
イディアを参考にできるようにした。 

授業者
が単元
を決定 

指導案検討
をうけて指
導案作成 

研究部員が
単元計画を
複数提案 

授業者が研究部員
の単元計画を参考
に単元計画を作成 

オンラインで
の指導案検討 

単元を通して授業動画を撮り溜め編集すること
で、学習過程や子供の変容がわかるようにした。 

少人数で事後研を行うことで、授業の
成果および主張部分を明確にした。 

２学期の時点
で研究部数名
により動画を
撮影 

冬季休業中に授業
者は動画を編集。
授業の提案部分の
明確化 

研究集会では授
業者の意図を聞
きながら、授業
動画を視聴 

撮影を行った
研究部と事後
研究協議 

研究集会実施
計画をスプレ
ッドシートで
作成し共有 

活発な意見交流ができるよう，少人数グ
ループでオンライン協議を実施した。 

スプレッドシートにすべての情報を研
究集会に関する情報を集約した。 

スプレッドシートに指導案や
授業動画 URL，研究協議に
使用するワークシートなどの
リンクをはり、情報を一元化 

Zoomブレイクアウ
トルームの機能を
活用した研究協議 



木古内小学校：橋口 幸彦 教諭 単元：「ポートボール」（ボール運動 ゴール型） 

〔④授業研究〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松前中学校：山吹 遼 教諭 単元：「バスケットボール」（球技 ゴール型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔⑤今年度の成果及び次の一歩〕 

協議内容を分析し、成果および次年度の研究の方向性を整理した。 
 

 

【目指す子供像に迫る手立て】 
□十分な運動量を確保したゲーム中心の学習展開 
□必ずプレイに関われるよう、チームの人数を工夫 
□パスをつないでシュートを決めるという流れの重視 
□個人のめあてを持ちやすくするために、よいプレイやふり返りを共有 
□磨くべき技能をパス・シュート・スペースへ走りこむの３つに焦点化 

□フェアプレイを重視した、友達のよいところに目を向けさせる指導 
□助け合いながら取り組むことができるようなチーム編成 

【目指す子供像に迫る手立て】 
□局面や機能的特性を理解したゲーム中心の授業展開 
□身につけた技術を使って意図的に得点できるようなグルーピン
グやルールの工夫 

□課題を見出し、解決に向けてどのようなプレイができたかをふ
り返る活動から得られた成長の価値づけとフィードバック 

□グループ活動を活性化し、チーム内技能を高めるための動画や
作戦アプリの活用 



令和３年度 小樽支部活動報告 

研究主題 

心豊かに学び、達成感を感じる体育活動の創造 

１ 研究の概要 

全国体力・運動能力調査の結果から本道の子どもたちは体格で全国平均を上回っており、小樽市にお

いては、全道平均をも上回っている。体力の面においては、小学校男子が全道・全国の平均値を上回り、

中学校男子が全道の平均値を上回る結果になったが、小中学校いずれも女子は全国・全道の平均値を下

回る結果になった。 

学校体育においては、生涯体育・スポーツと「健やかな体」を育むことを目指し、児童・生徒が進ん

で運動に親しむ習慣や能力、意欲、態度を身に付け、生涯にわたり明るく生活を営むための基盤づくり

を行う指導を充実させることが大切である。 

そこで本研究会では、昨年度に引き続き研究主題を「心豊かに学び、達成感を感じる体育活動の創造」

とし、本市の体力の現状及び学習指導要領の趣旨を踏まえ研究を進めることとした。 

また、子ども達の体力の向上を図るためには体育授業を中心とした指導方法の工夫改善を行うこと

や児童・生徒が進んで体を動かせる環境づくりを進め、学校の教育活動全体を通じた指導の充実が不可

欠である。また、小中が連携して指導の継続性や系統性を押さえた指導が重要でありこの点を踏まえた

研究を目指すこととした。 

 

２ 今年度の研究の取組 

(1)研究授業の実施 

＜授業研究の視点＞ 

①主体的・対話的で深い学びの創出 ②関心・意欲の向上と達成感の感受 ③体力の向上 

 

３ 今年度の研究の実際（公開研究授業） 

日時 １１月１６日（火） 場所 小樽市立長橋中学校 授業者 宮崎 貴宣 教諭 

 単元名 球技「バレーボール」「バスケットボール」 

 本時の目標 

⑴ バレーボールのまとめのゲームへ向けてチームで練習に取り組み、技能を向上させることができ

る。                                  【バレーボール】 

⑵ チームでの練習をゲームに活かすとともに、仲間と協力してゲームに取り組むことができる。 

【バレーボール】 

⑶ 自己の能力を確認し、自らの課題を見つけ、改善点や工夫を考えることができる。 

【バスケットボール】 

⑷ 自ら見つけた課題の解決へ向け、グループで協力し、粘り強く取り組むことができる。 

【バスケットボール】 



 本時の学習評価 

⑴ ゲームへ向けてチームで協力し、練習に取り組むことができていたか。 

⑵ ゲームやゲームの運営に、仲間と協力して取り組むことができていたか。 

⑶ 自らの課題を見つけ、改善点や工夫を考えることができていたか。 

⑷ 自らの課題に対して、粘り強く取り組むことができていたか。 

 

 取り組み内容 

今年度は、新採用及び若手教員対象の研修のみの実施となり、従来の研究授業とは異なるかたちで

の実施となった。一般的な研究授業の資料（指導案等）は準備しなかったが、参加者にとって学びの

多い公開研修授業及び座談会となった。 

【公開研究授業】 

「バレーボール」については、３年間で習得した成果をゲームで発揮するためのチーム練習とゲー

ムでの交流といったまとめの授業を参観した。授業で身に付けたスキルの高さにも感心したが、ゲ

ーム前のチーム練習を効率化する場の設定など、若手教員にとって学びの多い参観となった。 

「バスケットボール」では、導入の授業として、昨年までの既習内容（シュート）についてのグル

ープ学習であった。ＩＣＴも活用し、仲間と役割を交代しながらスキルアップを目指す内容であっ

たが、同時に若手教員へ向けた評価についての演習を行う内容となった。 

【座談会】 

評価についての演習の結果と、日頃の実践についても交流することができた。また「新学習指導要

領と保健体育の評価」についても資料が配布され、説明を受けることができた。 

４ 研究の成果と今後の課題 

予定されていたものとは異なる内容での実施となったが、授業研究の視点と結び付きのある授業を

参観することができ、また、若手教員へ向けた内容が盛り込まれた大変有意義な研修となった。 

成果としては、以下の内容が挙げられる。 

①「課題解決へ向けた主体的・対話的で深い学び」 

・個々の課題を把握しやすい学習カードへの取組と、グループでの対話的で深い学びの場を創出

するタブレットＰＣの活用【バスケットボール】 

② 種目の特性に触れる授業づくり 

・個々とチームの技能を生かしたまとめ（ゲーム）【バレーボール】 

・技能の特性を振り返り、課題解決へ向けた取組【バスケットボール】 

③ 体力の向上を意図した授業 

・グループでの練習場所の確保と活動時間の保証【バレーボール】 

・グループ交流をスムーズ・コンパクト化する学習カードの工夫【バスケットボール】 

５ 次年度への展望 

今年度もコロナ禍の中、研究会や研修会の中止や延期、オンラインへの変更などが続き、来年度も同

様の活動となるか、見通しも立たない状況である。状況次第ではあるが、集合形式での研修が引き続き

難しい状況であれば、今年度のように、参加者を限定するなどの方策をとり、教員が直接意見交換や研

究協議を行う研修の場を企画し、課題の解決へ向けたい。 



令和３年度オホーツク支部活動報告 
 

１ 令和３年度活動状況及び内容  

（１）オホーツク管内学校体育研究会総会（紙面による） 

① 期 日  令和３年２月１５日（月） 

② 内 容  ・令和２年度業務及び決算報告について ・令和３年度事業計画及び予算について 

 

（２）北海道学校体育研究連盟定期総会（ZOOM による） 

① 期 日  令和３年４月２４日（土） 

② 内 容  ・令和２年度業務及び決算報告について ・令和３年度事業計画及び予算について 

 

（３）「中学校保健体育科における指導と評価の一体化の学習会」 

① 期 日  令和３年５月１３日（木）  ② 会 場  北見市立北中学校 

③ 内 容  新学習指導要領に基づく指導とその評価の在り方についての学習会 

       発表者  中学校研究部長 北見市立常呂中学校 教諭 小野寺理香 

 

（４）オホーツク教育局主催「オホーツク夏の教育セミナー」（ZOOM） 

① 期 日  令和３年８月４日（水）   

② 内 容  ＩＣＴを活用した体育授業について 

 

（５）北海道学校体育研究連盟全道代表者研修会 

① 期 日  令和３年１０月７日（木）  ② 会 場 札幌市 ※ZOOM にて参加 

③ 内 容  授業公開 各支部交流 全道大会報告  

 

（６）オホーツク管内学校体育研究会公開研究会・オホーツク教育局「教師力向上セミナー」・ 

網走地方教育研修センター講座「楽しい体育」の合同開催 

 ① 期 日  令和３年１２月１５日（水） ② 会 場 北見市立小泉小学校 ※ZOOM にて配信 

③ 内 容  授業１ 「プレルボール（ネット型ゲーム）」第３学年 

北見市立小泉小学校 教諭 丹治 美則 

～授業の主張～『体育授業の作り方が見える授業』 

授業② 「跳び箱運動」第６学年 

北見市立小泉小学校 教諭 北山 賀一 

～授業の主張～「ICT を活用した個別最適な学習の授業』 

研究発表 「ＩＣＴを活用した授業づくりについて」 

小学校研究部  北見市立高栄小学校 教諭 菅原 宏太 

        紋別市立紋別小学校 教諭 黒田 智嵩 

中学校研究部長 北見市立常呂中学校 教諭 小野寺理香  



（７）第５７回北海道学校体育研究大会札幌大会（オンライン大会） 

① 期 日  令和４年１月７日（金）   ② 内 容 公開授業と研究協議 

 

（８）北見市体力向上推進委員会「体育ネタ講習会」への講師派遣 

① 期 日  令和４年１月１１日（火）  ② 会 場 北見市立三輪小学校 

③ 内 容  「だれでも体育が好きになる準備運動特選１３」の実践紹介 

 

（９）スキー指導者講習会 ※暴風雪のため中止 

① 期 日  令和４年１月１２日（水）  ② 会 場 北見市留辺蘂八方台スキー場 

③ 内 容  個々の技術向上と授業技術 

 

（１０）オホーツク教育局主催「オホーツク冬の教育セミナー」（ZOOM） 

① 期 日  令和４年１月１２日（水）  ② 内 容 ＩＣＴを活用した授業づくり 

 

（１１）成果と課題 

・オホーツク教育局と網走地方教育研修センター協賛で，会場での参加とオンライン配信のハイブリ

ッド型の公開研究会を実施した。初任段階教員向けの単元計画と本時の学習内容の進め方が見える

授業づくりと、ＩＣＴを活用した授業づくりの２つのテーマで研究の深化をはかり，発信することが

できた。 

・オホーツク教育局主催の「オホーツク夏の教育セミナー」と「オホーツク冬の教育セミナー」のオン

ライン研修に参加し、ＩＣＴを活用した授業づくりについて、実践発表を行い、管内に発信すること

ができた。 

・「だれでも体育が好きになる準備運動特選１３（平成２６年）」の動画化を行い，児童生徒や授業者が

端末を使い、授業や家庭で活用できるよう整えた。 

・新体力テストにおいて，オホーツク管内の子供たちの体力はいくつかの種目で改善が見られた。しか

し、それはコロナ禍において、全国平均が下がったためで、依然として小・中学校ともに課題が見ら

れる。体育授業の改善を目指し，研究を深め情報発信を継続していく。そして，生涯にわたって健康

を保持増進し，豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を確実に児童生徒に身に付けさせる。 

 

２ 役員 

会 長 緒方 隆人 北見市立北中学校 事務局長 酒井 宏昭 北見市立三輪小学校 

副会長 田中 浩樹 北見市立北光中学校 事務局次長 穴田 裕也 紋別市立紋別中学校 

葉葺 清敏 置戸町立置戸中学校 村田 基知 美幌町立北中学校 

久井 俊範 大空町立女満別中学校 会  計 杉山 英司 興部町立興部小学校 

井上 暁博 興部町立沙留小学校 組織部長 小栗敬一郎 遠軽町立遠軽中学校 

德増 秀隆 網走市立第一中学校 組織副部長 安田 吉雄 北見市立南中学校 

成田 尚志 北見市立大正小学校 相馬 一之 遠軽町立丸瀬布小学校 

信田 雅守 遠軽町立生田原小学校 研究部長 木村 智史 北見市立大正小学校 

監 査 

 

野村 克仁 北見市立高栄中学校 研究副部長 小野寺理香 北見市立常呂中学校 

北山 賀一 北見市立小泉小学校 

 オホーツク支部ホームページ 

  https://okhotskgakutaiken.wixsite.com/oursite  

https://okhotskgakutaiken.wixsite.com/oursite
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上川支部活動計画 

「今さら聞けない」 と 体育で困ったことがあった時、 

頼れる仲間を目指して！！ 

 

新研究主題  

達成感のある体育学習 

～ できる わかる 納得する 活動を通して ～  

 

主な活動予定 

 

 （１）「第５８回 学校体育研究大会 上川大会」 美瑛町・東神楽町での開催 

     １０月２８日（金） 小学校 2 本 中学校 2本の公開を予定中 

（２）体育コレクションを作成 

  これまでの実戦やこつを 

一つにまとめて、一冊の本へ 着手中  
 

（３）上学体からの発信と仲間の拡大に向けて 

  「第３回上川体育縁日」の開催に向けて模索中 

 

今年の柱 

① 上川新研究主題の具現化と北海道学校体育連盟の研究主題の具現化で 

上川の子どもたちの体力向上を目指します。 

② 自分たちのスキルの向上・発信。新たな仲間作りを目指して 

「教育大旭川校」「上川教育局」「上学体研」 

でダッグを組んで 具体的な活動を一つでも 

 

 



達成感のある体育授業 

～ できる わかる 納得する 活動を通して ～ 

を基にして 3 つの視点を設定し研究を進める。  

視点 1 できて達成感 が得られる教材の工夫  

視点 2 わかって達成感 を得られる学習過程  

視点 3 支え合い、わかり合い、つながることで達成感 を得られる評価の工夫  

研究構想図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

～めざす子ども像～ 

できる わかる 納得する子 

【仮説３】 

「する・みる・支える・

知る」の視点で評価を設定

することで、自分のできた

ことを認めてもらったり、

できるようになるために支

えてもらったりすることで

満足感を得られるだろう。 

また、発見したことを伝

えたり、互いの考えを認め

合ったりする中でも満足感

を得られるだろう。  

＃気が付く・発見する 

＃伝え合う・認め合う 

＃関連付ける 

【仮説２】  

単元構成や一時間の授業

を行う上で、付けたい力を

明確にして、学習過程の工

夫を行うことで、子ども

は、より見通しをもって取

り組めたり、知識技能はも

とより、思考力・判断力・

表現力などに効果的な高ま

りが見えたりすることで、

達成感が得られるだろう。 

＃何をどのように 

＃何をどんな順番で 

＃何をどんな方法で 

【仮説１】  

課題解決型の学習を行う上で、

どのようなもので力を付けたいか

明確にして、教材の工夫を行うこ

とで、多くの子に課題が解決でき

るチャンスが増えたり、効果的に

技能が身についたり、できること

が増えたりすることで、達成感が

得られるだろう。 

＃何で 

＃何を使って 

＃どんなもので 

＃どんな場で 
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令和４年４月２３日（土） 

１．研究内容について 

 

○釧路支部 研究主題 

 

○研究仮説 

 

 

○研究の視点 

視点１  知識・技能のつながり～９年間のつながりに基づいた指導と評価  
(1) 子供の実態に応じた単元計画の立案 

・９年間のカリキュラムの活用 

  ・子供から見た特性を生かした単元計画 

・技能向上、体力向上につながる準備運動 

(2) 目指す子供の姿の明確化 
      ・どのような子供たちの姿で単元を終えたいかを 

明確にする 

      ・個人の目指す姿、集団（学級・学年）としての 

目指す姿 

   (3) 評価内容の明確化 
・観察の視点・意識するポイントの明確化 

視点 2 思考・判断・表現/主体的な学びへのつながり～必要感の伴う問題場面の設定 

(1) 問題場面との出合い 
     ・問題を実感できる場面を作りだす教師の仕掛け～学び、思考のきっかけ作り 

  (2) 課題の設定と解決方法の選択 
     ・問題場面から、自分たちの課題を設定する（選ぶ） 

    ・課題を解決するための練習方法や場を考える（選ぶ） 

視点 3 学びに向かう力、人間性の涵養/対話的な学びとのつながり～交流場面の工夫 

   (1) 意図のあるグルーピングと役割分担 
・リーダー、技能差、コミュニケーション力等の配慮 

・役割分担とチームミーティング 

  (2) 交流を活性化させるための工夫 
    ・統一した視点～見える化、キーワード化 

・バディシステム～アドバイスタイムの設定 
  (3) チームワークの意識の徹底 
    ・肯定的な雰囲気、支持的風土を醸成する 

 

２．釧路支部の取り組み 

（１）令和３年度活動報告 

日 程 内 容 会 場 備  考 

7 28 
北海道教育大学附属釧路義務教育学校前期課程 

授業力向上セミナー 

附属釧路 

前期課程 
単元：ソフトバレーボール（６年） 

8 4 
北海道教育大学附属釧路義務教育学校後期課程 

授業力向上セミナー 

附属釧路 

後期課程 
単元：体ほぐしの運動（８年） 

10 20 
釧路市学校教育研究会 体育部会 

公開授業 指導案検討 

釧路市立 

春採中学校 
単元：バレーボール（中２年） 

11 2 
釧路町教育委員会研究指定校 

釧路町立富原中学校 公開研究会 

釧路町立 

富原中学校 
単元：バスケットボール（中２年） 

11 4 
釧路市学校教育研究会 体育部会 

公開授業 研究協議 

釧路市立 

春採中学校 
単元：バレーボール（中２年） 

９年間の技能のつながりを明確にしたカリキュラムや子供の実態に応じた単元計画の中
で、必要感の伴った課題を解決する場面を設定し、交流場面に工夫を取り入れることで、
自分なりの運動との関わり方を考え、自ら運動と向き合い夢中になれる子供になるだろう。 

【Ｂ　器械・器具を使っての運動遊び（跳び箱を使った運動遊び）　・　器械運動（跳び箱運動）　切り返し系　】

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 第１学年及び第２学年 第３学年

跳び乗りや跳び下り、手を着いてのまた
ぎ乗りをすること。

基本的な支持跳び越し技をすること。 基本的な支持跳び越し技を安定して行う
とともに、その発展技を行うこと。

切り返し系や回転系の基本的な技を滑ら
かに行うこと、条件を変えた技、発展技を
行うこと。

切り返し系や回転系の基本的な技を滑ら
かに安定して行うこと、条件を変えた技、
発展技を行うこと。

Ｂ　器械・器具を使っての運動遊び Ｂ　器械運動 Ｂ　器械運動 Ｂ　器械運動 Ｂ　器械運動
エ　跳び箱を使った運動遊び ウ　跳び箱運動 ウ　跳び箱運動 エ　跳び箱運動 エ　跳び箱運動
運動遊びを通して，様々な感覚を身につ
ける。

「基本的な技」に取り組み，自己の能力
に適した技ができるようにする。

「基本的な技」に取り組み，自己の能力
に適した技が安定してできるようにすると
ともに，発展技を行なう。

「基本的な技」を滑らかに行うとともに発
展技に挑戦する。

いろいろな技をより滑らかに安定して行う
とともに集団で演技を構成できるようにす
る。

開
脚
跳
び

【基本的な切り返し系の技】
〇安定した開脚跳び
 ・助走→適度なスピードで
　　　　 →最後の1歩を大きく踏み
　　　　　　出す
　・踏み切り→両足をそろえて強く
　・第1空中局面→上体を腕の振りに
　　　　　　　　　　　合わせて振り込む
　・着手→手を肩よりも前に着く
　　　　　　 両手をそろえて着く
　・第2空中局面
　　　　　　　　→力強く突きはなす
　　　　　　　　→上体を起こしながら、
　　　　　　　　　　着地点を見る
　・着地→膝を軽く曲げて、両足を
　　　　　　そろえる
〇大きな開脚跳び
　・安定した開脚跳び
　　　　　　　＋第１空中局面
　　　→頭を起こし、体が水平になる
　　　　　ように跳ぶ
　　※「ドーーーン，パッ，トン」の
　　　　リズムで跳び越える

【基本的な技】
○開脚跳び
  ・助走→適度なスピードで
　　　　 →最後の1歩を大きく踏み出す
　・踏み切り→両足をそろえて強く
　・第1空中局面→上体を腕の振りに
　　　　　　　　　　　合わせて振り込む
　・着手→手を肩よりも前に着く
　　　　　　 両手をそろえて着く
　・第2空中局面
　　　　　　　　→力強く突きはなす
　　　　　　　　→上体を起こしながら、
　　　　　　　　　　着地点を見る
　・着地→膝を軽く曲げて、両足を
　　　　　　そろえる

【発展技】
○開脚伸身跳び
  ・助走→適度なスピードで
　　　　 →最後の1歩を大きく踏み出す
　・踏み切り→両足をそろえて強く
　・第1空中局面→足を床と平行に
　　　　　　　　　　　 なるよう腰を伸ばす
　・着手→手を肩よりも前に着く
　　　　　　　両手をそろえて着く
　・第2空中局面
　　　　→腰を伸ばしたまま強く突き
　　　　　はなす
　　　　→腕を開き上げながら上体を
　　　　　　起こし、着地点を見る
　・着地→膝を軽く曲げて、両足を
　　　　　　そろえる

か
か
え
込
み
跳
び

【基本的な切り返し系の技】
○かかえ込み跳び
　・助走→適度なスピードで
　　　　 →最後の1歩を大きく踏み出す
　・踏み切り→両足をそろえて強く
　・着手→両手をそろえて着く
　・空中局面
　　　　→足の指を前に向けて跳ぶ
　　　　→膝を胸につけて跳ぶ

　※「ドーーーン，パッ，トン」の
　　　リズムで跳び越える
　
　※スモールステップ
　　①膝で跳び箱の上に乗る
　　②足の裏で跳び箱の上に乗る
　　③手を着いたまま跳び越す

【基本的な技】
○かかえ込み跳び
　・助走→適度なスピードで
　　　　 →最後の1歩を大きく踏み出す
　・踏み切り→両足をそろえて強く
　　　　　　　　→腰が高く上がるように
　・第1空中局面→上体を前方に振り
　　　　　　　　　　　　込む
　・着手→両手をそろえて着く
　・第2空中局面
　　　　　　　→膝を胸に引きつける
　　　　　　　→突きはなしてから足を
　　　　　　　　抱え込む
　　　　　　  →上体を起こしなが ら、
　　　　　　　　着地点を見る
　・着地→膝を軽く曲げて、両足を
　　　　　　そろえる

【発展技】
○屈伸跳び
　・助走→適度なスピードで
　　　　 →最後の1歩を大きく踏み出す
　・踏み切り→両足をそろえて強く
　　　　　　　→腰が高く上がるように
　・第1空中局面→上体を素早く前方
　　　　　　　　　　　　に振り込む
　・着手→両手をそろえて着く
　　　　　→同時に足先を振り込みな
　　　　　　　がら強く突きはなす
　・第2空中局面
　　　　　→体は曲げたまま
　　　　　→腰を伸ばしながら上体を
　　　　　　　起こして着地点を見る
　・着地→膝を軽く曲げて、両足を
　　　　　　そろえる

中学校

学年

学習指導
要領

内容

目指す姿

切
り
返
し
系

領域

【基本的な切り返し系の技】
〇開脚跳び
　・助走→適度なスピードで
　　　　　　５ｍ程度の助走
　・踏み切り→「バン」と踏み切り，
　　　　　　　　お尻を高くあげる
　・着手→跳び箱の前方に手を
　　　　　　　伸ばす
　・空中局面
　　　   →両手で跳び箱をドンと
　　　　　　押す
　　　　→脚は大きなパーにする
　
　・着地→マットを見ながら，膝を
　　　　　　軽く曲げて，両足をそろ
　　　　　　える
　※「ドン，パッ，トン」のリズムで
　　跳び越える

【発展技】
〇大きな開脚跳び
〇かかえ込み跳び

【跳び箱を使った運動遊び】
〇踏み越し跳び
　・のる
　　　→片足でジャンプして乗る
　　　→足の裏，膝，横向きで乗る
　・おりる
　　　→両手・両足を広げてジャンプ
　　　　する
　　　→体をまっすぐにして下りる
　・ちゃくち
　　　→膝を曲げて音がしないように
　　　　下りる

○またぎ乗り
　・ふみきり
　　　　→両足で「バン」と強く踏む
　・のる
　　　　→お尻で跳び箱に乗る
　　　　→「バン」の後、すぐに脚を
　　　　　「バッ」と開く

○またぎ下り
　　・手でドンと押して着地する
　　　　　　　（ドン・パ）

○馬跳び・タイヤ跳び
　　・脚をしっかり開く
　　・着地はトントン

〇カエル跳び
　　・手の外側に足をつく

〇うさぎ跳び
　　・手の内側に足をつく
    ・床を押し放して立つように

小学校
  小 中 

『自ら運動と向き合い、夢中になれる子供の育成』 

～つながる体育学習～ 



11 19 
北海道教育大学附属義務教育学校 

授業力向上セミナー 合同開催 指導案検討 

附属釧路 

前期課程 

単元：ソフトバレーボール（３年） 

単元：バレーボール（８年） 

12 23 
北海道教育大学附属義務教育学校 

授業力向上セミナー 合同開催 

附属釧路 

前期課程 

単元：ソフトバレーボール（３年） 

単元：バレーボール（８年） 

 
（２）授業を振り返って 
授業者：附属釧路義務教育学校前期課程 中村 謙太 
（ソフトバレーボール：６年生，３年生） 

 ・バレーボールの「キャッチなし」ルールを提案 
 ・バレーボール（ネット型）の入り口としてのルール設定を提案 
 ⇒「キャッチなし」の条件で子供がどのような思考を働かせていくのか，
そこからどのような動きを使いながら解決していくのか，子供の姿を
想定した単元デザインが重要になる。運動の本質的な面白さは何な
のかを再考していく。 

授業者：附属釧路義務教育学校後期課程 山本 勇太 
（体ほぐしの運動，バレーボール：８年生） 

 ・ストレスマネジメントの教材化の提案 
 ⇒ストレスマネジメントの理解が重要となる。何のための取組か、目的と方
法を整理し、自分自身の体と向き合う重要性を子供たちと共有していく
必要がある。 

・バレーボールの系統性を提案 
 ⇒子供たちの発達と経験、そして運動の本質的な面白さに着目した単元
デザインが重要になる。９年間を見据えたカリキュラムデザインを再考し
ていく。 

授業者：釧路町立富原中学校 菅原 大祐 
（バスケットボール：中学２年生） 
・ICT活用，交流場面の充実＝学びを自覚する授業の提案 
⇒対話を促すタイミングは、子供たちの必要感に応じて行う。ICT を
活用しながら、「キーワード」となる動きの実現を目指したり、必要
に応じて「キーワード」を変容させていったりするなどの教師の関
わりが必要。 

授業者：釧路市立春採中学校 杉山 輝 
（バレーボール：中学２年生） 
・全員参加の授業展開を目指したルール設定を提案 
⇒「キャッチなし」の条件で生まれる子供の動きを想定し、困り感を
解決していくための場をＷ-ＵＰやドリルゲームの中に入れて授業
を構成し、つながりのある一単位時間をデザインしていく。 

 
釧路支部としての成果と課題 
○附属釧路義務教育学校と連携を図り，授業は動画配信，研究協議は Zoom を用いて行うことで部員同
士の交流を図った。コロナ禍でもできることを考え，体育授業について考える機会を設けることがで
きた。 

○Zoomによる研究協議は，7/28：申込 39名，8/4：申込 24名，12/23：申込 57名であった。釧路市・
管内のみならず，道外を含め様々な地域から参加いただくことができた。特に，根室管内との繋がり
が生まれ，道東全域において「体育仲間のつながり」を増やすことができた。 

○釧路にゆかりのある研究者を招き，附属釧路義務教育学校前後期課程合同で授業力向上セミナーを
行った。大きな反響を得たため，今後も継続して取り組んでいきたい内容となった。 

 ●研究部として定期的な部会開催など行うことができなかった。今後は，交流の仕方なども含め「ポス
トコロナ」で取組を充実させていく。 

 
（３）「Google サイト」「Google classroom」を活用した情報交流 

 「Google ｻｲﾄ=釧路体育の部屋」 

学習カードや授業動画，その他，体育に 

関わる情報をメンバーで随時更新中！！ 

 

※釧路の体育研究 

発展に向けて 

アンケート！ 

Googleアカウントがあれば、どなたでも視聴可能です！ 

どな 



令和４年（2022年）４月23日 

令和４年度   

 

札幌支部活動報告 

 

１．活動方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第５３回北海道学校体育研究大会の成果と課題を踏まえ、平成３０年度に新研究主題を設定し、

その具現化を目指した取り組みを行ってきた。「深める」を目的とした各ブロックでの授業づくり

や冬季学習会、「育てる」を目的としたチャレンジ授業、「広める」を目的とした実技研修会や出前

研修を行ってきた。昨年度、コロナ禍においてチャレンジ授業に重点を置き、それぞれのグループ

のテーマを基に実践を行い、研鑽を深めてきた。改訂された学習指導要領の内容を踏まえ、各授業

において「単元構造図」を作成することで、一般化を図るとともに教師が見通しをもって意図的、計

画的に子どもの資質・能力を育成する授業についての理解を深めてきた。 

人との距離に留意する現状が続いているが、大会への取組を通して「人をつなぐ」全道大会の実

現できた。 

 

２．業務内容・分担 
 

（１）研究活動の推進 

 

【部長】 

・１年間の運営計画作成と体研連との連携 

・研究主題のプレゼンテーションの整理、事務局次長との折衝 

・全道大会授業チームの授業づくりサポート 

 

【副部長（小学校３名、中学校１名）】 

   ・授業検討推進日程作成 

   ・事務局資料作成（副部長が輪番で行う） 

   ・事務局会での報告（小学校副部長） 

  

【部員】 

   ・各授業校授業づくりチーフ（１名） 

   ・授業づくり   ・授業映像記録、編集計画、ライブ配信カメラ計画 

 

（２）夏季実技研修会（今年度中止） 

 

（３）冬季学習会（全道大会のため中止） 

 

（４）出前授業（今年度中止） 

 

（５）研究部プロデュース授業（今年度中止） 

 

（６）北海道学校体育研究連盟との連携 

 



３．全道大会に向けて 

 

〇全道大会授業（４校） 

 

【全道大会授業者（全道授業）】担当：村上（小学校）、片山（中学校） 

会場 授業者 所属校 
担当 

学年 
撮影日 ブロック長 

授業づくり 

チーフ 

伏見小会場 秋元 来舞 札幌市立伏見小学校 ３年生 10/8 浅野 余田 

資生館小会場 渡辺 佳幸 札幌市立資生館小学校 ５年生 10/8 上木 佐藤洸 

厚別中会場 高橋 利幸 札幌市立厚別中学校 ２年生 10/8 飯嶋 白川 

美香保中会場 曽我 亮太 札幌市立美香保中学校 ３年生 10/20 岡本 佐藤光 

 

研究部のブロック長（伏見…浅野、資生館…上木、厚別…飯嶋、美香保…岡本）が４校の責任者と

なり運営していく。また、授業づくりチーフ（伏見…余田、資生館…佐藤洸、厚別…佐藤光、美香保

…白川）が授業者と話し合い、授業検討の回数や日時の調整、話し合い内容の検討を行っていく。 

 作成するものは、指導案の頭書き、単元構造図、領域別系統表、評価規準、本時案。形式について

は、研究部で検討していく。 

 

４．研究発表について 

 

〇研究発表（６校） 

 

【研究発表者】担当：樺澤 

 学校名 発表者 実践学年 撮影日 領域・単元 
視

点 

授業づくり

チーフ 

１ 緑丘小学校 
佐藤 洸輔 ６年生 10月中旬 ホッケー 

１ 石黒 
早川 詩織 ６年生 10月中旬 ソフトバレーボール 

２ 西岡北小学校 
本田 竣士 ６年生 11月25日 ソフトバレーボール 

２ 生駒 
仲川 和磨 ３年生 11月25日 テニス 

３ 北九条小学校 蝦名 裕貴 ５年生 10月中 表現 ３ 吉野 

４ 宮の森小学校 
西村 勇吾 １年生 7月 体つくりの運動遊び 

１ 河本 
深澤 昇暉 ６年生 7月 体つくり運動 

５ 三角山小学校 辰田 洋人 ３年生 9月 ハンドボール ２ 田牧 

６ 白楊小学校 中塚 宗太 ５年生 12月 マット運動 ３ 大薮 

 １月７日（金）当日に６会場に分かれて、７分の研究発表を行う。視点１～３から１つ

焦点化した実践発表を行う。視点については、研究部が指定する。授業づくりチーフが発

表者と話し合い、発表領域や撮影日を調整し決定していく。チーフは授業日に撮影に行

くことを基本とするが、感染状況に鑑みて、発表者にお願いすることも考えられる。 

 

４．成果と課題 

◯各校の責任者と授業づくりチーフが細やかな配慮を重ね、授業者をバックアップできた。授業当日

は、子どもが生き生きと学習する姿が見られる素晴らしい授業となった。 

◯研究発表では、9名の授業者が研究理論の具現化を目指して実践・発表をした。どの発表も質が高

いものとなり、人材発掘・育成の観点からも成果があった。 

●各授業から見られた課題を全国大会に向けて整理するとともに、引き続き人材育成・発掘の視点を

もって活動していく。 



令和４（2022）年４月２３日 

令和４年度定期総会 

後志支部活動状況報告 
 

１．活動方針 
 令和元年度から研究団体の一つとして活動

を始めることができた。本会のテーマとして、

だれもが総じて質の高い体育授業を行うこと

ができるようになることを大きな目標として

とらえている。授業づくりに係る様々な情報を

発信し、広く普及させることで、体育に対する

負担感を軽減し、どの学校・どの学級でも日常

的に質の高い授業を続けていくことができる

未来を目指していきたい。 

 令和３年度も、「仲間をふやす」「できること

を少しずつ」をモットーに、活動を継続させて

きた。後志の地域性や実情に合った形で、会員

とその他の教員を結びつけ、日々の業務や授業

実践を楽しみながら会の活動ができるように

するにはどうすればよいか、コロナ禍で会員同

士が集まる機会が減っている中でどのような

交流のあり方が望ましいか、探りながらの活動

を行っている。 

 

２．研究および活動の視点 

 
 

 

［視点①］どの子にも「できた！」がある授業 

■UDの視点から見た授業改善 

 ・教師の明確な指示・発問 

 ・上達をうながす練習方法や場の設定 

 ・単元全体のデザインや目標・課題設定 

■対話から生まれる気づきと技能の向上 

・課題解決に向けた身体感覚の共有 

・チーム内での役割意識や互いを生かす動

きの共有 

 ■ICT活用による視覚化 

  ・問題場面・課題把握の明確化、焦点化 

  ・自力解決や対話の切り口 

［視点②］小中９年間をつなげる指導と評価 

 ■目指す子どもの姿の明確化と具体化 

  ・発達段階に応じた目標設定とゴールの姿

を見据えた指導 

・子どもの姿をもとに同じ視点での評価 

３．活動報告 
 ■ＬＩＮＥグループでの情報交換 

  ・道本部から配信された『感染予防に配慮

した小(中)学校の体育学習』などの資料

提供、おすすめの指導方法等の交流を行

った。 

  ・ラインつながりからの新会員発掘 

 ■授業動画の撮影・配信、オンラインでの研

究協議 

  ・計画したが、実施までに至らず。 

 

４．今年度の課題と活動内容 
■組織と活動の拡大 

  ・若手教員を中心にネットワークを拡大中 

 ■授業研究 

  ・『指導上の困り感』が多い領域での提案授

業を提供する 

  ・気軽に無理なく、互いの授業を見合い、

日常実践に生かす 

 ■ミニ研修会 

  ・会員同士の交流の場として、双方向通信

アプリを利用して定期的に短時間での研

修会を実施する 

 ■情報の発信・活動の普及 

  ・電子メール等による情報提供 

  （広域性をカバーする手立てとして） 

  ・授業動画の撮影、配信 

  （コロナ対応と集合研修を補完する手立て

として） 

だれでもできる、無理なく続けられる 

体育科の授業づくり 
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◇十勝管内学校保健体育研究サークル                              
 
 
 
 
 
                                     2022 年 4 月 23 日◇ 
 

１．本年度の活動内容 

 

＜活動のねらい＞ 

十勝管内の学校保健体育教育の発展を期し、会員相互の資質能力向上を目指す。管内小中学校の教職員の保健体

育教育の実技指導力と理論研究の交流を図ると共に、管内小中学生の体力・運動能力を高める。 

 

（１）総会「7 月 15日」 

      活動方針・事業決定、役員改選 

 

 （２）事業 

    ① 十勝管内教育研究サークル合同研究会の参加 

     ●期 日  11月 26日（金）Zoom による開催 

    ② 十勝管内学校保健体育研究サークル研究会の開催 

     ●期 日  中止 

③ スキー実技講習会 

     ●期 日  中止 

    ④ スキー授業事前学習への講師派遣事業 

     ●期 日  中止                    小学 5年「跳び箱運動」 

    ⑤ スケート授業事前学習への講師派遣事業 

     ●期 日  中止 

⑥ その他の実技講習会 

     ●十勝教職員研修センター講座講師派遣 

     ●各町村サークル事業との連携・協力など 

    ⑦ 授業研究の推進 

 ●夏・冬の研修会（中止） 

 ●研究授業実施 

 ●小・中学校部会の実施 

⑧「サークルだより」の発行 

          ●年間計画およびサークルの組織、活動状況などを会員に報告し、サークル員の意識高揚を図

り、連帯感を高めていくため、内容の充実に努めている。 

●現在は、メールや LINE の活用が主となっている。 

●情報交流のため、グーグルサイトやグーグルクラスルームの整備を開始している。 

 

令和３年度十勝支部活動報告 
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２．研究内容 

 

（１）研究主題 

『気づいて 伝えて やる気満開』「質を高める楽しさを味わう 主体的な体育学習」 

 ※全道統一主題を受けて、改めて検討を重ねているところです。 

 

（２）研究仮説 

① 系統立てた教材化を図り、獲得してきた動きや作戦に新たなそれらを積み上げる方法を確立する

ことにより、動きや作戦などから運動の本質に気づき、子ども達が主体的に活動する体育学習にな

るだろう。 

② 対話的な雰囲気作りのための教師と子どもとのかかわり及び子ども同士のかかわりを大切にして

授業を進めていくことにより動きや作戦などのポイントを整理し、支え合いながら課題解決に向か

うことができるだろう。 

③ 動きや作戦の質を高めていく課題を設定することにより、今まで獲得してきた動きや作戦を生か

して課題を解決していく、深い学びとなっていくだろう。 

 

 

３．十勝教職員研修センター講座講師派遣実施概要 

 

 （１）7月 26 日（月）「体育（小学校）講座」 細田 泰稔 教諭（幕別町立幕別小学校）ほか 

   ① 体つくり運動（遊び）で活用できる縄跳びの実技と指導 

    ・長縄、ダブルダッチ、短縄 

    ⦿クラス全員で楽しむことができる長縄、ダブルダッチについて 

   ② ボール運動の実技と指導 

    ・学年の発達段階に応じたゲーム 

    ・ボール運動の実技と指導（ゴール型ゲーム） 

      ～サッカーを基にした簡易化されたゲーム 

      ～バスケットボールを基にした簡易化されたゲーム 

    ⦿中学年及び高学年の運動のねらいとそれを達成するためのゲームの工夫 

    ⦿授業における感染拡大防止策について 

  

 （２）9月 3 日（金）「体育（中学校）講座」 島尻 真武 教諭（浦幌町立浦幌中学校）ほか 

⇒ 中止 

   ① 陸上競技（短距離走）の実技と指導 

・音楽を活用した軽運動（準備運動） 

・基本的な知識、技能 

⦿速く走るための腕や脚などの効率的な動かし方 

⦿敏しょう性や瞬発力など関連した体力の高め方（補助運動や部分練習の取り入れ方） 

⦿バトンの受け渡しの仕方 

   ② 陸上競技の授業づくり 

・導入場面での体づくり（準備運動） 

・各授業での課題設定 

   ③ 効率的な新体力テストの実技について 

    ・各学校での体つくり運動実践の交流 

    ・各種目を専門とされる先生からの効果的、効率的な体力を高めるための運動の実践 



運動に魅力を感じ、自ら学び、高め合う体育活動の創造 
～豊かなスポーツライフの実現を目指した授業づくりの実践を通して～ 

「かかわりの中で主体的、協働的に運動に取り組む子」 

運動に夢中になって取り組む子  仲間と学び合い伝え合う子  運動課題の解決を目指して努力する子 
 

令和４年４月２３日 

 

令和３年度函館支部活動報告 

 

・研究構造について 
＜函館支部 研究主題＞ 

 
 

 

＜目指す子ども像＞ 
 
 
 
＜今年度の重点活動＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 「チーム学習」を中核にした，主体的，協働的な学びの研究    ② 中学校との連携 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和３年度 檜山支部活動報告 
 

はじめに  
本年度の会員は１８名でした。事務局体制としては、通常５名体制での運営ですが、異動

の関係で今年度は４名で事務局運営をしました。次年度からは５名に戻し運営をすすめて

いきます。 

 

会    長～皆川  一海(江差北中)  副 会 長～佐々木弘司(北檜山中) 

北部副事務局長～早田  知史(北檜山中) 

事 務 局 長～西村  将志(江 差 中) 
南部事務局長（兼任） 

 

研究大会について  
当初１２月に通常通りの研究大会の実施を模索しておりましたが、コロナ禍で集合形式

の研究会の開催が難しいと判断し、授業を事前に録画・配信を行い、Zoomにて２月２５日

（金）になんとか開催することができました。授業提供者は北檜山中学校早田知史教諭。 

中 1の器械運動（マット運動）の授業を行いました。ギガスクール構想を念頭に ICT機器

の有効的な活用方法を意識した授業作りに取り組んでいただきました。北檜山中学校は一

人一台端末としてタブレットではなく PCが支給ということで、さまざまな苦労が見られま

したが、生徒同士が映像を見ながらアドバイスをしあう授業であったというコメントが多

く寄せられていました。 

その他、事後研究の場では ICT 機器をどのように活用しているかの交流や新観点による

評価についての交流を行い、大変有意義な研究大会となりました。 

 

終わりに 

 檜山北部は新任４年以内の若手の先生ばかりとなっています。コロナの影響で会議など

もなく、なかなか先生方と交流をすることが難しいのが大きな課題です。 

今後もなんとか会員相互の親睦を図りつつ、それぞれの授業力向上を意識した活動を行

っていきたいと考えています。 



  令和４年度 北海道学校体育研究連盟 定期総会資料   R4.4.23 

 

 

 

 

 

 

４月２４日（土）  北海道学校体育研究連盟定期総会（Zoom ２名参加）  

５月        留体研総会（理事会）・研修会 ⇒紙上提案 

１０月 ７日（木）  全道代表者研修会（Zoom ２名参加） 

１１月１１日（木）  留体研研究ゼミナール【苫前町立苫前小学校 ３５名参加】 

１月 ７日（金） 
 第 57回北海道学校体育研究大会札幌大会協議日（Zoom ５名参加） 

 第 30回全道研究担当者研修会（Zoom ２名参加） 

１月１１日（火）  スキー実技講習会【増毛町暑寒別岳スキー場 ６１名参加】 

＊その他、研究部会や各市町村単位での会員による授業公開等 

 

１ 留萌管内学校体育研究会研究ゼミナール （１１月１１日実施） 

 研究大会と研究ゼミナールを隔年で実施している留萌支部（留萌管内学校体育研究会：以下、

留体研）である。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会議や研修会が軒並み中止やオンラ

イン開催となっている中であったが、会場校である苫前町立苫前小学校の体育館を使用するなど

の感染対策を行い、「研究ゼミナール」を予定通り開催することができた。今年度は会員の参加

のみならず、会場校である苫前小学校の先生方も参加し、以下の内容で実施した。 

【提言】学習指導要領のもとで求められているもの～授業実践から～ 

   留体研研究部 阿部 雅紀（遠別町立遠別中学校 教諭） 

【説明】留体研共有フォルダについて 

   留体研研究部 木之内美香（天塩町立啓徳小学校 教諭） 

【テーマ別座談会】 

① 学習評価  ②GIGA（ICT活用と運動量）  ③少人数体育 

 参加者の先生方からは、「難しいと感じていた主体性の評価について触れていただき、ありが

たかったです。」「先生方のアイディアをお借りして、自分自身のスキルアップにつなげたいです。」

など、高い評価を得ることができた。一方で「概要ではなく、もう少しポイントを絞った具体的

な話がよかった。」と、今後の研究の指針となるような意見もあった。 

 小規模校と若手教員が多い留萌管内は、自校において体育授業等の相談ができない先生方も多

いのが現状である。このことからも、私たち会員にとって、「若手育成の場」「会員相互の交流の

場」としての研究ゼミナールを、今後も継続していきたいと考えている。 
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２ スキー実技講習会 （令和４年１月１１日実施） 

 今年度もコロナ禍であったため、開催の中止も検討したが、初任者をはじめ経験年数の少ない

先生方の指導技術向上のために実施してほしいという声が多く寄せられたため、関係各所の意見

も伺う中で、感染防止対策を万全に整え、増毛町暑寒別岳スキー場を会場に実技講習会を開催し

た。 

 今年度は「指導法班」に加え「初心者班」を設け、初任者の先生やスキー経験の少ない先生に

も参加しやすい体制を整えた結果、講師・受講者合わせて６１名（昨年度：４１名）の先生方の

参加を得ることができた。 

参加した初任者からは「これまで趣味でしか経験していなかったスキーですが、中学生に指導

するための指導法を身に付けることができました。」「今シーズンが“人生初スキー”でしたが、

講師の先生のわかりやすく丁寧な指導のおかげで、楽しさを感じることができました。」という

声が寄せられた。 

 今後もスキー授業を通して、スキーの楽しさや爽快感を子ど

もたちに伝えるための一助となるよう、本講習会を継続すると

ともに、さらに内容の質を高めていきたいと考えている。 

 

 

 

１ 令和４年度の組織づくり 

 ５月中旬に総会（理事会）・研修会を実施して、本年度の組織体制を確立し、研究活動をスタ

ートさせていく。 

 

２ 研究大会・スキー実技講習会の実施 

 今年度は研究大会を開催予定である。昨年度の研究ゼミナールにおいて「指導と評価の一体化」

「ICT 活用」「表現運動の指導」「保健授業の実践」などを、研究大会で扱ってほしいという意

見が多かったため、研究部を中心に内容を検討しているところである。 

今年度も留萌管内の体育科教育の一層の充実につながる研究大会を創り上げていきたいと考

えている。 

 また、スキー実技講習会についても実施する予定である。自らのスキー技能の向上や、３学期

に行うスキー授業において活用できる指導法の習得など、参加者にとっても実りある講習会にし

たいと考えている。 

 

 

 

 

 

令和４年度 留体研の活動予定 

留体研研究主題 


