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中・四国の体育

中･四国小学校体育連盟
中･四国小学校体育連盟
http//www.chushikoku-syotairen.jp

平成30年度　第47号

～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～

☆１年生　水遊び
　「ふなっこウォーターランドであそぼう」（鳥取県）

☆２年生　鉄棒を使った運動遊び
　「みんなで目指そう　てつぼう名人」（香川県）

☆３年生　走・跳の運動
　「小がたハードル走」（高知県）

☆４年生　走・跳の運動
　「高とび」（広島県）

☆５年生　ボール運動（ハンドボール）
　「つないで入れよう！」（徳島県）

☆６年生　水泳
　「水泳～上小記録会を開催しよう」（山口県）

☆４年生　表現運動（表現運動CDの活用）
　「たんけんに行こう」（愛媛県）

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』の効果的な活用法
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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！

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！

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

編集後記
新学習指導要領改訂に合わせ，『わたしたちの体育』を全面改訂しました。今回の全面改訂

のポイントは，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を具体化した内容に
なっています。例えば，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，また，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していること，意欲的でな
い児童・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挙げられます。
『中・四国の体育』第47号では，中・四国９県の現場の先生方の協力を得て編集している

『わたしたちの体育』『表現運動CD』を活用した実践例を掲載し，みなさんの日常の体育の
授業に役立てていただきたいと考えました。是非，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47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47号（平成30年度）
中・四国小学校体育連盟

発行／平成31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

機関誌『中・四国の体育』のあゆみ



中 ・ 四 国 の 体 育　第47号

巻 頭 言　小学校体育の在り方を考える二つの観点
中・四国小学校体育連盟最高顧問　　成田十次郎  ２

第 56 回　中・四国小学校体育研究大会（岡山大会）報告   ３

「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～

〈１　年〉　鳥取県　　水と親しみ，水を楽しめる子どもを目指して
　　　　　　　　　　　水遊び「ふなっこウォーターランドであそぼう」

鳥取県八頭町立船岡小学校　　教諭　露木　克久  ８
〈２　年〉　香川県　　「できた」から「もっとやってみたい」を生む授業を目指して
　　　　　　　　　　　鉄棒を使った運動遊び「みんなで目指そう　てつぼう名人」

香川大学教育学部附属坂出小学校　　教諭　安岐　美佐子  10
〈３　年〉　高知県　　意欲的に運動に取り組む子どもを目指して
　　　　　　　　　　　走・跳の運動「小がたハードル走」

高知県高知市立三里小学校　　教諭　山﨑　飛翔  12
〈４　年〉　広島県　　仲間と動きを高め合いながら課題を追求する子どもを目指して
　　　　　　　　　　　走・跳の運動「高とび」

広島県広島市立戸坂小学校　　教諭　前田　心平  14
〈５　年〉　徳島県　　自ら考え，関わり，仲間とともに高め合える子どもを目指して
　　　　　　　　　　　ボール運動（ハンドボール）「つないで入れよう！」

徳島県徳島市津田小学校　　教諭　清谷　愛実  16
〈６　年〉　山口県　　主体的に取り組み，課題を共有し，互いに高め合う子どもを目指して
　　　　　　　　　　　水泳「水泳～上小記録会を開催しよう」

山口県光市立上島田小学校　　教諭　武居　諒  18
〈表現運動CD〉　愛媛県　　自己の心身を解き放して表現できる子どもを目指して
　　　　　　　　　　　４年　表現運動「たんけんに行こう」

愛媛県八幡浜市立松蔭小学校　　教諭　伊東　伸也  20

第 57 回　中・四国小学校体育研究大会（徳島大会）予備案内   22
各県研究主題と主な研究会・研修会（2018年度）   24
機関誌『中・四国の体育』のあゆみと編集後記

も く じ
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私たちの中・四国小学校体育連盟が第50回大会を高知で開催したとき，私はこれまでの連盟の歴

史を振り返って，私たちの中・四連盟は，すでに初代の最高顧問前川峯雄先生が指摘しているよう

に，国内・国外に類を見ない優れた小学校体育振興組織であると讃えました。

そして，これまでの連盟の歴史を「第一期＝素晴らしい組織確立の期」として，これからの第

100回大会までの第二期＝毎年の中・四大会に見る公開授業のように素晴らしい授業を，９県すベ

ての学校の毎日の体育授業で行われるように近づける期にしたいと申しました。

第50回高知大会以後，中・四連盟の会議や大会に参加して，私は良い授業実現の基盤である，「体

育大好き先生」の輪が少しずつ広がっていることを実感しています。良い教育の出発点は，言うま

でもなく熱心な先生，体育好き先生にあります。これから一層「体育大好き先生」の輪を広げてく

ださい。中・四国小学校体育連盟のこれからの在り方を考える第一の観点はそこにあると私は考え

ています。

第二の観点は，我が国の体育・スポーツの中での「小学校体育授業の役割」という，少し大きな

観点です。大きな観点ですが，この全体の中での自分たちの領城の役割についての「目配り」を忘

れると，せっかくの中・四連盟の素晴らしい活動が十分生きてこない心配があります。

ここで私の経験談を述べさせてください。私は20歳台の後半，1960・61年西ドイツに留学しました。

土佐の山奥で育った私には，何もかも驚くことばかりでしたが，何といっても一番驚いたのは「ド

イツの学校には運動場がない」ということでした。体育やスポーツが発展したドイツのことですか

ら，立派な芝生の運動場がすべての小学校にあると期待していた私は茫然としました。

私の博士論文は，ドイツの学校には，なぜ運動場がなく，日本の学校には必ず立派な運動場があ

るのかという比較史的研究でした。

それはともかく，ドイツは1970年代に本格的な「みんなの生涯スポーツ時代」に直面し，学校体

育授業の新指導要領を作成する段階で，生涯スポーツ時代にふさわしい学校体育授業の在り方を明

快に新指導要領に描き出しました。

それを詳細に述べる指数がありませんが，私は中・四国小学校体育連盟の「体育大好き先生」に

は，これからの第二期＝第100回大会に向けて，日本の障害者・健常者・老若男女「みんなの生涯

スポーツ時代」における小学校体育授業はどうあればよいかという「眼力」を養っていただきたい

と期待しています。

小学校体育の在り方を考える二つの観点
中・四国小学校体育連盟最高顧問　成田　十次郎

－　 －2
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１　はじめに
白壁の美しい美観地区や名画が多数所蔵される大原美術館を有する岡山県倉敷市において，第56

回中・四国小学校体育研究大会が開催されました。会場校の倉敷市立中庄小学校には，県内外から
900名以上の先生方に御参会いただき，大変有意義な研究大会となりました。
本県では，研究主題「課題に向き合いながら　身に付けた力を活用し続ける　岡山っ子の育成」

のもと，子ども側と運動・健康側の両面から課題を捉え直した「挑戦課題」「健康課題」を設定し，
「問い」を提示することで，豊かなかかわりの中で，子どもが主体的・自発的に課題を追求してい
く授業作りを目指して，研究に取り組みました。多くの方々からいただいた貴重な御意見をもとに，
更によりよい体育授業について考えていきたいと思います。
御指導いただいた先生方をはじめ，関係機関の皆様に心より感謝申し上げます。

２　期　　日／平成30年10月26日（金）

３　会　　場／倉敷市立中庄小学校

４　大会主題／　

５　公開授業
学年 領域（内容） 単元名 授業者 指導助言者

公
開
授
業
Ⅰ

2 ゲーム
（鬼遊び） 身のこなし はんぱないって！ 緒方　拓也 有森　真理

（倉敷市教育委員会指導課課長補佐）

3 器械運動
（マット運動） もっと！ もっと！ マット！ 中藤　貴一

武井　良平
大森　雅信

（岡山市立陵南小学校長）

4 保健
（体の発育・発達） え！？ もっと知りたい！ 私の体 石井　里奈 寺山　泰史

（倉敷市教育委員会保健体育課主幹）

5 体つくり運動
（体の動きを高める運動）

Y・M・C・A
（柔らかく・もっと巧みに・力強く・遊ぶ） 井上　　旭 原　祐一

（岡山大学大学院教育学研究科講師）

6 ボール運動
（バレーボール） 落とそうで！ 落とさまあで！ どうするで？ 近藤　俊介 荻野　博也

（倉敷市教育委員会保健体育課主任）

公
開
授
業
Ⅱ

1 走・跳の運動遊び
（跳の運動遊び） 中庄レンジャー スペシャルジャンプ 加藤　嘉将 小林　紀彦

（岡山市立岡山中央小学校教頭）

2 表現リズム遊び
（表現遊び） さあ，出番です！ わたし，いきます！！ 松沢　繭花 酒向　治子

（岡山大学大学院教育学研究科准教授）

4 ゲーム
（キックベースボール） どちらがはやいでしょう 石原　裕士 菊池　健

（倉敷市教育委員会指導課指導主任）

5 保健
（けがの防止）

ハッと知って！ Good な行動！
ずっと健康！！ 都志真由美 棟方　百熊

（岡山大学大学院教育学研究科准教授）

6 陸上運動
（ハードル走） トップスピードのその先に… 的山　直幸 乾　知樹

（倉敷市立第一福田小学校長）

６　分科会
領域 テーマ 提案者 指導助言者

体つくり運動
（体ほぐし）

夢中になって活動する中で，交流したり体を動かしたりする楽し
さや心地よさを体感できる子ども

古谷　豪浩
（岡山 山田小学校教諭）

香春　浩明
（岡山 幡多小学校教諭）

小川　泰永
（岡山 五城小学校長）

仲間との関わりを通して，体を動かす楽しさや心地よさに気付かせ
ることで，夢中になって運動する愛顔いっぱいの子どもを育てる

佐々木　寿
（愛媛 三芳小学校教諭）

日野　克博
（愛媛 愛媛大学准教授）

課題に向き合いながら
身に付けた力を活用し続ける　岡山っ子の育成

第56回　中 ･四国小学校体育研究大会（岡山大会）報告

－　 －3
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器械・器具
（低）

器械器具を使った多様な場や条件の中で，回ったり止まったりす
ることなどの楽しさを体感し続ける子ども

永田　仁志
（岡山 秦小学校教諭）

山越　大輝
（岡山 清音小学校教諭）

高杉　整二
（岡山 常盤小学校長）

わかる・できる・かかわり合う体育学習
～ ICT を活用した授業づくり～

佐々木　尚文
（広島 竹原西小学校教諭）

小早川　善伸
（広島 竹原市教育委員会
学校教育課指導主事）

走・跳の運動
（低・中）

多様な場や条件の中で，走ったり跳んだりすることの楽しさを体
感し続ける子ども

西池　将太
（岡山 吉永小学校教諭）

貝原　輝幸
（岡山 日生西小学校教諭）

田原　陽介
（岡山 IPU 環太平洋大学

准教授）

着地と助走に着目し，跳の動きのレパートリーとバリュエーションを
増やしていくことで，跳ぶ運動の楽しさを味わえる子どもを育てる

岩政　剛樹
（山口 柳井南小学校教諭）

西川　孝文
（山口 麻郷小学校長）

ゲーム

多様なゲームに向かう中で，友達とともに，競争することの楽し
さを追求し続ける子ども

野島　弘晃
（岡山 美和小学校教諭）

中村　大介
（岡山 牛窓西小学校教諭）

笠原　智彦
（岡山 行幸小学校長）

「夢中」と「ねらい」が合致する授業づくり
～「ゴール型ゲーム」における見取りと舵取り～

冨田　裕希
（徳島 海南小学校教諭）

湯口　雅史
（徳島 鳴門教育大学准教授）

体つくり運動
（多様な動き・
体の動き）

多様な活動をする中で，意図を考えながら，体を動かすことのよ
さ（楽しさ）を体感し，体の動きを高めようとする子ども

長江　忠彦
（岡山 西方小学校教諭）

宮森　徹
（岡山 思誠小学校教諭）

渡辺　光治
（岡山 野馳小学校教頭）

基礎的な動きを身につけ，仲間とかかわりながら，体を動かすこ
との楽しさを味わう体育学習
～なわ跳び運動の授業を通して～

大島　辰哉
（島根 阿井小学校教諭）

久保　研二
（島根 島根大学教職大学院

准教授）

器械運動
（中・高）

「より美しく」という課題に向かう中で，多様な体の使い方や動
きの質を高めることの楽しさを追求し続ける子ども

三宅　啓晶
（岡山 青野小学校教諭）

山本　和明
（岡山 津島小学校長）

「より美しく」という課題に向かう中で，多様な体の使い方や動
きの質を高めることの楽しさを追求し続ける子ども
～課題を認識し，解決するための跳び箱運動における視覚支援～

横山　信吾
（高知 秦小学校教諭）

神家　一成
（高知 高知大学名誉教授）

陸上運動
（高）

より速く・高く・遠くにという課題に向かう中で，走跳の力を高
めることの楽しさを追求し続ける子ども

鳥山　順
（岡山 箭田小学校教諭）

髙原　大嗣
（岡山 玉島小学校教諭）

諏訪　哲也
（岡山 中島小学校副校長）

１人ひとりが自己のめあてを定め，仲間と協力しながら，ハード
ル間を３歩で走りきるための動きを高め合い，ハードルをリズミ
カルに走り越えるおもしろさを味わうことのできる児童を育てる

石原　孝一
（山口 三井小学校教諭）

前川　孝
（山口 東小学校教頭）

水泳

水の中で遊ぶ楽しさを体感し続けたり，より遠く，より速く移動
することの楽しさを追求し続けたりする子ども

岡本　貴幸
（岡山 緑丘小学校教諭）

千田　道仁
（岡山 琴浦東小学校教諭）

濵邉　繁行
（岡山 稲倉小学校長）

仲間とのかかわり合いの楽しさを感じ，主体的・協働的に学ぶ
児童の育成

市橋　将太
細田　祐樹

（鳥取 大山西小学校教諭）

西垣　栄太郎
（鳥取 鳥取県教育委員会
体育保健課指導主事）

ボール運動

チームでゲーム課題に向かう中で，攻防することの楽しさを追求
し続ける子ども

絹田　隼基
（岡山 高田小学校教諭）

山本　庄太
（岡山 成名小学校教諭）

近藤　保彦
（岡山 奈義小学校教頭）

チームでゲーム課題に向かう中で，攻防することの楽しさを追求
し続ける子ども

馬庭　明正
（島根 赤名小学校教諭）

野津　明久
（島根 島根県教育庁
保健体育課指導主事兼

企画員）

表現運動

多様なイメージやリズムの中で，踊ることの楽しさを体感し続け
たり追求し続けたりする子ども

河口　揚子
（岡山 平福小学校教諭）

吉尾 　春香
（岡山 開成小学校教諭）

安江　美保
（岡山 ノートルダム
清心女子大学准教授）

表現する楽しさを感じ，仲間とかかわって踊る喜びを味わえるよう，
イメージと動きのつながりに焦点化した授業づくり

谷口　翔平
（香川 川津小学校教諭）

山路　晃代
（香川 香川大学附属
坂出小学校教頭）

保健

課題と自分を結びつけて得た情報や知識を，生活に活かし続ける
子ども

坪井　健治
（岡山 津島小学校教諭）

寺尾　知浩
（岡山 岡山市教育委員会
保健体育課指導副主査）

子どもたちの主体的な活動をつくり，確かな力を培う学習の展開
～豊かなかかわりと学びを大切にした体育学習～

村田　了一
（鳥取 郡家西小学校教諭）

池田　康明
（鳥取 鳥取県教育委員会

体育保健課係長）

異学年合同 多様な他者と学び合う中で，運動することを楽しむための工夫を
し続ける子ども

清友　啓介
（岡山 木山小学校教諭）

岡﨑　晃治
（岡山 遷喬小学校教頭）

鈴木　秀和
（岡山 美咲中央小学校教諭）

原　祐一
（岡山 岡山大学大学院
教育学研究科講師）
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７　講　　演　　　　　　　東京学芸大学　副学長　　松田　恵示　先生
　　　　　　　　　　　　　　　演題「深い学びを生み出す体育学習」

本日の講演では，今日のすばらしい授業や先生方の研究，あるいは中・四国の学校体育大会の果
たしてきた機能を含めて，これからの子どもたちの体育の在り方について考えてみたい。
本日は，以下の３つについて話を進めていきたい。
⑴　体育授業改善の背景
学習指導要領の改訂，全面実施を前に，中・四国地方で取り組んでいる体育授業について先生方
の研究もはっきりとした方向性をもって向かっていると思う。体育の授業づくりや，子どもたちと
体育の関係を考えたとき，体育の授業改善の背景を改めて考えておきたいと思う。
⑵　学習指導要領「見方・考え方」と「運動・スポーツ」の再考
今回の学習指導要領の改訂では，「アクティブ・ラーニング」が非常に大きな言葉として出ている。
実は「見方・考え方」という言葉が，大きな役割をもって示されている。この言葉が体育の授業づ
くりにおいて，期待されていることが強く表されていると思う。「見方・考え方」と，我々が子ど
もたちに運動やスポーツを教えるということについての関係性について考えていきたい。
⑶　「深い学び」を生み出す体育の授業改善の視点
教育政策で強調されるような，求められる深い学びを実現するために，どのようなことを具体的
にやっていけばよいのかについて話していきたい。

⑴　体育の授業改善の背景
これからの社会を考えたときに一つ大きな問題となるのは，人工知能等の技術革新が進むことに
よる非常に大きな社会変化が予想されていることである。AIやIoTと呼ばれる新しい技術は，これ
までのICTのように便利性が高まるというよりは，社会の在り方を根本から変えてしまう。その中で，
文部科学省内タスクフォースでも，Society5.0に向けた新たな時代に教育がどのように変化してい
くのかについて緊急に議論されている。人工知能等による第４次産業革命後の社会をSociety5.0と
いうが，その頃には，AI 技術により相当の仕事が代替可能になっており，47％程度の仕事が10年，
15年の間になくなると言われている。このような大きな変化の中で，子どもたちに何を教育すれば
よいのか。もちろん教育自体にもAIの利活用が進むことが予想されている。タスクフォースでは，
だから基礎が必要だという面と，だから今までの枠組みを超えて，もっと子どもたちの求められる
新しい力を伸ばしていかなくてはならないという二つの面が同時に必要だと言われている。また，
学級単位，あるいは同一学年でカリキュラムを組む，さらには学校と地域と家庭が区別して子ども
を育てていく，このような仕組みも変わっていくのではないかとさえ議論されている。
OECD（経済協力開発機構）のエデュケーション2030では，そんな時代に応じて，教育観がコンピテン

シー（資質・能力）ベースに転換することが大切だとも言われている。今回の学習指導要領で非常に大
きく変化したのは，コンテンツベースからコンピテンシーベースに教育観が変わったことである。これは，
知識や技術を子どもに伝える，あるいは子どもたちが習得するという教育のイメージから，知識や技術
を何のために使って何ができるかという力としての資質・能力を高めていくことが大事だという考え方で
ある。また，OECDでは，今後，そうしたコンピテンシーにいわば「魂」を入れていく役割を果たすこと
になる「エージェンシー（責任主体性）」という言葉に注目が集まっている。エージェンシーとは，自ら
物事を進めることができ，遂行する責任を持ち，変革を起こすことができるという，３つの力を指している。
つまり，現在の全般的な教育政策では，社会の変化を見通して教育の在り方が問われているが，エー

ジェンシーなど，今後，注目されていく概念も含めて，コンピテンシーベースでの力をもった子ども
を育てることが大きな柱となっているのである。私は，体育ではこのような子どもたちの力を今まで
ずっと大事にしてきたと思っている。他教科に比べて，体育は先行しているようにも感じている。そ
のことをしっかりと確認しつつ，さらに促進させるような学習指導が出てくると，逆に体育は，他の
教科に先駆けた，今後の学校で求められるある種の学習指導のモデルになっていくとさえ考えている。
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⑵　学習指導要領「見方・考え方」と「運動・スポーツ」の再考
主体的・対話的で深い学びの意味  
PISA2015の結果は，学力低下が問われた時期から比べると，実は回復してきている。しかし，
問題なのは，他国に比べて勉強するということが自分の将来に役立つと感じている子が少ないなど，
学習することの意味や価値を評価できない子どもたちが多い点にある。このような課題が，今回の
学習指導要領の「何ができるようになるか」，「何を学ぶか」，「どのように学ぶか」という３つの柱
からなる改訂作業に，深くつながっている。
試験に出るから覚えなくてはいけないではなく，子どもたち自身が将来に対するビジョンをもっ
ていて，これを学ぶことが自分にとって大事だと感じて学ぶ。すると，同じ事を学んでも役に立つ
という気持ちが強く出てくる。この二つの違いは，教えていることは同じだけれども，教え方，学
び方が違うということである。どのように学ぶかということが，主体的・対話的で深い学びにつな
がっていくのである。これがアクティブ・ラーニングの趣旨である。
そこで，今日の研究会での先生方の議論を聞いたり，書かれた文章を読んだりして，今後さらに
付け加えて授業研究をするとよいと思うことを一つ指摘しておきたい。体育では運動が面白いとか
楽しいということを子どもたちにしっかりと伝えたいという気持ちがある一方で，そのプロセスの
中でしっかりと技能を身に付けさせたいという気持ちもある。ただ，その両方はあくまでも学習内
容であり，むしろ今問題になっているのは，どのように学ぶかという学びの方法そのものである。
学びのプロセスが授業の中で変わっていかなくてはいけない。つまり，内容ができたかで我々が授
業を評価するのではなく，内容に向かっていく中で，子どもたち自らで主体的，対話的で深い学び
を進めるプロセス全体を保障することで，子どもを育てるという観点で授業を評価することに向
かってほしいと思う。子どもたちが自ら一生懸命になって課題に向かっていくプロセスを育ててい
くことが，この主体的・対話的で深い学びということの求められている意味である。
体育における「見方・考え方」とは  
アクティブ・ラーニングは，教師が子どもとの対話的関係の中で一緒になって子どもと学んでい

く学習の在り方であり，主体的・対話的で深い学びのかぎとなるのは，各教科の特質に応じた「見方・
考え方」でもある。例えば，数学を学ぶことで身に付いた知識や技能をいろいろなものに活用して，
数学的見方で課題を解決していく。そうすることで，数学が生きて働く力になる。では，体育的見方・
考え方とはどういったものなのだろう。学習指導要領の解説では，運動やスポーツは特性に応じた
楽しさや喜びがあることと体力の向上につながっていることに着目するとともに，「すること」だけ
でなく，「みること」，「支えること」，「知ること」など，自己の適性等に応じて，運動やスポーツと
の多様な関わり方について考えることと記載されている。つまり，「する・みる・支える・知る」の
４つの力をバランスよく授業の中で身に付けていくことが，生涯のスポーツライフを実現させる体
育的見方・考え方なのである。それが，体育のアクティブ・ラーニングに求められている。
そもそも運動とスポーツは，どんな意味をもっているのか。例えば，階段を上ることは運動である。
いわゆる体の動きとしての運動であり，スポーツではない。しかし，二人で競争する，ルールを守る
などを加えると，楽しいと感じる「スポーツ」に変わっていくのだと思う。つまり，体育で子どもた
ちが学ぶことは，「運動＋人間性＋遊戯性＝スポーツ」そのものなのである。だから，動きだけを教
えているのは体育的見方から外れてしまう。それでは，体育が，人間性全般を教育することにもつ
ながらない。知識・技能というただの身体の動きに，人間性を支えるルール・マナー，さらには楽し
さ・喜びも加えて，それらが体育の見方・考え方として，人生の様々な場面で生きてくることになる。
だからこそ，それが一つの「ライフ」として文化になり，生涯にわたるスポーツライフを創造する。
このように考えていくと，スポーツという文化的まとまりに対して，「挑戦課題」という言葉か
ら子どもたちの学習を充実させていきたいという岡山県の提案は，一つのアプローチであるとは思
う。全体説明の中で，運動やスポーツという子どもにとって学習を意味や出来事として捉えていき
たいと言っていた。それは，体の動きだけを身に付けさせるのはスポーツや運動を身に付けたとは
言わない，ということを強調するものであろう。このような考えが出てくると，ある技術が身に付
いたから，あるいは楽しいと答えてくれたからこの授業はよかった，というような不十分な授業か
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ら脱却できるのではないかと思う。つまり，挑戦課題を明確にすることで，この技術をもっと工夫
したい，新しい課題を見つけたいというように子どもがエージェンシーをもってスポーツに関わっ
ていくという，プロセス全体を考えようとしているように見えるからである。
もう一点，体力の問題もある。運動を行うということは，健康や体力の維持向上につながってい

る。ただ，生涯の中で考えるとその重要度は変わってくる。小学生や中学生は，健康や体力の維持
向上よりも，スポーツ・運動を楽しみたいという気持ちが大きい。そうした場合，小学校ではどの
ような教え方が必要なのか，中学校ではどのような教え方が必要なのかと，発達段階に応じた連続
性をきめ細やかに考えていく必要があると思う。
中・四国体育の研究について  
中・四国の学校体育の大会は，全国的に見てもすばらしいものだと心から感じている。それは，
県単位で体育の考え方や学習指導の研究の方向性が少しずつ個性的に違っているからだ。「技術を
しっかりと身に付けさせたい」という考え方もあれば，「技術よりも楽しいと思えることが体育なのだ」
という考え方もある。しかし，その幅の中で９県が一緒になって子どもたちのためにという共通点か
ら意見を交わしている。もしも，中・四国はこうあるべきだという同じ型であったならば，ここまで
盛んにはならなかっただろう。思いは一緒だがアプローチにはそれぞれの個性があるからこそ，いろ
いろな意見が交わされる。そのことがそれぞれの考えをさらに強めたり，あるいは修正したり，お互
いが切磋琢磨することで，全体がレベルアップしている。これが，まさにアクティブ・ラーニングと
いうことである。本当にすばらしい大会だと思う。中・四国の先生方は，子どものためにという同じ
思いでつながれている部分において，すばらしい。これからの社会変化の中で，「体育に問われてい
ることは何か」ということをそれぞれでさらに詳しく考えてみるということも必要になってくるので
はないか。だから，アクティブ・ラーニングを考えるそもそもの根拠について，「なぜ今それが求め
られているのか」，「何を求められているのか」をみなさんに伝えられたらと今日は思っている。

⑶　「深い学び」を生み出す体育の授業改善の視点
「ねらい」のもち方，もたせ方の工夫  
「ねらい」のない活動は学習ではない。ねらいを達成できたかどうかを評価し，自分を高めてい
くことが学習になる。だから，どのようなねらいをもつかが大切なのである。先生の教えたいこと
から出てくるねらいではなく，子どもたち自身が主体的にもてるねらいでなくてはアクティブ・ラー
ニングにならない。そのためには，子どもがねらいや課題を発見することができなくてはいけない。
だからこそ，教材研究が重要な意味をもっている。
主体的な学びの意識  
アクティブ・ラーニングの子どもの活動は，まずゲームがあって課題を発見する。さらにゲームを行う

ことで新たな課題が見つかり，練習する。この循環が各単元において二回り，三回りすることが望ましい。
課題解決のための支援・指導の工夫
課題解決のためには，しっかりとした指導が必要だと思う。これは，中・四国の体育はすばらし
いと思う。ぜひ，体育を専門としていない他の先生方に広げていってほしい。
「弱いつながり」を大切に
活発な議論のためには，弱いつながりの方が気楽に話をすることができる。 間のあるつながり

の方が，ディスカッションできるのだ。そういったことが，体育でももっと積極的に行えるとよい
が，これは具体的なグルーピングや学級集団の作り方も反映される。
「何をどのように」を評価するとともに，次の学習に生かすサイクル
これまでの評価は，スタートとゴールがあり，どこまで行ったかということを評価していた。と

ころが，これからはスタートがあり，あの辺りに行くのだなという目標は立てるが，途中で目標を
立て直したり，進路を変えたりということを常に行っていく動的な動きを評価する。そういった評
価がコンピテンシーを育てると言われている。基本的には，目的のために評価することが重要であ
る。新しい評価であるので，中・四国でもそういう研究が今後出てくるのではないかと期待している。
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「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～

水と親しみ，水を楽しめる子どもを目指して
「ふなっこウォーターランドであそぼう」　１年　水遊び

『わたしたちのたいいく』 P.18 ～ 21
鳥取県八頭町立船岡小学校　教諭　露木　克久

１　はじめに
水遊びは，水に慣れ親しむことや浮いたりもぐったりすることを楽しく行う中で，水の特性につ
いて体験的に知ることができる運動遊びである。この基礎的な感覚は，中学年での「浮く・泳ぐ」
運動，高学年での「水泳」へと続いているため，低学年時に水と親しみ，水を楽しめるようになる
ことが，高学年で正しい泳ぎ方を身に付けることにつながっていく。また，水に慣れる遊びや，浮
く・もぐる遊びを通して，課題を達成する喜びを味わうこともできる。
本単元では，『わたしたちのたいいく』を活用し，系統性を意識した多様な運動遊びを経験でき
るようにした。また，子どもが運動遊びの行い方や，プールでのきまりについて視覚的にとらえら
れるよう，『わたしたちのたいいく』のイラストを使って掲示物を作成し，学習に活用した。

２　実践内容
⑴　単元名　「ふなっこウォーターランドであそぼう」　『わたしたちのたいいく』　１年　P.18～ 21

⑵　単元目標
○ 　水につかったり移動したりすることや，水に浮いたりもぐったり，水中で息を吐いたりす
ることができるようにする。 　【技能】
○ 　運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，水遊びの心得を守って安全に気を付けたり
することができるようにする。 【態度】

○　水中での簡単な遊び方を工夫できるようにする。 【思考・判断】

⑶　単元計画（全13時間）

１ ２～ 12 13

オリエンテーション
・ 学習の進め方
・きまり
・やってみよう
・シャワー
・シャワー
　じゃんけん
・かおあらい

準備運動・シャワー・バディ確認
やってみよう（水かけっこ・シャワーじゃんけん・象の水浴び） ふ

な
っ
こ
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
で

あ
そ
ぼ
う

活動①「きまりをまもって水あそびしよう」
うずまきごっこ・おにごっこ・でんしゃごっこ・たからさがし・
水中にらめっこ・ジャンプあそび・水中じゃんけん

活動②「いろいろなもぐりっこあそびやうきっこあそびをしよう」
ロケットはっしゃ・ラッコのひるね・だるまうき・ふしうき
（かべ・手・ビートばん・ひとり）・立ち上がり・ばた足およぎ
（かべ・手・ビートばん・ひとり）

バディ確認・振り返り・シャワー
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⑷　授業の実際
①　単元の全体像を把握させるために
　オリエンテーションで，「プールでのきまり」，「やくそく」と
ともに，「やってみよう」や「活動①」，「活動②」の内容について，
『わたしたちのたいいく』のイラストを拡大コピーしたものを用
いて説明した。言葉だけでの説明ではなく，視覚的にも理解する
ことができたので，実際の活動をスムーズに行うことができた。

②　学習内容を確認するために
　毎時間の学習の始まりに，その時間に取り組む水遊びについて，
「今日は○○と，△△と，□□をするよ。」などと，掲示物を使っ
て内容を確認するようにした。イラストを使って動きのポイント
を確認することもできた。
　また，学習の終末に，その時間取り組んだ水遊びについて，「今
日○○がうまくできた人は手を挙げてください。」などと尋ね，
振り返りにも活用した。自分ができる遊びと，まだできない遊びを
意識する子どももあり，課題意識を高めることにもつながった。

③　遊び方を決定するために
　ウォーターランドで，自分たち
のグループがどんな遊びをするか
選ぶ話し合いの際に活用した。で
きる遊びを確認したり，できない
遊びを練習して取り入れたりする
ために，イラストが役立った。

３　終わりに
　水に対する抵抗感をなくし，水に親しみ，水を楽しむ子どもを育てるためには，教師が技能の系
統を意識しながら，意図的に水遊びをさせることが必要だと考えている。今回，『わたしたちのた
いいく』を用いることで，中学年での「浮く・泳ぐ」運動，高学年での「水泳」へとつながる水遊
びを系統的に行うことができた。また，掲示物を作成し，『わたしたちのたいいく』のイラストが
常に目に入るようにしたことで，取り組む内容が明確になり，児童の意欲を高めることができた。
　これまで，本が水に濡れてしまうことから，プールで『わたしたちのたいいく』を活用すること
は少なかったが，全体に向けての掲示物にすることで学習に役立てることができた。

・掲示物を使っての内容確認

・だるまうきに挑戦

・友達とばた足およぎ

・〔P.18，19] のイラストを用いた掲示物

－　 －9
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「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～

「できた」から「もっとやってみたい」を生む授業を目指して
「みんなで目指そう　てつぼう名人」　２年　鉄棒を使った運動遊び

『わたしたちの体いく』 P.６～９
香川大学教育学部附属坂出小学校　教諭　安岐　美佐子

１　はじめに
　鉄棒を使った運動遊びでは，その行い方を知るとともに，鉄棒を使って，手や腹，膝で支持したり，
ぶら下がったり，易しい回転をしたりして，楽しく遊ぶことをねらいとする。中学年以降の器械運動
につながるため，遊びの中に器械運動と関連の深い動きを意図的に取り入れていくことで，基礎と
なる体の動かし方や，感覚を身に付けることが大切である。しかし，日常生活の中で，物にぶら下がっ
たり，逆さになったりする経験が少ない子どもたちは，鉄棒を使った運動遊びに対して不安感や恐
怖感が強く，進んで取り組みにくい様相が見られた。そこで，『わたしたちの体いく』を使用し，ど
のような体の動かし方をすると楽しく遊ぶことができるのか，イラストで見通しをもたせた。そして，
これまでに経験したりできそうだと思ったりした技から取り組み始めて，「できた」という思いを積
み重ねられるようにし，子どもたちが「もっとやってみたい」と思えるような授業を目指した。

２　実践内容
⑴　単元名　「みんなで目指そう　てつぼう名人」　『わたしたちの体いく』　２年　P.６～９

⑵　単元目標
〇　支持しての上がり下り，ぶら下がりや易しい回転をすることができるようにする。 【技能】
〇 　鉄棒遊びに進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全に気を付けたり
することができるようにする。 【態度】

〇　器械・器具を用いた簡単な遊び方を工夫できるようにする。 【思考・判断】

⑶　単元計画（全６時間）

時 １ ２～５ ６

学 

習 

活 

動

オリエンテーション
・ きまり，学習の場，
安全面について
知る。
・ 「やってみよう」
やぶら下がり遊
びを行う。

○ 手や腹，膝で支持したり，ぶら下がったり，揺
れたり，とび上がったり，とび下りたり，易し
い回転をしたりして鉄棒遊びをする。
○鉄棒遊びの中から，できそうな遊びに挑戦する。
○ いろいろな鉄棒遊びを組み合わせたり，友達と
合わせたりと工夫する。
○いろいろな鉄棒遊びを友達と見せ合う。

学習のまとめ
・ できた技を
発表する。

⑷　授業の実際
①　見通しをもたせるための活用
　これから授業で行う遊びの見通しがも
てるように，まず，１年の『わたしたち
のたいいく』と２年のものを比較させた。
今の自分にもできそうな遊びを見付けさ ・既習事項の確認 〔P.６，７〕

－　 －10
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せ，挑戦する遊びを選択できるようにした。そして，遊びができると，各ページにある花に色
を塗ることで，「できた」喜びを感じられるようにした。また，まだ塗っていない新しい遊び
が明確になり，進んで挑戦する姿が見られた。さらに，工夫していく際にも，『わたしたちの
体いく』のイラストを用いて工夫点を参考にすることで，「足抜き回りと地球回りを組み合わ
せると楽しそうだな。」と意欲的に活動を行うことができた。

②　運動が苦手な子どもに対する活用
　自分が思ったように遊べない子どもは，イラストを手がかりにして友達同士で動きのポイントを
伝え合ったり，支え合ったりすることで，「両足振
りのとき，ぐらぐらしていたんだけど，ひじを伸ば
せばいいんだね。」「地球回りは手を×にして始め
るのに，ぼくはまっすぐになっているな。」と課題
を見付けたり，「回るときはお尻を上げたままにす
るんだね。」と動きを確認したりすることができた。

③　友達との関わりを充実させるための活用
　本実践では，すでに書かれているイラストの吹き出しに加え，子どもたちが見付けた動き方
のこつや感じなどを，吹き出しを使って書き込んでいった。そうするこ
とで，話し言葉でのやりとりが難しい低学年の子どもたちでも，イラス
トと合わせて文字が残っていることで，イメージを共有することができ
た。そして，「足抜き回りをするときは，腕を伸ばして，体を小さく丸
めたらうまくいくよ。それで，前後連続で一緒に合わそう。」と自分の
考えた動きを伝え合っていったのである。

④　振り返りのための活用
　単元を通して『わたしたちの体いく』の「学習の
まとめ」を用いて，振り返りを行った。ここには，「自
分ができるようになったこと」だけでなく，「仲よく
できたか」や「友達のよい動きや楽しい遊び方を見
付けられたか」という協働の観点で振り返ることもで
きるため，体育の見方・考え方の醸成にもつながった。
また，今の自分は何ができて，次の時間には何がしたいのかを考えられるようになり，意欲的に学
習に取り組めるようになった。さらに，次の学習へ向けて，教師が実態を見取ることもできた。

３　終わりに
『わたしたちの体いく』は，イラストで動きが細分化されており，動きのポイントを捉えにくい
子どもにとっては，ポイントを自分自身で確認する手がかりとして用いることができた。そのため，
運動を苦手と感じている子どもも，休み時間にイラストのポイントを確認しながら，意欲的に鉄棒
で遊ぶ姿が見られた。
『わたしたちの体いく』を活用する際には，子どもたち自身が動きのポイントやこつを自ら発見
することなど，主体的な学びを保証するために，イラストやこつを提示するタイミングを検討して
いく必要がある。

・〔P.７〕を活用した関わり

・〔P.９〕を活用した振り返り 

－　 －11

中_四国の体育_第47号_P08-21.indd   11 2019/02/01   16:52



「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～

意欲的に運動に取り組む子どもを目指して
「小がたハードル走」　３年　走・跳の運動

『わたしたちの体育』 P.42 ～ 45
高知県高知市立三里小学校　教諭　山﨑　飛翔

１　はじめに
小型ハードル走は陸上運動系の領域として，中学年の「走・跳の運動」に位置付けられている。
本単元のねらいは，「練習や競走の仕方を工夫して，小型ハードル走をしよう。」である。ねらいを
達成するために，従来のハードルだけでなく，『わたしたちの体育』に記載されているいろいろな
用具を工夫した小型ハードルも使用し，子どもが自分に合ったインターバルを見つけていき，ハー
ドルをリズムよく越えることができるように指導していく必要がある。
また，障害物を小型ハードルからやわらかいものに変えたり，ハードルの高さを子どもの実態に
合わせて変えたりするなどの工夫をして，安全面にも十分考慮して指導をしていく。

２　実践内容
⑴　単元名　「小がたハードル走」　『わたしたちの体育』　３年　P.42 ～ 45

⑵　単元目標
○　小型ハードルを調子よく走り越えることができるようにする。 【技能】
○ 　運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場や用
具の安全に気を付けたりすることができるようにする。　 【態度】
○ 　自己の能力に適した課題をもち，動きを身に付けるための活動や競走の仕方を工夫できる
ようにする。 【思考・判断】

⑶　単元計画（全６時間）

時 １ ２・３ ４～６

学 

習 

活 

動

① 学習のねらいと進め方を
知る。
② 用具の使い方について
知る。
③ きまり，学習の場，安全
面について知る。
④「やってみよう」を行う。
⑤ 学習のまとめの仕方を
知る。

①「やってみよう」を行う。
② 活動①の小型ハードル　
走を行う。

③ 調子よく走り越せている
かを友達と見せ合う。

④本時のまとめをする。

① 活動②の小型ハードル走
を行う。

②チームで競走する。
③本時のまとめをする。
※単元のまとめをする。

－　 －12
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⑷　授業の実際
①　やってみようの活用
　「やってみよう」の活動は体育館で行った。
「やってみよう」では，活動①につながる，
短い助走をつけての跳び越しなどの動きを
身に付けさせることをねらいとして「川と
び」（P.43）を行った。「川とび」では，ケンステップを使用し，助走のスピードを落とさない
で，リズミカルに川を跳び越す感覚を意識させた。また，個人差に応じて，ケンステップの間
隔を狭めたり，広くしたりするなどの場の設定をした。

②　活動①の活用
　活動①では，「インターバル見つけ」（P.44）を行った。例示されている通り，第２時では，イ
ンターバルを4m，4.5m，5m，5.5mと４つのコースに分け，自分に合ったインターバルを見付けさ
せることをねらいにして取り組んだ。インターバルを見付けるだけではなく，スピードを落とさな
いように同じリズムで走ることも指導した。各コースを跳んで自分に合ったインターバルを見付
けることができた子どもが多かった。しかし，ハードルを跳び越えることに恐怖心がある子ども
が数名いた。そこで第３時では，子どもの実態に応じてハードルの高さを変えたり，段ボール箱
で作った小型ハードルを使
用したりすることで，恐怖
心がなくなり，リズミカル
に跳ぶことやインターバル
を見付けることができる児
童が前時より多くなった。

③　活動②の活用
　活動②では，「ハードルきょう走」（P.45）を行った。自分に合ったインターバルや小型ハー
ドルを選んで友達と競走した。「スピードは落とさないこと」，「強く踏み切ること」など大事な
ポイントを確認し，チームに分かれて競走した。チームごとに，「インターバルを意識して跳ぼ
う」，「遠くから踏み切ろう」など，目標を設定し，活動に意欲的に取り組ませた。チーム内で
作戦を考え，互いに教え合うことで，より楽しく活動する姿を見ることができた。活動①では，
ハードルを跳び越えるときに，スピードを落としてしまう子どもがいたが，活動②ではスピー
ドを落とす子どもは少なくなっていた。活動②を
終えて，自分に合ったインターバルで跳ぶこと，
リズミカルに跳ぶこと，踏み切りの大切さ，スピー
ドを落とさないことを意識させることができた。

３　終わりに
『わたしたちの体育』を活用することで，子どもが見通しをもって小型ハードル走に取り組み，
運動が苦手な子どもへの手立てを考えていくことができた。また，掲載されているイラストを見せ
ることでイメージを共有することができた。自分に合ったインターバルを見付けることやスピード
を落とさないことなどのポイントが明確になり，意欲的に活動することができた。
今後も，『わたしたちの体育』を積極的に活用し，日々の授業実践に取り組んでいきたい。

・川とび〔P.43〕

・インターバル見つけ〔P.44〕

・ハードルきょう走〔P.45〕
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「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～

仲間と動きを高め合いながら課題を追求する子どもを目指して
「高とび」　４年　走・跳の運動

『わたしたちの体育』 P.12 ～ 17
広島県広島市立戸坂小学校　教諭　前田　心平

１　はじめに
高跳びは，短い助走から調子よく片足で踏み切り，より高く跳ぶことに挑戦する運動である。ま
た，助走や踏切の仕方を工夫して技能の習熟を図りながら，自己の記録の伸びを楽しむことができ
る運動である。
運動の構造は，｢助走・踏切・空中姿勢・着地｣ の４つに分かれている。本単元では「助走」は
３～５歩でリズミカルに助走すること，｢踏切｣ は足の裏全体を使って力強く踏み切ること，｢空中
姿勢｣ は振り上げ足を高く引き上げ，抜き足を胸に引きつけるようにすること，｢着地｣ は，膝を
柔らかく曲げ，バランスよく着地することができるようにすることをねらいとする。
本実践のテーマとして挙げている「仲間と動きを高め合いながら課題を追求する」ためには，友
達が「どこにつまずいているか」また，「どこを直していけばより高く跳べるようになるか」正確
に見取り，伝えることができるようになることが必要である。関わりの中で見付けた自分の課題を
意欲的に追求していく子どもの姿を目指す。
そこで，「助走」「踏切」「空中姿勢」など運動の構造に合わせて，それぞれのポイントや見取る
際の視点が書かれている『わたしたちの体育』を活用し，主体的に取り組むことができるようにする。

２　実践内容
⑴　単元名　「高とび」　『わたしたちの体育』　４年　P.12 ～ 17

⑵　単元目標
○   短い助走から強く踏み切り，足を高く上げて跳び，膝を曲げてやわらかく着地することが
できるようにする。 【技能】

○  　運動する場や用具の安全に気を付け，運動に進んで取り組むことができるようにする。 【態度】
○ 　自己の能力に適した課題を見付け，動きを身に付けるための活動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・判断】

⑶　単元計画（全６時間）

時 １ ２～５ ６

学 

習 

活 

動

 高とびの行い方を知ろう。
・学習の流れを知る。
・ きまり，学習の場，安全
面について知る。
・ 基本の跳び方の確認を
する。
　 （助走は３歩，着地は膝
を曲げる。）

・ はじめの記録を測定する。

 『わたしたちの体育』を活用する。
 振り上げ足を高く上げて跳ぼう。
・ 振り上げ足の裏が見えるように跳ぶ。
 ぬき足を高く上げて跳ぼう。
・ぬき足を胸に引きつけて跳ぶ。
 リズミカルに助走して跳ぼう。
・３～５歩でリズミカルに助走して跳ぶ。
 力強く踏み切って跳ぼう。
・足の裏全体を使って力強く跳ぶ。

  これまでの学習
を生かし，高と
びに挑戦しよう。
・ 記録を測定す
る。
・ 学習のまとめ
をする。

 

－　 －14

中_四国の体育_第47号_P08-21.indd   14 2019/01/30   14:17



⑷　授業の実際
①　スモールステップの場に取り組む際の活用
『わたしたちの体育』の「やってみよう」の欄
には，主運動につながる運動が例示されている。
本単元の前半では，恐怖心などから跳べない児
童のスモールステップの場として，「新聞紙とび」
「だんボール箱高とび」「ゴム高とび」を設定した。
「新聞紙とび」「だんボール箱高とび」で跳び方を
体感させ，次第にゴムやバーを跳ぶ場に移行して
いった。
また，助走の局面について学習する場面では，『わたしたちの体育』
にある輪ふみ高とびの場を設定し，３歩でリズムよく跳べるようにした。
輪ふみ高とびの場は，踏み切り足が定まっていなかったり，バーに対す
る距離感覚がつかめなかったりする児童にとって，自分に適した助走を
つかませるために有効であった。観察する児童にとっても，｢踏み切る
場所が近すぎるよ。｣「もっと一歩一歩を大きくとってもいいと思うよ。」
など見る視点が明確であったため，自然と関わりが生まれた。

②　関わり合いを充実させるための活用
『わたしたちの体育』には声かけの例として「リズムよ
くとぼう」とある。この「リズムよく」を意識させるために，
周りの子たちには「トン・トン・ターン」というオノマト
ペや「みぎ・ひだり・みぎ」という言葉かけをさせた。
また，助走の際には「足のうら全体でふみ切ろう」とある。
実際の授業の際には，この「足のうら全体でふみ切る」こ
とを「大きなバンという音がなるようにふみ切る」「最後
の一歩はしずみこんで力強くふみ込む」など，子どもの言
葉に置き換えて，紹介していった。
このように，『わたしたちの体育』に記載されている記
述を授業の中でさらに具体的な言葉として置き換えていく
ことで，様々な言葉でアドバイスを送るようになり，豊か
に関わり合う姿が見られた。運動の感覚を言葉にして伝え
ることは難しいことだが，『わたしたちの体育』を活用し，
言葉を充実させることで活発な関わり合いが生まれた。

３　終わりに
『わたしたちの体育』は，場や教具が示されているので，子どもたちに運動の方法や場の設定の
イメージをもたせるのに有効である。それに加え，具体的な言葉かけを考えることや運動を観察す
る視点を明確にする際にも有効だったと考える。関わり方が明確になったことで，互いの言葉かけ
が「がんばれ」や「いいよ」など抽象的なものでなく，「足のうらをもっと見せて」「最後の一歩は
もっと強く」など具体的な言葉かけができるようになり，一人ひとりが自分の課題を明確にもつ
ことにつながったと考える。

・学習のあしあと [P.17]

[P.15]
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「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～

自ら考え，関わり，仲間とともに高め合える子どもを目指して
「つないで入れよう！」　５年　ボール運動（ハンドボール［ゴール型］）

『わたしたちの体育』 P.48 ～ 53
徳島県徳島市津田小学校　教諭　清谷　愛実

１　はじめに
　高学年のボール運動は「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」で構成され，ルールや作戦を
工夫したり，集団対集団の攻防によって仲間と力を合わせて競い合ったりする楽しさや喜びを味わ
うことができる運動である。
　本単元では，ゴール型のハンドボールをベースにした簡易的なゲームを通して，仲間とともに話
し合って作戦を選び，ボール操作やボールを持たないときの動きを工夫しながらの攻防を楽しむこ
とができるようにしたい。また，ゲームをする中で，自分や自分のグループの課題を見付け，その
課題追求に向けて，仲間とともに話し合いやゲームを繰り返し行いながら互いに高め合える子ども
の姿を目指したい。
　そこで，今回は『わたしたちの体育』に載っているルールのイラストを提示することで，全員が
ルールを守ってゲームに参加できるようにしたり，作戦の工夫の例示を活用することで話し合いを
スムーズに進めたりすることができるように取り組んだ。また，「学習のあしあと」を毎時間の振
り返りに活用することで，自己の課題を明確にし追求できるようにしたいと考えた。

２　実践内容
⑴　単元名　「つないで入れよう！」　『わたしたちの体育』　５年　P.48 ～ 53

⑵　単元目標
　○ 　ハンド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】
　○ 　ルールを工夫したり，自分のグループに応じた作戦を選んだりするとともに，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】

　○ 　運動に積極的に取り組み，ルールを守って助け合って運動したり，勝敗や友達の考えを受
け入れたり，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・３ ４～７

学 

習 

活 

動

やってみよう
・ 学習のねらいと進め方を
知る。
・ パスアンドランやボール
を持った鬼ごっこをする。
・試しのゲームをする。

活動①
・ ゲームをしながら，基本　
的な動きを身に付ける。

・ ゲームや話し合いを繰り
返しながら，ゲームの
ルールを作っていく。

活動②
・ 基本的な動きを生かし
て，グループに合った作
戦を選び，ゲームをする。

振り返り
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⑷　授業の実際
①　活動①での活用
活動①では，ゲームを行い，その中で困ったこと

はないかを問いかけた。そして，その困り感を解消
するために，ルールを工夫するための話し合いを行
う機会を設定した。そうすることで，子どもたちがルー
ルを工夫して，攻防を楽しむことができるようにした。
例えば，ゴール前までボールが運べずにシュートチャ
ンスが得られないチームが多く見られたため，話し
合いで「ラインマン制〔ラッキーゾーンコート〔P.52〕〕」を導入したと
ころ，ルールを活用してシュートチャンスを作り出すチームが増えた。
また，子どもたちが安全で楽しくゲームに参加できるように，最低
限のルールを示すことにした。そこで，『わたしたちの体育』に載って
いる「反則」のイラスト（P.51）を黒板に視覚的に大きく提示するこ
とで，子どもたちが意識してそのルールを守ることができるようにした。

②　活動②での活用
活動②では，グループでホワイトボードを使って作戦を
考える時間をとってから，ゲームを行うようにした。作戦
を考えるときに，「『わたしたちの体育』を参考にしてもい
いよ。」という声かけを行った。すると，ボードの横で『わ
たしたちの体育』を見ながら作戦を考える子どもたちの姿
が見られた。参考になるものがあることで，子どもたちは
困ることなく話し合いをスムーズに進めることができた。

③　振り返りでの活用
「学習のあしあと」（P.53）を毎時間の振り返りとして活用
した。感想を書くときには，ただ「楽しかった」で終わるこ
とがないように，次の時間にがんばりたいこと，作戦でうま
くいったこと，友達や相手チームのよいところ，ボール操作
のコツ，動きのポイントなど観点を絞って書くよう伝えた。
そうすることで，自分や自分のグループの課題やよさを見付
けて，次時の作戦やゲームに生かすことができ，意欲を高め
る様子を見取り，評価に役立てることができた。

３　終わりに
『わたしたちの体育』を活用することで，子どもたちが自ら課題をもって積極的にボール運動に
取り組むことができた。また，ルールをイラストで提示することでイメージしやすくなり，安全に
攻防の楽しさを味わうことができ，作戦の工夫の例示を参考にすることで話し合いをスムーズに
進めることができた。そして，「学習のあしあと」に振り返りを書くことで，自己の課題がはっきり
とし，その追求に向けて仲間と話し合い，協力する姿が見られるようになった。今後も『わたしたち
の体育』を活用しながら，自ら考え，関わり，仲間とともに高め合える子どもの姿を目指したい。

・反則のイラスト〔P.51〕

・『わたしたちの体育』を見ながら

・学習のあしあと〔P.53〕

・シュートチャンスを作り出す動き
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「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～

主体的に取り組み，課題を共有し，互いに高め合う子どもを目指して
「水泳～上小記録会を開催しよう」　６年　水泳

『わたしたちの体育』 P.26 ～ 31
山口県光市立上島田小学校　教諭　武居　諒

１　はじめに
水泳学習は自己の能力や課題に適した練習や場の工夫を行い，クロールと平泳ぎの泳法を理解し，続

けて長く泳ぐこと，記録に挑戦することをねらいとしている。そのためには，自己の能力を把握して，児
童一人ひとりに課題意識を明確にもたせ，主体的に取り組むことができるようにすることが大切である。
そこで本単元では，泳法の確認から行い，児童一人ひとりの課題が明確に分かるような導入から，
個人の目標を設定させ，その到達を目指す学習を展開した。特に，『わたしたちの体育』を使った動き
の確認をする場面を意図的に設定し，児童同士で高め合い，主体的に学ぶ子どもを育てようと考えた。

２　実践内容
⑴　単元名　「水泳～上小記録会を開催しよう」　『わたしたちの体育』　６年　P.26 ～ 31

⑵　単元目標
　〇　クロールや平泳ぎで，続けて長く泳ぐことができるようにする。 【技能】
　〇　泳ぎ方やスタートに気を付けて，速く泳ぐことができる。 【技能】
　〇 　運動に進んで取り組み，助け合って水泳をしたり，水泳の心得を守って安全に気を配った
りすることができるようにする。 【態度】

　〇 　自己の能力に適した課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫することができるよう
にする。 【思考・判断】

⑶　単元計画（全12時間）
時 学　習　活　動

１

オリエンテーション
・学習のねらいと進め方を知る。
・施設等の使い方，約束，学習の場，安全面についてのルールを知る。
・『わたしたちの体育』をもとにクロール，平泳ぎの動きの確認を行い，苦手箇所に印をつける。

２
今の自分のタイムを確かめよう
・昨年度のタイムから今年度の目標タイムを設定する。
・記録を測る。

３
・
４

クロールの泳ぎ方に気を付け，続けて長く泳ごう
・バディでキックや手の動き，息継ぎのときの手のかき方や顔の上げ方を練習する。

５
・
６

平泳ぎの正しい泳ぎ方を練習しよう
・バディで手のかき方・足の動かし方，息継ぎをするタイミングを練習する。
・ひとかき・ひとけりのあとに，けのびをする姿勢を必ずとることをバディで確認し合う。

７
〜
10

自分の課題を見付け，場を選んで，長く泳いだり，速く泳いだりする練習をしよう
・ 自分の課題を見付け，課題別にグループ分かれ，『わたしたちの体育』P.26，27，30の場を
参考に課題解決に取り組む。「長く泳ぐ」「記録に挑戦」「色々な泳ぎの練習」「シンクロ泳ぎ」

11
・
12

水泳記録会をしよう
・自分の記録に挑戦する。
・タイムが近い人同士で競争する。
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⑷　授業の実際
①　オリエンテーションでの活用
　オリエンテーションでは，プールでの約束や注意事項，学習の到
達点の提示や，クロールや平泳ぎの泳法の確認を『わたしたちの体育』
（P.26 ～ P.29）で行った。『わたしたちの体育』には，手のかき方やキッ
クの仕方が図で記されているため，図を見ながらペアで動きのポイ
ントを指摘し合ったり，動きの確認を行ったりするなど，水中に入る
前に陸上でできるか確認した。そうすることで，動きのイメージを全
員がもつことができ，１時間目の水泳学習がスムーズにスタートできた。

②　平泳ぎでの活用
　６年生の多くの児童がクロールはできる
が，平泳ぎができない状態であった。その
ため，平泳ぎに必要な足や手の使い方を『わ
たしたちの体育』「活動①」（P.29）の図を
活用しペアで練習した。また，ペアから人
数を増やし，小グループを作り，自分の動
きを多くの人に見てもらうことで動きの確
認や，課題の発見，共有にもつながった。

③　友達との関わり合いの中での活用
　グルーピングを行い，常に自分の泳ぎを見て
もらったり，相手の泳ぎを観察し互いにアド
バイスをしたりしながら練習を行った。その
際に，『わたしたちの体育』に記されている「シ
ンクロ泳ぎ」を取り入れるなど，常に関わり
合いの中で活動をさせた。そうすることで，
課題の共有ができ，教え合いや競い合いを取
り入れることができた。また，アドバイスをする際には，『わたしたちの体育』に載っている
泳法をもとにポイントを示すことで，その場で動きの確認や，的確な指摘を行うことができた。

④　振り返りでの活用
　学習の振り返りを「学習のあしあと」（P.31）で行った。振り返
りを毎時間行うことで，その日に学習したことや達成したこと，
課題を確認することができた。また，次時の最初の時間に何人か
の振り返りを紹介することで意欲付けにもつなげることができた。

３　終わりに
水泳学習に『わたしたちの体育』を使用したことの成果として，25mをクロールで泳ぐことがで
きるようになった児童が，12人から18人に増えた（６年生20人中）。また，平泳ぎに関しても，多
くの児童が正しい泳法を習得し，25mを泳ぎ切ることができた。児童が主体的に取り組むことがで
きた要因として，泳ぎのポイントが図や言葉で分かりやすく記されていたことがあげられる。視覚
的な情報を取り入れることで，どのように動けばよいのか分かりやすく，目指す到達点のイメージ
がもちやすい。それにより積極的に友達との関わり合いができ，教え合いや課題の共有が行えたと
考えられる。また，４年の『わたしたちの体育』に記されている「いるかとび」も高学年で行うこ
とで水の中を進む感覚をもつことでき，充実した学習ができたと考える。今後も『わたしたちの体
育』を活用して，充実した体育の学習を行っていきたい。　

・〔P.29〕の観点を用いて練習する様子

・シンクロ泳ぎの様子

・学習のあしあと〔P.31〕
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「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～

自己の心身を解き放して表現できる子どもを目指して
「たんけんに行こう」　４年　表現運動

『わたしたちの体育』 P.30 ～ 35
愛媛県八幡浜市立松蔭小学校　教諭　伊東　伸也

１　はじめに
中学年の表現運動は，自己の心身を解き放してイメージの世界に没入し，なり切って踊ることが
楽しい運動である。また，互いのよさを生かし合って，友達と交流して踊る楽しさや喜びに触れる
ことのできる運動でもある。しかし，人前で踊ることに抵抗を感じる子どももおり，いかに子ども
たちの心身を解きほぐし，意欲や考えを引き出していくかが大切となる。そこで，子どもたちが楽
しみながら表現運動に取り組む中で，自然に心身を解き放して踊るようになることを期待し，『わた
したちの体育』を参考として学習を進めるとともに，『表現運動CD』を効果的に活用したいと考えた。

２　実践内容
⑴　単元名　「たんけんに行こう」　『わたしたちの体育』　４年　P.30 ～ 35

⑵　単元目標
　○ 　身近な生活などの題材からその主な特徴をとらえ，対比する動きを組み合わせたり繰り返
したりして踊ることができるようにする。 【技能】

　○ 　運動に進んで取り組み，誰とでも仲よく練習や発表をしたり，場の安全に気を付けたりす
ることができるようにする。 【態度】

　○ 　自己の能力に適した課題を見付け，練習や発表の仕方を工夫することができるようにする。
 【思考・判断】

⑶　単元計画（全６時間）

時 １ ２・３・４ ５・６

学 

習 

活 

動

オリエンテーション
・ 学習のねらいと進め方
を知る。
・ 「やってみよう」を行う。
・ 地域のダンスクラブ指導
者と交流し，ダンスや表
現の楽しさに触れる。

（活動①）イメージをふくらま
せて，思いつくままに踊ろう。
・ 「やってみよう」を行う。
・ イメージカードを手がかり
に，思いつくままに踊る。
・ 友達と一緒に踊ったり，
見せ合ったりする。

（活動②）表したい場面の動き方
を，友達と工夫して踊ろう。
・ 「やってみよう」を行う。
・ 「急変する場面」などを入れた
「はじめとおわり」のあるお話
に合わせて，楽しく踊る。
・ 他校の児童とできた作品の見
せ合いをし，意見を交流する。

⑷　授業の実際
①　単元全体を通した活用（「やってみよう」の活用）
毎時間，導入として「やってみよう」を活用した。「たんけんに行こう」
だけではなく，「レッツダンス」や低学年で紹介されている内容も本時
の内容に合わせた。その際，『表現運動CD』（主にⅤ「やってみよう」）
をBGMとして流すことで，子どもたちはリズムを感じながら体を動かし， ・やってみよう〔P.30〕
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心と体をリラックスさせることができた。『表現運動CD』は，どの音楽も特徴があり，子ど
もたちの自由な身体表現を引き出すのに大変効果的であった。

②　２～４時間目での活用
P.30 ～ 31の「カードを作って，みんなでおどろう」を参考にしながら，イメージカードを
作成し，グループでカードをめくって即興で表現する活動を行っ
た。今回は，海をテーマにした探検に絞って行うことにし，海から
連想できるものの写真に言葉を書き込んでお題をつくったり，聞こ
えてきそうな音などをカードに書き込んだりした。『表現運動CD』
のⅤ「やってみよう」を活用し，様々な音楽を流し，移動しながら
その音楽に合った動きを行うことで，表現することに慣れてきた。
そのことで，イメージカードに合った音や動きが表現しやすくな
り，表現運動に抵抗があった子どもたちも，大きく体を動かして楽
しむ姿が随所に見られた。

③　５・６時間目での活用
P.34の「ジャングルたんけん」を参考に
して，「漁に出かけるお話」をつくり，全
員でイメージを共有して踊り，一つの作品
をつくる活動を行った。その際，P.32 ～
33の「４つのくふう」を参考にしながら意
見交換を繰り返し，より良い表現ができる
ように工夫していった。友達と手をつない
だ状態から，ジャンプして離れて波の様子
を表現することを思いついたり，渦に巻き
込まれる激しい動きのあとに，浮かんで
ゆっくりと流されていくといったリズムの
変化を思いついたりした子どもがいた。
「４つのくふう」は，子どもたちにとって，とても分かりやすいものであった。

３　終わりに
表現運動において，適切な音楽を見付けることは容易ではない。『表現運動CD』には，様々な
活動に適した音楽が入っており，子どもの興味・関心や学習内容に合った音楽を探すことができた。
Ⅰ「１・２年」・Ⅱ「３・４年」・Ⅲ「５・６年」・Ⅳ「フォークダンス」・Ⅴ「やってみよう」と５
枚のCDに分かれているが，こだわりなく活動に合ったものを選択して使うことができた。これか
らも様々な場面で，活用していきたいと考えている。
『わたしたちの体育』に例示されている単元の展開例は，よく考えられた使いやすいものである。
この展開例を基本としながらアレンジを加えることで，それぞれの学校の実態に応じた授業を展開
することができると考える。また，子どもたちの表現力をより高めたい場面で「４つのくふう」を
示すことは，動きがより豊かになり，とても効果的であった。
これからも，子どもたちの実態に応じて『わたしたちの体育』と『表現運動CD』を活用し，よ
り良い表現運動の授業づくりに取り組んでいきたい。

・イメージカードを用いた活動

・４つのくふう〔P.32 ～ 33〕
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１．主　催　　中・四国小学校体育連盟　徳島県教育委員会　　　徳島市教育委員会
　　　　　　　徳島県小学校教育研究会　徳島県小学校体育連盟　徳島市・名東郡小学校体育連盟

２．後　援　　スポーツ庁（予定）　徳島県小学校長会　　　　　　　　　　
　　　　　　　徳島県教育会　　　 徳島市・佐那河内村小学校長会　　　

３．主　管　　第57回中・四国小学校体育研究大会（徳島大会）実行委員会
　　　　　　　徳島市津田小学校

４．期　日　　平成31年11月15日（金）

５．会　場　　徳島市津田小学校
　　　　　　　　 〒770-8004　徳島市津田西町2丁目5番27号　　  
　　　　　　　　 088-662-0559　E-mail：tuda_es@tgn.tcn.ne.jp 

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：東京学芸大学教授　副学長　　　　松田　恵示　　先生
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大会主題

豊かな学びが　子供の未来をつくる　徳島の体育
―運動の本質的なおもしろさの世界でこだわりをもって課題追求し続ける子供―

第57回　中・四国小学校体育研究大会（徳島大会）予備案内
第61回徳島県小学校体育科教育研究大会
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８．公開授業及び授業分科会（未定）

９．分科会名及び分科会研究主題・提案発表担当県

No. 分科会名 分科会テーマ 発表県

1
体つくり運動
（体ほぐし）

自分の思い通りに身体を操作する中で，自らの課題を追求し，
心と体の変化に気付いたり仲間と関わり合ったりする子供の育成

鳥 取
徳 島

2
体つくり運動
（多様な動き・体力）

条件に合わせて身体を思い通り操作する中で，自らの課題を
追求し，楽しみながら動きの質を高める子供の育成

香 川
徳 島

3
走・跳の運動
（低・中）

目的とする場所まで移動したり跳び越えたりする中で，自らの
課題を追求し，走ったり跳んだりを楽しむ子供の育成

香 川
徳 島

4
陸上運動
（高）

目的とする場所まで移動したり跳び越えたりする中で，自らの
課題を追求し，楽しみながら走ったり跳んだりする動きの質を
高める子供の育成

島 根
徳 島

5
器械・器具を
使った運動遊び
（低）

身体を操作し，器械・器具とふれあう中で，自らの課題を追求し，
回ったり体を支えたり逆さになったりする動きを楽しむ子供の
育成

岡 山
徳 島

6
器械運動
（中・高）

身体を操作し，器械とふれあう中で，自らの課題を追求し，
楽しみながら安定した動きの質を高める子供の育成

山 口
徳 島

7
ゲーム
（低・中）

攻防のおもしろい世界で，自らの課題を追求し，楽しみながら
動きの質を高める子供の育成

高 知
徳 島

8
ボール運動
（高）

攻防のおもしろい世界で，自らの課題を追求し，楽しみながら
集団としての動きの質を高める子供の育成

愛 媛
徳 島

9 水　　泳
水中で浮いたり，スタートからゴールまで移動したりする中で，
自らの課題を追求し，楽しみながら泳ぎの質を高める子供の育成

広 島
徳 島

10 表現運動
日常にはない時間や空間をみんなで創り出す中で，自らの課題
を追求し，楽しみながら踊りの質を高める子供の育成

愛 媛
徳 島

11 保　　健
健康について自分事としてとらえる中で，自らの課題を追求し，
健康な生活を追い求める子供の育成

高 知
徳 島
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各県研究主題と主な研究会・研修会（2018年度）

香
川
県

【研究主題】 子どもと共に創る体育授業
7月27日 香川県小学校教育研究大会　体育部会夏季研修会

　基調提案・分科会（各郡市分科会発表）
　授業づくり研修会
　授業づくり座談会「これからの体育の授業づくり」

島
根
県

【研究主題】 動いて気づく　できていかす　しまねっ子　～動きを高め，運動の醍醐味を味わう体育学習～
7月27日 第29回　島根県小学校体育授業研修会

　模擬授業Ⅰ・模擬授業Ⅱ・授業研究協議（グループ討議）
7月30日 第54回　島根県学校ダンス指導者研修会　（スポーツ庁　武道等指導充実 ･資質向上支援事業）

　実技研修①（表現運動・ダンス）　実技研修②（表現運動・ダンス）　実技研修③（フォークダンス・レクダンス）
　（講師　高田　康史　　広島文化学園大学スポーツ健康福祉学科　准教授）
　（講師　永島　愛子　　日本フォークダンス連盟公認指導者）
　（講師　黒見　ひとみ　日本フォークダンス連盟公認指導者）
　（講師　梶谷　朱美　　日本フォークダンス連盟公認指導者）

愛
媛
県

【研究主題】 愛顔（えがお）いっぱい　体育授業
8月3日 第42回　愛媛県小学校教員体育研修会

　研究発表・基調提案・分科会（研究発表・研究協議・指導助言）・全体会
　講演「主体的・対話的な深い学びの指導と評価の充実に向けて」
　（講師　佐藤　豊　桐蔭横浜大学　教授）

鳥
取
県

【研究主題】 確かに　そして　豊かに　学び合う　体育学習の創造
8月6日・7日 鳥取県小学校体育夏季一泊研修会

　講演「運動が苦手な子どもの指導を考える」
　実技研修「同じ内容を異なる課題で指導するマット運動」
　（講師　三輪　佳見　宮崎大学　教授）
　中・四国小学校体育研究大会（岡山大会）領域別分科会プレ発表

10月19日 鳥取県小学校体育研究大会（日野大会）
　公開学習・全体会
　講演会（講師　岩田　靖　信州大学教育学部　教授）

山
口
県

【研究主題】 「楽しい体育」から「もっと楽しい体育」へ　～「動き」と「学び」を確かに高める体育学習～
8月3日 第11回　女性教員のための体育研修会

　「楽しい体育の授業づくり（器械運動・ゲームを中心に）」
　講義・実技指導第１部・第２部・第３部・第４部　
　体育に関する情報交換会

8月22日 第14回　山口県小学校体育実技研修会　～ゲーム・ボール運動～
　「新学習指導要領を踏まえたネット型・ベースボール型の授業づくり」
　指導講話「新学習指導要領の理解⑴」　実技指導Ⅰ「ネット型」
　指導講話「新学習指導要領の理解⑵」　実技指導Ⅱ「ベースボール型」　
　（講師　大友　智　立命館大学　スポーツ健康科学部　教授）

高
知
県

【研究主題】 運動好きな子どもを育てる体育授業　～ユニバーサルデザインの視点を柱とした授業を作る～
11月24日 第57回　高知県学校体育保健研究大会（高知大会）

　公開授業　　
　授業研究協議
　講演会（講師　大友　智　立命館大学　スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科　教授）

広
島
県

【研究主題】 深い学びへ向かう授業の創造　～「わかる」と「できる」がつながる思考場面を通して～
8月1日 さわやか一輪車指導者研修会

　講話・実技講習
8月10日 第84回　広島県体育同好会夏季体育研修会

　講演【（仮）新学習指導要領の概要】
　（講師　古井　友樹　広島県教育委員会教育部　豊かな心育成課　学校体育係　指導主事）
　新学習指導要領を踏まえた小学校体育科授業の考え方と授業づくり
　（講師　徳永　隆治　安田女子大学教育学部児童教育学科　教授）
　模擬授業形式・実技研修

8月27日 平成30年度　広島県小学校教育研究会夏季実技研修会
　器械運動Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（講話・実技）
　（講師　水島　宏一　日本大学文理学部体育学科　教授）
　講話「新学習指導要領を踏まえた体つくり運動の授業つくり」
　（講師　徳永　隆治　安田女子大学教育学部児童教育学科　教授）

9月21日 第42回　広島県小学校体育研究大会
　授業公開・分科会・全体会
　全体講評　（講師　古井　友樹　広島県教育委員会教育部　豊かな心育成課　学校体育係　指導主事）
　記念講演　（講師　日野　克博　愛媛大学教育学部　准教授）

徳
島
県

【研究主題】 身体がうごく・みんなでうごく・心がうごく体育学習　～すべての子どもが主体的な学びに向かう授業づくり～
7月27日 第64回　徳島県小学校体育指導者講習会

　実技講習
　グループワーク
　全体会（ポスターセッション）

岡
山
県

【研究主題】 課題に向き合いながら　身に付けた力を活用し続ける　岡山っ子の育成
8月20日・21日 夏季研修会

　講演「Education2030とこれからの体育学習 ―2018中庄大会に向けて―」
　（講師　原　祐一　岡山大学大学院教育学研究科　講師）
　部会に分かれて打ち合わせ・全体会
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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！

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！

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

編集後記
新学習指導要領改訂に合わせ，『わたしたちの体育』を全面改訂しました。今回の全面改訂

のポイントは，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を具体化した内容に
なっています。例えば，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，また，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していること，意欲的でな
い児童・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挙げられます。
『中・四国の体育』第47号では，中・四国９県の現場の先生方の協力を得て編集している

『わたしたちの体育』『表現運動CD』を活用した実践例を掲載し，みなさんの日常の体育の
授業に役立てていただきたいと考えました。是非，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47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47号（平成30年度）
中・四国小学校体育連盟

発行／平成31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

機関誌『中・四国の体育』のあゆみ
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中・四国の体育

中･四国小学校体育連盟
中･四国小学校体育連盟
http//www.chushikoku-syotairen.jp

平成30年度　第47号

～『わたしたちの体育』・『表現運動CD』の活用実践事例集～

☆１年生　水遊び
　「ふなっこウォーターランドであそぼう」（鳥取県）

☆２年生　鉄棒を使った運動遊び
　「みんなで目指そう　てつぼう名人」（香川県）

☆３年生　走・跳の運動
　「小がたハードル走」（高知県）

☆４年生　走・跳の運動
　「高とび」（広島県）

☆５年生　ボール運動（ハンドボール）
　「つないで入れよう！」（徳島県）

☆６年生　水泳
　「水泳～上小記録会を開催しよう」（山口県）

☆４年生　表現運動（表現運動CDの活用）
　「たんけんに行こう」（愛媛県）

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』の効果的な活用法




