
 令和４年度秋田県小・中・高等学校学校体育担当者連絡協議会

秋田県教育庁保健体育課
学校体育･部活動班

 ⓒ２０１５秋田県んだっち 1

【解説】
　
「今年度の体育・保健体育の重点と取組」



１．本県児童生徒の授業への意識

２．昨年度の体育・保健体育授業の成果と課題

【　内　容　】
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３．今年度の重点や実践事項
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体育・保健体育学習への好意度　　　　　　　　　　　　　　

体育・保健体育の勉強は好きだ
「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の割合

　令和２・３年度秋田県学習状況調査（秋田県教育委員会）より
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高等学校　好きな教科に関する質問　
保健体育が「大好き」「好き」の割合

体育・保健体育学習への好意度　　　　　　　　　　　　　　

令和２・３年度秋田県学習状況調査（秋田県教育委員会）より 5
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体育（保健体育）の勉強が「好き」の理由　　　　　　　　　　　　　　

・「好き」の理由は、「得意」「内容に興味がある」を選んでいる割合が高い。
　小学校は「得意」が多く、中学校は「内容に興味がある」高い傾向
・小学校では、「不得意」の割合が、学年が上がるに従い高くなっている。

　　　令和３年度秋田県学習状況調査（秋田県教育委員会）より
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（１）昨年度の成果【運動に関する領域】

＜成果＞

②子どもたちが楽しく安心して運動に取り組める環境が整えら
　れている。
　
　・運動が苦手な子どもに配慮した教材・教具や場の設定など、興味・関
    心を引き出し、主体的な学びにつなげる工夫が見られる。
　
　・学びをより活性化・活発化させていく手段として、ICTを効果的に活用　
　　している授業が増えている。 

①「指導と評価の計画」の作成・活用がより進められている。
　
　・指導と評価の計画に基づいた授業づくりが積極的に進められている。
　　２年間のまとまりを俯瞰して指導内容の重点化を図った指導と評価の計
　　画の作成に取り組む学校が徐々に増えている。
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＜課題＞
①「ねらいを達成した児童生徒の姿」を具体的にイメージして
　評価規準を設定する必要がある。
　
　・児童生徒の単元の内容に関わる実態を適切に把握することやこれまでの　　
    学びの見取りが不十分である。

②児童生徒が「目標達成のための課題は何か」や「課題解決の
  ための方法は何か」に気付き、理解できる指導が不十分であ
  る。
　
　・課題設定(選択)や課題解決の方法が示されていなかったり、ICTの活用自　
    体が目的化してしまったりするなど、学習目標の達成に結びついていな　
    い場面が見られる。

（２）昨年度の課題【運動に関する領域】
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（１）昨年度の成果【保健に関する領域】

＜成果＞

②学習したことと自他の生活とを比較したり、関連付けたりす
　るなどの課題解決に向かう多様な指導方法が工夫されている。   
　　
　・ブレインストーミングや事例を用いたディスカッションなど、学びを
　　広げ深めるための指導方法に工夫が見られる。

①学習内容への興味・関心を引き出し、学習意欲を高める手立
  てが工夫されている。
　
 ・身近な生活を題材に取り上げることで、学習への意欲を高め、より実践
　 的な理解につなげていく工夫が見られる。　
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＜課題＞

①単元全体を通して「児童生徒の活動場面」＜「教師が教える場
  面」が見られる。
　
　・三つの資質・能力のバランスに配慮した単元の指導計画を作成し、実践
　　していく必要がある。　

②知識や技能の習得が十分でないまま、それらを活用し課題解
　決に取り組んでいる場面が見られる。
　
　・知識が身に付いていない場合の話合い活動は、思考の広がりや深まりが　　
    図られていないことが考えられる。
　・習得と活用のつながりを重視した学習指導を進めていく必要がある。　

（２）昨年度の課題【保健に関する領域】
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令和４年度　学校教育の指針：体育・保健体育の重点

重点１　全ての児童生徒が運動の楽しさや
　　　喜びを味わうための指導の充実

重点２　「体つくり運動」の充実

重点３　健康課題を解決する保健
　　　　（領域/分野/科目）の指導の充実　

（１）体育・保健体育科の重点

P.５４-５５参照

重点１～３については、昨年度より大きな変更はありません。
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（２）令和４年度体育・保健体育科の重点と実践事項

学校教育の指針「令和４年度の重点」：各教科等の重点

P.８参照
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運動に関する領域について
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重点①  多様な関わり方を通して運動やスポーツの楽しさや喜びを
　　　味わうための授業づくり<運動に関する領域＞
　

学習指導要領の指導内容と楽しさや喜びとの関係
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重点①［実践事項１］
　◇育成を目指す資質・能力の三つの柱をバランスよく設定した指導
　　と評価の計画を作成し、指導に生かす。 
  　　

令和3年度学校体育調査（秋田県教育委員会）

「指導と評価の計画を作成している」 「全学年全ての単元で作成している」
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今回の学習指導要領では、学習指導と学習評価の更なる工夫改善が求められている。
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重点①［実践事項１］
　◇育成を目指す資質・能力の三つの柱をバランスよく設定した指導
　　と評価の計画を作成し、指導に生かす。 
  (例）中学校第２学年武道(柔道)の指導と評価の計画
　　 ・単元計画のうち、　　 　

　「いつ」「どの場　　
　面で」「何をどの
　ように見取るの
  か」の計画。
・指導計画の下に評
　価計画を重ね合わ　
　せて作成。

知識・技能の
習得

習得した知識・
技能の活用 習得・活用によ

る態度の定着

・資質・能力に関わ
　る指導内容をバラ
　ンスよく配置した
  学習過程が可視化 
  され、指導と評価
　の一体化を実現す
　ることができる。

体育・保健体育授業づくり参考資料集（令和３年３月秋田県教育委員会） 18



重点①［実践事項２］
　◇見方・考え方を働かせるための教材や問いを準備したり，適切 
　　な場面や活動を設定したりするなど、指導方法を工夫する。

□「見方・考え方」を働かせる授業を実現するための学習活動の工夫　
　

□「見方・考え方」を働かせて資質・能力を育成する授業に向けて大切なこと
  ○各種の運動やスポーツの特性に触れ、楽しさや喜びを味わえるようにすること
　○体育ならではの見合いや教え合い、励まし合いを活発にすること
　○運動やスポーツが「好き」「大切だ」という実感を得られるようにすること　

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け  
　て，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，体育や
　保健の見方・考え方を働かせながら，運動や健康についての自他の課題を発見し，そ
　の合理的な解決のための活動の充実を図ること。また，運動の楽しさや喜びを味わっ
　たり，健康の大切さを実感したりすることができるよう留意すること。
　中学校学習指導要領（平成29 年告示）解説　保健体育編「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い １（１）」

「見方・考え方」を働かせている子どもの姿はどんな姿？
19
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体育・保健体育授業の意識　　　　　　　　　　　　　　

　見方・考え方を働かせながら動きの質の向上を実感し、運動への有能感を
高めることができる指導方法の工夫が大切
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体育・保健体育の授業で自分の動きの質の向上を実感している児童生徒の割合
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　令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査（スポーツ庁）



保健に関する領域について
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重点②  習得した知識や技能を活用し、実生活における健康に関する　　　
　　　課題を解決するための授業づくり<保健に関する領域＞
　 指導と評価の計画
(例)第1学年(2)心身の機能の発達と心の健康(6時間）

指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（中学校 保健体育科）
（令和2年3月文部科学省国立教育政策研究所）

単元の中に

「思考力，判断力，表現力
等」を育成する次の場面を
適切に設定しているか。

①課題を発見する学習活動
②思考し判断する学習活動
③自分の考えを他者に伝え
　る活動
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重点②[実践事項１]
　◇単元や本時の目標を踏まえ、児童生徒の実態に応じて、健康や安
    全に関わる指導事項を重点化する。
　 体育科・保健体育科における保健の学習の体系
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重点②[実践事項１]
　◇単元や本時の目標を踏まえ、児童生徒の実態に応じて、健康や安
    全に関わる指導事項を重点化する。
　 学習指導要領及び解説に基づいた学習内容
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理解できるようにする

　→授業において確実に取扱う内容

触れるようにする

　→授業において触れることができる内容

　エイズ及び性感染症の増加傾向と青少年の感染が社会問題になっていることから，それらの疾病概
念や感染経路について理解できるようにする。また，感染のリスクを軽減する効果的な予防方法を身
に付ける必要があることを理解できるようにする。例えば，エイズの病原体はヒト免疫不全ウイルス
（HIV）であり，その主な感染経路は性的接触であることから，感染を予防するには性的接触をしな
いこと，コンドームを使うことなどが有効であることにも触れるようにする。

学習指導要領解説保健体育編「健康な生活と疾病の予防（オ）感染症の予防　イ　エイズ及び性感染症の予防



重点②[実践事項１]
　◇単元や本時の目標を踏まえ、児童生徒の実態に応じて、健康や安
    全に関わる指導事項を重点化する。
　

(例)第２学年(1)健康な生活と疾病の予防　　
　(ｳ)生活習慣病などの予防(4時間）
　指導と評価の計画

「思考力、
判断力、表
現力等」に
関する指導
内容の重点
化

　指導内容の重点化は、
評価場面を精選すること
と表裏一体の関係であり、
単元におけるバランスの
よい指導内容が配置され、
三つの資質・能力の確実
な育成につながる。

指導内容の重点化と評価場面の精選の関係
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重点②［実践事項２］
　◇情報の収集や選択などの学習場面に応じて、ＩＣＴの効果的な活
　　用を図るなど、指導方法を工夫する。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

学習指導要領は、
　保健の授業を通して、健康に関する必
要な情報の選択や適切な意思決定・行動
選択できる力を育むことを一層重視し改
訂。

 健康についての情報は授業以外にも
様々得ることができる、そのため間
違った情報に着目して保健の学習内容
を捉えてしまうことが懸念される。

情報を正しく選択し活用できるようにするための

効果的な指導方法の工夫

令和４年度　目指す児童生徒の姿(パンフレット版）
情報を正しく選択し、健康や安全に関する課題を解決することができる
児童生徒の育成
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健康に関する課題を解決する指導方法の工夫（例）

＜小学校：保健領域　解説「指導計画の作成と内容の取扱い」p.169より＞
　・身近な日常生活の体験や事例などを題材にした話合い
　・思考が深まる発問の工夫や思考を促す資料の提示
　・課題の解決的な活動や発表
  ・ブレインストーミング
　・けがの手当などの実習
　・実験　　　　　　　　　　　等々　

＜中学校：保健分野　解説「[保健分野] ３ 内容の取扱い」p.227より＞
　・内容への興味・関心を高めたり、思考を深めたりする発問の工夫
　・自他の日常生活に関連の深い教材・教具の活用
　・事例などを用いたディスカッション
　・ブレインストーミング
  ・心肺蘇生法などの実習
  ・実験
　・課題学習　　　　　　　　　　　等々
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健康に関する課題を解決する指導方法の工夫（例）

＜高校：科目保健　解説「［科目保健］４内容の取扱い」p.215-216より＞
　・生徒の内容への興味・関心を高めたり、思考を深めたりする発
　　問の工夫
　　・自他の健康やそれを支える環境づくりと日常生活との関連が深
    い教材・教具を活用
      ・ディスカッション
　１・ブレインストーミング
　１・ロールプレイング 役割演技法
　　１・心肺蘇生法などの 実習 実験
　１・課題学習
　  ・学校や地域の実情に応じた保健・医療機関等の参画推進　　　　　　　
                                                        等々　

　指導方法を選ぶ際には、その時間の目標を達成するために効果的なものであるか吟
味するとともに、選んだ方法の効果を発揮させるための必要な時間配分が可能である
か考慮することが重要である。

28



「楽しくなければ○○じゃない」
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【まとめ】

「楽しくなければ体育じゃない」

「豊かなスポーツライフの実現に不可欠なものは何？」

運動やスポーツの
楽しさを感じること

児童生徒の発達に応じた楽しさをしっかり追究す
る体育の授業をつくることが重要



思考を促す　　
問いや発問　　

心のスイッチ
を押す　　　　

場や教材

「わくわく
感」ある　

心にとどく　　
課題

子どもの心を動かす指導（例）

「できそう」
「うまくいくん
じゃないか」

「こうすれば
  もっと楽しく
  なる」

「なぜなのか」
「どうしてなのか」
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コロナ禍における体育・保健体育の学習に期待すること
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【おわりに】

コロナ禍では何もできない

本当に
そうなのか？

　 資質・能力の育成に向けて、どのような工夫が
 できるだろうか？

再確認新発見

コロナ禍を越えて授業が変わった！
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御清聴ありがとうございました。

 ⓒ２０１５秋田県んだっち


