武道授業

実践の概要紹介

岐阜県における
中学校武道必修化に向けた取組

柔道

岐阜県教育委員会 スポーツ健康課

今年度から学習指導要領が全面実施となり、中学校１・２年生において体育分野
の全領域が必修となりました。これに伴い、昨今の報道では中学校での柔道の取扱
いや安全性が取り上げられており、教育関係者のみならず、保護者等の関心も高ま
っている状況です。
岐阜県では、中学校学習指導要領の全面実施に向けて、学習指導要領の内容が適
切に実施されるよう、平成 年度からの移行措置期間の中で各市町村組合教育委員
会及び各中学校に改訂の趣旨を周知してきました。これまでの岐阜県教育委員会と

のまとまりとして捉え、この４年

の魅力や特性に触れることに大き （剣道）に大きな魅力を感じるこ

野を広げる意味でも、多くの種目

重要なことであり、スポーツの裾

子どもの現状を踏まえればとても

ことは、運動経験が少ない現代の

素早く打ちこむことができるか

相撲）や、相手のすきをとらえて

異なる相手をいかに倒すか
（柔道・

武道の学習では、体格や体力の

しての取組について紹介します。

学習指導要領では、小学５年生
間で多くの運動種目を経験させる

な意味があります。

から中学２年生の４年間をひとつ

くりを目指し、岐阜県では教員の

これまでは、武道とダンスが選

ことをねらいとしています。この

とでしょう。また、相手を尊重す
研修を進めてきました。また、中

択領域であったため、主に男子が

はじめに

る態度が求められることから、運
学校柔道の安全な実施に向けての

表１

実施率
柔道

23 校（柔道のみの実施予定校は 15 校）

12.3％

主催で、平成 年度からの３年間

ころです。そこで、県教育委員会

の経験が浅いことも心配されると

教員に比べて女性教員の武道指導

を受けもつ学校も多くあり、男性

た。また、女性教員が女子クラス

実施する中学校が多くありまし

⑵研修の充実

動を通して礼儀作法を身に付けら

武道を、女子がダンスを選択して

＊１ 調査は平成23年12月実施。
＊２ 調査対象中学校は187校。
＊３ 実施率の合計が100％を超えているのは、柔道と剣道、剣
道と相撲の2種目を選択する学校がそれぞれ8校あるため。

指導資料を作成するなどの取組を
進めています。

剣道 172 校（剣道のみの実施予定校は 156 校） 92.0％

このような魅力や特性を生徒が

実施予定校数

え、武道指導講習会を位置付けて

する場を確保する必要があると考

性があることから、これらを研修

相撲を指導すべき時が訪れる可能

今後、
誰もが人事異動により柔道、

員の割合が低い状況を考えると、

道以外の種目の指導経験がある教

修が必要となります。さらに、剣

ら、剣道の指導力向上のための研

合が高いという岐阜県の状況か

剣道を選択している中学校の割

を開催してきました。

導者講習会（剣道・柔道・ダンス）

員を対象として中学校体育実技指

で、県内の中学校保健体育担当教
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十分に味わうことができる授業づ

種目

岐阜県教育委員会の取組

⑴平成
年度からの武道の実態調

査

傾向があることも分かりました。

等によって種目が決定されている

はなく、学校や地域の実情、特色

また、授業者による種目の選択で

ことが分かりました（表１参照）
。

択する学校が、９割を占めている

査しました。その結果、剣道を選

いて、県内全ての学校を対象に調

年度からの武道の実施予定等につ

実施状況を把握するため、平成

岐阜県の中学校における武道の
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武道指導講習会の様子

132
2012．6 月刊「武道」

21

れるのも武道の特性といえます。
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4.3％
8 校（相撲のみの実施予定校は 0 校）
相撲

岐阜県
（柔道）
実践の概要紹介
武道授業

希望研修
県内中学校保健体育担当教員

該当者
６年目教員（小・中・高）

希望研修

けてほしいという思いを込めまし
た。そのポイントは、次の２点で
す。
・相手 を 尊 重 す る 気 持 ち を 込 め
て、作法や所作を守ること
・相手
 を「投げ飛ばす」のではな
く、
「技を施す」気持ちをもつ
こと
日本スポーツ振興センターの学
校事故事例検索データベース（平
成 年度から平成 年度に給付し
た障害・死亡事例）によると、全
国の中学校の授業中における重大
事故の事例が６件あります。
準備運動・受け身練習（３件）
授業後の着替え中（１件）
技の練習中（２件）

危険が予測される技に制限を加
えることも安全対策の一つです
が、指導者は準備運動や受け身練

きました。

新聞等では「柔道は危険」と報
い させない 柔道指導」
うな状況で事故やけがが発生して

が、段階的な指導に加え、どのよ

「互いを思いやり けがをしな  道 さ れ て い る 記 事 を 見 か け ま す

阜県学校剣道連盟、国立大学法
（平成 年３月 岐阜県

さらに、岐阜県柔道協会や岐
人岐阜大学との連携を図りな
がら、武道の実施にかかわる講
掲載ホームページ：岐阜県総

教育委員会 スポーツ健康課）
自身が理解することで、事故やけ

いるのかを、指導する教師と生徒

るかを適切に指導しているからこ

どのように扱うと安全に使用でき

刃物をどのように扱うと危険で、

扱ったりする単元がありますが、

刻刀を扱ったり、家庭科で包丁を

例えば、小学校の図画工作で彫

できると考えています。

がのリスクを大きく減らすことが

習会を実施しています（表２参
合教育センター
ＨＯＭＥ∨関係資料を読む

照）
。
これらの研修により、武道の
∨教科等のページ∨体育

kyoka/hotai/hokentaiiku00.htm

http://www.gifu-net.ed.jp/

保健体育

段階的な指導の在り方を理解
したり、安全で効果的な指導方
法等を習得したり、保健体育担
当教員の指導力向上を図るこ
とができました。
本資料では、全般的な留意点だ
柔道においても、練習や試合の

そ実施できるのです。

指導、自由練習や試合、健康観察
中でどのような危険があるのか、

けでなく、準備運動、受身、技の

保健体育の授業では、運動が
等、授業の過程に合わせた留意点
どうすれば事故やけがを防ぐこと

⑶指導資料の作成
うまくなることを目指します
や配慮事項を具体的に示している

本資料を作成するに当たり、タ

確実に指導することが求められま

うにすることや不用意に手を着か

イトルでもある「互いを思いやり

「受」のけがを防ぐためのポイン

ができるのかを、単元のはじめに

が、その前提として安全に授業
年度に柔道を実施する

を 行 う こ と が 何 よ り 大 切 で す。 のが特徴です。
平成
の学校でも柔道の授業が安全
ないことなど、受身をとる際の留

けがをしない させない」こと

す。

に実施できるよう、県教育委員
意点を生徒に十分理解させること

こそ、一番に指導すべきことであ

トとしては、後頭部を打たないよ

会として中学校及び高等学校
が重要です。また、各技でありが

り、毎時間の学習を通して身に付

予定の中学校は 校ですが、ど

の保健体育担当教員を対象と
ちな危険な例も示しています。

せたり、学習の決まりを設定した

られます。一人一人に役割をもた

した指導資料を作成しました。

「運動
 実 践 さ れ て い る 体 育 学 習（

たりする活動（相互援助活動）を
仕組んだりすることで、質の高い
学習集団に育てていくものです。

一層高めることができる実践で

意図的に行うことで、運動習熟を

動を行う学習集団を高める指導を

動の技術指導を行うとともに、運

『
「 運 動 ／ 集 団 」 学 習 』 と は、 運

結果として安全に体育学習を進め

を大切に思う気持ちも強くなり、

助け合って活動することで、仲間

決 ま り を 守 り、 互 い に 教 え 合 い、

ダーの指示できびきびと行動し、

学習状況が生み出されます。リー

がいることも事実です。安全に授

こうした指導により、規律ある

す。保健体育の授業は、グループ

業を行うことは保健体育の最優先

とらえることが大切です。

の在り方を見つめ直す機会として

武道を含めた全ての領域での指導

心が高まっている今だからこそ、

ことではありません。安全への関

事項であり、それは武道に限った

ることができるのです。

有の伝統と文化に触れる」ことの

だけでなく、学校の学習教材とし

中学校の武道の授業を参観する

したり、
正座をして座礼をしたり、 導しているからでしょう。武道の

ての適性が、武道の必修化を通し

柔道や剣道の競技としての魅力
魅力を多くの生徒に体感させたい

意味を担当教員がよく理解し、指
授業に黙想を取り入れたりしてい

ます。

て広く認識されることを願ってい
の不安を感じている生徒や保護者

る学校を多く見かけます。
これは、 という願いがある一方で、安全へ

と、生徒が武道場に入る際に一礼

習でも事故が発生しているという

終わりに

を基本とした小集団で学習が進め

介します。

／集団」学習）の指導について紹

ここで、本県の多くの中学校で

⑷体育学習（
「運動／集団」学習） り、オブザーバーによる点検活動

を位置付けたり、教えたり補助し
の指導

ます。

＊ 相撲については、学校相撲実技指導者講習会（文部科学省）を各中学校に紹介しています。

修で活用し、事故防止に努めてい 「武道の学習を通じて、我が国固

認識をもつことが大切です。
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希望研修
県内中学校・高等学校保健体育及び部
活動担当教員
県内中学校・高等学校保健体育及び部
活動担当教員

現在、この指導資料を様々な研

武道講習の風景

悉皆研修
各地区中学校保健体育担当教員

＊６件
 の事故のうち、死亡事例が
１件
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参加形態
講習会・研修会
中学校体育実技指導者講習会
（主催：県教育委員会）

対象
種目
柔道
剣道
柔道
武道指導講習会（主催：県教育委員会）
剣道
中学校指導者安全講習会及び初心者柔
柔道
道教室（主催：岐阜県柔道協会）
中学校武道必修化に伴う剣道指導講習
剣道
会（主催：岐阜県学校剣道連盟）
６年目研修（保健体育）
柔道
剣道
（主催：県教育委員会）
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表２
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実践の概要紹介

岐阜県
（柔道）
武道授業

