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要約
新型コロナウイルスの未知なる脅威が、私たちの社会と教育を脅かすとともに、学校が果たすべき機能とは
何かを問いかけている。
３月２日から全国一斉に小中高校における臨時休校措置がとられたことに始まり、４月から本校ではインタ
ーネットを用いたオンライン授業が実施された。
緊急事態宣言とともに自粛活動となる状況で、全国の学校や教師が力を合わせて感染拡大のリスクを低減さ
せるように学校運営上の工夫をしたり、オンライン授業や細かな課題を提示したりするなどの尽力を重ねてき
た。
そして、いよいよ緊急事態宣言が解除され、６月１日から全国的に学校が再開された。
「ソーシャルディスタ
ンス」を保つ、
「三密」を避けるといった中、保健体育という教科は、従来のカリキュラムや有益な実践をどの
ように捉えなおし、コロナと共存していくのか、その挑戦が始まった。
本研究プロジェクトは保健体育科の新型コロナウイルス蔓延下での授業実践をまとめることを目的とする。
授業実践を記録として残すとともに、今後の授業について検討したい。
キーワード：新型コロナウイルス オンライン授業実践 コロナ禍の保健体育
尽力を重ねてきた。

1 はじめに
コロナと共存していく時代の保健体育
コロナ禍において急激な社会状況の変化や生活様式
の変化を強いられており、新型コロナウイルス
（COVID-19）との共存が求められている。その制約
の中で、コロナ感染の恐怖や未来への不安、そしてス
トレスやフラストレーションを生じさせながら「新し
い日常」や「新しい学校生活」を模索している。コロ
ナ禍による未曾有の国難と教育の停滞。その発端は、
３月２日から全国一斉に小中高校における臨時休校措
置がとられたことに始まる。それから政府も様々な対
策を講じてきましたが、新年度に入ってもその状況は
収束することなく、５月末まで多くの都道府県が緊急
事態宣言とともに自粛活動を続けてきた。そのような
中、全国の学校や教師が力を合わせて、感染拡大のリ
スクを低減させるように学校運営上の工夫をしたり、
オンライン授業や細かな課題を提示したりするなどの

そこで本校ではどのように授業を行ってきたか授業
実践を記録として残すとともに、今後の授業について
検討したい。本研究プロジェクトは保健体育科の新型
コロナウイルス蔓延下での授業実践をまとめることを
目的とする。

2 他校の状況（体育専門誌を参考に）
比較検討をするために体育専門誌の内容から他校の
状況を記載して参考資料とする。
体育科教育６月号では、座談会形式で以下のような内
容が示されている。
「緊急座談会：コロナ休校から体育は何を教訓とする
か」
新型コロナウイルス感染症対策としての緊急事態宣
言が解除され、
多くの地域で学校が再開されはじめた。
しかし、学校が再開されてすぐに、従前行われていた
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ような体育授業を行うことは困難だといわざるを得な
い。
また、
長期間の学校休校による子どもの運動不足と、
それに起因する身体面・心理面への悪影響も心配され
るところである。
そこで本座談会では、①学校の休校は体育の視点か
ら見て何がどう問題なのか、②学校に来られなくとも
体育の学びを止めない方法はないのか、
③学校再開後、
どういった体育授業であれば実施可能なのか、
を考え、
最後に④アフターコロナの体育の在り方を展望してみ
たい。
・体験の喪失
長期間の学校休校の何が問題なのかを体育の視点か
ら整理してみたい。小学校の学級の担任の立場から、
最も重要なのは、友達と運動を楽しむという「体験」
ができないことが問題だと感じている。
小学校の校長という管理職の立場からは、体育とし
ては、
「とりあえず体力を元に戻せればいい（落とさな
ければいい）
」
といった考えにならないように考えてい
る。心配になるのは子どもと親との関係がストレスフ
ルな状態になっている家庭のことである。体を動かす
ことで何とか子どもたちがストレスを発散させられな
いか。しかしなにしろ“Stay Home”だったので、家
の中でできるストレスの発散方法や子どもたちが満た
される時間の過ごし方について発信していく必要を強
く感じている。
一斉休校になって間もない３月初旬、小学生のママ
友たちが
「学校の体育って本当にありがたかったのね」
といった話をしているの耳にした。気づかれていなか
った体育の重要性が、図らずも広く知れ渡る機会にな
ったのかもしれない。
スポーツ庁や日本スポーツ協会が様々なエビデンス
をもとに「１日 60 分程度の運動をしましょう」という
指針を出している。
一斉休校前の通常の状態であれば、
体育の授業（45～50 分×週３回）や休み時間、運動部
活動等で一定数の児童生徒がその指針をクリアできて
いたわけだが、
いまはそのどれも止まっている状態で、
運動時間が減った子どもは多い。
ただ身体面に関しては、学校が再開されて運動時間
が十分確保できるようになれば戻ってくる可能性が高
いのでそこまで大きな問題ではないかもしれない。
それよりも、
「その瞬間自体が楽しい」という経験が
できないことが心配である。
・いま子どもたちは
住宅街では普段の春休みよりも子どもたちの遊ぶ声

が聞こえてくるようだった。小学校の学級担任は３月
の休校期間中に学級の子ども一人ひとりに電話をして、
「普段何して過ごしてる？」と聞いたところ、外に出
てドリブルやリフティングの練習をしたり、他にも少
人数で集まって遊んでいたりする実態はあったという。
しかし、平日の昼間に子どもたちが講演で遊んでいて
うるさいと、学校に苦情がきていることもあったそう
だ。在宅勤務の方や、そもそも外で遊ぶなんてけしか
らんと考える大人からの通報だと考えられる。こうい
うことがあると、子どもは外に遊びに出たくても本当
に遊んでいいのだろうかと不安を抱えてしまう。
ある調査では 150 人近い保護者アンケートをとった
ところ、一番の課題は「子どもの運動不足」だったそ
うです。緊急事態宣言のさなかでも、感染対策を意識
したうえで散歩やジョギングをするのは問題ないとも
言われていますが、それでも地域の目があり、日常的
に外に出たり運動したりすることができない子どもも
いるのだろう。
・体育の学びを止めない（各校種からの事例）
①小学校で体育専科をしている。休校の延長が決まっ
た４月初旬に、学校から（他教科同様に）体育の宿題
を出してほしい」と依頼された。急な話だったので、
結局「ラジオ体操をしよう」とか、
「なわとびをやって
みよう」といったものになった。
②同じく小学校の体育専科をしている。本校でも宿題
を出した。
「行った運動、回数、時間」を書けるプリン
トを配ったうえで、行う運動はお手玉やフラフープと
いった軽い運動でもいいから、工夫してやってみよう
ねと伝えた。それから家でできる運動の動画を体育科
で４本作成し、配信した。教師と体じゃんけんをする
ものや、
軽いステップを踏むダンスの動画を作成した。
③高校の体育主任をしている。本校は、１・２年生は
１人１台タブレットをもっているので、彼らには、自
分が運動をしている動画を送る、
という課題を出した。
休校がさらに長引けば、個人ではなく学級でチャレン
ジできるような課題を出したいと思っている。身体接
触はできないけれど、みんなで１つのものに向かって
挑戦する楽しさはオンラインでも味わえるのではない
かと考えている。他にも、自分に合ったサーキットを
つくったり「個人探究」と題して個人技、例えば陸上
競技の三段跳びを極めたり、といった取り組みも検討
しているところである。
④オンライン学習コンテンツが充実してきているのは
望ましいことだと思う。心配なのは、それらを活用し
た授業が「教師から子ども」への一方向になりがちな
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ことである。教師と子どもの双方向型の授業を実現す
るためにはどのようにすればいいのかを模索していく
必要があると思う。

3 各学年の授業実践
ここまでは、保健体育の授業をとりまく社会的な背
景について参考資料をもとに述べてきた。ここからは
本校の保健体育の授業のいくつかの学年の取り組みを
示していく。
3.1 中学２年生
３月
・休校中の「毎日の運動記録」を課題として、定期的
に Google drive への提出を求める。期間は１学期開始
の 4/8 までとした。
４月
・緊急事態宣言発出に伴い、課題「毎日の運動記録」
の期間を 5/6 まで延長。
・Google classroom を開設。
課題の提出先を classroom
に変更。
・オンライン授業への準備に取り掛かる。
５月～６月
・課題の期間を 5/31 まで延長。
・PC を見ながら実施可能な自作のトレーニング動画
を classroom に投稿。動画は１本 15 秒から 30 秒。
・5/11(月)「PC の前でできる体操」
徒手体操の動画を 11 本投稿。
・5/18(月)「在宅シンドロームその１」
徒手体操とストレッチの動画６本を投稿。
（写真１）
・5/25(月)「在宅シンドロームその２」
徒手体操とストレッチの動画 10 本を投稿。
・5/27(水)「在宅で落ちた筋肉をつけなおそう」
トレーニング動画を２本投稿。
・6/1(月)「準備体操」
動画１本を投稿。
・6/8(月)「座って寝転んでちょっとだけ体幹強化」
トレーニング動画を３本投稿。
６月
・対面授業再開。ディスタンスィングの手段として、
グラウンドに５ｍ×５ｍのグリッドを人数分用意し、
グリッド一つにつき生徒１名が入るように指示した。
授業開始時と体操終了後に給水の時間を確保。水道
蛇口のハンドルは生徒には触らせずに授業者が操作。
まずは体力測定が可能な状態かどうかを確認するた

め、徒手体操・縄跳び・シャトルラン 20 回を実施。デ
ータとして運動直後の心拍数と授業の感想を毎回
google form で提出させることにした。
分散登校のため、生徒にとっては隔週のトレーニン
グとなる。２週間に１度のトレーニングは効果が消失
してしまうが、授業を機に生徒が自分で運動してくれ
ることを願う。
・6/10(水)奇数番①。生徒半数ずつの分散登校で、出
席番号奇数番生徒の１回目。私語はなく、重い雰囲気
で授業は始まった。
徒手体操 14 種目と縄跳び 15 秒を５セット、続いて
シャトルラン 20 回。
シャトルラン終了直後に心拍数を
測定。測定方法は触診で 10 秒間測定し、６倍。平均
146.30、標準偏差（以下、±と標記）21.58。後に出
てくる高校３年生よりも少ないが、これは心拍数が拾
えていないことと推察される。
授業の感想では、
「リハビリは必要なし」が 20.0％、
「あと１週間程度で回復するだろう」が 41.4％、
「ち
ょっと時間がかかりそう」が 32.9％、
「様子をみなが
ら進めさせてほしい」が 5.7％。
シャトルラン 20 回の走行距離は 400ｍ、所要時間は
約３分、通常の授業で実施している準備運動の駆け足
に相当するため、生徒の状況を確認するには適当な負
荷であろうと判断したが、生徒１名が授業終了後に体
調を崩し保健室へ行くこととなった。自粛期間中に一
切外出しなかった生徒もいて、無理をしないように指
示を出したが、改めて個別対応の難しさを感じた。
・6/17(水)偶数番①。出席番号偶数番生徒の１回目。
シャトルラン後の心拍数 137.33±30.06。
生徒２名が保健室へ。１名は準備運動時、もう１名
はシャトルラン終了後に体調を崩す。
授業の感想では、
「リハビリは必要なし」が 14.6％、
「あと１週間程度で回復するだろう」が 50.0％、
「ち
ょっと時間がかかりそう」が 31.3％、
「様子をみなが
ら進めさせてほしい」が 4.2％。
触診による心拍数の測定は誤差を伴うが、運動前と
の比較や、主観的な運動強度との関わりを考えさせる
意味もあって毎回測定した。
生徒の走り方を観察、
google form の回答と照合し、
体力テストの実施は時期尚早と判断し、１学期の間は
リハビリ期間として体力回復を狙うことにした。
・6/22(月)奇数番②
雨天のため体育館で実施。グラウンドと同様に５ｍ×
５ｍのグリッドを人数分用意。
シャトルラン後の心拍数 133.02±20.12。
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授業の感想では、
「リハビリは必要なし」が 28.6％、
「あと１週間程度で回復するだろう」が 33.3％、
「ち
ょっと時間がかかりそう」が 38.1％、
「様子をみなが
ら進めさせてほしい」は０％。
・6/26(金)奇数番③
体操の間に挟む縄跳びを 15 秒から 20 秒に延長。
シャトルラン後の心拍数は 136.98±21.57。暑さを
感じたのか、授業の感想では、
「リハビリは必要なし」
が 23.1％に減り、
「あと１週間程度で回復するだろう」
が 41.0％に増えた。
・6/29(月)偶数番②
授業開始時の WBGT 測定値は 25.7℃。シャトルラ
ン後の心拍数 141.74±26.71。
授業の感想では、
「リハビリは必要なし」が 13.2％、
「あと１週間程度で回復するだろう」が 47.2％。
「ち
ょっと時間がかかりそう」が 39.6％に増えた。通常な
ら水泳ができる気候のもとで運動不足の生徒がトレー
ニングをするのだから、きついと感じても不思議では
ない。
・7/3(金)偶数番③
奇数番③と同様に体操の間に挟む縄跳びを 15 秒か
ら 20 秒に延長。
シャトルラン後の心拍数 142.61±30.71。
授業の感想では、
「リハビリは必要なし」が 18.4％、
「あと１週間程度で回復するだろう」が 50.0％、
「ち
ょっと時間がかかりそう」が 28.9％。
・7/8(水)奇数④
シャトルラン後の心拍数 138.38±23.78。授業の感
想では、
「リハビリは必要なし」が 24.5％、
「あと１週
間程度で回復するだろう」が 46.9％に増え、
「ちょっ
と時間がかかりそう」が 26.5％とやや減った。
・7/10(金)奇数⑤
奇数番は１学期最終。シャトルラン後の心拍数は
136.86±21.06。授業の感想では、
「リハビリは必要な
し」が 34.0％、
「あと１週間程度で回復するだろう」
が 31.9％、
「ちょっと時間がかかりそう」が 34.0％。
・7/15(水)偶数④
シャトルラン後の心拍数 141.54±23.47。授業の感
想では、
「リハビリは必要なし」が 34.8％、
「あと１週
間程度で回復するだろう」が 39.1％、
「ちょっと時間
がかかりそう」が 23.9％。
・7/17(金)偶数⑤
偶数番最終。シャトルラン後の心拍数は 137.20±
26.00。
「リハビリは必要なし」が 47.1％に増加。
「あ
と１週間程度で回復するだろう」が 35.3％。
「ちょっ

と時間がかかりそう」が 17.6％に減った。トレーニン
グの効果を感じているのだろうか。
3.2 中学３年生
中学３年生での保健体育授業実践も他学年の保健体
育授業実践と大きく異なることなく、以下のようなコ
ンテンツを中心に進めていった。そのうち「生徒の健
康状態および生活習慣の調査」は中学３年生特有の取
り組みであることから、本稿では収集したデータを基
に生徒の健康状態および生活習慣の変容等について考
察していく。
【保健体育授業実践内容‐中学３年生‐】
・生徒の健康状態および生活習慣の調査(オンライン）
・自宅で取組むことができる運動の提示と運動前後の
体調の変化に関するレポート課題（オンライン）
・保健「心と体の関わり、ストレス」
（オンライン）
・ストレッチ、縄跳び、シャトルラン 20 回の実施。授
業後に心拍数の報告（分散・対面）
・体つくり運動（分散・対面）
・体力テスト（一斉・対面）
・ソフトボール（一斉・対面）
・バドミントン（一斉・対面）
・保健（一斉・対面）
生徒の健康状態および生活習慣の調査について
休校期間中における保健体育授業
（オンライン授業）
を慎重かつ効果的に実践するにあたり、生徒の実態把
握が不可欠であると考え、健康状態および生活習慣に
関する調査の実施を計画した。本調査は保健体育授業
の一環として実施するため、生徒の健康状態等の実態
把握にとどまらず、コロナ禍における健康状態および
生活習慣の改善に寄与しうる取り組みとなることが必
要であると考え、HQC（Health quality control）手
法を用いた調査票を作成した（表１）
。HQC 手法を用
いた子どもの生活習慣改善の成果はこれまでにも多く
の報告（西嶋ほか、1990；小澤ほか、2006）があり、
その有効性は広く認められている。
調査期間は４月 14 日から４月 28 日であり、Google
Classroom を通じてアンケート Form を課題として投
稿し、生徒に回答を求めた。調査期間中における土日
を除く平日全日で調査を実施した（計 11 回）
。また、
４月 14 日には休校期間前における健康状態および生
活習慣に関する調査を上記の調査と併せて実施した。
尚、表１には記載はないが、最後の問いに「自身の健
康状態および生活を振り返り、評価する」趣旨の自由
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記述欄を設定し、
生徒の自己省察を促した。
本欄には、
運動不足に起因する体力低下や睡眠習慣の悪化、体調
の悪化等に関する記述が多くみられた。一方で、学校
に登校せずに授業を受けることができる休校期間中の
環境に快適さを感じる生徒も一部みられ、担任団や養
護教諭等との情報共有を通して学校再開時における登
校支援の必要性を検討する好材料となった。

に影響を及ぼしている可能性が推測される。

表１ 調査項目一覧

図１ 休校前・中における生徒の朝食摂取状況
図２は睡眠時間の状況について示している。休校前
では「７～８時間」と回答した割合が最も高く 43.7％
であったが、休校中では「８～９時間」と回答した割
合が最も高く 28.0％であった。休校中におけるグラフ
の山は休校前と比較して右にシフトしており、休校前
よりも休校中の方が全体的に睡眠時間が長くなってい
ることがうかがえる。このことには先述の「学校に登
校する」といった時間的制約が無いことが影響してい
ると推察される。

それぞれの図における黒いグラフが４月 14 日に実
施した「休校前の健康状態・生活習慣について（以下、
休校前）
」の調査結果を示している。白いグラフが４月
14 日から 28 日にかけて実施した「休校期間中におけ
る健康状態・生活習慣について（以下、休校中）
」の調
査結果を示している。以下では紙幅の都合上、調査結
果の一部のみを報告する。
図１は朝食の摂取状況について示している。休校前
では「いつも朝食を食べていますか」に対して「はい」
と回答した割合は 98％であったが、休校中では「昨日
は朝食を食べましたか」に対し、
「はい」と回答した割
合は 88.5％と低下した。後述するが、休校中における
睡眠習慣（睡眠時間）は休校前とは大きく様変わりし
ている。
「学校に登校する」といった時間的制約が無く
なった休校中において、休校前の睡眠習慣、特に起床
時刻が遅延してしまった生徒は少なくない。また、自
由記述欄に「起床した時には親が仕事に行ってしまっ
ていて、朝食が準備されていなかった」といった記述
も散見されたことから、これらのことが朝食摂取状況

図２ 休校前・中における生徒の睡眠時間状況
図３は運動時間の状況について示している。休校
前・中ともに「１時間未満」と回答した割合が最も高
いが、休校前のその割合は 37.9％であるのに対し、休
校中は 55.0％と半数以上の生徒が該当することが明ら
かとなった。また「全く運動しなかった」と回答した
割合（26.6％）は休校中の運動時間としては２番目に
高い回答結果となった。本調査の後日に課した「自宅
で取組むことができる運動課題」への感想には「単な
るストレッチを行っただけで息が上がった」といった
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記述が散見され、休校中の運動不足による体力低下が
示唆された。この結果は、学校における体育授業や部
活動が担う役割の大きさを再認識するきっかけとなり
うる貴重なデータであろう。

らかとなった（p<.01）
。この結果には先述の運動時間
状況が関係していると推察される。

図５ 休校前・中における生徒の主観的身体疲労度の
比較

図３ 休校前・中における生徒の運動時間状況
図４はスクリーンタイムの状況について示している。
休校前では「１～２時間」と回答した割合が最も高く
32.0％であったが、休校中では「４時間以上」と回答
した割合が最も高く 44.5％であった。このことは「学
校」の存在がスクリーンタイムに制限をかけている可
能性を示唆している。休校中において「４時間以上」
と回答した割合が最も高くなった理由として、学校か
ら課される「オンライン課題」の影響が推察される。
各教科担当者から課されるオンライン課題が飽和状態
となり、課題提出期限に間に合わない生徒は少なくな
かった。

図６は主観的精神疲労度の得点を示している。休校
前と休校中の値を U 検定により比較した結果、有意差
は認められなかった。しかしながら、運動時間の減少
やスクリーンタイムの長時間化、外出機会の喪失とい
った休校前とは大きく異なる生活様式を強いられた生
徒の精神面への影響は計り知れず、生徒の様子を継続
的に注意深く観察していく必要があると考える。

図６ 休校前・中における生徒の主観的精神疲労度の
比較

図４ 休校前・中における生徒のスクリーンタイム
図５は主観的身体疲労度の得点を示している。休校
前と休校中の値を Mann-Whitney の U 検定（以下、
U 検定）により比較した結果、有意差が認められ、休
校前よりも休校中の方が身体的疲労度が低いことが明

図７は主観的生活充実度の得点を示している。休校
前と休校中の値を U 検定により比較した結果、有意差
が認められ、休校前よりも休校中の方が生活充実度が
低いことが明らかとなった（p<.01）
。調査票の自由記
述欄には毎回のように「学校にいきたい」
、
「部活動を
したい」
、
「友だちに会いたい」といった記述が寄せら
れていたことから、
生徒たちの生活の中心であった
「学
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校」
が生活充実度に与える影響は大きいと推察される。

図７ 休校前・中における生徒の主観的生活充実度の
比較
3.3 高校２年生
高校２年生を対象とした取り組みをいくつか紹介す
る。
ここで紹介する内容は、他教科の取り組みがあり、
保健体育としては他学年の取り組みがあり、そして対
象となる学校の特色がある中での取り組みだというこ
とを考慮して検討したい。例えば、学年の健康への取
り組みとして、朝のホームルーム活動をオンラインで
実施したことがあった。そのようなことと連動してな
るべく重複しないように課題を提示したい。生徒側の
目線では提示される課題が多くなりがちであるという
オンライン学習の注意点が浮き彫りにもなったと感じ
ている。
また他教科の実技教科等を優先しなければならない
ときや、そのことにより登校する人数や学年が限られ
るということもあった。
他学年ということでは、高校３年生や中学３年生が
最終学年として授業が必要であったり、高校１年生や
中学１年生は入学してからまだ顔を合わせることがで
きていないという状況を体育の実技教科でコミュニケ
ーションをとりたいという考えもあった。
その中で高校２年生という保健や体育に関する知識
や技能が備わった生徒たちに対して、課題を自ら考え
て取り組む内容にしたいと考えた。
オンライン学習期間中の概要は以下の通りである。
オンラインの課題は対面授業で取り扱う内容を配信し
た。またその他オンライン学習期間に取り組みやすい
であろう内容を課題にした。例えば、自分で自宅で行
う運動を決めるのは、それぞれの家庭・地域環境によ
って運動プログラムのできる内容が影響を受けるから

である。
・課題①を配信。自分でできる運動及びトレーニング
を PDCA サイクルで行う。
（教科書の内容を参照す
る）
。
・課題②を配信。運動プログラムの紹介。その課題を
後日に同期型授業で実施。
・課題③ ライフスタイルの計画。
・課題④ 簡単なエクササイズ。腕立て伏せ課題。
・課題⑤ バスケットボールのクイズ。
・課題⑥ バスケットボールの攻撃について。
・課題⑦ 保健、睡眠とストレスについて。
・課題⑧ 保健、セロトニンとメラトニンについて。
・課題⑨ 保健、体内時計を整える 12 ヵ条。
・課題⑩ 保健に関するまとめ。
・課題⑪ 陸上競技についてオリンピックの種目。
・対面授業。学校に登校して行った。シャトルランに
よる体力チェック。ボールあて鬼ごっこによる体慣
らし。
以上のような内容であるが、その中でもライフスタ
イルの計画について詳細を示したい。
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組

番 氏名

駒場 太郎
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1週間のライフスタイルを考えよう
勉強、運動、休養時間を確保しよう
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ライフスタイルについて気づいたこと
自由時間も貴重だけど、勉強時間と運動時間を少し増やそうかな
毎朝、早朝に定期的に勉強をする習慣ができている
学校に来て1時間目の前に毎日素振りを行っている。
睡眠時間は十分に確保できている
部活のチーム練習がない日は自主トレで筋力トレーニングを仲間と行っている。

図 ライフスタイルの計画の一例

この課題は１週間の自分の生活時間を表に書き出し
て見直すものである。現在の自分の生活時間を記入し
て、よりよい時間の使い方について検討することとし
た。コロナの状況下でなくても、過去に取り組んだ事
例を紹介し、参考にした。また早稲田大学大学院人間
科学研究科、竹中研究室 WEB サイトの行動変容テキ
スト「ライフスタイル・プランナーへの道」を参考に
することとした。
もともとは生徒それぞれのライフスタイルを見直す
ための授業であったが、今回休校となり、それまでの
生活とは急変し混乱があった中で、個人個人の最適化
したライフスタイルを見直すきっかけとしたかった。
休校やオンライン学習により、自由時間が増えた高
校生にとって自分自身の課題を捉え主体的に問題を解
決することの助けになったら良いと考えた。
運動もライフスタイルが崩れてしまうと意欲がわい
てこないが、自ら課題を見つけて、たとえ１人でもで
きることが何なのかを考えて、実施してもらえるよう
に工夫した。
3.4 高校３年生
３月-５月の対応は 3.2（中学２年）の項に同じ。
３月
・休校中の「毎日の運動記録」を課題として、定期的
に Google drive へ提出。
４月
・課題の提出先を classroom に変更。
・オンライン授業への準備に取り掛かる。
５月～６月
・PC を見ながら実施可能な自作のトレーニング動画
を classroom に投稿。
6/8(月) 一斉①
高校３年生のみが一斉登校を再開した。分散登校の
中学２年生と違い、雰囲気は明るいものの運動不足の
自覚からか、この学年としては考えられないほどの真
面目さで取り組んだ。
授業内容や留意事項は中学２年生とほぼ共通だが、
投手体操の間に挟み込む縄跳びを自重トレーニングの
スクワット５回に変更。
（写真２）
シャトルラン 20 回後の心拍数は、平均 152.72、標
準偏差 22.39。
授業の感想では、
「リハビリは必要なし」
が 19.2％、「あと１週間程度で回復するだろう」が
44.2％、
「ちょっと時間がかかりそう」が 23.1％、
「様
子をみながら進めさせてほしい」が 13.5％。
（写真３、
４）

授業終了後に体調を崩す生徒はいなかったが、準備
運動程度の運動強度にも関わらず心拍数が 180 を超え
てことに驚いて保健室に駆け込む生徒がいた。一方で
各クラスとも 10 名近くが、
授業後の余った時間を利用
してグラウンドで遊んでいた。中学２年生では見られ
ない光景である。
・6/12(金) 一斉②
気温が高く、様子を見ながら実施。WBGT 測定値の
データ消失。
シャトルラン後の心拍数 150.90±23.64。授業の感想
では、
「リハビリは必要なし」が 16.7％、
「あと１週間
程度で回復するだろう」が 27.1％、
「ちょっと時間が
かかりそう」が 52.1％。内容は前回と同じだが、暑さ
が堪えた可能性がある。
・6/15(月)
熱中症予報が出て、前回同様様子を見ながら実施し
た。この日も WBGT 測定値のデータ消失。心拍数デ
ータも消失。
トレーニングも３回目になり、多少慣れが出てきた
のか、授業の感想では、「リハビリは必要なし」が
23.2％、
「あと１週間程度で回復するだろう」が 33.6％、
「ちょっと時間がかかりそう」が 26.4％。
・6/24(水) 一斉③
この日からシャトルランの回数を選択制で 20 回ま
たは 30 回として、
体力に余裕がある生徒が余分に走れ
るようにした。30 回走った生徒数はクラスにばらつき
はあるが、学年全体の７割程度。
シャトルラン 30 回後の心拍数は 160.46±23.39。授
業の感想では、
「リハビリは必要なし」が 22.8％、
「あ
と１週間程度で回復するだろう」が 33.3％、
「ちょっ
と時間がかかりそう」が 28.1％、
「様子をみながら進
めさせてほしい」が 15.8％。
体力が順調に回復していくであろう生徒がいる一方
で、運動から遠ざかっていた生徒で「様子を見ながら
進めさせてほしい」と回答している生徒をどれだけ減
らしていけるかが夏までの課題であると確認した。
・7/6(月) 一斉④
降雨のため体育館で実施。グリッド替わりにカラー
コーンを置いてディスタンスを確保した。
シャトルラン後の心拍数 149.36±34.39。シャトルラ
ンはターンを繰り返すので、グラウンドよりも体育館
の方が走りやすい。
授業の感想では、
「リハビリは必要なし」が 35.0％、
「あと１週間程度で回復するだろう」が 28.0％、
「ち
ょっと時間がかかりそう」が 22.0％、
「様子をみなが
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ら進めさせてほしい」が 19.7％。
ここまでで授業再開から１ヶ月が経過していて体力
の回復を実感している生徒と、相変わらず落ちてしま
った体力を取り戻せない生徒がいることが読みとれる。
・7/13(月) 一斉⑤
１学期最終。
シャトルラン 20 回後の心拍数は 138.78
±30.08。シャトルラン 30 回後の心拍数は 154.00±
24.92。
授業の感想では、
「リハビリは必要なし」が 35.7％、
「あと１週間程度で回復するだろう」が 23.8％、
「ち
ょっと時間がかかりそう」が 28.6％、
「様子をみなが
ら進めさせてほしい」が 11.9％。
運動習慣がない生徒は、このまま夏休みに入ると再
び運動不足の状態になるであろう不安を抱えたまま１
学期を終えることとなった。

写真３ 高校３年生の授業 シャトルラン

写真４ 高校３年生の授業 「心拍数が 150 回を超え
た人は手をあげて」

4 まとめ
写真１ 動画「捻りのポーズ」

写真２ 高校３年生の授業 体操の様子

中学２年生の取り組みは心拍数を体調の指標として
慎重に進められ、Google form を活用し感想を手掛か
りに授業が進められていった。徐々に運動強度に慣れ
てきた様子が確認できる。
中学３年生では、HQC シートのデータを活用し生
活習慣の改善を考えさせ、この報告ではグラフとして
示すことができた。
高校２年生は Google classroom を活用した課題の
中で、動画で教材を確認するという面では、これまで
よりも便利な面があった。
高校３年生は対面授業の回数が比較的多かったが、
最高学年として、より主体的にまじめに授業に取り組
んでくれた。
保健体育教科の研究と実践の専門誌「体育教育」の
中で岡出（2020）は以下のように述べている。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い閉じた世界
で人々は、共通する課題に直面した。
学校への登校禁止やスポーツイベントの中止は、そ
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の例である。
このことは、スポーツのもつ文化的、社会的、経済
的影響に目を向けさせることにもなった。また、スポ
ーツは単に身体機能の維持、改善だけではなく、認知
能力や感情のコントロール、人間関係の構築を含め、
児童生徒の全人的な発達に貢献し得ることが再確認さ
れている。
さらに、
すべての児童生徒にそれらをバランス良く、
健全に育む良質の保健体育授業のデザインやそれに基
づく実践の重要性が改めて意識されるようになってい
るのと同時に、過去の保健体育の常識の問い直しを促
してもいる。
確かに、現状では、安全確保という観点から、個人
的な運動が提供されがちである。しかし、その結果、
学習の主体となる児童生徒は提示された課題に黙々と
取り組むだけに終わるというケースもみられる。その
ため、この状況打開に向け、すべての児童生徒が主体
的に取り組み、自尊感情や人間関係を高める機会を保
障しようとする多様な挑戦が国内外で展開され始めて
いる。
例えばインドネシアでは、大学を核にしたオンライ
ンの体育授業が親と児童生徒、教師の交流を促進可能
にしている。
アメリカでも対面授業、オンライン授業、そして両
者のハイブリッド授業に分けて保健体育の授業の実施
条件が提案されている。また、負荷量が高くなくても
健康の維持に必要な効果が得られることが示唆されて
いる。そして多様なネットワークが、その実践の共有
を可能にしている。しかし、ここで問われるのは、ネ
ットワークを介して共有されるエビデンスである。
例えば、JICA は、多くの国が過去の感染症対策の
教訓を受け、科学的知見を共有し合う土壌が構築され
てきていることやその対応に多様なネットワークが機
能していることを報告している。しかし、その反面、
保健医療体制や経済等において貧困層への影響が大き
くなっていること、そのため現状打開に向けては、個
別の科学ではなく、医学、政治、経済等を含めた総合
的な科学の力を動員した最適な処方箋が求められてい
ると報告している。
保健体育の授業や部活動が学校教育内で発揮する豊
かな可能性は、このような状況を踏まえて、その実現
方法が具体的に論議され、共有される必要がある。ま
た、その際には、エビデンスの基づく新規課題への継
続的な挑戦が必要になる。それらの挑戦の適否の評価
は難しい。その審判は後に任される。だからこそ、そ

の時点での判断の根拠が問われることになる。このよ
うな観点から将来を見据えたいものである。
以上が岡出（2020）の専門誌への記載内容である。
海外の状況を参考にしながら現状打開に向けては、
個別の科学だけではなく、総合的な科学の力を動員し
た対処が求められると述べられている。
その他の文献・体育科教育（2020）から様々な意見
が述べられている。ICT 環境の整備が喫緊の課題で、
オンライン授業の質の向上を求める授業や、個人で取
り組むからこその身体感覚を研ぎ澄ます授業、身体接
触を失った状況での、体育の身体接触に関する洞察な
ど全国の教員が工夫した取り組みを行っている。
新型コロナウイルスの影響により、改めてそれぞれ
の教員が持つ異なる価値観や思想が混在しながらも保
健体育の授業の持つ豊かな教育性が再検討されている。
その授業研究の発展により、保健体育の授業の持つ
豊かな教育性を再確認し、共有され、目の前の学校の
児童生徒に応じて、授業が実践されていくことが望ま
れる。
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