授業のまとめと
今後の課題・展望
３

２

◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯
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年目となる本年度で

１２）年度の武道必修化完全実施
業の事例はこれまでも本連載で数

という。ＩＣＴを活用した武道授

業に少林寺拳法を取り入れた。背
景には「少林寺拳法発祥の地であ

ロナの影響によりＩＣＴの活用は

６で一気に進んでいるとみられ
全国

財団法人少林寺拳法連盟（以下、

以下のような課題がある。

今る後
にレ向
け端て
とな
タブ
ット
末の導入には

る。しかし、ＩＣＴのメイン機材

連盟）の働きかけがあった。その

・タブレットを全生徒に貸与する
た
５めにはコストがかかる

◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯
４

徒は自分のフォームなどを客観的
に捉
るこ
がと
でき
、と
メリットが
授え業
のとま
め
今後の課題・展望
また、授業ではＩＣＴに加え、

大きいと感じています」と語る。

同校ではこれらをどのように解

外部指導者として連盟から引き続

Ｔ授業について伺った。

３聡士振興普及部振興課長が派
き谷

しかありませんでしたが、国の指
針と町教育委員会の配慮により、
希望通りに導入していただきまし
た。また、多度津町の補助で無線
ＬＡＮなどの通信環境も整えまし
た。現在は授業の６〜７割でタブ

者を活用しつつ、メインは保健体

Ｃ
活
の
義
育Ｉ
科教
員Ｔ
が務
め用
る授
業意
はど
のよう
な内容なのか。

２
授業の内容

１。少林寺拳法の授業は本年度
した

本誌記者は２年生の授業を取材
際に、研究主任が何度もＩＣＴの

多度津中学校の

全体で６時間を計画、今回はその
のＩＴ社会を生きる上で子どもた

あやか教諭、Ｔ２で片岡茂教諭、

Ｃ
授
男Ｉ
女共
修Ｔ
で、
授業
業者はＴ１で平田

うち２時間目にあたる。体育館で
ちへのＩＣＴの活用は重要になる

補助は連盟の谷聡士指導員が担当

「生徒はＩＣＴ機材の使用に対し

健体育科主任の末澤和士教諭は

活用事例があったためである。保

入したのも、他の種目で積極的な

地拳第一系」という単独で行う基

行ったあと、この日学習する「天

知識、基本姿勢、突き・蹴り）を

復習（武道や少林寺拳法に関する

まず、授業の導入として前回の

している。

て非常に積極的です。授業でも生

少林寺拳法の授業でＩＣＴを導

ことを教員同士で共有しました」

えるようにしました。また、今後

講習に出席し、内容を先生方に伝

レットを使用しています。導入の

武道授業の中での

遣されている。ＩＣＴと外部指導

た。それまではタブレットは 台

校生徒にタブレットを配りまし

「本校では２０２１年６月より全

あり き

決したのか。有木秀樹校長にＩＣ

能

・教員のＩＣＴに関する知識と技

・通信環境の整備

連盟の職員主導の下で実施されて

ため、同校の少林寺拳法の授業は

る多度津町で採択を」という一般

終わりに

への移行期間の初年度となる平成
多く取り上げている。特に新型コ

の鍵となるのがＩＣＴ授業だった

を実
７施した。この授業形態の変更

り、連盟職員が補佐となって授業

新健
型体
コ育
ロ科
ナの
ウ教
イ員
ルス
は保
が対
主策
体とな

しかし、

三宿中の剣道授業における

きた。

８

まとめ

９

◯◯◯◯◯◯
道授業の中での
授業の充Ｉ武実
に向けて ◯●
ＣＴ活用の意義

中学校武道

■シリーズ■

10
（２００９）年度から、武道授

多度津中学校は、平成 （２０

多度津中学校の
ＩＣＴ授業

１

つまずきをどう克服したか◯
授業の内容
（ＩＣＴを活用した少林寺拳法授業の実践例）
た ど つ

香川県多度津町立多度津中学校

月号で、中学校

少林寺拳法の発祥の地として知られる多度津町にある多度津
中学校（生徒数 人）は、本誌が２０１８年
武道必修化の移行期間から少林寺拳法の授業を熱心に行ってい
る事例として紹介した。それから約３年、同校ではより効率的
授業（情報通信技術を活用した授
に 授 業 を 行 う た め Ｉ Ｃ Ｔ （※）
業）に積極的に取り組んでいるという。
最先端のＩＣＴを活用した授業とはどんな内容なのか。そし
月に取材した

24
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月刊「武道」
2022．3

てその効果は――。今回は、本誌編集部が昨年
同校の取り組みについて紹介する。

・発表
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の略
Information and Communication Technology

6

13

51

・プレ発表

40

12
10
・本時の内容「グループごとに教員、谷指導員に見てもら
【評価基準】
う」
〇全体練習→グループごとに教員の前で発表、アドバイス ・動きの正確性（基本動作、天地
拳第一系単独）
・本時の内容「プレ発表の課題を踏まえて発表」
・ペアと動きを合わせる（天地拳
〇グループごとにプレ発表の課題を練習し、指定時間内に
第一系相対）
タブレットで撮影、ロイロで提出
・静と動（気合）
・代表グループの演武を視聴、少林寺拳法学習の総振り返り
5

※ＩＣＴ＝

4

・本時の内容「天地拳第一系（相対）リズムに合わせて」
（特 【発表演武構成】
・天地拳第一系
に攻守の動きを合わせる）
前年度学習の基本動作
↓
（相対）
〇号令での全体練習→グループごとの練習（音楽に合わせ
て）→全体（音楽に合わせて）
ソロパート（基本動作・天地拳第
一系単独左のみ・天地拳第一系左
・本時の内容「自分の考える動きのポイント」
右）
・ソロパートの
〇号令、
音楽での全体練習→グループごとに練習→全体（音
↓
選択
楽に合わせて）
天地拳第一系相対
3

・天地拳第一系 ・本時の学習内容「天地拳第一系（単独）」
（単独）
〇号令での全体練習→前後列練習
2

考
備

21

566

【映像資料】
・礼法
・突、蹴
・剛法
・前年度学習（基本動作）
・天地拳第一系（単独、相対）音
源あり、なし
・全 6 時限の流れ
・補助（体幹）トレーニング
・オリエンテー
【前年度の復習】
ション
・武道とは、少林寺拳法とは、礼法、基本姿勢、突、蹴、
・前年度の復習
基本動作（結手→礼→左中段構→順突→逆突→外受→順
蹴→結手→礼）
1

第 2 学年 「少林寺拳法」 授業計画
2021 年度多度津中学校

細
詳
容
内
時間
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ように指示。そして、自身もタブ

田教諭は生徒にタブレットを開く
た。これは、少林寺拳法の授業を

ら陽気な音楽と動画が流れ出し

う」と言うと、突如スクリーンか

４夫しながらおのおの撮影を行
て工

た。生徒たちはタブレットを使っ

徒のグループワークの時間を取っ

最後に全員で実際のリズムに合わ

今が後
の地課
題一・
展復望
せな
ら天
拳第
系を
習し、
授業は終了した。

３

いた。次に前回学習した基本動作

った際に指導やサポートを行って

い、教員は生徒の姿勢に崩れがあ

った。動作の手本は谷指導員が行

その後、体幹トレーニングを行

の自主学習へと移った。生徒は２

生徒同士が互いの動きを撮影して

とに一連の流れを披露し、前後の

同士で動作の確認を行った。列ご

作ができるようになった後に生徒

きを練習。生徒が一定の流れで動

ず動画の速度を落として一連の動

作の確認や生徒の撮影などで使用

授で業
のＴ内
容用する場合、動
授業
ＩＣ
を使

活用していたことである。通常の

２教諭がＩＣＴを非常に上手く
平田
う ま

平田教諭が細かく説明し、生徒た
後、平田教諭が全体的に動きが滞

しばらくグループ学習を行った

たＩ
。と
いＴ
って
も業
、タブレットに全
Ｃ
授

度
中ッ学
校使の
な多
どに
タ津
ブレ
トを
用してい

つ一つの動作の説明や資料の表示

１

しかし、平田教諭の授業では一

ちは見様見真似で動作を行う。生
っている部分を改めて説明し、そ

てを委ねている訳でもない。平田

自分が手本を見せるにも専門分野

の写真では動きが分かりにくく、

があると感じていました。教科書

学習する内容が伝わりにくい部分

がっているのではないかと感じ

感が生まれ、それが良い動きに繋

ているという、良い意味での緊張

で自分の姿を周りの生徒に見られ

さらに、生徒自ら撮影すること

し、ＩＣＴ教材をうまく使いこな

ど、もどかしさは多々ある。しか

教員自身ではどうにもならないな

なければ伝えきれないポイントや

る。学習教材を熟知している者で

と届くようになりました」と語

えたいポイントが生徒にしっかり

ー再生ができたりと、教員側の伝

み立て方について話し合っていま

内容を模索し、念入りに授業の組

教諭と谷振興課長は積極的に授業

道 授 業 推 進 担 当 に よ る と、
「平田

視察に来ていた連盟の秋元宏介武

理由の一つだ。取材当日、授業を

との連携も授業を円滑にしている

る連盟とその授業担当である谷氏

さらに、外部指導を担当してい

はホワイトボードを使用して教員

リスクが少なくなる。また、以前

ができないままで終わってしまう

ればテンポを遅くできるため、技

い。しかし、ＩＣＴ機材を使用す

方に相談し、手探りながらも授業

単元の組み立てを谷さんや連盟の

ありました。しかし、授業内容の

って授業を実践することに不安も

ていたため、今回自分が主体とな

範などを連盟側に主導してもらっ

86

５

レットを操作しながら体育館前方
生徒が少しでも楽しいと感じても
いつつ、自分たちの動作の確認。

ように、音楽に合わせて学習しよ

のスクリーンを使って天地拳第一
ら え る よ う、 平 田 教 諭 が 考 え た

本の形の説明に入った。ここで平

説明
た。
◯し◯
◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯

系の動きを動画で見せた後、プレ
「リズムに合わせた学習法」だと

その後は音楽を流したまま、生

ゼンテーション用のソフトで詳細
いう。楽曲は音楽に詳しい生徒に

授業のまとめと

を説明。その際、平田教諭はポイ
「天地拳第一系」のリズムに合う
楽曲を探してもらった。

ントとなる部分に赤線を引き、生
徒の注目が集まるようにしてい

を行い、天地拳第一系の動作説明
〜４人のグループになり、互いの

リズムに合わせた学習では、ま

に移った。谷指導員が①順突②逆
する事例は多い。

た。

突③右拳外受、左拳横鈎突④上受
動作を撮影し合いながら動作の流

武道授業の中での
ＩＣＴ活用の意義

⑤同時受⑥払受⑦蹴、という七つ
れを確認・習得した。

今回の取材で分かったことは、

の構成要素について手本を見せ、

徒の後ろにはＴ２の教員が入り、
の部分を全員で再度確認した。こ

教諭自身があくまで説明の主体と

ね

上手く動作ができない生徒に声か
の時も平田教諭はタブレットを使

なり、その補助としてタブレット

床に置いたタブレットで自分たちの動きを撮影する生徒たち

ま

けを常に行っていた。
用し、体のどの部分を動かすべき

を使用していた。

外部指導者の谷指導員が後ろ側の動きが分かるように
ステージ上で手本を見せる

う ま

続いて、平田教諭が生徒に「リ
かについて画像に印をつけながら

以外は限界があると感じていまし

た。

書き込みができる。

た。しかし、ＩＣＴ教材を活用す

▼効果的なタブレット活用

せば、まさに「歯がゆい」ところ

した。例えば、今回使用した動画
は授業の内容に合わせて連盟が作

が手書きしていた内容は、タブレ

を実施することができました」と

平田教諭も「今までは授業の模

成しました」と語る。

ットと専用ペンで簡単かつ迅速に

通常のスピードでしか再生できな

技を学習する際、ＣＤデッキでは

今回の授業でも楽曲に合わせて

に手が届くと感じた。

つな

れば動きの一部を止めたり、スロ

平田教諭は「今までの授業では

ズムに合わせてこの動きができる

奇数列の生徒が偶数列の生徒の撮影を行う

月刊「武道」

学習内容はデータ通信でタブレットに送られる
全員で一通りの動きを練習
動きが滞っている部分について印を付けて生徒全員が再確認する
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月刊「武道」 2022．3
87

158
中学校武道 授業の充実に向けて●

シリーズ

◯◯◯◯◯◯◯

全体像をつかんで６〜７割できる

きるようにすることより、法形の

３
を、
「一つの動きをしっかりとで

業に関係ないことを検索してしま

て、末澤教諭は「子どもたちが授

タブレット使用の課題に関し

料のバランスも模索しています」

ブレットのデジタル資料と紙の資

にしたいと考えています。
また、タ

徒自身が動ける時間を作れるよう

のため、タブレットを使用して生

がやや少ないように感じます。そ

ます。例えば法形を練習する時間

善すべき点が多々あると感じてい

中での少林寺拳法の授業。そこに

最先端の技術を活用した多度津

時間数についても改めて検討して

どを工夫したいと思います。授業

もらえるよう、学習課題の設定な

際に生徒が少しでも楽しみにして

「今後は少林寺拳法の授業をやる

▼平田教諭

に模索していきたいと思います」

で深い学びが実践できる授業を常

ているところです。ＩＣＴの活用

ができるように現在、実験を行っ

Ｃ
活
の
義
よＩ
うに
なＴ
るこ
と用
で、
生意
徒が
少林寺

うという懸念があります。タブレ

は少林寺拳法を生徒に楽しいと感

の悩みがあり、授業の展開では改

拳法を少しでも楽しいと思っても

ットには簡単に手本を探すことが

じてもらいたいという教員の願い

話す。

らえるようにすること」と定めて
２

できる反面、調べれば簡単に答え

と努力が見えた。そして、その思

４

いた。取材中、生徒から「楽しそ

が出てしまうというデメリットも

いを具体的に伝えるためにＩＣＴ

例えば、授業で谷指導員が生徒

ことが多かった。これは平田教諭

あります。今後は教員側の働きか

の活用は重要な役割を果たしてい

見ることでより鮮明に生徒へ教え

平田教諭は「動画と生の動きを

体的に理解することができる。

員の後ろ姿の動きによってより立

た。前向きの動画と実際の谷指導

く後ろ姿を見せることも多くあっ

に手本を見せる際、正面だけでな

たいことが伝わると思います」

が計画した授業の構成が効果的な

けによって生徒が考えを深める場

う」という声や笑い声が聞こえる
授業の内容

武道授業の中での

平田教諭は今回の授業の目標

授業のまとめと
今後の課題・展望

と、ＩＣＴと外部指導者両方の活

だけでなく、生徒への伝え方や言

面を少しでも増やしていきたいと

要な点であろう。

した授業を展開していく上でも重

が欠かせないのは、ＩＣＴを活用

常に役立ちます。一昨年の緊急事

「ＩＣＴの活用はコロナ禍でも非

▼末澤教諭

教諭、
平田教諭は次のように話す。

最後に今後の授業の展望を末澤

ことができるようになるのではな

生徒たちの興味・関心を引き出す

索していくことで、武道に対する

もＩＣＴの活用や工夫をさらに模

を増していくだろう。武道授業で

活用した授業は今後さらに重要性

る。情報化社会の中で、ＩＣＴを

てはまだ課題があると語る。

態宣言の際はＩＣＴの設備は整っ

いだろうか。

考えています」と話した。

「今回は音楽に乗せながら動作を

ていませんでしたが、今後同様の

しかし、平田教諭は授業につい

学習しましたが、正直、授業直前

ことがあった場合にはすぐに対応

（文責・和久田侑里）
まで本当にこれで良かったのかと

らだと思われる。ＩＣＴの活用が
多度津中学校の
メインとなりつつも教員の主体性
ＩＣＴ授業

いきたいと考えています」

用の利点を説いた。

１け、テンポの良さがあったか
葉か

タブレットで自分の動きを確認する生徒
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