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《保健体育科》

よりよい解決を目指して思考する生徒の育成
聞いを中心とした保健体育の学習指導を通して

神谷千恵子* 兼城雅也* 砂川力也** 増津拓也**

*琉球大学教育学部附属中学校 **琉球大学教育学部

I 主題設定の理由

現代社会は複雑で、変化が激しく、あらゆる領域で

未知なる課題への対応が迫られていると言われてい

る。このような社会では、学校で学んだ既存の知識

や技能をそのまま使用しても課題解決は困難であり、

常に知識や情報、技術を更新しながらよりよい解決

策を思考し続けることが必要で、ある。

そのため学校における教科指導では、アクティ

ブ・ラーニングという視点、を踏まえた、考えさせる

授業の重要性が増しており、保健体育科においても

生涯にわたって学習する基盤が培われるように、発

達段階に適した基礎的な知識や技能の習得とともに、

これらを活用して主体的に課題解決を図るための思

考力、判断力、表現力等をはぐくむ学習指導の工夫

が求められている。

この社会の要請に対して本校保健体育科では、こ

れまで生涯スポーツ実践力の育成というかたちで研

究を進めてきた。

前次研究(平成 25年~平成 27年)では、主体的

な運動実践のために不可欠とされる自律的動機づけ

の高まりを目的に、 「わかる」と 「できる」の一体化

と他者との共感をテーマに、「対話(体話)Jを重視

した知識構成型ジグソ一法の理論及び実践研究を行

った。その結果、次のことが明らかとなった。①子

どもたちの気づきと対話を中心とした間接的指導に

よって主体的に活動させながら、個のつまずきに応

じて教師が直接指導を強化することで、自己決定的

に課題解決に取り組めるようになる。②子どもたち

に学習内容と評価内容を明示することで、達成目標

としてのメインの問いがより意識され、自分なりの

解を求めて対話が活発になる。③子どもたちの学習

を方向付け、気づきと対話を促すためには、教師の

設定する聞いが重要な役割を果たす。このことは、

知識構成型の授業実践の有用性を示すものであり、

主体的に学ぶ上で、効果的だ、ったと言える。

そこで本研究は、前研究の成果を踏まえて知識構

成型ジグソー法による授業づくりを継続するととも

に、本校の今次研究(平成 28年~平成 30年)との

関連から思考力に焦点を当て、聞いを中心とした学

習指導によって主体的に運動課題や健康問題のより

よい解決を図ろうとする生徒の育成をはぐくむこと

を目的として、本テーマを設定した。

E 研究目的

運動課題や健康問題のよりよい解決策を思考する

生徒の育成を目指して、思考力を高める視点から問

いを中心とした学習指導について実践・分析し、そ

の結果を生徒の姿から検証することを目的とした。

E 目指す生徒像

1 体育分野における思考する生徒像

運動・スポーツ実践の魅力を味わうために課題と

なるポイントを見つけたり、その解決に必要な知識

や技能を獲得しようと個人や仲間で試行錯誤するこ

とができる生徒とした。

2 保健分野における思考する生徒像

心身の健康・安全の保持増進の視点から知識や情

報を捉えて自己の生活を振り返り、疾病等につなが

るリスクや課題を見つけ、生活スタイルに合わせて

その解決を図ろうとする生徒とした。
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W 研究内容

本研究は、総論との関連を踏まえつつ、保健体育 表1 保健体育科において育成すべき資質・能力(案)

科における思考力および深く考えることについて本

科の定義を示し、知識構成型ジクソ一法の理論に基

づき授業を計画・実践した。そして、生徒の変容を

アンケート調査、技能評価、学習カードで分析し検

証した。

1 思考力について

(1)本校における思考力

本校研究総論の主題にある 121世型思考力」は、

国立教育政策研究所(以下 「国研J)が掲げる 21型

能力の中核とされる思考力を指している。

西野 (2014) らによれば、思考力とは 「一人ひと

りが自ら学び判断し、自分の考えを持って他者と話

し合い、考えを比較吟味して統合し、より良い解や

新しい知識をつくり、次の間いを見付ける力」であ

り、様々な課題を解決するための核となる能力とさ

れている(1)。

その具体的な構成要素としては、問題の発見・解

決、新しいアイデアの生成にかかわる 「問題解決・

発見力・創造力」、その過程で発揮される 「論理的・

批判的思考力」、自分の問題の解き方や学び方を振り

返る 「メタ認知」、そこから次に学ぶべきことを探す

「適応的学習力」などを挙げている。

これらのことを踏まえ本校では、思考力を様々な

問題に直面したとき、その自力解決に向けて何が問

題なのかを判断し、解決方法について論理的に考え、

解決の過程や結果などについて省察を行いながら、

粘り強く考える力として捉えている。

(2) 保健体育における思考力

国研では保健体育において育成すべき資質 ・能力

の観点(2)の中で、思考力等について次のように示し

ている(表 1)。この思考力等の内容と本校研究総論

における思考力の捉えを合わせて、本校保健体育科

では保健体育における思考力を「自己の運動・スポ

ーツ実践及び健康の保持増進に関する考えや取り組

みを振り返り、課題を見つけ、新たな知識や情報、

技能を習得・活用しながら、よりよい状態に変化さ

せようとする力」とし、その具体的な構成要素の例

を図 1に示す。
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思考力・判断力・表現力

【体育分野】

「自己の課題に応じた運動の取り組み方を工夫

できる思考力・判断力・表現力」

-自己の課題に応じた運動の行い方の改善すべ
きポイントを見つける力

-運動実践の場面で、自己の課題に応じて、適
切な練習方法を選ぶ力

-運動実践の場面で、健康や安全を確保するた
めに、体調に応じて適切な活動を選ぶ力

-状況に応じた自己や仲間の役割を見つける力
-作戦などの話合いの場面で、合意を形成する
ための適切な関わり方を見つける力

-運動を継続して楽しむための、多様なスポー
ツとの関わり方を見つける力

-思考・判断したことの根拠を示しながら相手

にイ云える力

【保健分野】

「健康課題を把握し適切な情報を選択・活用し

課題解決のために適切な意思決定をする力」

-自他の健康課題を発見する力
-健康情報を収集し、批判的に吟味する力
-健康情報や知識を活用して多様な解決方法を
考える力

-多様な解決方法の中から、適切な方法を選択・
決定し、自他の生活に生かす力

-自他の健康の考えや解決策を対象に応じて表
現する力

図 1 r保健体育における思考力」



2 深く考えるについて

「深く考える」ということは、考える力をより高

めることと言い変えることができる。それには、 「何

について考えるか? (目的)Jや「どのように解決す

るのか?(方法)J、「結果から何を考えるか? (振り

返り)Jなど、要点を押さえて繰り返し行うことが効

果的であるとされている。また、考えるためには、

自ら疑問に思ったことや他者から示された問題など、

いわゆる 「閉しリが不可欠で、ある。つまり、「問い」

のない状態、あるいは問い自体の意図が伝わらなけ

れば物事を考え始めることはできない。よって、様々

な聞いに対し自分なりの考えを導き、対話を重ねな

がら、新たな情報や知識、技能を吸収していくこと

で結果的に思考力が高まっていくと考えられる。

例えば、体育分野では、頭で考えるだけでなく、

頭と体を使って考えることがくり返されることから、

知識と体は深くかかわりあっている。つまり、頭で

理解して 「できる」につながる場合と、「できた」か

らわかる場合がある。品目 (2007)は、ただ単に 「既

にある知識を学ぶ」だけでなく、それを活用して自

分で知識を生み出し、 「考える(知識の習得)Jこと

と、 「行動する(実行する)Jことの聞にギャップを

つくらなしゅということが大切だと述べ、運動が上

手にできるのに考えていなかったり、逆に、 一生懸

命考えているのにうまくできなかったりというよう

に、ギャップを埋めるためにも知識は必要で、あると

している。このことから、知識と意欲、知識と思考

力、知識と運動技能の関係は一方通行ではなく、相

互関係にあり、「わかってできる、できてわかる」と

いったスパイラル的な学習が重要で、あると位置づけ、

知識と体が関わりあって考えることが体育分野にお

ける深く考えることとして捉えている。

3 r問い」について

本研究における問いは、発問と同義として次のよ

うに考える。

小林(1985)は、発聞は 「ことばとして単独に機能

しているのではなく、授業展開の前後のつながりの

なかで、教師の説明や示範・観察を含むひとつの場

面のなかで働いているJ(4)と述べ、よい発聞か否か

は、発問計画に記述された文字だけでは判断できな

いことが多く、発問を考えるには、どのような問い

が、どのような文脈において、どのようなやりとり

のなかで発せられ、どのように次の学習につながっ

たのかを検討する必要があるとしている。

教師の発聞は学習者の思考を促し、学びを方向づ

けたり、学習者を動機づけたりすることに作用して

いる。思考させたいこと、気づかせたいことが何か

ということが大切になる。深く考え、わかったこと

を教師側が先に答えてしまうことによって、やる気

を消失させることもあるため、発問のタイミングや

回答の 「間」も重要で、ある。また、一つのことにと

らわれず、様々な視点、から物事を深く、幅広く考え、

広げさせることで、思考が深まると考える。

これらを促進するためには、発聞を多角的に検討

する必要性がある。バスケットボールのレイアップ

シュートを例にあげると、ボールの持ち方や、ボー

ルの高さ、膝の使い方やステップの踏み方、シュー

トの角度など、シュートを決める(打つ)ためには

色々な角度から見たレイアッフ。シュートの仕方があ

る。教師側がそれぞれの視点、のなかで、各々が積極

的に考え、 「よりよしリシュートを決めることができ

るような発聞を提示することで、学習者の思考が広

がり、その結果、体育における思考力や判断力によ

りよい影響を与えることができると考える。

本実践では、モストンが提案する発問による未知

の内容の発見に導く 3つの教授スタイルを取り入れ

た。① 「誘導的発見スタイル」は、教師が想定して

いた正解に誘導できるような発問を設定すること (5)

があげられる。② 「限定的発見スタイル」では、生

徒自身が問題可決に向けた問いを設定する。教師は

生徒が取り組むべき問題を設定することになる(6)。

これらに対し、③ 「拡散的生産スタイル」は、生徒

は課題の多様な解決策の発見に努めることになる (7)。

これを踏まえ、メインの問いには 「拡散的生産スタ

イル」、エキスパート活動には「限定的発見スタイル」

の考えを参考に、聞いや課題を設定した。また、各

活動の教師の支援としては、 「誘導的発見スタイル」

で生徒の気づきを促すこととした。

4 授業づくりについて

本研究は、前次研究に引き続き、知識構成型ジグ

ソ一法によって実践した。

知識構成型ジグソ一法とは、学習者同土で共有さ
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れた課題について、自分の考えを相手に説明したり、

相手の考えを聞いたりしながら、 自分の考えをより

質の高いものにしていくという協調的な学びを、教

室で引き起こすために提案された 「型」による学習

法であり、これらは、教師から提示されるメインの

聞いに対する答えを出すための部品となる資料や活

動に取り組む①エキスパート活動、エキスパート活

動で得た知識を活用し、組み合わせながら答えを出

す②ジグソー活動、その答えを交流させることで多

様な解を一般化し、一人ひとりの理解が深化するこ

とをねらう③クロストークからなる。

V 授業実践

1 2学年実践事例

(1) 単元名 球技「バスケットボール」

(2) 目標

知識構成型ジグソ一法を取り入れた授業を通して、

各エキスパート活動の気づきから、新たな情報を取

り入れ、体現活動により思考を更に深めてし、く。

(3) 本実践の目的

社会の変化が著しい現代、様々な問題を解決した

り、新たな知識を生み出したりする力が必要とされ

ている。保健体育においては、積極的に運動・スポ

ーツを行う子とそうでない子の二極化や子どもの体

力低下は依然として課題である。「今できる楽しい運

動」を積み重ねることで、主体的に運動・スポーツ

に関わりを持ち、人とのつながりから、新たな情報

や、ものの見方、あるいは考え方に気づき、解決し

ようとする能力を育成することをねらいとしている。

本単元では、チームや自分の能力に応じた課題練

習やゲームを通して、 「シュートチャンスをっくりだ

すために、大切なことは何か?J をメインの問いと

し、 3つの局面に応じた連携した動きで、ゲームを

展開できる協調学習を進める。それにより、 「ボール

を保持しない人の動き」や「空間を活かした攻め方」

など攻撃に関する集団技能についてイメージを共有

することで、新たな気づきを持ち、深く考え、実践

することを通して、課題を解決する力をつけること

を目的とした。

(4) 実践内容

① 単元について

バスケットボーノレは、パスやドリブノレを使って一

定時間内に得点、を競う競技で、得点後もプレイが継

続し、素早く攻防が入れ替わる特徴がある。また、

仲間と連携して勝敗を競い合うことで、楽しさや喜

びを味わうことができるスポーツである。ゲームを

楽しむためには、パスやドリブル、シュート等の個

人技能の習得や能力に応じた戦術を立てることが大

切である。一方で、球技が苦手な生徒は、動きの判

断、パスなどの対応能力が低いことから、ただボー

ルを追し、かけているだけのプレイが多く見られた。

このような生徒は、積極的に練習やゲームに参加す

ることができず、球技の楽しさを味わうことができ

ない様子で、あった。

そこで、ボールを保持した場合やボールを保持し

ていない人の動き、空間を活かした攻め方について、

単元を通して常に考え、判断し、プレイできるよう

に頭と体を使って考えさせるようにした。また、感

じたことをグ?ルーフ。で、確認し合ったり 、カードにま

とめたり、概念図に示すという活動の中で、バスケ

ットボー/レの特性に触れ、仲間と交流しながら互い

に向上し合える体育学習とした。

個人技能においては、毎時間のウオーミングアッ

プや全体練習としてドリブルやピボット、 2線パス

からのレイアップ。シュート等を取り入れ、行うこと

とした。また、チームにバスケットボール部員や球

技が得意な生徒がいた場合、リトルティーチャーと

して活動してもらった。

② 単元の構想、

単元を通して課題解決を行い、「よりよし、」を目指

すため、知識構成型ジグソ一法をアクティブ・ラー

ニングとして取り入れた。

メインの聞いを 「シュートチャンスをつくりだす

ために、大切なことは何か ?J と設定し、次の内容

で単元を計画した。

(ア) エキスパート活動

各エキスパート活動を通して、自分の考えを持っ

て、主体的に対話を重ね、様々な視点、から幅広く考

え、課題を解決することとした。
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表 2 エキスパート課題A

オーバーナンバー (3対4)、アウトナンパ
内容 一(3対 2)の攻防に挑戦する

0どちらが有効なパスがつなげられるか
ねらい 0どちらがシュートを打ちやすし、か

「数的優位」について判断し理解する
①3対4と②3対 2の攻防を行って、違い

聞い は何ですか?

表 3 エキスパート課題B

内 容
制限区域内でパスを回しながら 3対3の攻
防に挑戦する

狭い制限区域内で3対3の攻防を行い、 「空
ねらい 問利用j について理解する。

聞い
制限されたスペースの中でプレイをして、
感じたことは何ですか?

表4 エキスパート課題C

内容
ドリブルなし、①リターンパスなし②リタ
ーンパスありの4対4に挑戦する

リターンパスなしとリターンパスありのパ
ねらい スつなぎゲーム 4対4を行い、「パスつな

ぎj について判断・理解する

0どちらの方がパスをつなげりやすいです

聞い
か?それはなぜですか?
0パスをつなぐためには、どう動けばいい
ですかっ

(イ) ジグソー活動

各エキスパート活動で学んだことを伝え合う活動

を行った。コートを広く使用することや、ボールを

保持しないプレイヤーが空間に走り込むなど、なぜ

その方法が良いのか具体的な気づきを出しながらイ

メージを共有した。また、新しい情報を取り入れ、

共有したイメージから自チームに合った攻防につい

て考え、課題を解決していくこととした。

② アンケート調査による思考の分析

生徒の思考力の変容を評価するために、小林らの

作成した「思考力・判断力の自己評価尺度J(8)を用

いて、授業のはじめとおわりでアンケート調査を実

施した。その際、 「まったくあてはまらなしリ (1点)、

「あまりあてはまらないJ( 2点)、 「どちらでもない」

(3点)、 「まあまああてはまるJ(4点)、「とてもあ

てはまるJ(5点)の 5件法で回答させた。全体の得

点を思考力・判断力として分析し、下位因子(情報

収集、 学び合い、課題解決、運動観察 ・分析、 学習

成立の基盤)に関してもそれぞれ検討した。

③ 実技技能の変化による分析

技能評価には、 実技の映像を分析し、ボールへの

接触数や得点数、パスのつながり、相手や仲間に合

わせた動きなど、の変化を読み取った。なお、ビデオ

撮影は、単元の 3時間、 7時間、 11時間で、行った。

④ 学習カードによる個の変容

生徒の思考を記述の観点、から評価するために、毎

時間の学習カードから個々の暗黙知を形式知へと情

報化したデータ(ことば)から子どもの内面を見と

った。また、概念図を手がかりに「知識、思考・判

断」の評価を行った。

⑤ 統計処理

授業の効果を検討するため、アンケート調査及び

技能評価の測定値に対して 2・3反復測定水準の 1

要因分散分析を行った。条件の効果が有意で、あった

場合、事後検定として Bonferroni法を用いて多重比

較を行った。測定値は、平均(標準偏差)の形式で

標記し、統計的有意水準は 5%とした。なお、欠損

(ウ)クロストーク 値のある対象者の測定値は統計処理の対象から除外

本時の課題に対してわかったことや疑問に感じた した。

こと、新たな気づきなどをグノレーフ。内および全体で

発表し合い、更に深めてし、く活動とした。

(5) 研究方法

① 対象

2学年4クラス(男子 79名、女子 78名)を対象

に知識構成型ジグソ一法を取り入れた。授業は全 13

時間で構成し、以下に挙げる項目を分析し検証した。

(6) 結果及び考察

① 思考の様子

アンケート調査の結果より、図 2の 「学習成立基

盤」の変容について、全体の得点は授業のはじめ

71. 9 (14.4)点から授業の終わり 73.5(12. 1)点と1.6

点増加したが、統計的な有意差はなかった。 下位因

子である学習成立の基盤の得点は授業のはじめ

n
x
u
 



14.1 (3.6)点から授業の終わり 14.9(3.2)点と 0.8点

増加し、有意差があった (F(107) =5. 75、p(.05、図

2)。よって、授業による学習成立の基盤の得点の増

加が確認された。その他の下位因子の得点には有意

差はなかった。

「学習成立の基盤」の得点が有意に向上したこと

は、自己やチームの課題解決のために 「考え一実践」

することがくり返され、 「わかるーできる」につなが

ったと考えられる。
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図2 学習成立の基盤

② 実技技能の変化

技能の変化を見とるため、実技映像を 3時間目、

7時間目 11時間目に撮影を行い、分析した。その結

果、ボールの接触に関して、 3時間は 3.3 (2. 1)回、

7時間は 4.5 (2.4)回、 11時間は 5.4 (2. 1)回で

あり、条件の効果が有意で、あった (F(2，74)=29.85、

pく.01、図 3)。下位検定の結果、全ての条件聞に有

意な差があったことから、授業の進行に伴って接触

回数が増加することが確認された(図 3)。

シュートに関して、 3時間は1.4(1. 2)回、 7時間

は 2.5 (1. 7) 回、 11時間は 3.6 (1. 6) 回であり、

条件の効果が有意で、あった(F(2，74)=65. 24、pく.01、

図4)。下位検定の結果、全ての条件聞に有意な差が

あったことから、授業の進行に伴ってシュート回数

が増加することが確認された(図 4)。

8 i回) (回)
8 

6 6 

4 4 

2 2 

。 。
3時間 7時間 11時間 3時間 7時間 11時間

(* : pく0.05) (* : pく0.05)

図 3 接触回数 図4 シュート回数

ボールの接触回数やシュート回数が授業進行ととも

に段階的に増えたことは、攻撃に関する集団技能を

理解し、積極的にボールに関わろうとしづ姿勢が見

られたからであると考える。また、どこに走り込め

ばパスがもらえるか、空間利用やパスつなぎ、につい

ても思考する場面が見られた。場面に応じて新たな

気づき(知識の習得)から行動する(実行する)こ

とができたと考えられる。また、メインの聞い(シ

ュートチャンスをっくりだす)が主要課題と意識さ

れ、積極的にエキスパート課題に取り組んだと考え

ることができる。

③ 個の変容

試しのゲームやアンケート調査より、球技が苦手

な生徒 Aとハンドボーノレ部に所属し、運動が好きな

生徒 Bを抽出し、接触回数および、シュート回数の変

化を表 5に示した。

(ア) 技能(動き)変容

生徒Aは、ボーノレを怖がり、うろうろしているだ

けで、あったが、パスキャッチができるようになった

ことで、少しずつ自信がつき、パスカットを狙うよ

うになった。最終的には、自らリング下まで走り込

み、ボー/レを受け、シュートを狙うことができるよ

うになった。これは、自己やチームの課題を見つけ、

課題に応じた練習や作戦を立て、試行錯誤し実践す

ることで、自分の役割を理解し、他者との関わり方

を学んだことが伺える。

生徒 Bは、パスキャッチやボールに対して走り込

むなど基本的な動きは理解している。授業の始めか

ら積極的にボールに絡み、シュートチャンスをつく

ろうと動いていた。終盤では、チームの仲間がシュ

ートを打てるようにスペースをつくるために、自ら

動いたり、困っている仲間を助けに行ったりと周り

を活かすプレイを常に考え、チームの仲間が楽しめ

るように工夫をし、 実行できたと考える。

「シュートチャンスをつくりだすために、大切なこ

とは何か?Jというメインの問いに対する 「ことば」

による解を学習前とジグソー活動後、 単元のまとめ

内
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で比較した。また、学習カードから内面をみとりこ

とばによる変容をみとった(表 6，表 7)。

表6 ことばによる個の変容(生徒 A)

学習前 空いている所に移動してパスを受ける。

ボールを持っている人は、必ず2人でマー
ジグソー クする。ボールを持っていない人も、パス

活動後 できないようにマークする。広い範囲で広
がり、いろいろなパスがで、きるようにする。

コート内を広く使い、パスを受けやすい環
境をつくる。また、リングに近いマークの

学習後 人よりリングから遠くにいてもノーマーク
に人の方が、ンュートを打てる。状況に合わ

せて判断する。

表7 ことばによる個の変容(生徒 B)

学習前 速攻する。空いているスペースに動く。

ボーノレをパスしたら、リターンパスをもらった
り、空いているスペースに向かつてデ、イフェン

ジグソー スの前を通ってコートを広く使って、ゴール下
活動後 に行くことで、シュートチャンスをつくりだす。

チームの人がパスに困っていたら、パスをもら
いに行ったりスペースをつくりだしてわート。

ディフェンスの前を走って切れ込み、スペース
をつくりだし、リング下でボールをもらうこと
で、シュートチャンスをつくりだせる。また、デ

学習後 イフェンスが少ないスペースに走ったり、逆に
多い所に走り込むことで、仲間のシュートチャ
ンスをつくりだすなど、ボールを持っていない
時の動きを大切にした。

生徒Aは、 学習カードから、 「コー トを広く使うこ

とで、ノーマークを多くっくりやすく、有効なパス

をもらいやすいことに気がついた。また、空いてい

るスペースを見つけてそこに走り込んでパスをもら

ったりもできたのでよかった。」と述べている。始め

はボールを怖がり、 ドリブルやキャッチをすること

ができなかったが、練習やゲームなど実践の中で深

く考え、課題を解決しようとしたことが伺える。

B さんは、リング下のスペースに走り込み、シュ

ートチャンスをっくりだすだけでなく、仲間のシュ

ートチャンスをつくりだすには、自分がどう動けば

いいか、ボールを保持していない場合の空間を活か

した攻め方まで考え、判断しながらプレイしている。

(ウ) r概念図」による変容

概念図より子もたちの内面を見とる手がかりとし、

単元の 「なか一おわり」の場面で概念構想の変容をみ

とった。
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生徒 Aの場合は、走る、パス、キャッチ、シュー

トからドリブ?ル、ピボットの戦術が増えただけでな

く、ディフェンスについても書かれていて、概念図

が複雑になってきている(図 5)0 Iパス」→ 「走る」

は「パス&ラン」の意味であるという確認も取れた。

バスケットボーノレの全体構造が少しずつ理解できて

いるとみとることができる。
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図5 生徒Aによる概念図の変容

生徒 Bの場合は、仲間のサポートにまわったり、リ

ターンパスからの展開やコートを広く使うことまで

書かれている。また、速攻が出たときは、一緒に走

ってシュートリバウンドを取ることまで考えている

ことがわかった(図 6)。常に考え、自分だけでなく、

図6 生徒Bによる概念図の変容

⑦ 授業デザインのふり返り

本単元の実践として、知識構成型ジグソー法に

よる授業を行い、対話(体話)を深めながら思考力

を高める体育学習を取り入れた。メインの問いを「誘

導的発問」とし、エキスパート課題を 「限定的発問」

(課題解決に向けての問し、)として、実践をくり返

しながら課題解決に取り組んだ。更に、エキスパー

ト活動で得た情報をジグソー活動で互いに拡散し、

新たな情報からメインの問いを解決していくことが

できた。中心課題を解決していくための課題(発問)

を設定することで、 「なぜJIどうして」など根拠を

持って深く考えることができていたのではないか。

また、概念図で自分の動きをふり返ることで、次の

目標設定を行い、新たな解決方法を見つけ出してい



けたのではなし、かと考える。

⑧ 実践を踏まえた改善点

ジグソー活動をどこで取り入れるとよし、か。「もっ

と知りたしリ、 「勝ちたし、」という生徒の声から、 「な

ぜ」、 「どうしてだろう」と考え始めた頃にジグソー

活動を取り入れると、より 主体的に 「考え一実践」

をくり返し、更に活動が深まったのではないかと考

える。ジグソー活動を取り入れるタイミングが大切

だと感じた。また、何ができて、何ができていない

か分からない(言えない、書けなし、)生徒もいた。

よって教師側の発問や課題設定を明確にし、もっと

工夫しなければならない。今後も最初の気づきを大

切に、ズレをうめていける発問や声かけを行い、「わ

かってできる」、 「できてわかる」につなげていける

授業へと工夫改善する必要がある。

2 3学年実践事例(保健分野)

(1 )授業の概要

① 単元名「健康な生活と疾病の予防」

② 教材名「喫煙と健康」

③ 本時の目標

たばこの煙の中には有害物質が含まれ、その作用

によって様々な急性影響や病気を引き起こしやすく

なること。特に、未成年者の喫煙は身体に大きな影

響を及ぼすと同時に、ニコチンの作用などにより依

存症になりやすいことが理解できる。

④ 本時の流れ (2時間計画)

本時は、(ア)から(エ)の途中までを1/2時間目、

(エ)の続きから(ク)までを 2/2時間目として計画し

た。

(ア) 課題の提示

課題

「喫煙が、健康に及ぼす影響について説明しな
さし、。」

本時の学習において、最終的に説明できるよう

になってほしいことを提示することで、学習のね

らいを明確にした。

(イ) 個人活動①

課題に対するはじめの考えとして、自分のわか

っていることをワークシートに記述させ、意識化

させる。

(ウ) メインの問いの提示

メインの聞い

「たばこの煙に名前をつけよう。」

生徒一人ひとりが、自己のものとして対象化し、

拡散的に解を生産することができるように工夫し

た聞いを作成し提示した。

普段の生活でよく目にする禁煙や分煙という文

字からも分かるように、喫煙と健康の問題を考え

るとき、たばこから出る 「煙」を無視することは

できず、この 「煙」の正体は何であり、どう扱え

ばよいのかを考えることが重要となる。本時では

「名前を付ける」という活動を通して、その点に

迫らせた。

(エ) エキスパート活動

エキスパート活動

A「たばこ病JI B I有害物質JI C I受動喫煙」

メインの聞いに対する解を出すための部品とし

て、考える視点を限定・焦点化した資料や活動を

提示した。その資料や活動からわかったこと、気

づいたことをまとめ、内容を伝え合って共有させ

ることで、担当した資料や活動のエキスパートに

なるようにした。

従来行われているジグソ一法では、資料の内容

はすべて教師が作成して提示するが、本校の保健

分野における思考力の構成要素である「情報を収

集する力」を大切に、部品となる視点のみを示し、

インターネットでの情報収集による資料作りをエ

キスパート活動として取り入れた。その際、イメ

ージマップを活用して活動を支援した。イメージ

マップは、 「アイデアを出す」、「範囲を広げる」、

「物事を関係・関連づける」などの思考スキルを

引き出し、活用するために有効とされている。

(オ) ジグソー活動

エキスパートとしての考えを伝え合い、それぞ

れの視点を関連づけて、メインの聞いに対するグ

ノレーブ。の解を創り出し、発表や表現の方法を決定

させた。

(力) クロストーク

他のグループ。の解を聴きながら、自分たちの解

を吟味し、よりよい解について考えさせた。

(キ) 個人活動②

課題に対するおわりの考えとして、自分のわか
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っていることを記述させ、意識化させた。

(ク) 振り返り活動

授業の感想や自己評価の記入を通して、どのよ

うなことが学べたかを振り返らせた。

⑤ 本時において期待する解

個人活動②のおわりの考えでは、次のような内容

で説明できることを期待した。

「たばこの煙にはさまざまな有害物質が含まれて

いて、血管や心臓へ負担をかけ運動の能力を低下さ

せたり、たばこを吸う人だけでなく、周りの人もガ

ンなどの病気にする恐れがある。特に、私たちのよ

うな成長途中の人達への悪影響は大きくなる。」

(2) 検証方法

4学級 158名に授業を行い、抽選によって 1つの

ジグソー班 (3人)を抽出した。そのジグソー班の

メンバーで、ある 3人を抽出生徒(生徒R、K、 Iと

イニ、ンャルで、表記する)として、各活動で使用した

学習カードの記述内容から思考の様子をみとり、本

実践を検証した。

(3) 実践の考察

① エキスパート活動から

エキスパート活動では、イメージマップのワーク

シートを作成して、わかったことや気づいたことを

記入させた。

生徒Rは、 A Iタバコ病」の視点でエキスパート

活動を行った(図7)。

図7 生徒Rのイメージマップ

「タバコ病」から広げて、いろいろな情報を関係・

関連づけながら考え、タバコ病について理解を深め

ている様子をみとることができる。

下の図 8は、生徒 Iのエキスパート活動のまとめ

である。 Iは、エキスパート Bの「有害物質」を担

当した。エキスパート班のメンバ一同士で、理解した

内容を伝え合い、その内容を比較・分析し、エキス

ノfート Bの役割として重要な情報とそうでない情報

に分類し、要約・整理を行って様子を確認すること

ができた。

エキスパメンバーがグループに伝えること 〈わかったことや気づいたこと〉
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図8 生徒 Iのエキスパート活動のまとめ

生徒Kは、エキスパート Cの役割を担当した。K

も生徒Rや Iと同様に、エキスパートの内容につい

てイメージマッフ。や他のエキスパートメンバーと話

し合いながら、 Kなりに 「受動喫煙」について理解

を深めている様子がうかがえる(図 9)。
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図9 生徒Kのエキスパート活動の様子

以上のように、エキスパート活動における 3人の

学習カードの内容から、限定的に焦点化した視点を
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提示して情報の収集を行う活動は、様々な思考スキ

ノレの活用を引き起し、保健分野における思考力を高

めために有用であると考えられる。

② ジグソー活動から

下の図 10は、 3名の抽出生徒のジグソー活動の記

録である。

生種目

生徒κ

図10 ジグソー活動の記録

3名ともそれぞれのエキスパートから報告された

内容(知識や情報)を関係・関連づけたり、構造化

しながら、整理・統合してたばこの煙の正体に迫ろ

うと思考しているのがみてとれる。

ジグソー活動においても、エキスパート活動と同

様に様々な思考スキルの活用がみられ、エキスパー

ト活動からジグソー活動の一連の授業計画は、思考

を高めるために有効な流れだと言える。

このあとの 3人は、グループ。の解として実際につ

けた、たばこの煙の名前は「口内から放出!殺人斉山

で、あった。その根拠として、図 11のようなことを挙

げている。

女グループの解交

ロl内科.， ìt~ ;J; ! 忠之人名1

〈解の理由をヰ ワ ドで盟理しよう.)

円/j句 1-0万人 。\長菅(1 ‘'~'K~ ，" 1;< fl.ゎ 30c・
COfOH六戸いわムピ‘1::11-""々 r~\ 3，os/... u;{ィγρ人H 丸

l1ト-"，耳(;rgl{lq{rl ，...~..・
司令#、'(・~。

~l'ol主F・てきゃい0*....\勺 ?とこ立主主J い~，.;..~H己H 判!予

図11 グループの解とその根拠

ややエキスパート Cの「受動喫煙」に引き寄せら

れた名前や根拠のようにも思われるが、ここで留意

したいのは、 「名前を付ける」という問いは、思考を

活性化させるための手段であり、ネーミングのセン

スを評価することが目的ではない。目的は、喫煙が

健康に及ぼす影響について説明することである。付

けた名前は一端の区切りであり、各個人のおわりの

考えまでをみとり、期待する解にどれくらい迫れた

かを把握する必要がある。

③ 個人活動の記述から

個人活動における 「はじめの考え」および「おわ

りの考え」は、どちらも 7分の制限時間で、自由に

記述させた。その内容を次に示す。

(ア) 生徒Rの記述

-たぱ」の煙は体1:=害がある為、吸っと肺炎1:=なっ
lま たりする。
じ ・疋ばこの依寄症になってしまい、だぱこから手が
め 離せない。
(J) 

-臓器がくさる。考
え -不健康な体になる。

喫煙1:=は、多くの有害な化学物質が含まれていて
体に多くの富を与える。又、疋ぱこ病という病気ち

お
あり、吸い続けると犠/マな影響をうけて、病気が悪

わ 化する。すると、話すのちだだ寝るのにも昨吸困難

り をおこしだりする。又、 度病気にかかると正常な
(J) 肺には戻らない。吸う人だけでなく、周りの人にも
考 影響を与え、吸ってない人ち毎年 20万人亡くなっ
え ている。これを受動喫煙という。受動喫煙は、子供

にも大きな影響を与えていて、語学力の値下、身長
が{申びない。脳への影響などがあげられる。

(イ) 生徒 Iの記述

-気持ちよくなる成分が入っている。
は -体によいものではなく、吸いすぎると肺がんにな
じ ったり、寿命が縮まるとも言われている。め
の -中毒になるとやめられなくなる。
考
え

タバコ1:=は、 4000種類の化学物質が含まれてい
て、 200種類以上が有害。ニコチン、タール、一
酸化炭素の3大有害物質は、中毒になりやすくした
り、発がん性質を持っている。「タバコ病」通称

お COPDと呼ばれる肺の病気があり、正常な呼吸が困
わ 難になる。世界の死因の6%、日本の死因の第9位

り でもある。また、自分だけではなく副流煙を吸った
の まわりの人は、主流煙の52!吉ちの有害物質を吸う
考
え

ことになり、同じくタバコ病を発症してしまう。そ
れを小さな子どもが吸ってしまうと、語学能力が{~
下したり、脳の発達に悪影響を及ぼしたりしてしま
つ。

(ウ) 生徒Kの記述

|・歯がボロボ口になる。
守|・中毒になってしまう。
江|・肺が汚くなる。
ゐ|・体力が落ちる。
考|・せきが「コホコホ」というようにス力ス力になる
え| 感じがする。
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だばこには、 200種類ちの有害物質が含まれて
いて、その代表的なものには殺虫剤に含まれる二コ
チンや発がん性物質であるタールなど、体によくな

お|いものが多い。また、肺が汚れることによって昨吸
引が正常でなくなり、日常生活での呼吸にも影響が出
ふ|てくる。さらに、だばこは喫煙者が吸う煙よりも、
考|先から出ている煙(副流煙〉がその52倍ち有害で
え|あり、その煙を吸うことによって、子ども(成長へ

の影響〉や旺婦さん(体内の子への影響〉にはとく
に大きな被害をおよぼす。(受動喫煙〉

個人活動①における 「はじめの考え」やその表現

方法は、知っていることとイメ ージを箇条書きで羅

列しただけに止まった。しかし、個人活動②では同

じ制限時間内でも、 3人とも根拠を示しながら一連

の流れで自分なりの考えを説明できるようになって

おり、期待する解に到達した判断できる。これは、

エキスパート活動やジグソー活動が、知識を広げ深

めながら思考する活動であり、保健分野における考

えさせる授業として有用であることを示唆している。

より深く思考するための手立てとして、エキスパー

ト活動で提示する視点や各活動で使用する学習カー

ドを工夫することによって、その効果性が高まると

考えられ、次年度の研究につなげていきたい。

④ 振り返りの内容から

本時の学習で、どのようなことが学べたのかを振

り返らせ、ワークシートに記述させた。

今回、喫煙が健康に及ぼす影響について学んで、
喫煙が吸っている人だけでなく周りの人にち影響
を与えるのは知っていたが、死人をだす程だとは思
っていなかったので驚いた。又、煙に含まれる有害

生 な化学物質の中に、殺虫剤c利用されるものもある
徒 ときいて、何でこんな物が普及しているのかなと互
R 思議に思った。

体c害を与える物だから、麻薬のように法律で禁
止にしてもいいのではないかとも思った。少しでも
死者を減らすだめL、たぱ」の害を伝えたいし、こ
れ以上増えてほしくないと思う。

タバコには想像以上の有害物質が含まれている

生
ことがわかった。しかも、「受動喫煙」は、吸って
いる本人ではなく、周りの人も COPDになって、

徒
死亡してしまうケースち多いらしく、吸っている人

I 
や私だちも、この現状を知って、対策していかない
といけないと思つだ。

タバコには、力ドミウムやアンモニアなど、自分
が知っている中での有害物質が吉まれている。ま

生
だ、吸っ人が日常生活の呼吸にも影響するだけでな
く、受動喫煙といつだ関係の無い人にまで、被害を

徒
およぼすというとても悪いものだと思つだ。はじめ

K 
にみだ子どもの写真を思い出すと、小さな頃から有
害物質を体内に入れるような環境があることがよ
くないと考えだ。

下線部からわかるように、生徒Rは、新しく知っ

た 「受動喫煙」の情報に驚き、なぜそのようなもの

が普及しているのを不思議に思い、 「法律で禁止する

ほうがよいのでは ?J と新たな問いを生み出してい

る。また、得た知識を伝えるなどして、健康被害を

少なくしたいと思っていることもわかる。同様に、

生徒 IやKも受動喫煙に関する事例から、その対策

を講じるべきだという考えを持っている。さらに、

その他の生徒の振り返りからも 「今の知識にさらに

情報を加えることができた。」、 「全然知らないことが

たくさんあった。」など、知識が得られたことを肯定

的に捉える生徒や、 「父親のタバコを減らしたい。」、

「税収のこともあるが、全面禁煙でいい。」など、他

者の健康リスクや社会制度にも考えを巡らせている。

これは、「たばこを吸わない私には関係なし、」と関心

が浅く、これまで喫煙と健康の問題に対して受け身

だ、った子どもたちが、 「たばこの煙(副流煙)を吸わ

せてほしくなしリという当事者の視点をもって、主

体的に課題を解決しようとする姿であり、喫煙と健

康について見方が変化したと捉えられる。

これらのことから、本実践は保健分野における思

考する生徒像に迫ることができた実践だ、ったと言え

る。

羽成果と課題

1 今年度の成果

(1) 体育分野

0自己やチームの課題に応じた改善策のポイント

を見つけ、解決方法を考えることができた。

0主体的・協働的な学びを通して、 「本当にこれで

いいのか?J Iもっといい方法がなし、か ?Jと新た

な学びにつなげることができ、テーマに迫ることが

できた。

(2) 保健分野

Oエキスパート活動やジグソー活動は、知識を広げ

深めながら思考する活動であり、保健分野における

考えさせる授業としての有用性が確認できた。

0今持っている基礎的知識を広げ、深めていくこと

ができた。また、公立学校でも活かせる授業づくり

が行えた。
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2 今年度の課題

(1) 体育分野

0体育分野において、ジグソー活動を取り入れるタ

イミングを工夫しなければならない。「できない→

できるようになりたいJI負ける→勝てるようにな

りたしリと生徒が考え出した時にジグソー活動を

入れると、 主体的に課題に取り組み、更によりよ

い解決を目指すことが期待できる。

0体育分野の特徴として、 「わかっているけど、で

きなし、」をどう 「できる」につなげていくか。最

初の気づきから必要な課題を見つけ、試行錯誤し

ながら更によりよい解決を目指すことができるよ

う継続して取り組む必要があると考える。

。コンセプトマップを用いて「図示で、思考外化」す

る際、ある程度のキーワードを与えるともっと思

考の深まりがみとることができたと考える。今後

も発問研究を継続して行いたい。

(2) 保健分野

O深く思考するための手立てとして、エキスパート

活動で提示する視点や各活動で使用する学習カー

ドを工夫することによって、その効果性が高まる

と考えられ、次年度の研究の課題とする。
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