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　私たちの中・四国小学校体育連盟にとって，2020 （令和２）年という年は二つの意味で，小学校
体育の歴史に残る年になるのではないかという予感がします。
　第一は，我が国の本格的な生涯スポーツ時代への学習指導要領の全面実施の年であったというこ
とです。
　第二は，新型コロナ蔓延という我々が経験したことがない世界史的災害に対する小学校体育の対
応の年であるということです。

１
　私たちは指導要領の改訂に伴い，中・四国小学校の新しい体育授業に向かってこれまでの児童書
や指導書を改訂するため，2015 （平成27）年に全面改訂特別委員会準備会を発足させて，基本的
な作業に入りました。
　それから今年2020 （令和２）年全面実施までの役員の諸先生とそれを支える諸機関の方々，さら
に出版社の皆さんの活動に私は目を見張るばかりでした。これこそ中・四連盟の歴史と伝統の成果
だと思いました。
　この成果は言うまでもなく，初代の最高顧問で香川県出身の前川峯雄先生，「全体主義的で，上
からの指導による日本の近代体育を，第二次大戦後に，地域に生きる子どもの生活に根ざした喜び
にあふれる活動という，児童中心の新体育に切り替えた最大の功労者前川峯雄先生」と中・四の先
生方の長年の地道な努力，そしてこれを支え続けてきた中・四小学校の先生や関係機関，出版に関
わった多くの皆さんの努力の結晶であると思います。
　このようにして，2020年の中・四国の小学校児童の体育は，中・四国の本格的な生涯スポーツ
時代に向けて重要なスタートを切り，さらに中・四連盟設立100周年に向けて記念すべき年になる
と確信しています。

２
　しかし，思わぬ新型コロナ蔓延という我々が初めて経験する世界史的災害に直面することになり
ました。
　小学校の教科体育は，人間一生の健康・体力と人間関係・社会的性格の教育に，基礎的な役割を
果たします。この小学校教科体育の重要な役割を阻害する状況に直面して，中・四国の先生方は至
難の対策に日夜苦労の連続のことと思います。
　私はこれまで中・四の研究大会などで述べてきましたように，「教育，とりわけ教科教育の真の理論
は，これまでの理論に基づく現場の先生の日ごろの体験を，仲間の先生たちと議論し，これまでの理
論を修正し，修正した説に基づいて実践していくという実践課程の中で形成される」と考えています。
　その意味で，国内国外的にも優れた伝統と成果を持つ私たち中・四の連盟は，この新型コロナ蔓
延下における各県の先生方の対応を受け止め，連盟の先生方と意見を交換し，毎日の指導に対処し
ていただきたいと思います。
　このコロナ問題という世界史的災害に対する我ら中・四連盟の対応，つまり，記録・討議・理論
化・実践は，やがて国内外の小学校体育の歴史に残る遺産となると確信しています。

2020（令和２）年という年の歴史的な二つの意味
中・四国小学校体育連盟最高顧問　成田　十次郎
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１　はじめに

広島県では，第58回中・四国小学校体育研究大会（ひろしま大会）の開催に向けて，研究主題

を「深い学びを実現する　体育科の授業づくり」と設定し，研究を積んできました。しかし，世

界的に拡大した新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ，本大会は誌上開催方式により開

催することとなりました。

第58回中・四国小学校体育研究大会（ひろしま大会）実行委員会において，中・四国各県及び

会場校が大会開催に向けて取り組んできた研究内容についてまとめた大会要項を作成し，関係各

位への送付，中・四国小学校体育連盟ホームページへの掲載により研究成果を発表させていただ

きます。

２　期　　　日／令和２年10月23日（金）

３　研究発表校／広島市立観音小学校　広島市立幟町小学校

４　大会主題／　

５　研究について

深い学びを実現する　体育科の授業づくり

第58回　中 ･ 四国小学校体育研究大会（ひろしま大会）について

⑴ 「広島の体育」の基本的姿勢

　　授業は意図的・計画的な営みであり，体育科においても，教師の教えたいことを子供が自ら

進んで学んでいくことを通して，これからの社会に求められる資質・能力を身に付けることが

大切である。

　　同時に，生涯スポーツという観点から考えると，子供が運動を楽しいと感じ，運動が好きに

なり，積極的に運動に関わる姿勢をもつようにしなければならない。そのため，子供の運動へ

の興味・関心・意欲を大切にして，自ら学ぶ課題解決的な学習を進めていく必要がある。

　　しかし，授業において「楽しさ」を重視し，子供の自発的・自主的な学習活動に委ねるだけでは，

生涯にわたって運動に親しむ資質・能力を育むことはできない。また，教師の教えたいことを

重視して，技能的な成果のみを追い求める訓練的な授業が行われれば，子供が学ぶ主体として

育つことも実現できないであろう。

　　「広島の体育」においては，何のために（目標），何を（内容），どのように（方法）教え・学ぶ

かを問い，教師の教えたいことが，子供の学びたいことに転化できるよう，その手立てをこれまで

具体化してきた。授業においては，「楽しさと技能向上」，「教師の教えたいことと子供の学びたい

こと」，「わかることとできること」，「個人と集団」，「運動の得意な子供と苦手な子供」など，い

ずれかを重視し選び取るというとらえ方をせず，その両者の関係性を大切にしながら，統合しよう

としてきた。また，それらの一見矛盾する両者の関係に着目しながら，教師が子供の学習にどのよ

うに関わるか，授業実践を通して追究してきた。
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⑵ 広島県の研究の歩み

　①「わかる・できる・かかわり合う」体育学習

　　　 「生きる力」の育成に向かって，前学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくりでは，「何を

指導するのか（指導内容の明確化）」「どのように指導するのか（指導方法の工夫）」「何が身

に付いたのか（指導と評価の一体化）」が必要であった。また，体育科の三つの目標「生涯に

わたって運動に親しむ資質や能力の育成」「健康の保持増進」「体力の向上」を目指す取組も

大切であると考えた。これらを達成するために，『「わかる・できる・かかわり合う」体育学習』

という研究主題を設定し，研究を進めてきた。

　　　「広島の体育」は，平成27年度に全国学校体育研究大会を受けて，「わかる」を，「運動の特

性や行い方がわかる」「健康・安全に関する基礎的事項がわかる」などとし，主に思考・判

断に関する部分ととらえた。また，「できる」を，「様々な体の動きができる」「その運動が

もつ技能を身に付けること」などとし，主に技能に関する部分であるととらえた。「かかわ

り合う」は，「公正に取り組んだり安全を確保したりする」「互いに助け合い，教え合う」「そ

れらを含めた集団的活動などを通して進んで取り組もうとする」などとし，主に態度に関す

る部分であるととらえることとした。実践の結果として，「わかってできる」「できてわかる」

体育学習や，「かかわり合ってわかる」「かかわり合ってできる」体育学習が必要不可欠であ

ることが分かってきた。

　　　これまでの研究を踏まえ，「広島の体育」が推進してきた「わかる」「できる」「かかわり合

う」体育学習は，課題発見・解決的な学び（わかる・できる）や協働的な学び（かかわり合う）

など，「アクティブ・ラーニング」の考え方につながると考えている。

　② 新学習指導要領を受けて

　　　『「わかる・できる・かかわり合う」体育学習』の実践は，広島県内の子供の実態調査で成

果が見られた。特に，「主体的な学び」「対話的な学び」に関して，教育委員会のアンケート

等の調査結果により，一定の成果が表れていた。子供たちにも教師にも，授業づくりにおい

て「対話的な学び」を生み出す関わり合いを重視した「主体的な学び」が浸透してきたこと

が成果として表れていた。

　　　『「わかる・できる・かかわり合う」体育学習』の実現は，新学習指導要領の基本方針の「主体的・

対話的で深い学び」の考え方につながると考えた。これまで研究推進してきた実践を深化す

ることで，新学習指導要領にある，三つの資質・能力（「知識及び技能」，「思考力，判断力，

表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」）の育成を図ることができると考えた。しかしな

がら前述の全国学校体育研究大会を経て，「わかる」についての認識にずれが生じた。

　　ア 知識・技能を一体としてとらえて（H29）

　　　　「知識」， 「思考」， 「思考力，判断力，表現力」を整理するために，「わかる」と「できる」

がつながる思考場面を取り上げ，そこに「深い学び」が存在するととらえ，研究主題を「深

い学びへ向かう授業の創造」，副題を『「わかる」と「できる」がつながる思考場面を通して』
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として，研究を進めた。

　　　　研究の視点を，知識と技能を結び付ける

ための「課題の持たせ方の工夫」として，

知識習得と技能習得の間に在る「思考」が

働く場面に絞り込んだ。成果として，授業

における課題解決場面の設定の仕方の理解

が進み，また知識と思考と思考力・判断力・

表現力の認識を整理でき，評価の指標も見出すことができた。一方で， 「深い学び」は，技

能習得場面に限定せず，知的な理解や態度の変容，多様な表現方法など様々な場面で見ら

れると考えるに至った。

　　イ 「主体的な学び」に向けて（H30）

　　　　「深い学び」を，知識・技能習得場面のみでなく，新しい時代に必要とされる資質・能力

である，「知識及び技能」や「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」

をバランスよく習得することができる学習過程を実現することととらえ直し，主題を「深

い学びを実現する体育科の授業づくり」，副題を「子供の課題追求を引き出す教師活動の工

夫」として，主に「主体的な学び」の在り方について研究を進めた。どの領域にも「課題

の持たせ方の工夫」を共通の研究の視点として進めた結果，子供の「困り感」を想定して

学習を進めることと，課題を明確にするために「視点を絞る」ことの２点に注目し，子供

たちが必要感をもって学習に取り組

めるように授業づくりすることが必

要であることが見えてきた。学習導

入時等の課題設定場面で実践してき

た「主体的な学び」において成果が

見えてきた一方で，「運動の特性」を

吟味して行う授業の必要性が問われ，

さらに評価や検証，考察などについ

ても課題として挙げられた。

　　ウ 「対話的な学び」に向けて（H31）　

　　　　よりよい授業づくりを行うために「主体的な学び」を仕組むと同時に，「対話的な学び」

をより追求し，実践していくことが必要であると考えた。また，「運動の特性」を吟味し子

供の主体性を引き出す学習過程を構築することや，研究の見通しを明確にしておくことも

必要である。副題は，「運動の特性にせまる対話的な学びの在り方」，保健領域については，「健

康・安全についての実践的な理解を深める対話的な学びの在り方」と設定し，研究を進めた。

　　　　「対話的な学び」を実践した結果，成果として大きく２点挙げることができた。

　　　　一つ目は，対話の目標，内容，方法を明確にすることである。ただ単に対話的にすれば

よいのではなく，何のために設定するのか（目標），何の力を付けるのか（内容），どのよ

うに行うのか（方法）の３点を明確に設定することが必要なことである。方法については，
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見る視点（ポイント）を示し，使用する言葉を例示すること，つまり目安や基準となるよ

うな視点（ポイント）などを示すことで，対話が活性化し，アドバイスの質が高まるとい

うことが分かった。また，考えを伝えるためのツールとして，オノマトペ（擬音語，擬態語）

を使用したり，言葉かけの一覧を例示したりすることで，効果的な学び合いが可能となる

ことも分かった。体育科においては，言葉を介しての話合いだけでなく，動きを見合って

交流する，つまり動作を伴って示すことも対話的であり，効果的である。ここでは，学習カー

ドやワークシート，掲示物，教材化の工夫をすることも必要となる。視覚的な支援や運動

の設定の工夫をすることで，自然な対話が生まれ，対話が活性化されることが分かった。

　　　　二つ目として，広島がこれまで大切にしてきた「かかわり合う」を土台に学習過程を仕

組むことである。学習形態やグルーピングの工夫による対話的な学習は，一朝一夕に成立

するものではなく，よりよい人間関係やこれまでの実践や経験がよりよい学びを構築する

ものである。これまで「かかわり合う」ことの研究を継続してきたことから，技能面の向

上や支持的風土を作り上げることができるなど，「かかわり合う」ことは学習効果の向上に

必要不可欠であると考える。以上のことから，「対話的な学び」は，技能向上や学習に取り

組む姿勢に効果があることが分かってきた。

　　　　一方で，課題も挙がっている。対話の時間を多く設けると，運動量に課題が表れることや，

グループの人数が多いと対話に参加できず聞くだけにとどまり動きの変容が少なくなるこ

と，また，子供たちに対話の必要性がないような課題の持たせ方になれば，効果的な対話

にならないことなどである。これらの課題について，話合いの場面設定において，時間が

かかりすぎないようにスムーズ，かつ短時間で無駄のない対話とする工夫や，人数や人間

関係に配慮することなど，対話の在り方については今後もさらに実践を重ねていくことが，

広島の「深い学び」への足がかりになると考える。

⑶ 広島の目指す「深い学びを実現する体育科の授業」とは

　① 「深い学び」に向けて（R2）

　　　新学習指導要領における深い学びについては，「学習への動機付けを行い，これまでに獲得
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した知識や技能だけでは必ずしも十分ではないという問題意識を生じさせ，必要となる知識

や技能を獲得し，さらに試行錯誤しながら問題の解決に向けた学習活動を行い，その上で自

らの学習活動を振り返って次の学びにつなげるという，深い学習のプロセスが重要であるこ

と」と示されている。また，「その過程で，対話を通じて他者の考え方を吟味し取り込み，自

分の考え方の適用範囲を広げることを通じて，人間性を豊かなものへと育むこと」が極めて

重要である。このように，学習過程の重要性が強調され，「主体的・対話的で深い学び」の実

現が求められている。

　　　この学習過程の強調を受けて，「広島の体育」においても，どのように教師が教え，どのよ

うに子供が学ぶかという学習過程（方法）とともに，教師が何を教え子供が何を学ぶかとい

う学習内容（内容）も大切にする授業づくりを目指した。「内容」と「方法」を統一し，「学

習内容の獲得」と「主体的・対話的な学習過程の工夫」のどちらか一方に偏ることなく，両

者を結び付けていく授業が「深い学びを実現する体育科の授業」ととらえ，実践研究を積み

重ねてきた。その根底には，体育科授業として，「楽しいけれど力が付かない授業」や「力は

付いたけれど楽しくない授業」からの脱却を目指すという考えがある。

　② 広島の目指す「深い学びを実現する体育科の授業」

　　　「内容」と「方法」を統一することを授業づくりの根底に置き，内容的な視点と方法的な視

点から授業を構想することである。

　　ア 内容的な視点【教師の教えたい内容を明確にする】

　　　　特に，教師の「教えたい内容」を明確にすることに重点を置く。「教師の教えたいこと」

が何なのか考える時には，その運動の特性に迫るものであることが前提となる。そして，た

だ運動の特性に迫っていればよいということでなく，学習する内容がどのように子供に積み

上がっていくのか６年間の系統性を吟味する必要があると考えている。「教師の教えたいこ

と」については，運動の特性に迫り，かつ系統性のある内容を探求することとする。

　　イ 方法的な視点【主体的 ･ 対話的な学習過程の工夫】

　　　　実際の授業場面において，「教師の教えたいこと」が「子供の学びたいこと」として転化

するためには，教師の働きかけが不可欠である。

　　　　そこで，第一に「課題の持たせ方」に重点を置く。子供が自ら解決したい課題に転化で

きるように，示範・観察をしたり学習カードを活用したりするなど，帰納的・発見的に課

題をつかむ場面を意図的に仕組む。

　　　　第二に，「かかわりの持たせ方」に重点を置く。運動を行う上で「できるけれどわからない」

「わかるけれどできない」といった矛盾を明確にし，子供全体の課題として意図的に発問す

ることで，自己内対話や相互対話・集団思考を通して，ものの見方・考え方の変化・変容

が生まれるように仕組む。

　　　　これらのことが授業の中でうまく機能したときに，「学習内容の獲得」と「主体的・対話

的な学習過程の工夫」が結び付き，広島の目指す「深い学びを実現する体育科授業」が成

立すると考える。
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６　会場校の研究の取組
　〇 広島市立観音小学校
　　⑴ 研究主題

　〇 広島市立幟町小学校
　　⑴ 研究主題

　　⑵ 研究授業

　　⑵ 研究授業

深い学びを実現する　体育科の授業づくり
～「できた　わかった」の感動があり　もっと学習したくなる体育の授業とは～

深い学びを実現する　体育科の授業づくり
～子供が新たな探求過程へと向かう教師活動の工夫～

学年 領域 単元名 授業者

1 走・跳の運動遊び とびっこあそび 中野　結花

2 走・跳の運動遊び すくえ！ひみつのたまご大作せん！ 野村和加奈

3 走・跳の運動 幅跳び 三戸　健史

4 走・跳の運動 小型ハードル走 真川　拓也

4 保健 育ちゆく体とわたし 山内　遥奈
森松夕樺莉

5 陸上運動 走り幅跳び 太田　壮治

6 陸上運動 ハードル走 小林　正平

6 保健 病気の予防 大村明日香
前原絵里子

学年 領域 単元名 授業者

1 体つくりの運動遊び みんなでつくろう　のぼりんピック 山﨑　琴音

2 表現リズム遊び みんなでゲット！おたからダンス 奥垣内七海

3 ゲーム アシストフラッグフットボール
～みんなで一丸！ゴール！～ 竹内奈美子

4 器械運動 跳び箱運動 梅本真知子

5 ボール運動 ハンドボール 福永　麻美

6 ボール運動 ハンドボール 上野　　祐
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運動の楽しさに浸り  豊かに関わり合いながら  課題を追究する子どもの育成を目指して
「マットゆうえんちで　あそぼう」　１年　器械・器具を使っての運動遊び

『わたしたちのたいいく』 P.40 ～ 43
鳥取県鳥取市立面影小学校　教諭　澤田　孝志

１　はじめに
　器械・器具を使っての運動遊びの領域は，運動遊びの楽しさに触れることを通して，回転，支持，
逆さの姿勢，手足での移動などの基本的な動きや技能を身に付けることができる特性をもっている。
また，マット遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり，場や器械・
器具の安全に気を付けたりすることができる特性ももっている。
　本校の子どもたちは，運動能力や運動機会の個人差が大きいという課題がある。本実践では，「運
動の楽しさに浸り　豊かに関わり合いながら　課題を追究する子どもの育成を目指して」とテーマを
設定した。運動が苦手・意欲的でない子どもたちと，運動が得意・意欲的である子どもたちの，そ
れぞれが関わり合いながら楽しめる体育授業，子どもたちが主体的に課題解決に取り組む体育授業，
スモールステップで子どもたちにやさしい体育授業に取り組むことで，体育授業で子どもたちの運動
意欲が喚起されたり，さらには休憩時間に運動機会が増加したりすることにつなげたいと考えた。
　実践にあたっては，『わたしたちのたいいく』（P.41）を活用し，「前ころがり」や「後ろころがり」
の技能の習得のために，ポイントをおさえたり，友達にアドバイスする視点を明確にしたりするこ
とで，豊かに関わり合いながら，主体的に課題を追究する子どもの育成を目指した。

２　実践内容
⑴　単元名　「マットゆうえんちで　あそぼう」『わたしたちのたいいく』　１年　P.40 ～ 43

⑵　単元目標
○ 　マット遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，マットに背中や腹などをつけて

いろいろな方向に転がったり，手や背中で支えて逆立ちをしたり，体を反らせたりするなど
して遊ぶことができるようにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　【知識及び技能】

○ 　器械・器具を用いた簡単な遊び方を工夫するとともに，考えたことを友達に伝えることが
できるようにする。 【思考力，判断力，表現力等】

○ 　マット遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり，場や器
械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。 【学びに向かう力，人間性等】

⑶　単元計画（全８時間）

時 １ ２ ３・４ ５・６ ７・８

学 

習 

活 

動

◯目標や進め方
を知ろう。

 ・単元で目指す
姿を知る

 ・流れやきまりを
知る

◯ い ろ い ろ な
マット遊びを
しよう。

 ・手足での移動の
運動遊び

 ・回転の運動遊び

 

◯前ころがりのやり方
を伝えよう。

 ・いろいろなゆりかご
 ・前ころがりとは
◯場を工夫しよう。
 ・坂道をつくって
 ・ジグザグにして

 

◯後ろころがりのやり
方を伝えよう。

 ・いろいろなゆりかご
 ・後ろころがりとは
◯場を工夫しよう。
 ・坂道をつくって
 ・でこぼこにして

 

◯マット遊びを工夫
しよう。

 ・マットゆうえんちと
して

 ・坂道マット
 ・ジグザグマット
 ・でこぼこマット

感覚づくりの運動（動物のまねっこ　など）

「わたしはこのように授業をしました！」～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～
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⑷　授業の実際
①　単元の「ゴールイメージ」を共有するための活用
　単元名の「マットゆうえんちで　あそぼう」を子どもたちに伝
え，ゴールイメージを全体で共有するために，『わたしたちのた
いいく』の挿絵を子どもたちに提示したことで「かっこよく回り
たい。」と技能の習得に意欲を燃やす子どもたちの姿や，「いろい
ろなところをつくりたい。」と場の工夫に思考を巡らせる子ども
たちの姿を見ることができた。実際の授業では，単元の最後に本
校オリジナルの「マットゆうえんち」をつくり，いろいろな動き
で回って楽しむことができた。

②　運動の楽しさに浸るための活用
　『わたしたちのたいいく』の「やってみよう」には，動きの習
得につながる運動がたくさん例示されている。本単元でも，感覚づくりの運動として毎時間の
始めに行った。子どもたちは，スモールステップ
でいろいろな動物のまねをしたり様々な動きをし
たりする活動を通して，運動の楽しさを味わうと
ともに，器械運動領域で必要な腕支持感覚や平衡
感覚を養うことができた。

③　豊かに関わり合いながら課題を追究するための活用
　第３時で「前ころがり」，第５時で「後ろころがり」の
やり方を知り，スムーズに大きくできるためのこつを伝え
ることをねらいとした。まず，挿絵を活用し，構えから立
つまでの動きを共有した。次に，実際に運動して出てきた
課題（手がつけない，立てない）に対するこつを出し合っ
た。特に「後ろころがり」のこつを伝え合う場面では，貼
られた挿絵を指さしながら，「ここで手をパーにすると，（立
つときにマットを）押せます。」や「ここで足を速く振ると，
勢いよく立てます。」など，１年生なりの表現で課題を解
決しようとしていた。また，共有したこつをカードに書い
て，友達が技をする前にアドバイスしたり，「こつが全て
できていたら，３点満点」というルールをつくってお互い
に動きを評価したりして，子どもたちが関わり合いながら
主体的に学習する姿を見ることができた。

３　終わりに
　今回，『わたしたちのたいいく』を活用することによって，運動が得意な子どもと苦手な子ども
のどちらにとっても，主体的な学びをすることができた。単元のゴールイメージを具体的に共有す
ることで運動する意欲につながったり，挿絵や吹き出しを見ることで技のこつを友達と伝え合う姿
につながったりしたことは，指導者として大きな喜びである。今後も『わたしたちのたいいく』を
有効活用し，他の領域でも課題を追究し続ける子どもを育成していきたい。

・マットゆうえんち〔P.43〕

・やってみよう〔P.40〕

・前ころがりと後ろころがりの挿絵〔P.41〕
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中学年の動きへつなげる授業を目指して
「いろいろな　とびっこあそびに　チャレンジ！」　２年　走・跳の運動遊び

『わたしたちの体いく』 P.36～ 39
高知県高知大学教育学部附属小学校　教諭　田中　賢史

１　はじめに
　とびっこ遊びは, 前方や上方へ「ふわっ」と体を浮かせて跳んだり, 続けてリズムよく跳んだりす
ることが楽しい運動である。また, いろいろな跳び方で遠くへ跳んだり高く跳んだりしながら, 友達
と跳んだ距離や高さを競い合うことも楽しい運動である。
　そこで, 『わたしたちの体いく』を活用し, とびっこ遊びにつながる動きを毎時間行い, 子どもたち
が必要な運動感覚を楽しみながら養うことができるようにした。また, 単元のねらいを大きく二つに
分け, 単元前半でいろいろなとびっこ遊びを行い, 単元後半ではとびっこ遊びを工夫していく構成と
した。『わたしたちの体いく』を参考に, 動きのポイントを見付けられるような発問や遊び方の工夫を
するための教師の意図的な言葉かけをしていくことで, 子ども同士が, 関わりの中でポイントを伝え
合ったり, 遊びを工夫し合ったりすることができるように実践を行った。

２　実践内容
⑴　単元名　「いろいろな　とびっこあそびに　チャレンジ！」　『わたしたちの体いく』　２年　P.36 ～ 39

⑵　単元目標
〇 　とびっこ遊びの楽しさに触れ, その行い方を知るとともに, 助走を付けて片足で踏み切り, 

前方や上方に跳んだり, 片足や両足で連続して跳んだりすることができるようにする。
 【知識及び技能】
〇 　とびっこ遊びの簡単な遊び方を工夫するとともに, 考えたことを友達に伝えることができ

るようにする。 【思考力，判断力，表現力等】
〇 　とびっこ遊びに進んで取り組み, 順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり, 勝敗

を受け入れたり, 場の安全に気を付けたりすることができるようにする。
 【学びに向かう力，人間性等】

⑶　単元計画（全７時間）
時 １ ２～４ ５～７

学 

習 

活 

動

 とびっこあそびをためしてみよう
１. オリエンテーション
・学習の目標と進め方を知

る。
・用具等の使い方 , きまり, 

学習の場 , 安全面につい
て知る。

２. 「やってみよう」を行う。
３. 学習のまとめの仕方を

知る。

 いろいろなとびっこあそびをしよう
１. 用具や場の準備 , 動き

づくり
２. めあての確認
３. 「やってみよう」
４. 活動①
５. 活動①の振り返り
６. 活動①をもう一度行う。
７. 学習の振り返り

 とびっこあそびをくふうしよう
１. 用具や場の準備
２. 「やってみよう」
３. 活動②
４. 活動②の振り返り
５. 活動②をもう一度行う。
６. 学習の振り返り
７. 単元のまとめ

「わたしはこのように授業をしました！」～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～
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⑷　授業の実際
①　「オリエンテーション」「やってみよう」の活用
　オリエンテーションでは, 「きまり」につ
いて書かれている用具等の使い方や準備の
仕方を子どもたちと一緒に確認をしながら
行った。本単元の指導に当たって, 低学年の
発達段階を考慮し, どの子もとびっこ遊びの
楽しさに触れることができるようにする必
要があると考えた。そこで, 単元全体を通し
て, 授業始めには「やってみよう」をくり返
して行うことで, とびっこ遊びに必要な運動感覚（片足で上方へ跳ぶ, 両足で上方へ跳び, 転ば
ずに着地する等）を楽しみながら養うことができるようにした。

②　「活動①」での活用
　単元前半では, 「いろいろなとびっこあそびをしよう」をね
らいとし, 活動①の場を基本としながら着地や踏切りの仕方
を工夫して, 子どもたちに気付いたことやできるようになった
ことを友達と伝え合いながら活動するように促した。活動①
を行う際には, 運動の順番やきまりを守り, 友達と仲よく活動
できているかを確認しながら行った。川とび遊びでは, 「川に
落ちずに向こう岸まで行けるかな？」などと問いかけ, 子ども
たちが踏み切る足や着地の足を変えながら活動する姿が見ら
れた。また, 気付いたことやできるようになったことを友達と
伝え合う場面では, 動きのポイントに関して交流するよう声か
けをした。

③　「活動②」の活用
　単元後半では「とびっこあそびをくふうしよう」をねらいとし, 工夫し
た活動②の場を参考に「どのようにして自分の運動したい遊びの場を作
ろうかな。」「他のみんなはどのような場を工夫して作ったのかな？」等
を子どもたちに考えさせながら遊びを行うようにした。ケンパー跳び遊
びでは, じゃんけんゲームをして楽しむなど, 遊び方を工夫している場面
が見られた。

３　終わりに
『わたしたちの体いく』を活用したことで, 遊び方やきまりの確認などが, 視覚的に理解しやすく, 

見通しをもってとびっこ遊びに取り組むことができた。また, イラストの吹き出し部分を活用する
ことで, 子どもたちに動き方や遊び方の工夫を促すことができた。本実践では, 次年度を見据え, 中
学年の跳の運動につながる授業を目指して取り組んだ。指導書には, 学習のつながりも記載されて
おり, 指導に当たってとても参考となった。

全ての子どもたちが意欲的に運動に取り組むことができるように, 今後も『わたしたちの体いく』
を活用しながら, よりよい体育授業を目指していきたい。

・ やってみよう〔P.36〕

－　 －11



友達と関わり合い，工夫しながら運動できる子どもを目指して
「レッツ！　高とび」　３年　走・跳の運動

『わたしたちの体育』 P.42 ～ 43
山口県山口大学教育学部附属山口小学校　教諭　原田　　勝

１　はじめに
走・跳の運動領域は，友達と競い合うことの楽しさや調子よく走ったり跳んだりする心地よさを

味わうことで，体を巧みに操作しながら走る・跳ぶなどの様々な動きを身に付けることをねらいと
している。しかし，上方へ強く跳ぶことが苦手な子にとっては，動き方のポイントがわからず，「引っ
かかってしまったらどうしよう。」と，跳び越えることに対して怖さや抵抗を感じ，意欲的に取り
組めないことが考えられる。　　

そこで，本単元では，『わたしたちの体育』に掲載されている「やってみよう」や様々な場を用
意し，跳ぶことの楽しさを実感できるように学習を展開した。また，『わたしたちの体育』を活用
することで，「もっと高く跳ぶためには」という課題を解決するために，活動や競争の仕方を工夫
することができるのではないかと考えた。

２　実践内容
⑴　単元名　「レッツ！　高とび」　『わたしたちの体育』　３年　P.42 ～ 43

⑵　単元目標
○ 　短い助走から強く踏み切って高く跳ぶことができるようにする。 【知識及び技能】
○ 　自分に合った課題を見付け，動きを身に付けるための課題や競争の仕方を友達に伝え，工

夫して取り組む手だてを選択できるようにする。 【思考力，判断力，表現力等】
○ 　場や用具の安全に気を付けながら，高跳びに進んで取り組み，友達と仲よく運動をしたり，

友達の考えを認めたりすることができるようにする。 【学びに向かう力，人間性等】

⑶　単元計画（全６時間）

時 １ ２～３ ４～６

学 

習 

活 

動

①オリエンテーション

②「やってみよう」を行う。
・跳ぶことへの関心

③本時のまとめをする。
・課題設定

①「やってみよう」を行う。

②活動①の「３歩高とび」と
「５歩高とび」を行う。
・短い助走による強い踏切り
・リズミカルな助走

③本時のまとめをする。
・ポイントの共有

①「やってみよう」を行う。

②活動②を行う。
・より高く跳ぶための動き
・友達との関わり

③本時のまとめをする。
・本単元の振り返り

「わたしはこのように授業をしました！」～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～
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⑷　授業の実際
①　やってみようの活用
　活動前に，「跳ぶこと」への関心を尋ねると，34人中，
25人が「好き」と答え，残りの９人は，苦手意識をもっ
ていた。導入で「やってみよう」の活動を行うことで，
跳ぶことの楽しさに気付き，実施後に再度尋ねると，

「もっと高く跳びたい。」と32人が答え，意欲付けにつな
がった。その後の高とびの活動でも，足がひっかかるこ
とによる跳ぶことへの抵抗を感じる児童は少なかった。

②　活動①の活用
　「やってみよう」の活用により，跳ぶことへの意欲を
もつことはできたが，踏切り足がバラバラだったり，跳
ぶ前に一度止まってしまったりするなど，より高く跳ぶ
ための動きの課題が見られた。そこで，活動①では，「３
歩高とび」や「５歩高とび」（P.42）を用いて，「リズム
よく，強く踏み切ること」を意識できるような学習を展
開した。「短い助走で高く跳ぶためにはどうすればよい
だろうか。」と問うと，子どもたちは，「最後の一歩で地
面をける。」や「タン・タン・タンとリズムをとりながら助走する。」と答え，より高く跳ぶた
めのポイントを自分なりの言葉で捉えている姿が見られた。

③　活動②の活用
　高く跳ぶためのポイントをつか
み始めたことで，より高く跳びた
いという意識が子どもの姿から見
られるようになった。友達と関わ
り合いながら，高く跳ぶことに挑
戦してほしいという思いから，活
動②では，グループに分かれ，「２
本ゴムの場」・「ゴムの場」・「だんボール箱の場」（P.43）から場を選び，競争する学習を展開
した。子どもは，自分で目標を決めたり，友達と競争したりする中で，より高く跳ぶためのポ
イントを考えたり，友達とアドバイスしたりしながら活動することができた。

３　終わりに
『わたしたちの体育』を活用することで，子どもたちは，跳ぶことへの意欲や，より高く跳ぶこ

とへの課題意識をもつことができた。課題解決の手だてとしても，『わたしたちの体育』のイラス
トやオノマトペが大変効果的だった。単元を通して，子どもたちは工夫して楽しみながら運動する
ことができていたと，授業後の振り返りから見取ることができた。今後も，子どもたちの「やって
みたい。」「もっとうまくなりたい。」という気持ちを引き出し，子どもたちが課題解決に向けて友
達と関わり合い，工夫しながら運動に取り組む学習になるよう『わたしたちの体育』を活用してい
きたい。
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子どもたちが意欲的に取り組む体育の学習
～運動が得意だから好き! 運動は苦手だけど好き!を目指して～

「TRY ! CUP ～ポートボール大会～」　４年　ゲーム
『わたしたちの体育』 P.46 ～ 51

島根県出雲市立今市小学校　教諭　松井　一起

１　はじめに
体育学習で大切なのは，全ての子どもたちが「体を動かすことは楽しい」と感じることだと考え

る。運動技能には個人差があり，特にボール運動は経験の差が大きい。経験の少ない子はボール操
作がうまくできなかったり，ゲームの中でどのように動いたらいいのか，わからなかったりして，
積極的に参加することが難しい。

そこで，二つのことを意識して実践してきた。一つ目は主運動につながる運動を数多く経験させ
ること，二つ目は一人ひとりが活躍できる場をつくることである。一つ目については，毎時間の最
初に「球

・

上昇タイム」という活動を行っている。これはボール運動の特性を四つに分類し，一つの
運動に一つの特性を取り入れたものである。これらを継続的に行うことで，主運動につながる運動
が数多く経験でき，ゲームの中の動きもわかってくると考える。二つ目については，男女差や全員
がボールに触れることを考慮して，コートの位置やルールなどを決めるようにする。決まった人だ
けでゲームが進んでしまうと楽しめない子も出てくるので，「点をとった。」「パスをつないだ。」と
いった，チームに貢献できたという実感が楽しさにつながってくると考える。今回のポートボール
では，この二つのことを意識し，全員が楽しいと感じる実践を行った。

２　実践内容
⑴　単元名　「T R Y ! C U P ～ポートボール大会～」　『わたしたちの体育』　４年　P.46 ～ 51

⑵　単元目標
○ 　シュートをしたり，空いているところに動いたりして，ポートボールをすることができる

ようにする。 【知識及び技能】
○ 　チームの課題を見付けたり，作戦を立てたり，考えたことを友達に伝えたりすることがで

きるようにする。 【思考力，判断力，表現力等】
○ 　ルールを守ったり，勝敗を受け入れたりして，進んで運動に取り組むことができるように

する。 【学びに向かう力，人間性等】

⑶　単元計画（全８時間）

時 １ ２～４ ５～７ ８

学 

習 

活 

動

 オリエンテーション
・学習の進め方を

知る。
・球上昇タイムの

内容を知る。

 ラインポートボール
・ゲームをしなが

ら，基本的な動
きを身に付ける。

・チームの作戦を
立てる。

 ４ゴールポートボール
・ラインポートボー

ルで身に付けた動
きを生かして，ゲー
ムをする。

・勝つためのチーム
の作戦を立てる。

 リーグ戦
・学習したことを

生かして，チー
ムに合った作戦
を選び，ゲーム
をする。

「わたしはこのように授業をしました！」～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～

－　 －14



⑷　授業の実際
①　コート図を使った作戦会議

ゲームの特性の理解を深めるために，毎時間作戦会議を行った。『わ
たしたちの体育』に「作戦の工夫の例」（P.50）が載っている。そこに
はコート図が書かれており，実際の動きがイメージしやすくなってい
る。それを参考にして作った作戦ボードを使って，作戦を立てる。マグ
ネットを人に見立てることで，移動させやすく，一人ひとりが自分の作
戦を伝え合う姿が見られた。また，作戦会議を毎時間設定することで，
相手チームの傾向を踏まえた作戦を考えるようになり，作戦の質が高
まっていった。さらに，自主学習で考えてきた作戦を持ち寄る子どもも
多く，意欲的に学習に向かっている様子がうかがえた。

②　主運動につながる「球
・

上昇タイム」
ポートボールの要素を，ディフェンス，パス，シュー

トの三つに分解し，４種類の運動を構成した。①ディ
フェンス②正面パス③シュート④ランニングパスの４種
類である。①は「シュートゲーム」（P.47）を，②は「パ
スの仕方」（P.48）を活用した。①～④の運動を毎
時間チームごとにローテーションをして取り組んだ。
回数を重ねるごとに動きの質が高まり，パスやシュート，ディフェンスの技能が向上していった。

③　全員が活躍できるコート・ルールの工夫
全員が「試合で活躍できた！」と感じられるよう，二つのことを

考慮してコートやルールを作成した。得点機会を増やすことと，容
易に得点できることである。前者については，ゴールを４カ所にし
た。これによって，多くの子どもの得点の機会が増え，積極的に得
点を狙う姿が見られた。後者については，「ゴールマンがボールを
触れば得点として認める。」というルールにした。これは，「選べる
ルールの例」（P.49）にも示されている。このルールを取り入れた
ことで，ゴールマンへのプレッシャーが少なくなり，様々な子ども
がゴールマンに挑戦する姿が見られた。

３　終わりに
『わたしたちの体育』は，子どもの運動技能向上を図った活動がたくさん載っており，とても役立っ

ている。また，「学習のあしあと」に試合の中で考えたことを書くようにしており，子どもの思考を
見取ることにも活用できている。今後も積極的に活用し，「運動が得意だから体育は好き！」と感じ
る子どもはもちろん，「運動は苦手だけど体育は好き！」と感じる子どもをたくさん育てていきたい。

②正面パスの場

①ディフェンスの場

④ランニング
パスの場

③シュートの場

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

ゴ
ー
ル

ゴ
ー
ル

② 正 面 パ ス ③ シュート ④ ランニ ングパ ス① ディフェンス
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自分なりの課題をもち, 仲間と関わりながら課題解決する子どもを目指して
「ピタッと決めよう！跳び箱運動」　６年　器械運動

『わたしたちの体育』 P.72 ～ 77
徳島県徳島市城東小学校　教諭　長岡　鷹太

１　はじめに
　跳び箱運動は，跳び箱の向こうへいろいろな行き方で行くことで，その楽しさや喜びを味わうこ
とのできる運動である。高学年では，基本的な技を安定して行ったり，その発展技や更なる発展技
に取り組んだりして，自分なりの行き方に挑戦することをねらいとしている。
　本単元では，「ピタッと決めよう！」をめあてとし，子どもが自らの課題を見付け,その解決に向
けて場を選んだり, 跳び箱運動の行い方を工夫したりできるようにした。まず，『わたしたちの体育』
の「やってみよう」を参考に，身体感覚づくりの運動を毎時間取り入れた。また，「活動①」では
開脚跳びや台上前転などの基本の技，「活動②」では発展技で跳び箱の向こうに行く運動に取り組
んだ。課題解決の手がかりとして，例示されている場や動きの連続図を参考にするように伝えるこ
とにより，行き方のイメージやポイントをつかむことができるようにした。また，気付いたことを
図に書き込んだり，「伝えよう」に自分の考えを示したりする活動を設定することにより, 記入した
ことを友達に伝え共有できるようにした。そして，「学習のあしあと」には，本時の学びや次時の
課題をまとめた。
　単元を通して『わたしたちの体育』を活用した支援を行うことで，自分に適した課題を見付け，
それに応じた場や行き方を選ぶことができるようにした。そして，協働的な活動の中で，「楽しい」

「またやりたい」という気持ちをもち，課題解決を行う子どもの育成を目指した。

２　実践内容
⑴　単元名　「ピタッと決めよう！跳び箱運動」　『わたしたちの体育』　６年　P.72 ～ 77

⑵　単元目標
　○ 　跳び箱運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに，自己の能力に適し

た技を安定して行うことができるようにする。 【知識及び技能】
　○ 　自己の能力に適した課題を見付け，自分に合った場や技を選ぶとともに，自己や仲間の考

えたことを友達に伝えることができるようにする。 【思考力，判断力，表現力等】
　○ 　跳び箱運動に積極的に取り組み，約束を守り，仲間の考えや取組を認めたり，場や用具の

安全に気を配ったりすることができるようにする。 【学びに向かう力，人間性等】
　
⑶　単元計画（全６時間）
時 １ ２　　　　　３　　　　　４　　　　　５　　　　　６

学 

習 

活 

動

 ・学習の進め方，
きまりや安全面
について知る。

・「やってみよう」
を行う。

・本時の振り返り
をする。

 ・「やってみよう」を行う。

「活動①」基本の技でピタッと決めよう！

  　　　　　　　 　　 　　「活動②」発展技でピタッと決めよう !

・本時の振り返りをする。　　　　　　　　・単元のまとめを行う。
・次時の課題を設定する。

「わたしはこのように授業をしました！」～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～
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⑷　授業の実際
①　「伝えよう」の活用
　子どもが自分の課題に対して気を付けるポイントを自覚でき，友達
と関わりながら課題解決ができるようにするために，『わたしたちの
体育』の「伝えよう」欄を活用した。活動中，気付いたことを「伝え
よう」に書き出し，友達と共有した。これにより，自分の課題と，動
きを見ている友達に見てもらう視点が明確になった。

②　動きの連続図の活用
『わたしたちの体育』の動きの連続図（P.73 ～ 76）をモデルと

して活用した。空中局面の図（P.73）をタブレット端末で撮影し，
プロジェクターを使って壁に実物大で映し出すことで，子どもがよ
りモデル図をイメージできるようにした。すると，映し出された図
と重なるように子どもが跳び箱運動を行い，周りの友達が図と比
べて同じところや違うところをその場で伝える姿が見られた。また，
自分で気付いたことやアドバイスしてもらった友達の言葉を連続図
に書き込んでいた。このようにして，技のそれぞれの局面で，動
きのポイントを言葉や印で書き込むことにより，跳び箱運動を行う際に意識できるようにした。

③　「学習のあしあと」の活用
　毎時間の授業の振り返りとして『わたしたちの体育』
の「学習のあしあと」（P.77）を活用した。本時の学
びを振り返るとともに，次時の課題も設定するように
した。本時の学習の中で，課題を解決するために意識
していたことや，新たにわかったことを言葉でまとめ
るように声をかけた。毎時間「学習のあしあと」を積
み重ねていくことで，単元を通した子どもの思考の深まりを見取り，次時の授業につなげるこ
とができた。

３　終わりに
『わたしたちの体育』に例示されている練習の場や吹き出しのイラスト（P.72）がわかりやすく，

学習のイメージを子どもと共有する際に役立った。動きの連続図や「伝えよう」欄を活用することで,
子どもが跳び箱運動を行う際の思考が整理され，友達と共有して解決に向かって深め合う姿が見ら
れた。また，サイズがA４判になったことで，書き込みやすさが増したと感じている。今後も，『わ
たしたちの体育』を活用した授業を実践していきたい。

・伝えよう〔P.74〕

・連続図に気付きを書き込む

・跳び箱運動を行うときの意識を振り返る

・プロジェクターを使って
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仲間とのつながりの中で考えを伝える力を育てる授業を目指して
「フラッグフットボール」　６年　ボール運動

『わたしたちの体育』 P.82 ～ 85
愛媛県西条市立庄内小学校　教諭　越智　良文

１　はじめに
高学年のボール運動では，ルールを工夫したり，自己やチームの特徴に応じた作戦を選んだりす

ることや，自己や仲間の考えたことを他者に伝えることが目標の一つとして示されている。しかし，
高学年になると，個々の運動能力によって取り組む姿勢に大きな差が生まれてくる。そのため，チー
ムで作戦を立てる際にも，自分の考えをうまく伝えられなかったり，特定の子どもの考えや能力に
よってゲームを進めたりすることが少なくない。

そのため，本単元では，チームのメンバーの特徴に合わせた作戦を選びながらゲームを行い，考
えを伝える力を育てる授業を目指すこととした。そこで，『わたしたちの体育』に例示されている運
動を取り入れたり，作戦カードや「学習のあしあと」を活用したりした。そして，運動の得意な子
どもも苦手な子どもも進んで考えを伝え合いながらゲームを行うことができるように取り組んだ。

２　実践内容
⑴　単元名　「フラッグフットボール」　『わたしたちの体育』　６年　P.82 ～ 85

⑵　単元目標
　　〇　フラッグフットボールの楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに，ボール

操作とボールを持たないときの動きによって，陣地を取り合う簡易化されたゲームをする
ことができるようにする。 【知識及び技能】

　　〇 　ルールを工夫したり，自己やチームの特徴に応じた作戦を選んだりするとともに，自己や
仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。 【思考力，判断力，表現力等】

　　〇 　フラッグフットボールに進んで取り組み，ルールを守り助け合って運動したり，勝敗を受
け入れたり，仲間の考えや取組を認めたり，場や用具の安全に気を配ったりすることがで
きるようにする。 【学びに向かう力，人間性等】

⑶　単元計画（全７時間）
時 １ ２～３ ４ ５～６ ７

学 

習 

活 

動

 オリエンテーション
○ 学習の進め方を確

かめよう。
・「 西 条 パッケージ」

の 仕 方を知る。
・フラッグフットボー

ルをやってみる。

 

活動①
○ ルールを工夫

して，フラッ
グフットボー
ルをしよう。

　
　
　
　  

作
戦
コ
ン
テ
ス
ト

 活動②
○ チームの特徴に

合った作 戦 で
フラッグフット
ボールをしよう。

学級マッチ
○ これまでの学習

を生かして，フラッ
グフットボールの
試合をしよう。

「西条パッケージ」（基礎運動＋主運動につながる下位運動）
「やってみよう」

「わたしはこのように授業をしました！」～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～
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⑷　授業の実際
①　「やってみよう」「活動①」の活用（動きの習得）
　授業の始めに，まずは下位運動として，ペアでキャッチボールや
フラッグの取り合い等に取り組んだ。その後，「やってみよう」に例
示されている「ランゲーム」等の簡単な運動を行った。そして，「活
動①」で示された「パスアンドランゲーム」に取り組んだ。このよ
うに，ペアでの下位運動，「やってみよう」そして「活動①」へと，簡単な運動からスモールステッ
プで進めることで，運動が苦手な子どもも含め，学級全体でフラッグフットボールの基礎とな
る動きを身に付けることができた。また，「活動①」の「パスアンドランゲーム」をすることで，
子どもが作戦や動きを具体的にイメージしやすくなった。

②　「活動②」の活用（作戦タイム）
　「活動②」に例示されている「作戦の工夫の例」を基に，チーム
で作戦を選ぶ時間を設けた。その際に，チームの特徴に合った作戦
を選ぶように促した。作戦の具体的なイメージがつかみにくい子ど
ももいるため，コート内で実際に動きながら作戦を確認するように
指導した。また，作戦を考えたり，伝えたりする練習として，作戦
コンテストを開いた。一人ひとりが考えた作戦を仲間に説明したり，
仲間の作戦を聞いたりすることで，ゲーム中の作戦タイムで全員が
主体的に考えを伝え合うことができるようになった。

③　「学習のあしあと」の活用（振り返り）
　授業後に，「学習のあしあと」を活用し，その時間の振り返りを書い
て蓄積していった。自分の考えをもった上で次時の作戦タイムに臨むこ
とができるように，振り返る視点を「選んだ作戦と結果はどうだった
か。」，「次時の作戦はどうするか。」の２点に絞った。文章表現の苦手な
子どももいるので，話型カードを提示した。また，ゲーム中の自分の動きやチームの作戦の様子を
具体的に思い出すことが難しい子どもには，「作戦の中でのあなたの役割は何だったか。」，「実際に
やってみてどうだったか。」など，細かい問いかけを教師が行い，振り返ることができるようにした。
　チームで取り組んだ作戦について，最初は「うまくいった・いかなかった」という結果のみの
記述が多かった。そこで「うまくいった・いかなかった原因」をチームで話し合い，振り返りを
書くように指導した。そうすることで，次時の作戦タイムでより活発な話し合いが見られ，より
よい作戦の選択やゲーム中の動きの改善につながった。

３　終わりに
『わたしたちの体育』には，フラッグフットボールにつながるドリルゲーム等が具体的に，かつ

スモールステップで進められるように示されている。加えて，作戦例も示されているため，子ども
はそこから作戦を選ぶことができ，どの子どもも作戦の話し合いに参加しやすくなった。また，振
り返りを「学習のあしあと」に蓄積することで，自分の考えを整理しながら活動を進めることもで
きた。結果として，学級全体で自分の考えを伝え合う力の高まりを感じることができた。今後，他
の運動領域においても，『わたしたちの体育』を活用しながら，互いに考えを伝え合って進められ
るような授業に取り組んでいきたい。

・やってみよう

・作戦コンテスト

・作戦タイム

・学習のあしあと
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楽しみながら，よりよい動きを追求し続ける子どもを目指して
「みて　みて　私たちの火山」　６年　表現運動

『わたしたちの体育』 P.78 ～ 81
香川県宇多津町立宇多津北小学校　教諭　西村　拓弥

１　はじめに
中・高学年の表現運動は，身近な生活などから題材を選んで，表したいイメージや思いを表現す

ることが楽しい運動である。また，動きに変化を付けたり，構成を工夫したりすることで，自分の
表したいものに近付けていくことが大切となる。そのために，『わたしたちの体育』の「いろいろ
なスポーツ」（P.32 ～ P.35）を題材に用いて動きに変化を付けたり，「わたしたちの地球」（P.78
～ P.81）にある構成メモを使って構成を工夫したりできるようにした。

２　実践内容
　⑴　単元名　「みて　みて　私たちの火山」　『わたしたちの体育』　６年　P.32 ～ 35, 78 ～ 81

⑵　単元目標
　○ 　いろいろな題材からそれらの主な特徴を捉え，グループで簡単なひとまとまりの動きにし

て表現することができるようにする。 【知識及び技能】
　○ 　グループの課題解決に向け，表したい内容や踊りの特徴を捉えた練習や発表・交流の仕方

を工夫するとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。
 【思考力，判断力，表現力等】
　○ 　表現運動に積極的に取り組み，互いのよさを認め合い，助け合って踊ることができるよう

にする。 【学びに向かう力，人間性等】

⑶　単元計画（全６時間）

⑷　授業の実際
①　段階的な学びのための活用

本学級の子どもは，高学年であるが，これまでに表現運動の経験があまりなく，表現運動に
対する抵抗感が大きいと考えた。そこで，最初に『わたしたちの体育』の「いろいろなスポーツ」

（P.32）という身近な題材から表現の仕方を身に付けるようにしたので，誰もが楽しみながら
踊れるようになっていった。そして「わたしたちの地球」（P.78）へと，より抽象的な題材へ
段階的に取り組んでいけるようにしたことで，さらに楽しく表現していくことができた。

時 １ ２・３ ４・５ ６

学 

習 

活 

動

 オリエンテーション

イメージカード
を使い，表現運
動の楽しさに触
れる。

 スポーツを表そう！

いろいろなスポーツ
を表現することで，
動き作りのポイント
を確認する。

 火山を表そう！

スポーツで獲得した
動きを生かしながら，
火 山 の 噴 火 を 表 す。
また，構成を考える。

 発表会をしよう！

これまで身に付け
てきた群の動きを
基に，グループご
とに発表していく。

やってみよう「イメージカードを使って動こう」

振り返り

「わたしはこのように授業をしました！」～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～
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②　「やってみよう」の活用
楽しく表現運動に取り組むためには，授業の導入で「楽しい」「もっとやりたい」と思える

ことが大切だと考えた。そこで，「やってみよう」（P.32）を行った。単元の導入では，教師
の動きをまねる活動から始めた。最初は恥ずかしそうにしていた子どもが多く見られた。

しかし，次の時間に，グループを作ってリーダーの動きをまねる活動を行ったことで，友達
と関わりながら楽しく活動していった。振り返りでは，表現運動を「楽しい」と思える子ども
が増えたため，単元を通して，いろいろな題材に触れられるようにした。

③　「活動①・活動②」の活用
「わたしたちの地球」（P.78）では，活動①・活動②を中心に行った。
活動①では，火山の噴火の場面に焦点を当て，グループでどのような動きになるか，どういっ

た動きができそうかを考えた。その際に，「動きづくりの工夫（速さ・高さ・強弱・静と動）」（P.78）
を板書しておき，それらのポイントを基にして動きを考えられるようにした。

活動②では，火山の噴火を中心場面にし，その前後の動き考え，ひとまとまりの動きを構成し
ていった。中心場面で激しい噴火を群の動きで表そうと，動きのスピードや高低差を意識した動
きが多く見られた。その際に，『表現運動ＣＤ』Ⅲ―13を活用することで，音楽からイメージした
ことと，動きを結び付けながら動きの質を高めていった。

④　振り返りでの活用
振り返りでは，「学習のあしあと」（P.81）を活用した。子どもたちの学びや思考の過程が記録

されているので，教師の評価がしやすくなった。また，子どもの振り返りを次時の導入で紹介す
ることで，学習課題の設定にもつなげやすくなった。同時に，評価の観点に合わせて子どもたち
が自己評価できるので，子どもがどのように考えていたのかを知ることもできた。

３　終わりに
『表現運動ＣＤ』を活用することで，「はじめ- 中 -おわり」の場面の移り変わりを意識して動け

るようになった。『わたしたちの体育』にある「動きづくりの工夫」を活用することで，子どもの
動きの質を高めることができた。ポイントに縛られて，動きが窮屈になる場合もあるので，子ども
たちの自由な発想を生かせるよう，教師が柔軟に対応することが大切だと感じている。また，「学
習のあしあと」により，子どもたちの思考が言語化されたり，動きの意図が明確になったりして，
評価がしやすくなっているので，今後も『わたしたちの体育』を積極的に活用していきたい。

・やってみよう〔P.32〕

・学習のあしあと〔P.81〕
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１．主　催　　中・四国小学校体育連盟　

　　　　　　　高知県小学校体育連盟

　　　　　　　土佐教育研究会保健体育部

２．後　援　　スポーツ庁（予定）

　　　　　　　高知県教育委員会　高知県市町村教育委員会連合会　高知市教育委員会

　　　　　　　高知県小中学校長会　高知市立小中義務教育特別支援学校長会

３．主　管　　第59回中・四国小学校体育研究大会（高知大会）実行委員会

　　　　　　　高知市立十津小学校

４．期　日　　令和 3年10月29日（金）

５．会　場　　高知市立十津小学校
　　　　　　　（〒781-0114　高知市十津４丁目27-１　 088-847-0121） 

６．講　師　　全体指導

   中・四国小学校体育連盟最高顧問

   筑波大学名誉教授　教育学博士　　　成田　十次郎　先生

　　　　　　　講　　演

   長野パラリンピック　金メダリスト　マセソン美季　先生

大会主題・副題

第59回　中・四国小学校体育研究大会（高知大会） 予備案内
第35回　高知県小学校体育研究大会

「子どもの心に　火をつける　体育授業」
　　―運動の本質的な特性や魅力に触れる楽しさを味わい, 
　　　　　　　　　　　　　資質・能力をバランスよく育成する指導の工夫 ―
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７．日　程
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10：40
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11：50

11：50

～

12：40

12：40

～

14：20
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～
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業
①
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業
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科
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昼
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提
案

発表分科会 全体会

県
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提
案

県
内
提
案

開
会
行
事

全
体
指
導

講
　
　
演

閉
会
行
事

８．分科会

No. 分　科　会　名 県外発表 県内発表（支部）

１ 体 つ く り 運 動
（ 体 ほ ぐ し ） 香　　　川 高　　　知

（高知支部）

２ 器械・器具を使っての
運 動 遊 び 香　　　川 高　　　知

（高知支部）

３ 走・ 跳 の 運 動 鳥　　　取 高　　　知
（土長・南国支部）

４ ゲ ー ム 愛　　　媛 高　　　知
（高岡支部）

５ 体 つ く り 運 動 徳　　　島 高　　　知
（土長・南国支部）

６ 器 械 運 動 島　　　根 高　　　知
（安芸支部）

７ 陸 上 運 動 愛　　　媛 高　　　知
（幡多支部）

８ 水 泳 山　　　口 高　　　知
（香美・香南支部）

９ ボ ー ル 運 動 徳　　　島 高　　　知
（幡多支部）

10 表 現 運 動 岡　　　山 高　　　知
（高知支部）

11 保 　 　 健 広　　　島 高　　　知
（吾川支部）

※新型コロナウイルス感染症の状況により開催方法を変更する場合があります。
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編集後記
今年度の新学習指導要領の全面実施に合わせ，昨年度『わたしたちの体育』を全面改訂し

ました。学習指導要領の改訂の基本方針や趣旨，要点をもとに，主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた授業改善をより具現化した内容になっています。その特徴としては，新しい
内容を追加し，新しく，さらに楽しい体育を実現し，より深い学びが体験できるようになっ
ていること，あらゆる指導計画に対応するために，各学年にサブベージを設け，２カ年の指
導計画とより豊富な動きに対応していること，また，意欲的でない児童や，運動が苦手な児
童等への配慮例がわかるようになっていること等があげられます。
『中・四国の体育』第49号では，中・四国小学校体育連盟の先生方の実践・研究をもとに
執筆・編集された『わたしたちの体育』・『表現運動ＣＤ』を活用し，中・四国の現場の先生
方の実践例を掲載することで，日々の体育の授業に役立てていただきたいと考えました。ぜ
ひ，御一読いただき，今後の体育科学習の充実に御活用いただければ幸いです。
最後になりましたが，『中・四国の体育』第49号の発行に当たりまして，執筆いただいた

先生方，各県において取りまとめをしていただいた先生方，御多用の中，御協力いただき，
誠にありがとうございました。

中・四国の体育　第49号（令和２年度）
中・四国小学校体育連盟

発行／令和３年２月　　　印刷／株式会社ムレコミュニケーションズ

１号…昭和47年度　香川県（創刊号）
　　　（第10回研究発表大会記念）
２号…昭和48年度　岡山県
３号…昭和49年度　広島県
４号…昭和50年度　高知県（20周年号）
　　　（体育連盟発足20周年記念）
５号…昭和51年度　鳥取県
６号…昭和52年度　山口県
７号…昭和53年度　島根県
８号…昭和54年度　愛媛県
９号…昭和55年度　香川県
10号……昭和56年度　岡山県
11号……昭和57年度　徳島県
12号……昭和58年度　広島県
13号……昭和59年度　高知県
14号……昭和60年度　山口県（30周年号）
15号……昭和61年度　鳥取県
16号……昭和62年度　愛媛県
17号……昭和63年度　島根県
18号……平成元年度　香川県
19号……平成₂年度　岡山県
20号……平成₃年度　徳島県
21号……平成₄年度　広島県
22号……平成₅年度　高知県
23号……平成₆年度　山口県
24号……平成₇年度　鳥取県（40周年号）

25号……平成₈年度　愛媛県
26号……平成₉年度　島根県
27号……平成10年度　香川県
28号……平成11年度　岡山県
29号……平成12年度　徳島県
30号……平成13年度　広島県
31号……平成14年度　高知県
32号……平成15年度　山口県
33号……平成16年度　広島県
34号……平成17年度　高知県（50周年号）
35号……平成18年度　山口県
36号……平成19年度　鳥取県
37号……平成20年度　愛媛県
38号……平成21年度　島根県
39号……平成22年度　香川県
40号……平成23年度　岡山県
41号……平成24年度　徳島県
42号……平成25年度　広島県
43号……平成26年度　高知県
44号……平成27年度　山口県（60周年号）
45号……平成28年度　鳥取県
46号……平成29年度　愛媛県
47号……平成30年度　島根県
48号…令和元年度　香川県
49号…令和 2年度　岡山県

機関誌『中・四国の体育』のあゆみ
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編集後記
今年度の新学習指導要領の全面実施に合わせ，昨年度『わたしたちの体育』を全面改訂し

ました。学習指導要領の改訂の基本方針や趣旨，要点をもとに，主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた授業改善をより具現化した内容になっています。その特徴としては，新しい
内容を追加し，新しく，さらに楽しい体育を実現し，より深い学びが体験できるようになっ
ていること，あらゆる指導計画に対応するために，各学年にサブベージを設け，２カ年の指
導計画とより豊富な動きに対応していること，また，意欲的でない児童や，運動が苦手な児
童等への配慮例がわかるようになっていること等があげられます。
『中・四国の体育』第49号では，中・四国小学校体育連盟の先生方の実践・研究をもとに
執筆・編集された『わたしたちの体育』・『表現運動ＣＤ』を活用し，中・四国の現場の先生
方の実践例を掲載することで，日々の体育の授業に役立てていただきたいと考えました。ぜ
ひ，御一読いただき，今後の体育科学習の充実に御活用いただければ幸いです。
最後になりましたが，『中・四国の体育』第49号の発行に当たりまして，執筆いただいた

先生方，各県において取りまとめをしていただいた先生方，御多用の中，御協力いただき，
誠にありがとうございました。

中・四国の体育　第49号（令和２年度）
中・四国小学校体育連盟

発行／令和３年２月　　　印刷／株式会社ムレコミュニケーションズ

１号…昭和47年度　香川県（創刊号）
　　　（第10回研究発表大会記念）
２号…昭和48年度　岡山県
３号…昭和49年度　広島県
４号…昭和50年度　高知県（20周年号）
　　　（体育連盟発足20周年記念）
５号…昭和51年度　鳥取県
６号…昭和52年度　山口県
７号…昭和53年度　島根県
８号…昭和54年度　愛媛県
９号…昭和55年度　香川県
10号……昭和56年度　岡山県
11号……昭和57年度　徳島県
12号……昭和58年度　広島県
13号……昭和59年度　高知県
14号……昭和60年度　山口県（30周年号）
15号……昭和61年度　鳥取県
16号……昭和62年度　愛媛県
17号……昭和63年度　島根県
18号……平成元年度　香川県
19号……平成₂年度　岡山県
20号……平成₃年度　徳島県
21号……平成₄年度　広島県
22号……平成₅年度　高知県
23号……平成₆年度　山口県
24号……平成₇年度　鳥取県（40周年号）

25号……平成₈年度　愛媛県
26号……平成₉年度　島根県
27号……平成10年度　香川県
28号……平成11年度　岡山県
29号……平成12年度　徳島県
30号……平成13年度　広島県
31号……平成14年度　高知県
32号……平成15年度　山口県
33号……平成16年度　広島県
34号……平成17年度　高知県（50周年号）
35号……平成18年度　山口県
36号……平成19年度　鳥取県
37号……平成20年度　愛媛県
38号……平成21年度　島根県
39号……平成22年度　香川県
40号……平成23年度　岡山県
41号……平成24年度　徳島県
42号……平成25年度　広島県
43号……平成26年度　高知県
44号……平成27年度　山口県（60周年号）
45号……平成28年度　鳥取県
46号……平成29年度　愛媛県
47号……平成30年度　島根県
48号…令和元年度　香川県
49号…令和 2年度　岡山県

機関誌『中・四国の体育』のあゆみ

－　 －24

全面
改訂しました！

現場の先生方の実践・研究の
集大成が，今ここに！

学び う体 へ

授業が わる

あらゆる指導計画に対応するために，
各学年に“サブページ”を設け，
2か年の指導計画と，より
豊富な動きに対応！

新しい内容も追加し，新しく，
さらに楽しい体育を実現！
より深い学びを
体験できる！

新たに加わった，
「技能＋“知識”」面に
ついても
わかりやすく網羅！

現場の先生方が，
子どもの視点に立って，
子どものために執筆・編集！
A４判になり，
情報量が大幅にアップ！

授業が わる

体育わたしたちの
監修：筑波大学名誉教授・元日本体育学会会長・教育学博士　成田十次郎　編集：中・四国小学校体育連盟

中・四国小学校体育連盟

株式
会社

ホームページURL  http://www.chushikoku-syotairen.jp/

〒760-0032　香川県高松市本町６の22
電話（087）851-2330（代表）　FAX（087）851-2331

指導書指導書 中・四国 9県の現場の先生方が

編集しました!!

全編Ａ４判にリニューアル

児童書に完全対応

情報量もさらに充実!!

新学習指導要領に対応!!

・運動が苦手な児童・運動に意欲的でない

　児童等への配慮例がわかる

・ＩＣＴの活用場面もわかる

・「知識及び技能」，「思考力・判断力・

　表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」

　の評価の観点がわかる

〇教師用指導書には，教師用デジタル教材が添付されています。

全編全編全編全編ＡＡ４判にリニューアル

情報量もさらに充充充充実実実実!!!!!!!!!!!!!!

これがあれば安心して
授業ができる!!
・身に付ける学習内容がわかる
・単元計画や1時間の流れがわかる　
・活動の進め方を具体的に紹介

 児童の振り返りの
 反応例を紹介!!
・言語活動の充実に生かせる・児童の反応や期待する姿が　イメージできる
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中･四国小学校体育連盟
http://www.chushikoku-syotairen.jp

中・
四国
小学校

体育連盟
編集『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集中中中・・・

四四四国国国
小小小小小小学学学校校校

体体体育育育連連連盟盟盟
編編編集集集『『『わわわたたたしししたたたちちちののの体体体育育育』』』・・・『『『表表表現現現運運運動動動CCCDDD』』』ののの活活活用用用実実実践践践事事事例例例集集集




