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平成２９年度体育研究計画

津田沼小学校 体育の基本方針

津田沼小学校では、体育研究の究極的な目標を、「体育を中核とする人間形成」としている。こ

れは、長年にわたって本校が、体育の本質を、「身体活動を通しての人間形成を目的とした教育の

営み」と捉えていることによるものである。よって、私たちは、体育を通して「全人的人間形成」

を目指している。

研究計画作成上の基本方針

１ 研究主題は、平成２８年度にたてられた「主体的な学習活動を促す体育学習の追究」とする。

２ 研究主題である「子どもの主体性」を高めるために、昨年度は、「教師の関わり方」に重点を

おいて研究 を進めてきたが、今年度は「子ども同士の関わり方」に重点を置いて研究を進めて

いく。

３ 研究領域は、引き続き「器械運動領域」を中心に進める。昨年度新たな研究領域として「体つ

くり運動」 の研究も進めてきたが、今年度も「体つくり運動」の研究を継続して行う。６月の

仮説検証授業、10月の 公開研究会では、基本的には全授業者が、「器械運動」と「体くり運動」

の２領域で展開する。
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研究主題

主体的な学習活動を促す体育学習の追究
～子ども同士の関わりを通して～

Ⅰ 主題について
１ 主題の設定理由

（１）社会の要請から

これからの社会の変化や児童をめぐる状況を考えるときに、児童一人一人が生涯にわたって

心豊かに主体的に、創造的に生きていくことができる資質や能力を身に付けるようにする必要

がある。そのために、小学校の時期から、児童一人一人が自分の思いや願いをもち、人間・自

然・社会・文化などの様々な対象に進んで関わり、いろいろな価値ある課題や意図を見い出し、

それらを解決したり、実現したりする資質や能力の育成を重視することが大切である。そのよ

うな資質や能力は、児童がよりよい社会を自らの手で築 いていく力ともなる。

このような考えから、学校においては、児童一人一人のよさや可能性を生かすことを根底に

据え、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力などの能力の育成をめざ

して学習を進め、学ぶ 意欲を高めていくことが求められている。

（２）体育の本質と人間形成から

体育の本質とは、身体活動による人間形成を目的とした教育の営みであり、児童一人一人が

もっている可能性の全体的実現のために欠くことのできないものである。体育学習では児童が

自分のめあてをもち、めあてに向かってねばり強く最後まで取り組み、「わかった」「前より上

手になった」「できるようになった」などの達成感を味わうことで、自信が生まれ、それが繰

り返されることで、自主性や創造性が育まれていく。そして、きまりを守る、リーダーを中心

に協力し合う、互いに励まし合い、認め合うなどの集団的学習活動を通して、仲間同士の体が

ふれ合い、心がかより合い、互いに安心感や一体感を抱き、情緒が安定し、一人一人の児童に

社会性が育まれていく。また、心身の健康は、生きることの基礎となるものであり、これを土

台としてもろもろの文化が生み出されている。このように人間形成に重要な役割を担っている

のが体育である。

＜資料１ 体育の本質と人間形成＞
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（３）本校の半世紀にわたる研究のあゆみから

昭和２９年、時の校長、高橋誉富先生は当時の本校の児童について、観察と調査に基づいて、

次のように述べられている。「２９年、この児童の４月の身体検査の結果は、県平均をはるか

に下廻っている。間もなく実施した体力測定の結果も、きわめて悪い。生活態度をじっと見つ

めても次のような欠点が強く目立った。一つのことをなし遂げようとするねばり強さがなく、

非常に移り気である。口先ばかりもっともらしい理屈を並べて、時間を惜しみなく議論してい

るのに、それが実践に一つも結びついていない。」

このような状況を克服するため、

①都市化によって奪いとられた美しい自然の環境をできるだけ児童に返し与えたい。

②豊かな愛情の中で児童を生活させたい。

③のびのびとした健やかな心身をつくるために、体育指導をしっかりとりあげていきたい。

という３つの願いを生み出したのである。そして、この三つの願いが津田沼小の教育の「ねが

い」であり研究に取り組んだ発端である。この願いを具体的に実践に移したのが翌昭和３０年

からであり、以後、時代が変わり人が変わっても研究を継続して今日に至っている。

半世紀にわたって取り組んできた本校の研究は学問研究ではない。現場の生きた児童を中心

に据えた、児童にわかる指導法の追究であり、児童の喜びや感動を育てる学習指導のあり方の

追究であり、仲間づくりを通して連帯感を高めることを通した人間形成のあり方などの『累積

的実践研究』である。

（４）学校教育目標から

「心豊かにたくましく生きぬく児童の育成」これが本校の学校教育目標である。また、望まし

い児童像として「思いやりのある子・考える子・たくましい子」を掲げている。

本校では心身の発達期にある児童の教育に鑑み、人間形成に果たす体育の本質を生かし、体

育を中核とした教育活動をするために学校経営の中に体育を正しく位置づけることに努めてい

る。また、体育を中核とする教育計画が人間形成に果たす意義を深くわきまえ、体育と各教科

・特別活動・外国語活動・道徳・総合的な学習等との調和的教育活動の推進に努めている。

（５）児童の実態から

本校には、長年にわたって築きあげられてきた伝統がある。それは、人間的ふれ合いを基盤

に身体活動による人間形成を目的とする教育の営みの重視であり、まだまだ不十分なところは

目立つが、規律正しさ・ねばり強さ・だまって働く・友だちにやさしいなどの児童の姿である。

それらは、よき伝統として受け継がれ今では校風となっている。

一方、本校の児童にも、運動に興味をもち活発に運動する児童とそうでない児童のいわゆる

二極化の傾向が見られ、運動を活発にする児童には、ある特定の運動だけを行う「局化現象」

も見られるようになってきた。また、生活習慣の乱れやストレス及び不安感が高まっている現

状が見られる。こうした児童が、生涯を通じて自らの健康を適切に管理し改善していく資質や

能力の基礎を培うため、健康の大切さを認識し、健康なライフスタイルを確立する観点に立っ

た学習が求められている。児童の心身ともに健全な発育・発達を促すためには、心と体を一体

としてとらえ、運動領域と保健領域をより一層関連させていく必要がある。これらのことを踏

まえながら、本校に受け継がれてきたよきものを、その大本に立ち返ってもう一度見直し、そ

の教育的価値を再認識すること、原点に立ち心新たにして児童とともに歩み続けていくことで、

伝統が継続し発展が期待されると考えている。

（６）学習指導要領における学校体育及び体育指導のあり方の追究から

学習指導要領に「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を培う観点を重視し、各種

の運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにするとともに、児童の発達段階を踏まえ指

導内容の明確化を図ること。」「指導内容の確実な定着を図る観点から、運動の系統性を図ると

ともに、運動を一層弾力的に取り上げることができるようにすること。」「体力の向上を重視し、

体つくり運動の一層の充実を図るとともに、学習したことを家庭などで活かすことができるよ

うにすること。」などの方針に基づき改訂されている。
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学習指導要領では、体育科の究極的な目標である「楽しく明るい生活を営む態度を育てる」

ことを目指し、「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる」ことを明確に示す

とともに、この「運動に親しむ資質や能力の育成」と「健康の保持増進」、「体力の向上」の３

つの具体的目標が引き続き相互に密接に関連していることを示している。

本校では長年、正課体育授業、体育行事、業間体育、余暇利用体育（余暇を活用した体育的

活動）の実践を通して、学校体育及び体育指導のあり方を追究してきたことで、進んで自らを

鍛える児童の育成が図られてきていると考える。改訂学習指導要領においても、進んで自らを

鍛える児童の育成をめざし、学校体育及び体育指導のあり方と家庭との連携を追究していく必

要があると考えている。

そして今、更に学校における質の高い学びを実現することが求められている。「主体的・対

話的で深い学び」を目指す授業改善が求められている中、本校においても「主体的な学び」を

追究していきたいと考えた。どのようにすれば児童が体育学習の楽しさをさらに実感するのか、

運動が苦手な児童でも体育をたのしく感じるためにはどのようにすればよいのか、そして、が

自ら進んで学習活動を展開していくためにはどのようにすればよいのか、など様々な課題に職

員が一丸となって取り組んでいきたいと考える。そして本校の体育学習をより主体的な学習に

していきたいと考えた。

以上の点から「主体的な学習活動を促す体育学習の追究」という主題を設定した。また、学

習指導要領解説の中で体育科改訂の要点として、体力の向上を重視し、「体つくり運動」の一

層の充実を図ることが推奨されている。本校では今まで器械運動を中心とした研究を行ってき

たが、体育学習における「体つくり運動」の存在を重要視し、今年度は、「器械運動」の研究

に加え、学校全体で「体つくり運動」の研究にも取り組むこととした。

２ 主題とめざす児童の姿

本研究を進めるにあたり、学校の教育目標及びめざす児童の姿に照らし合わせ、研究を進め

ていく上でのめざす児童の姿を設定したいと考えた。

＜学校経営計画＞ ＜研究主題＞

心豊かにたくましく生きぬく児童の育成 主体的な学習活動を促す体育学習の追究

＜めざす児童の姿＞ ＜（研究成果としての）めざす児童の姿＞

・思いやりのある子ども （徳） ・仲間と積極的に関わり合う子ども

・考える子ども （知） ・技能を高めるよりよい活動や安全面について

進んで考える子ども

・たくましいい子ども （体） ・美しい立ち姿で、めあてに向かって

積極的に活動する子ども

＜めざす児童の姿＞

仲間と進んで関わり、進んで考え、積極的に活動をする子ども

＊知・徳・体 ３観点による主体性を以て、主体的な学習活動と捉える。
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Ⅱ 研究仮説
１ 全体仮説

子ども同士の関わりの質を充実させた学習を進め、仲間と運動の楽しさを感じ、でき

た喜びを味わうことができれば、学習に対する主体性は高まっていくだろう。

２ 部会仮説

【低学年部会】

子ども同士で楽しく活動したり、お互いに認め合ったりできる場を工夫すれば、学習に対する主

体性は高まっていくだろう。

【中学年部会】

自分の課題を理解し、子ども同士で見合いを深めたり、互いの伸びを認め合う場を設定したりす

れば、学習に対する主体性は高まっていくだろう。

【高学年部会】

子ども同士で自分の課題を伝え合い、課題解決に向けた練習方法を考えたり、活動の場を工夫し

ていけば、学習に対する主体性は高まっていくだろう。

【特別支援部会】

子ども同士で仲良く活動したり、楽しく運動に取り組むことで運動への意欲が高まり、学習に対

する主体性は高まっていくだろう。

３ 仮説を検証していくための具体的な手立て

児童同士の関わりにおいては、「有機的な関わり」を目指し、授業を進めていく。

（１）有機的な関わり

定義・・・関係性が密接であり、互いに影響を及ぼし合う関わり

（２）有機的な関わりのために必要と考えられる主な要素

①相手の成長のために、何かしらの形で影響を及ぼそうとする気持ちがある。（関心・意欲）

②相手の実態を把握している。（実態把握）

③技能ポイントを理解している。（知識・理解）

④めあてが明確化・共有化ができている。（焦点化・共有化）

（３）具体的な手立て

①現状の実態を把握する。

各学級で、児童がどのような関わり合いをして学習を進めているのか。また、関わってい

る際にどのような言語を用いて関わっているのか。単元前に、そのことをしっかりと把握し

た上で実態に応じて、どのような関わりを目指していくのかを目標として定めていく。

②各学級における「めざす児童の姿」について考える。

本校では、知・徳・体の３観点による主体性を以て、主体的な学習活動と捉えている。各

学級の実態に応じ、観点ごとにめざす児童の姿（目標）について考える。

③関わり方の形態を考える

児童同士の関わり方には、２人組によるペアでの関わり、少人数によるグループでの関わ

りなど様々な形態が考えられる。また、ペアの組み方においても、技能面での等質・異質ペ

アや男女での関わり、身長や体格を重視したペアなど、ねらいや場に応じて様々な組み合わ

せが考えられる。このような様々な形態の中から、児童の主体性が高まり、めざす児童の姿

により近づけるためには、どのような学習形態を選択していけばいいのかを考える。



- 6 -

Ⅲ 研究方法及び組織
１ 研究の方法

（１）理論研究について

・各学期の初め、審査会種目の技能ポイント、一般的なスモールステップ、及び指導上の留意

事項についての理論研修を実技を伴って行う。

(研修の実施方法)

・低、中、高学年部会単位で行う。

・領域ごとの各学年の担当者が講師となる。

（２）実践研究について

・研究授業を行う。

４月の授業研究（全員）、仮説検証授業（６月・全員）、公開研究会（１０月・全員）、

冬季体育（１月・代表者）

・６月の仮説検証授業、１０月の公開研究会については、単元前と単元後の児童の変容を、関

心・意欲面、技能面の双方から検証し、まとめを行う。

（３）実技研修について

・各学期の初めに、審査会種目の実技研修を行う。また、年度の初めには集団行動・行進の仕

方についても行う。

（４）子どもの実態調査について

①関心・意欲面での調査

・授業後、毎時間、関心・意欲に関する意識調査を行う。

②技能面での調査

・単元前に、取り組む技、その技に関係する動き・周辺動作のスキルチェックを行う。

・単元終了時に、技能テストを行う。

・単元終了後に関心・意欲面での変容と技能面での変容を照らし合わせ、考察する。

（５）研究の評価方法

①関心・意欲に関する評価方法

・授業後、毎時間、関心・意欲に関する意識調査を行う。

②技能面での評価方法

・単元前に、取り組む技、その技に関係する動き

・周辺動作の技能調査を行う。

・単元終了時に、技能テストを行う。

※単元終了後に、関心・意欲面での変容と技能面での変容を照らし合わせ、考察をする。

③関わりの面での調査

・単元終了後に、関心・意欲面での変容、技能面での変容、関わりの面での変容を照らし合わ

せながら考察を行う。

２ 研究組織

本校では、体育研究を学校教育の中核に捉え進めていくために、図１、図２のような組織を

整え、全職員が心を一つにして研究に取り組んでいる。
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＜研究組織図１＞

津 田 沼 小 体 育 研 究

体 育 授 業 業 間 体 育

（正 課 体 育）

※この他に、余暇時間の利用も有効に活用していく。

＜研究組織図２＞

研究全体会

研究推進委員会

体育部 業間体育部 器械運動各領域部門

（１）「正課体育を通して」の組織について

①体育の生活化への態度や能力をどう育成し生涯教育の基礎をどう培うかということは、体育

指導を通して解決していく課題である。体育指導を通して生涯にわたる豊かなスポーツライ

フ及び健康の保持増進の基礎を培うために、次のような考え方で実践に取り組んでいる。

まず、正課体育において、児童は学び方を学び、成就感を味わい自信をもつ。ここでいう

「学び方を学ぶ」ということは、その教材の学び方がわかり、自ら努力してできたという成

就感に浸ることができるということである。こうして培われた自信が次のめあてへの意欲と

なり、進んで自らを鍛えるための場である余暇利用体育への発展を促すと考えている。

②各組織の役割は、全体会は研究の方針、計画の決定、研究推進委員会や各部会からの提案報

告に関する検討と共通理解、仮説検証授業及び研究授業の協議、講師からの指導等の場とし

ている。

③研究推進委員会は、研究の方針、研究計画等の立案、決定。研究内容の検討、各部会活動の

連絡・調整を行う。また、本校の特色ある教育活動の共通理解の場としている。

④低・中・高・特別支援の各部会は、仮説検証授業及び研究授業を中心とした、児童の発達段

階を見通しながらの累積的実践研究活動の場としている。

⑤低・中・高の各学年部会ごとに部会責任者を置く。研究推進委員会には校長、教頭、教務主

任、研究主任、体育主任及び各学年１名が参加し、研究主任や体育主任は研究推進委員を兼

ねてもよい。ただし、研究主任は部会責任者を兼ねないこととしている。

（２）「器械運動の日常研修を通して」の組織について

①児童の円満な体の発達を考えると学習指導要領に示されているどの運動領域も欠くことので

きない内容であることはいうまでもない。そのことを十分に理解した上で、本校が研究の中

核に器械運動を位置づけ続けてきたのは、次のような理由からである。

○器械運動は、自分の意志でいつでもできる運動であること。

○器械運動は、技能の段階が明らかなので児童自身が努力するめあてをもちやすいこと。

○自分の努力で苦労しながら「できた」という成就感を味わい、自信をもつことができること。

○成就感を味わうまでのできない時が続く過程では、仲間同士での助け合い、励まし合い、認

め合う場面が数多くあり、そうした関わり合いが児童の大きな支えとなり、社会性を養い情

緒の安定に結びつくと考えられること。

○成就感、自信、仲間との関わり合いが、次のめあてへの意欲やとなり、進んで自らを鍛える

ための場である余暇利用体育への発展を促しやすいこと。
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○能力開発には適切な時期がある。十歳位をピークにしている調整力を伸ばすための教材とし

てもふさわしいこと。

②器械運動に関する研修を通して、学校教育目標及び研究主題の具現化をめざす組織とし、各

組織の役割は、全体会は各学期末に行われる器械運動審査会後の研修の場とする。各領域部

会はマット、鉄棒、跳び箱の各領域の系統性を基にした研修の場とし、各学年の代表から構

成している。そして、各領域部会に、領域主任を置き、領域主任会議は、器械運動審査会と

それにともなう実技研修の円滑な運営のための場とし、その会や研修の前後に必要に応じて

開くようにしている。

（３）「体育的行事 」の組織について

本組織で取り組む体育的行事について、本校では下記のような考え方で実践している。児

童は正課体育において学び方を学び、成就感を味わい、培われた自信やエネルギーをもって

余暇利用体育で自らを進んで鍛える。こうした児童の積極的な余暇利用活動に、さらに意欲

化と目標の焦点化を促すため、また、児童の積極的な体育学習をさらに深め広める役割を果

たしているのが、本校の体育的行事である。したがって、体育的行事の実施にあたっては次

のような事柄に留意している。

①日々の学校生活に意欲と目標をもたせ、行事を通して達成感や成就感を味わわせることがで

きるようにすること。

②児童一人一人の努力のあとを正しく認めることを通して、自己にとって最も効果的な学習方

法を理解させること。

③個人の進歩に合わせて、みんなの協力体制のあり方を正しく認めること。

④認め方はなるべく具体的で、自己評価につながるように助言すること。

（４）「業間体育」の組織について

本校が体育を中核とした教育活動に取り組み始めた当初から行い続けている業間体育は、

以下のような考え方で実践している。学習時に蓄積された疲労を回復させ、継続した緊張感

から解放して心身をリラクゼーションさせることによって、伸び伸びと気分転換をさせるた

めの生活のリズムの一環として業間体育を日課に位置づけ、継続して実施し今日に至ってい

る。学校生活をより豊かなものにするとともに、児童が喜んで活動しその活動を通して体力

の向上を図ろうとしている。

また、全校児童と全教師が一同にともに楽しく遊び、ともに運動することを通してより人

間関係を深める場としている。さらに、楽しい雰囲気の内にも安全で節度ある態度を身に付

けさせ、集団行動様式の生活化を図ることなどもねらいとしている。

（５）余暇利用体育を通しての組織について

余暇利用体育の活動を通して、学校教育目標及び研究主題の具現化をめざしている。正課

体育において、身体を通して学び方を学んだ児童は、一人一人が自信と意欲をもち、余暇利

用において進んで自らを鍛えていく。この過程での仲間同士での助け合い、励まし合い、認

め合いは児童の大きな支えとなっている。児童の夢に支えられた余暇利用での活動は、それ

がもとになって、やがて生涯体育への無限の広がりを示すことになる。本校の自暴にとって

余暇利用は、自らの体を知り、自ら教材を選び、自らを鍛えていける児童に育っていくため

のかけがえのない自己啓発の場であり、これが本校の特色でもあると考えている。

Ⅳ 年間計画（平成29年度）

月 日 曜 活 動 内 容

４／ １ 金 研究資料渡し 平成２９年度転入職員に対する研究資料渡し
（昨年度研究紀要、研究のまとめ、津田沼の体育）
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４ 月 体育実技研修 集団行動様式（含む業間体育）の研修
「気を付け」「休め」「行進」「話の聞かせ方」等

６ 水 研究推進①⇒ 第１回研究推進委員会
（顔合わせ及び検討事項の確認、平成２８年度の研究についての提案、
４月の授業について、講師について）

８ 金 研究全体会⇒ 平成２８年度の研究についての提案
各部会 部会仮説、めざす姿等の共通理解、４月の授業に向けての事前協議を

含む

８ 金 体育実技研修 １学期審査会種目と周辺運動の実技研修
「器械・器具の使い方」「運動時の待ち方」等を含む

12 火 業間体育開始 こんにちは業間

14 木 ４月の授業 授業者 ６年３組 高田 聡 教諭
全体会⇒部会 （代表１名による授業展開、 授業学級以外は午前中授業で下校。全職

員参観。）

15～27 ４月体育科授業 15日～2７日までの期間に全員が授業を展開し、校内講師の指導を受ける。
週間

28 木 研究推進② 第２回研究推進委員会
（４月の授業報告、仮説検証授業に向けて、日程 講師 指導案形式
まとめ方について、公開研究会について、当日の時程等について）
（仮説検証授業に向けて、授業者・領域決定、指導案提出日、の確認）

５／ 12 木 部会 指導案検討（６月２日分）

19 木 部会 指導案検討（６月９日分）

26 木 子ども実技研 第３回研究推進委員会
研究推進③ （公開研究会について…部会の持ち方 案内・情報記載依頼について、
⇒部会 総展開 授業について）

指導案検討

６／ ２ 木 仮説検証授業① ２(木),９(木),１６(木)２３（木）２４（金）３０（木）の４週の間
で全学級が仮説検証授業を行う。 日程は，講師の都合と調整をするた
め変更あり。４月中に決定する。 （指導案検討 ６月９日及び２３日
分）

９ 木 仮説検証授業② （指導案検討 ６月２３日分）

23 木 仮説検証授業③ （指導案検討 ６月３０日分）

24 木 器械運動審査会 ＊全体会は，講師と相談しながら必要に応じて持つこととする。
＊公開研究会に向けての夏季休業中の講師との指導案検討の日程を決b

30 木 仮説検証授業④ めるために、自分たちの都合の良い候補日を学年内で確認しておくと
よい。

７／ ２ 木 研究推進④ 第４回研究推進委員会
（公開研究会について、展開の場と領域、業間体育指導者、用具
当番学級の検討、夏季休業中の部会活動計画予定確認）

「１学期仮説検証授業のまとめ」原稿の提出は，夏季休業中に行われる
最初の部会までに、部会責任者と研究主任へ１部ずつ、計２部提出。

９ 木 研究推進⑤ 第５回研究推進委員会
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（公開研究会について、展開の場と領域、業間体育指導者
用具当番学級の決定、夏季休業中の部会活動計画予定確認）

14 木 器械運動審査会 夏休みの日程、仮説検証授業の振り返り、作業内容と分担、公開指導
再審査 案郵 送準備、仮説検証授業まとめの作成
研究日

７／ 21 部会 研究紀要作成、公開研究会学習指導案作成及び検討、公開研究会授業
～ （各部会） 準備
８／ 31

９／ 1 火 体育実技研修 各部会ごとに２学期審査会種目と周辺運動の実技研修
研究推進⑥⇒ 第６回研究推進委員会
部会 （夏季休業中の部会活動の報告、講師からのご指導、公開研究会につい

て、業間体育について、指導案･部会のまとめ印刷までの手順）

８ 木 部会 指導案見直し、分科会打ち合わせ…部会提案内容確認
分科会打ち合わせ…部会の進め方、役割分担確認

１５ 木 部会 授業検討、分科会打ち合わせ…部会提案内容最終確認
分科会打ち合わせ…部会の進め方、役割分担最終確認

２９ 木 全体会 全体会は、研究概要発表練習
部会 授業者時程ごとに場の出入り確認

分科会打ち合わせ
10 ／６ 木 部会

13 木 部会
14 金 （体育館ワックスがけ）
20 木 総展開授業

21 金 総展開予備日
26 水 公開前日準備
27 木 公開研究会

11／10 木 鉄棒発表会 各学年からの抽出児童による審査基準の確認

17 木 研究推進⑦ 第７回研究推進委員会
各部会記録を基に公開研究会を振り返り，講師から指導された事項や

24 木 器械運動審査会 参会 者からの意見の確認をしながら問題点や課題を確認し、公開後の
研究の具体的取り組みを確認する。
「公開研究会単元のまとめ」原稿（部会・個人）は、１１月中に部会
責任者と研究主任へ１部ずつ提出する。

12 ／１ 木 研究推進⑧ 第８回研究推進委員会
研究日 （３学期体育授業研究に向けて、２９年度体育研究まとめ作成について）

８ 木 器械運動審査会
15 木 再審査

1 ／10 火 始業式 「公開研究会単元のまとめ」原稿（部会・個人）返却、印刷開始
体育実技研修 各部会ごとに３学期審査会種目と周辺運動の実技研修
研究推進⑨ 第９回研究推進委員会 （平成２９年度研究計画案について）

12 木 部会 冬季体育授業について確認、準備

２ ／２ 木 冬季体育授業
９ 木 子ども実技研

研究推進⑩ 第１０回研究推進委員会 （平成２９年度の研究計画案について）



- 11 -

16 木 研究全体会 平成２９年度の研究計画案についての全体会
28 火 器械運動審査会

体操発表会
３ ／２ 木 研究日

３ 金 さよなら業間体育

９ 木 器械運動審査会
再審査

８ 講師について（平成29年度）

全体講師 近藤智靖 先生（日本体育大学 教授）

部会講師 低学年部会 荻原 洋 先生（習志野市教育委員会）

中学年部会 杉山 健一 先生（習志野市立袖ケ浦東小学校教頭）

高学年部会 髙梨 秀胤 先生（習志野市立屋敷小校長）

特別支援部会 小坂 真一 先生（習志野市教育委員会）

校内講師 低学年部会 教頭先生

中学年部会・特別支援部会 教務主任

高学年部会 校長先生

９ 研究授業について（平成29年度の実践例）
＜４月の授業＞

（１）目的 本校職員の体育学習の進め方についての、共通理解を図る。

○本年度着任された先生方については、津田沼小体育学習の進め方についての研修の場とす

る。

○本校経験年数２年目以降の先生方については、本年度研究主題に照らし合わせ、

①子どもをどれだけ主体的に活動させることができるか

②どれだけ多くの子どもに寄り添った指導ができるか

という点を授業の中で重点項目に置きつつ取り組む。

（授業者・参観者について）

参観者…児童名簿を持参し、誰に何回声かけをしているか、正の字をつけながら記録する。

研修授業終了後、上記資料も話し合いの参考データとして活用しながら、反省会を行う

（見合いについて）

・各学年内においては、授業の見合いをフルタイムで行い、体研服を着用する。

・学年を超えての授業の見合いについては、任意とする。空いた時間を使って、短い時間で

も積極的に参観しに行くことを推奨する。その際は体研服の着用を必要としない。

（４月の授業の実施方法と期間）

・器械運動ともう１つの、２領域で行う。

・自分の校庭及び体育館割り当ての中で実施する。

・代表者授業終了後から、４月２８日（木）までに終わらせる。

・指導案については、略案とし、授業者が全職員に配布する。

・授業者は、事前に体育館で授業の領域が重ならないかを確認し、重なっている場合は自分

で調整を行う。
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＜仮説検証授業＞

（１）目的・・・研究主題及び仮説の検証を行う。

（２）実施方法 器械運動と体つくり運動の二領域を行う。

＊上記以外の実施方法、および検証の仕方について等の詳細は、後日研究主任より研究便りを通

じて、連絡をする。

＜公開研究会及び総展開授業＞ ＊詳細については、研究推進委員会にて話し合う。

＜３学期冬季体育授業研究について＞ ＊詳細については、研究推進委員会にて話し合う。

１０ 公開研究会について（平成29年度）
＊詳細については、研究推進委員会で話し合い、研究主任より研究全体会を通して職員全員に周

知を行う。但し、以下の事項については決定している。

１ 期日 平成２９年１０月２６日（木） 雨天実施

２ 内容

＜午前の部＞ 授業提案

・全学級授業展開

・器械運動と体つくり運動を組み合わせた授業を展開する。

・業間体育の提案

＜午後の部＞ 全体会

全体講評 近藤 智靖先生

分科会（部会提案含む）

３ 授業展開について

（１）全学級展開する。４５分展開。

（２）器械運動と体つくり運動を組み合わせた授業を展開する。

（３）雨天時は、全学級２０分展開とし、器械運動領域のみ、授業を行う。

４ 公開研究会までの指導案検討について

（１）夏季休業中に、２回行う。

（２）指導案検討日の、１週間前には講師の手元に指導案が届くようにする。

（３）指導案検討は、講師に指導していただく場であるので、事前の準備をしっかり行うこと。

５ 公開研究会の案内について

（１）県内向け公開案内状は、第一次案内は、HP・教育雑誌・新聞等とし、第二次案内状を７月の

下旬に発送する。

（２）体育・教育関係雑誌、教育関係新聞への公開案内案掲載依頼は、県外の教員が、夏季休業中

に公開研究会を行う学校を探すであろうことを考慮し、７月に刊行される雑誌に記載できる

よう努力していく。

（３）学校のホームページには、公開案内状と同じ内容を載せる。

６ 公開研究会当日の配布資料等について

（１）学習指導案と紀要を合わせて１冊とする。

（２）資料編の作成について ※CDRによる資料の配布は、今年度は行わない。
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