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札幌市の教員になってすぐに体育研究連盟に加入し、多くの月日が経ちました。この度

退職を迎えることができ、うれしく思います。皆様には、大変お世話になりました。 
就職して右も左もわからない私に、同じ学年を組んでいた体育連盟に加入していた先生

が、「これから子どもたちとかかわっていくのだから、自分も成長していくために、研究を

しなければいけない。」と、声をかけてくださいました。これが、体育連盟に加入するきっ

かけとなりました。今でも、当時のことが昨日のことのように懐かしく思い出されます。 
その後、何度か体育の研究授業を見せていただいているうちに、「体育の学習がしっかり

できる学級は素晴らしい学級である」という強い思いをもつようになりました。言葉を変

えると、「体育の授業は、その学級の日常の様子を顕著に表す」ということです。私が体育

連盟に長年加入していたのは、「楽しい体育の授業をしたい、明るい学級をつくりたい」と

いう思いがあったからです。時代や社会がどんなに変わろうとも、子どもたちが協力して

夢や目標に向けて取り組み、笑顔いっぱいに元気に活動する姿を見ていると、いつも素晴

らしいと感じます。この考えは、学習指導要領が何度か改訂され、目標や内容が変わって

も、いつも子どもたちの成長を見ていると、思うことは同じで変わりません。 
体育連盟のねらいは、札幌市の教育に貢献し、新しいことにチャレンジしていくこと等

です。今年度、コロナ禍の中、今まで実践してきた活動をビデオや指導内容の紹介という

形で、各学校へ発信していました。また、学校間では、会員同士が表現のビデオを紹介し

たり、短時間でできる運動の指導例を発信したりしていたところもありました。このよう

な活動が、札幌市学校体育研究連盟の目指しているものの一つだと思います。これからも、

良い活動を積極的に発信していく体育連盟であってほしいと思います。 
今後もコロナへの対応は続くものと思います。残念ながら、ますます子どもたちへの指

導が難しくなってくることが予想されます。安全に配慮しながらも、場所の確保や活動内

容の検討など、より工夫し、効率よく効果を上げることが求められます。今までやってき

たことを今まで通りに行うことはできません。時には、不安になりながらも新しい目標を

設定し活動することも必要になってくるかと思います。その際は、学年の発達段階を考慮

し、次につながる活動になっているのか、子どもたちが自分で課題を設定し、自ら取り組

んでいくことができているのかをしっかり検討してほしいと思います。また、先生自身も

子どもと同じように夢をもって指導にあたってほしいと思います。 
我々退職者の多くは、３月で体育連盟を去ります。しかし、体育連盟への思いや今まで

一緒に取り組んできた絆は、今後においても続いていくものと思います。札幌市学校体育

研究連盟の益々の発展を今後も陰ながら願っています。 

夢や目標への取組が 

笑顔があふれる子を育てる 

札幌市学校体育研究連盟副委員長 
         島 貫   修 



                    
 
 
     
 
 

  
 
 
令和３年３月末に定年退職を迎える私にとって、このような原稿依頼をいただいた

ことは大変光栄であり、札幌市学校体育連盟の皆様に感謝申し上げます。 
私が「体育教師になりたい！」と思ったきっかけは、中学時代の恩師、元委員長の岩田

正克先生と、教育実習時の指導教官であった吉田俊樹先生との出会いがあったからです。

この退職時まで、理想の体育教師像としてお二人の背中を追ってきたように思います。 

私の教員としてのスタートは、釧路管内の弟子屈小学校、その後弟子屈中学校に異動に

なりました。弟子屈小学校では、業間休みに縄跳びやドッジボールなどの運動を日替わり

で行い、子どもたちに様々な運動を経験させました。また、バレーボール少年団を創設し、

より専門的に運動する機会をつくり、大会での勝利を目標に、子どもたちと一緒に汗を流

しました。弟子屈中学校では男子バレーボール部の顧問となり、中体連釧路管内大会の決

勝まで駒を進めることができたことが今でも良い思い出になっています。私にとって、小

学校の勤務経験等が今までの教員生活においての大きな糧になりました。 

札幌市に転任後は、先ほど書かせていただいたお二人の先生と再会し、札幌市学校体育

連盟に入れていただき体育指導の深い学びが始まりました。北白石中学校在職時には、

平成４年度に第９回札幌支部研究大会（全道研究担当者研修会）での授業者となり、

マット運動（３年生）の授業公開をさせていただきました。その後も、先輩方からご指

導をいただく機会に多く恵まれ、札教研や体研連、部活動等において多くの実践経験を積

ませてもらい定年まで頑張り続けることができたように思います。 

札幌市教育委員会在職中の８年間は、札幌市・道の学校体育連盟の活動には直接関わ

れませんでしたが、学校に戻ってからは若い先生方の素晴らしい授業や体育指導に対

する熱意を感じることができたことを嬉しく思っています。今後も札幌の先生方が、

北海道・全国の学校体育研究をリードしていってもらいたいと思います。 
最後に、新型コロナウイルス感染症は一年が経過しても終息が見えず、今までに経

験したことのない状況が長期に及んでいます。今後も、感染リスクを最大限に抑えた

子どもたちの「健やかな学びの保障」につながる教育活動を進めていくとともに、子

どもたちの心のケア、そして、感染者・濃厚接触者等に対する偏見や差別が生じない

よう全力で取り組んでいってほしいと思います。新型コロナウイルス感染症の一日も早

い終息と、皆さんのご健康とご活躍を心よりお祈りいたします。札幌市学校体育連盟・北

海道学校体育連盟の活動を通して、多くの先生方と出会い、体育指導を学ぶ機会を与え

ていただいたことに感謝しています。ありがとうございました。 

先生方との出会いに感謝！ 

体育指導の学びに感謝！ 
札幌市学校体育研究連盟理事  
北海道学校体育研究連盟副委員長 

和 田 正 教  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

私の教員生活は、たくさんの体育の先生たちとの出会いによって、充実したものにな

ったことを実感している。大学を卒業するとすぐに、川上喜市先生という体育の校長先

生の学校にお世話になった。この学校に勤務することが決まった時点で、体育を専門に

することとサッカー少年団を指導することになっていた。サッカーの指導はあっという

間に生活の一部というよりも仕事の一つになった。ところが、勤めて最初に組んだ学年

の先生との関係から専門は社会となり、このあとしばらくは社会の研究団体にも所属す

ることになった。 

正式に体育連盟に入ったのは 30 才を過ぎた頃である。この頃には体育協会やサッカ

ー協会等との関わりが増え、また土日・夏冬休み、朝から晩までいつも顔を合わせてい

る人たちはほぼ体育の人たちばかりで、何の心配もなく喜んで体育にお世話になること

になった。 

体育を志すからには、どの子にも「体育の授業が一番好き」と言わせたかった。苦手

な子やできない子にも体育の楽しさをぜひ味わわせること、運動量を確保するための手

だて、できないことができるようになるための場の工夫といった当たり前のことがいか

に大切であるかを考えさせられた。自分自身の中では、スポーツを科学するという視点

も大切にし、個の変化を数値化したり、客観的なデータなども授業に生かしたりもして

みた。 

自身の実践を振り返ると、一卵性双生児の子の特徴を生かした保健の授業や、「カバ

ディ」の教材化などが思い出される。楽しく一人一人が活躍できる体育の授業は、学級

の子どもたちの所属感を高めよい学級経営につながることも身をもって感じることが

できた。 

管理職になってからは、意欲溢れる若手のアイディアや主張のある授業から今までに

自分では思いつかないことをたくさん学ばせてもらった。みなそれぞれ自分の得意な競

技をもっており、その経験を教材研究に生かすなど、授業づくりは非常に楽しかった。

札幌を会場とした全国大会も経験させていただいたが、札幌の体育の先生方の意欲、発

想の豊かさ、団結力は常に全国レベルであった。面倒で大変な仕事だと分かっていても

快く引き受けてやり遂げる体育人の気質、そしてリーダー性を発揮して集団を前に進ま

せる能力ある人材の多さ、信頼できる集団であることを何度も感じた。このつながりを

これからも大切にして、体育が大好きな子どもたちの育成に向けて研究を深めていただ

きたい。 

札幌では、短い間隔で定期的に北海道大会や全国大会が開催される。札幌の体育をア

ピールできる絶好の場である。これからも一人一人が切磋琢磨してこの連盟の発展に努

め、全国に新しい取組を常に発信し続ける札幌の体育であってほしいと願っています。 

北海道学校体育研究連盟副委員長 

札幌市学校体育研究連盟理事  

          神 谷   敦 
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１，体育連盟との出会い                                        

私がこの体育連盟と出会ったのは、今から２１年前の琴似小学校時代だった。その時の

丹 道昭校長先生に誘っていただいたことが始まりである。 
もちろんそれまでも、豊平区や東区、西区での札教研では多くの方々にお世話になって

いたが、専門的な体育人としての連盟への加入であった。 
２，誰でもできる楽しい体育 

『授業でお客さんを作らない』どの教科にも言えることだが、参加している授業に参観

する子どもを作ってはいけない。そのための合い言葉のような主題。私はこれが大事だと

思い、どの場面でも全員が参加できるような指導案を作ることに躍起になっていた。数年

かかってたどり着いたのは、こじつけの体育になってしまったこと。『この場面であの子は

こんな動きをしたから、参加した。』と言うようなことである。これはホントか？ 
３，生涯体育 

私が未だにそう思っていること。自分の健康状態を理解し、自分が思っているとおりに

体を動かすことができる。これが一生涯できる。ある大学教授が『トイレに行って用を足

して、戻ってくることができること』と言っていたが、私もそう思う。そのような体を作

ること。それが私の体育人としての願いである。 
実は、体育連盟に加入する前に、学校保健会に所属していたことが、ここにつながって

いる。健康が先か体力が先かは、答えが出ない。もちろん、グラフ上では相乗的にどちら

も上がっていくことが理想である。 
４，二極化 

文部科学省で行われる全国体力・運動能力、運動習慣等調査により、その地域での落ち

込んでいる力が明らかになってきた。どこの地域でもその力を上げようと、体育の授業を

工夫している。そこに向けての授業の改善は、本当に素晴らしい。これができるのは私た

ち体育人。 
ただ、体力の二極化と体育の二極化は違うのではないだろうか。嫌いを好きにさせるこ

とも大事であるが、好きをもっと好きにすることも必要。 
５，札幌学校体育連盟を思う 

上記、中途半端に文章を羅列してしまったので、意図が伝わらないことを承知の上で、

私の勝手な思いを書いた。私は、連盟にしかできない授業を構築することも必要だと考え

る。ことさら優秀な会員がこれだけ集まっている組織なのだから。 
 

 

体育についての個人的な思い 

札幌市学校体育研究連盟副委員長 
            岸  泰 弘 
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令和２年度 札幌市学校体育研究連盟 研究部 



令和２年度 「チャレンジ授業」実践集 

はじめに 
 
 今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「全市大会」「ブロック授業」
等が行われませんでした。そのような中で、札幌市学校体育研究連盟として、何ができる
かを模索した結果、「チャレンジ授業」の取組を中核とすることに致しました。今までのよ
うに一つの授業を皆さんで創り上げることはできませんでしたが、チャレンジ授業に参加
された先生方は、研究主題と関連性をもたせることや感染予防の配慮を両⽴しながら授業
を実践しました。今まで当たり前のように行ってきた様々な教育活動を見直さざる得ない
大変な状況下で、「チャレンジ授業」の取組に参加された先生方にこの場を借りて感謝申し
上げます。 
さて、今回の「チャレンジ授業」の実践は、札体研として歩みを止めないための取組で
あることに留まらず、コロナ禍における体育授業の在り方についても示唆しているため、
皆さんにとって参考になる点が多くあると考えます。そこで、「チャレンジ授業」の成果と
課題を皆さんと共有するために、資料集を作成しました。資料集の内容は以下の通りです。 

 
①研究主題解説 
 ・昨年度提案した内容です。「新全道統一研究主題」の設定に伴い、研究主題も微修正
することになりますが、次年度の全道大会に向けて、今一度内容を御確認ください。 

 
②活動報告動画・パワーポイント 
 ・「チャレンジ授業」の取組をまとめました。活動の概略を理解していただくために作
成しましたので、御覧ください。 

 
③単元構造図 
 ・単元構造図は、日々の体育授業を行う上で大変参考になりますので、子どもたちにと
って魅⼒的な体育授業の構築や働き方改革の観点からも授業準備の短時間化等、
様々なことに御活⽤ください。 

 
次年度の１０月８日(金)には、北海道学校体育研究大会が札幌市で開催されます。今ま
でのように研究主題の具現化に向けて多くの時間を費やし、練り上げることはできません
が「今、我々にできることは何かを考え、最善を尽くす」ことを大切にしたいと考えてい
ます。会員の皆さん一人一人の⼒を結集し、「全道大会を札幌市で開催してよかった」と実
感できるように御理解・御協⼒をお願いします。そして、2025年に開催される全国学校体
育研究大会北海道大会に向けて、研究主題の具現化、若手や授業者の育成等、組織の拡充
を図ることに注⼒し、先を見据えた取組を行っていくことが肝要だと考えています。 
 

                           研究部長 山﨑 稔英 
 



目次 

 

○研究主題解説 

 

 

○チャレンジ授業概要 

 

 

○チャレンジ授業実践 

 

①グループ「単元を通した資質・能力のビフォーアフター」 

 

    ５年 跳び箱運動       （６時間）  緑丘小学校   佐藤 洸輔（リーダー） 

５年 跳び箱運動       （５時間）  福住小学校   竹内 淳一 

２年 跳び箱を使った運動遊び （６時間）  三角山小学校  辰田 洋人 

    ６年 鉄棒運動        （４時間）  伏見小学校   秋元 来舞 

    ６年 跳び箱運動       （６時間）  緑丘小学校   早川 詩織 

    ５年 ハードル走       （６時間）  附属札幌小学校 河本 岳哉 

 

 

 

②グループ「子どもへの関わり」 

 

  二十四軒小学校 田牧 亜紀（リーダー） 

    特支 プレルボール      （７時間）  栄小学校    井上 貴臣 

    ４年 プレルボール      （４時間）  北九条小学校  蛯名 裕貴 

    ３年 プレルボール      （６時間）  中央小学校   南  智貴 

    ５年 表現運動        （５時間）  北九条小学校  村上 雅之 

 

 

 

③グループ「体育授業のユニバーサルデザイン」 

 

３年 鉄棒運動        （５時間）  駒岡小学校   石黒 智志（リーダー） 

    ２年 ソフトバレーボール   （６時間）  西岡北小学校  仲川 和磨 

    ５年 バスケットボール    （５時間）  西岡北小学校  本田 竣士 

    ５年 マット運動       （５時間）  豊園小学校   竹沢 清人 

    ２年 跳び箱を使った運動遊び （４時間）  藤野小学校   立野 弘高 

平岸小学校   石川 瞳 

 



 

④グループ「関わりに特化」 

 

３年 跳び箱運動       （６時間）  白楊小学校   中塚 宗太（リーダー） 

    ４年 ハードル走       （６時間）  北光小学校   青山 拓也 

    ６年 バスケットボール    （８時間）  幌西小学校   大藪 真也 

    ３年 ソフトバレーボール   （６時間）  札苗北小学校  松島 浩太郎 

    ２年 シュートゲーム     （６時間）  二条小学校   浅野 純子 

                          本町小学校   服部 敏臣 

 

 

 

⑤グループ「授業改善」 

 

３年 テニス         （４時間）  北陽小学校   生駒 大地（リーダー） 

１年 はしごドッジボール   （６時間）  手稲東小学校  辰田 章人 

６年 マット運動       （６時間）  円山小学校   藤原 良史 

   跳び箱運動       （５時間）   

    ４年 表現運動        （６時間）  二条小学校   吉野 令欧奈 

    ６年 ソフトバレーボール   （６時間）  前田中央小学校 成田 剛俊 

    ６年 タグラグビー      （６時間）  新琴似北小学校 髙橋 俊成 

 

 

 

⑥グループ「子どもが運動を好きになる体育授業を目指して」 

「子どもが健康に興味を抱く保健学習を目指して」 

 

    ６年 走り高跳び       （４時間）  幌南小学校   余田 峻也（リーダー） 

    ６年 病気の予防       （６時間）  資生館小学校  渡辺 佳幸 

    ４年 育ちゆく体とわたし   （４時間）  宮の森小学校  西村 勇吾 

    ５年 マット運動       （６時間）  宮の森小学校  深澤 昇暉 

    １年 走の運動遊び      （４時間）  元町北小学校  佐藤 優 
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二条小学校   浅野 純子（研究副部長） 

清田南小学校  土木 一也（研究副部長） 

 



分かる・伸びる・関わる体育活動の充実 
～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習～ 

 

１．研究主題について 

 第 53回北海道学校体育研究大会札幌大会では、「個々の課題を明確にも
たせることで、真剣に課題解決に向かう子どもの姿が見られた」、「子ども

の実態、運動の特性を十分に考慮しながら、どの子も楽しめる教材化を図

った授業づくりができた」、「評価規準を明確にすることで、教師の積極的

に関わる姿が見られた」等が成果として挙げられました。 
 一方で「運動の特性、学習課題や個々の課題意識に即した場の構成の吟

味」、「教師の関わりと子どもの自信との関連性の検証」等、課題として挙

げられた点もありました。これらの課題を解決することや学習指導要領が

改訂されることを踏まえ、研究を進めていきます。 
 

 札幌の子どもたちの体力・運動能力は全般的に全国平均を下回っている

が、経年変化では改善の兆しが見られます。特に、全国との差が大きい持

久走や敏捷性の向上に継続的な課題があります。ただ、「運動やスポーツを

することが好き」「体育の授業は楽しい」など、運動・スポーツを愛好する

意識は高い水準を維持しています。一方で「ほとんど運動しない子ども」

の運動習慣づくりに課題があります。 
 
 スポーツ庁で分析されている全国・運動能力、運動習慣等調査によると、

「保健体育の授業が楽しい／楽しいと思う」生徒のグループは、それ以外

のグループと比べて卒業後、自主的に運動やスポーツが「したいと思う」

の割合が高いことが報告されています。また、新学習指導要領解説におけ

る、体育科改訂の趣旨及び要点に「心と体を一体としてとらえ、生涯にわ

たって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を

育成する」とあります。そこで、私たちは運動に対して、「好き」・「大切」

と感じる子を増やし、生涯にわたって運動・スポーツに親しむ資質や能力

を育てることが目指す方向と考えています。 
 

 では、体育授業を通して、運動を「好き」や「大切」と感じる子を増や

すために必要なことは何でしょうか。前述の全国・運動能力、運動習慣等

調査によると、体育・保健体育の授業は楽しいとの関連が見られると分析

された項目として①授業の目標設定が示されている②授業の振り返りを

行っている③授業での助け合い、役割を果たしている④授業での話し合い

を行っているの４点が示されています。 
４点の項目の中で③と④に注目しました。技能や知識を獲得することだ

けでなく、仲間と関わり合いながら学ぶその過程が、「体育の授業は楽し

い」と感じることにつながっているからです。さらに、子どもが対話的に

「関わる」ことで、技能や意欲を高めることも目指します。しかし、「関わ

前研究主題の 
成果と課題

から 
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る」ことに子どもの必要感が伴わなければ、形式だけになってしまい、狙

っている子どもの姿には近付けません。そこで、教師は「関わる」ことで

どんな力を子どもに身に付けさせたいのかを明確にする必要があります。 
その他に体育授業を楽しいと感じる子を増やすために必要なことは、子

どもが「分かる・伸びる」を実感することです。さらに、習得された「知

識・技能」が相互に関連付けられ、社会の中で生きて働くものとして形成

されることが大切です。そのためには、必要な知識を得ることができ、か

つその知識を活用し技能を高めることができる単元構成が必要になりま

す。さらに、「分かる・伸びる」を実感できる場の設定も重要です。教師や

友達からの評価や振り返り活動で子どもが「分かる・伸びる」を実感し、

学びに向かう力を高められるようにしていきます。 
 

 副主題を「主体的・対話的で深い学びを生む体育学習」としました。「主

体的・対話的」の大切さについては、既に述べましたが、「深い学び」とは

どのような学びなのでしょうか。新学習指導要領には、深い学びの鍵とし

て「見方・考え方」を働かせることが重要になると書かれています。また、

各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に

関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題

を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに

向かうとも書かれています。ですから、授業を構築する際に教師は「深い

学び」とはどのような子どもの姿が見られたら達成されるのかを明確にす

る必要があります。具体的な子どもの姿をイメージできているからこそ、

「主体的・対話的で深い学び」の具現化が可能になります。 
 
本研究の対象を「体育活動」としました。もちろん、小学校や中学校の

学校体育の主な場面は、「体育」や「保健体育」の授業の場面となります。

ただ、体育の授業の場面だけでなく、体育的行事や日常の体育的な活動の

場面での取組も研究対象としていきます。体育授業で完結するのではなく、

子どもの日常生活を含めた体育活動を研究の対象にすることで、生涯にわ

たって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を

育成することにつながるものと考えます。また、小学校や中学校だけでな

く、全国大会で大きな話題となった幼稚園での保育活動も研究の対象とし

て広げていくものとします。 
  
全道統一研究主題は「自信がつく体育学習の充実」です。これは、北海

道の児童・生徒の実態調査アンケートの結果や全国体力・運動能力、運動

習慣等の結果から導き出されています。もちろん北海道の子どもの約 1／3
の割合を占める札幌市の子どもたちにも同様の課題があることは明らかで

す。そして、研究主題に向かうための３つのポイントである「課題を解決

し自信がつく学習過程」「自信がつく指導と評価」「自信がつく教材の工夫」

と関連させながら研究を深めていきます。 

分かる・伸びる 
の実感 

主体的・ 
対話的で 
深い学び 

体育活動の 
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全道統一 

研究主題 

から 

※本研究主題においての、「体育活動」とは、保健学習も含むこととします。 
 



２．研究の視点について  

 新学習指導要領でキーワードとして示されていることは、「主体的・対話

的で深い学び」です。これは、これからの未来を生き抜くために必要な資

質・能力を育成するためにどの教科でも大切にしていくことです。そこで、

視点１を「主体的・対話的な姿を生む教材化と学習過程」としました。 
体育科の目標である「生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポー

ツライフを実現する資質・能力を育成する」ためには、運動の特性を味わ

わせることが大切です。ここで言う運動の特性を味わわせるとは、子ども

の視点からみれば運動領域特有の面白さに「浸る」ことです。運動領域特

有の面白さに「浸る」こと無しに深い学びの実現は不可能です。この「浸

る」経験を繰り返すことで、子どもは運動することの価値を実感し、主体

的・対話的に運動に取り組むようになると考えています。 
「主体的・対話的な姿」の実現で大切なことは、単元で目指す学びのゴ

ールを明確にすることです。また、課題設定と解決への見通しをもたせる

ことや振り返り活動の充実も大切です。つまり、子どもが自分の課題を解

決し、その過程と成果を自覚する学びが連続することで、知識・技能がつ

ながり、関連付いていく学びです。ですから、子ども一人一人やチームが

課題をもつための手だてを明確にする必要があります。課題が明確だから

こそ、子どもは主体的・対話的に運動に取り組もうとするのです。ただ、

学年が上がるにつれ、運動技能の差は大きくなるという問題もあります。

運動技能の差が大きくなると、知識と技能をつなげたり、関連付けたりす

ることが難しくなります。このような状況においてどの子にも運動の特性

を味わわせるためには、共生の視点を踏まえた教材化が必要となります。 
共生の視点を踏まえた教材化とは、どの子も運動領域特有の面白さに浸

ることができる教材化です。そのためには、必要最低限の技能が保証され

なければなりません。特に、運動を苦手と感じている子どもが「前よりで

きた。」「ちょっと伸びた。」という小さな達成感を積み重ねることができる

ように、スモールステップで進めていきます。また、準備活動の中で主運

動につながるような運動を十分に行う場を設定します。当然、運動の系統

性や技能分析を十分に考えることや子どもにとって必要感があり、学んで

みたいと思えるようにしていくことが、「分かった・伸びた」という達成感

を味わわせるために必要です。 
よい動き方や自分自身の伸びが「分かる楽しさ」も運動に浸るためには

大切です。そのために、動きや伸びが分かる工夫を行います。例えば、個々

の思考やよい動き方が目に見えて「分かる」ように、実際によい動きを見

ることや VTR・板書の活用、学習ボードなどを使う手だてをとることで、
視覚化していきます。なぜなら新学習指導要領で示されているように、各

教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関

連付けてより深く理解することが大切だからです。また、自分やチームの

伸びが分かるような手だても重要です。例えば、得点化を取り入れるなど

の教材化の工夫をすることで、一人一人の伸びが実感できるようにします。 

視点１ 
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 主体的・対話的な姿を生むためには、様々なかかわり(モノ・ヒト・コト)
が大事になります。梅澤秋久氏は著書『体育における「学び合い」の理論

と実践』（2016）の中で、そのスポーツ・運動とのかかわり方、仲間との
かかわり方を学ぶのが 21 世紀型の学校体育の在り方だと述べています。

能力差がある中で、互いにケアし合いながら、スポーツや運動を楽しめる

ようにすることが大切です。そこで、視点２は、「主体的・対話的な姿を生

む関わり」と設定しました。ここでは、様々な関わりについて述べていき

ます。 
 まず、「主体的・対話的な姿」の実現が大切になります。子ども同士が共

に学び合うことによって、学びを豊かにしていきます。特に、運動に抵抗

感をもつ子どもにとって、学年が上がるほど、仲間との協働的な関わりが

必要となります。そこで、仲間と一緒に励まし合いながら安心して学習す

る場、グループで伸びが実感できるような場を設定します。 
さらに、子どもたちが自ら課題を解決していくためには、教師の関わり

方の吟味が必要です。例えば、学級全体で課題を追究する場面では、発問

の在り方が重要になります。本時場面では、教えることと考えさせること

を教師があらかじめ想定し、学習課題を絞り込みます。また、学習の中で

子どもが「思考力・判断力・表現力等」を育むために直接的に関わり、自

信につなげていくことが大切です。そのためには、子どもたち一人一人の

学習課題を明らかにすることが必要です。子どもたちの工夫や課題に向か

って活動する過程を評価し、自信をもたせる関わり方を探っていきます。 

次に、子ども同士の関わりについて考えていきます。授業中、子ども同

士の関わりが充実しているかどうかを判断することは簡単ではありません。 

そこで、教師は子どもがどのような関わりを通して課題解決していくかを

複数想定する必要があります。さらに、期待する学び合いの姿をまとめ、

３つの資質・能力をバランスよく育成できるように配慮します。そうする

ことで、教師は、子ども同士の関わりの質を客観的に判断し、適切に関わ

ることができるようになります。以上の手だてを講じることで子ども同士

の関わりが充実し、主体的・対話的な姿につながっていくと考えます。  
前述の梅澤秋久氏は著書の中で、素晴らしい授業では、すべての子ども

を学びに誘う「道具(モノ)」が準備されています。そのようなモノは、教

えるための材(教材)を超え、学ぶための材(学習材)として子どもたちに受

け容れられますと述べています。また、すべての子どもを運動世界(コト)
に誘うための共感的な環境デザインの一部であり、この共感的なモノは、

子どもたち(の一部)が超越的な思考に向かったら徐々に少なくしていく必
要があるとも述べています。だからこそ、教師は学びの様子をしっかりと

見つめ、実態に合ったモノへと変化させることで、子どもたちの超越的な

志向を満たしていく必要があるのです。 
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新学習指導要領において重要なキーワードである「深い学び」とはどの

ような学びなのでしょうか。新学習指導要領作成に関わった田村学氏は著

書「深い学び」（2017）の中で、「深い学び」とは、「知識・技能」が関連
付いて構造化されたり身体化されたりして高度化し、駆動する状態に向か

うことと述べています。また、「主体的・対話的で深い学び」の中で「深い

学び」は最もイメージしにくいと指摘しています。そこで、教師は「深い

学び」とはどのような子どもの姿が見られたら達成されるのかを明確にす

る必要があります。さらに、「深い学び」の実現のためには、単元を通し

て身に付けた知識や技能を活用したり、発揮したりして互いに関連付ける

ことが重要です。 
さらに、単元や本時での評価基準を明確にすることも大切です。評価基

準を明確にして子どもたちの自信につながるような直接的な関わりをもつ

ことが、子どもが「伸びる・分かる・関わる」ために必要と考えます。評

価基準が明確だからこそ、子どもの動きに対して教師は的確に評価をする

ことができるのです。跳び箱運動の開脚跳びを例に挙げて考えてみます。

単元の初期の段階では、運動に取り組もうとする姿勢やよい動きを評価す

ることで、「もっと運動をしたい。」や「少しずつ上手になってきたよ。」な

どの意欲面の高まりや知識や技能を身に付けることを目指します。中・後

期の段階になり、知識や技能を身に付けた子どもたちは、「力強く踏み切る

ことで、腰の位置が高くなる。」や「奥に着手をすると遠くに着地できる。」

などの運動の特性に迫っていきます。そこで、それらの子どもを教師は的

確に価値付けることで、深い学びを実現していきます。 

前述の田村学氏は著書の中で「深い学び」は、学習過程としてのプロセ

スが大切なポイントになると指摘しています。そこで、授業の中で知識・

技能を活用したり、学びの価値を実感したりする場を設定していきます。

そうすることで、子どもたちは体育を学ぶことの意味やよさを知り、生涯

にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現することにつ

ながると考えています。 
最後に、「深い学び」を生むためには、取り組んでいる運動が子どもの実

態に合っていなければなりません。そこで、今まで大切してきた子どもの

「自信につながる温かな評価」や「伸びが実感できる評価」に加え、「授業

改善につながる評価」を大切にしていきます。「授業改善につながる評価」

とは、子どもが授業をどのように評価しているかを教師が適切に読み取る

ことです。例えば、授業中の子どもの姿や学習カードの振り返り等から子

どもの実態に合った規則・ルール設定がなされているかを判断します。も

し、実態に合っていないのであれば、柔軟に規則・ルール設定・場を変更

していくことが必要になります。さらに、子どもが主体的に規則・ルール

設定に関わることで、思考力・判断力・表現力の向上にもつながります。 
これらのことを踏まえ、教師は「深い学び」の具体的なイメージをもち、

その実現に向けて授業に取り組んでいきます。 
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３．実践より  

○視点１ 

 平成 29年度の５・６ブロック授業「ハンドボール」では、「ボールマン
が止まったとき」に焦点化し、ボールを持たない人の動きを考えさせまし

た。そうすることで、子どもたちはボールをもらう動きに注目して考える

ことができました。このように何を学ぶのかを明確にすることで、子ども

の意欲の高まりや技能の向上につながりました。 
 

平成 30 年度の５・６ブロック授業「ソフトバレーボール」では、すべ
ての子どもを学びに誘う場や道具、ルールの工夫をしました。どの子も安

心して取り組めるように２・３回目はキャッチしてよいルールにしました。

さらに、どの子もアタックの楽しさに浸れるようにネットの高さを 155㎝
に設定しました。このような工夫を行うことで、運動の特性を味わおうと

する子どもの主体的・対話的な姿が生まれました。 
 

平成 29 年度の中学校ブロック全市大会「体育理論」において、子ども
の主体的・対話的な姿を生む教師の関わりが見られました。授業の前半で

教師は、上手く話し合いを進められないグループを把握し、適切に関わり

ました。この関わりが、グループでの話し合いの進め方を学ぶよい機会と

なりました。授業の後半には、教師のアドバイスを生かして、自分たちだ

けで充実した話し合い活動を行う姿が見られました。 
平成 30 年度の１・４ブロック全市大会「マット運動」では、子どもた
ちが得た「感覚」を共感的に聞き、思考に寄り添う教師の関わりを積極的

に行いました。川跳びをするときの「ピョーン」という感じを味わうため

にたくさんの場を設定して学習を行いました。その中で、子どもが感じた

「ピョーン」の感じを教師が引き出すことで、もっと「ピョーン」を感じ

たいと主体的に学習に取り組む姿につながりました。 
 

平成 29 年度の１・４ブロック授業「ハンドテニス」では、振り返り活
動の充実を図りました。教師は、「仲間に励まされたことで勇気が出た。」

と感想カードに書いた子どもを見逃さず、振り返り活動で発言させました。

そうすることで、体育の学習では、知識や技能を身に付けるに留まらず、

仲間と支え合って学習する大切さに気付き、次の学習に向けての意欲や期

待を高めることができました。 
第 53 回北海道学校体育研究大会札幌大会「跳び箱を使った運動遊び」
では、「できた・できない」だけの評価ではなく、子どもの伸びやその過程

を評価しました。跳び箱の上に両足で跳び乗る運動遊びの場で上手くでき

ない子に対して、前よりも腰の位置が高くなっていることを伝えました。

そうすることで、「できる・できない」の価値観ではなく、自分の技能の伸

びに注目し、繰り返し練習する姿が生まれました。 
 

主体的・対話的な姿を
生むためのテーマや 
学習課題の設定 

主体的・対話的な姿を
生むための場や道具、
ルールの工夫 

 

子ども同士の関わり
を生むための具体的

な手立て 
 

運動と子どもをつなぐ
教師の関わり 

 

学びの価値を実感し、
次につながる 

振り返り活動の充実 
 

伸びや学びの価値を
実感できる評価 

 

○視点２ 

 

○視点３ 

 



４．研究構造図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．引用・参考文献  

○平成 29年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果(スポーツ庁) 
○体育における「学び合い」と理論と実践 梅澤 秋久 大修館書店 2016 
○深い学び 田村 学 東洋館出版社 2018 
○資質・能力を育てるパフォーマンス評価 西岡 加名恵 明治図書 2016 
○「資質・能力」と学びのメカニズム 那須 正裕 東洋館出版社 2017 

【研究主題】 
分かる・伸びる・関わる体育活動の充実 
～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習～ 

 
～新学習指導要領～ 

生涯にわたって豊かなス
ポーツライフを実現する
資質・能力を育成する。 

～札幌の子ども～ 
改善のきざしが見られるもの
の全国と比べて体力・運動能力
が低い。（持久力・敏捷性） 

～前研究主題の成果～ 
どの子も楽しむことができる
教材化。課題をもって意欲的に
学び、伸びていく姿。 

＜課題＞ 

○体力・運動能力の向上 ○指導と評価の一体化 ○運動の日常化（体育と体育活動のつながり） 

○子どもに自信を付けさせる教師の関わりの在り方 〇子ども同士の関りを生む手立て 

○課題探究的な学習過程 ○運動の特性、学習課題や個々の課題意識に即した場の構成  

○若い体育の専門家の育成 ○体育の専門家以外への幅広い発信 

＜視点２＞ 
主体的・対話的な 
姿を生む関わり 

自信がつく 
 

指導と評価 

自信がつく 
 

教材の工夫 
 

【全道統一研究主題】 

自信がつく体育学習の充実 
 

＜視点３＞ 
深い学びを生む 

評価 

・児童の実態把握と共生の視点を

踏まえた教材化 
・主体的・対話的な姿を生むため

のテーマや学習課題の設定 
・特性を味わうことができる場、

教具、ルールの工夫 
・特性を味わうために必要な技能

を明確にした準備活動・スキル

アップタイム 
・主体的・対話的な姿を生むため

の学習過程の工夫 
 

・子どもの思いや願いの想定 
・運動との対話を生む道具の工夫 
・運動と子どもをつなぐ教師の関

わり 
・子ども同士の関わりを生むため

の具体的な手だて 
・子ども一人一人の学びの見取り

と適切な教師の関わり 
 

・系統性を踏まえた深い学びの具
体的なイメージの想定 

・子ども一人一人が運動の特性を
味わえているかの的確な見取
り 

・運動と子どもをつなぐ教師の関
わり 

・伸びや学びの価値を実感できる
評価 

・学びの価値を実感し、次につな
がる振り返り活動の充実 
・授業改善につながる評価 
 

課題を解決し 
自信がつく 
学習過程 

＜視点１＞ 
主体的・対話的な姿を 
生む教材化と学習過程 



2020年度のチャレンジ授業の概要と参加について                   

                                20200630(火) 研究部 

 
2025 年度の全国大会北海道大会に向けて、研究推進と若手の育成、組織力の強化を図っていくた

めに、現在行っているブロック授業とプロデュース授業の在り方を考えていく。プロデュース授業の

意味付けが曖昧になっていたため、プロデュース授業を改めチャレンジ授業を新設し、連盟に所属し

ている全員が授業をする機会を得られるようにする。そのことが、若手の育成や組織力の強化につな

がると研究部では考えている。 

 
 
チャレンジ授業 …全国大会を見据え、若手の育成と全員が実践者になれるようにすることを目

的 

とする。3～5名程度でグループを作る。各ブロックの中でグループを作成す 

る。（１－４ブロック・５・６ブロック）グループは、研究部員・総務部・庶 

務部・その他の部・若手で構成する。 

  

チャレンジ授業の詳細 

 

グループ構成（３～５名）  

   ①研究部員（企画・運営・報告） 

   ②総務部員（派遣依頼等作成） 

   ③庶務部員（派遣依頼など送付） 

   ④若手 

 

   ⑤その他の部員 

 

活動内容 

    ・グループごとに１年間のテーマを決めて授業づくりをする。 
    ・授業公開の仕方はビデオ、紙面交流等とし、授業参観は行わない。 
    ・メンバー同士、会議や授業づくりで集まらずにネット環境を活用して情報共有を図る。 
    （全市的に会議等を行ってよいという状況になるまで、集まらずに実践していく） 
    ・年間 1人 1～2実践行えるように計画性をもって取り組み、ビデオ交流や授業レポートに

まとめるなどの工夫をしていく。冬季学習会が行えるかは決まっていないが、データ配信

（プレゼン動画等）の工夫を行うことで、全会員に伝えられるようにしておく。 
    ・参加は希望性とする。今年度はグループ数が増加するとみられる。グループ間のデータ共

有の工夫を図り、交流が生まれるようにする。 
    ※各グループの把握は、研究部長・副部長が行う。 
 
活動内容例 

   ①若手育成型 
    ・研究部員が指導案を準備する。（作成・追試） 
    ・メンバーで実践をし、グループで情報を共有する。 
    ・若手が追試する。 
    ・若手が指導案を作成・実践し、授業協議を行う。 
 
   ②授業追究型 
    ・領域や資質・能力を絞って研究する。 
    ・授業実践の回数を多くするため、既存の指導案を活用してもよい。 
    ・年間２実践以上の授業を行い、必要に応じて授業協議を行う。 

   ※研究団体に所属している人全てが実践家として活動できるようにする。 

 

③一般化型 
    ・研究部員が指導案を準備する。（作成・追試） 
    ・メンバーで実践をし、グループで情報を共有する。 



チャレンジ授業の取組とグループ 
 

 
 チーフ メンバー 管理者 

1 

研究部 編集部 道広報部 総務部 組織部 市・道研究部    研究部長 

佐藤 洸輔 竹内 淳一 辰田 洋人 秋元 来舞 早川 詩織 河本 岳哉    山﨑 稔英 

緑丘小 福住小 三角山小 伏見小 緑丘小 附属小    福住小 

活動内容 

テーマ…「単元を通した資質・能力のビフォーアフター」（どのように資質・能力が育まれるのか）  

型…一般化型  領域…未定   

実践方法…１人１実践 

公開方法…学習カードや VTR 

2 

研究部 会計部 組織部  研究部     研究副部長 

田牧 亜紀 井上 貴臣 蛯名 裕貴 南 智貴 村上雅之     樺澤 聡 

二十四軒小 栄小 北九条小 中央小 北九条小     中の島小 

活動内容 

テーマ…「子どもへの関わり」 

型…授業追究型  領域…器械運動、ゲーム・ボール運動 

実践方法…１人１実践 

公開方法…学習カードや VTR 

3 

研究部 総務部 庶務部 会計部 総務部 庶務部    研究副部長 

石黒 智志 仲川 和磨 石川 瞳 本田 竣士 竹沢 清人 立野 弘高    樺澤 聡 

駒岡小 西岡北小 平岸小 西岡北小 豊園小 藤野小    中の島小 

活動内容 

テーマ…「体育授業のユニバーサルデザイン」 

型…一般化型  領域…ボール運動   

実践方法…１人１実践 

公開方法…学習カードや VTR 

4 

研究部 総務部 旧研究部 市・道研究部 組織部    研究副部長 

中塚 宗太 服部 敏臣 青山 拓也 大藪 真也 松島浩太郎    浅野 純子 

白楊小 本町小 北光小 幌西小 札苗北小    二条小 

活動内容 

テーマ…「関わりに特化」 

型…授業追究型  領域…ボール運動、器械運動   

実践方法…１人１実践 

公開方法…学習カードや VTR 

5 

研究部 組織部 研究部 市・道研究部 組織部 道会計部    研究副部長 

生駒 大地 辰田 章人 藤原 良史 吉野令欧奈 成田 剛俊 高橋 俊成    上木 一也 

北陽小 手稲東小 円山小 二条小 前田中央小 新琴似北小    清田南小 

活動内容 

テーマ…「授業改善」 

型…授業追究型＋若手育成型  領域…ゲーム・ボール運動   

実践方法…１人１実践 

公開方法…学習カードや VTR 

6 

市・道研究部 組織部          研究部長 

余田 峻也 渡辺 佳幸 西村 勇吾 深澤 昇暉 佐藤 優    山﨑 稔英 

幌南小 資生館小 宮の森小 宮の森小 元町北小    福住小 

活動内容 

テーマ…「子どもが運動を好きになる体育学習を目指して」 「子どもが自分の健康に興味を抱く保健学習を目指して」 

型…若手育成型 領域…運動・保健領域 

実践方法…１人１実践 

公開方法…学習カードや VTR 

 

【留意事項と今後の流れ】 

  ・グループ所属については今年度も希望制とする。 

・今年度は、授業参観は行わず、授業づくりと実践交流を行う。 

 ・今年度は、グループ数の増加が見込まれるため、データの共有化の工夫を図る。 
  ・年間 1人 1～2実践行えるように計画性をもって取り組む。ビデオ交流や授業レポートにまと

めるなどの工夫をしていく。冬季学習会が行えるかは決まっていないが、データ配信（プレゼ

ン動画等）の工夫を行うことで、全会員に伝えられるようにしておく。 

 
会員一人一人が主体的に取り組めるように協力をお願いします！ 



令和２年度　研究部　業務分担図



単元構造図の書き方



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校６年 単元名 体つくり運動（６時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 体力の必要性や体の動きを高めるための運動の行い方を理解するとともに、自己の課題を踏まえ、直接的に体力の向上をねらいとして、動きを持続する能力を高めることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己の体の状態や体力に応じて、運動の行い方を工夫するとともに、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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①エアロビクスの基本的なステップの行い方や選択の仕方を理解
しているとともに、動きを持続する能力を高めることができる。 
②自分の高めたい能力に合ったステップの正しい行い方や組み
合わせ方を理解しているとともに、実際に動くことができる。 

①自分の高めたい能力に合った基本ステップの組み合わせ方を工夫す
るとともに、ステップの行い方のコツや組み合わせ方の工夫を友達に
伝えている。 
②提示された資料を参考にしてステップの質を高めるとともに、行い方
のコツを友達に伝えている。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 
②仲間の考えや取組のよさを認めようとしている。 
③場や用具の安全に気を付けている。 
 

時間 １・２ ３ ４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

〇エアロビクスの価値を知り、基本
的なステップをできるようにす
る。 

〇運動の行い方を理解し、自分の高めたい
能力に合ったステップの組み合わせ方を
工夫することができるようにする。 

◯自分の高めたい能力に合ったステップの
組み合わせ方を上手に踊ることができる
ようにする。 

◯提示されたステップの質を変化させる工夫
を参考に自分や仲間の課題や出来映えを伝
えることができるようにする。 

◯根拠をもって、ステップの組み合わせを工
夫できるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●エアロビクスの意義を知る。 

●体育学習の様子や体力テストの結

果から自分の高めたい能力が何か

を考える。 

 

 

 

T 自分が高めたい能力に合ったすテ

プを選択して、踊ってみよう。 

C ボールを投げるのが苦手だから投

動作を高めるステップが必要だ。 

C ダンスをした時に動きがスムーズ

ではなかったから連結能力を高め

るステップを練習しよう。 

自分が高めたい能力に合ったステップ

が分かったよ。次は、基本のステップ

をマスターしたいな。 

 

●基本のステップをチームでマスターする。 

 

 

T基本のステップを紹介するので、ま

ずは踊ってみよう。 

C 難しいステップ(ムズステ)が上手

くできないよ。 

Cなかなか順番を覚えられないよ。 

C だんだん上手に踊れるようになっ

てきたよ。 

基本のステップを大体マスターできた

よ。仲間と教え合うと上手くなるね。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・長なわ・エアロビクス(基本ステップ)           
                                            
ステップの組み合わせを工夫して 
自分に合った運動にしよう①。  

 
●基本の４つのステップを動いて確かめる。 

●グループごとに基本のステップの練習をする。 

 

 

 

●全体交流 

高めたい能力に合ったステップが何かを

確かめ、必要なステップをプログラムに

取り入れる。 

Tみんなが高めたい能力は何かな？ 

Tそのために取り入れるステップは？ 

C バランス能力を高めたいからケンケン

系をステップに入れよう。 

C 投動作を上手にしたいからスロー系を

多く取り入れてみよう。 

●実際に動きながらプログラムを作る。 

●音楽に合わせて自分が考えたステップ

で踊る。 

T 自分の思い通りに踊れるようになったかな？ 

Cもう少し練習する必要があるよ。 

C大分、踊れるようになったよ。 

 

自分が高めたい能力に合ったステップを選

ぶといいね。次は、選んだステップをマス

ターしたいな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・長なわ・エアロビクス(選択したステップ) 
                                             
ステップの組み合わせを工夫して 
自分に合った運動にしよう②。  

 
【課題を見付ける活動】 

一つ一つのステップの仕方のポイントを動画

で示し、上手に踊りたいという意欲を高める。 

T今日の課題は決まっているかな？ 

C前の時間に考えたステップを完璧にしたいな。 

Cステップの組み合わせ方は大体決まったよ。 

Tどんなところに気を付けて踊るといいかな？ 

C〇〇ステップのコツを意識して踊ろう。 

 

 

●タブレットを活用し、グループごとに自分

が考えたステップの練習をする。 

●グループ活動 

 ステップの組み合わせ方や負荷の高め方

に悩んでいる子がいれば支援をする。 

T自分に合ったステップを選択できたかな？ 

Cスムーズに踊れるようにステップの順番を

変えてみよう。 

C自分が考えたステップをマスターできたか

ら、もっと負荷を高めるためのステップの

仕方の工夫を見付けよう。 

 

自分が考えたステップを大分マスターする

ことができたよ。次は、もっと負荷を高めた

ステップを組み合わせたいな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・長なわ・エアロビクス(選択したステップ) 

                    
自分に合ったステップをさらに工夫しよう。 

 
【課題を見付ける活動】 

動画で２つのステップを比較し、違いに気付かせる。 

T２つのステップの違いは何かな？ 

Cステップの大きさや動く距離が違うよ。 

T実際に体を動かして試してみよう。 

C正確にステップをすると負荷が上がるね。 

 

●動いて確かめる活動 

C 確かにステップの仕方で負荷が変わってくるね。 

 

 

 

●タブレットを活用し、グループごとに自分

が考えたステップの練習をする。 

●グループ活動 

・ステップの組み合わせを変える工夫 

C 負荷を高めるためにステップの組み合わせ

方を工夫しよう。 

・ステップの質を変える工夫 
Cもっとステップを大きくして負荷を上げよう。 

 

ステップの質や組み合わせ方を変えること

で、自分に合ったステップにすることができ

たよ。 

 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・長なわ・エアロビクス(選択したステップ) 

                                                
３パート分のステップの組み合わせを考えて 
もっとエアロビクスを楽しもう。      
 
【課題を見付ける活動】 
動きの合わせ方を動画で提示し、自分たち
が取り入れたい動きを選択させる。 

●グループ動きを合わせるパートを考える。 

T もっとステップを工夫してエアロビクスを

楽しめないかな？ 

Cタイミングを合わせて開脚ジャンプをしよう。 

Cポーズを決めると楽しいね。 

Cもっと自分に合ったステップを組み入れたいよ。 

 

 

 

●兄弟グループで成果を伝え合う。 

T 兄弟グループのよいところをたくさん見付

けよう。 

C タイミングを合わせて開脚ジャンプをしてい

て格好いいね。 
Cポーズを決めると楽しいね。 

C高めたい能力に合ったステップを選択しているね。 

 

今までに学んできたステップの質や組み合わ

せ方を変えたり、みんなで動きを合わせたり

することで、エアロビクスを楽しむことがで

きたよ。 

 

●振り返り（学習カード） 

知 ①観察・学習カード（※１）  ②観察・学習カード（※１）  ① 

思  ①観察・学習カード（※１）  ②観察・学習カード（※１）  

態     ①②③観察・学習カード（※２） 

自分に合ったステップにするためには 
どうしたらよいかな。 

自分に合ったステップをマスターしたいな。 
 ステップの質を変化させて、もっと自分に

合ったものにしよう。 
 

今までの練習の成果を生かして 
エアロビクスを楽しもう。    
 

自分が高めたい能力に合ったステ
ップは何かな。 
どうしたらよいかな。 

基本のステップをマスターしよう。 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20200808 福住小学校 山﨑 稔英 

○→目標 
●→子どもたちの活動 
・→活動の詳細 
 T→教師の発問・指示・声かけ 
 C→子どもの反応・思考・発言 

上下線　　 …学習内容 
四角囲み　 …課題 
太明朝体　 …まとめ 
MSゴシック…全体交流　 
　　　　　　【課題を見付ける活動】 

【課題を見付ける活動】…各時間で
きるだけ記載する(本時は必ず） 

※児童の学びが深まった姿の具体例
　については、本時案に記載する。
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小学   ６ 年     単元名   体つくり運動 「エアロビクス」         成果と課題のまとめ 

目標 

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 

体力の必要性や体の動きを高めるための運動の行い方を理解するととも

に、自己の課題を踏まえ、直接的に体力の向上をねらいとして、動きを持

続する能力を高めることができるようにする。 

自己の体の状態や体力に応じて、運動の行い方を工夫するとともに、

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。 
運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、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。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①エアロビクスの基本的なステップの行い方や選択の仕方を理解してい

るとともに、動きを持続する能力を高めることができる。 

②自分の高めたい能力に合ったステップの正しい行い方や組み合わせ

方を理解しているとともに、実際に動くことができる。 

①自分の高めたい能力に合った基本ステップの組み合わせ方を工夫す

るとともに、ステップの行い方のコツや組み合わせ方の工夫を友達

に伝えている。 

②提示された資料を参考にしてステップの質を高めるとともに、行い

方のコツを友達に伝えている。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 

②仲間の考えや取組のよさを認めようとしている。 

③場や用具の安全に気を付けている。 

 

成果 

①エアロビクスの基本的なステップの行い方については、タブレット

で動画を見ながら取り組むことで、精度の高いステップができるよ

うになった。ステップの選択の仕方については、１時間目のオリエ

ンテーションで説明することで、理解が深まった。 
②自分が高めたい能力に合ったステップを選択できるように、学習カ

ードをガイドブック化する工夫を行った。そうすることで、教師が

関わらなくても自分に必要なステップを選択することができるよう

になり、効率よく知識・技能を高めることができた。 

①②子どもたちは、タブレットの動画を見てステップのコツを理解し

た上で、お互いのステップを見合いアドバイスしていた。正しい

知識が身に付くことで、思考・判断・表現によい影響を与えてい

た。ただ、知識を伝え合うだけに留まらず、仲間が上手くできな

くて困っているときに、鏡になって動きを伝えたり、８カウント

を数えてあげたりするなど、多様な方法で関わることができてい

た。 

①②どの子も積極的に運動に取り組むことができるように、エアロビ

クスの価値について子どもたちが理解できるように伝えたり、グ

ルーピングの配慮をしたりした。そうすることで、お互いに教え

合ったり、励まし合ったりする姿が見られた。 
③活動するエリアを指定し、お互いにぶつかることがないように指導

したため、子どもたちは周りに気を遣いながら楽しくエアロビクス

に取り組むことができた。 

課題 

①②単発にならないように年間を通して「体つくり運動」の計画を立

てることの大切さを改めて感じた。今回は、「体つくり運動」につ

いての説明に時間をかけてしまったが、５・６年生を通して、計

画的に指導することで、説明する時間を短くすることができると

感じた。 

①②グループでコツをアドバイスしたり、励まし合ったりするなど、協働

的に取り組めていたが、アドバイスをする子とされる子の固定化が

見られた。アドバイスされる子も表現できる場の設定を工夫する必

要があると感じた。 

①②タブレットの動画はあくまでも基本として習得し、さらに自分たちな

りに新たなステップを考えようとする姿がもっと多く見られたらよ

かった。グループでフォーメーションを考えるときに自分の思いが強

くなりすぎて協調できない場面が見られたので、今後はお互いの思い

をきちんと伝え合い、よりよいものを創り上げようとする態度を育て

ていきたいと感じた。 

 
共有 
資料 
 

○指導案(単元構造図・細案・授業イメージ図・板書案) 

○ワークシート(ガイドブック風) 

○エアロビクス音源 

○エアロビクス動画５つ 

○板書案                         ○学習カード            ○報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 
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小学   ６ 年     単元名   体つくり運動 「エアロビクス」         成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○どの子も自分が高めたい能力に合ったステップを選択し、一生懸命

に取り組むことができていた。期待していた「励ます・教え合う」

子どもの姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
○それぞれのステップのプログラムを示したホワイトボードやタブレ

ットの動画は効果的だった。教師がグループに介入することなく、

子どもたちが自立して学習していた。 

【自己評価】 
○最初は、踊ることを恥ずかしがっていた子どもたちが学びを積み重

ねることで変わっていき、堂々と踊ることができるようになってい

ったことは自分にとってもよい学びとなった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①エアロビクスの基本的なステップの行い方や選択の仕方を理解して

いるとともに、動きを持続する能力を高めることができる。 

②自分の高めたい能力に合ったステップの正しい行い方や組み合わせ

方を理解しているとともに、実際に動くことができる。 

①自分の高めたい能力に合った基本ステップの組み合わせ方を工夫す

るとともに、ステップの行い方のコツや組み合わせ方の工夫を友達

に伝えている。 

②提示された資料を参考にしてステップの質を高めるとともに、行い

方のコツを友達に伝えている。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 

②仲間の考えや取組のよさを認めようとしている。 

③場や用具の安全に気を付けている。 

 

成果 

①エアロビクスの基本的なステップの行い方については、タブレット

で動画を見ながら取り組むことで、精度の高いステップができるよ

うになった。ステップの選択の仕方については、１時間目のオリエ

ンテーションで説明することで、理解が深まった。 
②自分が高めたい能力に合ったステップを選択できるように、学習カ

ードをガイドブック化する工夫を行った。そうすることで、教師が

関わらなくても自分に必要なステップを選択することができるよう

になり、効率よく知識・技能を高めることができた。 

①②子どもたちは、タブレットの動画を見てステップのコツを理解し

た上で、お互いのステップを見合いアドバイスしていた。正しい

知識が身に付くことで、思考・判断・表現によい影響を与えてい

た。ただ、知識を伝え合うだけに留まらず、仲間が上手くできな

くて困っているときに、鏡になって動きを伝えたり、８カウント

を数えてあげたりするなど、多様な方法で関わることができてい

た。 

①②どの子も積極的に運動に取り組むことができるように、エアロビ

クスの価値について子どもたちが理解できるように伝えたり、グ

ルーピングの配慮をしたりした。そうすることで、お互いに教え

合ったり、励まし合ったりする姿が見られた。 
③活動するエリアを指定し、お互いにぶつかることがないように指導

したため、子どもたちは周りに気を遣いながら楽しくエアロビクス

に取り組むことができた。 

課題 

①②単発にならないように年間を通して「体つくり運動」の計画を立

てることの大切さを改めて感じた。今回は、「体つくり運動」につ

いての説明に時間をかけてしまったが、５・６年生を通して、計

画的に指導することで、説明する時間を短くすることができると

感じた。 

①②グループでコツをアドバイスしたり、励まし合ったりするなど、

協働的に取り組めていたが、アドバイスをする子とされる子の固

定化が見られた。アドバイスされる子も表現できる場の設定を工

夫する必要があると感じた。 

①②タブレットの動画はあくまでも基本として習得し、さらに自分た

ちなりに新たなステップを考えようとする姿がもっと多く見られ

たらよかった。グループでフォーメーションを考えるときに自分

の思いが強くなりすぎて協調できない場面が見られたので、今後

はお互いの思いをきちんと伝え合い、よりよいものを創り上げよ

うとする態度を育てていきたいと感じた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案(単元構造図・細案・授業イメージ図・板書案) 

○ホワイトボード(お互いのプログラムを可視化できる) 

○ワークシート(ガイドブック風) 

○エアロビクス音源 

○エアロビクス動画５つ 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

○エアロビクスは心と体を開放できる楽しい運動です。他の人と比較

することなく、自分が高めたい能力にスポットを当てて取り組むこ

とができます。このことは、生涯スポーツの考え方につながるので、

６年生時の学びとしてオススメできます。 

○共有資料としてエアロビクスの音源と動画(５つ)があるので、どな

たでも追試をすることができます。ぜひ、取り組んでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 
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エアロビが上手で運動を工夫することができる子 

①積極的に運動に取り組み、授業に勢いを付ける。（素

早い移動・笑顔で取り組む） 

②運動を工夫する視点を意識し、自分だけではなく、

グループの仲間に合った運動を考える。 

③友達の動きを見てアドバイスをする。 

（子どもに期待する協働の具体的なイメージ） 

エアロビが中で運動を工夫することができる子（B評価） 

①積極的に運動に取り組み、授業に勢いを付ける。（素

早い移動・笑顔で取り組む） 

②動きを持続する能力を高めるための工夫を考える。 

（よい動きの視点を意識する） 

③友達の動きを見てアドバイスをする。 

（子どもに期待する協働の具体的なイメージ） 

 

エアロビが中だが運動を工夫することができない子 

①友達のアドバイスを参考にして取り組む。 

 （基本の動きをマスターする） 

②友達の工夫を見て、自分に合った運動を見付ける。

（運動を工夫する視点を意識する） 

③自分から進んで友達のよさを自分に取り入れる姿。 

 （よさを活かすことの大切さを実感） 

〇積極的にコツを伝えたり、聞いたりできる。 
〇お互いの得手不得手を理解し、共感的に取り組める
ようにする。 
〇ステップを上手くできない子には１対１やグルー
プで教える。 
〇ステップの組み合わせ方を変える時はグループで
確認し、動きが合うようにする。 

運動の質を高めるために、励まし合ったり、アドバイ

スし合ったりする姿を対話的な姿と捉える。 

よさを見付ける。よさを試す。（全員） 
よさを取り入れたり応用したりする。（全員） 

エアロビが苦手で運動を工夫することができない子 

①恥ずかしがらずにアドバイスを求めたり、取り組んだ

りする。（前向きに取り組む姿） 

②友達のアドバイスを参考にして取り組む。 

 （基本の動きをマスターする） 

③自分から進んで友達のよさを自分に取り入れる姿。  

（よさを活かすことの大切さを実感） 

問題意識＝「自分の体力に合った運動にしたい」と捉える。 
どの子も問題意識をもつためには、自分の実態に合わせて

工夫できる教材化が必要不可欠。 

手だての明確化 

 

関わりを充実させる手だて 

深い学びの具体的なイメージをもつ 

子どもたち同士の関わりを通して知識・技能の高まりを目指す 

○正しい知識を得る助けとなる学習カード。 
○正しい動きを身に付ける助けとなるタブレットの動画。 
○ステップのポイントを焦点化するための全体交流。 

学びの価値を実感する場の設定 

子どもが知識・技能の獲得を実感できるようにする 
〇動いて確かめる場→発表タイム→振り返りタイム

の流れで自分の高まりを実感できるようにする。 
〇お互いのよさを認め合う振り返りタイムの充実。 

工夫する視点 
〇一つ一つの動きを正確にする。(意欲の向上・負荷の変化) 

〇一つ一つの動きを大きくする。(負荷の変化) 

〇ステップの組み合わせ方を工夫する。(難易度と負荷の変化) 
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エアロビが上手で運動を工夫することができる子 

①積極的に運動に取り組み、授業に勢いを付ける。（素

早い移動・笑顔で取り組む） 

②運動を工夫する視点を意識し、自分だけではなく、

グループの仲間に合った運動を考える。 

③友達の動きを見てアドバイスをする。 

（子どもに期待する協働の具体的なイメージ） 

エアロビが中で運動を工夫することができる子（B評価） 

①積極的に運動に取り組み、授業に勢いを付ける。（素

早い移動・笑顔で取り組む） 

②動きを持続する能力を高めるための工夫を考える。 

（よい動きの視点を意識する） 

③友達の動きを見てアドバイスをする。 

（子どもに期待する協働の具体的なイメージ） 

 

エアロビが中だが運動を工夫することができない子 

①友達のアドバイスを参考にして取り組む。 

 （基本の動きをマスターする） 

②友達の工夫を見て、自分に合った運動を見付ける。

（運動を工夫する視点を意識する） 

③自分から進んで友達のよさを自分に取り入れる姿。 

 （よさを活かすことの大切さを実感） 

〇積極的にコツを伝えたり、聞いたりできる。 
〇お互いの得手不得手を理解し、共感的に取り組める
ようにする。 
〇ステップを上手くできない子には１対１やグルー
プで教える。 
〇ステップの組み合わせ方を変える時はグループで
確認し、動きが合うようにする。 

運動の質を高めるために、励まし合ったり、アドバイ

スし合ったりする姿を対話的な姿と捉える。 

よさを見付ける。よさを試す。（全員） 
よさを取り入れたり応用したりする。（全員） 

エアロビが苦手で運動を工夫することができない子 

①恥ずかしがらずにアドバイスを求めたり、取り組んだ

りする。（前向きに取り組む姿） 

②友達のアドバイスを参考にして取り組む。 

 （基本の動きをマスターする） 

③自分から進んで友達のよさを自分に取り入れる姿。  

（よさを活かすことの大切さを実感） 

問題意識＝「自分の体力に合った運動にしたい」と捉える。 
どの子も問題意識をもつためには、自分の実態に合わせて

工夫できる教材化が必要不可欠。 

手だての明確化 

 

関わりを充実させる手だて 

深い学びの具体的なイメージをもつ 

子どもたち同士の関わりを通して知識・技能の高まりを目指す 

○正しい知識を得る助けとなる学習カード。 
○正しい動きを身に付ける助けとなるタブレットの動画。 
○ステップのポイントを焦点化するための全体交流。 

学びの価値を実感する場の設定 

子どもが知識・技能の獲得を実感できるようにする 
〇動いて確かめる場→発表タイム→振り返りタイム

の流れで自分の高まりを実感できるようにする。 
〇お互いのよさを認め合う振り返りタイムの充実。 

工夫する視点 
〇一つ一つの動きを正確にする。(意欲の向上・負荷の変化) 

〇一つ一つの動きを大きくする。(負荷の変化) 

〇ステップの組み合わせ方を工夫する。(難易度と負荷の変化) 

 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していく。 

小学校５年 単元名 器械運動「跳び箱運動」（６時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 跳び箱運動の行い方を理解するとともに、自己の能力に適した切り返し系や回転系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技に取り組んだりすることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に留意したりし、自己の最善を尽くして運動することができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①跳び箱運動の行い方について、言ったり書いたりしている。 
②助走から両足で踏切、足を左右に開いて着手し、跳び越えて
着地することができる。 
③助走から両足で踏切、腰の位置を高く保って着手し、前方に
回転して着地することができる。 
④台上前転を行うように回転し、背中が跳び箱についたら腕と
腰を伸ばして体をそらせながら跳ね起きることができる。 

①上手くできたところやできなかったところを、学習カードに書き、自
己の能力に適した課題を見付けている。 
②手の着く位置や着地する位置など技のできばえを振り返り、自己の能
力に適した課題を解決しやすい練習の場を選んでいる。 
③グループ跳びの工夫の仕方について、自己や仲間の考えたことを他者
に伝えている。 

①回転したり、支持したりする跳び箱運動の基本的な技に進んで取り組もうとして
いる。 
②場の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察するときなどのきまりを守
り、誰とでも仲良く励まし合おうとしている。 
③場の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④動きや気付いたことを伝え合う際に、友達の考えを認めようとしている。 
⑤場の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３・４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

○跳び箱運動の学習の流れ、約束を
伝え、開脚跳びのポイントを再確
認できるようにする。 

○回転系の基本的な技を行い、自己の課
題を明確にできるようにする 

○回転系の基本的な技について自己の課題
の解決の仕方を工夫したり、発展技に取り
組んだりすることができるようにする。 

○ペアでリズムを合わせて開脚跳びをする活
動を通して、安定して開脚とびができるよ
うにする。 

○グループの友達とタイミングやリズムを合
わせて工夫をして、跳ぶことができるよう
にする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

                                           
学習の流れを知り、  

 開脚跳びをやってみよう。    

●学習の目標、流れ、きまり、資料の

使い方を確認する。 
●準備運動 

●場の準備 

●感覚つくりの運動 

C ステージから回って降りる時には

着地でバランスをとろう。 

C うさぎ跳びは足を閉じて、膝を体

に引き付けよう。 

C またぎ乗りゾーンは、手で押す回

数をできるだけ少なくしよう。 

●開脚跳びの動きのポイントを確認

してやってみる。 

T 跳び方を確認しながら、自分でで

きる場所を選らんで開脚跳びをや

ってみよう。 

●全体交流 

 

 

C膝を曲げて着地をするよ。 

C 勢いを付けすぎずに、ふわっと跳

ぶ。 

開脚跳びでピタッと着地ができた

よ。中学年でやった他の技もやって

みていな。 

●振り返り（発表） 

●準備運動 

●場の準備 

●感覚つくりの運動 

●台上前転、首はね跳びの動きのポイン

トを確認してやってみる。 

C 台上前転は腕でしっかりと支えて、頭

の後ろを跳び箱の後ろに着けて回るん

だね。 

C 力強く踏み切って、おしりを高く上げ

よう。 

C 首はね跳びは、台上前転で背中が付く

前にはねの動きを入れるといいね。 

C 跳ねる動きと同時に手で跳び箱を押す

のもわすれないようにしよう。 

●全体交流 

 

 

 

C 台上前転で腰を高く上げるところを練

習したいな。 

C 高いところで回るのは怖いから、低い

台で練習して少しずつ高くしよう。 

C 首はね跳びで、まだ跳ねるタイミング

がよく分からないな。 

C 手で跳び箱を突き放すのがまだできて

ない。 

自分の課題が分かったよ。その課題をど

のように解決していこうかな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備運動 

●場の準備 

●感覚つくりの運動 

                    

自分の課題に合わせて、台上前転や 

 首はね跳びの練習をしよう。      

・レベルアップ表を提示し、自分の達成具合

を確認できるようにしたり、個の課題に合

わせて場や用具を工夫したりできるよう

にする。 

 

 

●台上前転の練習をする。 

C 着地でピタッと止まれるように、ステージ

から回って降りる場で感覚をつかもう。 

C まっすぐ回るために、跳び箱が二つ並べた

場で練習しよう。 

C 腰を高く上げるために、低い跳び箱の上か

ら踏み切って練習してみよう。 

C 安定して台上前転ができるようになって

きたから、膝を伸ばしてやってみよう。 

●首はね跳びの練習をする。 

C マットの上で、肩倒立からブリッジをして

はなる動きの感覚をつかもう。 

C ステージから回る場で跳ねるタイミング

の練習をするよ。 

課題に合わせて練習の仕方を工夫すること

で、技が上手になったよ。 

●振り返り（学習カード） 

●場の準備 

●準備活動 

●感覚つくりの運動           

友達とタイミングを合わせて、 

  シンクロ開脚跳びをやってみよう。  

【課題を見付ける活動】 

・タブレットを活用して自分たちの動きを確

認できるようにすることで、どんなところ

を合わせるとシンクロできるかを考えられ

るようにする。 

●試しの運動 

C どうしても少しずれちゃうな。 

C 今のはぴったりそろっていたよ。 

●全体交流 

 

 

C 着地をピタッと止まってそろえるといい。 

C 跳び箱に手が付くタイミングをそろってい

る方がいい。 

C 踏切をそろえるために、助走を１歩にして

やってみたよ。 

●運動での課題解決 

C 踏切はぴったり合っていたけど、着地でち

ょっとずれていたよ。 

C 手の位置も合うようになってきた。 

友達と合わせて跳ぶと楽しいよ。今度は違う

技を変えたり、友達とつながってとんだりし

てみたいな。 

●振り返り（発表） 

●場の準備 

●準備活動、感覚つくりの運動      

 グループの友達と工夫をして、 

 集団跳びにチャレンジしてみよう   

●試しの運動① 

C １台の跳び箱でみんなでつながってやって

みよう。 

C 前の時間にやったシンクロ跳びで台上前転

をやってみよう。 

C 跳び箱を３台に増やして、３人で跳んだら

どうかな。 

●全体交流 

 

 

C 回る速さを調整しながら、シンクロ台上前

転をやってみたよ。 

C 首はね跳びをシンクロさせたら、とても迫

力があった。 

C グループ全員で同じリズムでつながって跳

ぶと楽しかったよ。 

T 他のグループがやっていたことにもチャレ

ンジしてみよう。 

●試しの運動② 

C 跳び箱の向きを変えて跳んだらどうかな。 

C なわ跳びみたいに、８の字で跳ぶこともで

きそうだよ。 

技ができるようになるのも楽しいけど、みん

なで跳ぶのも面白いね。 

●単元の振り返り（学習カード） 

知 ①観察  ③④観察（４時間目） ②観察  

思  ①観察・学習カード ①②観察・学習カード（３時間目）  ③観察 

態 ①②③④⑤観察 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20210210 緑丘小学校 佐藤 洸輔 

開脚跳びでピタッと着地するため
にはどうすればよいかな。 

台上前転や首はね跳びの自分の課
題はどんなところかな。 

集団跳びでどんな工夫ができたかな？ 

自分の課題に合わせて、どのよう
な練習をするとよいかな。 

どんなことに気を付けると、シンクロ
開脚跳びでそろえられるかな？ 



20200226 緑丘小学校 佐藤 洸輔    

小学   ５年 単元名 器械運動「跳び箱運動」（６時間）                   成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○全員ができる開脚跳びで、初めてシンクロに挑戦することで、どの子

実欲的に運動することができた。 

【教師の関わり・手だて】 
○各グループ１台ずつ使っていた跳び箱を、２ずつ使えるように場を

変更させた。シンクロさせる時に大事なポイントを明確にできるよ

うに関わった。 

【自己評価】 
自分は高い段数が跳べていたとしても、ペアやグループの友達に合

わせて跳ぼうとする優しい心が見られたの大きな収穫だった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①跳び箱運動の行い方について、言ったり書いたりしている。 
②助走から両足で踏切、足を左右に開いて着手し、跳び越えて着地す
ることができる。 
③助走から両足で踏切、腰の位置を高く保って着手し、前方に回転し
て着地することができる。 

④台上前転を行うように回転し、背中が跳び箱についたら腕と腰を伸

ばして体をそらせながら跳ね起きることができる。 

①上手くできたところやできなかったところを、学習カードに書き、
自己の能力に適した課題を見付けている。 

②手の着く位置や着地する位置など技のできばえを振り返り、自己の
能力に適した課題を解決しやすい練習の場を選んでいる。 

③グループ跳びの工夫の仕方について、自己や仲間の考えたことを他

者に伝えている。 

①回転したり、支持したりする跳び箱運動の基本的な技に進んで取り
組もうとしている。 
②場の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察するときなど
のきまりを守り、誰とでも仲良く励まし合おうとしている。 
③場の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④動きや気付いたことを伝え合う際に、友達の考えを認めようとして
いる。 

⑤場の安全に気を付けている。 

成果 

②集団跳ぶことを通して、友達とタイミングを合わせて跳ぶことで踏

切、着手、着地の仕方に焦点化することができ、技能を高められた。 
③④技能差を考慮した場準備することで、どの子も回転する動きや跳

ねる動きを体感でき、技能の向上が見られた。 
 
 
 

②見るポイント明確にして、お互いの技見て伝え合う活動を通して、

自己の能力に適した課題を解決しやすい練習の場を選んで運動する

ことができた。 
③タイミングが合っているかどうかを踏切、着手、着地に絞ることで

技のできばえを伝え合う姿が多く見られた。 
 
 
 

①②グループの中で見る役割を明確にしていたことで、教え合う活動

が活発になり、運動にも意欲的取り組む姿見られた。 

③役割を明確にすることで、協力して準備や後片付けをすることがで

きた。 

 

課題 

①跳び箱運動の行い方について、技のポイントを書き込む活動を入れ

ることで、より理解を深めることができると感じた。 
③④実態に合わせたレベルアップ表を作成することで、子どもたちが

より見通しを持った中で技能を高められると感じた。 
 

①自己の能力に適した課題を見付けることはできていたが、共有する

場を設定することで、よりよい課題を見付けることができるのでは

ないかと感じた。 
③集団での活動だったため、グループの中心となる子が自分の考えを

伝えることはできていたが、全員ができていたかどうかは見取るこ

とはできなかった。 
 

④教師側から「見ること」「支えること」をさせるのではなく、その良

さ実感した上で。子ども自然とできるようなることで、教え合いの

質が高まり、より友達の考えを認めようする態度を育むことができ

るのではないかと感じた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○単元構造図 

○本校での跳び箱運動における学びの積み上げ（１～４年生） 

○ワークシート（裏面レベルアップ表） 

○準備活動の写真 

○本時の授業動画 

【オススメ】 

○タブレットを活用することで子どもたちが自分の技のできばえを見

合う活動でも有効であるとともに、教師が技能や子どもの変容を見

取るのも効果的です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校５年 単元名 跳び箱運動（５時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 マット運動の行い方を理解するとともに、回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それらを繰り返したり組み合わせ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 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に留意したりし、自己の最善を尽くして運動をすることができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 跳び箱運動の行い方について、言ったり書いたりしている。 
② 助走から両足で踏み切り、脚を左右に開いて着手し、跳び
越えて着地することができる。 

③ 助走から両足踏み切り、腰の位置を高く保って着手し、前
方に回転して着地することができる。 

① 上手くできたところやできなかったところを、学習カードの連続図
に目印や色を付けたり、シールを貼ったりして、自己の能力に適し
た課題を見付けている。 

② 手の付く位置や着地する位置、目線が向く場所などに目印をして、
技の出来栄えを振り返り、自己の能力に適した課題を解決しやすい
練習の場を選んでいる。 

③ 友達の手の着く位置や着地する位置、目線が向く場所に目印を置い
て、動きの出来栄えを友達に伝えたり書いたりしている。 

① 回転したり、支持したりするなどの跳び箱運動の基本的な技に進んで取り組もうと
している。 

② 場の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察するときなどのきまりを守
り、誰とでも仲良く励まし合おうとしている。 

③ 場の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④ 動きや気付いたことを伝え合う際に、友達の考えを認めようとしている。 
⑤ 場の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３ ４（本時）  ５ 

目 

標 

○自分のできる技を確かめ、基本的
な技が安定的に出来るようにす
る。 

○「大きな開脚跳び」を安定して出来るよ
うにする。 

○「台上前転」を安定して出来るようにする。 ○「台上前転」を安定して出来るようにする。
また、できる子は、「首跳ね跳び」にチャレ
ンジする。 

○自分が高めたい技について、さらに練習を
重ねていく。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●準備 

●４年生までに学習した基本的な技

（開脚跳び、台上前転）のポイントを

振り返る。 

                 

技のポイントを確かめながら、 

基本的な技をやってみよう。    

 

T 技のポイントは何かな？ 

C 助走・踏み切り・着手・着地 

C ドンと踏み切り板を両足で蹴る。 

C 手をつく位置は奥。 

 

ポイントが分かったね。体が跳び箱

になれてきたよ。 

 

 

●振り返り 

●後片付け 

●準備 

                    

大きな開脚跳びを安定して出来るように

なろう。                

 

●大きな開脚跳びの練習をする。 

・跳び箱を囲むように位置し、ローテーシ

ョンをする。 

【課題を見付ける活動】 

 実際に開脚跳びを数回行わせ、課題を

見付けさせる。 

T もっと大きくて安定した開脚跳びにす

るためにはどうしたらいいかな？ 

C着地をピタッとする。 

C高い段数でフワッと跳びたい。 

コツを意識して大きな開脚跳びを安定

して出来るようになろう。 

 

●全体交流 

・自分の課題を友達に伝え、友達はそのポ

イントに着目して、試技を見る。 

Tアドバイスをしてあげよう。 

C着地をピタッとするには・・・ 

C踏み切りの時に・・・・ 

C着地がピタっと決まると美しいね。 

友達にアドバイスが出来るようになった

ね。これからも続けていこう。 

●振り返り（学習シート） ●後片付け 

●準備 

                    

台上前転を安定して出来るようになろう。                

【課題を見付ける活動】 

実際に台上前転を数回行わせ、課題を見付

けさせる。 

T安定した台上前転にするためにはどうした

らいいかな？ 

C腰をもっと高く上げるといいと思う。 

C真っ直ぐ背中が転がるようにしたい。 

Cピタッと着地する。 

Cまだ自信がないから易しい場で練習してか

ら挑戦しよう。 

 

コツを意識して台上前転を安定して出来

るようになろう。 

●グループ活動 

・技のポイントや練習の場の工夫について

支援する。 

・タブレットを活用し、お手本動画を見た

り、自分の試技を録画して見たりして練習

を進める。 

T跳び箱の上で転がるのは怖ければ、マット

の上で練習しよう。 

台上前転はおおよそできてきたよ。もっと、

レベルを上げてみたいな。 

●振り返り（学習シート） ●後片付け 

●準備 

                      

安定した台上前転や首跳ね跳びに挑戦しよう。                

T自分の技能に合った技はどちらかな？ 

Cもっと台上前転を極めたい。 

C首跳ね跳びに挑戦するぞ。 

【課題を見付ける活動】 

台上前転と首はね跳びのどちらかを選択さ

せ練習させる。 

T技を安定させるためのコツは何かな？ 

C 腰の位置を高くすると安定して台上前転で

きる。 

C首跳ね跳びは跳ねるタイミングが大事。 

 

台上前転や首跳ね跳びのコツを見付けよ

う。 

●グループ活動 

・技のポイントや練習の場の工夫について支

援する。 

・タブレットを活用し、お手本動画を見たり、

自分の試技を録画して見たりして練習を進

める。 

Tブリッジの練習をすると、跳ねるときの動き

につながるよ。 

Cコツがつかめてきたよ。 

自分が高めたい技を安定してできたよ。 

●振り返り（学習シート） ●後片付け 

●準備 

                      

大きな開脚跳び・台上前転・首跳ね跳び・頭跳

ね跳びを安定して出来るようになろう。                

T自分の技能に合った技を選んで挑戦しよう。 

C台上前転を安定してできるようにするよ。 

C 台上前転が安定してできるようになったか

ら首跳ね跳びに挑戦しよう。 

C頭跳ね跳びに挑戦するぞ。 

 

●グループ活動 

・技のポイントや練習の場の工夫について支

援する。 

・タブレットを活用し、お手本動画を見たり、

自分の試技を録画して見たりして練習を進

める。 

 

C 大きな開脚跳びにするために力強い踏み切

りから着手までを意識して取り組むよ。 

C 安定した台上前転にするためにしっかりと

体を丸めて回るよ。 

C首跳ね跳びでビタ着地を決めたいよ。 

 

友達と教え合ったり、励まし合ったりするこ

とで、自分自身が成長することが出来たよ。 

 

●振り返り（学習シート） ●後片付け 

知 ①②③観察（※１）  ①②③観察・学習カード（※１）  ①②③観察・学習カード（※１） 

思  ①②③観察・学習カード（※１）  ①②③観察・学習カード（※１）  

態     ①②③④⑤観察・学習シート※２ 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20201130 福住小学校 竹内 淳一 



 
20201130 福住小学校 竹内 淳一    

小学  ５  年     単元名 跳び箱運動（５時間）               成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○どの子も基本的な技に進んで取り組もうとしていた。 
 
 
 

【教師の関わり・手だて】 
○お手本動画の入ったタブレットの活用は効果的だった。動画を撮る
ときも、使いこなしていた。教師が介入しなくても子どもたちが自

ら学習に取り組むことが出来た。 

【自己評価】 
○「知識」の部分を教師側はもちろん、子どもたちにも意識してもら
って授業を進めました。どういったように授業を進めていけば良い

のかを教師も子どもたちも理解することで、「何が出来ると良い」

ということが明確になって、意欲につながったように思う。 

評価 
規準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 跳び箱運動の行い方について、言ったり書いたりしている。 
② 助走から両足で踏み切り、脚を左右に開いて着手し、跳び越えて
着地することができる。 

③ 助走から両足踏み切り、腰の位置を高く保って着手し、前方に回
転して着地することができる。 

① 上手くできたところやできなかったところを、学習カードの連続
図に目印や色を付けたり、シールを貼ったりして、自己の能力に
適した課題を見付けている。 

② 手の付く位置や着地する位置、目線が向く場所などに目印をして、
技のできばえを振り返り、自己の能力に適した課題を解決しやす
い練習の場を選んでいる。 

③ 友達の手の着く位置や着地する位置、目線が向く場所に目印を置
いて、動きのできばえを友達に伝えたり書いたりしている。 

① 回転したり、支持したりするなどの跳び箱運動の基本的な技に進んで
取り組もうとしている。 

② 場の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察するときなどの
きまりを守り、誰とでも仲良く励まし合おうとしている。 

③ 場の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④ 動きや気付いたことを伝え合う際に、友達の考えを認めようとしてい
る。 

⑤ 場の安全に気を付けている。 

成果 

① 「知識」の部分を、授業者も学習者も意識することで、「何が出来 
ると良い」かを理解し、それが児童の主体性に繋がった。何とな 
くできたら OKという考えが多かった子どもたちにとって、大き 
な考え方の転換になった。（授業者も） 

①②③ 学習ワークシートが有効。年間を通じて、書くことを大切に

している成果が出ている。知識があることで、思考・判断・表現

に質が生まれる。また、タブレット端末は、これからの時代に必

須になっていく便利な道具である。アナログとデジタルを使い分

けたい。 

①② 前年度までの積み上げがあまりなく、技能も高くない学級なの

で、基本的な技に標準を置いた。そのことで、恐怖心が取り除かれ、

前向きに取り組むことができていた。 

③ 学校の「跳び箱・マット週間」のおかげで、スムーズに出し入れ

することが出来た。 

課題 

②③「分かっているけど、できない！」を解決させてあげることが出 
来なかった。恐怖心が強すぎる子やすごく運動が苦手な子に手立 
てを打ったが結局開脚跳びも出来ずに終わってしまった子もい 
る。前学年から、継続的に、苦手な子に対する手立てを構築した 
方が良い。 

グループ作りに難しさを感じた。今回はいつもしている平均的なチ

ームではなく、やや能力別のチームにした。スムーズに教え合いがで

きるチームがある一方で、停滞しているチームもあった。もちろん停

滞しているところへの支援が必要ではあるが、さらなる場の工夫の必

要性を感じた。 

①高学年として、「開脚跳び」と「台上前転」で終わって良いのかなと 
言う授業者としての不安がある。学校として、「○年生では○○は絶対 
できるように」と言ったような、縦のカリキュラムを見直したい。 
⑤今回、ケガが起こってしまった。ロイター板で跳びすぎてしまった 
ことが原因。自分の力量にあった用具を考えさせるようにしたい。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○単元構造図 

○学習シート 

○お手本動画（山﨑先生の素晴らしいお手本） 

【板書等】板書しませんでした。すみません。 

 

【オススメ】 

連盟の「感染予防に配慮した小学校

の体育学習」での跳び箱の待機位置

は、コロナに関係なくオススメです。

ただの待ち時間ではなく、見る学習

者に早変わりです。 

 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方
の吟味 

関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校  ２ 年   単元名 跳び箱運動遊び ～ドン・グッ・フワッ・ピタッで跳び越そう～ 指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 跳び箱を使った運動遊びの行い方を知るとともに、跳び乗りや跳び下り、手を着いてのまたぎ乗りやまたぎ下りをして遊ぶことができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 跳び箱を使っ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。 

学びに向かう力、人間性等 運動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したり、場や器械・器具の安全に気を付けたりできるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①運動遊びの行い方を知っているとともに、跳び乗りや跳び下
り、手を着いてのまたぎ乗りやまたぎ下りをして遊ぶことが
できる。 

 

①跳び箱を使った簡単な遊び方を選んでいるとともに、友達のよい動き
を見付けたり、考えたりしたことを友達に伝えている。 

①器械・器具の片付けを、友達と一緒にしようとしているとともに、場や器械・器
具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２・３ ４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

◯学習の進め方を知り、基本的な場
の作り方を理解することができる
ようにする。 

◯それぞれのランドを楽しむことができ
るようにする。 

 

◯自分のめあてに向かって運動に取り組み、
片足で踏み越し跳びをしたり、手をついて
のまたぎ乗りやまたぎ下りをしたりする
ことができるようにする。 

◯自分のめあてに向かって運動に取り組み、
片足で踏み越し跳びをしたり、手をついて
のまたぎ乗りやまたぎ下りをしたりするこ
とができるようにする。 

◯自分で場や難易度を選択して、楽しんで活
動することができるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●ランド作りと片付け 

・それぞれが担当するランドの作り

方を理解する。 

・ランドを準備するときの、安全面の

配慮について正しく理解する。 

・ランドをもとの場所に片付ける。 

（それぞれの場について理解する。） 

 

●基礎感覚作り 

・動物歩き⇒あざらし うさぎ うま 

・かえるの足打ち 

・馬跳び 

 

 

 

●それぞれのランドを経験する。 

Tどのランドが楽しかったかな？ 

C ヒーローランドで思いっきりジャ

ンプできるから楽しかったよ。 

C ロングランドでまたぎ乗りをして

楽しかったよ。 

●ランドの片付け 

C みんなと協力してランドを片付け

られたよ。 

●振り返り 

それぞれのランドの準備と片付けが

できるようになったよ。次はランド

を楽しみたいな。 

 

●ランド作り 

・ランドを協力して準備をする。 

●アップダンス 

 

●基礎感覚作り 

・動物歩き⇒あざらし うさぎ うま 

・かえるの足打ち 

・馬跳び 

 

 

A：ヒーローランド 
→踏み切り板からジャンプして、思い切

り跳ぶ。 
B：ジャンプランド 
→一段の台から、踏み切って跳ぶ。 

C：ロングランド 
→２つの跳び箱を付けて、またぎ乗り。 

D：ぴょんぴょんランド 
→うさぎ跳びから、またぎ越しを行う。 

 

●振り返り 

それぞれのランドのやり方が分かった

よ。こつを見付けると上手にできるよう

になるね。 

 

●ランド作り 

・ランドを協力して準備をする。 

●アップダンス 

●基礎感覚作り 

・動物歩き⇒あざらし うさぎ うま 

・ランドタイム 

⇒４つの場を１分３０秒でローテーション 
                  
自分で挑戦する場とめあてを決めて 
メダルをゲットしよう。       

【課題を見付ける活動】 
・基本学習（２つの場×４分） 
・ペアの子に自分のめあてを伝える。 
・ペアでそれぞれの場を選択して取り組む。 
・上手な子を見付ける。 
 
 

●全体交流 

T友達の上手なところはどこだったかな？ 

C〇〇さんはヒーローランドで「ドンッ」と

強くジャンプしていたよ。 

●共有したポイントをオノマトペなどでま

とめていき、全員で言えるようにする。 

●発展学習 

・４つの場＋開脚跳び遊びの場を設定する 

●振り返り 

片足で踏み越したり、手をついてまたぎ乗り

やまたぎ下りをしたりするコツが分かった

よ。次はできるようになりたいな。 

 

●ランド作り 

・ランドを協力して準備をする。 

●アップダンス 

●基礎感覚作り 

・ランドタイム 

⇒４つの場を１分３０秒でローテーション 
                  
自分で挑戦する場とめあてを決めて 
メダルをゲットしよう。       

 
【課題を見付ける活動】 
・基本学習（２つの場×４分） 
・ペアの子に自分のめあてを伝える。 
・ペアでそれぞれの場を選択して取り組む。 
・ペアの子がめあてを達成できたかをしっか
りと見取る。 

 
 

●全体交流 

T友達の上手なところをみんなで試そう！ 

Cロングランドで〇〇さんは、手を着く回数を

できるだけ少なくしていてすごかったよ。 

T〇〇さんのよさをみんなで試してみよう。 

●発展学習 

・４つの場＋開脚跳び遊びの場を設定する 

●振り返り 

めあてをもって取り組んだら、片足で踏み越

したり、手をついてまたぎ乗りやまたぎ下り

をしたりできるようになったよ。 

●ランド作り 

・ランドを協力して準備をする。 

●アップダンス 

●基礎感覚作り 

・ランドタイム 

⇒４つの場を１分３０秒でローテーション 
                   
より良い色のメダルをゲットしよう。 
 

●発展学習 

・４つの場＋開脚跳び遊びの場を設定する。 

●それぞれの遊び場を行き来しながら、自分

で挑戦したい場を考えて挑戦する。 

 

 

 

●それぞれの遊び場で上手な子を取り上げ、

小グループでの交流を通して、良い動きを

真似するようにする。 

 

●開脚跳び遊びの場を全員が挑戦するように

促す。 

●振り返り 

めあてをもって挑戦できたよ。４つのランド

はとても楽しかったよ。 

知 ①観察・学習カード   ①観察・学習カード  

思  ①観察・学習カード ①観察・学習カード   

態     ①観察（※２） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                       20210228 三角山小学校 辰田 洋人 

ランドを楽しもう。 

それぞれのランドを楽しもう。 

上手な子はどこか上手かな。 
めあてを達成できた子は誰かな。 上手な子はどこか上手かな。 



20210228 小学校 三角山小学校 辰田 洋人    

小学  ２年     単元名 跳び箱運動遊び ～ドン・グッ・フワッ・ピタッで跳び越そう～ 成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇どの子も自分が挑戦したいランドを選択し、積極的に取り組むことが

できた。また、ペアの友達が何色のメダルかを判断するとともに、

「いくよ・いいよ」の掛け声を掛けながら、活動する姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇それぞれのランドのこつを共有する掲示板を置く。また、積極的に

関わり、オノマトペを子どもたちと一緒に声に出すことで、子ども

たちが意欲的且つ上達した姿が見られた。 

【自己評価】 
〇子どもたちが自分の挑戦したいランドを選択したことで、継続して

活動を進める姿が見られた。また、金銀銅の評価基準を明確にする

ことで、ペアの友達との見合いがしっかりとできた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 跳び乗りや跳び下り、手を着いてのまたぎ乗りや跳び乗りの正し
い方法を理解している。 

② それぞれのランドの行い方を正しく理解し、実際に楽しく活動す
ることができる 

 

① 自分が挑戦したいランドの場を選択し、より良い色のメダルを目
指して活動を進めている。 

② 友達と運動を見合い、友達の技能ポイントができているかを伝え
ている。 

③ 友達から教えてもらったポイントを意識して活動しようとしてい
る。 

① 運動に積極的に取り組もうとしている。 
② 準備・後片付けを積極的に行うことができる。 
③ 場や用具の安全に注意しながら、主体的に活動することができる。 

成果 

① ４つのランドを設定することで、それぞれの技能ポイントについ
て考えながら、しっかりと活動を進めることができた。 

② ペアを固定して学習を進めることで、見合いが育ち、互いの技能ポ
イントで必要なことを教え合うことができた。 

③ 評価基準として、金銀銅のメダルを設定したことで、子どもたちの
中で目指す姿が明らかとなり、主体的な活動が生まれた。 

① メダルの色を設定することで、子どもたちがペアでの見合いがし
やすくなった。また、そのメダルを獲得するために、意識する技能

ポイントを明確にして、活動を進めやすくなった。 
② ４つのランドを設定することで、活動回数が多く確保でき、子ども
たちが柔軟に場を選択することができるよさがあった。 

① 自分で選択したランドを行うため、意欲的に取り組む姿がたくさ
ん見られた。 

② ４５分の授業の中で、準備と片付けを含めて行ったことで、自分達
が準備と片付けをスムーズにすることが、活動時間の確保に繋が

るという意識をもつことができ、意欲的に活動することができた。 

課題 

① ４つの場の中の、ジャンプランドで、踏み切り後にゴム紐を設定し
ていれば、もう少し子どもたちの意識が上に向くことができたよ

うに感じる。 
② それぞれの技能ポイントのこつを共有する方法を、もう少し工夫
したかった。掲示板の活用方法に課題があった。 

③ 技能ポイントではなく、オノマトペだけに絞って授業を展開して
も、子どもたちの意識がシャープになっていたように感じる。 

① ペアを設定したことで、練習する場がある程度制限されていた可
能性がある。可能であれば、一人一人が好きな場を選択し、そのい

るメンバーの中で、見合いができるようになれば、もっともっと活

動の幅が広がったように感じる。 
② 金銀銅を設定したことで、活動がスムーズにいった反面、若干雑に
なってしまう部分もあったように感じる。 

① 自分のやりたい思いが先行してしまい、安全面で怪しいときが少
し見られた。 

 
備考 
 

〇学習ボードの活用 

・移動式で便利 

・両面使用可能 

・マグネット可 

 

 

〇４つの場 

ヒーローランド         ジャンプランド 

 

ロングランド          ぴょんぴょんランド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 

本時では、ペアの友達のめあてを把握し、めあてを達成できた

友達を発表することで、見合いの高まりと、自信をもって運動に

挑戦する姿がたくさん見られた。また、ペアでめあてを確認する

ことの有効性と、継続性の高まりが感じられた。 



  

※１ 「知・技」、「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載からも評価することで、教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性が高まるようにする。 

※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

※３ 「関係付ける」とは、本校で行っている研究の視点である。 

小学校６年 単元名 鉄棒運動（４時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 鉄棒運動の行い方を理解するとともに、基本的な技を組み合わせたり、友達とタイミングを合わせたりできるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己の能力に応じて技を組み合わせたり、運動の行い方を工夫したりするとともに、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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①鉄棒運動の行い方を理解している。 

②前転グループの技を安定して行うことができる。 

③後転グループの技を安定して行うことができる。 

④できる技を組み合わせたり、友達とタイミングを合わせながら試技

したりしている。 

①自己の能力に適した課題を解決するために、補助用具や視聴覚教材を使用し

練習方法を工夫したり選択したりしている。 

②自己の課題について考えながら、運動する活動を通して、気付いたことを言

ったり、学習カードに書き込んだりしている。 

③姿勢や肘の様子、へそと棒との距離などに着目しながら、友達の運動を観察

し、動きの様子を友達に伝えている。 

①回る楽しさに浸りながら、鉄棒運動に積極的に取り組んでいる。 

②鉄棒運動の約束を守りながら、仲間と助け合い、互いの考えや取組を認め合っている。 

③用具の準備や片付けなどで、分担された役割を果たしている。 

④場や用具の安全委に気を配っている。 

時間 １ ２ ３（本時） ４ 

目 標 〇鉄棒運動の行い方を理解し、自己の課題を見付けること

ができるようにする。 

 

自己に適した練習の場や用具を選び、友達と動きを見合い、

動きのコツを伝え合う活動を通して、基本的な技を行うこ

とができるようにする。 

友達と動きを合わせる活動を通して、自己の能力に適した

課題を見付けることができるようにする。 

友達と動きを合わせる活動を通して、回転する楽しさに浸

るようにする。 

 

学習の 

流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●準備活動 

●単元の見通しを共有する 

くるくる回る楽しさを味わいながら、友達と動きを合わせよう 

Ｔ 単元の最後には、ミニ発表会を開催します。 

Ｃ 体が反対になる感覚っておもしろいよね。 

Ｃ 動きを合わせるのが難しそう。 

Ｃ 最後にミニ発表会を行うのか。緊張するな。 

 

●鉄棒運動の行い方を知る。 

Ｃ 基本的な技をできるようになる必要があるね。 

Ｃ 友達と動きを合わせるために必要なことって何かな。 

 

●鉄棒運動を行う。 

Ｃ 支持技ができないな。どのように練習したらいいのだろ 

う。 

Ｃ ぐるっと逆さまになる感覚が楽しいな。 

 

●友達と動きを合わせながら鉄棒運動を行う。 

Ｃ 同じタイミングで回るのが難しいな。 

Ｃ 足を上げるタイミングを揃えられれば…。 

 

●友達と動きを合わせるために、どんな練習をする必要が

あるのか、自己の課題を明確にする。 

Ｃ まずは技の精度を上げたいな。 

Ｃ 友達と動きを合わせる練習をしたいな。 

自分が頑張りたいところが分かったね。もっと回れるよう

になって、友達と動きを合わせられるようになりたいな。 

●振り返り 

・「関係付ける（※３）」視点で振り返りを記入する。 

●準備活動 

●慣れの運動 

・ダンゴムシ、ダルマ回り、こうもり振り、等 

                         

練習を工夫してもっと回れるようになろう 

 

【課題を見付ける活動】 
 前時の運動の動画を視聴したり、振り返りの内容を確認

したりすることで、もっと技の精度を高めたいという意欲

を高める。 
Ｃ へそと鉄棒が離れている気がするな。 
Ｃ 腕をもっと曲げるといいかもしれないな。 
 

どうすればもっと回ることができるかな 
 
●自分の課題に合った場や練習用具を選びながら、友達と

動きを見合う。 
Ｃ 僕の足の上げ方を見ていてね。 
Ｃ 逆上がりをするために、補助具を使ってみるよ。 
Ｃ へそと鉄棒の距離が近くなったね。 
 
●シンクロタイム 
Ｃ 回るのが上手になったら、動きを合わせるのも少しだけ
上手くなったよ。 

Ｃ まだ動きを合わせるのは難しいな。 
友達と動きを伝え合うことで、たくさん回ることができる

ようになったぞ。次は、動きを合わせられるようになりたい

な。 

●振り返り（1hに同じ） 

●準備活動 

●慣れの運動 

・ダンゴムシ、ダルマ回り、こうもり振り、等 

                       

ミニ発表会に向けて、動きを合わせよう 

 

【課題を見付ける活動】 

前時に撮影しておいたシンクロタイムの様子を視聴す

る。動きを合わせることができたものとできなかったもの

を比較する。 

Ｔ みんなはどこに注目しながら、動画を観ていた？ 

Ｃ 足の上げるタイミング 

Ｃ 勢いのつけ方 

Ｃ 回る速さ  等々 

 

どのように動けば、友達と動きを合わせられるかな 

 

●シンクロタイム 

Ｃ 足を上げるタイミングをそろえてみよう 

Ｃ 勢いのつけ方をそろえてみようよ 

 

●グループ間で気付いたことを交流する。 

Ｃ この班は、回る速さが同じで凄いね。勢いのつけ方をそ

ろえているからかな。 

Ｃ ひじの曲げ方をそろえると、動きがもっとそろうんじゃ

ないかな。 

足を上げるタイミングやや肘の曲げ方などを意識すると、

友達と動きを合わせることができたぞ。 

 

●振り返り（1hに同じ） 

●準備活動 

●慣れの運動 

・ダンゴムシ、ダルマ回り、こうもり振り、等 

●シンクロタイム 

 

くるくる回る楽しさを味わいながら、友達と動きを合わせよう 

                            

ミニ発表会をしよう 

 

Ｃ やっぱり逆さまになる感じが楽しいな。 

Ｃ 最初よりも回れるようになって嬉しい。 

Ｃ 友達と動きを合わせるのは難しいけど、できた時はその

分嬉しいな。 

 

●班同士で、よかった点を伝え合う。 

Ｃ タイミングだけではなく、足の先まで動きがあっていた 

よ。 

Ｃ 最初よりも回れるようになっていたね。 

 

友達と協力しながら課題を解決して、上手くなってきたか

ら回る楽しさを味わうことができたよ。 

 

●振り返り 

・単元を通して、自分がどのように思考していたか振り返

る。また、単元の初めと今とで鉄棒に対するイメージがどう

変化したのかをまとめる。 

・どのようなことに気を付けると技を安定して行うことが

できるのかをまとめる。 

知 ①観察・学習カード（※１） ②③ ②③ ④ 

思  ①②③ ①②③  

態    ①②③④観察・学習カード（※２） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）  20210201 伏見小学校 秋元 来舞 



20210201 伏見小学校 秋元 来舞 

伏見小学校６年     単元名 鉄棒運動                            成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇友達と一緒に回る楽しさに浸っていた。しかし、技能差がありすぎた

ため、能力に応じた技ではなくなってしまった。 
 

【教師の関わり・手だて】 
〇タブレットを使って自分の動きを見たりお互いの動きを見合ったり

することは効果的であった。 
〇ターザンロープで体を放り出す感覚を養うことは効果的であった。 
 

【自己評価】 
〇動きを合わせることで、自分の能力に合った技ではなく、友達と一

緒にできそうな技になってしまった。グルーピングや単元の流し方

により吟味が必要であった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①鉄棒運動の行い方を理解している。 

②前転グループの技を安定して行うことができる。 

③後転グループの技を安定して行うことができる。 

④できる技を組み合わせたり、友達とタイミングを合わせながら試技したり

している。 

①自己の能力に適した課題を解決するために、補助用具や視聴覚教材を使用

し練習方法を工夫したり選択したりしている。 

②自己の課題について考えながら、運動する活動を通して、気付いたことを

言ったり、学習カードに書き込んだりしている。 

③姿勢や肘の様子、へそと棒との距離などに着目しながら、友達の運動を観

察し、動きの様子を友達に伝えている。 

①回る楽しさに浸りながら、鉄棒運動に積極的に取り組んでいる。 

②鉄棒運動の約束を守りながら、仲間と助け合い、互いの考えや取組を認め

合っている。 

③用具の準備や片付けなどで、分担された役割を果たしている。 

④場や用具の安全委に気を配っている。 

成果 

①②③ 
単元の初めに、個人で技を極める時間を設定したので、少しずつで

はあるが技能を高めることができた。 
 
 
 

①② 
視聴覚教材とワークシートを使いながら、自分の課題を明確にし、

練習方法を工夫する姿が見られた。 
③単元の初めに、着目すべき視点を共有しておくことで、共通の視点

で話し合うことができた。 
 

①②③④ 

単元の初めに、回る感じにたっぷり浸る時間を設けたり、場を設定

したりしたので、抵抗感なく鉄棒運動に取り組むことができた。 

 

課題 

①②③ 
 補助具を使っても、基本的な技を習得できない児童もいた 
④ 単元の終わりに、「友達と動きを合わせて演技をしよう」という目

標を立てて単元を始めたのだが、動きを合わせることに集中しす

ぎて、自分の能力に合わせた技ではなくなってしまった児童が数

名いた。 
 

①② 
視聴覚教材を使うことで、課題が明らかになっていったが、ワーク 

シートに気付いたことを書くのがおろそかになってしまった。今後は、

そのまま視聴覚教材に書き込んでおくなどの工夫が必要ではないかと

感じた。 
③着目すべき視点が少しずつずれてしまい、教師のかかわりが多く必

要な場面があった。 

①②③④ 
易しい場をあまりにも易しくし過ぎてしまい、技能の高くない子は 
どうしても易しい場に居続けてしまった。少しずつ場を変えたり、よ

り高い目標をもつように関わったりするなどの手立てが必要であると

感じた。 
 
 

 
備考 
 

【共有資料】 

〇単元構造図 

〇ワークシート 

 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

〇単元の初めに、補助具やターザンロープなどを使って、回る感覚に

たっぷり浸る時間をとると抵抗感なく鉄棒運動に取り組むことができ

るのでオススメします。ただ、やりすぎてしまうと、逆効果になるこ

ともあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していく。 

小学校６年 単元名 器械運動「跳び箱運動」（６時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 跳び箱運動の行い方を理解するとともに、自己の能力に適した切り返し系や回転系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技に取り組んだりすることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に留意したりし、自己の最善を尽くして運動することができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①跳び箱運動の行い方について、言ったり書いたりしている。 
②助走から両足で踏切、足を左右に開いて着手し、跳び越えて
着地することができる。 
③助走から両足で踏切、腰の位置を高く保って着手し、前方に
回転して着地することができる。 
④台上前転を行うように回転し、背中が跳び箱についたら腕と
腰を伸ばして体をそらせながら跳ね起きることができる。 

①上手くできたところやできなかったところを、自己の能力に適した課
題を見付けている。 
②手の着く位置や着地する位置など技のできばえを振り返り、自己の能
力に適した課題を解決しやすい練習の場を選んでいる。 
③グループ跳びの工夫の仕方について、自己や仲間の考えたことを他者
に伝えている。 

①回転したり、支持したりする跳び箱運動の基本的な技に進んで取り組もうとして
いる。 
②場の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察するときなどのきまりを守
り、誰とでも仲良く励まし合おうとしている。 
③場の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④動きや気付いたことを伝え合う際に、友達の考えを認めようとしている。 
⑤場の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３・４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

○跳び箱運動の学習の流れ、約束を
伝え、これまでに学習した技を再
確認できるようにする。 

○自己の能力に適した切り返し系・回転
系の基本的な技を行ったり、発展技に
取り組んだりできるようにする。 

○１方向や２方向での連続跳びの行い方を
理解し、グループでタイミングよく跳ぶこ
とができるようにする。 

○２台の跳び箱を使う演技をつくるために、
跳ぶ向きやタイミングの工夫を伝えること
ができるようにする。 

○グループの演技をよりよくするために、技
の組み合わせ方を工夫できるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

                                           
学習の流れを知り、  

 自分の課題を見付けよう。    

●学習の目標、流れ、きまり、資料の

使い方を確認する。 
●準備運動 

●感覚つくりの運動 

●場の準備 

●これまでに取り組んできた、開脚

跳び、台上前転、首はね跳びの技を

確認する。 

T 跳び方を確認しながら、自分でで

きる場所を選らんで開脚跳び、台

上前転、首はね跳びをやってみよ

う。 

●全体交流 

 

 

 

C 台上前転がまだうまく回れなかっ

たな。 

C 首はね跳びのはねる動きがまだよ

くわからない。 

C 着地で転ばないようにして、ピタ

っと止まれるようにしよう。 

自分が取り組みたい技や課題が見付

かったよ。自分に合った練習方法を

考えて練習してうまくなりたいな。 

●振り返り（発表） 

●場の準備 

●準備運動 

●感覚つくりの運動 

●自分の課題の確認 

T どの技のどんなところを高めていきた

いかな。 

C 開脚跳びで、高く跳べるようにしたい。 

C 台上前転では、バランスよく回りたい。 

C 首はね跳びをマスターしたい。 

 

 

 

●運動での課題解決 

C 開脚跳びで腰を高くして跳ぶためにゴ

ム紐に引っかからないように跳んでみ

よう。 

C かかえ込み跳びもやってみたいな。 

C まっすぐ回るために跳び箱の上にマッ

トがある場で練習するよ。 

C 腰を高く上げるために、低い跳び箱の

上から踏み切って練習してみよう。 

C ステージから回る場で跳ねるタイミン

グの練習をするよ。 

C マットの上で、肩倒立からブリッジを

してはねる動きの感覚をつかもう。 

 

課題に合わせた場で練習すると、技をレ

ベルアップさせることができたよ。 

●振り返り（学習カード） 

●場の準備 

●準備運動、感覚つくりの運動 

【課題を見付ける活動】 

手本を動画で示し、自分のグループでもやっ

てみたいという意欲を高める。 

 

 

●試しの運動 

C 助走の位置を調節しよう。 

C 前の人のタイミングに合わせるよ。 

C みんなで声を出して合わせよう。 

●他のグループとの交流 

C 着地と同時に跳んでいるね。 

C 途中で速さを変えているよ。 

●運動での課題解決 

タイミングを意識すると、連続跳びができた

よ。他の場も使い方もできそうだね。 

T １台の跳び箱を他の使い方はないかな？ 

C 横も跳べそう。 

 

 

●試しの運動 

C 全員で縦を跳んだあとに、横を跳ぶことに

しよう。 

●他のグループとの交流 

●運動での課題解決 

跳ぶ向きと速さの組み合わせを変えると２

方向でもできたよ。 

●振り返り（発表） 

●場の準備 

●準備運動 

●感覚つくりの運動 

【課題を見付ける活動】 

２台の跳び箱を提示することで、これまでと

の違いに気付けるようにするとともに、今ま

での工夫を使えばできそうだという見通しを

もてるようにする。 

●グループでの交流 

●試しの運動 

C ２人で合わせられそう。 

C どこから跳ぼうかな。 

C ２台の踏切の場所を逆向きにしてみよう。 

 

 

T どんな工夫ができたかな？ 

C 同じ向きで跳んだよ。 

C 反対側の向きもやってみたよ。 

C ２人合わせて跳んだよ。 

●他のグループとの交流 

●運動での課題解決 

C 連続跳びの２台目のタイミングを合わせた

いな。 

C 順番を入れ替えてもう一度やってみよう。 

跳ぶ向きとタイミングを工夫すると、跳び箱

での演技ができたよ。他の技も入れてやって

みたいな。 

 

●振り返り（学習カード） 

●場の準備 

●準備運動 

●感覚つくりの運動           

 技の組み合わせ方を工夫して、 

  グループでの演技を完成させよう。  

●運動での課題解決 

C 開脚跳びと台上前転を交互に跳ぶよ。 

C 横向きの時はかかえ込み跳びもできるね。 

●他のグループとの交流 

C 台上前転は回る速さも合わせられるときれ

いだね。 

C 縦と横を交互に跳ぶのもいいね。 

●運動での課題解決 

C 違う技で同時に跳ぶのもよさそうだよ。 

C 同じ技の時は踏切や着地をぴったり合わせ

よう。 

●発表会 

・他のグループの発表を見て、よかったとこ

ろを伝えられるようにする。 

C 開脚跳びや台上前転、首はね跳びといろい

ろな技をやっていてすごい。 

C 首はね跳びを２人同時でやると、すごく迫

力があった。 

C 縦と横の向きを組み合わせたり、連続で跳

んだり、２人で跳んだり、いろいろな工夫を

していたところがよかった。 

向き・タイミング・技を工夫することで、より

よいグループ演技をつくることができたよ。 

●単元の振り返り（学習カード） 

知 ①観察  ②観察  ②③④観察 

思 ①観察 ②観察・学習カード  ③観察・学習カード  

態 ①②③④⑤観察 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20210210 緑丘小学校 早川 詩織 

これまで取り組んできた技でどん
なところを高めるとよいかな。 

自分の課題に合わせてどんな練習
をするとよいかな。 

どんなことに気を付けると、 
みんなで連続とびができるかな？ 

２台の跳び箱を使うには、どんな工夫を
するとよいかな。 
 

２方向から跳ぶには、どうしたらよいかな？ 



20200210 緑丘小学校 早川 詩織    

小学   ６年     単元名 跳び箱運動                                              成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
子どもたちが試行錯誤しながら、協力して集団演技を考える姿が見られ

た。 

【教師の関わり・手だて】 
各グループ１台ずつ使っていた跳び箱を、２台ずつに変更した。工夫

する方法を、方向とタイミングに焦点化できるように関わった。 

【自己評価】 
自分たちの技を見える化することで、自分たちで解決することを促す

ことができたように感じた。 
 
 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①跳び箱運動の行い方について、言ったり書いたりしている。 
②助走から両足で踏切、足を左右に開いて着手し、跳び越えて着地す
ることができる。 
③助走から両足で踏切、腰の位置を高く保って着手し、前方に回転し
て着地することができる。 

④台上前転を行うように回転し、背中が跳び箱についたら腕と腰を伸

ばして体をそらせながら跳ね起きることができる。 

①上手くできたところやできなかったところを、自己の能力に適した
課題を見付けている。 

②手の着く位置や着地する位置など技のできばえを振り返り、自己の
能力に適した課題を解決しやすい練習の場を選んでいる。 

③グループ跳びの工夫の仕方について、自己や仲間の考えたことを他

者に伝えている。 

①回転したり、支持したりする跳び箱運動の基本的な技に進んで取り
組もうとしている。 
②場の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察するときなど
のきまりを守り、誰とでも仲良く励まし合おうとしている。 
③場の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④動きや気付いたことを伝え合う際に、友達の考えを認めようとして
いる。 

⑤場の安全に気を付けている。 

成果 

②集団で跳ぶことを通して、友達とタイミングやリズムを合わせて跳

ぶことで、踏切、着手、着地の仕方に焦点化することができ、技能

を高められた。 
③④技能差を考慮した場を準備することで、どの子も回転する動きや

跳ねる動きを体感することができ、技能の向上が見られた。 
 

②見るポイントを明確にして、お互いの技を見て伝え合う活動を通し

て、自己の能力に適した課題を解決しやすい練習の場を選んで運動

することができた。 
 

①②グループの中で見る役割を明確にしていたことで、教えあう活動

が活発になり、運動にも意欲的に取り組む姿が見られた。 

③役割を明確にすることで、協力して準備や後片付けをすることがで

きた。 

課題 

①跳び箱運動の行い方について、技のポイントを書き込む活動を入れ

ることで、より理解を深めることができると感じた。 
③④回転系の技に取り組む時間をもう１時間確保することで、さらな

る技能向上が見られると感じた。 
 
 

①自己の能力に適した課題を見付けることはできていたが、共有する

場を共有することで、よりよい課題を見付けることができたのでは

ないかと感じる。 
③集団での活動だったため、グループの中心となる子が自分の考えを

伝えることはできていたが、全員ができているかどうかを見取るこ

とができなかった。 

④教師側から「見る」ことと「支える」ことをさせるのではなく、そ

のよさを実感した上で、子どもが自然とできるようになることで教

えあいの質が高まり、より友達の考えを認めようとする態度を育む

ことができるのではないかと感じた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

〇単元構造図 

〇本校での跳び箱運動での学びの積み上げ（１～４年生） 

〇ワークシート（裏面レベルアップ表） 

〇準備活動の動画 

〇本時の授業動画 

 

【オススメ】 

個人競技である跳び箱を集団で行うことで、子どもたちは意欲的に取

り組み、技能も高まり、子ども同士の関係もよくなりました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・技」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで、教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性が高まるようにする。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」①②③⑥については、単元全体で評価していく。⑤については３・４・５時間目を中心に、④については６時間目を中心に評価する。 

小学校５年 単元名 ハードル走（６時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 ハードル走の行い方を理解するとともに、ハードルをリズミカルに走り越えることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己の体の状態や体力に応じて、運動の行い方を工夫するとともに、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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①ハードル走の行い方について、言ったり書いたりしている。 

②第 1 ハードルを決めた足で踏み切って走り越えることができる。 

③インターバルを 3 歩で走ることができる。 

④スタートから最後まで、体のバランスをとりながら真っ直ぐ走るこ

とができる。 

①自分が運動して気付いたことを言ったり、連続図に目印や色を付けたりして、

自己の能力に適した課題を見付けている。 

②踏み切りや着地の位置に目印を置いたり、動きを工夫する点を友達にを伝え

たりして、自己の能力に適した課題を解決しやすい練習方法を選んでいる。 

③友達の踏み切る位置や踏み切り足、インターバル、空中姿勢に着目して、動

きのできばえを友達に伝えたり学習カードに書いたりしている。 

①ハードル走に積極的に取り組んでいる。 

②ハードル走の約束を守り、仲間と助け合っている。 

③用具の準備や片付け、計測や記録などで、分担された役割を果たしている。 

④ハードル走の勝敗を受け入れている。 

⑤課題を見付けたり、その解決方法を工夫したりする際に、仲間の考えや取組を認めている。 

⑥ハードル走の場の危険物を取り除くとともに、用具の安全に気を配っている。 

時間 １（試しの運動①） ２（試しの運動②） ３（本時１−重点：課題発見） ４・５（本時２−重点：課題解決） ６（総括的内容及び大会運営「支える」） 

目 標 ハードル走の行い方を理解することができる

ようにする。 

 

自己に適したインターバルの場を選び、3 歩で

走ることができるようにする。 

友達と動きを見合い動きのコツを考えたり連

続図に印を付けたりする活動を通して、自己の

能力に適した課題を見付けることができるよ

うにする。 

踏み切り位置に目印を置いたり、動きを工夫す

る点を友達に伝えたりし、自己の能力に適した

課題を解決しやすい方法を選ぶことができる

ようにする。 

ハードル走を競争する活動を通して、積極的に

取り組むとともに勝敗を受け入れることがで

きるようにする。 

 

 

学習の 

流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●準備活動 
                  

40ｍハードル走にチャレンジして 
みよう             
 

●ハードル走の行い方を知る。 

Ｃ「１・２・３・ジャンプ」で走るんだね。 

Ｃ同じ踏み切り足で走り越えるのか。 

Ｃ40m 走とタイム差が少ない方が良い記録とい

うことだね。 

Ｃ単元の最後に個人戦とチーム戦を行うんだ

ね。 

Ｃ道具の運び方や観察する場所など、安全に気

を付けるところが分かったぞ。 

◯40m ハードル走を行う。 

Ｃ短距離走よりも難しい！ 

Ｃ１台目を決めた足で踏み切れるかな。 

Ｃ着地した後、ふらふらしちゃう。 

Ｃうまく走り越えられたら気持ちいいな。 

Ｃさっきより速く走りきったぞ。やった。 

 

ハードルがあると走り抜けづらいけど、うま

くできた時は気持ちがいいな。タイムをもっと

縮めたいな。 

 

●振り返り（※タブレット型端末） 

・「する・見る・支える・知る」の観点に分けて

記入する。 

●準備活動 

●リズム走 

・1・2・3・ジャンプのリズムに合わせて、40m

走を行う。 

 

●学習目標の提示 
                   
自分に合ったインターバルを見付けよう 
Ｃ5.5ｍくらいがちょうど良さそう。 
Ｃ僕はまだ見つからないな。 
 
●40m ハードル走に取り組む。 
Ｃ「1・2・3・ジャンプ」ができているか見てね。 
Ｃあれっ、なんだか詰まる感じがするな。もう

少しインターバルを広げよう。 
Ｃ踏み切りが左、左、右になっちゃった。イン

ターバルを狭くしたほうがいいかも。 
Ｃ◯◯くんは、今のインターバルで合っていた

よ。リズムよく跳べていたよ。 
●試しのタイム計測 
Ｃみんなで役割を決めてタイム計測を行うん

だね。ぼくはスターターの合図を送るよ。 
Ｃどんなタイムが出るのかな。楽しみ。 
Ｃ同じリズムで最後まで走り越えられたぞ。 
 
自分に合ったインターバルが見つかったぞ。

1・2・3・ジャンプで最後まで行けたよ。 

●振り返り（1h に同じ） 

●準備活動、リズム走 

●前回の記録及び得点の提示 

Ｃ４０m 走とのタイム差は 1.8 秒だ。 

Ｃ記録会で勝ちたいな。 

                      

どうすればタイムを縮めることができるかな。            

 

【課題を見付ける活動①】 

自己の課題を探るという思考の基で実際にハ

ードル走を行い、自分の課題を学習カードに記

入する。 

Ｃ私は着地の時にふらついちゃう。 

Ｃ僕は・・・よく分からないな。 

【課題を見付ける活動②】 

課題を見つけられない子に寄り添い、自分の動

きを観ることができないことに着目させるこ

とで、互いに見合いながら改めて課題を見付け

る活動を行いたいという思いを引き出す。活動

後に改めて自分の課題について追記する場を

設ける。 

●互いに見合いながら改めて取り組む 

●グループごとに気付いた点を交流する。 

Ｃ◯◯くんは大きく足を前に出しているのか。 

Ｃ◯◯さんは、高く跳びすぎていたよ。 

●改めて自分の課題について考える。 

Ｃ僕は、足を前に出すのが課題だな。 

友達にアドバイスをもらいながら考えたら、

自分の課題がはっきりしたぞ。 

●振り返り（1h に同じ） 

●準備活動、リズム走 

●課題の視点を交流する 

・学習カードからワードクラウド及び共起ネッ

トワークを作成し、具体的な動きを通して交

流する。 

Ｃ「足−前−大きく」ってどういうこと？ 

●解決するための方法を選び、友達に伝える。 

Ｃ足を前に出したいんだ。足裏に注目してね。 
 

 

●４０ｍハードル走を行う。 

Ｔ足裏は見えていた？ 

☆解決していない場合は、上記の課題に戻る。 

★解決した場合 

【課題を見付ける活動】 

友達からの助言やハードル走の動画との比

較から新たな課題を見付けられるようにする。 

Ｃもっとタイムを縮めるための課題がありそ

うだ。 
 
 
 

Ｃ足は前に出ているけど、踏み切りが近すぎる

みたいだ。 

以後、５時間目にかけて＊１-＊２を繰り返

しながらより良い動きを求める活動を行う。 

踏み切る位置を遠くにしたり足を前に出し

たりしたら前より速く走れるようになったよ。 

●試しのタイム測定 

●振り返り（1h に同じ） 

●準備活動 

●大会の概要及び「支える」姿と役割の確認 

Ｃ一人 2 回記録をとって、良い方を採用するん

だね。 

Ｃ自己ベストを出せるように頑張ろう。チーム

の仲間に積極的に声を掛けて盛り上げるぞ。 

●記録会を行う。 

Ｃ僕は、跳び越えるときに大きく前に出すこと

を意識するぞ。 

Ｃ私は、踏み切りの位置を遠くして低く跳び越

えられるようにするよ。 

Ｃ運動会の時みたいに、対戦相手の気持ちも考

えて取り組むよ。 

これまで自分の課題を見付けて解決してき

たから、２時間目よりもタイムが縮まったよ。

ハードル走って面白い！ 

◯振り返り（1h に同じ） 

【パフォーマンス評価（１）】 

ハードル走を①第１ハードルを決めた足で踏

み切る、②インターバルを３歩で走る、③バラ

ンスを取りながら真っ直ぐ走る ことができ

ているか（観察 ＊ビデオ撮りを行い、下記に

つなげる） 

【パフォーマンス評価（２）】 

単元終了後に「ハードル走を極める」と題し、

自分の思考の変遷とハードル走におけるする・

見る・支える・知るについてまとめる。（Google

スライド） 

知 ①②観察・学習カード（※１） ③   ①②③④ 

思   ①③ ②③  

態 ①②③⑥観察・学習カード（※２） ①②③⑤⑥（※２） ①②③④⑤⑥（※２） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                                                                                        北海道附属札幌小学校 河本 岳哉 

見付けた課題を動きで解決したいな＊１ 

もっとタイムを縮めるために自分の課題
を見付けたいな＊２ 



20200220 北海道附属札幌小学校 河本 岳哉    

小学   ５年     単元名 ハードル走                         成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
◯個人内での記録達成に向けた面白さ、チーム間での順位競争の面白さ

の両面に浸る姿が見られた。 
◯あえて教え込まない指導法を用いることで、子ども自身が運動のコツ

を見つけていく面白さを感じ、運動世界に溶け込んでいく様子が見ら

れた。 

【教師の関わり・手だて】 
◯教師の手立てとして、間接的であることを意識した。 
①40mという距離、②得点の仕組みとチーム方式での競争と学
び、③単元後にパフォーマンス課題を設定、④遠隔地でも可能な教

員同士の評価システム、⑤「する・見る・支える・知る」のカテゴ

リによる意図的な振り返り 

【自己評価】 
今回は、「評価」を軸に３つの具体的な主張を盛り込み実践した。①

「する・見る・支える・知る」のカテゴリ化による振り返りと形成

的評価、②パフォーマンス課題によるポートフォリオ、③単元を通

じた教員同士の相互評価、である。もちろん課題はあるが、新しい

取組として一定の効果を期待することができた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①ハードル走の行い方について、言ったり書いたりしている。 

②第 1ハードルを決めた足で踏み切って走り越えることができる。 

③インターバルを 3歩で走ることができる。 

④スタートから最後まで、体のバランスをとりながら真っ直ぐ走ることがで

きる。 

①自分が運動して気付いたことを言ったり、連続図に目印や色を付けたりし

て、自己の能力に適した課題を見付けている。 

②踏み切りや着地の位置に目印を置いたり、動きを工夫する点を友達にを伝

えたりして、自己の能力に適した課題を解決しやすい練習方法を選んでい

る。 

③友達の踏み切る位置や踏み切り足、インターバル、空中姿勢に着目して、

動きのできばえを友達に伝えたり学習カードに書いたりしている。 

①ハードル走に積極的に取り組んでいる。 

②ハードル走の約束を守り、仲間と助け合っている。 

③用具の準備や片付け、計測や記録などで、分担された役割を果たしている。 

④ハードル走の勝敗を受け入れている。 

⑤課題を見付けたり、その解決方法を工夫したりする際に、仲間の考えや取

組を認めている。 

⑥ハードル走の場の危険物を取り除くとともに、用具の安全に気を配ってい

る。 

成果 

◯ハードル走における運動の特性を「いかに速くゴールまで走り抜け

ることができるかどうか」と設定した。それを支える教材化として、

40m走のタイムをもとに、40mハードル走の記録を 0.2秒刻みで得
点化するとともに、チーム同士で対戦する形式を取り入れた。その

結果、技能差に関わらず、「「記録を達成する」面白さと順位を競う

面白さを味わうことにつながったと考える。 
◯単元後に GoogleWorkspace のスライドソフトを用いて、ハードル
走のコツを概念図としてまとめる取組を行なった。このことにより、

自分で見つけたコツを知識として身につけるとともに、e ポートフ
ォリオとして次年度以降も活用できるような仕組みを形作ることが

できた。 

◯３時間目を「課題発見」に絞り、じっくりと自己や仲間の動きと向

き合う時間を設けた。また、敢えてハードル走のコツをこちらから

示さず、どこまで自分たちで気付けるのかという実験的な授業を行

なった。振り返りを KJ 法において分析結果とした結果、5 年生と
う発達段階においても、ハードル走における必要な要素を見出すこ

とが可能であると明らかになった。 
◯単元後に、一人一台 PC を用いて単元の振り返り及びパフォーマン
ス課題（ハードルを速く走り越えるためにはどうすればよいか）に

取り組んだ。概念図を作成する活動を通して、思考が再整理され、

明確に自身の考えを表す様子が見られた。継続研究として、次年度

も同様の取組を行い、どのような変化が見られるか調査していく。 

◯単元を通してチームで１レーンを使用して進められるように場の設

定を工夫したことにより、仲間の動きを継続的に見ることが可能と

なった。そのため、仲間の課題について一緒に考えたり、伸びを共

に喜んだりする姿につながったと考える。 

課題 

・仲間からのフィードバックは多くあったものの、自分自身で客観的

に捉える機会が少なかったことが課題として残るなど、教師の手立

ては十分とは言えなかった。。 

②課題を解決する練習方法については、こちらから明示的に伝えたが、

その活用が不十分であった。この場面については資料等を効果的

に用いながら、具体的な練習方法とその意義について捉えられる

ようにしたい。 

 

 
備考 
 

【共有資料】 

◯単元構造図  ◯４・５時間目の動画 

◯Slackでのやりとり写真  ◯振り返り KJ法まとめ 

◯GoogleWorkspaceを用いた eポートフォリオ評価（ポスター） 

【板書等】 

 

 

【オススメ】 

◯運動の特性を強調した教材の仕組み（得点化、チームでの学び） 

◯見方・考え方を意図した 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※MT(井上)と ST４人体制なので、各ゲーム（審判）と話し合いに教師が一人は付くため（MTはゲーム全体の観察・掌握、指導。もう一人の STは個別対応）、３観点とも、随時子どもの様子を観察し 

記録して評価している。 

栄小学校 ひまわり学級 単元名 ゲーム「プレルボール」（７時間）        指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単
元
の 
目
標 

知識及び運動 基本的なボール操作とボールを操作できる位置に体を移動する動きによって、易しいゲームをすること。 

思考力、判断力、表現力等 規則を工夫したり、ゲームの型に応じた簡単な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。 

学びに向かう力、人間性等 
（自立活動） 

運動に進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲良く運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすること。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

❶プレルボールのやり方を理解する。 
➋相手からのボールをキャッチする、味方にワンバウンドでパス
をする、相手コートにワンバウンドで返球することができる。 

❸ボールの落下点への入り、パスの授受のための位置取り、シュー
トのしやすい場所取りができる。 

➊ゲーム勝ち負けが 50:50になるようなアダプテーションルールを考え
ることができる。 

➋相手にボールを捕られにくいシュートの仕方を考える。 

➊負けた悔しさをぐっと堪え、それをルール変更へのモチベーションとし、ゲーム   
 に進んで取り組もうとする。 
➋勝ちにこだわり全力プレイをしつつも、お互いにチームプレイ・フェアプレイを
心掛け、ゲームを楽しもうとする。 

 １・２ ３・４（本時） ５ ６・７  ７ 

目 

標 

〇プレルボールの仕方を知るとともに、基
本的なボール操作ができるようになる。 

〇ゲームの様相、結果をもとに、話し合い
活動で 50:50 になるようなルール・場作
りを考える（考えようとする）。 

〇得点を取りやすくなるためには、どんな 
 どこにシュートをすればいいのかを考え
る。 

〇ゲームの様相、結果をもとに、話し合い活
動で 50:50になるようなルール・場作りを
考える（考えようとする）。 

〇チーム編成を変えても、チームで協力して 
 ゲームに臨むことができる。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

（１） 

〇プレルボールの仕方について知る。 

〇先生方のゲームの様相を見て、どんなゲ

ームなのかを知る。 

 

 

 

・チーム（３人）でパスをする。 

・ボールをバウンドさせる。 

・ボールを取れなかったらアウト。 

 

 

☆３人ずつのチーム編成を発表する。 

〇ゲームのやり方を体感する。 

〇振り返り 

〇後片付け 

（３）〇前回のおさらい 

〇チームでパス練習 

〇ゲーム① 

 

 

 

 

 

 

・負けたチームのコートを狭くする。 

・勝ったチームのコートを広くする。 

・負けたチームはバウンド数を１つ増や

す。 

・低学年には、取りやすい強さのシュート

で返球する。 

☆どんなアイデアが出たか、全体で共有す

る。 

〇ゲーム② 
〇振り返り 

〇後片付け 

〇前回のおさらい 

 

 

 

（試合の写真、VTRも活用しながら） 

・人がいないところ 

➨・後ろ 

・前 

・端っこ 

・上手い子はねらわない。 

・取るのが苦手な子を狙う。 

➨※それは良くない 

〇対戦チームでシュート練習 

〇ゲーム① 

 

 

 

 

・点数が取れた。 

・まだ、思ったところにいかない。 

・取りづらくなった。 

・強く投げるといい（遠く、後ろに）。 

・端っこは取りづらい。 

・後ろ（奥）に強いボールを投げたらいい。 

*〇〇さんには、取るのが難しいから、優し

くシュートしたほうがいい。 

*コートを広くしたらシュートが決めやす

くなるかも。 

*点数差が大きくなったから、〇〇チームは

コートを狭くしたほうがいい。 

〇ゲーム② 

〇振り返り 

〇後片付け 

（６）（７） 

〇前回のおさらい 

〇チームでパス練習 

〇対戦チームでシュート練習 

〇ゲーム① 

 

 

 

 

 

 

 

 

・負けたチームのコートを狭くする。 

・勝ったチームのコートを広くする。 

・負けたチームはバウンド数を１つ増や

す。 

・低学年には、取りやすい強さのシュート

で返球する。 

・パスの時に名前を呼ぶ。 

・励ましの声をかける。 

・（みんなが上手になってきたので）ネット

の高さを高くする。 

*人がいないところをねらってシュートす

る。 

*後ろに速いボールを投げる。 

*手前にぽとりと落とす。 

☆どんなアイデアが出たか、全体で共有す

る。 

〇ゲーム② 
〇振り返り 

〇後片付け 

 

〇新たなチーム編成の発表 

〇チームでパス練習 

〇対戦チームでシュート練習 

〇ゲーム① 

〇ゲーム②（対戦チームを変える） 

〇ゲーム③（対戦チームを変える） 

 

 

 

 

 

 

・パスを上手くつなげられた。 

・声をかけられた。 

・ドンマイって優しく言ってもらえた。 

・シュートをよくねらって得点できた。 

・新しい友達とやれて楽しかった。 

・１年生を助けられた。 

*やっぱり、〇〇さんはバウンドの数を１回

増やしたほうがいい。 

*低学年には優しくシュートしよう。 

*〇〇さんは、点数を倍にする。 

 

〇ゲーム④ 
〇ゲーム⑤ 

 

〇振り返り 

〇後片付け 

（４） 

〇ゲーム② 

〇振り返り 

〇後片付け 

（２） 

☆テーマを「みんなが活躍でき楽しめる。」

とし、50・50の戦いになるようなルール・

場作りに取り組ませる。   

〇ゲーム①  

 

 

 

 

 

・コートの広さ 

・バウンド数 

・ネットの高さ 

〇ゲーム② 

〇振り返り 

〇後片付け 

（４）〇チームでパス練習 

〇対戦チームとシュート練習 

〇ゲーム① 

 

 

 

・低学年には、サーブ、シュートの高さを

低くして投げる。 

・〇〇ちゃんは、キャッチミスしても、拾

い直してリスタートする。 

〇ゲーム② 

〇振り返り 

〇後片付け 
知 ❶観察（１）（２）➋❸観察（２） ❶➋❸観察・話し合いの記録 ➋板書の記録、観察 ❶➋❸観察・話し合いの記録 ❶➋❸観察・話し合いの記録 
思 ❶観察・話し合いのホワイトボードの記録 ❶観察・話し合いのホワイトボードの記録 ❶➋観察・話し合いの記録 ❶➋観察・話し合いの記録 ❶➋観察・話し合いの記録 
態 ❶観察 ❶観察 ❶➋観察 ❶➋観察 ❶➋観察 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                             20201101 栄小学校 井上 貴臣 

先生たちの様子を見て、プレルボールがど

んなゲームか分かったことは何でしょう。 

実際にプレルボールをやってみよう。 

接戦になるためには、どちらのチームのル

ールをどのように変えたらいいでしょう

か。また、学年や個人でルールを変えても

いいです。 

ゲームに負けたチームが、勝ちやすくなる

には、どのようなルール変更ができそうか

な（全体）。 
接戦になるためには、どちらのチームのル

ールをどう変えたらいいでしょうか。 

点数を取るために、どこにシュートすれば

いいだろうか。 

人のいないところにシュートをねって打っ

てみて、どうだったかな。また、うまくね

らえたか。 

接戦になるためには、どちらのチームのル

ールをどのように変えたらいいでしょう

か。また、学年や個人でルールを変えても

いいです。 
得点を取るための勝つための作戦も考えよ

う。 

メンバーや対戦相手が変わっても、これま

で学習したことを生かして、チームで協力

してゲームができたでしょうか。 
また、みんなが楽しめていたでしょうか。 



20201101 栄小学校 井上 貴臣    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小学 ひまわり学級     単元名「プレルボール」                                       成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
・相手チームが変わっても（２チーム目）、チームや個人の実態、試

合の様相に合わせて柔軟にアダプテーションルールを考えることがで

きた。前回にない新たな課題点を見付け、アイデアを出すことができ

た。 

【教師の関わり・手だて】 
・STは、子どもたちの試合の審判をし、ゲームの様相を観察し、そ
こで見えたことを、その後の話し合い活動に生かしていった。MT
は全３試合の観察・指導を行い、それを各話し合いの橋渡しを行っ

た。 

【自己評価】 
・STの先生方とねらいを十分に共有することで、各ゲームや一人一
人の指導や支援を行うことができた。アダプテーションルールを軸

にした授業は、実態差の大きいデメリットを、逆に思考・判断・表

現するためのメリットに替えられることが分かった。簡易化するこ

とで、ゲームの特性には浸れたが、スピード感に欠けたところが残

念である。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①プレルボールのやり方を理解する。 

②相手からのボールをキャッチする、味方にワンバウンドでパスをす

る、相手コートにワンバウンドで返球することができる。また、得

点しやすい場所をねらってシュートする。 

③ボールの落下点への入り、パスの授受のための位置取り、シュート

のしやすい場所取りができる。 

①ゲーム勝ち負けが 50:50になるようなアダプテーションルールを考

えることができる。 

②相手にボールを捕られにくいシュートの仕方を考える。 

①負けた悔しさをぐっと堪え、それをルール変更へのモチベーション

とし、ゲームに進んで取り組もうとする。 

②勝ちにこだわり全力プレーをしつつも、お互いにチームプレー・フ

ェアプレーを心掛け、ゲームを楽しもうとする。 

成果 

①ゲーム中心に取り組むことで、実践的に体感しながらプレルボール

のやり方を覚えていった。 
②ゲームで感じたこと練習異学年、かつ技能差もある面々でのチーム

構成なので、お互いに教え支え合いながらゲームを進行しており、

それが理解を深める要因となった。 
②③ルールの簡易化し、キャッチ＆パス・シュートとしたことで、冷 
静に考える余地がもて、どの子もチームでパスをつなげる意識をも 
てた。また、位置取りや、シュートコースについても落ち着いてよ 
く考えて行えた。 

①アダプテーションルールの意図をしっかりと落とし込むことで、ゲ 
ーム展開や結果に対して、どんなことを振り替えればよいのか、子 
どもたちの話し合いにおける課題意識が明確になった。一人一人の 
技能差があることで、それが逆にチームの心つなぐ大きな要因とな 
ったし、客観的にお互いのプレーを分析する力が身に付くことにつ 
ながった。６チームで総当たりをするので、チームや個々の実態に 
合わせたルールを柔軟に考えることができていた。 
②苦手な子が伸び伸びとプレーできるようになり、試合が拮抗するこ

とによって、よりシュートの精度を高めようと考えてプレーするこ

とにつながった。 

①負けたり、思うような試合展開にならなかったりした悔しさの代用

として、ルール変更ができるようにしたため、感情抑制がしやすく

なり情緒の安定につながった。 

②ゲーム展開（得点の推移）や勝敗が分かりやすいため、ハラハラド

キドキ感を楽しみながら全力でゲームを行えた。みんなが活躍でき

楽しめるというテーマで取り組むことで、個人プレーに走ることな

く、フェアな気持ちでチームプレーを意識してゲームに臨めた。ま

た、対戦チーム同士で、よいプレーや行いをたたえ合う風潮が高ま

った。 

課題 

②③キャッチを入れたことで、ゲーム展開にスピード感がなく、技能 
 に優れる子には少々物足りない（本人たちは満喫していたが）もの 
 となった感は否めない。児童の実態によってキャッチの可否に差を 
つけることも試しになってみたが、苦手な子が、スピード感につい 
ていけず上手くいかなかった。 

②キャッチありのルールによって、ボール回しのスピーディーさがな 
いため、一人一人の動きの変化が小さくなり、シュートの仕方を考 
える状況（スペースなど）には物足りなさもあった。また、アダプ 
テーションルールへの意識が高まったことで、勝利（得点）のため 
の思考・判断への意識は逆に弱くなった。 

②全力で勝ちにいってはいるし、プレー自体は小さくまとまっている 
わけではないが、技能面で優れる子がもう少し輝ける場、もう少し 
レベルアップできる場（キャッチをしないでパスやシュートを行う） 
を担保できればよかった。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案(単元構造図) 

○ホワイトボード(チームでの話し合い) 

○ipadによるゲームの映像 

 

 

 

 

 

 

【子どもたちの思考】 

 

【参考文献】 

体育で実現する“ホンモノ”の「ゲーム中心の指導アプローチ」（創文

企画） 第２章 アダプテーションを通したゲーム修正 

 

私も実際に参加させていただいた「第６回国際ゲームセンス学会」で

学ばせていただいたことを、今回自分の学級に応用させてみた。ゲー

ムへのアプローチの仕方を考える一つの視点として参考になるのでは

ないかと思う。 

B 
「 A 

「 

チーム チーム 

C,D 
「 



 

 

小学校４年  単元名「プレルボール」           指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 プレルボールの行い方を知るとともに、易しいゲームをすることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 ゲームの型に応じた簡単な作戦や練習方法を選ぶとともに、考えたことを友達に伝えることができる。 

学びに向かう力、人間性等 
運動に進んで取り組もうとし、規則を守り誰とでも仲よく運動しようとしていたり、勝敗を受け入れようとしていたり、友達の考えを認めようとしていたり、場や用具の安全に気を付けた
りしている。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①プレルボールの行い方について言ったり書いたりしている。 
②バウンドされたボールを片手や両手ではじいたり、打ち付け
たり、相手に返球したりすることができる。 

③ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下点やボールを操
作できる位置に体を移動し、味方にパスをしたりする動きに
よって易しいゲームを行うことができる。 

①チームの課題に合った作戦や練習方法を選び、パスがつながるように
なるための気付きや考えたことを友達に伝えている。 

②バウンドされたボールを片手や両手を使ってはじいた強さや方向の
工夫を、動作や言葉、絵図などを使って、友達に伝えている。 

①プレルボールに進んで取り組もうとしている。 
②ゲームの規則を守り誰とでも仲よく運動しようとしている。 
③用具などの準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④ゲームの勝敗を受け入れようとしている。 
⑤ゲームや練習の中で、互いの動きを見合ったり、話し合ったりして見付けた動き
のよさや課題を伝え合う際に、友達の考えを認めようとしている。 

⑥場や用具の安全に気を付けている。 

時間 １・２ ３ ４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

プレルボールのルールや行い方を知
り、「レシーブ・トス・アタック」を
できるようにする。 

相手に返球するために必要なレシーブに
着目し、ボールの落下点まで動いたり体
を向けたりすることについて考えたこと
を伝え合うことでできるようにする。 

修正されたルールの中で、自分たちの課題を
見付け、練習・ゲームに取り組むことができ
る。 

ボールの落下点まで動くことに着目し、それ
ぞれの動き方や守備位置について考えたこと
を伝え合うことができるようにする。 

ボールや相手の方向に体を向ける、ボールの
落下点まで動いてプレルする動きを活用し、
ゲームに取り組むことができるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

①準備運動 

②プレルボールのルールや学習の進

め方・約束を知り、プレルボールに

取り組む。 

プレルボールのルールを理解しよ

う。 

・ルールの説明 

・手本を見せる 

・全チームが試しのゲームをする 

③気付きの交流 

「レシーブするのが難しい。」 

「レシーバーがプレルしたい方向に

プレルできるようにしたい。」 

「セッターのプレルの高さを工夫し

たい。」 

④振り返り 

 

①準備運動 

②本時の課題を把握する。 

ゲームで勝つために「レシーブ・ト

ス・アタック」を上達させよう。 

③ドリルゲームを行い、「レシーブ・

トス・アタック」をできるようにす

る。 

・パスゲーム 

・ターゲットゲーム 

「レシーブ・トス・アタック」が前よ

り上手くなったよ。 

④ 振り返り 

①準備運動 

②前時までの子どもたちの気付きから、

相手に返球するために必要なレシーブ

に着目し、試しのゲームに取り組む。 

「レシーブをうまくしないとつながらない。」 

「やさしくプレルしてセッターにつなげたい。」 

「セッターが捕りやすいようにしたら良い。」 

 

③本時の課題を把握する。 

上手くレシーブをするにはどうすれば良

いかな。 

④練習・ゲーム 

T：各グループに個別に関わり、どこに動

いたら良いか、どのようにプレルした

ら良いのかを明確にする。 

 

レシーバーはどんな動きをすればいいかな。 

「返ってきたボールの場所まで動いてレ

シーブしよう。」 

「セッターに返すように、セッターの方

に体を向けてプレルしたら良いと思う。」 

 

ボールの落下点まで動いたり、セッター

の方に体を向けたりすると上手くレシー

ブすることができたよ。 

 

⑤振り返り 

①準備運動 

②修正されたルールを知り、本時のねらいを

確認する。 

新ルール 

→すべてプレルでつなごう！ 

「前よりも難しそう。」 

「ボールが来るところにしっかり動けばで

きそうだよ。」 

 

③試しのゲーム 

④本時の課題を把握する。 

自分たちのチームの課題を見付けて、練習し

よう。 

 

⑤練習・ゲーム 

T：各グループに個別に関わり、どこが上手

くいかないのか、自分たちの課題は何な

のかを明らかにする。 

「プレルの強さを変えないと、上手くつなが

らないな。」 

「パスする人の前にしっかりプレルするこ

とが大事だよ。」 

 

プレルする強さや、プレルする位置、パスす

る位置がボールをつなげるためには大切な

ことだ。 

 

⑥振り返り 

①準備運動 

②前時までの子どもたちの気付きから、ボー

ルの落下点に動くこと、プレルの強さに着

目し、試しのゲームに取り組む。 

「弱くプレルをしたら、パスを受けに行くの

が難しい。」 

「セッターは、レシーバーとアタッカーが見

える位置にいたら良いかも。」 

「三角形みたいに場所を決めたらやりやすく

なりそう。」 

 

③本時の課題を把握する。 

チームでボールをつなぐためには、どうすれ

ば良いかな。 

 

④練習・ゲーム 

T：全体交流で解決の方法についての考えを引

き出し、そこから練習内容を選択できるよ

う、板書で示す。 

「三角形の形を作って、しっかりつなぐ練習

をしよう。」 

「前みたいに、パスをする人にしっかり体を

向けてプレルしよう。」 

 

守る位置を決めたり、３人がボールの位置ま

で動いてプレルしたりすると、チームでつな

ぐことができたよ。 

 

⑤振り返り 

①準備運動 

②本時の課題を把握する。 

 

今までの学びを生かし、プレルボール大会に

挑もう。 

 

③ゲーム・交流 

「どんなボールが返ってくるか分からないか

ら、しっかり動けるように準備しておこ

う。」 

「パスするときは、しっかり相手の方を見て、

確実につなげるようにしよう。」 

 

ボールや相手の方向に体を向けたり、落下点

まで動いてプレルすることができたよ。 

 

④振り返り 

知 2時間目②観察  ①観察・学習カード  ③観察 

思  ②観察・学習カード  ①観察・学習カード  

態 1時間目③⑥ 2時間目② ⑤ ② ④ ① 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                           20201029 北九条小学校 蛯名 裕貴 



20201029 北九条小学校 蛯名 裕貴    

小学校４年     単元名「プレルボール」                                      成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
チームの位置関係に着目し、互いにアドバイスをし合いながら、前向

きに取り組むことができていた。練習する際は、自分たちのチームの

課題を解決していこうという気持ちをもって取り組むことができてい

た。 

【教師の関わり・手だて】 
ルールの修正（プレル回数）を行ったり、３人の位置関係を理解でき

るようにホワイトボードで視覚化したりすることで、子どもたちが意

図をもって練習やゲームに取り組むことができていた。 

【自己評価】 
①ボールの落下点に入ってプレルする動き②その動きを生かすための

3 人の位置関係や作戦を身に付けさせることをねらいとして取り組み

ました。時数を重ねる毎に作戦の質は上がっていったが、作戦ボード

等を活用するとより効果的だった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①プレルボールの行い方について言ったり書いたりしている。 
②バウンドされたボールを片手や両手ではじいたり、打ち付けたり、
相手に返球したりすることができる。 

③ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下点やボールを操作でき

る位置に体を移動し、味方にパスをしたりする動きによって易しい

ゲームを行うことができる。 

①チームの課題に合った作戦や練習方法を選び、パスがつながるよう
になるための気付きや考えたことを友達に伝えている。 

②バウンドされたボールを片手や両手を使ってはじいた強さや方向の

工夫を、動作や言葉、絵図などを使って、友達に伝えている。 

①プレルボールに進んで取り組もうとしている。 
②ゲームの規則を守り誰とでも仲よく運動しようとしている。 
③用具などの準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④ゲームの勝敗を受け入れようとしている。 
⑤ゲームや練習の中で、互いの動きを見合ったり、話し合ったりして
見付けた動きのよさや課題を伝え合う際に、友達の考えを認めよう
としている。 

⑥場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

①どうすれば得点することができるのかを考えたり、旧ルールと新ル

ールを比較しながら気付いたことを見付けたりしながらゲームに取

り組むことができていた。 
②ボールをはじいて返球する経験が少なかったため、チーム練習やド

リルゲームの時間を増やし、動きに慣れさせることで技能を高める

ことができた。 
③兄弟チームを設定し、お互いの動きを見合えるようにしたり、誰に

返すのか、どこに動くのか等、互いにアドバイスをし合えるように

したりしたことで、ボールの落下点に移動したり、易しいゲームを

行うことができた。 

①②ゲームや練習に取り組む前に、全体の場で課題を確認し、そのた

めの作戦や練習方法をチーム毎に選択する時間を設けたことで、

自分たちのチームに合った作戦や練習方法を選択することができ

た。また、学習カードやホワイトボードのコート図に気付いたこ

とを書かせたり視覚化させたりしたことで、練習方法や動きが明

確になった。 

①自分たちの課題や動きに着目しながら練習やゲームに取り組むこと

ができた。 

②１時間目に全体でゲームの行い方、ルールの共有を行った。ルールを意

識したり、順番やゲームの進め方を友達と確認したりしてゲームをす

る姿が見られた。 

③⑥ルールや安全面の指導を単元のはじめに行ったことで、自分たち

で役割を分担し、準備や片付けを進んで行う姿が見られた。 

④「勝てて嬉しい。」「負けて悔しい。」と感じる子が多く、そこから自

分たちの動きの改善につなげていく姿が見られたのは良かった。 

⑤練習やゲームの中で、適宜互いにアドバイスできる場を設定したこ

とで、子どもたちは進んで気付いたことや、課題等を伝え合ってい

た。 

課題 

②③「相手の方に体を向けて返球する」「落下点や操作しやすい場所に

移動する」動きが定着できた子とできなかった子がいた。単元の

初めに指導したり、練習したりする必要があった。また、「セッタ

ーが捕球するエリアを限定する」といったルールの修正を加える

手立てを講じることで、2 つの動きを身に付けることができたの

ではとも感じた。 

①②チーム内で気付いたことを伝え合ったり、アドバイスをしたり、

励まし合ったりするなど、子どもたち同士で学び合う姿勢は見ら

れたのだが、動きの共有が弱かった。コロナ対策で作戦ボードの

使用を避けたのだが、結果的には必要だった。ICT 環境が整えば、

ゲームや練習の様子をタブレットで撮影し、自分たちの動きを見

合えると、より共有できる可能性があるとも感じた。 

①子どもたち自身がチームに足りない動きや課題を見付けていけるよ

うな手立て（ルールの修正や場の構成など）を講じていけるように

していく。 
⑤練習やゲームの後に振り返りの時間を設定するだけではなく、その

振り返りの場で出た意見を反映できるような時間や場を設定する

ことで、より認め合う態度を育てていけると感じた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

指導案（単元構造図、学校形式の本時案、単元構成、頭書き） 

ワークシート 

 

【単元の流れ】 

子どもたちの実態から、１～３時間目は「プレル(レシーブ)→キャッチ(トス)→プレル

(アタック)」、４～６時間目はすべてプレルというルールを設定し行った。キャッチとい

うルールをいれたことで、どのチームもアタック回数が増え、とても盛り上がった。意

図としては、「落下点に入ること」「パスする方向に体を向けること」を身に付けさせた

かったのだが、すべてプレルになった途端、難易度が上がり、動きが雑になってしまっ

た。 

【板書、写真等】 

板書は撮れていません･･･すみません。 

授業の様子の写真は、クラウドで共有したいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



授業の様子  （密であることはお許しください･･･。） 

 

教師が適宜個別に関わり、

動きに関する気付いたこと

や疑問等を共有できるよう

にしながら、課題解決に向

かうよう、心がけた。 

練習中に気付いたことを、

子どもたち同士でアドバイ

スし合う姿が随所で見られ

た。 

本時でねらった「３人の位

置関係（このチームは三角

形）」を意識して練習する姿

がそれぞれのグループで見

られた。 

どんな練習をすれば良いの

か、何を練習すれば良いの

かを、全体で共有し意図を

もって練習できるようにし

た。 



 

 
 

小学校  ３年   単元名 プレルボール        指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び技能 ネット型ゲームの行い方を知るとともに、基本的なボール操作とボールを操作できる位置に体を移動する動きによって、易しいゲームができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 規則を工夫したり、ゲームの型に応じた簡単な作戦を選んだり、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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動したり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりできるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

➊プレルボールの行い方について、言ったり、書いたりしている。 
➋片手もしくは両手を使って、自陣の見方にパスしたり、相手コ
ートに返球したりすることができる。 

➌ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下点やボールを操作
しやすい位置に移動したりすることができる。 

➊点数を取るために、アタックの高さや強さ、ねらう場所を考え、簡単
な作戦を立てることができる。 
➋得点を取られないために、守備位置の簡単な作戦を立てることができ
る。 
➌友達のよい動きを見付けたり、自分で考えたりしたことを友達に伝え
たり、書いたりしている。 

 

➊プレルボールに進んで取り組もうとしている。 
➋規則を守り、誰とでも仲よくしようとしている。 
❸勝敗を受け入れている。 
❹互いの動きを見合ったり、話し合ったりして見付けた動きのよさや課題を伝え合 
う際に、友達の考えを認めようとしている。 
❺使用する用具などを片付けて場の危険物を取り除くなど、周囲を見て場や用具の 
安全を確かめている。 

時間 １ ２ ３ ４ ５（本時） ６ 

目 

標 

○片手もしくは両手を使っ
てボールを打つことがで
きる。 

○片手もしくは両手を使って、
返球することができる。 

○プレルボールの行い方について知る。 

○片手、両手を使って、自陣の見方にパス

をしたり、返球したりすることができ

る。 

○点数を取るために、アタックの高さ
や強さ、ねらう場所を考え、簡単な作

戦を立てることができる。 

○友達のよい動きを見付けたり、自分で考えたり

したことを友達に伝えたり、書いたりしている。 

 

○３組プレルボール大会をしよう 

○ボールの方向に体を向けたり、落下点や操作し

やすい位置に移動したりすることができる。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀準備運動 

（グループごとに体操） 

学習の進め方の確認 

用具の準備 

②学習課題の把握 

 

 

 

片手うち 両手打ち 

 片手投げ 両手投げ 

③好きな打ち方をためす。 

C：片手の方が強く打てるよ。 

C：〇〇君の打ち方が強く打

ててよさそう。 

C:うまくネットを超えない

な 

 

 

 

 

 

 

 

 

振り返り（学習カード） 

整理運動 片付け 

➀準備運動 

（グループごとに体操） 

②本時の学習内容を捉える 

 

１対１でラリーを続けよう。 

 

③ゲーム１：３分間で連続何回

ラリーできるか挑戦する。ペア

チームのゲームを見る。 

 

 

 

④全体交流 

T:どんなアタックがいい？ 

C:優しいボールが取りやすい 

C:高い方が時間があるからいい 

C:正面にうってほしい。 

⑤ゲーム２：もう一度連続ラリ

ーに挑戦。 

 

 

 

⑥振り返り（学習カード） 

整理運動 片付け 

➀準備運動 

（グループごとに体操） 

②本時の学習内容を捉える 

 

２対２でラリーを続けよう。 

 

③ルールの確認 

 キャッチ→パス→アタック 

④ゲーム１：3 分間で連続ラリー

に挑戦。ペアチームのゲームを見

る。 

 

 

 

⑤全体交流（２人になった困り感） 

子どもたちの困り取り上げ、解決

の見通しを交流する。 

⑥ゲーム２：試しでやってみる。 

 うまくいったことを交流 

⑦ゲーム３ 

 

 

 

振り返り（学習カード） 

整理運動 片付け 

➀準備運動 

（グループごとに体操） 

②本時の学習内容を捉える 

 

２対２で対戦をしよう。 

③ゲーム１に取り組む 

 

 

 

④全体交流 

C:強いアタックが取りにくいよ 

C:弱いアタックが取りにくいよ 

C:相手のいないところをねらいたい。 

C:回転をかけて取りにくくする。 

 

⑤ゲーム２に取り組む 

 

 

 

 

 

振り返り（学習カード） 

整理運動 片付け 

➀準備運動 

（グループごとに体操） 

②本時の学習内容を捉える 

 

２対２で対戦しよう 

 

③【課題を見付ける活動】 

学習カードの悩みを全体で共有し、どの

ように守るとひろえるか考えさせる。 

 

 

④チームごと作戦タイム 

⑤ゲーム１（３分×３回） 

⑥全体交流 

 

 

 

 

ゲーム２に取り組む（３分×５本） 

 

 

  

 

振り返り（学習カード） 

整理運動 片付け 

➀準備運動 

（グループごとに体操） 

②本時の課題を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振り返り（学習カード） 

整理運動 片付け 

知  ➋ ➊   ➌ 

思    ❶ ➋➌ ➋ 

態 ➊❺   ❷❹  ➌ 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                             20201101 中央小学校 南 智貴 

いろいろな打ち方を 
ためしてみよう。 

次次回は二人一組でラ

リーに挑戦しよう。 
 

もっとアタックを決めるため

にはどうしたらいいかな。 
 

どうやって守ったら得点されないかな 

１，３組プレルボール大会をしよう。 

声をかけたり、名前をよんだ

りして協力するといい。 

 

相手をよく見て、空いている場

所をねらったり、相手が取りに

くいアタックを打ったりする。 手を広げて構える。ボールをよく見る。

2人の距離も少し離れた方がいい。 

みんなで楽しくプレルボールをでき

たね。 

ラリーをたくさん続けるために

は、どんなアタックがいいかな 
２人になってもラリーを続ける

ためにどうしたらいいかな。 

相手の正面をねらって、優し

いアタックだと取りやすい。 

 

二人の位置 
離れて 声 
少し後ろ・真ん中 

 
 

構え・準備 
ボールを見て 
手を広げて 声 

 
 



20201101 中央小学校 南 智貴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小学  ３  年     単元名 プレルボール                                         成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
 グループで作戦を立てたり、声をかけあったりして、「点数を取られ

ないようにしよう」という意欲的な姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて、】 
 授業の導入で学習カードの悩みから課題を共有することができた。試合中

の「いい構え」をしている児童の写真を、交流場面においてＴＶで共有す

ることで、自分の動きに取り入れる児童が見られた。 

【自己評価】 
 単元の前半はラリーを続けよう⇒後半から対戦という形式をとるこ

とで、緩やかにゲームに慣れることができた。一方で、アタックの

質が変わらず、後半もパスのようなアタックから抜け出すのに少し

時間がかかってしまった。２人ずつ試合に参加させることで、触球

回数が増え、自分からボールに関わる児童が多く見られた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

➊プレルボールの行い方について、言ったり、書いたりしている。 
➋片手もしくは両手を使って、自陣の見方にパスしたり、相手コートに返
球したりすることができる。 

➌ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下点やボールを操作しやす

い位置に移動したりすることができる。 

➊点数を取るために、アタックの高さや強さ、ねらう場所を考え、簡単な作戦
を立てることができる。 

 
❷友達のよい動きを見付けたり、自分で考えたりしたことを友達に伝えたり、
書いたりしている。 

➊プレルボールに進んで取り組もうとしている。 
➋規則を守り、誰とでも仲よくしようとしている。 
❸勝敗を受け入れている。 
❹互いの動きを見合ったり、話し合ったりして見付けた動きのよさや
課題を伝え合う際に、友達の考えを認めようとしている。 
❺使用する用具などを片付けて場の危険物を取り除くなど、周囲を見
て場や用具の安全を確かめている。 

成果 

２対２のゲームで、キャッチ→パス→アタック→キャッチ・・・の繰

り返しとなり、役割が明確なので、基本的な行い方はすぐに理解でき

ていた。 

学習カードに「今日のナイスプレー」という項目を立てることで、毎時間の友 
達の動きのよさに目を向けることができていた。 
単元の前半は、同じ班の中でラリーを続けるので、取りやすいパスについてお 
互いにアドバイスし合う姿が見られた。 

試合を２対２で行うことで、触球数が増え、自分の役割が明確になる 

ので安心して学習に参加することができていた。 

単元の前半をプレルボールに慣れることを目的に、「ラリーを続ける」 
後半から対戦形式になるように構成したことで、苦手な子もプレルボ 
ールに徐々に慣れながら学習できた。 

課題 

ゲームの時間の確保や２クラス合同体育だったため、ドリル形式のア 
タック練習タイムなどを設定しなかった。設定することで、アタック 
のバリエーションが増えて、本時の困り感につながったのではないか。 
落下地点の予測は、苦手な子にとっては非常に難しそうであった。ど 
のような手立てがあると伝わったのか今後勉強したい。 

ラリーを続けるアタックと得点を取るアタックの質が変わらず、４時間目から 
の対戦形式の学習がラリーの続く静かなゲームとなってしまった。そのため守 
備面での困り感があまり感じられず、本時を迎える形となったので、本時の「ど 
うやって守るとよいか。」という課題意識が弱くなってしまった。 

ゲームの中で、判定がきわどい場面では３分しかない試合時間の中で 
話し合ったり、もめたりする場面がグループによって見られた。審判 
に従うことや、仕切り直すなど、みんなが楽しく、学習できるように 
継続して指導していく。 

 
備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



20210301 小学校 村上 雅之 

第５学年 単元名 表現運動「激しい感じを表そう」指導と評価の計画 

単元の 
目標 

知識及び技能 いろいろな題材からそれらの主な特徴を捉え、表したい感じを簡単なひとまとまりの動きにして踊ることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己やグループの課題の解決に向けて、表したい内容や発表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。 

学びに向かう力、人間性等 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ったり、場の安全に気を配ったりすることができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

❶表現の行い方について、言ったり書いたりしている。 
❷激しい感じや急変する感じをメリハリ（緩急・強弱）のあるひと
流れの動きにして 即興的に踊ることができる。 

❸表したい感じやイメージを強調するように、変化と起伏のある
「はじめ－なか－おわり」の構成を工夫して、仲間と感じを込め
て通して踊ることができる。 

❶表したい感じやイメージが表れているか、踊りの特徴を捉えて踊れて
いるかなど、グループの仲間や他のグループの踊りを見て、自己やグ
ループの課題を見付けている。 
❷激しい感じを表すという課題に応じて、差のある動きや群の動きなど
で変化を付ける方法を選んでいる。 
❸表したい感じやイメージにふさわしい動きにするために考えたこと
を他者に伝えている。 

❶表したい感じやイメージを表現する運動に積極的に取り組もうとしている。 
❷互いの動きや考えのよさを認め合おうとしている。 
❸グループで取り組む際に、仲間と助け合おうとしている。 
❹活動する場所の危険物を取り除くとともに、仲間とぶつからないよう、場の安全
に気を配っている。 

時間 １ ２ ３ ４（本時） ５ 

目 

標 

表現運動の学習の進め方について知ると
ともに、学習の見通しをもつことができる
ようにする。 

激しい感じや急変する感じをメリハリ（緩
急・強弱）のあるひと流れの動きにして 即興
的に踊ることができる。 

表したい感じやイメージが表れているか、
踊りの特徴を捉えて踊れているかなど、グ
ループの仲間や他のグループの踊りを見
て、自己やグループの課題を見付けること
ができる。 

激しい感じを表すという課題に応じて、差のある動き
や群の動きなどで変化を付ける方法を選び、考えたこ
とを他者に伝えている。激しい感じを表すために考え
たことを他者に伝えるとともに、互いの動きや考えの
よさを認め合いながら選ぶことができる。 

表したい感じやイメージを強調するように、
変化と起伏のある「はじめ－なか－おわり」
の構成を工夫して、仲間と感じを込めて通し
て踊ることができるようにする。 

 

学習

の 

流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①準備運動 

「新聞紙にへんし～ん」 

「なんでもダンス☆」 

②表現運動の学習の進め方や約束につい

て知り、課題を把握する。 

 

 

【約束の確認】 

・ふざけない（楽しいとふざけは違う） 

・笑わない 

・冷やかさない 

・はずかしがらない 

③イメージを膨らませ体で表現する。 

BGM「サンバ」 

「賑やかな感じがする」 

「聞いたことある！」 

「ダンスみたい！」 

BGM「ハワイアン」 

「波のイメージ」 

「海かな」「フラダンス」 

BGM「ジャングル」※BGMなし 

「獣が出てきそう」 

「部族のイメージだな」 

 

 

 

④振り返り（学習カード） 

⑤整理運動 

①準備運動 

②本時の課題を把握する。 

 

 

③教師が提示したテーマを個々で即興的

に踊る。 

・ポップコーンがはじけた！ 

・洗濯物になって洗われた！ 

・火山が激しく噴火した！ 

・○○（子供からのアイディアもよい） 

※ジェスチャーではなく、そのものになる

ことを活動の様子を見て適宜伝える。 

④よい動きを知る。 

・リズムの工夫 ・空間の工夫 

・動きの工夫  で価値づけるとよい 

⑤教師が提示したテーマをグループで即

興的に踊る。 

・台風が来た！ 

・酸性雨で森林がとけていく！ 

⑥よい動きを知る。 

・関わりの工夫 ・ひと流れの動き 

 

 

 

⑦身近な生活や自然から「大変だ！○○

〇！」を見付けカードに書き出す。 

⑧振り返り（学習カード） 

⑨整理運動 

①準備運動 

②本時の課題を把握する。 

 

 

③自分たちが決めたテーマを、グループで

即興的に踊る。 

・ポップコーンがはじけた！ 

・恐竜に襲われた！ 

・洗濯物になって洗われた！ 

・コンピューターが壊れた！など 

④ひとまとまりの動きについて知る。 

 

 

 

⑤グループで話し合い、ひとまとまりの動

きを考える。 

「火山が噴火した感じを出すために、最初

は山の中にマグマがたまっている様子

を踊ろう。」 

「みんなでジャングルを探検していたら、

大きな恐竜と出会う。そして、襲われな

がらもなんとか逃げ切ることを表現し

よう。」 

⑥学習カードに取組を振り返るとともに、

自分たちの踊りについて、表したい感じ

やイメージが伝わったかどうかを振り

返る。 

⑦整理運動 

①準備運動 

②教師が踊った「台風」の映像を見る。 

「激しい感じが伝わらないな…。」 

 

 

 
③映像で直した方がいいところにネーム
プレートを貼る。（予想される考え…メ
リハリ、高低、緩急、集散、感情の起伏） 
「中がもっと激しく動いた方がいいよ。」 
「中が怒りだとしたら、はじめは、どんど
ん怒りが増えていく感じにした方がい
いよ。」 
「最初は、ゆっくり動いて、その後に早く
大きく動こう！」 
④グループで話し合い、踊りを考える。 
「ポップコーンがはじける様子を伝える
には、跳んでしゃがんで、跳んでしゃが
んで、を繰り返した方がいい。」「みんな
が中心に集まったり、いろいろな方向に
跳んでバラバラになったりすると、はじ
めた様子が伝わるね。」 

 

 

 

⑤踊りを見せ合う。 

⑥振り返り（学習カード） 

⑦整理運動 

①準備運動 

「新聞紙にへんし～ん」 

「なんでもダンス☆」 

②本時の課題を把握する。 

 

 

 

③グループ毎に発表していく。 

 

 

 

 

④振り返り（学習カード） 

⑤整理運動 

 

 

 

 

知  ❶❷観察   ❸ 

思   ❶学習カード ❷❸学習カード  

態 ❶❹観察 ❸学習カード  ❷観察 ❶ 

場面 ③ ③⑤ ⑧ ④⑤⑥⑦ ③ 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                              

身近な生活や自然をみんなで体を使って
表そう。 

「大変だ！○○〇！」を、即興で踊ろう。 グループで「大変だ！○○〇！」を即興
で踊ろう。 

「大変だ！○○〇！」をひとまとまりの
動きで踊ることができるかな？ 

激しい感じを表現するにはどうするとい
いかな？ 自分たちで考えた「大変だ！○○〇！」

発表会をしよう。 

身近な生活や自然を、体を使って表す表
現運動の楽しさを味わおう。 

大きく（小さく）動いたり、高く（低く）動いたり、違う動きをしたりす

るとさらに感じたことやイメージを表すことができるね。 

動きの速さや高さ、空間の広さなどを急に変化する動きを入
れると激しい感じが伝わるね。 

グループでイメージしたことや動きを伝え合

い、身近な生活や自然をみんなで体を使って表

す表現運動の楽しさを味わうことができたね。 



20210301 小学校 村上 雅之    

北九条小学校 第５学年 単元名 表現運動「激しい感じを表そう」   成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇自分たちの選んだ題材を急変させることを目的とした１時間だっ

た。どの子も進んで表現しようと友達と考えを出し合い、試行錯誤

しながら取り組む姿が見られた。運動が苦手と感じている子も、友

達と励まし合いながら恥ずかしがらずに運動している姿があった。 

【教師の関わり・手だて】 
〇授業の導入で、教師が踊った「台風を題材に激しい感じ」の動画を

提示した。「激しい感じが伝わらない」という感想を交流する中

で、「激しい感じを表すための気付き」を共有することで、その後

の活動の視点をもたせることができた。 

【自己評価】 
〇急変する動きを考える場面では、友達の考えを認め合い、進んで運

動に取り組んでいた。心を開放する準備活動や即興的に踊るのが苦

手な子がイメージを明確にできるような時間を設定したことによる

成果だと感じる。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

❶表現の行い方について、言ったり書いたりしている。 
❷激しい感じや急変する感じをメリハリ（緩急・強弱）のあるひと流

れの動きにして 即興的に踊ることができる。 
❸表したい感じやイメージを強調するように、変化と起伏のある「は

じめ－なか－おわり」の構成を工夫して、仲間と感じを込めて通し

て踊ることができる。 

❶表したい感じやイメージが表れているか、踊りの特徴を捉えて踊れ
ているかなど、グループの仲間や他のグループの踊りを見て、自己
やグループの課題を見付けている。 

❷激しい感じを表すという課題に応じて、差のある動きや群の動きな
どで変化を付ける方法を選んでいる。 

❸表したい感じやイメージにふさわしい動きにするために考えたこと

を他者に伝えている。 

❶表したい感じやイメージを表現する運動に積極的に取り組もうとし
ている。 
❷互いの動きや考えのよさを認め合おうとしている。 
❸グループで取り組む際に、仲間と助け合おうとしている。 

❹活動する場所の危険物を取り除くとともに、仲間とぶつからないよ

う、場の安全に気を配っている。 

成果 

❶学習カードには、題材についてのイメージ（例えば、「台風が吹き荒

れる」など）と身体の動き（「手を大きく上下に動かす」など）が関連

付いて書かれていたことから、

イメージしたことを体で表す

表現運動の知識を獲得したと

言えます。❷友達のよい動きを

見ることで、さらに動きを大き

くしたり、速くしたりと変化を

つけながら踊ることができま

した。❸選んだ題材の特徴を捉え、激しい感じを表すために、子ども

たちは「○○が■■する」というストーリーを意識して、急変する動

きを取り入れて踊ることができました。 
※写真は、「すきやきを煮込む」という題材のグループの踊りです。 

❶題材についてのイメージをまとめた「イメージカー

ド」を基にしながら、自分たちの踊りを見て、激しい

感じを表しているかどうかを視点に課題を見付ける

ことができました。❷❸自分たちのイメージに合うよ

うに、動きを変化させる方法を試しながら選ぶことが

できました。判断基準は、イメージカ

ードの記述でした。イメージして動

き、そして「イメージしたことが表せ

ていたか」を振り返りながらまた動く

という試行錯誤の中で、様々な考えを

伝え合い、課題の解決を目指すことが

出来ていました。 

❶単元の前半では、「新聞にへんし～ん」「体じゃんけん」等の心を開

放する準備運動や「ポップコーン」等、色々な題材の動きに取り組ん

でいる姿が見られました。後半では、急変する動きを表現しようと考

えながら何度も運動する姿が見られた。❷グループで運動する際に、

「いいね、それ！」「最後はバラバラに動いてみようよ！」と互いの動

きや考えのよさを認め合う姿が見られました。試行錯誤を繰り返して

いる場面で、表したい感じを表現するためのふさわしい動きを考える

という課題の解決に向けて伝えている姿を「思考・判断・表現」で、

運動や考えのよさを生かそうとしている姿を「主体的に学習に取り組

む態度」で評価しました。２観点を関連付けて計画することで子ども

たちのよい姿を見取ることができました。❹学習が始まる前に、体育

館をモップがけしたり、学習中には活動する場所を意識したりして学

習することができました。 

課題 

教材化に課題が残りました。「激しい感じ」を題材としました。子どもたちが考えた題材はとても面白く、「台風」や「鍋」「ガラスのコップ」等、激しい感じがイメージできる題材でした。単元の前半は、自然や

物、コトそのものになりきり、「風が吹き荒れる様子」「煮えたぎる様子」「割れてはじけ飛ぶ様子」等の激しい感じを演じました。しかし、単元の中盤での子どもの気づきから、「『はじめーなかーおわり』のストー

リーにして、激しい感じを表現しよう。」という課題の学習を始めましたが、寸劇のように、「○○役」を考えているグループが現れました。そのため、「物や自然になりきった激しい感じ」ということを再度確認す

ることになってしまいました。単元の前半に、題材そのものになりきることを価値づけたり、単元の中盤の「はじめーなかーおわり」についての説明を丁寧に行ったりすることが必要だったと感じています。軌道

修正直後は、どのようにかんがえるとよいのか戸惑っていましたが、最終的には、グループで納得のいく演技を考え、踊ることができていました。 
 
備考 
 

【tweet①】 

表現やマットでは、足の指先まで意識させたいので、いつも裸足で学

習している。授業前のモップ掛けは必要になりますが…。 

【tweet②】 

６年生では、「多様な題材」を扱い、印象的なシーンをどのように表現

するかを中心課題として進めようと計画しています。 

【tweet③】 

導入の活動は、心と体をほぐすためにとても大切です。もし音源をほ

しい方いましたら、ご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方
の吟味 

関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校３年 単元名 鉄棒運動（５時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び技能 支持系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それらを繰り返したり組み合わせ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 自己の能力に適した課題を見付け、技ができるようにな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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①鉄棒運動の行い方を知るとともに、自己の能力に適した支持
系の基本的な技を安定して行うことができる。 
②基本的な技に十分に取り組んだ上でそれらの発展技に取り組
んだり、技を繰り返したり組み合わせたりすることができる。 

①タブレットを活用して自己の運動を視覚的に振り返り、自己に適した
課題を見付けている。 
②ペアで互いに運動を見合う活動を通して、課題の解決のために考えた
ことを友達に伝えている。 

①運動に進んで取り組もうとしている。 
②きまりを守り誰とでも仲よく運動をしようとしたり、友達の考えを認めようとしたり
している。 
③場や器械・器具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３（本時） ４ ５ 

目 

標 

◯鉄棒運動の行い方や、逆さ・腕支
持・回転などの基礎感覚をつくる
ための運動の仕方を知る。 

◯腹を鉄棒に掛けて前に回る支持系の基
本的な前転グループ技をできるように
する。 

◯足を鉄棒に掛けて前に回る支持系の基本
的な前方足掛け回転グループ技をできる
ようにする。 

◯腹を鉄棒に掛けて後ろに回る支持系の基本
的な後転グループ技をできるようにする。 

◯足を鉄棒に掛けて後ろに回る支持系の基本
的な後方足掛け回転グループ技をできるよ
うにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●１・２年生で学習した鉄棒遊びの

技に取り組みながら逆さ感覚、腕

支持感覚、振動・回転感覚、体幹や

四肢の締め感覚を味わうととも

に、鉄棒の握り方、並び方、見る場

所などのきまりを知る。 

 

 

 

Ｔ 鉄棒では、逆さになること、腕で

支えること、クルンと回ることが

大切です。みんなが得意なこと、

苦手なことは何かな。 

Ｃ 腕で支えることはできるけど、逆

さになるのが苦手。 

Ｃ 勢いよく回るのが怖いから、でき

るようになりたい。 

自分の得意なこと、苦手なことが分

かったよ。苦手なことができるよう

になりたいな。 

●基礎感覚づくりの運動に取り組む。 

 

 

 

Ｔ 動物歩き、カエルの足打ち、よじ

登り逆立ち、手押し車、前転・後

転、ゆりかごをやってみよう。 

Ｃ 結構難しいな。これからも続けて

上手になりたいな。 

名人になるための運動がわかった

よ。これからも続けたいな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 ・基礎感覚づくりの運動（動

物歩き、カエルの足打ち、よじ登り逆立

ち、手押し車、前転、ゆりかご） 

前回り下り、かかえ込み前回り、

転向前下りに挑戦しよう。 

●技の行い方を全体で確認する。 

●３つの技を練習する。 

【課題を見付ける活動】 

上手くいかない子の悩みや上手な子の模

範演技をもとに、技のポイントを確認し

自己の課題を学習カードに記入する。 

Ｔ 技のポイントは何かな。 

Ｃ 前回り下りは、体を丸めてダンゴムな
になって回るといいよ。 

Ｃ かかえ込み回りは、勢いをつけて回ら
ないとうまくできないよ。 

Ｃ 転向前下りは、手を持ちかえるのを忘
れないようにしないと危ないよ。 

 
 
 
●ペアごとにタブレットで動画撮影し、

自分の動きを確認したり、友達に考え

を伝えたりしながら練習する。 
●恐怖心を和らげる場や補助具を用いな

がら活動を工夫する。 
Ｃ できる技が増えたよ。 
Ｃ もう少しでできそうだから、もっと練
習したいな。 

技のポイントを意識して、自分に合った

練習をすると、「できた」に近づけるね。 
●振り返り（学習カード） 

●準備活動 ・基礎感覚づくりの運動 

膝掛け振り上がり、前方片膝掛け回転

に挑戦しよう。 

●技の行い方を全体で確認する。 

●２つの技を練習する。 

【課題を見付ける活動】 

上手くいかない子の悩みや上手な子の模範

演技をもとに、技のポイントを確認し、自己

の課題を学習カードに記入する。 

Ｔ 技のポイントは何かな。 

Ｃ 膝掛振り上がりは、足を使ってしっかり
と体を振らないとできないよ。 

Ｃ 前方片膝掛け回転は、勢いをつけて回ら
ないとうまくできないよ。 

Ｃ 上手な子はどちらの技も最後に手首をク
ルっと返しているよ。 

 
 
 
●ペアごとにタブレットで動画撮影し、自分

の動きを確認したり、友達に考えを伝えた

りしながら練習する。 
●教師や友達の補助、体を振るための練習の

場を用いながら活動を工夫する。 
Ｃ 大きく体を振ったらできたよ。 
Ｃ 手首の返しが難しいな。 
どちらも手首の返しが大切だね。もっとでき

る技を増やしたいな。 
●自分タイム 
自己の能力に応じて、取り組みたい技（発

展技を含む）を練習する。 
●振り返り（学習カード） 

●準備活動 ・基礎感覚づくりの運動 

補助逆上がり、かかえ込み後ろ回りに

挑戦しよう。 

●技の行い方を全体で確認する。 

●２つの技を練習する。 

【課題を見付ける活動】 

上手くいかない子の悩みや上手な子の模範演

技をもとに、技のポイントを確認し、自己の課

題を学習カードに記入する。 

Ｔ 技のポイントは何かな。 

Ｃ 補助逆上がりは、体が鉄棒から離れないよ
うにしないとできないよ。 

Ｃ かかえ込み後ろ回りは、勢いをつけて回ら
ないとうまくできないよ。 

Ｃ 上手な子はどちらの技も体を丸めて鉄棒
から離れないようにしているよ。 

 
 
 
●ペアごとにタブレットで動画撮影し、自分

の動きを確認したり、友達に考えを伝えた

りしながら練習する。 
●教師や友達の補助、補助具、体を揺らす練習

の場を用いながら活動を工夫する。 
Ｃ 体をしっかり丸めたらできたよ。 
Ｃ かかえ込み後ろ回りは怖くて難しいな。 
ダンゴムシになることが大切だね。もっとで

きる技を増やしたいな。 
●自分タイム 
自己の能力に応じて、取り組みたい技（発展

技を含む）を練習する。 
●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・基礎感覚づくりの運動 

後方片膝掛け回転、両膝掛け倒立下り

に挑戦しよう。 

●技の行い方を全体で確認する。 

●２つの技を練習する。 

【課題を見付ける活動】 

上手くいかない子の悩みや上手な子の模範演

技をもとに、技のポイントを確認し、自己の課

題を学習カードに記入する。 

Ｔ 技のポイントは何かな。 

Ｃ 後方片膝掛け回転は、足を振って勢いよく
回らないとできないよ。 

Ｃ 両膝掛け倒立下りは、しっかり両手で体を
支えながら下りるといいよ。 

 
 
 
●ペアごとにタブレットで動画撮影し、自分

の動きを確認したり、友達に考えを伝えた

りしながら練習する。 
●教師や友達の補助、恐怖心を和らげる場、体

を揺らす練習の場、逆さ感覚を味わえる場

を用いながら活動を工夫する。 
Ｃ 自分に合った練習をしたらできたよ。 
Ｃ これからもできる技を増やしたいな。 
鉄棒でできる技が増えたよ。もっと難しい技

にも挑戦したいな。 
●自分タイム 
自己の能力に応じて、取り組みたい技（発展

技を含む）を練習する。 
●振り返り（学習カード） 

知 ①観察・学習カード  ②観察・学習カード ②観察・学習カード  

思  ①②観察・学習カード   ①②観察・学習カード 

態     ①②③観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20201029 駒岡小学校 石黒 智志 

鉄棒で自分の得意なこと、苦手なこ

とは何かな？ 

逆さ名人、腕で支える名人、回転名

人になろう。 

体の振りや手首の返しをマスターして

できるようになろう。 
自分に合った練習をして、できるよう

になろう。 

体を丸めて鉄棒から離れないようにし

て、できるようになろう。 

自分に合った練習をして、できるよう

になろう。 



 
20201029 駒岡小学校 石黒 智志    

小学     ３年     単元名   鉄棒運動                    成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇仲間との関わりから「脚の振りが足りない。」「手首を返すのが上手く

いかない。」など、自分の課題を見付けることできていた。子ども同

士、アドバイスをしたり、補助をしたりする姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇子どものつまずきをあらかじめ想定し、練習方法や練習の場を用意

したことにより、子どもが自己の課題に合った練習を選択すること

ができていた。 

【自己評価】 
〇単元を通して毎時間、まずはとにかく挑戦する→みんなで技のポイ

ントを共有する→自己の課題を見付け練習を工夫するという流れで

取り組んだことにより、子どもの中に課題解決の見通しが生まれた

ことがよかった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①鉄棒運動の行い方を知るとともに、自己の能力に適した支持系の基

本的な技を安定して行うことができる。 

②基本的な技に十分に取り組んだ上でそれらの発展技に取り組んだ

り、技を繰り返したり組み合わせたりすることができる。 

①タブレットを活用して自己の運動を視覚的に振り返り、自己に適し

た課題を見付けている。 

②ペアで互いに運動を見合う活動を通して、課題の解決のために考え

たことを友達に伝えている。 

①運動に進んで取り組もうとしている。 
②きまりを守り誰とでも仲よく運動をしようとたり、友達の考えを認めよ

うとしたりしている。 
③場や器械・器具の安全に気を付けている。 

成果 

①第１時では１・２年生の学習した鉄棒遊びに取り組む中で、子ども

にとっては「感覚を思い出すこと」「鉄棒学習のきまりを知ること」、

教師側としては「個々の技能を見定めること」ができ、その後の学

習を円滑に、見通しをもって進行することができた。 
①３年生は、まず「技を知る」ことが大切だと捉え、３・４年生で扱

うすべての基本的な技に触れられるように単元を構成した。単元の

学習が終了した後でも休み時間を利用して、まだできない技に挑戦

する子どもの姿が見られた。３・４年生の２年間で「安定して行う

ことができるようになること」を念頭に単元構成を考えるよい機会

となった。 
②基本的な技に取り組む「ペアタイム」の他に、授業の後半で発展技

を含む自分の選んだ技に取り組む「自分タイム」を設定したことで、

鉄棒が得意な子はさらに難しい技に挑戦したり、苦手な子はもう少

しでできそうな技に意欲的に取り組んだりすることができた。 
②体育館に鉄棒を常時設定する「鉄棒週間」に合わせて学習を行った

ことで、授業時間外にも基本的な技の練習に意欲的に取り組む姿が

生まれた。 

①技のポイントを共有した後、タブレットで動画撮影をして視覚的に

振り返ることにより、「ポイントを意識して自分の運動を見ること」

ができ、自己の課題を見付けることへとつなげることができた。 
②鉄棒を得意としている子と苦手としている子でペアを組んだことに

より、得意な子は積極的にアドバイスをしたり、苦手な子は得意な

子の動きのよいところを探したりする姿が生まれた。また、グルー

プ学習ではなくペア学習としたことで、常に運動する側・運動を見

る側の役割が生まれ、一人一人が考えをしっかりと伝えることにつ

ながった。 

②③第１時で「見る場所」「待つ場所」「服装」「鉄棒の握り方」などを

丁寧に確認したことで、その後もきまりや安全を意識しながら学

習に取り組む子どもの姿が生まれた。 

 

課題 

①②取り扱う技が多かったために、授業時間内だけではそれぞれの技

に十分に取り組むことができない子もいた。基本的な技をすべて

扱うのではなく、３・４年生の２年間に振り分けて扱う技を絞っ

た方がよかったかもしれない。 

①②タブレットを活用する際に、録画とおっかけ再生の二つの方法を

提示した。録画の場合は、再生するまでに時間がかかるが、何度

も見直すことができ、おっかけ再生の場合はすぐに見ることがで

きるが、見直すことができないというメリット・デメリットがあ

った。録画を選択していたペアは、再生して確認する時間の煩わ

しさから、タブレットを面倒に感じ、徐々に使わなくなっていく

傾向が見られた。動画を使う目的によって、方法を選択できるよ

うに指導する必要があった。 

①練習方法や場を選ぶ際に「とにかく色々と試してみる」という、根

拠をもたずに活動するペアがあった。今回設定した「自己の課題を

見付け、練習を工夫する姿」を具現化するためには、「どうしてこの

練習を選んだのか。」と思考を揺さぶる教師の声かけがもっとあると

よかった。しかしながら、３年生という実態を考えると、とにかく

試す中で見つけた気付き等も大切にしなければならないのかもしれ

ない。 

 
備考 
 

【共有資料】 

 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

〇タブレットの活用は、自己の運動を客観的に見つめ課題を見出すと

いう点でとても有効でした。活用する際には、学年の発達段階や児

童の実態に応じて、活用方法を丁寧に指導するとよいと思います。 

〇ペアでの鉄棒学習は、役割分担が明確になり豊かな伝え合いが生ま

れます。器械運動は、基本的にペア学習で構成すると、指導効果が

上がるように感じました。 

 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校 ３年   単元名 ネット型ゲーム 指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 基本的なボール操作とボールを操作できる位置に体を移動する動きによって，易しいゲームをすること。 

思考力、判断力、表現力等 規則を工夫したり，ゲームの型に応じた簡単な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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に進んで取り組み，規則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，友達の考えを認めたり，場や用具の安全に気を付けたりすること。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①ゲームの仕方を理解し、いろいろな高さのボールをはじいた
り，相手コートから飛んできたボールをはじいて相手コート
に返球したりしている。 
②ボールの方向に体を向け，ボールの落下点やボールを操作し
やすい位置に移動することの行い方を理解するとともに、実
際に動いている。 

①ボール操作の仕方や、ボールを操作できる位置への移動の仕方の工夫
を考えるとともに、ボール操作のコツや動き方の工夫を友達に伝えて
いる。 
②学習したことを生かして、ゲームをよりよくするための工夫を考えた
り、友達に伝えたりしている。 

①易しいネット型ゲームに進んで取り組み、ゲームの規則を守って勝敗を受け入れ
たり、誰とでも仲よくしたりしている。 
②ゲームやそれらの練習の中で互いに動きを見合ったり、話し合ったりして見付け
た動きのよさや課題を伝え合う際に、友達の考えを認めている。 
③ゲームやそれらの練習の際に、使用する用具などの準備や片付けを友達と一緒に
したり、周囲を見て場や用具の安全を確かめたりしている。 

時間 １・２ ３ ４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

○たくさんボールを打つことを通
して、ラリーゲームの仕方を理解
する。 

○かべラリーゲームを続けるために必要な動
きを考えたり、友達に伝えたりしている。 

○ペアラリーゲームを続けるために必要な
動きを考えたり、友達に伝えたりしてい
る。 

○チームラリーゲームを続けるために必要な
動きを考えたり、友達に伝えたりしている。 

○勝敗を受け入れながら、友達と楽しく
ゲームを行っている。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●ボールを下から打つ運動をするよ。 

 

 

 

●いろいろなラリーを行う。 

T ボールを下から打つのって難しい。 

C 壁打ちがなかなか続かないな。 

C 構えを忘れてしまうので、常に準備

していることが大切だね。 

もっと上手に、下からボールを打てる

ようになりたいな！ 

 

●ラリーゲームの仕方を知る。 

 

 

 

●いろいろなラリーゲームを行う。 

T ラリーゲームをやってみてどうだ

ったかな。 

C ルールはしっかりと覚えたぞ。 

C 友達と息を合わせないと続かない

ね。 

C 人数が増えるほど、難しくなりそう

だな。 

もっとラリーが続くように、いろいろ

な呼吸を合わせていこう！ 

 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・にしきたいそう ・短縄 ・かべラリー 

    かべラリーゲームで 

「かべの呼吸」をマスターしよう！ 

【課題を見付ける活動】 

かべラリーをペアで見合うことや、教師の模範

演技と見比べることで、かべラリーに必要な動き

は何かに気付かせる。 

 

 

 

●ペアでかべラリーをやりながら、動いて確かめ

てみる。 

●全体交流 

T 自分や友達の動きを見て、何か気付いたことは

ないかな？ 

C ななめ上に向かって、やさしく打つといいんじ

ゃないかな。 

C かべに当たるところをよく見て、打ちやすい位

置にすぐ動こう。 

C やっぱり、「下から打つ」ことと「かまえ」が大

事だね！ 

●自分で意識したい動きを決めて、かべラリーゲ

ームを行う。 

ななめ上に向かってやさしく打つことと、ボール

をよく見て素早く動くと、かべラリーを長く続け

られそうだね。 

 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・にしきたいそう ・短縄 ・かべラリー 

    ペアラリーゲームで 

「ペアの呼吸」をマスターしよう！ 

【課題を見付ける活動】 

T かべラリーとペアラリーの違いはどんなとこ

ろかな？ 

C 相手がかべではなく友達になったから、どん

なボールでもはね返してはくれないね。 

 

 

 

●チームでペアラリーをやりながら、動いて確か

めてみる。 

●全体交流 

T どんなボールが返ってくるとよかったかな？ 

C 正面に返ってくると、返しやすいね。 

C 山なりに、フワッとしたボールがいいな。 

T どうすれば、そういうボールを打てるかな。 

C ペアに向かって、まっすぐ打てばいいね。 

C ひざを使って、下から上にやさしく打とう。 

●自分で意識したい動きを決めて、ペアラリーゲ

ームを行う。 

 

ペアの正面にやさしくフワッと返すと、ペアラリ

ーを長く続けられそうだね。 

 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・にしきたいそう ・短縄 

・かべラリー ・ペアラリー       

     チームラリーゲームで 

「チームの呼吸」をマスターしよう！ 

【課題を見付ける活動】 

T これまでのラリーとの違いは何かな？ 

C 人数が増えたからラリーが難しそう。 

C ボールが正面からくるとは限らないね。 

 

 

 

●チームラリーをやりながら、動いて確かめてみる。 

●全体交流 

T どう動くとラリーが続いたかな？ 

C いつもボールの方に体を向けると、正面からボー

ルを受けられるよ。 

C 返すのが難しいときも、となりの友達がカバーで

きるといいね。 

T そう動くためには、どうすればいいかな。 

C もっと足を動かして、ボールがどこにきてもいい

ように構えて準備しよう。 

C 下から上にやさしくボールを打つことは変わら

ずやろう！ 

●チームで意識したい動きを決めて、チームラリー

ゲームを行う。 

いつもボールの方に体を向けて、チームでカバーし

合えると、ラリーを長く続けられそうだね。 

 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・にしきたいそう ・短縄 

・かべラリー ・ペアラリー       

     チームラリーゲームで 

「クラスの呼吸」にチャレンジしよう！ 

 

 

 

●チームラリーゲームを行い、学習前の自分

との違いを実感する。 

T 学習前と比べて、どんなことができるよう

になったかな。 

C ねらったところにボールを打てるように

なった。 

C ラリーを続けるコツが分かったぞ。 

C クラスのみんなでこんなにラリーを続け

ることができたね。 

 

●ルールを工夫して、チームでいろいろなゲ

ームをやってみよう。 

 

学習まえより、ボールを打つことが上手くな

ったし、みんなで楽しくゲームをすることが

できたぞ。 

 

●振り返り（学習カード） 

知 ①観察・学習カード ②観察・学習カード ②観察・学習カード ②観察・学習カード  

思  ①観察・学習カード ①観察・学習カード ①観察・学習カード ②観察・学習カード 

態     ①②③観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                          20201216 西岡北小学校 仲川 和磨 

いろいろなラリーゲームをやっ
て、ゲームの仕方を覚えよう。 

かべラリーを続けるためには、 
どんな動きが必要かな。 友達にどんなボールを返すと、 

ラリーが続くのかな。 
人数が増えてもラリーを続けるためには、 

どんな動きが必要かな。 

ボールを使って、いろいろなラリ
ーを続けてみよう。 

クラス全員の呼吸を合わせて、 
たくさんラリーを続けよう！ 



 
20201216 西岡北小学校 仲川 和磨    

小学   ３年     単元名  ネット型ゲーム                                    成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○単元が進む中で、子どもたちの中から自然とクラスの目標回数が出

てきてゴールが明確になっていたため、そこに向かって技能を高め

ようと協働的に学ぶ姿が見られた。それを通して、少しずつではあ

るが自信をつけていた。 

【教師の関わり・手だて】 
○課題を解決するための運動に入る前、教師の発問によって子ども

たちが思考すべきポイントを焦点化し、どの子も見通しをもって

学べていた。子どもの考えていることを動きや言葉、掲示物（学

びの足跡）で見えるようにしてあげたことも効果的だった。 

【自己評価】 
○学習が終わることを惜しむ子どもたちは、どの子も自信がついた表情

をしていたのが印象的だった。見通しをもたせ、明確な目標をもつこ

とで、心も体も想像以上に成長した子どもたちに驚いたと共に、たく

さん学ばせてもらった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①ゲームの仕方を理解し、いろいろな高さのボールをはじいたり，

相手コートから飛んできたボールをはじいて相手コートに返球し

たりしている。 

②ボールの方向に体を向け，ボールの落下点やボールを操作しやす

い位置に移動することの行い方を理解するとともに、実際に動い

ている。 

①ボール操作の仕方や、ボールを操作できる位置への移動の仕方の

工夫を考えるとともに、ボール操作のコツや動き方の工夫を友達

に伝えている。 

②学習したことを生かして、ゲームをよりよくするための工夫を考

えたり、友達に伝えたりしている。 

①易しいネット型ゲームに進んで取り組み、ゲームの規則を守って勝敗を

受け入れたり、誰とでも仲よくしたりしている。 

②ゲームやそれらの練習の中で互いに動きを見合ったり、話し合ったりし

て見付けた動きのよさや課題を伝え合う際に、友達の考えを認めてい

る。 

③ゲームやそれらの練習の際に、使用する用具などの準備や片付けを友達

と一緒にしたり、周囲を見て場や用具の安全を確かめたりしている。 

成果 

①②ラリーを行う相手を壁から人へ、人数も２人から４人へと、ス

モールステップで単元構成を組んだこと、それに加え準備運動

のスキルアップタイムでたくさんボール操作に浸れたことが、

子どもたちの自信となり、確実な技能の向上につながった。ま

た、メインゲームは毎時間必ず１回以上繰り返し行ったことで、

ゲームの仕方の理解が深まった。 

①毎回の課題が明確になっていたため、チームやペアで考えたこと

を伝え合う姿はたくさん見られた。伝えることが得意ではない子

も、友達の話を聞いて取り入れてみたり、学びの足跡を残した掲

示物から選んで伝えてみたりする姿が見られたのはよかった。 
②いくつかのルールの工夫を提示してゲームを行ってみると、更に

ルールを工夫してみたり、チームに合ったルールを話し合ってゲ

ームをしたりしていた。 

①今回は勝敗ではなく、「クラスみんなで２００回！」という目標が子ど

もたちの中から自然と挙がったことで、クラスが一体となって、どの子

も進んで学習に取り組んでいた。 

②よい考えや動きには自然と拍手が起こり、クラス全体が認め合う雰囲気

の中進められた。その中でも、ただ友達の言った通りに行うだけではな

く、そこから自分で合う、合わないを考えて動く子もたくさんいた。 

③準備や後片付けも協力して、素早く行動できていたと思う。 

課題 

①今回は、子どもたちがボール操作の技能があまり身に付いていな

いという実態からネットを設置しなかったが、ネットがあること

で打つボールに高さが生まれ、自然とフワッとした山なりのボー

ルを打つ感覚が身に付くのではないかと感じた。 
②子どもたちは「声」を重要視していた。ただ、その位置づけに困っ

てしまった。声を出すことは大切ではあり、それによって運動リ

ズムが生まれるが、直接的に技能の向上に結び付かないため、扱

い方は今後も考えていきたい。 

①どの子もその子なりに一生懸命伝えようとしていたが、やはりよ

く話す子とそうでない子の差は大きいため、そこを埋めていける

手立ては工夫が必要だと感じた。また、運動中に話し合いすぎる

と運動量が減ってしまうため、「動く」ことと「話す」こととの時

間的バランスを考えるのが難しかった。できれば、メインゲーム

の前は、一度チームで確認するための時間がほしかった。 
②次は、子どもたちからルールの工夫が出てくるような単元構成も

考えてみたい。 

①ゲームなので、勝敗を受け入れることも学ばせてあげたかったが、単元

の中にどう組み込めばいいのかは、今後の課題である。 
③ネット（ライン）の代わりに長縄でコートを仕切った。ボールが当たる

と不規則にバウンドするため、縄に当たらないようにすることでコート

の意識づけはできたが、動きに夢中になって踏んでしまう危険性も感じ

たため、別の物の方がよかったかもしれない。また、使わない用具を置

く場所を忘れてしまう子もいたため、安全面の指導はこれからも徹底し

ていきたい。 

 
備考 
 

【共有資料】           【板書等】 

○指導案 

(単元構造図・細案・授業イメージ図・) 

○掲示板 

(ポイント表・ルール・学びの足跡等) 

○学習カード○導入パワーポイント 

 

 【オススメ】 

○ゲームに勝つことが目標になってしまうと、どうしても勝敗にだけ意識

が偏りがちになるため、今回のようにクラスの目標を立て、そのために

スモールステップで進んでいくのは、経験の乏しい子どもたちには合っ

ていたと思います。更に、そこにストーリー性（今回は流行りに負けて

「鬼滅の刃」で）をもたせると、ただの技能習得の授業にならず、子ど

もも楽しんで取り組むことができました。 

 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校５年 単元名 ボール運動『ゴール型（バスケットボールを基にした簡易化されたゲーム）』（５時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び技能 ボール運動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なる。 

思考力、判断力、表現力等 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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に留意したりし、自己の最善を尽くして運動することができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

➀運動の行い方を理解しているとともに、投げる、受ける、運ぶといったボー
ル操作とボール保持者からボールを受けることのできる場所に動くなどの
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。 

➁チームで決めた作戦について理解するとともに、実際に動くことができる。 

➀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ている。 

①運動に進んで取り組もうとしている。 
②仲間の考えや取組を認め、分担された役割を果たそうとしている。 
③場や器具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３ ４ ５（本時） 

目 

標 

◯簡易化されたゲームの行い方や約束、場や
用具の使い方を理解している。 

○パスとシュート２つの技能のコツを考えた
り、友達に伝えたりしている。 

○ボールを持たない時の動きを考えたり、友
達に伝えたりしている。 

○攻めの時の作戦を考えたり、友達に伝えた
りしている。 

○守りの時の作戦を考えたり、友達に伝えた
りしている。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●準備活動 

・チームで準備運動 

・ペアパス ・ドリブルシュート 

●安全にバスケットボールをするための注意

事項を知る。 

●基本的なゲームの行い方や約束を知る。 

パスバスケットボールに慣れよう！ 

 

 

 

●ゲーム①３分×２セット 

●全体交流 

Ｔ困ったことや分からなかったことはありま

したか？ 

Ｃ足が動いている人がいたよ。 

Ｃパスが全然通らなかったなぁ。 

●ゲーム②③３分×２セット×２ 

●全体交流 

Ｔどんなところが楽しかった？ 

Ｃパスをつなぐのが楽しかったな。 

Ｃシュートが入って嬉しかった。 

Ｃ○さんが上手だった。 

パスやシュートを上手になりたいなぁ。 

Ｔみんなはどんなことを大切にして、この学

習を進めていきたい？ 

Ｃ全員がシュートできるように。 

Ｃ友達のことを考える。 

Ｃチームで協力して、試合に勝つ。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・チームで準備運動 

・ペアパス ・ドリブルシュート  

パスバスケットボールをしよう！➀ 

【課題を見付ける活動】 

学習カードから友達の困りを共有する。 

Ｔシュートやパスのコツってある？ 

Ｃ知っているよ。 

Ｃあまり分からないなぁ。 

 

 

●ゲーム①３分×２セット 

●チームで話し合い、ミニホワイトボードに

まとめる。（チームミーティング） 

Ｃシュートは黒い四角をねらうといいよ。 

Ｃふわっとじゃなくて、速いパスが良い。 

Ｃ苦手な人にはふわっとパスでもいいね。 

●動いて確かめる 

Ｃ○さんはシュートが連続で入って凄いな。 

●ゲーム②３分×２セット 

●全体交流 

Ｔ話し合いで、どんなコツが出てきました？ 

Ｃシュートは斜め上に投げて、黒い四角をね

らうイメージがいい。 

Ｃパスの強さは人によって変えるといい。 

 

話し合ったことから、自分ができるようにな

りたいことを見付けて、次から練習しよう。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動  

・チームで準備運動 

・ペアパス ・ドリブルシュート 

パスバスケットボールをしよう！➁ 

【課題を見付ける活動】 

学習カードから友達の困りを共有する。 

Ｔパスをしたいのにできないことってある？ 

Ｃうん。動いてくれないんだよなぁ。 

Ｃその場に立っていても相手がいるから…。 

 

 

 

●ゲーム①３分×２セット 

●チームで話し合い、ミニホワイトボードに

まとめる。（チームミーティング） 

Ｃ相手の前に入ってくるとパスが通るよ。 

Ｃ相手から離れるとパスがもらえそうだね。 

Ｃフェイントをかけて、相手をかわそう。 

●動いて確かめる 

●ゲーム②３分×２セット 

●全体交流 

Ｔボールを持たない人はどう動くの？ 

Ｃパスの瞬間に、相手の前に動くといい。 

Ｃ相手に近づくふりをして、離れるといい。 

Ｃパスをしやすいスペースを作る。 

 

相手にとられないようにスペースを作る動

きをすると味方がパスをしやすいね。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・チームで準備運動 

・ペアパス ・ドリブルシュート 

パスバスケットボールをしよう！③ 

【課題を見付ける活動】 

学習カードで作戦について書いた児童の考えを共

有し、攻めの作戦の大切さを意識させる。 

Ｔ自分で作戦を考えている人やみんな作戦を

考えたいっていう人がいたよ。考える？ 

Ｃもっとパスがつながる作戦を考えたいな。 

 

 

 

●ゲーム①３分×２セット 

●チームで話し合い、ミニホワイトボードに

まとめる。（チームミーティング➀） 

Ｃコート内をたくさん動いて、パスをもらえ

るようにしよう。 

Ｃパスが得意な人が最初に持って、苦手な人

はチャンスゾーンまで近づいたら、相手を

かわして入ろう。 

Ｃ最初に相手をボールに引き付けて、遠くに

スペースができたら、ロングパスをしよう。 

●動いて確かめる 

●ゲーム②３分×２セット 

●試合後の振り返り（チームミーティング➁） 

Ｃチャンスゾーンにずっと入っていたら、 

パスが通らないから難しいな。 

Ｃ○○さんの動き、すごくパスしやすかった。 

攻めの作戦を意識して試合をすると、動きが

変わって、さらに良いチームになったな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

・チームで準備運動 

・ペアパス ・ドリブルシュート 

パスバスケットボールをしよう！⓸ 

【課題を見付ける活動】 

学習カードで児童の考えを共有して、守りの作戦

を考えることも大切であると意識させる。 

Ｔ守りの作戦も考えたいって書いた人がいた

けど、みんなどうする？ 

Ｃ考えたいな。守りの方が難しい気がする。 

Ｃ話し合って、チームワークをさらに高めた

いなぁ。 

 

 

 

●ゲーム①３分×２セット 

●チームで話し合い、ミニホワイトボードに

まとめる。（チームミーティング➀） 

Ｃボールを持っていない人をマークしよう。

そうすればパスが通らないと思う。 

Ｃボールを持っていない人の動きを見る。 

Ｃとにかく手を大きく上げよう。 

●動いて確かめる 

●ゲーム②３分×２セット 

●試合後の振り返り（チームミーティング➁） 

Ｃ守りの動きがよくなったね。 

Ｃ○○さんのパスカットが上手だったね。 

 

守りの作戦を意識して試合をすると、みんな

の動きがもっと変わって、いい感じだね。 

●振り返り（学習カード） 

知 ①観察・学習カード ①観察・学習カード ①観察・学習カード ②観察・学習カード ②観察・学習カード 

思  ①観察・学習カード ①観察・学習カード ①観察・学習カード ①観察・学習カード 

態     ①②③観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20210107 西岡北小学校 本田 竣士 

ゲームをやってみて、困ったことや

分からなかったことを考えよう。 
パスやシュートのコツを考えよう。 ボールを持たない人は、どんな動きを

するとパスがつながるのだろう？ チームミーティングで、攻めの作戦を

考えよう。 
チームミーティングで、守りの作戦を

考えよう。 



 
20210107 西岡北小学校 本田 竣士    

小学 ５年   単元名 ボール運動『ゴール型（バスケットボールを基にした簡易化されたゲーム）』       成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○自然とチームの中で攻守の役割を決めて、動きながら一人一人の動

きを確認することで、作戦のイメージを具体的にしていた。 
○はじめのスキルアップタイムから、友達同士で声をかけ合ったり、

シュートが入った時に喜んだりして、雰囲気作りが上手になった。 

【教師の関わり・手だて】 
○ボールを持った人が話すなどのルールを決めたことで、得意でない

子や控えめな子も意見を言うことができていた。 
○子ども同士の対話が主になるよう、教師の存在をなるべく消して、

チーム内のよいつながりを価値付ける教師の関わりがよかった。 

【自己評価】 
○得意な子の活躍が多いチームスポーツで、一人一人の役割が生まれ

る少人数かつパスのみのルールにしたことで、みんなが楽しめる学

習になってよかった。ただ、細かいルールの変更がたくさんあった

ので、教師側がより入念にルールを考えておくべきだった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

➀運動の行い方を理解しているとともに、投げる、受ける、運ぶとい

ったボール操作とボール保持者からボールを受けることのできる場

所に動くなどの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。 

➁チームで決めた作戦について理解するとともに、実際に動くことが

できる。 

➀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ている。 
①運動に進んで取り組もうとしている。 
②仲間の考えや取組を認め、分担された役割を果たそうとしている。 
③場や器具の安全に気を付けている。 

成果 

➀毎時間のスキルアップタイムの「ペアパス」では、ペアの間に入り

パスを阻む関わりをすることで、児童がより意図的にパスをしたり、

パスを受ける側も左右に動いたりするようになった。技の工夫をす

る姿を価値付けることで、児童のプレーへの自信に繋がった。 
➀➁チームの児童同士での掛け声や、友達への称賛といった温かみの

ある関わりを価値付ける教師の関わりを行った。そうすることで、

チームの中に安心感や他者意識が生まれ、シュートやパスを自信も

って行えるようになった。 

➀運動の得意不得意に合わせて、ポジションを変えようと工夫してい

たことが児童の姿から伝わった。３ＶＳ２という少人数のゲームに

することで、一人一人の役割分担が明確になり、積極的に動きを工

夫する児童が増えたと考える。 
➀チームミーティングの時、「ボールを持った人が話す。一人一人回し

ながら話す」というきまりを作った。苦手な子も、「こう動けばいい

ってこと？」「私は～がいいと思う。」と意見を言う姿が見られた。

チームスポーツでは、得意な子ばかりが提案して決めてしまうこと

が多いので、どの子にも話す機会を教師が意図的に作ることが大切

だと分かった。 

➀➁チームの雰囲気作りと仲間を称賛することの重要さを、繰り返し

児童に伝えてきたので、少しずつ拍手や声掛けが増えていき、学

習カードにも「〇〇さんがよかった」などの声が増えていった。

技能差が分かりやすい体育では、やはり「温かい心」がベースに

なければ、良い学び合いは成立しないのだなと感じた。 

③道具の使い方やバスケットボールで起きやすいケガを導入で紹介し

たので、児童は意識して、準備運動や準備・片付けに取り組んでいた。 

課題 

➀シュートやパスなどの技能のコツ・ポイントは、学習カードに資料

として添付してもよかったのではと考えた。担任が介入せずに、児

童自身が「コツ・ポイントを事前に理解」⇔「練習でやってみる」

ことで、２時間目に限らず、必要になった時にいつでも見ることが

できて、さらに技能が伸びたのではないかと感じた。 
➀ドリブルを制限したゲームにしたので、ドリブルで運ぶ技能がほと

んど身に付いていない。中学校とのつながりも考えて、単元内での

ルールの変更やさらなる工夫があってもよかった。 

➀４，５時間目は、作戦を「選ぶ」というより、「生み出す」学び合い

になってしまった。「作戦のアイデアを出す」→「チームや個人で選

択する」といった単元構成で学びを展開すべきだった。チームで暗

号を作るなどのトリッキーな作戦で進めるチームもあったので、も

っと作戦の見方・考え方を広げる手立てが必要だった。 

➁スポーツに熱い児童は、勝敗に強くこだわり、味方のせいにしてし

まうことがあった。そこで、スポーツにおける考え方や態度を、個

人だけでなく全体に伝えればよかった。 

 
備考 
 

【共有資料】 

 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

〇バスケットボールが初めてで抵抗感のある児童が多い学級において

は、パスバスケットボールは、「どの子も安心して楽しめる」のでよ

いと思います。 

○児童によるチーム内の雰囲気作りを中心に学びをイメージしていく

と、教師が無理に介入する必要がない部分が見えてきます。 

 
 
 
 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

 

小学校第５学年 単元名 マット運動（５時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

 

知識及び技能 マット運動の行い方を理解するとともに、回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、それらを繰り返したり組み合わせ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 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に留意し、自己の最善を尽くして運動をすることができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① マット運動の行い方を理解するとともに、回転系や巧技系
の基本的な技を安定して行うことができる。 

② 基本的な技や、発展技など、自分に合った技ができる。 
 

① グループで運動を見合う活動を通して、友達の良い動きを見付けて
伝えたり、自分の活動に生かそうとしたりしている。 

② 自分の能力に合った練習方法を選んだり、友達の動きに必要なこと
を伝えたりすることができる。 

① 運動に積極的に取り組もうとしている。 
② きまりを守ったり、仲間の考えたことを認めたりするなど仲よく運動をしよう
としている。 

③ 場や器械・器具の安全に気を付けている。 

時間 １     ２ ３ ４（本時） ５ 

目 

標 

〇学習の流れを理解し、マット運動に慣

れ、安定した前転の仕方について知る。 

〇回転技を安定させたり、発展させたりで

きよう、練習を工夫することができる。 

〇頭倒立のポイントを知り、運動を見合う
活動を通して、友達の動きを伝えたり、
自分の動きに生かしたりできる。 

〇側方倒立回転のポイントを知り、チェッ
クシートをもとに自分に必要なポイン
トの練習を考えている。 

〇発表会に向けて技の組み合わせや、つな
ぎ技などを考え、積極的に取り組もうと
している。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●体操選手の動画見て、憧れの気持ちをも

つ。 

●グループで活動すること、友達との距離

を空けながら活動すること、最後には技を

組み合わせて、発表し合うことを知る。 

準備運動の流れを覚えよう。 

●準備活動 動画を活用し、様々な技につ

ながる基本的な動きを繰り返し行う。 

・準備活動 ・ゆりかご ・川とび越し 

・壁のぼり ・背倒立 など 

T うまく回ったりできたかな？ 

C 前回りもうまくできなかった。 

C もっとたくさんやりたい。 

 

 

●教師とお手本児童との動画を比較し、前

転のポイントを知る。 

T どこを意識するとよいかな？ 

C ひざがひらかないほうがいい。 

C 着地の時はおしりにかかとを近づける 

●振り返り(学習カード)本日の MVP 

ポイントを知ることで、安定した前転をす

ることができたね。 

●準備活動 動画を活用し、様々な技につ

ながる基本的な動きを繰り返し行う。 

 

回転技を安定させたり 

発展させたりしよう。（前転編） 

●教師とお手本児童との動画を比較し、前

転のポイントを知る。 

T 安全に気を付けながら自分のレベルに

合わせて発展させていこう。 

C 前転でもたのしくできた。 

C もっと安定させたり発展させたりした

い。 

 

回転技を安定させたり 

発展させたりしよう。（後転編） 

●教師とお手本児童との動画を比較し、技

のポイントを知る。道具の活用方法につい

ても知る。 

●試しの運動 

●全体交流 

●振り返り(学習カード)本日の MVP 

道具を活用することで、友達とレベルに合

った練習ができるね。 

●準備活動 動画を活用し、様々な技につ

ながる基本的な動きを繰り返し行う。 

T 発表に向けてどんな技ができるように

なりたい。 

C 倒立を入れたい！ 

C 側転も入れてみたい！  

●教師とお手本児童との動画を比較し、技

のポイントを知り、試しの運動を行う。 

【課題を見つける活動】 

T チェックシートで確認しながら、友達

とポイント伝え合って練習しよう。  

C 安定してできるようになりたい 

C 三角形をつくる感じだ。 

●グループでチェックシートをもとに動

きを見合う。 

 

 

●全体交流 児童の動画をもとにポイン

トを確認し合う。 

T どうしたら、安定した頭倒立ができる

ようになるかな。  

C 目線は手と手の間に 

C カメラの三脚のように。 

C 手や頭の付く位置に目印を置くといい

よ。 

●振り返り(学習カード)本日の MVP 

友達と見合い、伝え合うことで安定して行

うことができるね。 

 

●準備活動 動画を活用し、様々な技につ

ながる基本的な動きを繰り返し行う。 

側方倒立回転に挑戦してみよう！ 

●教師とお手本児童との動画を比較し、技

のポイントを知り、試しの運動を行う。 

【課題を見つける活動】 

T チェックシートで確認しながら、友達

とポイント伝え合って練習しよう。 

C 目線も大切だね。 

C 手と足が一直線になるとかっこいいね 

●グループでチェックシートをもとに動

きを見合う。 

 

 

●全体交流、児童の動画をもとにポイント

を確認し合う。 

T よりきれいに見えるには？  

C ひざを高い位置にするといいね。 

C 手の位置に目印を置くといいね。 

C ゴムひもに当てるようにすると高くな

ると思う。 

たくさんの技ができるようになったね。次

回はオリジナルの組み合わせ技に挑戦だ

ね。 

●振り返り(学習カード)本日の MVP 

●発表会の見通しをもつために、組み合わせ

技について家で考えて、イメージトレーニン

グをしてくる。 

●準備活動 動画を活用し、様々な技につ

ながる基本的な動きを繰り返し行う。 

●お手本児童の組み合わせ技を参考にお互

いの困り感を確認し合う。 

T 発表前に困っていることはないかな？ 

C 初めと終わりはどうしたら。 

T 美しくなるようにみんなで統一しよう。 

C 技と技のつなぎ目はどうしたら。 

T 学習カードを参考に友達にアドバイス

をもらおう。 

C うまくできない技でもいいのかな。 

T もちろん自分のレベルに合わせて、道

具を活用したり、友達にサポートしても

らったりしよう。 

 

 

 

●グループごとに動画を取り合う。 

 ⇒発表は教室のテレビで。 

●振り返り(学習カード)本日の MVP 

友達と見合ったり、練習を工夫したりする

ことで、技がレベルアップしたね。 

知 ①観察・学習カード ②観察・学習カード   ②観察・学習カード 

思   ①観察・学習カード ②観察・学習カード  

態     ①②③観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20200121 豊園小学校 竹沢 清人 

安定した前転をするには？ 
 

頭倒立を安定させるには(頭倒立中心) 

発表会に向けて友達とアドバイスをし

合おう。 

より美しい側方倒立回転にするには。 

※この単元では、感染予防のため、友達

と接触を伴うような補助の活動は行わ

ないようにしたり、ソーシャルディスタ

ンスを保ったりできるよう工夫した。ま

た、不特定多数が集まるような場の設定

もなしにした。 



20200121 豊園小学校 竹沢 清人    

小学   ５ 年     単元名   マット運動   成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇チェックシートをもとに友達同士が動きを見合い、よい所を伝えたり

アドバイスをしたりしていた。また、フラットマーカーやゴムを使っ

て自分や仲間にあった練習方法を考えていた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇手の付き方について困り感を抱えている子が多くいたので、動画を

とり、全体交流で取り上げ、スロー再生して改めてポイント確認し

たり、練習方法を工夫しているグループを紹介したりした。 

【自己評価】 
〇技能が低いという実態をもとに単元構成を考えられたこと、感染症

対策を考えて学習を行えたことがよかった。活動時間を保証するた

めに、学習の流れや、ポイントを素早く理解できるよう積極的に

ICTを活用できたことがよかった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①マット運動の行い方を理解するとともに、回転系や巧技系の基本的

な技を安定しておこなうことができる。 

②基本的な技や、発展技など、自分に合った技ができる。 

①グループで運動を見合う活動を通して、友達の良い動きを見付けて

伝えたり、自分の活動に生かそうとしたりしている。 

②自分の能力に合った練習方法を選んだり、友達の動きに必要なこと

を伝えたりすることができる。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 

②きまりを守ったり、仲間の考えたことを認めたりするなど仲よく運

動をしようとしている。 

③場や器械・器具の安全に気を付けている。 

成果 

①②基本的な技を安定して行うためには、ポイントを知るだけでなく

活動時間の確保や、スキルアップでその技に楽しく取り組む必要

があると感じ、毎時間の準備活動に ICTを活用して行った。具体
的には、タブレットで、初めのストレッチやゆりかご、川とび越

しなど、この単元において取り扱うほとんどの技の基礎となる動

きを、ステージのスクリーンに投影しながら、スムーズに行える

ようにした。技のポイントについても、ICTを活用し理解の習得
を計った。具体的には、お手本となる動画をスロー再生し確認し

たり、学習カードにポイントをのせたり、そのポイントを常にス

テージのスクリーンに大きく掲示したりした。 

①②チェックシートを用意することで、友達のどの部分に注目してみ

るとよいのかを焦点化することができた。また、友達にチェック

してもらう活動を取り入れることで、必然的に対話を生むことが

でき、友達の動きに必要なことを伝えることができた。 
②初めと全体交流の場面で、児童の動画を取り上げ、困り感を共有し、

その課題を解決するためには何に気を付ければよいの。どのような

練習をしたらよいか。道具をどう活用するとよいかなどを話し合い

共有してから、試しの運動に入ることで、子どもたちがポイントを

見合い、練習を工夫して行う姿が見られた。 

①②③子どもたちは、準備活動を楽しく行うことで、苦手意識のあっ

たマット運動に対しても積極的に取り組むことができるように

なった。教師の関わりとして、子どもたちができた・できない

だけに意識を向けるではなく、自分の技がステップアップでき

るように道具の活用の仕方を考えたり、小さな進歩でも価値付

けたりした。道具の活用の具体例としては、側転の際、自分の

高さに合わせるよう友達と伝え合ったり、ゴムひもを下に一直

線において、ステップアップの様子を「見える化」したりして

いった。自分がどの技を組み合わせて発表するのかという見通

しを、単元の初めや、学習の中で時折考えさせることで、より

積極的に取り組めた。 

課題 

①教師がもう少し教材研究をしておくことで、側転が上手くいかない

子に対して適切なアドバイスを送れたと思う。 
②児童の実態はレベルが高くなかったため、倒立、側転の発展技につ

いてはあまり触れなかった。より発展していける児童のための場を

用意していくことが大切であった。 

①②ICTの工夫だったり、感染症対策だったりと、教師が一時間の中
で考えることが多く、児童の見取りがなかなかできない状況であ

った。思考・判断・表現については、授業の中での見取りもとて

も必要であり、その点は考える必要がある。 
 

①感染症対策のため、子ども同士の補助ができない状況にあった。補

助してあげることで、子どもたちがより安心して取り組めることが

あるように思う。苦手な子がより積極的に取り組めるような場の設

定が必要であった。 

 
備考 
 

【共有資料】感染症場の設定          チェックシート 

 

【板書等】 プロジェクターに投影      準備活動も投影 

 

 

【オススメ】 

〇一日の MVPを決め、それをみんなで共有することで、お互いに励ま

し合ったり、あきらめず取り組もうとしたりする子が増えた。 

〇ICT の活用に関して、ステージのスクリーンにプロジェクターで

ipadの画面を投影できるようにした。アプリを活用し準備活動を楽

しく効率的に提示したり、スロー動画でより効果的に技のポイント

を捉えたり、学習カードを映して、振り返りを共有したりできた。 

 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

 

小学校第２学年 単元名 跳び箱を使った運動遊び（４時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び技能 跳び箱を使って跳び乗りや跳び下りをしたり、馬跳びをしたりして遊ぶことができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 跳び箱を用いた簡単な遊び方を工夫するとともに、友達の良い動きを見付けたり、考えたりしたことを友達に伝えることができるようにする。 

学びに向かう力、人間性等 運動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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 踏み越し跳びでは片足で踏み切って跳び箱に跳び乗った
り、ジャンプをして跳び下りたりすることができる。 

② またぎ乗りや支持での跳び乗りでは、数歩の助走から両足
で踏み切り、手を支点に体重を移動させて下りることがで
きる。 

① グループで運動を見合う活動を通して、友達の良い動きを見付けて
伝えたり、自分の活動に生かそうとしたりしている。 

② 自分の能力に合った場を選んだり、跳び下りの動き方や、着地の仕
方について工夫をしたりして取り組んでいる。 

① 運動に進んで取り組もうとしている。 
② きまりをまもり誰とでも仲よく運動をしようとしている。 
③ 場や器械・器具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３（本時） ４ 

目 

標 

〇跳び箱ランドの取り組み方について知り、跳び方を
工夫しながら、踏み越し跳びに取り組むことができ
るようにする。 

〇手を着く回数を減らす方法を考えながら、またぎ乗
り・下りに取り組むことができるようにする。 

〇踏み切りの勢いを生かしながら、手を着いての跳び
乗りに取り組むことができるようにする。 

〇手で身体を押し出す感覚を生かしながら、手を着い
てのまたぎ下りに取り組むことができるようにす
る。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●準備活動  

・動物歩き（アザラシ・クマ・ウサギ・カエル・クモ） 

・馬跳び・カエルの足打ち 

●跳び箱ランドの４つのゾーンについて知る。 

・跳び箱ゾーン ・平均台ジャンプゾーン 

・跳び下り着地ゾーン ・肋木登り逆立ちゾーン 

それぞれのゾーンの取り組み方と共に並び方、安全

についてのきまりについて知る。 

 

「跳び箱ゾーン」で踏み越し跳びを楽しもう。 

 

●片足で踏み切り、両足で跳び箱（１段）に乗り、跳

び箱の端からマットに向かって跳び下り、両足で着

地することを確認する。 

 

 

T 慣れてきたら、いろいろな方法で跳んだり着地し

たりしてみよう。 

C 手をたくさん叩いてみよう。 

C クルっと回るにはどうすればいいかな。 

C 狙ったところでピタッと止まりたいな。 

●踏み越し跳びに取り組む。 

T うまくできるコツは見つかったかな？ 

C 思いっきり跳ぶとたくさん手を叩けるよ。 

C 着地の時は膝を曲げるとピタッと止まれるよ。 

●跳び箱ランドのすべてのゾーンに取り組む。 

C 跳び下り着地ゾーンでもピタッと止まれたよ。 

跳び箱ランドの楽しみ方がわかったよ。もっと高い

跳び箱にも取り組みたいな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動  

動物歩き（アザラシ・クマ・ウサギ・カエル・クモ） 

 馬跳び カエルの足打ち 

●前回の振り返り→ 跳び箱の段が上がった（４段） 

 

「跳び箱ゾーン」でまたぎ乗り・下りを楽しもう。 

 

●両足で踏み切り、両手を着いてまたぎ乗り、手で身

体を押し出して下りることを確認する。 

●またぎ乗り・下りに取り組む。 

【課題を見付ける活動】 

着手の回数が多い子と少ない子の違いから、少ない着

手の数で越える方法を考える。 

 

 

T どうすれば少ない回数で越えられるかな？ 

C 手を前につくとよいかも。 

C お尻を浮かせて思いっきり移動させよう。 

C 最初に思いっきり跳ぶと回数を減らせそう。 

●グループで試し、着手の回数を数えながら、動きに

ついて確認する。 

C ３回だったのが２回に減ったよ。 

C 手を前につくにはどうすればいいのかな。 

C 最初は高くなったから少し怖かったけど、安心して

越えられるようになったよ。 

●跳び箱ランドのすべてのゾーンに取り組む。 

C 他のゾーンにも慣れてきたよ。 

高い跳び箱も、跳びこえられるようになったよ。手を

前につくと少ない回数で越えられるよ。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動  

動物歩き（アザラシ・クマ・ウサギ・カエル・クモ） 

 馬跳び カエルの足打ち 

●前回の振り返り→ 手をついて跳び箱に登れるかな 

 

「跳び箱ゾーン」で手をついての跳び乗りを楽しもう。 

 

●両足で踏み切り、両手をついて跳び乗り、跳び箱の

端からマットに向かって跳び下り、両足で着地する

ことを確認する。 

●手を着いての跳び乗りに取り組む。 

【課題を見付ける活動】 

なかなか跳び乗れない子の悩みやスムーズに跳び乗れ

ている子の演技から跳び乗るコツを考える。 

 

 

T スムーズに跳び乗るにはどんなコツがあるかな？ 

C 手をしっかり前につくとよい。 

C 思いっきりバーンとジャンプする。 

C お尻を高くしないと足を付けられないよ。 

●グループで試し、お尻が高く上がっているかに着目

して、動きを確認する。 

C さっきよりもお尻が高くなっているよ。 

C 踏切板のバーンって音が大きくなるといいね。 

C 手をついてジャンプする練習をしてみよう。 

●跳び箱ランドのすべてのゾーンに取り組む。 

C 平均台ジャンプゾーンの動きが同じだ。 

ジャンプしてお尻を高くすると、手をついて跳び乗る

ことができたよ。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動  

動物歩き（アザラシ・クマ・ウサギ・カエル・クモ） 

 馬跳び カエルの足打ち 

●前回の振り返り→手をついてまたぎ下りられるかな 

 

「跳び箱ゾーン」で手をついての 

またぎ下りを楽しもう。 

 

●手をついて跳び乗ったところから、一段高くなった

ところに手をついてまたぎ下りることを確認する。 

●手をついてのまたぎ下りに取り組む。 

【課題を見付ける活動】 

着手からお尻をつけずに下りられる子の演技から、１

回の着手で下りるコツを考える。 

 

 

T １回で下りるにはどんなコツがあるかな？ 

C 前にやったみたいに手を前につくとできそう。 

C ジャンプしてから足を前に出すといい。 

C 手でグッと体を前に押し出す。 

●グループで試し、手で身体を押し出せているかどう

か確認する。 

C 手を前についてから思いっきりジャンプしよう。 

C 腕を伸ばして跳び箱を後ろに押そう。 

C １回で下りられなくても、お尻をつく位置がだんだ

ん前になってきたよ。 

●跳び箱ランドのすべてのゾーンに取り組む。 

手で身体を押し出すのがうまくできるようになってき

たよ。一気に跳び箱を跳べそうだよ。 

●振り返り（学習カード） 

知 ①観察・学習カード ②観察・学習カード ①観察・学習カード ①②観察・学習カード 

思 ②観察・学習カード ①観察・学習カード ②観察・学習カード ①観察・学習カード 

態    ①②③観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20201210 藤野小学校 立野 弘高 

どんな跳び方、着地の仕方があるかな？ 
手を着く回数を減らすにはどうすればいいかな？ 

どうすればスムーズに跳び乗れるかな？ どうすれば１回手をつくだけで下りられるかな？ 



20201210 藤野小学校 立野 弘高    

小学２年     単元名   跳び箱を使った運動遊び   成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇子ども同士の動きの見合いから「膝じゃなくて足の裏で跳び箱に乗る

にはどうすればいいか。」と課題を見付けて、試しの運動に取り組んだ

り、動きながら交流したりする姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇交流の中で出てきた「手を奥に着く」「踏切板をバンと鳴らす」と

いったポイントを取り上げて共有することで、これを基にして子ど

も同士見合ったり、アドバイスをしたりすることができた。 

【自己評価】 
〇単元を通して腕支持の感覚つくりのための動物歩きを取り入れた

り、簡単なものから少しずつレベルを上げたりしたことで、子ども

たちが抵抗感少なく取り組めたことが良かった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①踏み越し跳びでは片足で踏み切って跳び箱に跳び乗ったり、ジャン

プをして跳び下りたりすることができる。 

②またぎ乗りや支持での跳び乗りでは、数歩の助走から両足で踏み切

り、手を支点に体重を移動させて下りることができる。 

①グループで運動を見合う活動を通して、友達の良い動きを見付けて

伝えたり、自分の活動に生かそうとしたりしている。 

②自分の能力に合った場を選んだり、跳び下りの動き方や、着地の仕

方について工夫をしたりして取り組んでいる。 

①運動に進んで取り組もうとしている。 

②きまりをまもり誰とでも仲よく運動をしようとしている。 

③場や器械・器具の安全に気を付けている。 

成果 

①②１段での「踏み越し跳び」→４段での「またぎ乗り・またぎ下り」

→４段での「腕支持での跳び乗り・跳び下り」→２段での「跳び乗

り」４段での「またぎ下り」とスモールステップで単元を構成する

ことで前時との関わりを生かしながら技能を高めることができた。 
①着地点にケンステップを設置することで「ピタリと止まる」安定し

た着地の意識につながった。 
②授業前半での「動物歩き」で腕支持の感覚つくりを行うことで、同

時に両手をつくことや、手を着いて体重移動を行うことがスムーズ

にてきた。跳び箱を 2～３台つなげてまたぎ乗り・またぎ下りをし
たり、両側からのじゃんけん陣取り遊びなども取り入れたりするこ

とで、楽しみながら腕支持による体重移動を行うことができた。 

①「手のつく位置」「腰の高さ」など見合う時のポイントを示すことで、

どのレベルの子でも、友達の動きを見てアドバイスをすることがで

きた。 
②跳び下りの動きの工夫や着地の仕方については、適宜紹介すること

で、真似したり、他の動きを考えたりすることにつながった。 

①単元を通して 1時間の流れを同じようにしたことで、見通しをもっ

て取り組むことができ、単元が進むごとに子どもの技能面以外にも

運動量が高まった。 

②③「跳び箱やマットの運び方」「段数の調節」「安全の確認」「動きを

見る場所」「助走の距離」などについて、最初に確認したことで、

子ども同士で安全に気を付けて声を掛け合う姿が見られた。 

課題 

①②踏み切りの意識が弱かった。とくに、跳び箱の段数が上がるにつ

れて、怖さから踏み切りが弱くなってしまい、分かってはいても

奥に手がつけない、腰が上がらないといった子も見られた。３年

生以降の開脚跳びに向けて、強い踏み切りをするための場や練習

方法を提示できると良かった。 

①自分の動きについて、友達のアドバイスでしかフィードバックでき

なかったので、ICT機器の活用など自分の動きを客観的に見られる
ような手立てがあると良かった。 

②授業最後の跳び箱ランドでは、跳び箱ゾーン以外に授業ごとの変化

や工夫の視点を示すことができなかったため、毎回同じように取り

組む子が多かった。 

①どうしても跳び箱に対する恐怖心を取り除くことができず、技能の

高まりは見られたものの、取組が消極的なものとなってしまう子も

いた。その子に合わせた恐怖心を取り除くための場や手立てを考え

ておく必要があった。 

 
備考 
 

【共有資料】 

 

【板書等】 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

〇今回、全校での「跳び箱・マット週間」に合わせて単元を実施した。

最初は乗り気ではなかった子も、授業で楽しめたことで休み時間に

も取り組むようになり、技能を高めて更に楽しめるという好循環が

生まれた。また、休み時間には他学年の動きを見ることができると

いうことも大変効果的だった。 

 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・技」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校３年   単元名 器械運動～跳び箱～ 指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び技能 
跳び箱運動では、楽しさや喜びに触れ、その行い方を知るとともに、自己の能力に適した切り返し系（開脚跳びなど）や回転系（台上前転など）の基本的な技をすることができるようにす
る。また、基本的な技に取り組んだ上で、それらの発展技に取り組むこができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己能力に適した課題を見付け、技ができるようにな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。 

学びに向かう力、人間性等 運動遊びに進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、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。 

 
単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①切り返し系や回転系の基本的な技の行い方について、言ったり、実際に動

いたりしている。 

②助走から両足で踏み切り、足を左右に開いたり、閉じたりして着手し、跳

び越えて着地することができる。（開脚跳び・抱え込み跳び） 

③助走から両足で踏み切り、腰の位置を高く保って着手し、前方に回転して

着地することができる。 

①提示された動きのポイントについて、学習カードを参考にしながら自分の課題を友達

と一緒に見付け、手の着く位置や踏み切る位置などに目印を置きながら安心して課題

を解決できる練習方法や場を選んでいる。 

②学習カードに提示された動きのポイントを参考に、手の着く位置や踏み切る位置など

の目印を活用したり、体で模倣したりしながら、技のできばえを友達に伝えている。 

①跳び箱運動の基本的な技に進んで取り組もうとしている。 
②跳び箱、踏切り板などの器械・器具の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察するときな
どのきまりを守り、誰とでも仲よく励まし合おうとしている。 

③器械・器具の準備や片付けを友達と一緒にしようとしている。 
④互いの動きを見合ったり、補助をし合ったりして、技がうまくできたときの動き方や気付いたこと
などを伝え合う際に、友達の考えを認めようとしている。 

⑤場の危険を取り除いたり、器械・器具の安全を確かめたりするとともに、試技の開始前の安全を確
かめている。 

時間 １ ２ ３ ４  ５ ６ 

目 

標 

〇オリンピックタイム（基礎になる
運動）の行い方を理解している。 

 

〇開脚跳びやかかえ込み跳びの行
い方を理解する。 

 

〇自分の課題に合った場や練習方法
を選んで開脚跳びやかかえ込み
跳びをできるようにする。 

〇動きのポイントを参考に、友達に
出来栄えを伝えたり、活動の工夫
を提示したりできる。 

〇台上前転の行い方を理解し、安心 
できる場で技ができる。 
 

〇自分の課題に合った高さや練習
の工夫を選んで台上前転をす
る。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

                 
オリンピックタイムの行い方を知ろ

う。               

●準備活動の行い方や一つ一つの動

きの意味を知る。 

・実際に体操選手の着地を動画で見る。 

●オリンピックタイムに取り組んで

みる。 

・着地はピタッと。 

・踏み切り板を強く蹴る。 

・腕で体を押し出す。 

・かえる跳びは手の前に足がくる感

じで。 

T 着地の時は心の中で「1・2・3」と

数えてみよう。 

T かえる跳びは何回でマットを超え

られるかな。 

C 着地はどうしても足が前に出ちゃ

うよ。 

C できていると思っていたけど、ビデ

オで見ると、思っていたのと違った

よ。オリンピックタイムの動きを上

手に行うにはどうすればいいかな。 

 

オリンピックタイムのやり方が分か

ったよ。ピタッと着地したり、ふわっ

と体がうく感じが楽しいな。 

●準備活動（オリンピックタイムはペ
アでポイントを見合いながら） 
                 
開脚跳びやかかえこみ跳びにチャレ
ンジしよう。          
●開脚跳びの行い方を知る。 
・開脚跳びのスローの動画を見て 
ポイントを理解する。 

 
【課題を見付ける活動】 
学習カードを見ながら自分の跳び方
のポイント（踏切・着手・着地）に一
つずつ点数を付ける。 
 
C 手を着くときに手がバラバラにな
ってしまうな。 

C 着地の時、なかなかピタッと止まれ
ないよ。 

 
●かかえ込み跳びにチャレンジした
い子は、行い方を知る。 

・かかえ込みとびのスローの動画を
見てポイントを理解する。 

 
開脚跳び・かかえ込み跳びのやり方
が分かったよ。でももっと点数を上
げてきれいに跳びたいな。 
 
 
●振り返り（学習カード） 
C もっとたくさん跳びたかった。 
C もっと点数を上げてきれいに跳び
たい。 

C ○○さんの着地がピタッと止まっ
ていてとてもきれいだった。 

●準備活動（オリンピックタイムはペ
アでポイントを見合いながら） 

                 
開脚跳びやかかえこみ跳びの点数を
あげよう。            
 
 
 
 
●それぞれのポイントの点数を上げ
る練習方法を知る。 

・子どもの学習カードを TV に映しな
がら一つずつ解説していく。 

●個人の活動 
前日の学習カードから自己評価の低い子
や練習方法の選択の理由を自分の課題を
根拠に表現できるよう関わる。 
T 自分が苦手なポイントの点数を上
げる練習方法を選んでみよう。 

C 着地が苦手だから、ステージからの
着地の練習をしよう。 

C 跳び箱を跳び越すことができない
から、高さの違う跳び箱を使って練
習しよう。 

●自分の跳び方に点数を付ける② 
T 自分が点数を付けるポイントを意
識して跳ぼう。 

C 前よりも着地がピタッと泊まれる
ようになったよ。 

 
自分に合った練習方法で練習するこ
とで開脚跳びやかかえ込み跳びの苦
手なポイントが上達したね。 
●振り返り（学習カード） 

●準備活動 
                 
友だちに自分の技を見てもらおう。 
 
【課題を見付ける活動】 
●友だちの跳び方に点数を付け、自分

自身が付けた点数と友達が自分に
付けた点数を比べる。 

C  自分の点数の方が高かったよ。で
きていると思っていた。 

 
 
 
●ペアでの交流 
目指す点数について 
C  ○○さんの付けた点数の方が高い

けど、私はもっとピタッと着地した
いよ。 

C  ○○さんはもっとバンと音が聞こ
える位踏み切るといいと思うよ。 

●ペアでの活動 
・一人の子が跳び、もう一人の子がチ

ェックする。マットから離れ、同時
に意識していたポイントの点数を
指で出し合う。 

T  ○○さんを見る時はどこに注目す
るといいかな。 

C もう一段低い所でやってみたら？ 
C 今は手の着く位置がしっかり前に

なっていたよ。 
C 踏切板に目印を置いてみよう。 
 
友だちのアドバイスのおかげでさら
に上手に跳べるようになったよ。 
●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

                 
台上前転にチャレンジしよう。   

●台上前転の行い方を知る。 

・台上前転のスローの動画を見てポ

イントを理解する。 

●台上前転を行う。 

・跳び箱の上だけで行うのではなく、

エバーマットの上に跳び箱を置い

たり、マットを何枚か重ねたりする

ことで安心して技に取り組めるよ

うにする。 

T  無理をしないで安心して取り組め

る場所で挑戦してみよう。 

C  何回もやっていると恐さがなく 

なってきたよ。 

 

台上前転のやり方が分かったよ。違
う場所でもチャレンジしてみたい
な。 

●振り返り（学習カード） 

C まっすぐ回れるようになりたいな。 

C 先生の補助を借りなくてもできる

ようになりたいな。 

 

●準備活動 
                 
友だちに技を見てもらって、「きれ
いな」台上前転を目指そう。            
【課題を見付ける活動】 
●学習カードを見ながら自分とペ
アの跳び方のポイント（踏切・着
手・頭の付け方・着地）に点数を     
付ける。 

 
 
 
①自分に合った場を選ぶ。 
②自分の課題に合った練習方法を
選ぶ。 

●ペアでの活動 
・お互いの課題のポイントを確認す
る。その後、一人の子が跳び、も
う一人の子がチェックする。マッ
トから離れ、同時に意識していた
ポイントの点数を指で出し合う。 

T ○○さんを見る時はどこに注目
しているといいのかな。 

T 場所を変えてみたらもっと点数
が高くなりそうかな。 

C 頭の着く位置が前よりもよくな
ったよ。 

C 高さの違う跳び箱を踏み台にで
きる場所でやってみたらどうか
な。 

友だちのアドバイスを聞いたり、自
分に合った場所で跳んだりすると
点数が上がったよ。 
●振り返り（学習カード） 

知 ① 観察・学習カード（※１） ②観察・学習カード（※１）   ③観察・学習カード（※１）  

思   ①観察・学習カード（※１） ②観察・学習カード（※１）   

態      ①～⑤観察・学習カード（※１） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                          20201120 白楊小学校 中塚 宗太 

もっと点数を上げるにはどうした
らいいかな。 
 

自分たちの納得のできる跳び方に
していくにはどうしたらいいかな。 
 

自分たちの納得のいく「きれい
な」台上前転を目指すには？ 
 



20201120 白楊小学校 中塚 宗太    

小学   ３ 年     単元名 器械運動 跳び箱                   成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇よりよい台上前転をどの子も目指していた。それぞれの台上前転にお

いて自己評価と他者評価を入れることで点数の違いや自分のポイント

に対するこだわりなどが表れ、関わり合う必要性が生まれていた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇どのポイントを「見る」「意識して跳ぶ」かが大切な学習であったた

め、そこに焦点をあてた声かけを中心に行った。また、場を変えた

り、用具を使ったりして課題を解決していく方法を具体的にあげなが

ら関わっていった。 

【自己評価】 
〇中学年の入口ということもあり見合い方・見合う大切さを実感させることに時

間がかかってしまった。また、「楽しみながら学ぶ」ことを意識し、時間に余

裕をもって取り組んだため単元の流れが窮屈になってしまった。単元構造図は

途中で書き換えながら進めることで効果的に活用することができた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
① 開脚跳びやかかえ込み跳びの行い方を知る。 

② 正しい踏切・着手・着地で開脚跳びができる。 
③ 台上前転の行い方を知る。 

④ 正しい踏切・着手・着地で台上前転ができる. 

① 提示された動きのポイントを参考に、自分の課題を見つけている。 

② 提示された動きのポイントを参考に、仲間に出来栄えを伝えたり、活

動の工夫を提示したりしている。 

① 順番や規則を守り、誰とでも仲良くしている。 

② 用具等の準備や片付けを、友達と一緒にすることができる。 
③ 危険物がないか、安全に運動ができるかなどの場の安全に気をつけこ

とができる。 

④ 進んで取り組むことができる。 

成果 

①③映像や画像、アプリなどを効果的に使うことができた。また、ポイントの書

いたものを常に見えるところに掲示しておくことや、正しい動き（手の着く

位置や踏み切る位置など）を支援する物も３年生には効果的だった。 
②④オリンピックタイム（跳び箱運動につながる運動）踏切・腕支持・着地など

を分解練習として単元を通して行ったこと。また、うさぎ跳びで３回以内に

マットを跳び越せたら金メダルをゲットできるという達成目標を設けたり、

着地を遅延装置で自分の姿を目視できるようにしたりと目的をもって取り組

んでいけたのもよかった。 

①② ワークシートと照らし合わせながら自分の点数を付けることで自

分の課題（どうなりたいか）を発見することができていた。〇また

は×よりも点数にすることで跳んでいる時の微妙な感じの違いを

交流することができていた。 
①② マット運動の単元や開脚跳びの時間を通して用具の使い方や使っ

た時の効果を実感させることができたので単元の終末部分では、

進んで動き出す姿が多くのペアで見ることができた。 

①②③ まず、大切にしたのは「安全性」。3 年生ということもありかなり丁寧に

指導した。今年度はコロナの関係もあり、手を広げて並び間隔を作るな

どした。また、助走のスタートラインを決めたリ、場をできるだけブロ

ックで統一したりすることで準備の時間を削ることができた。 
④   全員が安心してできるようにいくつもの「場」を設けた。「ここだったら

できそう。」とどの子も意欲的に取り組んでいた。また、「どんな所でど

んな風に跳びたいか。」と一人一人に目的意識を持たせることで全員が自

信をもって自分の場で練習することができた。 

課題 

①③「とにかく試したい。」「きれいに跳びたい。」特に「技」という物

に初挑戦だったので子どもたちの気持ちに寄り添った学習展開だ

ったのかが疑問。「ただ跳ぶだけでも楽しい。」→「○○に跳んだ

らもっと楽しい。」という学習展開もあったと思う。 

②④単元当初すでに技能差がとても大きく、開脚跳びがほぼ完成して

いる子も多かったので発展技としてかかえ込み跳びも扱った。で

きる子にはどんどん自分の技を向上させていくチャンスを与える

べきだと考えている。課題としては、学校として扱う技を系統的

に整えいけるといいと考えている。 

①② 自分の感覚だけが頼りなので②④にも共通して言えることであ

るが、各ペアにタブレットを持たせる必要性を感じた。タブレ

ットを持たせるよさとしては、自分の課題に根拠がもてるよう

になること、３年生のうちから ICT を使って自分の動きが変わ

ったという実感をさせることで子どもたちの課題解決に向けた

引き出しが増えるが挙げられる。追実践していただける学校の

環境として可能であれば是非取り入れていただきたい。 
 

④ 子どもたちの中には、友達と一緒にマットを重ねて台上前転の場

をつくるなどの姿も見られた。友達と関わる楽しさを感じられて

いる瞬間であった。ただ、跳び箱運動としての楽しさを全員に実

感させられたわけではない。「楽しさ」を全員で求めた結果「きれ

いな」「正しい」「○○な感じで」という言葉が出てくる流れが自

然だと感じるが、「正しさ」が先行している場面があったのかと反

省している。 

 
備考 
 

【共有資料】 

〇指導案（単元構造図・指導案・授業イメージ図） 

〇ワークシート 

〇遅延アプリ 

〇跳び箱の配置図 

 

【授業の様子】 

 

【おススメ】 

〇自己評価と他者評価を「いっせーのーで」で同時に発表するのは、

ドキドキ感も味わえる上、その点数の違いが関わる必要性を生むの

でお勧めです。コロナ禍でも指の本数で表せるのでお勧めです。ま

た、自分の学校的に意外と知られてなかったのが跳び箱の大きさに

種類があって技や学年によってベストな大きさが変わってくること

です。もし学校で研修などがある場合は例示してもよいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 

関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる 

小学校４年 単元名 小型ハードル走（４時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 走・跳の運動の楽しさや喜びに触れ、その行い方を知るとともに、その動きを身に付けることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 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や競争の仕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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に進んで取り組み、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、友達の考えを認めたり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 自分に合ったリズムで走り越すことができる。 
② 距離や高さに応じたいろいろなリズムで走り越えること

ができる。 
③ 一定の間隔に並べられた小型ハードルを一定のリズムで

走り越えることができる。 

① 自分に合ったリズムで走り越すために、インターバルの距離や高さ
に応じた課題をもって練習している。 

② 自分の課題に適した練習の仕方を選んでいる。 
 

① リズムよく走り越すことができるよう、運動に繰り返し取り組もうとしている。 
② 友達と教え合いながら、安全に気を付けて運動している。 

時間 １ ２ ３(本時) ４ 

目 

標 

○小型ハードルのコース作りを通して、走り越えるた
めのこつを知ることができるようにする。 

○距離や高さが変わってもリズムよく走り越えること
ができるようにする。 

○自分に適したコースを選び、リズムよく走り越えら
れるようにする。 

○記録会の仕方を知り、スピードにのってリズムよく
走り越えられるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●準備活動 

 

●体育館でのコース作りの仕方について知り、４人程

度のグループでオリジナルコースを作る。 

 

・小型ハードル３つ 

・カラーコーン１つ 

・跳び箱１段目１つ 

・簡易マット１枚 

 

オリジナルのコースを作ろう 

 

T：コースのおすすめポイントはどこかな？ 

C：置く順番を工夫したのが自分たちの特徴だよ。 

C：間隔を狭くしてみたよ。 

 

●他グループのコースも走り越えてみる。 

 

リズムよく走り越えられるところはどこだろう？ 

 

T：各コース走ってみてどうだった？ 

C：気持ちよく走り越えられるところがあったよ。 

C：間隔の広いところは走り越えやすいな。 

C：リズムが一定だと気持ちがいいな。 

C：間隔の狭いところは難しいな。 

 

 

リズムよく走り越えるには、置く物の間隔が大事

なんだね。いろいろなコースでもリズムよく走り越

してみたいな。 

●振り返り(学習カード) 

●準備活動 

・横ステップ 

・クロスステップ 

・スキップ 

・川跳び走り 

・ラダー走 

 

いろいろなコースをリズムよく走り越えよう 

 

・小型ハードル３ｍ間隔コース 

・小型ハードル４ｍ間隔コース 

・小型ハードル５ｍ間隔コース 

・跳び箱１段目３ｍ間隔コース 

・カラーコーン４ｍ間隔コース 

・簡易マット５ｍ間隔コース 

 

【課題を見付ける活動】 

ペアでお互いの走りを見合うことで、リズムよく走

り越えるための課題に気付かせる。 

 

どのコースでもリズムよく走り越すためには？ 

T：リズムよく走り越すために工夫したところは？ 

C：コースによってスピードを変えたらリズムよく走り

越えられたよ。 

C:カラーコーンのコースは、高さがあるからぐっと力

を入れてジャンプしたよ。 

 

スピードやジャンプの力を変えて走り越えると、ど

のコースでもリズムよく走り越えられたよ。 

 

●振り返り(学習カード) 

●準備活動 

・横ステップ 

・クロスステップ 

・スキップ 

・川跳び走り 

・ラダー走 

 

自分に適したコースでリズムよく走り越えよう 

 

・小型ハードル３ｍ間隔コース 

・小型ハードル３.５ｍ間隔コース 

・小型ハードル４ｍ間隔コース 

・小型ハードル４.５ｍ間隔コース 

・小型ハードル５ｍ間隔コース 

 

【課題を見付ける活動】 

ペアでお互いの走りを見合うことで、リズムよく走

り越えるための課題に気付かせる。 

リズムよく走り越せるコースを見付けよう！ 

T：適したコースとは、スピードにのってリズムよく走

れるコースのことだね。 

C：～ｍは、リズムがバラバラだったね。スピードをも

う少し上げてみたらどうかな。 

C：もう少し近くで着地できたらリズムよく走れそうだ

ね。 

C：～ｍは、１２３４、１２３４のリズムで走り越えら

れたね。 

スピード、ジャンプ力、走る姿勢を意識して、リズ

ムよく走れるコースを見付けたよ。 

 

●振り返り(学習カード) 

●準備活動 

・横ステップ 

・クロスステップ 

・スキップ 

・川跳び走り 

・ラダー走 

 

●記録会の仕方について知る。 

・５０ｍ走の記録(グループメンバー合計) 

・小型ハードル走(グループメンバー合計) 

・差が少なくなるようにレベルアップしていく 

・コース設定については前時と同じ 

 

よりスピードにのってリズムよく走り越えよう 

 

【課題を見付ける活動】 

グループ内で走者、スタート担当、コース間担当、

ゴール(タイム)担当の役割分担をして見合うことで、

リズム、姿勢、タイムから課題改善を図る。 

練習で見付けてきたポイントを生かしてよりよい 

走りを目指そう！ 

T：友達の走りをよく見てアドバイスしよう。 

C：もう少し姿勢を低くするとスムーズに走り越えられ

そうだよ。 

C：リズムを早くできたらタイムを縮められそうだよ。 

C：着地まで意識して崩れないような姿勢で走り越えら

れるといいんだね。 

スピードにのってリズムよく気持ちのよい走りがで

きたよ。 

 

●振り返り(学習カード) 

知 ①②観察・学習カード(※１)   ③観察・学習カード(※１) 

思  ①観察・学習カード(※１) ②観察・学習カード(※１)       ①観察・学習カード(※１) 

態        ①観察・学習カード       ②観察・学習カード  

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                             札幌市立北光小学校 青山 拓也 



 
20201113 北光小学校 青山 拓也 

小学   ４ 年     単元名   走・跳の運動「小型ハードル走」         成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○リズムよく走り越えるために見付けたポイントを意識して見合いなが

ら練習をすることで、自分に合ったコースを見付けることができた。

リズムよく走るということが子どもたち一人一人に理解されていたの

で、何度も走り確かめる姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
○子どもたちの学びが主体的・対話的になるよう、不足感を感じるよう

な授業構成にした。不足感を補うために、どうしたらできるのか、で

きるようになるのかを考え、協力しながら学ぶ姿が見られた。 

【自己評価】 
○個人の追求や単調な学びにならないよう、コース作りでハードル走

の面白さを感じたり、不足感から他者の必要性を感じ、学び合った

りする姿が見られたのはよかった。課題解決のための場が設定した

コースのみであったため、個々人の課題への柔軟な対応が難しかっ

た。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①自分に合ったリズムで走り越すことができる。 
②距離や高さに応じたいろいろなリズムで走り越えることができる。 
③一定の間隔に並べられた小型ハードルを一定のリズムで走り越える

ことができる。 

①自分に合ったリズムで走り越すために、インターバルの距離や高さ

に応じた課題をもって練習している。 
②自分の課題に適した練習の仕方を選んでいる。 

①リズムよく走り越すことができるよう、運動に繰り返し取り組もう

としている。 
②友達と教え合いながら、安全に気を付けて運動しようとしている。 

成果 

①②コース作りを１時間目に設定したことで、ハードル間の距離が走

るリズムに影響することが分かった。距離や高さが違うハードル

も経験することで、自分に合う距離や高さが明確になっていった。 
①③自分に合ったリズムや一定のリズムについてのイメージをつかむ

際に、全員でタイプの違う数名の子どもの走りを手本として見た。

また、走った子どもの考えたことも共有することで、個々人の知

識と技能の高まりにつなげることができた。 

①ハードル走は、単調な学習になりがちだが、自分に合ったリズムで

走り越すことを目標にすることで、自分の走りの何が課題なのかを

考えながら学習を進めることができた。課題解決には、自分の感覚

も大切であるが、他者からの目や客観的な数値(タイム)なども参考

になり、友達との関わりを通してリズムのよい走りを追求していく

ことができた。 

①②何度も繰り返し練習しながら自分の走りを高められるよう、ペア

やグループでの学習を各時間設定した。また、ペアやグループで

の学習を設定する際には、何のために必要なのかを確認するよう

にした。走りを高めるためには、練習量も必要であるが、見るこ

とや考えることも必要であることにも理解を深められ、役割を分

担しながら意欲的に学習を進める姿が見られた。 

課題 

③高さやインターバルの違うコースを単元前半で走り越すことは、多

様な場や跳び方を経験できる魅力的な学びであったが、後半で一定

のリズムを追求する構成は、一部の子どもにとっては切り替えが難

しいようであった。実態によっては、高さやインターバルの違うハ

ードル走を単元の導入のみにして、個人の課題を十分に追求できる

場や時間を保障してあげることも必要であると感じた。 

②ペアやグループで見合いながら練習することで、踏み切りや空中姿

勢、着地などの課題を見付けることはできたが、解決の場が設定し

たコースのみであったために、練習する子どもと解決する子どもが

混在する場面があった。より効率よく効果的に学習を進めるために

も、１個ハードルで空中姿勢を確認する場やケンステップなどを置

いて、助走歩数を確認する場などを設定する必要があった。 

②見る側が複数の視点で見るのではなく、踏み切りや空中姿勢など絞

って見ていたため、どこをどのように改善すればよいのかを明確に

伝え合うことができていた。手本となる動画を繰り返し見られたり、

タブレットを使用して自分の動きを客観的に見られたりする手立て

もあると、より主体的な学習に向かえるのではないかと感じた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案(単元構造図) 

○走り越し方イラスト 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

○５０ｍ走の記録と小型ハードル走との記録を比較する際は、５月頃

の短距離走で測定した記録を使用することで、自己の走りや跳び方

に重点を置いて学ぶことができる。 

○５０ｍ走の記録との比較でなければ、体育館での学習にもできる。 

 

 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 

関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

小学校６年  単元名 バスケットボール       指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び技能 ボール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、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。 

思考力、判断力、表現力等 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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、ルールを守り助け合って運動をしたり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 近くにいるフリーの見方にパスを出すことができる。 
② 得点しやすい場所に移動し、パスを受けてシュートなどを
することができる。 

③ 相手に捕られない位置でドリブルをすることができる。 
④ ボール保持者とゴールの間に体を入れて守備をすることが
できる。 

①簡易化されたゴール型のゲームで自己や仲間が行っていた動き方の
工夫を、動作や言葉、絵図、ICT 機器を用いて記録した動画などを使
って他者に伝えている。 
②チームの特徴に応じた作戦を選び、自己の役割を確認しようとしてい
る。 

①簡易化されたゲームや練習に積極的に取り組もうとしている。 
②ルールやマナーを守り、仲間と助け合おうとしている。 
③ゲームや練習の中で互いの動きを見合ったり、話し合ったりする際に、仲間の考
えや取組を認ようとしている。 
④ゲームや練習の際に、使用する用具などを片付けたり場の整備をしたりするとと 
もに、用具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２・３ ４・５ ６（本時）・７ ８ 

目 

標 

○バスケットボールの学習の目標や流

れを理解できるようにする。 

○ハーフコートゲームを行い、パスから
シュートへの動きを身につけることが
できるようにする。 

○オールコートゲームを行い、ボールをもら
うまでのよい動き方を他者に伝えること
ができるようにする。 

○チームの特徴に応じた作戦を選び、ゲーム
をすることができる。 

○自分たちの選んだ作戦を実行するために仲
間と動きを確認し、これまでに学んだこと
を生かすことができるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●単元のゴールを知り、どんな力を

身につけたいか（どんなプレーが

できるようになりたいか）を考え

る。 

●バスケットボールのパス、ドリブ

ル、シュートに特化した動画を見

せ、自分がこんな動きをしたいと

いう思いをもつ。 

T：どんなプレーができるようになり

たい？ 

C：ドリブルで素早く移動できるよう

にしたい。 

C：確実にシュートを決められるよう

になりたい。 

C：相手に取られないパスをしたい。 

C：リバウンドをとって、ゲームを制

したい 

●スキルアップタイムのやり方を知

る。 

バスケットボールに欠かせない動き

を練習しよう。 

・フリーシュートゾーンからのシュ

ート練習 

・アウトナンバーでの 30秒パスゲー

ム 

スキルアップタイムのやり方はわか

ったよ。次も楽しくゲームをやって

みたいな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動・スキルアップタイム 

 

ハーフコートゲームをしよう 

 

●ハーフコートゲームのやり方を知る 

●ハーフコートゲーム（試し） 

●全体交流 

T：どこに動けばパスカットされずにボー

ルをもらえるのかな。 

C：ふんわりパスだとパスカットされてし

まうよ。 

C：横に広がる感じに動くといいよ 

C：守備の後に広がる三角形より外側でも

らうようにするといいね 

 

●ハーフコートゲーム 

T：ハーフコートゲームでパスをたくさん

繋ぐことはできたかな。 

C：もらうことはできるようになったけ

ど、パスを出す相手がいなくなること

があったよ。 

T：パスを出した後も攻撃は続くようにし

ないといけないね 

パスを出した後は、次の動きを考えて、す

ぐにもらいやすい場所に移動しないとい

けないね。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動・スキルアップタイム 

 

オールコートゲームをしよう 

●オールコートゲームのやり方を知る 

 ※感染予防の観点から密集を避けること

とコートを広く使う意識を持たせること、

アウトナンバーを作る手立てとしてゾー

ニングを行う。 

【課題を見付ける活動】 

●４時間目でのゲームの様子を動画で見せ

て、密集状態になっている場面を紹介す

る。 

T：もっと攻めやすくするにはどうしたらい

いかな？ 

C：団子状態で、パスを出しにくいね。 

C：ボールをもらう人も近いから、パスの意

味がないね。 

 

コートを広く使ってゲームをしよう。 

●ペアグループ交流 

●分析カードでペアの試合中の動きを線で

表して、コートを広く使う意識をもたせ

る。 

T：コートを広く使ってゲームができたか

な？ 

C：コートを広く使うと守備が集まらないか

らパスがしやすかったよ。 

C：守備側も広がっていると守りづらかった

な。 

コートを広く使うことで守備が散らばって

攻めやすくなったね。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動・スキルアップタイム 

自分たちの攻撃パターンから 

チームの特徴を見つけよう。 

【課題を見付ける活動】 

●他クラスの試合を動画で見せ、そこからど

んな攻撃パターンがあるかを見つけさせ

る。 

T:どんな攻撃パターンがあるかな。 

C：パスをたくさん回してゴールを狙っている

ね。 

C：背の高い人をゴール下において、ボールを

集めているね。 

C：ドリブルで相手を引き付けて、フリーの味

方にパスをすることが多いね。 

 

自分たちはどんな攻撃パターンで 

得点しているかな。 

●試しのゲーム（ペアチームによる分析） 

T：ペアチームの分析ノートと試合の動画から

チームの特徴を見つけよう。 

C：〇〇くんがドリブルで相手を引きつけてい

たね。 

C：全員得点するためにたくさんパスを回して

いたね。 

C：〇〇さんが、たくさんリバウンドを取って

くれるから何度もシュートを打てたよ。 

●自分のチームの特徴を見つける。 

自分たちのチームの特徴が分かったよ。次は

特徴に合う作戦を選んで試合をしたいな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動・スキルアップタイム 

 

 

学級間での対抗戦「ONE」カップをしよう。 

 

これまで学習したことを生かして他のクラス 

と試合をしよう。 

 

C：他のクラスは仲間を走らせたり、速攻みた

いにスピードがある攻撃をしたりしてきた

よ。自分たちもやってみたいな。 

 

C：フリーシュートゾーンをガッチリ守られた

からシュートが打ちづらかったな。もっと

他の場所からもシュートが打てるようにル

ールの工夫をしたいな。 

 

C：作戦は一つだったら攻撃がワンパターンに

なるから、二つ以上あるといいなと思った。 

 

C：これまでシュートがあんまり入らなかった

けど、最後に入ったからうれしかった。 

 

これまでに学んだスキルと作戦を使ってバス

ケットボールを楽しんで学習することができ

た。 

 

●振り返り（学習カード） 

知 ①観察・学習カード ②観察・学習カード ③観察・学習カード  ④観察・学習カード 

思   ①観察・学習カード ②観察・学習カード  

態     ①②③④観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20201115 幌西小学校 大薮 真也 
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20201115 幌西小学校 大薮 真也    

小学  ６年     単元名 バスケットボール                                成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇運動が苦手な子も、動画や学習カード（分析カード）を使って分析

したことを話そうとする姿が見えた。さらにアドバイスされたこと

をチーム全員で作戦に生かそうとする姿も見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇自分たちの姿を見るためにタブレットを使用した。自分の動きを再

確認しやすいためにとても効果的であることが分かった。 

●子どもの考えが教師の予想を越えて広がっていったので、より深く

子どもを見取っていく必要があった。 

【自己評価】 
〇今回、感染予防に配慮して、ゾーニングを行った場の設定でバスケ

ットボールに取り組んだ。ゾーニングにより、ボール操作できるス

ペースが増えるなどの利点が見られた。感染予防の有無にかかわら

ず、この場の設定は効果的だと感じた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 相手に取られないパスやドリブルをすることができる。 
② パスを受けてからのシュートができる。 
③ 次の攻撃を考えた場所への移動ができる。 

④ ボール保持者とゴールの間に体を入れた守備ができる。 

① 自分たちのチームの特徴に応じた作戦を選び、自分たちの役割を
仲間と確認しようとしている。 

② チームの課題に応じた練習を選び、効果的かを確かめる時にペア
グループに気付いたことや考えたことを伝えようとしている。 

① 運動に積極的に取り組もうとしている。 
② ルールを守って助け合って運動をしている。 
③ 仲間の考えや取組のよさを認めようとしている。 
④ 場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

①②については１時間目のオリエンテーションや休み時間などにそれ

ぞれの動きに特化した動画を見せることで「こんなことができると

いいな」や「こんな動きをしてみたい」などの憧れをもたせること

で単元を貫く意欲となった。 
また、毎時間のスキルアップタイムで取り組んだ結果身についた

子どもも多く、少しの時間でも続けて取り組むことで技能は身に

つくことを子どもとともに感じた。 
④ については試合を重ねていく中で少しずつできる子の数も増えて
きた。 

① チームの特徴に合う作戦を選ぶために、チームの特徴を知るところ
から始めた。自チームの攻撃パターンがチームの特徴だと全員で

捉え、ペアチームからの分析カードや動画をもとに特徴を捉える

ことができた。「する」だけではなく「みる」「支える」「知る」と

いった多様な関わり方になりそうな可能性を見つけることができ

た。 
② 他教科でもタブレットを使った学習が多かったため、子どもたちも
タブレットの使い方で困ることはなく、タブレットを有効に活用

することができた。 

①②③ 単元のゴールを学級間の対抗試合とした（※結局、感染予防の

観点から学級対抗の形には至らなかった）ので、子どもたちは学級

内の仲間意識は高まった。ペアグループへの関わりも回数を重ねる

ごとに積極的になり、単元のゴールへの大切さを改めて感じた。 

④今回、感染予防の観点から密集を避けるためにコートのゾーニング

を行った。結果、密集は避けられ、安全に配慮することができた。 

課題 

③ 攻撃時、ボールを持たない時の動きについては技能差が大きく出

た。ゲームスピードが速く、動きについていけないなど、これま

での運動経験値がこの差を生んだと考える。この課題を解消する

ために「この場合はこう動く」といった決まり事をつくったり、

指示が通りやすいようにゾーンに番号をつけたりするなどの手立

てがあると良かった。 

② 本時の次の授業（チームの特徴に合った作戦を選ぶ時間）では、タ
ブレットを使い、ペアグループに効果的な作戦だったかを伝える

活動を取り入れた。どの部分を伝えれば良いのか動画を選んで交

流タイムが終わるチームが数多くあった。「得点できなかった場

面」など教師の細かい指示があると子どもたちの交流もより焦点

化して話し合いができたと考える。 

①運動の技能差が大きくなってくると、運動の苦手な子が消極的にな

ってしまった。得点の工夫を取り入れたが、もともと苦手な子の

触球数が少ないためにあまり効果的ではなかった。チームを５人

で構成したが、もう少し人数を減らしても良かったが、チームが

増えると運動量も減ってしまうのでバランスが難しいと感じた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案 

○ホワイトボード(作戦ボード) 

※壁に掛けることで、全員同じ方向を向いて話し合えるようにした。 

 

【板書】 【オススメ】 

いつも技能の向上「する」に重点をおいて授業作りをしていたが、

withコロナで新たな関わり方を模索するきっかけができた。試合をし

ていない人の運動への関わりを考えることで、運動が苦手な子も活躍

できる場面が増えた。毎時間の振り返りに分析することの楽しさにつ

いて書く子が増えた。 

 単元が始まる少し前から学級にバスケットマンガ（スラムダンク）

を置いてみたところ男女問わず興味をもって読んでいた。授業の中で

も登場人物になりきって練習する児童が増えた。特に運動が苦手な子

にとってはとても効果的で運動に関わるきっかけとしては良かった。 

 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方
の吟味 

関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校３年   単元名 キャッチバレーボール 指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び技能 ・ネット型ゲームの楽しさや喜びに触れ、基本的なボール操作とボールを操作できる位置に体を移動する動きによって易しいゲームをすることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 ・規則を工夫したり、ゲームの型に応じた簡単な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。 

学びに向かう力、人間性等 ・運動に進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動したり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気をつけたりすることができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①ラリーの続く易しいゲームの行い方について言ったり、実際
に動いたりしている。 
②相手コートから飛んできたボールを片手、両手もしくは用具
を使って相手コートに返球することができる。 
③ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下地点やボールの
操作しやすい位置に体を移動したりすることできる。 

①自分見付けたボールをつなぐ工夫を、動作や言葉、絵図などを使って
友達に伝えている。 
②ゲームの型に応じた簡単な作戦を選んでいる。 

①ゲームに進んで取り組もうとしている。 
②ゲームの規則を守り、誰とでも仲よくしようとしている。 
③ゲームで使用する用具などの準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。 
④ゲームの勝敗を受け入れ、友達の考えを認めようとしている。 
③場や用具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２・３ ４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

〇ソフトバレーボールをする楽しさ
や喜びに触れ、その行い方を知る
ことができるようにする。 

〇落ちてきたボールを強さと方向を調整
してはじくことができるようにする。 

〇自分が見付けたボールをつなぐ工夫に
ついて動作や言葉、絵図を使って友達に
伝えることができるようする。 

〇簡単な作戦を選ぶことができるようにす
る。 

〇ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下
地点やボールの操作しやすい位置に体を移
動したりしながらゲームをすることできる
ようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●準備活動  

●ソフトバレーボールの行い方を知

り、単元の見通しを立てる。 

・基本的な知識整理 

              

ラリーゲームをしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ラリーゲーム 

T:どんな楽しさがあったかな。 

C:ボールをはじくのが楽しいな。 

C: つながると嬉しいね。 

ボールをうまくはじくことができるよ

うになって、ラリーが続くと嬉しいね。 

もっとラリーが続くといいな。 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

                 

ラリーをたくさん続けてみよう 

T:どんなパスがいいのかな。 

C:むねのところにパスするといよ。 

C:ふわっとパスの方が捕りやすいよ。 

スター 

プレイヤー 

ボールの強さと方

向をコントロール

してはじくことが

できる。 

レギュラー 

プレイヤー 

ボールの方向をコ

ントロールしては

じくことができる。 

リザーブ 

プレイヤー 

キャッチならばで

きる。安定してはじ

くことが難しい。 

                  

 スタープレイヤーを目指そう 

●円陣パスの練習の行い方を知り練習に

取り組む。また、自分がつかんだはじく

コツをメンバーに伝えるようにする。 

●ラリーゲームをする。 

スタープレイヤーになるには、友達の胸に

フワッとパスを出してあげるといいね。 

●今日のスタープレイヤー（振り返り） 

●準備活動 

●円陣パスに取り組む。 

               

    ラリーゲームをしよう 

【課題を見付ける活動】 

ラリーゲームの中で子どもの上手くい

かなかったことを取り上げ、焦点化して

いく。 

C: 一人一人は上手くなったけど、チーム

でつなぐことが難しいな。 

C:何か作戦はないか。 

 

 

●全体交流 

パスの出し方→はじく工夫 

アドバイス →声かけの工夫 

すばやく動く→動き方の工夫 

守る場所  →フォーメーションの工夫 

●チームで話し合い＆練習 

教師が提示した４つから作戦を選び、作

戦宣言カードと練習宣言カードを書いて

チームに合った練習を行う。 

●ラリーゲームをする。 

今日の作戦を生かして、もっとボールをつなげ

てラリーゲームがしたいな。 

●今日のスタープレイヤー（振り返り） 

●準備活動 

●円陣パスとチームの作戦に合った練習に取

り組む。           

 ラリーゲームをしよう 

【課題を見付ける活動】 

前時にチームで選んだ作戦がうまくいくか

どうかを試すためにラリーゲームを行う。 

T:チームで作戦を成功させるために動くことがで

きているかな？ 

C:ゲームになったら上手くいかないよ。 

 

 

 

●チームごとに話し合う 

C：ボールがどこに来ても拾えるように広がって守

ろう。 

C:ボールを渡す人の名前を呼ぶ作戦にしよう。 

 作戦を成功させるために、チームでどう動くか

について宣言カードに記入したことを修正す

る。 

●ラリーゲームをする 

 宣言カードに記入したことを意識してラリ

ーゲームをする。 

今日の作戦を生かして、キャッチバレー 

トーナメントで優勝したいな。 

●今日のスタープレイヤー（振り返り） 

●準備活動 

●対面パス・円陣パス・ステージパスの３つを

チームごとにローテーションをして練習に

取り組む。 

                    

キャッチバレートーナメントをしよう 

T：今までのこつを使ってゲームをしよう。 

●チームごとに話し合う 

 他のチームの様子を見て、良いところを自分

のチームに取り入れるようにする。 

C:あのチームはみんながはじくのが上手いね。 

C:チームで声をかけあっているね。 

C: 

●トーナメントを再開する 

 

ボールの方向に体を向けたり、友達とボールをつ

なぐって面白いな。バレーボールって楽しいね！ 

●今日のスタープレイヤー（振り返り） 

知 ① 観察・学習カード（※１） ②観察・学習カード（※１）   ③観察・学習カード（※１） 

思   ①観察・学習カード（※１） ②観察・学習カード（※１）  

態     ①②③観察・学習カード（※１） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                          20201217 札苗北小学校 松島 浩太郎 

ボールをつなぐためにはどうする？ 
ボールをつなぐためにはどんな作戦を選ん
だらよいのだろう？ 

〈ルール〉 

・３対３のゲーム 

（人数が多いチームはローテーション）   

・サーブは下から投げ入れる。 

・キャッチ回数は子どもが選択

する。 

・返すまでのタッチは１人一回

まで。 

・１回～３回でボールを返す。 

・ラリーゲームでは相手コート

の味方と協力してラリーが何

回続いたかを競う。 

    

 



20201217 札苗北小学校 松島 浩太郎    

小学   ３ 年     単元名 ボール運動 キャッチバレー                   成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇どの子もボールをつなぐために自分たちが選んだ作戦を成功させよう

と一生懸命取り組むことができていた。期待していた「相手に優し

く・教え合う」子どもの姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇選んだ作戦を意識させるため、積極的に声かけをし、作戦を価値付

けることができた。作戦がうまくいかないチームには多く声を掛け

ることでボールをつなげるように導いた。 

【自己評価】 
〇ゲームができるまでに子どもたちの技能が伸びるかが不安であった

が、子どもたちは想像以上に「はじく」ことや「つなぐ」ことがで

きるようになった。何よりみんながバレーを楽しむことができた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① ボールを友達に向かって優しくはじくことができる。 
② ボールが落ちてくる位置に体を移動させることができる。 

③ 易しいゲームをすることができる。 

 

① チームに合った簡単な作戦を選んでいる。 
② 自分が見付けたボールをつなぐ工夫を動作や言葉、絵図を使って
友達に伝えている。 

 

① 運動に進んで取り組もうとしている。 
② 誰とでも仲良く運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを
認めたりしとうとしている。 

③ 場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

① はじく技能を明確に３段階に分けることで、自分が今どのレベル
でどこを目指せば良いのかが明確であった。片手でできるだけ高

く「はじく」ということを１．２時間目で指導することで、ゲーム

で「つなぐ」技能も育てることができた。 
② 最初はボールを怖がって積極的に動くことができなかった子も３
人メンバーでボールを一度は触らなければならないというルール

にすることでどんどんボールを触ろうと動くことができた。 
③ ラリーゲームを取り入れた。コートを挟んだ相手も味方とするこ
とで、３回目をアタックではなく、相手に優しく返す姿が見られ

た。 

① 作戦を主に４つに分類した。（１）はじく工夫（２）動く工夫 
（３）フォーメーションの工夫（４）声かけの工夫 である。 

  選んだ工夫を成功させようと動くことができていた。また、チー

ム内でどうしたら作戦が成功するかについての話し合いも活発に

行われており、作戦を選ぶ活動は有効であった。 
② 単元前半では主にどうしたらうまくはじくことができるかについ
てみんなで考え、練習した。手の平の真ん中ではじいたほうがいい

よ。など、お互い身振り手振りを使って伝え合う姿が見られた。 

① 最初はバレーのルールが難しく、どう動いたら良いのかわからな
い子も多くいて不安であったが、ルールを簡易化することで単元

を進めると共に動くことができるようになり、バレーを楽しむこ

とができた。 

② 自分の気持ちを相手に伝えることがうまくない子も多くいるが、
チームでバレーをうまくなるためにはどうしたらよいかを考え、

積極的に意見交換をする姿が見られ良かった。 

③ コートを色分けすることで、子どもたちは自分たちの場で安全に
バレーを楽しむことができていた。 

課題 

① ②子どもたちはどこまで技能を高められるのかについての見通し
がもてなかった。これは経験不足からくるもので、やはり経験は大

事だと感じた。 

 今回６時間扱いであったが、もう少し子どもたちをゆっくり伸

ばしてあげたかった。７～８時間扱いにして作戦を考えたり練習

をしたりさせるともっと子どもたちがバレーに浸ることができた

ように思う。 

① 作戦を４つに分類したが、こちらで提示した作戦よりももっと                         

良い作戦があったのかもしれないと感じた。いろいろ調べたが、作 

戦は攻撃に関するものが多かった。 
② ３年生段階で作戦を選ぶことまでいかずとも、「規則を工夫」とい
う学習指導要領の記述に合わせ、もっと子どもたちにとって楽し

く規則を工夫することも考えられたのかもしれない。 
 

① ルールの簡易化についてはこれが正解ではないので、学級の実態
に合わせてさらに改良していく必要を感じた。 

② ラリーゲームかそれとも点を取り合うゲームにするのかについて
も非常に悩んだが、これも「子どものしたいこと」を大切にしなが

ら選ぶ必要がある。 
③ 用具の準備に時間がかかった。出来ることならもっと簡単に準備
をする必要があった。 

 
備考 
 

【共有資料】 

〇指導案 

〇ホワイトボード 

〇ワークシート 

〇上達伸びシート（円陣パス＆ラリーゲーム） 

〇宣言カード（練習＆作戦） 

〇３－１キャッチバレールール掲示用 

【授業の様子】 

 

【感想】 

〇３年生はプレルボールを行うことが多い傾向にあるが、今回はバレ

ーボールにチャレンジさせて頂いた。易しいゲームができるまでに子

どもたちの技能が育つかとても不安であったが、規則を工夫すること

で子どもたちが楽しんでバレーをすることができたことが収穫であ

る。しかし、どこまでルールを簡易化してよいのかについては高学年

や中学校への視点が不可欠であり、まだまだ追求していく必要がある。 

 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方
の吟味 

関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

小学校２年 単元名 ゲーム 「お宝運びシュートゲーム」（６時間） 指導と評価の計画  （簡易単元構造図） 

単元の目標 

知識及び技能 ボールゲームの楽しさに触れ、その行い方を知るとともに、簡単なボール操作と攻めや守りの動きによって、易しいゲームをすることができるようにする。 

思考力，判断力，表現力等 簡単な規則を工夫したり、攻め方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。 

学びに向かう力，人間性等 運動遊びに進んで取り組み、規則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。 
単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①ボールを投げたり、転がしたりする簡単な規則で行われるボール運

びゲームの行い方について言ったり、実際に動いたりしている。 
②ねらったところにボールを投げたり転がしたりすることができる。 
③ボールが転がってくるコースに入ることができる。 

①ボールを転がしたときに行った工夫を動作や言葉で伝えている。 
②ボールを転がすことやボールが転がってくるコースに入ることに

ついての工夫を考え、絵図や言葉で友達に伝えている。 

①ボールゲームに進んで取り組もうとしている。 
②ボールゲームの勝敗を受け入れようとしている。 
③ボールゲームで使用する用具等の準備や片付けを、友達と一緒にしよ

うとしている。 
④場や用具の安全に気を付けている。 

時 間 １ ２ ３  ４ ５（本時） ６ 

目 標 
○ボールを運ぶ易しいゲームの行い方を知り、楽しさを味わうことが
できるようにする。 

○ボールを転がした時に行った工
夫について、動作や言葉で伝え
ることができるようにする。 

○狭くなったコートでのゲームを
通して、パスを通すことが難し
くなったことに気付くことがで
きるようにする。 

○ボールを通すための工夫につい
て考えたことを友達に伝えるこ
とができるようにする。 

〇ねらったところにボールを投げたり転が  
したりする動きやボールが転がってくる 
コースに入る動きによってボールを運ぶ  
ゲームをすることができるようにする。  

学習の流れ 

●準備活動 ※安全の約束の確認 
３人でお宝を運ぼう   

●３人でボールを運んでシュート 

するゲーム（守りなし） 

●ゲーム 

T：上手にお宝を運んでいるチーム

を見てみよう。 

C：優しくパスをしているよ。  

C：ボールを捕る時は、両手で捕って

いるよ。  

C：すぐに投げているよ。 

C：友達と離れすぎてもボールが捕

れないね。 

C：ボールを持っている人より前で

まっているよ。 

C：ボールをパスしたらすぐに前に

行くといいね。 

●振り返り 

●整理運動 

●準備活動  
お宝を守りに捕られないように運ぼう   
●３人でボールを運んでシュート 

するゲーム（守りあり） 

●ゲーム 

T：ゲームをしてみてどうだったかな。  

C：守りがいるから難しくなったよ。 

C：守りに捕られないようにするの

がドキドキして楽しかったよ。   

C：もっと得点を取りたいよ。 

C：前よりもボールを捕るのが上手

になったよ。 

ゲームのやり方が分かったよ。友達 
と協力してボールを運ぶのが楽し 

いよ。相手チームと対戦してもっと 
得点を取りたいな。 
 

●振り返り（学習カード） 
●整理運動 

●準備活動   
【課題を見付ける活動】 
守りなしと守りありのゲームの得 
点を比較する。 
C：守りなしの方が得点が取れたよ。  
C：守りがいるから難しくなったよ。   
●ゲームの実演から状況を整理し、

ボール保持者の困りを共有する。 
C：ボールを転がしても守りにボー

ルが捕られちゃうよ。   

T：ゲーム後に見付けた工夫を教えてね。 

●ゲーム① 
T：自分の見付けたポイントをシートの

図に鉛筆で○や矢印を付けてみよう。 

●各自シートに書き込む。 

●全体交流 
C：すぐにパスするよ。 
C：パスをするふりをするよ。 
C：守りの動きをよく見るよ。  
C：守りからずれて転がすよ。  
●ゲーム② 
守りの動きを見て、守りからずれた

り、友達とつながっている場所にパ

スをするといいよ。 
●振り返り 

学習カードに赤鉛筆で追記する。 
●整理運動 

●準備活動  
 狭いコートでもお宝を運ぼう   
●狭いコートの規則の確認 

T：コートの幅が狭くなったよ。 

C：コートの幅が狭くなったら何が

変わるのかな。 
C：前より難しそうだな。 
●ゲーム 
T：ゲームをしてみてどうだったか

な。 

C：やっぱり難しくなったよ。  
C：前より守りにボールを捕られる

ことが多くなったよ。  
C：コートが狭くなったから守りが

すぐについてくるよ。 
C：今までの工夫が使えないな。 
C：難しくなったけど、今までの工夫

が使えたよ。 
コートが狭くなったゲームは、 
守りにボールを捕られることが 
増えて、難しくなったよ。もっと 
得点を取りたいな。 
●振り返り（学習カード） 
●整理運動 

●準備活動 
【課題を見付ける活動】 
広いコートと狭いコートでの得点 
を比較する。 
C：守りに捕られることが多くなっ
たから点数が減ったよ。 
【課題を見付ける活動】 
狭くなったコートでのゲームを映 
像から振り返る。 
T：○○さんの動きを見ててね。 
C：前より守りがすぐに追いつくか
らボールが捕られるよ。 

C：友達とつながる場所が見付から
なくて、すぐにパスができない
よ。 

T：ゲーム後に見付けた工夫を教えてね。 

●ゲーム① 
T：自分の見付けたポイントをシートの

図に鉛筆で○や矢印を付けてみよう。 

●各自シートに書き込む。 
●全体交流 
C：友達とつながったらすぐにパス

をするよ。  
C：ボールをもらう人は捕る準備を

するよ。 
●ゲーム② 
●振り返り（学習カード） 
学習カードに赤鉛筆で追記する。 
●整理運動 

●準備活動   
 今まで考えた動きの工夫を使

ってゲームをしよう 
T：今日は全部のチームと対戦するよ。 
C：前に負けたチームともう一度対

戦したいな。 
C：今までよりもたくさん得点を捕

りたいな。 
●今までに出てきたボールの出し

手と受け手の動きの工夫を確認

する。 
T：今まで見付けた工夫は何があっ
たかな。 

C：フェイントを使うといいよ。 
C：守りからずれてすぐに転がすよ。  
C：空いている所を見付けてすぐに

パスをするよ。 
C：ボールをもらう準備をするよ。 
C：ボールがもらえそうな所にすぐ

動くよ。 
C：転がすスピードを速くするよ。 

C：手や声で合図をするよ。 

●ゲーム 
今まで見付けた工夫を使ってゲ

ームをすると、友達とボールをた

くさん運ぶことができたよ。 
 
●振り返り（学習カード） 
●整理運動 

評 
 
 
  
 

価 

知  ②観察  ①観察 ※学習カード  ③観察  

思   ①観察 ※学習カード  ②観察 ※学習カード  

態 ④観察 ※学習カード ③観察 ※学習カード ①観察 ※学習カード ②観察 ※学習カード   

指導と評価の計画（単元構造図）                                                           20201204  二条小学校 浅野 純子 

※については、各授業後や単元終了後にワークシートの記載等から評価することで評価の信頼性を高めることができる。 

〈規則〉 
・縦９ｍ、横１２ｍのコート 
・２人でパスをつないでボールを運ぶ。 
・ボールを持っている人は歩けない。 
・ボールをゴールまで運んでシュートし

たら１点 
・得点したら次のペアの人がスタートす

る。 
・３分間で攻守交代 

〈規則〉 
前回と同様の規則に加え 
・守りゾーンに守り 1人 
・守りに捕られたらスタートからやり直

す。 
・守りゾーンを通す時は、味方に転がし

てパスをする。 
・守りゾーンを通す時は、ボールを持っ

て歩くことができる。 
 

〈規則〉 
２時間目の規則と同様 
縦９ｍ、横７ｍのコート 
 

守りゾーンを通すためには、ど 
のようにパスしたらいいのかな。 

狭いいコートでも守りゾーンを通す 
には、どうしたらいいのかな。 



20201204  二条小学校 浅野 純子 

小学  ２  年     単元名 ゲーム「お宝運びシュートゲーム」                    成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇どの子どもも運動の行い方を理解し、ボールを運ぶための工夫を見付

けたり、ねらったところにボールを投げたり転がしたりする姿が見ら

れた。また、グループの友達と声をかけ合ったり、励ましたりする姿

も見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇問題意識を生む場面では、手立てを２つ（得点と映像）講じたこと

が効果的だった。 
運動時間を確保しることで、ゲーム最中にコートを回って子どもに

関わる時間を多くもてた。 

【自己評価】 
〇ワークシートを工夫し、文章による記述に頼らないシートにしたこ

とで、全員が判断したことに印をつけることができたので、今後の学

習へ 

評価 
規準 

知識・技能  思考・判断・表現  主体的に学習に取り組む態度  

①ボールを投げたり、転がしたりする簡単な規則で行われるボール運び

ゲームの行い方について言ったり、実際に動いたりしている。 
②ねらったところにボールを投げたり転がしたりすることができる。 
③ボールが転がってくるコースに入ることができる。 

①ボールを転がしたときに行った工夫を動作や言葉で伝えている。 
②ボールを転がすことやボールが転がってくるコースに入ることについ

ての工夫を考え、絵図や言葉で友達に伝えている。 

①ボールゲームに進んで取り組もうとしている。 
②ボールゲームの勝敗を受け入れようとしている。 
③ボールゲームで使用する用具等の準備や片付けを、友達と一緒にしよう

としている。 
④場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

①ボールゲームの行い方については、ルール自体を簡単にすることで、

どの子もゲームのルールや規則を理解し、ゲームを楽しむことがで

きた。 
②単元の最初は、守りなしのパスゲームを行い、パスをつなぐことに

慣れてきた頃に守りゾーンを設置した。段階を踏んで難易度を上げ

たことにより、運動することが苦手な子でも、目標を達成する楽し

さを味わうことができました。 
③守りゾーンを越える時は、味方へのパスを転がしてもよい規則にす

ることで、余裕をもって味方の動きに合わせて、ボールの転がって

くるコースに入ることができた。 

①②コートの図が記してあるワークシートに、見つけた工夫を、鉛筆

で書き込むようにした。相手をよく見た子どもは目に、ボールの

投げ方を工夫した子どもは手に〇を付けたり、ボールの投げ方や

自分の動き方を矢印で表したりするなど、ワークシートを工夫し

たことにより、どの子も自分の考えを表現することができた。 
  また、授業の最後に自分のお気に入りや上手くいったことを赤鉛

筆で追記することで、見取ることができた。 
 

①②どの子も楽しめる規則を工夫することにより、積極的にゲームに

参加することができた。また、ゲーム領域の既習単元では、友達の

よさを見付ける活動を位置付けていたことで、負けても相手チーム

の良いところを伝え合う姿が見られた。 

③単元の始めに、準備や後片付けなどの約束を確認したことで、自分

たちでコートの準備や後片付けを行うことができた。 

④単元の始めに、探検バックなどの置く場所を決めたり、自分たちで

コートの安全を確かめたりすることを指導したことにより、子ども

たちは、気を付けてゲームをすることでがきた。 

課題 

②③ねらったところにボールを投げたり、転がしたりすることや、バ

ールが転がってくるコースに入ったりするなど、個々で攻め方の

工夫をたくさん見付けたり、友達と交流し、新たな工夫を見付け

たりする姿が見られたが、子どもの考えたことが実現できないル

ール（コートや人数）になっていたため、子どもが思うように守

りゾーンからボールを通すことができなかった。 

①②本時では、ボールをもらう人が新たな視点として出てきたので、 
  ボールをもらう人の工夫を多く見付けていく想定だった。しかし、 
  守りの人数が２人だったため、自分が動かなくても味方の友達が

ボールを受けてくれるので、想定よりも子どもが考える工夫が少

なかった。 

③進んで準備や後片付けをする子どもが固定化されていた。準備をし

ていない子はいつまでもコートの幅などを覚えられずにいた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

〇指導案（単元構造図・細案・板書案） 

〇ワークシート 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再構成して】 

３対１のゲームを２対１にし、ボールを受ける人の人数を１人にした

ことで、子どもの思考の幅が広がり、声をかえたり、合図をしたりす

るなどの工夫が見られた。 

 
 
 
 
 
 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

北陽小学校３年 単元名ネット型ゲーム「ラリーをつなげ手 手ニスを楽しもう！」 （４時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び技能 
ゲームの行い方を知るとともに、相手コートから飛んできたいろいろな高さのボールをはじいたり、打ちつけたりする基本的なボール操作とボールの方向に体を向けたり、ボールの落下地
点やボールを操作しやすい位置に移動し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 高さの違うボールをラケットを使って強さや方向を変えてはじいた工夫を、動作や言葉、絵図などを使って他者（友達や先生）に伝えることができるようにする。 

学びに向かう力、人間性等 運動に進んで取り組み、規則を守り、誰とでも仲よく運動したり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・技能 思考力・判断力・表現力等 主体的に学習に取り組む態度 

①つなゲームの行い方を知る。 
②相手コートから飛んできたいろいろな高さのボールを返球 
（はじいたり、打ちつけたり）することができる。 
③ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下地点やボールを 
操作しやすい位置に移動したりすることができる。 

①つなゲームを行う際、相手が打ちやすい返球のこつ（強さや方向）を
動作や言葉、絵図などを使って他者に伝えている。 

 

①運動に進んで取り組もうとしている。 
②規則を守り、誰とでも仲よく運動しようとしている。 
③勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたりしている。 
④場や用具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３（本時） ４ 

目 

標 

〇つなゲーム（ラリーを続けるゲーム）の行い方を理 
解しながら、つなゲームを楽しく行うことができ 
るようにする。 

〇つなゲームにおいて、いろいろな高さのボールをは 
じいたり、ボールの方向に体を向けたり、ボールを 
操作しやすい位置に移動したりすることができるよ 
うにする。            

〇つなゲームを行う際、相手が打ちやすい返球のこつ
（強さや方向）を動作や言葉、絵図などを使って他者 
に伝えることができるようにする。 

 

◯つなゲーム大会で、目標記録達成に向けて、友達の 
考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりし 
ながら、仲良く運動に取り組むことができるように 
する。     

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●準備活動 
●オリエンテーション 
・つなゲームの行い方・ねらいを知る。 
・単元の最後につなゲーム大会をすることを伝える。 
・手ニスラケットの使い方を知る。 
Ｔ：１人でワンバウンドボールをつなげよう！ 
Ｔ：どんな打ち方をしたらたくさんつなげられそう？ 
Ｃ：ふんわり打つとよいよ。上に打つといいよ。 
Ｃ：ボールを下からすくう感じだとよいよ。 
●簡単な交流で出たつなぐための打ち方を意識しな 
がら１人でワンバウンドつなゲームに向かうよう 
に声掛けをする。 
●動いて確かめる活動 
 
 
Ｃ：ぼくは〇回だったよ。 
Ｃ：全然つなげなかった。 
Ｔ：つなげられた人は、どんな打ち方をしたの？ 
Ｃ：ふんわり上に打ったよ。下から打ったよ。など 
Ｔ：つなぐこつを生かして、次のゲームもしよう！ 
●次は、二人でつなゲームに挑戦！ 
・つなゲームの行い方を知る。 
 
 
Ｔ：どこに打つと相手が打ちやすかった？（場所や高さ） 
Ｃ：相手の正面だよ。 
Ｃ：腰の高さくらいかな。低すぎても高すぎてもかえ 
しにくいよ。 

Ｃ：もっとゲームがしたいな。 
Ｔ：最後のゲームで次回の目標回数を決めよう！ 
 
 
Ｃ：今までで一番つなげられたよ。 
Ｃ：次回のつなゲームの目標回数は、〇回にしよう。 
●ふり返り（学習カード）・整理運動 
・今日の感想やどうするとラリーを続けられるかに 
ついて分かったことをカードに記入する。 

●準備活動 
●前時のふり返りカードの紹介 
・ふんわり打ったり、上に打ったりするとつながりやすかっ 

たことを確認する。 

・打ち方は上手になったことを確認し、本時はどう動くかを意識 

してゲームに浸れるように声掛けをする。 

・ペアの目標ラリーの回数を確認する。 
●ペアで練習タイム 
Ｔ：どう動くと目標回数を達成できるか考えながらつ 
なゲームをしてみよう。 

【課題を見付ける活動】 
Good   ：ボールの方向に体を向ける姿 

ボールの操作しやすい位置に移動する姿 
No Good：ボールの方向に体を向けていない姿 

  ボールの操作しやすい位置に移動する姿 
・２人１組で Goodな姿を動きで確かめる（全体確認） 
ボール役と操作しやすい位置に移動する役 

●動いて確かめる活動 
Ｔ：確認した Goodな姿を意識してつなゲームをしよう！ 
 
 
 
 
 
・兄弟グループの子どもは、２つの Goodな姿が見られ 
たら「いいね」ポーズで知らせたり、 Goodな姿に近 
づくためのアドバイスをしたりする声掛けをする。 

●全体交流 
・つなゲーム①で２つの Goodな姿を意識して取り組ん 
でいたペアを紹介し、全体交流で動きの意識の強化 
を図る。 
ボールの方向に体を向ける ボールの正面に移動するとよいよ。 

●動いて確かめるゲーム（５分） 
●ふり返り（学習カード）・整理運動 
・今日の感想やどんな体の向きでボールを打てばよい 
か、どこに移動するとボールを操作しやすいかにつ 
いて分かったことをカードに記入する。 

●準備活動 
●前時のふり返りカードの紹介 
・下からすくう感じでふわっと打ったり、相手の正面で腰の高さ 

くらいに返したりするとつながりやすかったことを確認する。 

・ペアの目標ラリーの回数を確認し、本時に目標回数 
を達成できるように声掛けをする。 

●ペアで練習タイム 
●動いて確かめる活動 
【課題を見付ける活動】 
・各グループに配布したタブレットを用いてラリーが
続く位置を集約することで、「ここに打つ相手が返球
しやすい」と思う場所を見付けられるようにして、
試しのゲームを行う。 

 
 
 
 
 
・どこに打つとラリーが続くかをつなゲーム中に見付 
けた子どもは、タブレットに赤丸を記入し、親機に 
提出するように声掛けする。 

●全体交流  
・親機にどんな情報が集約されたか確認することで、
ラリーを続けるためには、どこに打つとよかったの
かの全体的な傾向を知ることができる。 
Ｔ：どこに返球するとラリーが続くといえるかな？ 
Ｃ：相手の正面が多いね。 
Ｔ：打ち方は、どんな打ち方をしましたか？その場で 
言葉だけじゃなく動きで確認する。 

Ｃ：やっぱり下からふわっと打つとラリーが続いたよ。 
下からふわっと打って、相手の正面に打つとラリーが続くよ。 

●動いて確かめるゲーム（５分） 
●ふり返り（学習カード）・整理運動 
・つなゲームで気付いた「どんな打ち方でどこに打つ 
とラリーが続いたか」について言葉や絵図でカード 
に記入する。 

●準備活動 
●前時のふり返りカードの紹介 
Ｃ：下からフワッと山なりに打つとラリーがつながっ
たよ。 

Ｃ：相手の正面に打ち返すとラリーがつながったよ。 
Ｃ：ペアの目標ラリーの回数を確認し、本時に目標回  
  数を達成できるように声掛けをする。 
●ペアで練習タイム 
・どんな打ち方でどこに打つとラリーを断ち切れるか 

を考えながら、練習に取り組めるようにする。 

Ｔ：今までの学習を生かして全チーム目標記録達成目 

指して学級つなゲーム大会をしよう！  

 

 

 

●兄弟グループで成果を伝え合う。（試合の合間で） 

Ｃ：フワッとボールを打つのがよかったよ。 

Ｃ：ボールの方向に体を向けていてよかったよ。 

Ｃ：相手の正面に打つとラリーがもっと続くよ。 

●ふり返り（学習カード）・整理運動 

・単元のまとめのふり返りなので、自分の成長や頑張 

った友達についても記入する。 

今までの学習を生かしてゲームを楽しめたよ。 

これからもテニスを行いたいな！ 

知 ② 観察・学習カード（※１） ②③観察・学習カード（※１）  ① ②③観察（※１） 

思   ① 観察・学習カード（※１） ② 観察（※１） 

態 ①②③④観察・学習カード（※２） ①②③④観察・学習カード（※２） ① ②③④観察・学習カード（※２） ①②③④観察・学習カード（※２） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20201224 北陽小学校 生駒 大地 

１人ワンバウンドつなゲーム 何回続くかな？（１人 30秒×８回） 
 

つなゲーム① 何回ラリーが続くかな？（１分×８回） 

つなゲーム③ 目標回数を決めよう！（５分） 

つなゲーム① 全チーム目標回数のラリー達成を 
目指そう！（２分✕10） 

どこに打つとラリーが続くかな？ 

 

つなゲーム① （２分✕10） 
ボールの方向に体を向けて打ってみよう！ 

ボールの操作しやすい位置に移動してボールを打ってみよう！ 

学級つなゲーム大会（25分） 
今までの学習で身に付けた力を生かして楽しもう！ 

 



 
20201230 北陽小学校 生駒 大地    

小学  ３年  単元名 ネット型ゲーム「ラリーをつなげ手 手ニスを楽しもう！」 成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇つなゲームをするなかで、ペアの相手とラリーを続けるためには、
ふわっと下から優しく打ったり、相手の手前 50〜100㎝にボールを
落としたりするとよいことに気付くことができた。 
〇どの子も自分たちの目標に向けて粘り強く仲良く取り組んでいた。 
△分かっているが、できないという技能面の課題が見受けられた。 

【教師の関わり・手だて】 
◯つなゲームをする際、タブレットを配付したことで、子どもたち一 
人一人にとって最適な場所を見付けられたり、学級全体の返球しや 
すい場所を簡単にまとめることできたり（一般化）、子どもたち同士 
の交流の手だてとなっていた。 

【自己評価】 
◯本時の目標は概ね達成できたと思うが、技能面でもう少し高まりが
あれば、「わかるとできる」がより一層つながり、更なる満足感や
達成感をどの子も得られたと考える。そこで、単元に入る前に体つ
くり運動の「用具を操作する運動」で、ふわっとボールを打った
り、打つ力を調整してねらった場所に打ったりする技能を楽しく高
められるような学習構成が必要であると考える。 
◯ペアで目標回数を設定したことで、ペアごとに課題をもつことがで
き、より主体的に運動に取り組む姿が見られた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①つなゲームの行い方を知る。 
②相手コートから飛んできたいろいろな高さのボールを返球（はじい 
たり、打ちつけたり）することができる。 
③ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下地点やボールを操作し 
やすい位置に移動したりすることができる。 

①つなゲームを行う際、相手が打ちやすい返球のこつ（強さや方向）
を動作や言葉、絵図などを使って他者に伝えている。 

 

①運動に進んで取り組もうとしている。 
②規則を守り、誰とでも仲よく運動しようとしている。 
③勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたりしている。 
④場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

①オリエンテーションでルールや用具の使い方を説明したり、実際に
たっぷり手ニスに浸る時間を設けたりすることで、運動に親しみな
がら行い方を理解することができた。 
② 
③ 
 ４時間目には、２学級とも全ペアが目標記録を達成できた。目標を 
みんなが達成したときは、大きな拍手や歓声が起こり、どの子も自 
他の成長を実感できた。 

①単元の終盤に「思考力、判断力、表現力等」を生かす単元構成が良 
かった。子どもたちも本時まで手ニスにたっぷりと浸るなかで、 
どうすればペアで決めた目標回数を達成できるかをしっかり考えて 
いたので、本時に一人一人が自信をもって「どこに打つとラリーが 
続くのか」を考えることができていた。 
また、タブレットを用いたことで、効率的に子どもたちのラリーが 
続く位置を集約し、全体交流での気付きを促す手だてとなっていた。 

① 
② 
③ 
④ 

課題 

② 
③ 
 
 
 
 
 

  

 
備考 
 

【共有教具】 

①スポンジボール（EVERNEW 発砲スポンジボール 直径約７㎝ 10g） 
②手ニスラケット（手作り…ダンボール 縦 40㎝×横 20㎝ ゴム紐） 

 
 
 
 
 

 

 
【共有資料】 
・本時の動画 ・指導案 ・学習カード（雛形 子どもたちふり返り済みのもの） 

・体育館配置図 

 

【板書等】 

本時(3/4) 

板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

 
SKYMENU のアプリ「発表ノート」とは、タブレット端末の画面上に
手書きで線や文字を書き込んだり、画像を貼り付けたり、子どもたち
一人一人が考えたものを１つの画面に集約できたりするものである。
また、「発表ノート」は、課題発見までの道のりを最短かつ明確にでき
る効果も得られたり、一人一人の結果が重なって画面に集約されるた
め視覚的に共通点や違いに気付いたりする手だてにもなる。 

 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 

個人で行なっていた主運動につながる運動については、概ねど
の子も準備活動で２つの技能が高まったが高まっていた。 

どの子も進んで運動に取り組めたのは、単元を通して「ペアで
決めた目標回数を更新しよう」という大きな目標があったり、
３時間目までの力を生かしてつなゲーム大会をしたりすると
いう見通しがもてたからだと考える。場や用具の安全面もコロ
ナ禍でソーシャルディスタンスを意識しながら、距離をとって
運動したり、密にならないように整列したりと、子どもたち自
身が考えながら行動していた。 

個人でではなく、ペアで目標記録を決めることで自己決定でき
るよさもあったが、ペアの利き手が同じか違うかまで考えたペ
アを組んだり、ラリーを続けられる技能をどの子も持ち合わせ
るための手だてをしっかり準備したりしなければならいとい
った課題も見付かった。これらの課題を改善するためにも、ネ
ット型ゲームの学習を行う前に、体つくり運動でラリーをする
ために必要な技能も高められる時間を設けること必要である。 

① ②



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

 

 

小学校  １年   単元名  はしごドッジボール         指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 簡単なボール操作と攻めや守りの動きによって、易しいゲームをすることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 簡単な規則を工夫したり、攻め方を選んだりするとともに、考えた事を友達に伝えることができるようにする。 

学びに向かう力、人間性等 運動遊びに進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動したり、勝敗を受け入れたり、場や用具の安全に気を配ったりしている。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①ダンボール落としやはしごドッジボールの行い方を知り、易

しいゲームをすることができる。 

②狙ったところにボールを投げ、的に当てたり得点したりする

ことができる。 

①ボールを投げたり、捕ったりするときに行った工夫を、動作や言葉で

友達に伝えている。 

 

 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 

②規則を守り誰とでも仲よく運動している。 

③勝敗を受け入れて活動している。 

④場や用具の安全に気を付けている。 

時間 １・２ ３ ４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

〇ダンボール落としのルールを理解
することができるようにする。 
〇ダンボール落としで投げる工夫を
伝えようとしている。 

〇段ボール落としゲームの行い方を理解
し、勝敗を受け入れてゲームをするこ
とができる。 

〇はしごドッジボールのルールを理解し、勝
敗を受け入れてゲームをすることができ
るようにする。 

〇仲間のボールを受けやすい場所に気付き、
たくさん得点を取ることができるようにす
る。 

〇はしごドッジボールに積極的に取り組み、
規則を守り誰とでも仲よく運動している。 

〇勝敗を受け入れて活動している。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●準備活動 

・ボールの投げ方を指導する。 

※ 「すべての子どもが必ずできる 体育の基本」 

P106.107参照 学研 

●オリエンテーション・ゲーム 

 

 

 

＜ルール＞ 

①自分専用のボールで投げること。 

②白線から投げること。 

③自分の前の的を落としたら、次の

的を落としに行くこと。 

④的を全て落としたチームの勝ち。 

 

●投げやすい大きさのボールで 

 ダンボール落としをする。 

 

 

 

Tどうしたら、相手のチームより速く

ダンボールを落とせるかな。 

Cよく狙って投げてあてる。 

 

力一杯投げて当てるとダンボールを

落とせるね！ 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

●タオルボール投げ 

●ドラゴンボール遠投 

（握りやすいスポンジボール） 

●試しのゲーム 

 

 

 

※前時のボールよりも大きくなり、ドッ

ジボールで投げるボールと同じ大きさ 

 

Tどうしたら、相手のチームより早くダン

ボールを落とせるかな。 

Cしっかり狙って投げる。 

Cしっかり狙うにはよく見て投げる。 

C指をさして投げる。 

T 投げない方の手をしっかり当てたいと

ころに向けて投げることが大切だね。 

●ゲーム 

T たくさんダンボールに当てることはで

きたかな。 

C しっかり狙って投げると当てることが

できたよ。 

Cぼくは両手の方が投げやすかったよ。 

しっかり狙うと当てられるね！ 

両手投げでしっかり狙うのもいいね！ 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

●タオルボール投げ 

●ドラゴンボール遠投 

（握りやすいスポンジボール） 

●ダンボール落とし（２種類） 

●オリエンテーション・ゲーム 

 

 

 

＜ルール＞ 

①２対２の試合、ボールは１つ。 

②攻めチームはボールを投げて当てる。１度

当てるたびに１ポイント。 

③逃げチームはボールをかわすだけ。何度当

てられても、逃げ続ける。 

④時間は１分３０秒で攻守交代。 

⑤攻めの時に獲得したポイントの多いチー

ムの勝ち。 

 

Tはしごドッジボールは楽しかったかな？ 

Cすごく楽しい！ 

C相手が動くから当てるのが難しい！ 

T相手がいないと試合ができないから、試合

の始めと終わりの挨拶が大切だよ。 

対戦するのって楽しいね！ 

試合の後にはありがとうだね！ 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

●タオルボール投げ 

●ドラゴンボール遠投 

（握りやすいスポンジボール） 

●ダンボール落とし（１種類） 

●試しのゲーム 

 

 

 

【課題を見つける活動】 

本時の試合の動画から、友達の動きを見て、

ボールを後ろに逸らさないで捕るにはどこに

いれば良いのかを考える。 

T はみ出てはいけない線はここなんだけど、

〇〇くん、どこに立っているかわかる？ 

C少し後ろにいる！ 

T 少し後ろにいると、飛んでくるまで時間が

かかるから、ボールを取りやすいよ。 

C早く補って、何回も投げると当てられるね。 

 

●試合 

少し下がっていると、ボールが捕りやすい

ね。早く捕って、何度も投げるといいね！ 

●振り返り（学習カード） 

●準備活動 

●ドラゴンボール遠投 

（握りやすいスポンジボール） 

●ダンボール落とし（１種類） 

●ゲーム 

 

 

 

T今まで勉強したことを生かして、たくさん試

合をしよう。 

Cよくねらってたくさん点数を取りたいな。 

C力一杯投げると相手がかわせないかも。 

C少し下がった所にいて、すぐにボールを捕っ

て、たくさん投げるよ。 

 

みんなで試合をするのって楽しいね。 

 

●振り返り（学習カード） 

知 ①観察・学習カード ①観察・学習カード ①観察・学習カード ②観察・学習カード ②観察・学習カード 

思 ①観察・学習カード   ①観察・学習カード ①観察・学習カード 

態 ①②③④観察・学習カード ①②③④観察・学習カード ①②③④観察・学習カード  ①②③④観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                           20201208 手稲東小学校 辰田 章人 

ダンボール落としゲームに 
ちょうせんしよう！ 

 

ダンボール落としゲームに 
ちょうせんしよう！ 

 

スポンジボールでダンボール落とし 
ゲームにちょうせんしよう！ 

 
はしごドッジボールに 

ちょうせんしよう！ 
 

もっと点数を取るには 
   どうすればいいかな？ 

 

全員と試合をしてみよう！ 



20201208 手稲東小学校 辰田 章人   

小学    1年     単元名   はしごドッジボール                           成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○多くの子どもが投げる運動を楽しみ、運動を通して投動作を獲得す

る子どもが増えてきた。全体交流後は、少し後ろに下がり、後ろに

ボールをそらす回数が減る子どもの姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
○全体交流で流した動画が効果的だった。集中を保つ事が難しい１年

生の発達段階に合わせて、様々な投げる運動を行ったのが効果的だ

った。 

【自己評価】 
○１年生という発達段階において、どこを目標に設定して単元を構成

するのかが難しかった。１年生の投げるボールゲームでは、ドッジ

ボールのように動いている的に当てるのは難しい気がするので、課

題を吟味する必要がある。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①ダンボール落としやはしごドッジボールの行い方を知るとともに、

狙ったところに緩やかにボールを投げ、易しいゲームをすることが

できる。 

②狙ったところにボールを投げ、的に当てたり得点したりすることが

できる。 

①ボールを投げたり、捕ったりするときに行った工夫を、動作や言葉

で友達に伝えている。 

 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 

②規則を守り誰とでも仲よく運動している。 

③勝敗を受け入れて活動している。 

④場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

①シンプルなルールのゲームにしたので、子どもたちは迷う事なくゲ

ームに浸る事ができた。 

②タオルボールを投げる→掌で握れるボールを投げる→少し大きいス

ポンジボールを投げる と、スモールステップを大切にして活動を

設定したことで多くの子どもが投動作を獲得し、ねらった所にボー

ルを投げる事ができるようになった子どもが多く見られた。 

①男女ペアで、学習を進めることを基本とすることで、ふざけること

なく集中して、自分の工夫を伝えることができていた。また、動画

を活用するのが１年生にとって、すごく効果的だった。実際に自分

たちが動いている動画を見ることで、自分のやっていた工夫や気を

つけてやっていたことがわかったり、友達に伝えられる様になった

りする子どもが多かった。 

①クラスの実態から、ひとつの種目を長い時間続けるという事が難し

いと考えたので、全て投げる運動だが内容を変えた事で飽きること

なく積極的に取り組む姿が多く見られた。 
②グルーピングで配慮を行ったことで、規則を守り、勝敗を受け入れ 

る姿を見る事ができた。 

③１年生だが、用具の出し方、片付け方をしっかり指導すれば、他の

学年と変わらず準備、片付けができることがわかった。 

課題 

① １年生という発達段階であること。また、クラスの中で子どもの技
能レベルに差があったので、どのレベルを目標にして技能を身に

つけさせるべきかが難しかった。コロナが流行しているという事

もあり、休み時間などにボールを使って遊ぶことが出来ていなか

ったので、全くなげる動作ができない児童も多く見られた。 

①お互いに自分の工夫を伝えることはできるようになってきたが、語

彙が少ないので、うまく伝わっていないペアも多くあった。教師が通

訳の様な形で間に入る事でうまく関われる様になったペアが多いの

で、少しずつ高めていきたい。 

①クラスの実態として、すぐに集中が切れる児童が多いので、1 つの
種目に長く浸れる様に集中できる時間を長くしていける様になる必

要がある。単元の途中で、ダンボール落としゲームだけでは子ども

の集中がもたないと感じ、はしごドッジボールを加えて単元構成に

変えた。単元に入る前から子どもの実態をしっかり捉え、主運動を

考える必要がある。 

 
備考 
 

【共有資料】 

・本時の動画 ・指導案 

・ダンボール落とし用教材 見本写真 

 

 ①③④本学級は、日頃から「ルールを守ることでみんなが笑顔で暮ら

せる」ということを指導してきている。そのため、規則を守って活

動出来た児童が多いのではないかと考える。日常からの積み重ねが

大切だと考える。 

 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校６年   単元名 マット運動      指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それらを繰り返したり、組み合わせ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 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や器械・器具の安全に気を配ったりすることができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①技の行い方について言ったり、書いたりしている。 
②自己の能力に適した回転系や巧技系の基本的な技を安定して
行うことができる。 
③発展技に取り組んだり、選んだ技を組み合わせたりすること
ができる。 

①仲間と動きの出来栄えを評価し合い、動きのポイントと自己の動きを
照らし合わせ、自己の課題を見つけている。 
②見付けた課題を解決するために、複数の場の中から自己の課題に適し
た練習の場を選んでいる。 
③バディやグループで役割を決めて観察し合い、つまずいていた技やこ
つやわかったことを仲間に伝えている。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 
②互いの役割を決めて動きを見合い、、仲間と助け合っている。 
③器械・器具の準備や片付けなどで、分担された役割を果たしている。 
④技を行うなかでわかったことを伝えたり、課題の解決方法を工夫したりする際に、 
 仲間の取組を認めている。 
⑤けがのないように、互いの服装や髪形に気を付けたり、場の危険物を取り除いた 
 りするとともに、試技の前後などに器械・器具の安全に気を配っている。 

時間 １・２ ３ ４ ５（本時）  ６ 

目 

標 

マット運動の学習の進め方や価値、 
基本的な技の動きのポイントを知 
り、基本的な技ができるようにする。 

運動の行い方を理解し、自己の課題を見 
付けたり、課題解決に適した練習の場を 
選ぶことができるようにする。 

自己の能力に適した技の組み合わせを考え、 
その行い方を言ったり、書いたりすることが 
できるようにする。 

ジャンプやバランス技などで方向を変え、い 
ろいろな技群やグループの技を組み合わせ技 
て演技ができるようにする。 

技の組み合わせをグループで披露し合い、こ 
れまでの自己の伸びを実感することができる 
ようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●マット運動に対する意識調査をし

た結果を発表する。 

C 失敗を非難されたり、笑われたり

するとやる気がなくなるよね。 

C 前向きな言葉や頑張りを認め合う

ことが大切だよね。 

●マット運動のスキルアップ運動を

紹介したり前転・後転が勢いよく

行うことができるようになるため

のポイントを伝える。 

●できる技を確認する。 

T 学習カードや掲示物を参考にしな

がらできる技を確認しよう。 

C 勢いをつけたら、開脚前転ができ

たよ。 

C あと少しで、伸膝後転ができそう

だ。 

 

 

C 倒立回転系の技をできるようにな

りたいな。 

C 連続技の中に倒立前転を入れてみ

たいな。 

できるようになりたい技が見つか

ったよ。友達と励まし合ったり、アド

バイスをし合ったりすると上手にな

っていけるね。 

●振り返り(学習カード) 

●準備体操・準備運動（スキルアップ） 

 ゆりかご・カエルの足打ち・背支持倒立 
             
できるようになりたい技を 
場を選んで練習しよう。  

●できるようになりたい技を選ぶ。 

 

 
【課題を見付ける活動】 

バディとできるようになりたい技を見合

い、どの動きを高めるとよいか伝え合う。

そうすることで、練習の見通しがもてるよ

うにする。 

T お互いに技の出来栄えを見合おう。 

T 勢いをつけるにはどうしたらよいかな。 

C 倒立回転系の技は、助走をするときに

足を高くあげて下ろすと勢いがつく

よ。 

C 後転系の技では、お尻をつける位置を

遠くするといいよ。 

●接転技群（前転や後転など）の技に取り

組む。練習方法 

●ほん転技群の技に取り組む。 

※授業の前半に接転技群に取り組み、後

半にほん転技群に取り組む。練習方法

や場を提示し、児童が選択できるよう

にする。 

勢いをつけると技が安定してできるよう

になるね。 

●振り返り(学習カード) 

●準備体操・準備運動（スキルアップ） 

 ゆりかご・カエルの足打ち・背支持倒立 

※準備運動の段階から、回数や動きのポイン

トなど目標をもって活動することができ

るように関わっていく。（毎時間） 

●前回までにできるようになった技を練習

する。お互いの出来栄えを評価し合い、意

欲的に活動することができるようにする。 
               
 今まで取り組んできた技を 
 組み合わせて挑戦しよう。 

T これまでの学習の中でできるようになっ

た技から組み合わせを考えよう。 

T 必ず前転系から後転系、または、前転系か

らほん転技群系など、技の展開が大きく変

化するところを決めよう。 

C 自分なら、開脚前転から、側方倒立回転を

入れるようにしよう。 

C 伸膝後転ができるようになったから、必ず

入れてみよう。 

●組み合わせた技に挑戦し、その技をバディ

と見合う。 

C 自分が取り組む連続技が決まったよ。 

C 開脚前転から、後転につなげる時に時間が

かかってしまうぞ。 

C 思ったより流れるように技ができないな。 

これまでにできるようになった技を組み合

わせることができたね。もっと流れるように

できるところがありそうだね。 

●振り返り(学習カード) 

●準備体操・準備運動（スキルアップ） 

 ゆりかご・カエルの足打ち・背支持倒立 
                 
バランス技やジャンプなどを加えて 
組み合わせた技をよりよくしよう。 

●教師が（動画でも可）、前転グループから後転グルー

プに技が変わる際に、ジャンプやバランス技を入れな

いで行った例と、取り入れて行った例を提示する。ジ

ャンプやバランス技を入れることで、組み合わせた技

が流れるようになったり、空間を大きく利用できたり

することに気づくことができるようにする。 

●実際にジャンプやバランス技、足交差など

の方向を変化させる技に取り組む。 

 

 

 
【課題を見付ける活動】 

バディで組み合わせた技を見合い、どこでジャ

ンプやバランス技を入れるとよいか見合う。 

T 技が大きく切り替わるところはどこかな。 

C 開脚前転から、側方倒立回転に切り替わると

ころにジャンプを入れるといいと思うよ。 

C 後転から倒立前転に切り替わるところでバ

ランス技を入れてみよう。 

●技を加えて組み合わせた技に挑戦し、お互

いの動きを見合う。 

前よりも、マット全体を使って技ができてい 

るね。技と技のつながりがスムーズになった 

ね。 

●振り返り(学習カード) 

●準備体操・準備運動（スキルアップ） 

 ゆりかご・カエルの足打ち・背支持倒立 
                 
これまで学習した子を生かして、組 
み合わせ技を披露し合おう。    

 

●前時までにできるようになった組み合わせ

技をグループ内で披露し合う。お互いの取

組を評価し合う。 

T 一つ一つの技の出来栄えや、技と技の繋が

りが美しくできているのか見合いましょ

う。 

C 倒立前転の倒立をするときに体が真っ直ぐ

になるといいね。 

C ジャンプをして方向転換するときは、大き

く手も使ってジャンプすると、演技にメリ

ハリがつくよ。 

●アドバイスを受けたところを練習する。 

●最後に、組み合わせ技をグループ内で披露

し合う。 

C 一つ一つの技を安定して行うことができた

よ。 

C 技と技のつながりにバランス技を入れたこ

とで、演技が大きくメリハリがついたよ。 

一つ一つの技をより美しくするようにしてい 

くと、とても楽しく運動することができた。 

仲間と高め合いながら、学習するととても楽 

しいね。 

●振り返り(学習カード) 

知 ① ②（※１）観察・学習カード  ①③（※１）観察・学習カード ② （※１）観察・学習カード ① ③（※１）観察・学習カード 

思 ① 観察・学習カード ①②（※１）観察・学習カード  ① ③（※１）観察・学習カード  

態     ① ②③④⑤（※２）観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                           20201002 円山小学校 藤原 良史 

自分ができるようになりたい技は
何かな。 

どの動きをよりよくすると技が安
定するかな。 

組み合わせた技のどこにジャンプや
バランス技などを入れるといいかな。 



 
20201002 小学校 藤原 良史    

小学６年     単元名 マット運動                                       成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○子どもたちは、お互いに励まし合ったり、よりよくできそうな動きに

対してアドバイスをし合ったり、とても前向きに取り組んでいた。そ

の中で技の向上が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
○マット運動の意識調査をもとに学習を進めたことで、子どもたちは

肯定的な雰囲気で前向きに挑戦しながら、学習を進めることができ

た。本時では、技のつながりという点に焦点化する必要があった。 

【自己評価】 
○クラスの大半が、マット運動が苦手であり、好きではなかったが、
前向きに学び合うことができ、技能を高めていく姿を見ることがで
きた。技能があまり高くない子に対して、もっとできる喜びを感じ
させられるようにしていきたい。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 技の行い方について言ったり、書いたりしている。 
②自己の能力に適した回転系や巧技系の基本的な技を安定して行うこ
とができる。 

② 発展技に取り組んだり、選んだ技を組み合わせたりすることがで
きる。 

①仲間と動きの出来栄えを評価し合い、動きのポイントと自己の動き
を照らし合わせ、自己の課題を見つけている。 

②見付けた課題を解決するために、複数の場の中から自己の課題に適
した練習の場を選んでいる。 

③バディやグループで役割を決めて観察し合い、つまずいていた技や

こつやわかったことを仲間に伝えている。 

① 運動に積極的に取り組もうとしている。 
②互いの役割を決めて動きを見合い、仲間と助け合っている。 
③器械・器具の準備や片付けなどで、分担された役割を果たしている。 
④技を行うなかでわかったことを伝えたり、課題の解決方法を工夫し
たりする際に、仲間の取組を認めている。 
⑤けがのないように、互いの服装や髪形に気を付けたり、場の危険物
を取り除いたりするとともに、試技の前後などに器械・器具の安全
に気を配っている。 

成果 

①学習カードや掲示物を用いて、技の行い方を伝えたり、「勢い」「美

しさ」というキーワードを使って技のポイントを確認したりしたこ

とで、技の行い方について理解を深めることができた。 
③ 自己の能力に適した技に挑戦し続けた。技能の向上も見られた。 
③単元の前半にできるようになった技を、後半の組み合わせ技に取り

入れることができた。 

 ①バディやグループと様々な形態で学習した。その際にお互いに技

のポイントを意識して評価し合っていた。 
 ②自己の課題に適した場を選ぶことができるような資料を準備した

ことで、それを活用しながら学ぶ姿が見られた。 
 ③学び方やよい関わり合いをしている子を紹介したことで、互いに

動きを見合いながら、こつやわかったことを伝え合っていた。 

 子どもたちのマット運動に対する意識調査の結果を伝えたことで、

前向きに学習に臨むことができた。肯定的な関わりをすると技能が

向上したり、仲間との関係がよくなったりすることを実感すること

ができた。そのため、準備や片付けも時間を重ねる度に、素早く手

際よく行うことができるようになっていった。 

課題 

④ 組み合わせ技を行う際に、技と技のつながりを意識できるような
仕掛けを行っていく必要があった。本時では、子どもたちの問題意

識を明確にすることができなかった。その原因として、「流れるよ

うに組み合わせ技をするためには？」という課題設定が、抽象的で

子どもたちにとって自分ごととならないものになったからだ。 

 ②場を選ぶことができるようにしたことまでは良かったが、練習の

場の効果まで実感できるように行う必要があった。練習の方法を

より丁寧に説明したり、活動したりする場面を設定し、より活用

しやすくしていくことが大切だ。 

  単元を通して、全体的に意欲的に学習することができ、技能の高

まりを実感することができていた。しかし、実感できるまでに時

間がかかっている子や、繰り返し練習を行なっているが技の向上

があまり見られていない子に対して、難易度を下げる関わりや資

料や指導を行っていくと、より主体的に学ぶ姿を引き出すことが

できた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案・単元構造図 

○子どもたちの意識調査 

○学習カード・掲示物 

 

 

 

 ○子どもたちのアンケート調査は、とてもオススメです。書面にする

と大変なところもあると思うので、単元に入る前に、「マット運動は

好きか。」「その理由は。」と簡単に口頭でクラス全体に対して聞くだ

けでもいいと思います。特に「嫌いだ。」と答えた子の理由を取り上

げ、そのような子が出ないように学習するにはどうしたらいいか考

える場面を設定してから単元に入ると、とても肯定的な雰囲気で学

習を進めることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校６年 単元名 跳び箱運動 （５時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 切り返し系や回転系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それらを繰り返したり、組み合わせ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 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や器械・器具の安全に気を配ったりすることができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①技の行い方について言ったり、書いたりしている。 
②自己の能力に適した切り返し系や回転系の技を安定して行っ
たり、発展技に取り組んだりすることができる。 

①仲間と動きの出来栄えを評価し合い、動きのポイントと自己の動きを
照らし合わせ、自己の課題を見つけている。 
②見付けた課題を解決するために、複数の場の中から自己の課題に適し
た練習の場を選んでいる。 
③グループの中で役割を決めて観察し合い、つまずいていた技やこつや
わかったことを仲間に伝えている。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 
②互いの役割を決めて動きを見合い、仲間と助け合っている。 
③器械・器具の準備や片付けなどで、分担された役割を果たしている。 
④技を行うなかでわかったことを伝えたり、課題の解決方法を工夫したりする際に、 
 仲間の取組を認めている。 
⑤けがのないように、互いの服装や髪形に気を付けたり、場の危険物を取り除いた 
 りするとともに、試技の前後などに器械・器具の安全に気を配っている。 

時間 １ ２ ３ ４（本時）  ５ 

目 

標 

跳び箱運動の学習の進め方や価値、 
基本的な技の動きのポイントを知 
ることができるようにする。 

切り返し系や回転系の技の行い方や、課題解 

決の練習の場の活用の仕方を知り、できる技 

について確認することができるようにする。 

切り返し系や回転系の技で自分がどのような 

技ができて、これからできるようになりたい 

かを決めることができるようにする。 

切り返し系や回転系の技に挑戦し、自己の能 
力に適した場や技の段階を選んで練習し、技 
が安定してできるようにする。 

これまでの学習成果を互いに発表し合い、互 
いの取組を認め合ったり、自己の伸びを実感 
できるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●跳び箱運動に対する意識調査をし

た結果を発表する。 

C 失敗を非難されたり、笑われたり

するとやる気がなくなるよね。 

C 前向きな言葉や頑張りを認め合う

ことが大切だよね。 

 

 

 

●跳び箱運動のスキルアップ運動を

文科省の動画で紹介する。 

T 跳び箱は「腕支持」「腰を高くあげ

る」「手の突き放し」が大切だよ。 

C スキルアップから熱心に取り組む

ことで、技ができるようになって

いくんだね。 

●開脚跳びを行う。その際、グループ

で立ち位置を決めて、どの部位を

見るのか、指導する。 

T 手の付いた位置や腰の高さを見た

り、着地をして３秒止まっている

のか確認しよう。 

C 腰がさっきよりも上がっていた

よ。 

C ２秒間は止まることができていた

よ。 

スキルアップ運動をしっかり行っ

たり、グループで協力し合って学び

合うと楽しく技能を向上できるね。 

●振り返り(学習カード) 

●準備体操・準備運動（スキルアップ） 

 平均台ジャンプ・ステージに跳び乗り 

 ステージ下り（台上前転）うさぎ跳び 

               

   自分の力に合わせて技を 

   選び、挑戦しよう。   

●技のフローチャートを提示する。 

※同じ技でも様々な段階を提示し、スモ

ールステップで取り組むことができる

ようにする。また、「これならできそ

う。」と感じられそうな易しい場や段階

も提示し、どの子も意欲的に学ぶこと

ができるようにする。 

T 自分の力に合った技や段階を選ぶよう

にしましょう。今回の学習では、少しで

も伸びを実感することが大切です。 

C 開脚跳びでも、こんなに段階があるん

だ。 

C 調整板を二つ入れて大きな開脚跳びに

挑戦しよう。 

●切り返し系の技に挑戦する。 

 ・開脚跳び ・大きな開脚跳び  

 ・かかえこみ跳び 

●回転系の技に挑戦する。 

 ・台上前転  ・伸膝台上前転 

 ・首はね跳び ・頭はね跳び 

自分の力に合わせて、挑戦する技を選

ぶことができた。次は、もっと技を美しく

していきたいな。 

●振り返り(学習カード) 

※２・３時間目に、練習の場や技の段階など、

学び方や効果的な練習方法を提示し、子ど

もたちが資料や場を活用して自ら学ぶこ

とができるようにする。 

●準備体操・準備運動（スキルアップ） 

 平均台ジャンプ・ステージに跳び乗り 

 ステージ下り（台上前転）うさぎ跳び 

●挑戦する技ごとに、グループを編成する。 

●挑戦する技に応じて、段数を変えたり、調

整板を増やしたり、周囲にマットを敷いた

りと場を調整しながら学習するように指

導する。             

   自分の力に合わせて技を 

   選び、挑戦しよう。   

T 自分の挑戦したい技同士でグループを編

成しましょう。 

T 自分が挑戦している技ができたら次の段

階に進み、うまくいかないときには、前の

段階まで戻ってから挑戦しましょう。 

C １度でうまくいかなくても、前の段階で自

信がついてからもう一度挑戦しよう。 

●切り返し系の技に挑戦する。 

●切り返し系のまとめの１本を跳んで、その

日の成果を確かめる。 

●回転系の技に挑戦する。 

●回転系のまとめの１本を跳んで、その日の

成果を確かめる。 

できるようになっていきたい技がわかっ

たよ。次回はそれをできるようにしよう。 

●振り返り(学習カード) 

●準備体操・準備運動（スキルアップ） 

 平均台ジャンプ・ステージに跳び乗り 

 ステージ下り（台上前転）うさぎ跳び 

                  

   自分の力に合った技に挑戦して 

   できるようにしよう！     
【課題を見付ける活動】 
自分ができるようになりたい技を選択さ
せ、グループの仲間に伝える。その技に取り
組んだ際に、資料に提示されている動きと
比較させる。 

T 一人一人のできるようになりたい技が、どの

ぐらいできているのか、互いに伝え合おう。 

C 腰をもう少し高くあげるといいよ。 

C 手の突き放しができると着地までお尻が引

っかからずにできるよ。 

※同じ動きでも、段数を下げるとできたり、連

結した跳び箱の手前の台に乗って踏み切ると

できたりすることがあることを指導する。 

●切り返し系の技に取り組む。（授業の前半） 

C だいぶ腰が上がってきたね。次はかかえこ

み跳びに挑戦してもいいね。 

C 横向きなら、かかえこみ跳びができたよ。 

●回転系の技に取り組む。（授業の後半） 

C 段数を下げた跳び箱で、初めて台上前転が

簡単にできるよ。 

自分の力や課題に合わせて、段数を下げた

り、連結の跳び箱を使ったりなどすると、自

分技がどんどんできるようになっていきね。 

●振り返り(学習カード) 

●準備体操・準備運動（スキルアップ） 

 平均台ジャンプ・ステージに跳び乗り 

 ステージ下り（台上前転）うさぎ跳び 

               

   これまでの取組の成果を 

   発表し合おう！     

●自分が仲間に発表したい技を選択させる。 

T これまで自分が取り組んできた切り返し系

や回転系の技の中で、発表したい技を選ぼ

う。頑張って取り組んだ技は何かな。 

C 初めて開脚跳びができたから、それをみん

なに見てもらいたいな。 

C 回転系は、首はね跳びに挑戦してレベルア

ップしてきたからそれを見てもらおう。 

●自分が選択した技を練習する。 

●これまで練習してきた仲間とそれ以外のメ

ンバーで構成されるグループを編成し、お

互いの取組を発表し合う。 

T 一緒に練習してきたメンバーはこれまでの学習で伸

びたところを見ましょう。それ以外のメンバーは仲間

の取組を認め、良いところを伝えましょう。 

C 自分が頑張ってきたことを発表することが

できた。 

●互いの頑張りを伝え合う。 

C ○○さんは、よく考えて何度も練習したこ

とで、かかえこみ跳びができるようになっ

てすごい。 

仲間と高め合いながら、練習したことで上手 

になることができた。中学校でも頑張りたい。 

●振り返り(学習カード) 

知 ①②（※１）観察・学習カード ①②（※１）観察・学習カード     ①③（※１）観察・学習カード 

思   ①②（※１）観察・学習カード ①③（※１）観察・学習カード  

態     ①②③④⑤（※２）観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20201109 円山小学校 藤原 良史 

技の安定や美しさを高め、新たな技
へ挑戦しよう！ 



20201109 円山小学校 藤原 良史    

小学６年     単元名 跳び箱運動                       成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
できるようになりたい技に対して「どうやったらできるようになるか。」

を仲間と協力し合いながら、学習を進めることができた。得意な子もそう

でない子も自己の能力に適した技ができるようになろうと努力する姿が

見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
技の段階を示したフローチャートやどうやって仲間の技を評価し合っ

ていくかを提示したことが非常に有効で合った。また、子どもたちで

考えて練習の場を変更できるように指導したことも主体的に学ぶ一助

となった。 

【自己評価】 
技ができるようになってきたり、仲間からの励ましや認め合う声がけ

が多くなってきたりすると、自分から挑戦する子が増えてきた。自分

の課題としては、子どもたち同士の関わりがより活発になるような関

わりを多くしていきたいと感じた実践であった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①技の行い方について言ったり、書いたりしている。 

②自己の能力に適した切り返し系や回転系の技を安定して行ったり、

発展技に取り組んだりすることができる。 

①仲間と動きの出来栄えを評価し合い、動きのポイントと自己の動き
を照らし合わせ、自己の課題を見つけている。 

②見付けた課題を解決するために、複数の場の中から自己の課題に適
した練習の場を選んでいる。 

③グループの中で役割を決めて観察し合い、つまずいていた技やこつ

やわかったことを仲間に伝えている。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 
②互いの役割を決めて動きを見合い、仲間と助け合っている。 
③器械・器具の準備や片付けなどで、分担された役割を果たしている。 
④技を行うなかでわかったことを伝えたり、課題の解決方法を工夫し
たりする際に、仲間の取組を認めている。 
⑤けがのないように、互いの服装や髪形に気を付けたり、場の危険物
を取り除いたりするとともに、試技の前後などに器械・器具の安全
に気を配っている。 

成果 

①フローチャートが非常に有効であった。フローチャートが練習の場

やあったことで、自分に合った技の段階や様々な練習方法を理解す

ることができた。 
②どの子もフローチャートを活用し、自己の能力に適した段階を把握

して取り組んだことで、技能の向上が見られた。 

①③視点を与えたり、どこで動きを見るのかを指導したことで、仲間

の課題を見つけ合うことができた。互いにどこを見て欲しいのか

を伝え合うグループも出てきた。 
 ②フローチャートを提示したり自分たちの課題に合うように場を変

えるように指導したりしたことで、仲間と協力しながら、自己の

課題に合った場を設定して学ぶことができた。 

 マット運動に続けて、跳び箱の学習に入ったことで、準備や片付け、

安全面での気配り、仲間の取組の認め合いなど、前の単元よりも主

体的に取り組む姿が見られた。器械運動を続けて行う価値に触れる

ことができた。 

課題 

①②特に回転系の台上前転の練習方法において、場を易しくするため

の段階をより詳しく提示したり、説明したりするとよかった。そ

うすることで、スモールステップでできた実感を味わったり、跳

び箱で台上前転ができるようになったりできたと感じる。 

①③主体的にアドバイスをし合ったり、取組を認め合ったりする姿が

たくさん見られた。しかし、自分の考えを伝えにくい子たちが、

グループの中で観察したことをどのように伝えていくかをより具

体的に示していく必要があった。 

 ④仲間の取組を認め合う場面がグループ内でたくさんあった。しか

し、課題を把握することや練習の場を選択するのに時間がかかっ

ているグループや児童には、他のグループ同士で関わりあう場面

を設定してもよかった。そこでアドバイスをし合い、より自己に

合った課題を見付けたり、解決できたりしたと考える。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案・単元構造図・学習カード・場の設定 

○技のフローチャート 

 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

○児童の意識調査を今回も行った。意識調査したことを子どもたちに

伝えることで、どの子も肯定的な雰囲気で学習することができた。

技のフローチャートに技の段階と練習方法がわかるようなものを提

示し、学び方を指導することで非常に主体的に学習していくことが

わかった。フローチャートとグループでの学び合いの仕方を提示し、

器械運動の学習をしていくことを、ぜひオススメしたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校４年 単元名 表現運動  「みんなの動き発見！」（６時間） 指導と評価の計画  （簡易単元構造図） 

単元の 

目標 

知識及び技能 表現運動の行い方を知るとともに、表現の楽しさや喜びに触れ、その行い方を知るとともに、表したい感じを表現して踊ることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己の能力に適した課題を見付け、題材の特徴を捉えた踊りや交流の仕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。 

学びに向かう力、人間性等 表現運動に進んで取り組み、誰とでも仲良く踊ったり、友達の動きや考えを認めたり、場の安全に気を付けたりすることができるようにする。 

単
元
の
評
価
規
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①表現の行い方について、言ったり動いたりしている。 
②題材の特徴を捉えて、表したい感じをひと流れの動きにして即興的に踊

ることができる。 
 
 

①表したい感じやイメージがあらわれているか、友達の踊りを見て、自己や

ペアの課題を見付けている。 
②題材の特徴を捉え、自己の能力に合った課題を選ぶことができる。 
③自分が表したい感じやイメージを動作や言葉にして友達に伝えている。 
 

①表したい感じをひと流れの動きで踊る運動に進んで取組もうとしてい

る。 
②表現に取り組む際に、誰とでも仲よくしようとしている。 
③友達の動きや楽しく踊るための友達の考えを認めようとしている。 
④場の設定や用具の片付けなどを友達としようとしている。 
⑤友達とぶつからないように場の安全を確かめて動いている。 

時間 １ ２ ３ ４（本時） ５ ６ 

目 

標 

表現運動の行い方を知り、体を

自由に動かしながら、表したい感

じを動きにする楽しさを味わえる

ようにする。 

マネっこゲームを通して、提示

された動きの特徴やよさを見付け

ながら、友達と楽しく踊ることが

できる。 

題材の特徴を捉え、冒険場面を表

すためには、どんな動きの工夫がで

きるかを考え、動きを試していくこ

とができる。 

ペアで踊る活動を通して、自分の

課題や場面を選んだ理由を動作や

言葉にして伝え、交流できるように

する。 

ペアで踊る活動を通して、場面を

選んだり動きを工夫したりし、場面

をイメージして即興的に踊ること

ができるようにする。 

友達と様々な場面の表現を試し

ていく活動を通して、自分や友達の

考えた動きのよいところを認め合

えるようにする。 

学
習
の
流
れ 

●ソーシャルディスタンシングを

意識して、大まかな活動スペー

スを確認する。 
●準備活動   

新聞紙で動き発見！ 
●新聞紙を動かし、その様子を真

似して動いてみよう。 

Cよく見て、紙の動きの速さを合わ

せてみよう。 

C体を伸ばしたり、縮めたり、繰り

返していると面白いな。てから

床に手をついてもいいね。 

C私も新聞紙を動かして友達と楽し

んでみたいな。 

●ペアで動き発見タイム：新聞紙

を動かしたり、その真似をした

りしながら、様々な動きの工夫

を見付けていく。 

C一つの動きを繰り返しても楽しい

ね。 

 

体の動かし方がたくさんあることが

分かったよ。ほかにはどんな動きがあ

るかな。 

●振り返り  
見付けた動きを全体で共有す

る。 
●整理運動 

●準備活動  
マネっこゲームで動き発見！  

●マネっこゲーム１ 

 教師が提示した動きを真似して

いく。普段の運動で動かすことが

少ない体勢などができるように

する。 

C リズムが崩れて難しい動きは、で

きたときにすごくうれしいよ。 

 

●マネっこゲーム２ 

 友達が即興で考えた動きを見て、

真似をするゲーム 

C 真似する動きを考えるのが難しい

な。  

C 同じような動きでも、速さや大き

さが変わると違う動きに見える

ね。 

 

友達と一緒に、もっといろんな動き

を試してみたいな。 

 

●振り返り  
ワークシートにお気に入りの動

きや、ゲームをして感じたこと

を記録する 
●整理運動 

●準備活動   
ジャングル大冒険で動き発見！  
【課題を見付ける活動】 
「ジャングル大冒険」冒険カードに

ある場面を想像し、即興で表現し

ていく活動を行う。 

C 今までやったことのある動きを使

っても表せそうだよ。 

Cいろんな場面を表現したいな。 

C２つの場面をつなげて長い表現に

できないかな。 

 

 

 

 

C 動きの種類や速さを変えると、場

面の変化が表せそうだね。 

C 動きの高さが大きく変化するよう

にすると、場面が変わったように

感じるね。 

 

もっと冒険場面を増やして、動きの

工夫を見付けたいな。 

 

●振り返り 
見付けた動きの工夫を全体で共

有する。 
●整理運動 

●準備活動   
ペアでひと流れの動きを踊ろう 
【課題を見付ける活動】 
場面を自分たちで選んで表す活動 

を行う。「ジャングルで大冒険」 

Cペアで協力して踊るんだね。 

C 冒険の入り口と脱出した場面はみ

んな同じ動きだよ。 

C 途中でどんなことが起きたら楽し

く踊れるかな。 

Cどんな動きをしてみようかな。 

 

 

 

Cペアでそろえると楽しいよ。 

C 同じ動きでも左右を反対にしたら

メリハリがつくよ。 

C 役割を分けても場面の感じが表せ

そうだよ。 

C 場面が変わった時に、２人同時に

大げさに動きを変えよう。 

お互いのできる動きや、イメージを

伝え合うと新しい工夫もできて楽しく

表現できるね。 

●振り返り 
見付けた動きの工夫を全体で共

有する。 
●整理運動 

●準備活動   
空想の名場面集を作ろう① 

【課題を見付ける活動】 
題材をペアで選んで、いろいろな場

面を表す活動を行う。「○○探険」 

C新しいペアになって踊るよ。 

C 柔らかい動きが得意だから、宇宙

探検にしようかな。 

C ジャングル大冒険の時の動きを使

えるかな。 

●チャレンジタイム１ 

C 得意な動きではないけど、やって

みたら楽しいよ。 

Cペアで動く工夫を使おうかな。 

●チャレンジタイム２ 

C１つ目と比べたらどちらが好きか

な。 

C 気に入った踊りをまた踊りたい

な。 

C たくさんの場面をつないでも、続

けて踊れそうだよ。 

次はグループでも表現して、新しい

動きの工夫を見付けたいな。 

●振り返り 
工夫した動きや場面について交

流し、次時に表現したいものを

想起する。 
●整理運動 

●準備活動   
 空想の名場面集を作ろう② 
●お気に入りの題材ややってみた

い場面を考え、友達と表現を楽し

もう。 

C 考えた踊りに名前をつけるんだ

ね。 

C 場面はもう一度選びなおしたい

な。 

C いつでもすぐに踊れるように、何

回も踊ろう。 

 

●名場面発表会 

C違う場面を見てみたいな。 

C メリハリがあってよい動きがあっ

たよ。 

C 場面が変化したのがよくわかる動

きだったよ。 

C速さを変えるのが上手だね。 

C 表情まで細かく表現していて素晴

らしいね。 

 

●振り返り 

全体で見たり体験し合ったりし

て、見付けた友達のよい動き、素

敵な表現を共有する。 

 

●整理運動 
知 ①観察・学習カード（授業後）    ②観察・学習カード  

思  ①観察・カード ②観察・カード ③観察・カード   

態 ①観察 ④観察 ⑤観察 ③観察 ②観察 ③観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                        20210205 二条小学校 吉野 令欧奈 

ペアでの表現にはどんな動き

の工夫があるだろう。 
２つの場面をつなげて表す

と、どんな動きの工夫があるだ

ろう。 



 
 

20210205 二条小学校 吉野 令欧奈    

小学  ４  単元名 表現運動 「みんなの動き、発見！！」 成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇表現運動を通して、自分なりの動きを見付けようとしたり、友だちの動

きを見て真似てみたりという、運動への働きかけが見られた。 
〇表現運動の面白さを感じようと、題材についてどんな動きができそう

か考える姿があった。 
△動きを選ぶことを教師が強調してしまったことによって、子どもが動

きの工夫を楽しんでいく範囲が狭まってしまった。 
 

【教師の関わり・手だて】 
〇準備活動で音楽に合わせて新聞紙を動かし、全員でゆったり動きなが

ら心と体をほぐしていこうとした。新聞紙の扱いは、本時で学習してい

く動きのヒントになるものにしていくとよりよい。 
△表現運動を通して、自分が考えた動きの工夫を楽しめるようにするた

め、他者評価を入れる場面には注意が必要。まとめの段階で評価の場面

を設定してしまったので、自分の動きを反省する子どもの姿につなが

ってしまった。 

【自己評価】 
〇表現運動の単元を通して、普段ゲーム領域ではうまく動くことができな

いと感じている子が、進んで体を動かすことができる場面を作ることが

できた。 
△一方で、題材、人数、動きの工夫など子どもが考え、試したことを価値

づけるための構成になるように、運動を始める前のイメージの共有や

個々の関心などを捉えていく場面の設定も必要であると感じた。 
 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①表現の行い方について、言ったり動いたりしている。 
②題材の特徴を捉えて、表したい感じをひと流れの動きにして即興的に

踊ることができる。 
 
 

①表したい感じやイメージがあらわれているか、友達の踊りを見て、自己

やペアの課題を見付けている。 
②題材の特徴を捉え、自己の能力に合った課題を選ぶことができる。 
③自分が表したい感じやイメージを動作や言葉にして友達に伝えてい

る。 
 

①表したい感じをひと流れの動きで踊る運動に進んで取組もうとしてい

る。 
②表現に取り組む際に、誰とでも仲よくしようとしている。 
③友達の動きや楽しく踊るための友達の考えを認めようとしている。 
④場の設定や用具の片付けなどを友達としようとしている。 
⑤友達とぶつからないように場の安全を確かめて動いている。 

成果 

①題材のイラストや写真を見て、どのように動いていこうか言葉にする

ことができた。 
②題材の特徴を自分で感じたように動くことができた。 

 

① 
② 
③ 
 
 
 

 
① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

課題 

①題材に対する教師のイメージを子どもに示し過ぎてしまったため、自

分から動き出す子の貴重な考えや動きの工夫を全体に広げられなかっ

たところがあった。 
②即興的に踊るために、動きを試す時間が不足していた。もっと自由に発

想を生かして動きを試していくことができれば、表現運動のよさを理

解して学習できるようになると考える。 
 

①表したいイメージを追究する子は少数であり、動き出すために手立て
が更に必要であった。自己やペアの課題として、「もっとこうしたらよ

い。」ということから、「更にこんな動きもできそうだね。」と前向きな

課題を見付けられるように、個々の動きに浸る場が大切。 
②題材の特徴をどの子も捉えて表現しようとしていたが、題材自体が動 
きのバリエーションが少ないものが含まれていた。表現に苦手意識が 
ある子はバリエーションの少ないものを選び、単調な動きを繰り返す 
ことになったので、題材の精選が必要。 

① 
② 
③ 
④ 

⑤ 

 
備考 
 

【共有教具】 
①分身くん…体をかたどっと新聞紙を導入の段階で活用した。 
 実際の自分の体の大きさより少し小さいように作り、一人一人持てる

ようにした。 
②冒険カード…ジャングル大冒険で活用するためのイラストカード。 
 表現してみたい場面を選ぶために作成したが、実際授業を行ってみる

と、カルタのようにめくり、ゲーム感覚で即興表現を楽しむために活用

した際の方が効果を実感した。 
 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 
①音楽  
準備活動、表現する冒険の場面で活用した。動

き出すきっかけになった。サウンドトラックな

どの歌詞のないものがよい。 
②アイディアとして… 
動画もよいですが、授業の画像を見返したら、

静止画でも十分交流できそうだと感じた。ペア

など人数が増えてきたら友達の表現場面の画

像を提示し、かかわりの工夫のよいところを客観的に見ることができる

ようにするとよいのではないかと考える。 

 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 

友達の動きを見て真似たり、更に工夫を加えて自分の表したい感

じを追究したりする姿があった。自己の能力に合った課題として、場

面を自分で選んで表現する学習を設定し、どの子も自分の行いたい

ものを選んで活動することができた。自分が表したい感じを見付け

ていくのに時間が必要であったが、単元が進むにつれて動きを見付

けていくことができるようになった。 

友達の動きを見て真似たり、更に工夫を加えて自分の表したい

感じを追究したりする姿があった。自己の能力に合った課題とし

て、場面を自分で選んで表現する学習を設定し、どの子も自分の

行いたいものを選んで活動することができた。自分が表したい感

じを見付けていくのに時間が必要であったが、単元が進むにつれ

て動きを見付けていくことができるようになった。 

 どの子も誰とでも仲良く踊ることができたが、誰もが楽しく踊

れていたわけではないことに配慮していきたい。単元の後半で

は、テーマなども自由度が広がっていくので、個々に安心して学

ぶ手立てが必要である。 
 安全については、表現運動に熱中するあまりに転倒などのケガ

のないよう声掛けをしていくことも忘れないようにしたい。 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 

小学校 ６年 単元名 ボール運動 ネット型「個性を見付け チーム力発揮 アタック！ソフトバレーボール」 指導と評価の計画（簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 簡易化されたゲームで、個人やチームの連係による攻撃や守備によって、攻防をすることができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己やチームの特徴に応じた戦術を考えるとともに、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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、ルールを守り助け合って運動をしたり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① ゲームの中でボールの落下点を予想し、その方向に体を向けて、素早
く移動することができる。 

② 味方が受けやすいように、レシーブやトスをすることができる。 
③ 片手を使って、自分が狙ったところにボールを打ち返す（アタック）
することができる。 

④ ボールを持たないとき、次のプレーを予測し、動くことができる。 

① 練習や試しのゲームを通して、自己やチームの特徴（個性）を見付け
ようとしている。 

② 自己やチームの特徴に応じた連係の動きを考え、自己の役割を認識し
ている。 

③ 自己や味方との対話を通して、プレーの質を高めようとしている。 

① ソフトバレーボールの簡易化されたゲームや練習に積極的に取り組
もうとしている。 

② ルールやマナーを守り、仲間と助け合おうとしている。 
③ ゲームや練習を行う場の設定や整備、用具の後片付けなどを、安全に
気を配りながら、自分から関わろうとしている。 

④ 仲間の考えやプレー、結果（勝敗）を受け入れようとしている。 

時間 １ ２ ３ ４ ５（本時） ６ 

目 

標 

〇ソフトバレーボールの楽しみを知
り、思ったところにレシーブを返
すことができるようにする。 

〇アタックしやすいようなトスをあ
げることができるようにする。 

〇試合の仕方を知り、試しの試合を通し
て自分の得意や不得意、チームの傾向
をつかむことができるようにする。 

〇チーム内での対話を通して、アタック
につながるまでのそれぞれの役割を見
付けることができるようにする。 

〇連係に磨きをかけるために、ボールが
動いている間の次に備えた動きを工夫
することができるようにする。 

〇仲間と助け合ったり、考えやプレー、
結果を認めたりしながら、楽しく運動
に取り組むことができるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

『オリエンテーション１』 

●ソフトバレーボールの楽しさ（特

性）について考える。 

T これまで学習してきたソフトバ

レーボールの印象はどうかな。 

C 相手に返すだけ。 

C 思うようにボールを操作するこ

とができなかった。 

●単元の学習目標を共有する。 

チームの連係による相手との 

やり取りを楽しもう！ 

●学習の流れについて知る。 

●ソフトバレーボールで必要な、個

人の技能について知る。 

・レシーブ 

・トス 

・アタック 

●レシーブの動きについて考える。 

・相手がふわっと投げたボールが

落下しそうな地点にリングを置

き、そこにバウンドしたボールを

キャッチする。（落下点予測、移動） 

 ・相手がふわっと投げたボール

を、両手で持ったリングの中を通

す。（落下点予測、移動、打点） 

T ボールの落下地点を予測した

ら、リングは固定するといいよ。 

 ・ボールを、手で返す。 

レシーブは、ボールの落下点に動き、

「打つ」ではなく、「当てて」「ふわっ

と」イメージなんだね。 

『オリエンテーション２』 

●準備活動 

チームの連係を 楽しもう 

●トスのボールの軌跡について考

える。 
【課題を見付ける活動】 

様々な場所から、様々な軌跡のボ

ールを投げさせ、どんなボールが

アタックしやすいか試してみる。 

 T アタックがしやすいボールっ

て、どんなボールかな？ 

C まっすぐ来ると、慌てちゃう。 

C 自分の後ろ（背後）から来ると、

アタックしにくい。 

アタックしやすいボールでつな

ぐには、どうすればいいかな。 

●トスの動きについて考える。 

・相手からのボールを、ヘディン

グで返す。（落下点予測、移動） 

 ・相手からのボールを、頭上でキ

ャッチする。（落下点予測、移動、打点） 

 ・相手からのボールを、両手で返

す。 

●レシーブ＆トスリフティングを

する。 

 T どっちがやりやすいかな？ 

 C レシーブ  C トス 

 C その時によって違うなぁ 

トスは、アタックしやすくするため

のパスなんだね。ふわっとするボー

ルの方が、アタックしやすかったよ。 

『自分やチームの個性を見付ける』 

●準備活動 

 ・チームごとのストレッチ 

 ・レシーブ＆トスリフティング 

試合の仕方を 知ろう 

●試合に挑戦する。 

 ・行い方（ルール）について知る。 

 ・6 人 1 チームで 3 人ずつに分か

れ、チーム内で試合を行う。 
【課題を見付ける活動】 

試合での困り感を共有し、解決するため

に、まずは自分たちの力に気付くことが

大事であることに気付かせる。 

 T やってみてどうだった？ 

 C 来たボールをすぐ返しちゃう。 

 C なかなかつながらないよ。 

 C アタックが気持ちいい！ 

自分やチームの個性を見付けよう 

●個人の技能（レシーブ、トス）を

知るために、お互いに見合う。 

 C あまり大げさに腕を振らないほう

が、狙ったところに行くよ。 

 T 仲間と教え合うと、うまくいくね。 

●最終的にアタックで終わるため

には、どのようにボールをつなぐ

といいかを考える。 

レシーブやトスの連係があるから、

アタックができるんだね。そのため

の個人の技能を高めることが、チー

ムの力を高めることになるね。 

●振り返り（学習カード） 

『課題を見付け、解決する』 

●準備活動 

 ・チームごとのストレッチ 

 ・レシーブ＆トスリフティング 

交流試合を通して、 

チームの力を高めよう！ 
●交流試合をする。 
【課題を見付ける活動】 

交流試合が終わった後に、アタックでき

た人から「うまくいった理由」を聞くこと

により、アタックまでの連係プレーが大

事であることに気付かせる。 

アタックまでの連係プレーに関する 

チームの課題を見付け、解決しよう 

●チーム内で交流試合をふり返る。 

●課題についての全体交流をする。 

 C 自陣で初めにボールに触る時、

見合ってしまった。 

 C 思ったところにボールをつなげ

られなかった。 

 C ボールをつなぐ相手を意識して

いなかった。 

●課題を解決する練習について考

え、練習をする。 

 ・チーム内で、練習する人、練習を

見る人に分かれ、役割を明確にす

る。 

●練習成果を試す交流試合をする。 

ふわー、ふわー、ドンで連係できる

ぞ。連係あってのアタックなんだね。 

●振り返り（学習カード） 

『課題を見付け、解決する』 

●準備活動 

 ・チームごとのストレッチ 

 ・レシーブ＆トスリフティング 

交流試合を通して、 

チームの力を高めよう！ 

●交流試合をする。 
【課題を見付ける活動】 

攻撃の起点は何から始まっているかを考

えながら試合を行う。 

 T ボールが自陣に来た時に、どんな動きを

していたかな？ 

 C ボールを見ていた。C さわろうと動いた。 

 C ボールをうまくつなげなかった。 

次につながる連係プレーに 

みがきをかけよう 

 C アタックが早すぎて、レシーブできない

よ。 

 T じゃあ、レッドゾーンを無くして、相手

のアタックは、１バウンドレシーブ OK に

しよう！ 

●チーム内で練習をする。 

T ボールにさわろうとしている人がいると

き、自分はどうしているかな。 

C 止まって見ていた 

T 相手アタックのレシーブに意識しよう！ 

C 相手がアタックする時、後ろに下がれば、

レシーブしやすいぞ！ 

ボールを持たない時も、止まらず動

けば連係プレーがよりよくなるね。 

●振り返り（学習カード） 

『リーグ戦』 

●準備活動 

 ・チームごとのストレッチ 

 ・レシーブ＆トスリフティング 

●チーム内紅白試合 

 ・これまでの学習を確かめる。 

●本時の流れの確認 

 ・個人の技能＋チームとしての 1

人 1人の動きが重なると、アタッ

クにつながることを、学習カード

なので振り返る。 

学級ソフトバレーボール大会 

今までの学習で身に着けた力を

生かして楽しもう！ 

 ・対戦相手や試合方法の確認。 

 ・同チームを 2チームに分ける。 

 ・A1対 B1、A2対 B2で対決する。

それぞれの得点を合算し、勝敗を

決める。 

 ・4チーム総当たり戦で、順位を決

める。 

●全体交流 

 ・試合の振り返りをする。 

 ・チームで活躍した選手を、理由

も含めて紹介する。 

チームメイトの協力があってアタッ

クを楽しめるんだね。今度は、ネット

を高くしてやってみたいな。 

 

知 ① ②観察 ①②観察 ③観察  ④観察 ① ②③④観察 

思   ①学習カード ②③観察・学習カード  ② ③観察 

態 ①②③④ 観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                          20201210 前田中央小学校 成田 剛俊 



20201210 前田中央小学校 成田 剛俊    

小学校 ６年  単元名  ボール運動 ネット型「個性を見付け チーム力発揮 アタック！ソフトバレーボール」 成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇相手のアタックに対応できないため、攻めの連係が生まれない状況に

あった。そこでアタックのときに限り、1バウンドまで OKにしたと
ころ、レシーブするために後ろに下がろうとする動きが生まれてき

た。ボールに連動した動きを意識することで、つながりが出てきた。 

【教師の関わり・手だて】 
〇アタックの速さに対応できるよう、相手のアタックに限り 1バウンド
まで OKというルールを付け加えた。 
〇いい動きがあったときには、集合し、そのプレーを再現しながらみん

なで考え、ボールに合わせた動きを全体で共有できるようにした。 

【自己評価】 
〇子供の困り感に合わせてルールを柔軟に扱ったことで、子どもの動き

の幅が広まった。自陣に来たボールをすぐに相手に返そうとする一部

の人だけの活躍で成り立っていた当初と比べ、1点の価値をみんなで
共有し、積極的に連係しようとする子が増えてきて、喜びを感じた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① ゲームの中でボールの落下点を予想し、その方向に体を向けて、素
早く移動することができる。 

② 味方が受けやすいように、レシーブやトスをすることができる。 
③ 片手を使って、自分が狙ったところにボールを打ち返す（アタッ
ク）することができる。 

④ ボールを持たないとき、次のプレーを予測し、動くことができる。 

① 練習や試しのゲームを通して、自己やチームの特徴（個性）を見付
けようとしている。 

② 自己やチームの特徴に応じた連係の動きを考え、自己の役割を認
識している。 

③ 自己や味方との対話を通して、プレーの質を高めようとしている。 

① ソフトバレーボールの簡易化されたゲームや練習に積極的に取り
組もうとしている。 

② ルールやマナーを守り、仲間と助け合おうとしている。 
③ ゲームや練習を行う場の設定や整備、用具の後片付けなどを、安全
に気を配りながら、自分から関わろうとしている。 

④ 仲間の考えやプレー、結果（勝敗）を受け入れようとしている。 

成果 

①②単元の中でソフトバレーボールの連係プレーに必要な技能を高め

る時間を確保したことで、試合において連係の動きに集中し、楽

しさや達成感に浸ることができた。 
③誰もがアタックの楽しさを味わえるよう、卓球用のフェンスをネッ

ト代わりに使った。このことで、ジャンプしながらアタックしなく

ても手軽にアタックができるようになった。 
⑤ ボールに関わらないときの動きを意識化させることで、連係しよ
うとする子どものイメージを体現することができた。 

①個性という言葉で自分やチームを見つめさせたことにより、課題だ

けでなく、自分の長所にも気付き、前向きに学習に取り組むことが

できた。 
②レシーブからトス、アタックまでの一連の流れを、「ふわー、ふわー、

ドン！」という音で表したことで、求められる動きや役割の判断が

つきやすくなった。 
③自分の考えをチームに伝えようとする姿が見られるようになった。 

①単元の中で自己やチームの特徴（個性）を見付ける時間を確保した

ことで、課題を見付ける際に、自分事として考えたり、練習に主体

的に取り組もうとしたりすることが、これまでより高まった。 
②④失敗しても、その子を励ます声が聞こえるようになった。点数を

取った時に、チームで決めた掛け声を発することで、得点の喜びを

チームみんなで共有できた。 
③場の準備に手間がかからないよう、卓球フェンスをネット代わりに

使ったのが効果的だった。 

課題 

①②特にトスに関しては、向きを変えながらアタッカーへ上げなけれ

ばならず、難しい技能であることが分かった。そのため、トスはキ

ャッチして上げることも可（コール制にして）とすることも考えた

ほうがよかった。 
④ アタックに慣れてくると、フェンス際でのアタックが出始めたの
で、アタッキングゾーンを設定するとよかった。 

①②③対話の必要性は感じていても、対話しようと自分から動ける子

が少なかった。日頃の学級経営から見直さなければと反省し

た。対話の話題を見付けられる子と、何について対話すればい

いか分からない子の差が顕著に表れた。プレーを伴う対話がと

ても少なかったので、動きながらお互いにアドバイスできるよ

うに、これから関わっていきたい。 

②できるだけたくさんのプレー時間を確保するため、プレーヤー自身

が審判も行うことにしたところ、判定が微妙なプレーの時に、力が

強い子の意見が通ったり、あいまいなまま流そうとしたりする姿が

見られた。学級の実態を見極めると、審判も必要だったと考える。 
④結果を誰かのせいにする子がいたので、今後は味方や相手を尊重す

る態度を養っていきたい。 

 
備考 
 

 

 

【場の設定】 

 フラットマーカー 

 

 

 

 テープでマーキング 

【学習カード】 

 

 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方
の吟味 

関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 

◎チーム編成 ６人１組（３人ずつ試合に出る）    今回の「初めの」ルール 

◎サーブ 

 ・手で投げる。または、アンダーハンドでサーブ。 

 ・点数を取ったチームが、サーブ権を得る。 

◎点数の取り方 

 ・相手コート内にボールが落ちたら、１点。誰にも触れずにボールがコートから

出たら、相手に１点。触ったボールが自陣から出たら、相手に 1点。 

 ・同じ人が２回続けてボールを触ったら、相手に１点。 

 ・相手がコート内で４回以上ボールを回してしまったら、１点。（３回までに相

手に返すこと） 

◎特別ルール（救済ルール） 

 ・相手が返したボールがレッドゾーンに落ちた場合は、１バウンドまで OK! 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

新琴似北小学校  ６年   単元名 タグラグビー          指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 タグラグビー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。 

思考力、判断力、表現力等 ルールを工夫したり、自己のチームの特徴に応じた作戦を選んだりするとともに、課題解決のため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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組んだり、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して、仲間の考えや取組を認めようとするとともに、場や用具の安全に気を付けている。 

単 

元 

の 

評 

価 

規 

準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① タグラグビーの行い方を知るとともに、相手のタグを取っ
たり、タグを取られないように走り抜けたりすることがで
きる。 

② 味方がタグを取られた時にすぐにパスをもらえる位置に移
動することができる。 

① チームの課題に合わせた作戦を考えたり、選んだりすることができ
る。 

② 作戦について絵図や言葉を用いて相手に伝えることができる。 

① 運動に進んで取り組もうとしている。 
② ルールを守り誰とでも仲良く運動しようとしている。 
③ 勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたりしている。 
④ 場や用具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２・３ ４（本時）  ５ ６ 

目 

標 

タグラグビーの行い方を知ると共に 
１vs１、２vs１、２vs２のゲームを理 
解することができるようにする。 

オールコートでの５vs５でのゲームの行い方 
を知るとともに、タグを取られないように走り 
抜けることができるようにする。 

攻撃に有利な状況を作るために作戦を考えた 
り、選んだりすることができるようにする。 

攻撃に有利な状況を作るために作戦を考えた 
り、選んだりすることができるようにする。 

大会に向けてチームで作戦を立て、場や用具の安
全に気を付けながら主体的に運動に取り組むこと
ができるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●準備活動 

●オリエンテーション 

勝ち負けより一番大切なありがとうの気持ち

をもってゲームをしよう 

・タグラグビーの行い方・ねらいを知る 

・ボールの扱い方・タグの取り方について知

る。 

・パス回し 

ルールⅠ 

① ボールを前へ投げてはいけない 

② ボールを前へ落としてはいけない 

③ タグを4回取られたら攻守交代 

④ ボールをサイドラインに出したり前へ投
げたりしたらタグを1回取られたことに

なる 

⑤ 待ち伏せ禁止、ダブルタグ禁止 

⑥ タグを取られるまでパス禁止 

●動いて確かめる活動 

 

 

 

 

 

T：遠くにいるとパスがつながらないから

チームで電車のように並んで攻めていこ

う。 

 

 

C：急に難しくなった。 

C：どうやってパスをするか決めておこう 

T：取られないようするよりも取られる前

提でパスを待とう。 

●振り返り（学習カード）・整理運動 

・タグラグビーのルールや運動の特性につ

いて分かったことをカードに記入する。 

●準備活動 

●前時の振り返りカードの紹介 

・走り抜けるのが楽しかった。 

・パスするのが難しかった。 

●チームごとに練習タイム 

T：取られるまで走ることと後ろに下がらな

いようにして全員で前へ攻めよう。 

【課題を見つける活動】 

 

 

T：まずはどんなゲームなのか試してみよう 

T：ボールを持ったらタグを取られるまで走

ろう 

C：広い方へ走り抜けよう 

C：取られたときにどうしていいか分からな

い。 

●全体交流 

T：どんなときにトライできたのかを考えて

みよう。 

・チームごとに課題を決めて練習をする 

C：走りながらパス回しをしてみよう。 

C：ミニゲームをして動きを確認しよう。 

 

 

 

●相手チームのすごいプレーを振り返り、認

め合う気持ちを高める 

T：相手チームのすごい攻めを見つけよう。 

C：フェイントがすごくて抜かれた。 

C：スピードが速くてかわされた。 

T：相手を認めることで自分たちのチームの

課題が見えてくるね。 

●振り返り・整理運動 

・2人で囲まれるとサイドラインに出たり、

すぐにタグを取られたりする。 

●準備活動 

●前時の振り返りカードの紹介 

・パスがつながってゴールが決まるとすごく楽

しかった。 

・タグを取られたときに「パス」と声が聞こえ

てパスをしたらゴールにつながった。 

【課題を見つける活動】 

・ICT で前時のスーパープレーを紹介し、タグを

取られたことで相手ディフェンスが１～２人

攻撃に参加できないことに気付かせ、チャン

スが生まれることを理解させる。 

T：どうしてスーパープレーなのか考えてみよう 

C：いないところにパスをしている。 

 

 

 

●チーム練習 

C：タグを取られたときにどこにいるか決めてお

こう。 

C：パスをもらったら反対側に走って。 

C：取られたらすぐにパスを出すようにしよう。 

C：パスを出すふりをして反対に投げるから両側 

にいよう。 

●動いて確かめる活動 

 

 

 

タグを取られてからすぐにパスを出すとチャンスが生

まれるので取られた後の動きを考えるとトライにつな

がるね。 

●振り返り・整理運動 

C：パスがたくさんつながって楽しかった。 

C：トライはできなかったけど、たくさん走

れた。 

●準備活動 

●前時の振り返りカードの紹介 

・たくさんパスがつながってからトライが決まると

気持ちよかった。 

 

ルールⅡ 

① ボールを前へ投げてはいけない 

② ボールを前へ落としてはいけない 

③ タグを３回取られたら攻守交代 

④ ボールをサイドラインに出したり前へ投げたり

したらタグ1回取られたことになる 

⑤ 待ち伏せ禁止、ダブルタグ禁止 

⑥ タグを取られるまでパス禁止 

【課題を見つける活動】 

・ICT で前時のスーパープレーを紹介し、ルール

が変わったことで違う動きもからトライにつな

がる可能性を考えさせる。 

※ルールが変更されたことにより、動き方が変わる

ことに気付かせ、ミニゲームをしながらチームの

課題を考えさせる。 

 

 

●チーム練習 

C：引きつけてパスを出そう。 

C：パスを出すふりをして走り抜けていくよ。 

●動いて確かめる活動 

 

 

 

パスをするのか抜くのかを相手を迷わせると作戦が成

功しやすいね。 

●振り返り・整理運動 

C：引きつけてパスをするとチャンスができ

た。たくさんつながって楽しかった。 

C：いつもよりもかわせた。 

●準備活動 

●前時の振り返りカード紹介 

●チームごとに練習タイム 

 

T：今までの学習を生かして大会をしよう。終わっ

た後に相手を讃えられるようになるといいよ

ね。 

 

 

 

 

●お互いのよかったプレーを伝え合う。 

C：素早い動きであっという間にトライされた。い

い攻撃だった。 

C：パスをつないでしたのがかっこよかった。 

 

 

 

●振り返り・整理運動 

C：このゲームを通してただパスをするだけ

じゃないことを知った。 

C：トライできなくても攻めていくとチャン

スができるからみんなでトライを決めた

気持ちになった。 

 

 

 

 

 

タグラグビーすごく楽しかった。考えながら動くことを楽

しめたよ。休み時間に外でできないかな。 

 

知 ①観察・学習カード ①②観察学習カード   ①②観察・学習カード 
思   ①②観察・学習カード ①②観察・学習カード  
態 ①②③④観察・学習カード    ①②③④観察・学習カード 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                          20201214 新琴似北小学校 髙橋 俊成 

ゲーム① １ｖｓ１ 

ゲーム② ２ｖｓ１ 

ゲーム② ２ｖｓ２ 

ゲーム 5ｖｓ5 

ゲーム 5ｖｓ5 

タグラグビー大会 

タグが取られることによるチャンスを生かし

て作戦をたてよう。 

ゲーム 5ｖｓ5 

ゲーム 5ｖｓ5 

どんな攻撃がトライにつながるだろう。 



20201227 新琴似北小学校 髙橋 俊成    

新琴似北小学校  ６年     単元名 タグラグビー                                    成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○どの子も汗をかき、走り抜けるルートと探し、一生懸命に取り組むこ

とができていた。一人では攻めきれないことが分かり、パスの必要感

とチームプレーの楽しさを味わっていた。 

【教師の関わり・手だて】 
○タグを取られるまでパス禁止にすることで、自分で攻めるという意

識が高まり、積極的に運動する姿が見られた。 
○ICT活用でタグを取られることのよさを理解することができた。 

【自己評価】 
ラグビーという子どもにとっては未知の運動を、最初は怖がっていた 
が学びを積み重ねることで、一番楽しかったと、自分が活躍すること 
や相手を認める姿が数多く見られたことは自分にとっての学びとなっ 
た。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
①タグラグビーの行い方を知るとともに、相手のタグを取ったり、タ
グを取られないように走り抜けたりすることができる。 
②味方がタグを取られた時にすぐにパスをもらえる位置に移動するこ

とができる。 

①チームの課題に合わせた作戦を考えたり、選んだりすることができ
る。 

②作戦について絵図や言葉を用いて相手に伝えることができる。 

①運動に進んで取り組もうとしている 
②ルールを守り誰とでも仲良く運動しようとしている 
③勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたりしている。 

④場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

①ゲームをする中で行い方を理解し、普段あまり体育に積極的でない

子も自分から取り組んでいた。 
②「タグを取られても良い」が子どもの既成概念になく、驚きと共に

失敗やチャレンジを恐れない積極的なランプレーをしていた。 
②味方のタグを取られる前提でゲームが進むので、ボールを持ってい

る子に対して自分がどこにいればいいかを考えながら動く姿がみら

れた。 
 
 

①タグを取られることが失敗ではない、トライへのチャンスメイクで

あることを体験することで、まずパスをするのではなく、パスは攻

めるときの選択肢の一つであることを感じていた。 

②チームごとにホワイトボードを使い、動きを可視化して共通理解を

図っていた。練習も作戦のように動くにはどうしたらよいかを話し

合いながらプレーをしていた。その都度、確認しながらミニゲーム

に取り組んでいた。 

①まず自分で責める意識があり、プレーに参加しない子がいなかっ

た。 

②③ノーサイドの精神で、相手チームのトライにも褒めたり拍手をし

たりする姿がみられ、自己中心的な子が勝敗よりも運動そのものの

楽しさに浸っていた。 

③タグの付け方、服装等、最初の安全指導の意味を理解し自分たちで

声を掛け合って取り組むことができた。 

課題 

①ゲームにおけるコートの広さの大切さを実感した。本来であればグ

ラウンドで行い、より多くの子どものプレーする時間を保証するべ

きであった。コートの広さで運動の様相が異なり、ランプレーの醍

醐味である疾走感やスペースを見つける動きをもっとたくさん味わ

わせることができたと感じる。 
 
 
 

①②チームで作戦を話し合うなど、励まし合い認め合う姿が見られた

が、チームごとの課題をもっと交流させる必要があったと感じ

た。チームを越えて上手になりたいという意識があったため、他

チームからのアドバイスをもらえる時間も設定しても良かった。 

②子ども達の技能に合わせてルールを変更していったが、子ども達と

話し合いながら、ゲームの様相をイメージさせながらルールを工夫

していく必要があった。 
③壁にエバーマット等を置き、ぶつかってもけがのないようにしてい

たが、その分、躊躇せずに走り抜ける子もいた。安全面での指導を

もっとする必要がる。 

 
備考 
 

【おススメ】 

パスを回すことがいいことではなく、攻めの一つの選択肢であるこ

と、まずは自分で攻めるという意識を学ぶことができます。パスを回

さなければいけないからパスする、パスをもらってもどうしていいか

分からないからとりあえず近くにパスする。そんな子がいなくなりま

す。 

 

3年生・5年生を対象に4時間の出前授業を札幌市スポーツ局で実施し

ています。指導の仕方からルールの工夫まで相談に乗っていただける

ので、とても勉強になります。なにより、ラグビーの持つ教材価値に

ついて学ぶことができます。タグやボールなどもいただけます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 教師の関わり方
の吟味 

関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習～ 



 

※１ 「知・技」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校６年 単元名 走り高跳び（４時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 走り高跳び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、リズミカルな助走から踏み切って跳ぶことができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 自己の能力に適した課題の解決の仕方、競争や記録への挑戦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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①走り高跳びの行い方について、言ったり書いたりしている。 

・リズミカルな助走 

・上体を起こした力強い踏み切り 

・はさみ跳びで足から着地 

②リズミカルな助走から、上体を起こして、力強く踏み切って跳ぶこ

とができる。 

①助走のリズムや踏み切りなど自己の能力に適した課題を見付け、課題に応じ

た練習の場や段階を選んでいる。 

②仲間との競争の仕方を考えたり、競争の規則や記録への挑戦の仕方を選んだ

りしている。 

③運動のポイントや学習の記録、仲間の動きのよさなどを学習カードに書いた

り、発表したりして伝えている。 

①走り高跳びに積極的に取り組もうとしている。 

②約束を守り、仲間と助け合おうとしている。 

③仲間の考えや取組を認めようとしている。 

④場や用具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３ ４（本時） 

目 

標 

〇力強く跳ぶための踏み切り足を決め、走り高跳びで個人

やグループの記録をどのように伸ばしていくかを考え

ることができるようにする。 

○自分で何度も試したり、友達の動きを見たりすることで、

高く跳ぶためのコツを見付けることができるようにする。 
○高く跳ぶための練習の仕方を知り、仲間の動きのよさや課

題を伝え合うことができるようにする。 
〇自分の跳ぶ姿を見ることで、助走のリズムや踏み切りなど

自己の能力に適した課題を見付け、課題に応じた練習の場

や段階を選ぶことができるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●準備活動 

・幌南エアロビ 

●単元の学習内容の確認をする。 

・自分の記録を得点化すること。（※学習カード参照） 

・グループの合計得点を競うこと。 

●感覚を高める４つの運動の行い方を知る。 

①ハリセンダブルキック ②バスケットゴールタッチ 

③ミニハードルジャンプ ④ダブルゴム紐８の字跳び 

 

 

●グループ活動 

・初めの条件…３歩助走から跳ぶ。 

・活動の目的…踏み切り足を決める。 

T「１・２・３」のリズムで跳ぼう。 

Tどちらの足で踏み切ると跳びやすいかな？ 

Cぼくは右足で踏み切る方がいいな。 

Cもっと助走を多くして跳びたいな。 

●全体交流 

・走り高跳びの四つの局面（「助走」→「踏み切り」→「空

中姿勢」→「着地」）を知る。 

T実際にやってみて気付いたことはありますか？ 

C４つのポイント（局面）は走り幅跳びと同じだよ。 
C助走が合わないと跳べない。 

C体全体を使って跳ぶことが大切だよ。 

●記録測定 

・目標記録を基に初めに自分が挑戦する高さを選ぶ。 

・記録の測定の仕方を知る。 

 

自分が踏み切りやすい足で、体全体を使って跳ぶと高く跳

べそうだ。 

 

●振り返り（学習カードの記入） 

●準備活動 

・幌南エアロビ  ・感覚を高める４つの運動 

                        

   前回の自分の記録を伸ばせるようにしよう。 

 

●課題を提示する。 

・模範となる連続写真を提示し、動きのコツを考える。 

 

 

●グループ活動 

・高く跳ぶためのコツを考えなら跳ぶ。 

●全体交流 

・高く跳ぶためのコツを局面ごとに交流する。 

T「助走」で大切だと思ったことは何かな？ 
C 勢いも大事だけどリズムも大事。 
C最後の１・２・３で思い切り。 
T「踏み切り」の時に大切なことは何かな？ 
Cハードルの時と違って、手も使って上へ跳ぶ。 

C踏み切り足と反対の足を高く上げる。 

T「空中姿勢」はどうだろう？ 

Cなるべく足をピンっと伸ばすようにする。 

C背中が猫背にならないようにする。 

●記録会（１人２回跳ぶ） 

Tグループで良かったところやアドバイスを伝え合おう。 

C５歩の助走になってもリズムがよかったよ。 

C５歩で踏み切りが合わないなら３歩でやってみたらどう。 

C振り上げ足がゴム紐にあたっていたよ。もう少しゴムの近

くで跳ぶといいね。 

 
助走のリズムや上体を起こした強い踏み切り、腕の振り上
げなどに気を付けると高く跳べそうだ。 
 

●振り返り（学習カードの記入） 

●準備活動 

・幌南エアロビ  ・感覚を高める４つの運動 

                       

自分の記録を伸ばすための練習をしよう。 

【課題を見付ける活動】 

上手に跳べている場合の動きと高く跳べない場合の動き

を比較することで、自分が意識して取り組むことを考える。 

T Ａさんは一番高く跳べていたけど、どんなところがいいかな？ 

C助走から踏み切りにかけてスムーズだよ。 

C特に助走のリズムがとても分かりやすい。 

 

 

●３つの局面に応じた練習の仕方を知る。（※学習カード参照） 

＜助走の練習＞ 

・目印（マーカー）を置いて距離の目安にする。 

・２歩目に踏み切り板を置いてリズムをつくる。 

＜踏み切りの練習＞ 

・３歩助走で力強く踏み切る。 

・５歩目に踏み切り板を置いて強く踏み切る。 

＜空中姿勢の練習＞ 

・ゴム紐を２本平行に持ち、足を大きく開くようにする。 

・ゴム紐をクロスさせて持ち、足が高く上がるようにする。 

●グループ活動 

・練習の仕方を試したり、どの練習が自分に合っているかを

考えたりしながら跳ぶ。 

●記録会（１人２回跳ぶ） 

・グループでタブレットを使い、動画を撮影し合う。 

 

それぞれのポイント（局面）に合った練習をすると、高く跳 

べそうだ。 

●振り返り（学習カードの記入） 

●準備活動 

・幌南エアロビ ・感覚を高める４つの運動 

                                        

目指せ最高記録！ 
自分の記録とグループの得点を伸ばそう。 

 

【課題を見付ける活動】 

前時に撮影した動画をタブレットで見ることで、自分の課

題が「助走」「踏み切り」「空中姿勢」のどこかを見いだし、

課題に合った練習方法を選択する。 
T（特徴的な児童を取り上げて）Ｂさんの跳び方でよいとこ
ろはどこかな？ 

C助走のリズムがいい。 
Tじゃあ、もっとこうすればいいと思うところはどこかな？ 
C抜き足が紐に当たっているから、抜き足も振り上げ足と同
じくらい上がればいいと思う。 

T ということは、Ｂさんの課題は、「空中姿勢」ということ
になるね。みんなも、動画を見てみよう。 

 

 

●グループ活動 

・自己の課題に応じた練習方法を選んで跳ぶ。 

Tなぜこの練習をしているの？ 

C助走にリズムをつけたいから踏み切り板を置くよ。 

C踏み切りがうまく合っていないから３歩助走でまずやってみる。 

●記録会（１人４回跳ぶ） 

・２回跳んだ後に、グループ内でアドバイスをし合う。 

 

リズミカルな助走や踏み切りの仕方、足の振り上げ方な

ど、自分の課題を意識した練習をすると、高く跳べるよう

になった。 

●振り返り（学習カードの記入） 

知  ①観察・学習カード ②観察・ICT ②観察・学習カード 

思 ②学習カード  ③観察・学習カード ①観察・ネームカード・学習カード 

態 ①②③④観察    

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20200831 幌南小学校 余田 峻也 

高く跳んで、自分の記録とグループの得点を伸ばそう。 
高く跳ぶためには、何が大切かな。 

 

高く跳ぶためには、どんな練習をすればいいかな。 

より高く跳ぶために、自分の課題に合った練習はどれかな。 



 
20200831 幌南小学校 余田 峻也    

小学   ６ 年     単元名   走り高跳び         成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
〇本時は想定通り、踏み切り後の空中姿勢に課題意識をもった子が多か

った。踏み切り後の動きは一瞬であるため、アドバイスする側は運動

を観る目が求められる。子どもなりに「もっとこうすれば？」という

アイデアを伝えながら取り組む姿が印象的だった。 

【教師の関わり・手だて】 
〇今回は竹のバーやエバーマットなどは使用せず、グループごとに同

じ場で何度も試技できるようにした。必要に応じて踏み切り板やケ

ンステップなどの用具を使えるようにしたことで、思考しながら運

動に取り組むことができた。 

【自己評価】 
〇自分の記録を伸ばすだけでなく、グループで得点を伸ばすという課

題を設定したことで、子どもたち同士で関わり合いながら学習する

展開になった。６グループ中５グループが４時間目で最高得点を出

すことができ、伸びを実感できた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①走り高跳びの行い方について、言ったり書いたりしている。 

・リズミカルな助走 

・上体を起こした力強い踏み切り 

・はさみ跳びで足から着地 

②リズミカルな助走から、上体を起こして、力強く踏み切って跳ぶことがで

きる。 

①助走のリズムや踏み切りなど自己の能力に適した課題を見付け、課題に応

じた練習の場や段階を選んでいる。 

②仲間との競争の仕方を考えたり、競争の規則や記録への挑戦の仕方を選ん

だりしている。 

③運動のポイントや学習の記録、仲間の動きのよさなどを学習カードに書い

たり、発表したりして伝えている。 

①走り高跳びに積極的に取り組もうとしている。 

②約束を守り、仲間と助け合おうとしている。 

③仲間の考えや取組を認めようとしている。 

④場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

 
 
 
 
           走り高跳びに必要な感覚を高めるために毎時間４つの 

              運動を行ったことは、効果的だった。 

                 グループに１台 iPadを用意し、前時に撮影し      

                 た動画を見ることから自分の課題を見いだせ 

るようにした。初めて自分の運動する姿を見る 

ことで、課題が明確になった。また、グループ 

で見合うことで、グループの仲間で課題を共有 

しながら学習を展開できた。 

                   ゼッケンの色で個の課題を示すようにし、

見ている仲間へアドバイスをしやすくな

るようにした。写真の赤いゼッケンの子は

「助走」を課題としている。見ている青ゼ

ッケンの２人は助走に着目しながら運動

を見てアドバイスすることができた。 

課題 

                 助走や踏み切りがうまくいかない子への手だて

として、足首にバンドを付けさせて踏み切り足

と振り上げ足を意識できるようにした。バンド

自体は有効であったが、もう少し早い段階で行

うべきだった。また、ICTを活用して自分の姿

を見る機会を単元の中にもう少し取り入れる

ことで更なる効果が期待できると感じた。 

                          初めにネームカードを黒

板に貼り、どの練習に取

り組むかを示したが、途

中で意識や課題が変わ

っている子も見られた

ため、活用の仕方を考え

ておく必要があった。 

                    このグループは全員が青ゼッケンで「空

中姿勢」を課題としている。どうすれば

より記録が伸ばせるのかを教師が入る

と考えることができたが、教師がいない

時間にいかに子ども同士で課題解決し

ていくことができるか、学び方を指導し

ていくことも大切だと感じた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案 

○学習カード（ガイドブック風） 

○教師評価シート（グループの得点の推移） 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

〇簡易走り高跳びセット 

・メジャーをつけた体操棒 

・ゴム紐（黒） 

・練習用ゴム紐（白２本） 

・ゴム紐に足が当たったか 

どうか記録を判定する絵札 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校６年   単元名 病気の予防（６時間）     指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識 病気の予防や対処の仕方について理解することができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 病気の予防に関わる事象から課題を見付け、病気を予防する視点から解決の方法を考え、適切な方法を選び、それらを説明し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 健康や安全の大切さに気付き、病気の予防についての学習に進んで取り組むことができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①病気は、病原体、体の抵抗力、生活行動、環境などが関わりあって起こることについ

て、理解したことを言ったり書いたりしている。 

③生活行動が主な原因となって起こる病気の予防には、全身を使った運動を日常的に

行うこと、糖分、脂肪分、塩分などを摂りすぎる偏った食事や間食を避けたりするこ

となど、健康によい生活習慣を身に付ける必要があることについて言ったり書いた

りしている。                  ※①～⑦のうち抜粋して記載 

①病気の予防について、病気の起こり方に関わる事象から課題を見付け
ている。 
③生活行動が主な原因となって起こる病気の予防について、学習したこ
とを自分の生活と比べたり、関連付けたりするなどして適切な解決方
法を考えている。 

                      ※①～④のうち抜粋して記載 

①病気の予防について、課題の解決に向けての話合いや発表などの学習や、教科書
や資料を調べたり、自分の生活を振り返ったりするなどの学習に進んで取り組も
うとしている。 

時間 １・２ ３ ４（本時）  ５ ６ 

目 

標 

健康な体を作るためには、健康によ 
い生活習慣を身に付ける必要がある 
ことを理解できるようにする。 

病気の予防について、自分の生活習慣を 
見直しながら、自分なりの課題を見付け 
ることができるようにする。 

体を病気から守るために、自分にとってよい 
運動に気付き、生活の仕方を見直すことがで 
きるようにする。 

喫煙や飲酒、薬物乱用などの行為は、健康を損なう原因となることにつ 

いて、なぜ健康への影響があるか考えたことを学習カードに書いたり、 

友達に説明したりすることができるようにする。 

地域では様々な保健活動が行われていること 
に気付き、自分の生活の仕方についても目標 
をもつことができるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●「健康」「不健康」のイメージを共

有する。 

T 健康って？ 

C 規則正しい生活をしている。 

C 好き嫌いをせず食事している。 

C ゆっくり眠っている。 

C 体を思い通りに動かせる。 

T 不健康って？ 

C 集中力がない。 

C イライラしている。 

C 病気に罹っている。 

C 疲れやすい状態。 

 

●病気の予防の仕方を考える。 

 

 病気に負けない体を作るには、 

 どうすればよいのだろうか？ 

 

C 栄養バランスのよい食事を摂る

ことが大切だと思う。 

C 十分な睡眠が必要だね。 

C 運動不足にならないよう体を動

かすことが大事。 

C 体の抵抗力を高めていく。 

C 病原体が体に入りこまないよう

にしなきゃ。 

健康を保つためには、健康によい生

活習慣が大切だということが改めて

分かった。自分は、「健康」なのかな？ 

●振り返り（学習カード） 

●「健康」セルフチェックを行う。 

  

 今の自分は健康かな？ 

 自分の健康について見つめよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 運動不足かもしれない。 

C ゲームやスマホをやる時間を多くて、

睡眠が足りていないかも。 

●ペアで生活診断チェックを行う。 

・運動・食事・睡眠についてペアで日常の

生活習慣を振り返りながら、診断カル

テ(学習カード)にまとめる活動をする。 

自分の「健康度」が見えてきた。生活で気

を付けなければならないところも分かっ

た。みんなの結果はどうだったのかな？ 

●振り返り（学習カード） 

●クラスの「健康メーター」を提示する。 

C 運動が足りていないね。 

C 睡眠も低いよ。 

C 食事がけっこう高いね。 

●運動不足が原因で生活習慣病に罹患し、死亡

している人の割合を示すデータを提示する。 

C やっぱり適切な運動が大切だね。 

C 自分は運動不足？足りているのかな？ 

 

 どのくらい体を動かすと、自分にとって 

 「適切」な運動になるのかな？ 

 

●家やその場で行うことのできる運動を選

び、実際に体を動かして試す活動を行う。 

C これは楽しいし、60分続けられそう。 

C 息も上がってきたし、心拍数もいい感じ 

C 激しすぎて、この運動だと続けるのは大 

変かもしれない。 

「適切」な運動は、人によって違うね。自分

に合った運動で、続けていくことが大切なん

だね。自分の生活習慣を見直そう。 

●自分の生活習慣を見直し、計画を立てる。 

C 休み時間もできそうな運動を選ぼう。 

C 家や公園、場所によって変えよう。 

C 60分は運動できるようにしたいな。 

C 自分にとってちょうどいい運動を続けて

健康に過ごしたい。 

C 健康のために、これからも、たくさん運

動していきたいな。 

●振り返り（学習カード） 

●喫煙、飲酒、薬物乱用について、自分の調べ

たい課題を決める。 

C 急性の影響が知りたいな。 

C 未成年にどんな影響があるのか調べたい。 

 

 喫煙、飲酒、薬物乱用が与える影響について 

 調べ、自分との付き合い方を考えよう。 

 

●教科書や資料を基に、喫煙や飲酒、薬物乱用

による健康への影響を調べ、学習カードに

書く。 

・同じテーマの友達と理由を挙げて説明し合

い、自分の考えを再形成する。 

・違うテーマの友達と交流し、喫煙、飲酒、薬

物乱用の健康を損なう原因について知る。 

・それぞれの学びを全体で共有する。 

 

T みんなは、仲のよい友達、先輩に誘われた

らどうする？断れる？ 

C うまく断ることができるかなあ。 

C 説得力のある断り方を考えたい。 

●学習したことを基に、喫煙、飲酒、薬物乱用 

を勧められた時の反論を学習カードに書 

く。 

・勧める役、勧められる役に分かれて、ペアで

交流する。 

喫煙、飲酒。薬物乱用の害がよく分かったよ。

誘惑に負けないで、自分の体をずっと大切に

していきたいな。 

●振り返り（学習カード） 

 

 

 

●学校での保健活動について知る。 

C 交通安全の取組をしてくれているね。 

C 保健室でもぼくたちの健康を支えてくれ 

ているね。 

●地域の保健所や保健センターの取組を調 

べ、交流する。 

・インターネットを活用して調べ、自分の健

康と結び付けて考えられるようにする。 

●保健所や保健センターなどでは、病気を予

防するために様々な取組が行われているこ

とを知る。 

自分たちの健康を支えるために様々な取組が

行われているんだね。自分でも、もっと意識

して健康を保っていきたい。 

  

 

●よりよい生活習慣を作るために考えた「健

康プロジェクト」を伝え合う。 

・学習したことを基に、自分の健康について

考えたことをまとめ、運動、食事、睡眠、感

染症予防、喫煙等についてよりよい生活習

慣作りの計画と目標を立てる。 

・交流し合い、アドバイスし合いながら、冬休

みに向けて健康に対する意欲を高める。 

友達に宣言したことを大切にして生活するこ 

とで、健康な人生を過ごしていきたい。 

●振り返り（学習カード） 

知 ①②③発言・観察・学習カード（※１）  ④発言・観察・学習カード（※１） ⑤⑥発言・観察・学習カード（※１） ⑦発言・観察・学習カード（※１） 

思  ①②発言・観察・学習カード（※１） ③発言・観察・学習カード（※１） ④発言・観察・学習カード（※１）  

態     ①観察・学習カード（※２） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                           20201218 資生館小学校 渡辺 佳幸 

健康プロジェクト宣言をしよう！！ 

自分たちの健康を支えるための取組にはど
んなものがあるのだろうか？ 



20201218 資生館小学校 渡辺 佳幸    

小学  ６年     単元名    病気の予防（６時間）                           成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○どの子も自分に合った運動を見付けようと試したい運動を選択し、一

生懸命に取り組むことができた。期待していた「自分から働きかけ

る・試行錯誤する」子どもの姿が見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
○健康メーターのクラス平均と運動不足が影響を与えるデータの提示は

有効であった。また、その場でできる運動の選択が子どもたちの実態

に合っていた。子どもたちが自分で積極的に学ぶことができていた。 

【自己評価】 
○健康について自分事として捉え、もっと健康になるために運動習慣

や日々の生活習慣を見つめ直そうとする意識が授業を追うごとに高

まっていき、よい学びを提供することができた。 

評価 
規準 

知識 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①病気は、病原体、体の抵抗力、生活行動、環境などが関わりあって
起こることについて、理解したことを言ったり書いたりしている。 

③生活行動が主な原因となって起こる病気の予防には、全身を使った

運動を日常的に行うこと、糖分、脂肪分、塩分などを摂りすぎる偏

った食事や間食を避けたりすることなど、健康によい生活習慣を身 

に付ける必要があることについて言ったり書いたりしている。                  

※①～⑦のうち抜粋して記載 

①病気の予防について、病気の起こり方に関わる事象から課題を見付
けている。 

③生活行動が主な原因となって起こる病気の予防について、学習した
ことを自分の生活と比べたり、関連付けたりするなどして適切な解
決方法を考えている。 

                  ※①～④のうち抜粋して記載 

①病気の予防について、課題の解決に向けての話合いや発表などの学

習や、教科書や資料を調べたり、自分の生活を振り返ったりするな

どの学習に進んで取り組もうとしている。 

成果 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

課題 

生活習慣を見直す活動に十分な時間を確保したため、喫煙、飲酒、薬

物乱用の害、地域の保健活動に関する学習では調べたり交流したりす

る時間が限られてしまった。年間を通して、計画的に指導することで、

単元における時間配分を有効にできると感じた。 
 
 

 健康を保つには、継続した取組が不可欠である。今後、定期的に運動

習慣を見直したり、「健康メーター」を更新したりすることで、日々の

生活習慣の大切さを更に実感できるようにすることが必要だと感じ

た。様々な家庭環境におかれている本校の児童だからこそ、継続した

学びと振り返りを大切にすることで、自分の心や体を大切にしようと

する子を育てていきたい。 
 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案等 

○学習カード 

○自分に合う運動を試す運動のモデル 

○掲示物等 

【学習カード等】 

自分の健康度や授業での 

納得度を「見える化」す 

ることで、自分の心や体 

を大切にしようとする意 

識が高まっていった。 

【オススメ】 

○「実感」を伴った学習として、自分に合う運動を選択させたり、息   

の上がり具合や心拍数を測定したりすることで、自分に合う運動を

積極的に見付けようとする姿を引き出すことができます。 

○昨今の情勢に合わせて、限られたスペースでも運動することの大切

さを実感させることができると感じました。 

 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 

「心拍数」を計測するこ

とで、自分の体に合った

運動であるかを実感でき

るようにすることは効果

的であった。積極的に運

動を試し、自分に合う運

動を見付けようとする姿

が見られた。 

複数の運動を提示し、自分で選択させ

て、自分に合った運動を試す時間と場を

保障することで、主体的に学ぶ姿を引き

出すことができた。 
 

自分の健康についてアンケートに

答えながら「健康メーター」に表

すことで、どの子も自分の健康に

ついて自覚することができるよう

になった。クラスの平均値から

「運動」に焦点化し、どのくらい

運動するとよいか課題意識を醸成

させることができた。 

意欲的に自分の運動習慣について見直す

姿が引き出すことができたが、実現可能

な計画であるか想定できない児童も見ら

れた。時間や場所など、運動習慣を見直

す際の提示方法や教師の言葉掛けについ

て吟味する必要があると感じた。 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校４年 育ちゆく体とわたし （４時間）   指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識 体が年齢に伴って変化していくことや、体の発育・発達には個人差があること、思春期になると大人の体に近付き、異性への関心が芽生えることを理解することができるようにする。 

思考力、判断力、表現力等 体がよりよく発育・発達するために、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現することができるようにする。 

学びに向かう力、人間性等 体の変化や個人による発育の違いを自分のこととして実感し、自分や友達の成長を肯定的に受け止めようとするようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

○体が年齢に伴って変化していくことや、体の発育・発達には
個人差があること、思春期になると大人の体に近付き、異性
への関心が芽生えることを理解している。 

○体の発育・発達に関わる事象から課題を見付け、自分の体や生活と関
連付けたりして適切な解決方法を考えている。 

○体の変化や個人による発育の違いを自分のこととして実感し、自分や友達の成長
を肯定的に受け入れようとしている。 

時間 １ ２ ３ ４（本時） 

目 

標 

〇身長や体重などは、年齢に伴って変化することを理解できるよ
うにする。 

〇発育の仕方には個人差があることを理解するとともに、自分と
他の人の違いを肯定的に受け止めようとするようにする。 

〇思春期に起こる男女の体の外見上の変化を理解できるようにす
る。 

 

〇思春期になると初経や精通が起こることを理解できるようにする。 
〇思春期には、異性への関心の芽生えなど、心の変化が起こること
を理解できるようにする。 

〇発育の仕方には個人差があることを理解するとともに、自分と他
の人の違いを肯定的に受け止めようとするようにする。 

〇体をよりよく発育・発達させるために、食事や運動、休養・睡眠の
必要であることを理解できるようにする。 

〇体をよりよく発育・発達させるために、課題を見付け、その解決に
向けて考え、それを表現できるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●４年生の保健で学習することの概要を知る。 

  →よりよく発育・発達するために必要なことを学ぶ。 
●１～３年生時の写真を見て、自分たちの身長や体重が
変化していることを実感する。 

 
 
 
※体重は、気にかけている児童もいるため伏せる。 

●入学してからの身長の伸びグラフを作る。 
●自分の身長の伸びを実感したうえで、友達と比べる。 
●比べ合いをして気付いたことを発表する。 
 
T テープの長さは、３本とも同じ人はいますか。 
T グラフの形が同じ友達はいましたか。 
C 身長の伸び方は、人それぞれ違いました。  
 ※「個人差」という言葉について指導する。 
 
T 身長の他にも、変化してきたところがありますね。 
C 体重、手の大きさ、足の大きさ など 
 ※骨や筋肉、内臓などの諸器官も発育するので、当然
体重も増えることを補足説明する。 

 
T 皆さんの体には、身長や体重の変化だけではなく、声
や体つきの変化など、これからいろいろな変化が起き
ます。そして、その時期や変化の度合いには個人差が
あります。だから、心配したり不安に思ったりするこ
とは全くありません。他の人との違い、つまり「個性」
として大切にしていきたいですね。 

  ※養護教諭や担任に気軽に相談できることを補足説明する。 
 
体に起こる変化は、人それぞれ違いがあるということが
わかったよ。自分のこれからの成長も楽しみだな。 
 
●振り返り（学習カード） 

●子どもから大人に成長すると起こる体の変化を学習す
ることを確認する。 
●担任(男性)、養護教諭(女性)の小学生の頃の写真を見
て、体つきの変化について考える。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
※児童とのやりとりの中で確認する。 
※髪型の変化など、子どもでも起こるものは今回の変
化とは異なることを説明する。 

 
T 他にも、服の上からでは分からない変化も現れます。 
C 性器の周りやわきに毛が生える 声が変わる など 
T 誰にでもこのような大人の体へと変化していく時期が 
あります。それを「思春期」といいます。 

  ※体の変化が起きる時期や度合いにも、個人差があ
ることを教科書の例を用いて説明する。 

 
大人に近づくにつれて起こる体の変化にも個人差がある
ことがわかったよ。自分の体の変化が楽しみだな。 
 
T これから高学年に進むにつれて、大人への体の変化が
起こってきます。皆さんは、「自分の体の変化に気付い
たときの自分」にどんな言葉をかけてあげたいですか。 

C 成長を祝う言葉 悩みや不安に対する励まし 
「こんなことが起こるよ。」という予想   など 

 

●振り返り（学習カード） 

●前時に引き続き、思春期に起こる体の変化を学習する
ことを確認する。 ※体の中や心の変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ※養護教諭が講義形式で説明する。 
 
T 思春期に起こる体の中の変化は、外見上の変化と同じ
で、早い、遅いは心配する必要はなく、誰にでも起こる
大人の体に近付いているしるしです。 
※養護教諭や担任に気軽に相談できることを補足説明する。 

 
T 思春期になると、体つきや体の中だけでなく、心にも
変化が起こってきます。次の例のようなことはありま
せんでしたか。 

  ○本当は仲良くしたいが怒らせてしまった。 
  ○友達のうわさ話をする機会が増えた。 など 
   ※異性への関心が芽生え始めることも説明する。 

※異性への関心は、無視やからかいといった形で
表われることも補足説明する。 

 
思春期に起こる体の中や心の変化についてわかったよ。
それぞれの違いを理解して、仲良くしていきたいな。 
 
 
 
 
 
●振り返り（学習カード） 

●前時までの学びを土台に、よりよい成長(発育・発達)

をしていくために必要な知識を学習することを確認

する。 
 
 導入の手だて 担任＋養護教諭の成長ムービー 

        成長に対する期待(振り返り)紹介 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 ※児童とのやりとりの中で確認する。 

  →宮小の学級活動「もりもりタイム」での学習を

話題に出し、児童に予想をもたせる。 

 
C ３つのポイントを意識して生活していくことが大切だね。 
T しかし、これから冬の生活が始まります。冬は外遊びや体育
館(宮小事情)、屋上など、学校での運動時間が減ってしまい
ます。 

C なるほど。では、冬の運動時間をどうやって増やそうかな。 

 

 
 

ポイント ①毎日 ②全身 ③5～10分 (④汗) 

 

 Ａ.ワークシートに運動習慣の改善案を記入 

 （Ｂ.約１か月間各自毎日達成度チェック） 

 （Ｃ.２学期末に振り返り、今後の生活に生かす） 

 

よりよく成長するために、冬の運動プログラムを考えた

よ。実践してみるぞ！ 

知 ① 観察・学習カード（※１） ① 観察・学習カード（※１） ①観察・学習カード（※１）  

思    ② 観察・学習カード（※１） 

態    ①②③観察・学習カード（※２） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                           20201127 宮の森小学校 西村 勇吾 

自分たちの身長(体)は、どのように変化してきたかな。 大人になると、体つきはどのように変わるかな。 

西村先生（男性） 
○背が高くなった。 
○がっしりとした。 
○ひげが生えた 

など 

泉本先生（女性） 
○背が高くなった。 
○胸が膨らんだ。 
 

など 

体の中では、どんな変化が起こり始めているかな。 

女性 
○子宮の役目 
○月経のしくみ 

など 

男性 
○射精の起こり方 
 

など 
よりよく成長するために、どんなことが大切かな。 

運動 

適度な運動を毎日！ 

○全身を使って 

○軽く汗をかくくらい 

食事 

バランスよい食事！ 

○栄養のバランス 

○三食を正しく 

休養・睡眠 

十分な休養と睡眠！ 

○体を休める 

○気分転換をする 

 

冬の運動プラグラムを作成して、４の１全員で健康に近付こう！ 



 
20201127 宮の森小学校 西村 勇吾    

小学   ４ 年     単元名   保健 「育ちゆく体とわたし」         成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○どの子も「よりよい成長」に対して前向きに学ぶことができた。学習

を踏まえて、自らの成長に対する期待感を言葉にしたり、運動プログ

ラムを実施したことでの達成感を感じたりと、自分の体と向き合うこ

とができていた。 

【教師の関わり・手だて】 
○養護教諭との共同授業がなにより効果的であった。日頃から、児童

の様子を共有していたり、事前の打合せや模擬授業を行ったりと、

必要な要素はあるが、専門的な知識を有する養護教諭の存在は、児

童の学びを深める上で重要である。 

【自己評価】 
○体の発達（体の内側の変化）を扱う際に、以前までは指導で使う言

葉や児童からの質問の返答など、内容が繊細なために考えに困る部

分があったが、養護教諭の対応を見て、解決をすることができた。 
○全体を通して、よい手応えがある授業であった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

○体が年齢に伴って変化していくことや、体の発育・発達には個人
差があること、思春期になると大人の体に近付き、異性への関心が
芽生えることを理解している。 

○体の発育・発達に関わる事象から課題を見付け、自分の体や生活
と関連付けたりして適切な解決方法を考えている。 

○体の変化や個人による発育の違いを自分のこととして実感し、自分
や友達の成長を肯定的に受け入れようとしている。 

成果 

○上記の３点全ての指導において、養護教諭との細かな打合せや役割

分担を明確に行ったことで、児童の学習理解を深めることができた。 
 
 
 
 
 

○課題の設定を運動、食事、休養・睡眠の中から自由に選択したり、

全体的に簡単な解決策を考えたりするのではなく、「運動」に焦点を

当てたのが大変有効であった。 
   
  → 課題の解決に必要な情報（運動の種類や時間の目安）を伝え

たことで、どの子も自分に合った取組をすることができた。 
  → 学級全体で取り組むことで一体感も生まれ、友達の成長を肯

定的に受け止める姿も見られた。 

○単元始めから最後まで、「よりよく成長していくために大切なことを学

ぶ時間」ということを継続して伝えたことで、成長に対する期待感を生

み、体に起きる変化に対しての不安や悩みを軽減することができた。 
 
○「運動プログラムを実施することで、一人一人のよりよい成長につなが

る。」これは即ち、「学級全員のよりよい成長につながる。」という流れ

を作ったことで、自分はもちろん、友達の成長に対する肯定的な関わり

が生まれたのがよかった。 

課題 

○体の発達（体の内側の変化）の指導を行った際に、気分を悪くして

しまう児童がいた。※月経に関する指導中 
 
→ 事前に「気分が悪くなった時には」と説明しておく。 
→ 児童のケア、保護者への連絡等を怠らない。 

○運動プログラム終了後の関わりが薄い。 
 
  → 定期的な話題喚起やミニ運動プログラムの実施が有効かと。 

○体の発育・発達に関しての個人差については、今後も継続的な指導

が必要である。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案（単元構造図、細案） 

○日頃の運動習慣を振り返るアンケート 

○運動プログラムシート 

○ワークシート 

 ・毎時間使用する振り返りシート 

 ・１時間の学習内容に合わせた穴埋めシート 

【板書等】 

 ○本校児童の既習（※養護教諭発信の学級活動「もりもりタイム」）
を土台として、今回は運動習慣の課題に焦点を当てた。 
※体をよりよく成長させていくために何が大切かを学ぶ時間 

 

→体がよりよく発育・発達するために、自らの運動習慣の課題を見付

け、その解決に向けて運動プログラムを考え、それを表現する 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

 ○専門的な知識を有する養護教諭との共同授業が◎。 

 ○単元の始めに大きな目標を伝えるとよい。 

   → 児童の発育・発達に関する恥ずかしさや馬鹿にする言動を

軽減することができる。 

 ○学んだことを生かす一手があるとよい。 

   → 今回で言えば、「運動プログラム」であり、１か月ほど継続

して取り組んだことで、子どもたちの学びがいも感じるこ

とができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 
学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

宮の森小学校  5年   単元名   マット運動  指導と評価の計画 （簡易単元構造図） 

単元の 
目標 

知識及び運動 マット運動の行い方を理解しているとともに、回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それらを繰り返したり組み合わせ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 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ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。 

学びに向かう力、人間性等 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に留意したりし、自己の最善を尽くして運動することができるようにする。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①マット運動の行方を理解するとともに、自己に適した回転系
や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技に取り
組んだりすることができる。 
②選んだ技を自己で組み合わせることができる。 

①自分の能力に適した課題を見付け、解決の仕方を工夫している。 
②副読本を参考にして技の安定度を高めつつ、ポイントについて友達に
伝えている。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 
②仲間の考えや取組のよさを認めようとしている。 
③場や器械・器具の安全に気を付けている。 
 

時間 １ 2 3 ４ ⑤  ６ 

目 

標 

○マット運動の進め方を知り、出来
る技やできそうな技を見付ける
ことができるようにする。 

○回転系（前転）の基本的な技を安
定して行ったり、その発展技を行
ったりできるようにする。 

○回転系（後転）の基本的な技を安
定して行ったり、その発展技を行
ったりできるようにする。 

○巧技系の基本的な技を安定して
行ったり、その発展技を行ったり
できるようにする。 

○自分の課題を見付け、解決の仕方
を選ぶことができるようにする。 
○考えたことを友達に伝えること
ができるようにする。 

○自分の能力にあった、技を組み合
わせ、連続技を発表することがで
きるようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●マット運動の進め方を知る。 

→第６時にマットオリンピックを

開き、技を組み合わせた演技を行う

ことを伝える。 

●準備運動    

●感覚づくり 

●チャレンジタイム 

 

 

C：側転ができるようになりたい。 

C：大きな前転のやり方がわからないな。 

 

組み合わせ技について説明する。 

技ポイント…技の難易度 

エレガントポイント…技の安定度

の２つで計算します。安定した組み

合わせ技でベストスコアを目指し

ましょう。 

●組み合わせタイム 

 

 

 自分ができる技が分かったよ。安

定した演技でベストスコアを目指

すぞ！ 

●振り返り 

●準備運動    

●感覚づくり 

 

 

●前転・大きな前転・開脚前転のポ

イントについて指導。 

●チャレンジタイム 

C：上手く起き上がれないな。 

C：頭のてっぺんがついているよ。 

C：マークを置いて、そこに手をつこう。 

※副読本を参考にしながら、技の質

を高め、友達にポイントを伝える。 

●エレガントタイム 

T：友達の技の安定度をチェックしよう！ 

C：②の足の伸びがいいね！ 

C：③の着地姿勢はもう少しだから

5点。足を真っ直ぐするといいね。 

●組み合わせタイム 

T：出来るようになった技を組み合

わせてみよう。 

 前転系のポイントが上がったぞ。

技を組み合わせてスコアも出すこ

とができた！ 

●振り返り 

●準備運動    

●感覚づくり 

 

 

●後転・開脚後転・伸膝後転のポイ

ントについて指導。 

●チャレンジタイム 

C：回りきることが出来ないな。 

C：足の開きを意識してやろう。 

C：傾斜で勢いをつけてみよう。 

C：②をゆりかごで部分練習しよう。 

C：更に難しい技に挑戦してみよう。 

●エレガントタイム 

T：友達の技の安定度をチェックしよう！ 

C：①②③とても綺麗に出来ている。

発展技も出来そうだよ。 

C：しっかり足が伸びていて、②は

10点だよ。 

●組み合わせタイム 

 後転系のポイントが上がった。い

ろんな練習を試すことが出来たぞ。 

 

●振り返り 

 

●準備運動    

●感覚づくり 

 

 

●川跳び越し・側方倒立回転・ロン

ダートのポイントについて指導。 

●チャレンジタイム 

C：着地が斜めに着いているよ。 

C：足の振り上げが不安だから、 

一旦、川跳びに戻って確認しよう。 

C：なかなか足が上がらないな。 

 

●エレガントタイム 

C：手のつき方は会っているけど、 

他はもう少しだね。 

C：マットを越えているから、側転

も出来そうだよ。 

●組み合わせタイム 

●振り返り 

T：オリンピックに向けて更に伸ば

せそうなところはどこですか？ 

C：側転が一直線でできないから、

ラインを使って練習したいな。 

C：川とびで確認しながら、側転の

エレガントポイントを上げたいな。 

 

 

●準備運動  ●感覚づくり 

●前時の振り返り 
T：ベストスコアを目指すために、今日はど
の練習をしますか？ 
C：側転の時に体が曲がるから、ゴム紐を使
った練習がしたい。 
C：まずは川とびから練習して、側転に繋 
げていきたい。 

 

 

●チャレンジタイム 
C：側転のときに足が上がってないな。
ゴム紐をもう少し高くしてやって
みよう。 

C：川とびの①を見てもらってもいい？ 
 足が上がっているかな？  
C：足の入れ替えだけ、部分練習してみ
よう。 

C：ロンダートにも挑戦してみよう。ま
ずはラインを見て、手のつき方を確
認しよう。  
●エレガントタイム 
C：側転の①②を特に見ていてね。 
C：②の足が真っ直ぐ上がっていて、と
てもいいね。 

C：川とびのエレガントポイントが上が
ったぞ。練習の成果が出た！  
●振り返り 

自分に合った練習で、エレガントポ
イントを上げることが出来たぞ！
次回はベストスコア達成できそう
だ。 

●準備運動    

●感覚づくり 

 

 

 

●エレガントタイム 

T：今までやってきた技のエレガントポ

イントをもう一度確認してみよう。 

C：大きな前転の③の着地姿勢を安定し

て行うことができるようになった。 

C：前回やってみた側転をもう一度確認

してみよう。 

C：友達のエレガントポイントを伸ばす

ために声掛けをしよう！ 

●マットオリンピック 

T：それぞれの技系から１つずつ選択し

て連続技を発表しよう。 

C：側転を入れて自己ベストを更新する

ことが出来た！ 

C：同じグループの友達と点数を高めあ

うことができた。クラスベストスコ

アも達成したよ！ 

 

●単元を終えて… 

・練習した技を組み合わせて、ベスト

スコアを達成することができた。 

・友達とも関わり合って、マット運動 

を楽しむことができた。 

・6年生では更にできる技を増やした 

い。 

知 ①観察・学習カード・動画 ②観察・学習カード・動画    ①②観察・学習カード・動画 

思   ①観察・学習カード ②観察・学習カード ①②観察・学習カード  

態      ①②③ 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                        20200000 宮の森小学校 深澤 昇暉 

いろいろな技を体験し、自分が出
来る技を知ろう。 

自分にあった練習で技を高めよう！ 

前時までに、自己が伸ばしたい技のポイントを決めて

いる。また、技を高める練習については、2〜4時間
目に触れている。 

安定した演技で、ベストスコアを
目指そう！ 

回転系(前転)の技に 
挑戦しよう！ 

 

回転系(後転)の技に 
挑戦しよう！ 

 

巧技系の技に 
挑戦しよう！ 

 
練習した技を組み合わせて、 
ベストスコアを目指そう！ 



20201218 宮の森小学校 深澤 昇暉    

小学   5年     単元名 マット運動                                           成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○子どもたち自身で高めたい技のポイントに応じた練習を選択し、意

欲的に運動に取り組んでいた。グループ内では、互いの技を見合

い、励ましやアドバイスをする姿が多く見られた。 

【教師の関わり・手だて】 
○技の解説書を作成し、配付したことで技の達成度を具体的に理解

し、学習していた。また、それを参考に子どもたち自身で関わり合

い、学びに向かうことが出来ていた。 

【自己評価】 
○出来る・出来ないが抽象的だった子どもたちが、解説書を使いなが

ら正確に技を習得していった。自己の成長だけでなく、友達の伸び

も喜び合い、学級全体で体育を楽しく取り組むことができた。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①マット運動の行方を理解するとともに、自己に適した回転系 
や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技に取 
り組んだりすることができる。 

②選んだ技を自己で組み合わせることができる。 

①自分の能力に適した課題を見つけ、解決の仕方を工夫している。 

②副読本を参考にして技の安定度を高めつつ、ポイントについて友達

に伝えている。 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 
②仲間の考えや取組のよさを認めようとしている。 
③場や器械・器具の安全に気を付けている。 

 

成果 

①回転系、巧技系については技の解説書を用いることで、正確に技を

習得させることができた。また技を点数化する中で、技の難易度に

加え、「安定度（エレガントポイント」を設定したことで、技の始ま

りから終わりまでの流れを意識し、技の質を高めていた。 
②組み合わせ技を得点化することで、ベストスコアを目指すためによ

り難しい技を、より安定した技を目指していた。 

①②解説書を見ながら、自身やグループの仲間の技の課題を見つけ 

ていた。また、解説書の中に練習方法も載せたことで、子どもた

ち自身で技の習得に向けて、活動が出来ていた。 
単元を通してグループを固定したことや、日常的に価値づけ合う

関係性を築くことが出来ていたので、本単元の中でも技能の差や

男女の隔たりもなく関わり合うことが出来ていた。 

①得点化したことによって、自己の技能を数値として見ることが出来、 

 一点でも多く取って、ベストスコアを目指そうという姿が見られた。 

②教師自身、各マットを回りながら、プラスの声掛けを行なっていく

ことで、子どもたち同士も雰囲気良く声掛けをすることが出来てい

た。友達の成長を喜ぶ姿も多くあった。 

課題 

①遅延カメラを用いて、自分の技を確認する場を作ったが、本校に 
 使用できる iPadが 1台しかなく全員が何度も使用することが出来 
なかった。来年度からタブレットが導入されるので、一人一人が 
自身の動きを確認できる場を設定していきたい。 
②組み合わせ技から自己の点数を算出することに時間を費やしてし 
まうことがあった。組み合わせ技を固定し、その時間で学習した 
技だけ入れ替え可能にするなど、運動に直接的に関わらない箇所は 
なるべく簡易化すべきであった。 

①感染症対策から、子どもたちの移動を極力少なくし、同じマットで 
課題解決の練習を選べるようにした。その結果、練習の場を多く設 
定することができず、逆さ感覚や腕の支持などでつまづく子もいた。 
また、グループ内で異なる技に挑戦していたので、見せ合うなどの 
関わりは薄かった。同じ技同士で技を見合える場を設定することで、 
具体的に技のイメージを掴むことが出来たのではないだろうか。 

 

②友達の技を見て、評価するということは子ども同士の関係性が重要 
であると感じた。単元初め、いくつかのグループでは、出来ていな 
い部分の指摘が多くなり、雰囲気が悪くなることもあった。プラス 
の声掛けを価値付け、広めることで雰囲気の向上に努めた。 
③マットの周りに子どもたちを配置し、見合う場づくりをしたが、 
子ども同士が近くなってしまうこともあったので、入ってはいけ 
ないゾーンにラインを引くことも必要であった。 

 
備考 
 

【解説書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部抜粋。A4に上記 2枚があり、冊子のようになっています。 

【板書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業後のものを撮り忘れしまいました。 

このほかに、TVで keynoteを映して導入をしました。 

【コメント】 

 大好きなボール運動で授業を作りたいな。と思っていましたが感染症対策あ

り、断念。幼き頃より苦手としていたマット運動に挑戦しました。 

学習指導要領を読み解いていく中で、「安定して行うってどういうことなん

だ？」と疑問が生まれました。参考にしたのは、体操の白井健三選手。常人離れ

の技に圧倒されながらも、輝いて見えたのは技の間の所作や着地でした。激しい

技からの華麗な切り返し、まさしく安定した美しい技でした。「これだ！！」 

本単元では体操の採点方式にならい、D スコア(技ポイント)と E スコア(エレ

ガントポイント)を設定し、難易度だけでなく、安定度も追求しました。 

 教師自身も学びが多くあった今回の授業。マット運動が大の苦手だった Sくん

の最後の振り返りにこんな一言が。「エレファントポイントが MAX になった！マ

ット最高！アドバイスありがとう！ぱおーん！！」…そうじゃない、象じゃない。 

 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 



 

※１ 「知・運」「思・判・表」については、各授業後に学習カードの記載等からも評価することで教師の指導改善を図るとともに、評価の信頼性を高めることができる。 
※２ 「主体的に学習に取り組む態度」については、単元全体で評価していくため、破線で示している。 

小学校１年 単元名 走の運動遊び②（４時間） 指導と評価の計画 

単元の 
目標 

知識及び運動 走の運動遊びの行い方を知るとともに、いろいろな方向に走ったり、低い障害物を走り越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 走ったり飛んだりする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。 

学びに向かう力、人間性等 運動遊びに進んで取り組み、順番や決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。 

単 
元 
の 
評 
価 
規 
準 

知識・運動 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①いろいろな方向に走ったり、低い障害物を走り越えたりする
ことができる。 
②走りながら次の人へバトンタッチすることができる。（感染症
予防の観点からタッチはせずにラインを越えたらスタートに
変更） 

①走ったり、障害物を走り越えたりする際、いろいろな運動遊びの場の
中から 、自己に適した運動遊びの場を選択することができる。 
②考えたことを友達に伝えることができる。 
 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 
②順番や決まりを守り誰とでも仲よく運動しようとしている。  
③場や用具の安全に気を付けている。 

時間 １ ２ ３（本時） ４ 

目 

標 

〇リレー遊び方の楽しさに触れ、行い方を知るととも
に、その動きを身に付けるようにする。 

○リレー遊びの行い方を理解し、複数の運動の場に合
った走り方を身に付けるようにする。 

○タイムを縮めるために道具に注目し、自分たちが走
りやすいコース作りをができるようにする。 

○自分たちが走りやすいコースに設定し、楽しんでリ
レー遊びに取り組むようにする。 

 

学 

習 

の 

流 

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 

●リレーのルールを知る。 

・学級全体のタイムで伸びを実感していくことを伝

える。 

                     

マグマ星人から逃げるために特訓しよう。① 

 

●基本的な動き方を知る。（とびこえコース・よけよ

けコース） 

●スキルアップタイム 

・とびこえコースとよけよけコースで練習する。 

・行きはタイム計測と同じスピード、帰りはジョギン

グで走る。 

 

●とびこえコースでタイム計測 
【課題を見付ける活動】 

実際にとびこえコースでタイム計測することで、うまく

とびこえるコツを考える。 

Tうまくとびこえるコツは何かな？ 

C同じ足で跳ぶといいね。 

C同じ歩数で跳ぶと上手くいったよ。 

C上ではなく前に跳ぶといい。 

 

とびこえコースとよけよけコースがあることがわか

ったよ。 

とびこえコースは同じ足で、前に跳ぶといいね。 

 

●片付け ●整理運動 ●振り返り 

●準備運動 

                                         

マグマ星人から逃げるために特訓しよう。② 

 

●スキルアップタイム 

・とびこえコースとよけよけコースで練習する。 

・行きはタイム計測と同じスピード、帰りはジョギン

グで走る。 

Cとびこえコースは「同じ足で」「前に」とび越えて走

ろう。 

 

●よけよけコースでタイム計測 
【課題を見付ける活動】 

実際によけよけコースでタイム計測することで、うまく障

害物をよけて走るコツを考える。 

Tうまく障害物をよけて走るコツは何かな？ 

C障害物の近くを走ると速いね。 

C小回りして走るとよさそうだ。 

 

よけよけコースは障害物の近くや小回りで走るとよい

ことが分かったよ。 

 

Tもっと速く走るにはどうすればいいかな？ 

C バトンタッチの時によくラインを見てスタートする

といいよ。 

C障害物の場所や並び方を変えたらどうかな。 

 

次は、自分たちが有利なコースを作り走ってみよう！ 

 

●片付け ●整理運動 ●振り返り 

●準備運動 

                                          

マグマ星人から逃げるために特訓しよう。③ 

 

●スキルアップタイム 

Cとびこえコースは「同じ足で」「前に」飛び越えて走

ろう。 

Cよけよけコースは「障害物の近く」を走ろう。 

 

 

 

 
【全体交流】 

Tどんなコースにするともっとタイムを縮められるかな？ 

C順番を工夫するともっとタイムを縮められそうだよ。 

C小さいものから順番に置いたらよさそう。 

C最初に障害物を全部跳ぼう。 

C今までのコツを生かすことも大切だよ。 

 

●練習タイム 

隣のチームがやっているところを見るように声かけ

する。 

教え合いながら取り組んでいる子たちを価値付けし

そのよさを全体に広げていく。 

 

●障害物リレータイム計測 

 

障害物の置き方を工夫したらタイムを縮められたよ。 

次は、マグマ星人にチャレンジだ！！ 

 

●片付け ●整理運動 ●振り返り 

●準備運動 

                                                             

マグマ星人から逃げるために特訓しよう。④ 

 

●スキルアップタイム 

Cとびこえコースは「同じ足で」「前に」跳び越えて走

ろう。 

Cよけよけコースは「障害物の近く」を走ろう。 

 

 

 

 

T今日はマグマ星人にチャレンジだ！ 

 

●練習タイム 

前時の置き場所を確認するように声かけする。 

C最後の練習だから今までのコツを使ってがんばろう。 

 

●障害物リレータイム計測① 

 

●障害物リレータイム計測② 

 

自分たちが有利なコースにして、速く走ることができ

たね。 

タイムが縮まったから、マグマ星人から逃げることが

できたよ！ 

 

●片付け ●整理運動 ●振り返り 

知 ①観察・学習カード（※１） ②観察・学習カード（※１） ①観察・学習カード（※１） ②観察・学習カード（※１） 

思  ②観察・発言 ①観察・発言  

態    ①②③観察・学習カード（※２） 

指導と評価の計画（簡易単元構造図）                                                            20201218 元町北小学校 佐藤 優 

もっとタイムを縮めるために、自分たちに有利
なコースを作って走ろう。 

もっとタイムを縮めるために、自分たちに有利
なコースを作って走ろう。 



 
20210102 元町北小学校 佐藤 優    

小学   １ 年     単元名  単元名 走の運動遊び②（４時間）     成果と課題のまとめ 

本時 

【子どもの姿】 
○マグマ星人から逃げるために速く走りたいという思いをもっていた。

根拠をもって速く走るためのコース作りを協力して行っていた。 

【教師の関わり・手だて】 
○準備する道具や場を細かく設定したことで、教師が介入することは

ほぼない状態で学習に臨めた。各グループに教師が入り、子どもの

考えを言語化することで、やりたいことを明確にしてコース作りが

行えた。 

【自己評価】 
○元々走るのが好きな子どもたちではあるが、「マグマ星人から逃げ

る」という意識があったので、より速く走りたいという思いが生ま

れた。１年生でも、より走りやすいコースを作ろうと試しながら活

動に向かえることが分かり、学びになった。 

評価 
規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①いろいろな方向に走ったり、低い障害物を走り越えたりすることが
できる。 
②走りながら次の人へバトンタッチすることができる。 

 

①走ったり、障害物を走り越えたりする際、いろいろな運動遊びの場
の中から 、自己に適した運動遊びの場を選択することができる。 

②考えたことを友達に伝えることができる。 

 

①運動に積極的に取り組もうとしている。 
②順番や決まりを守り誰とでも仲よく運動しようとしている。  

③場や用具の安全に気を付けている。 

成果 

①とびこえコース・よけよけコースを設定し、毎時間のスキルアップ

タイムで練習をした。１時間ずつ練習することで、精度を上げてい

ろいろな方向に走ったり、障害物を跳び越えたりできた。 
②接触ができないためバトンタッチはできなかったが、体育館のライ

ンを目印にスタートをする児童もいた。 

①自分たちで走りやすいコース作りをすることで、自己に適した場を

選択することができた。 
②なぜそのコースを作ったのかという理由を友達に伝えることに難し

さを感じる児童が多かったように思う。 

①②絵本を使って学習の導入をすることで、「マグマ星人から逃げたい

＝速く走りたい」という思いを生むことができた。リレーの学習で

あるが、順位を競うのではなく、学級全体でタイムを縮めるように

指導することで、モチベーションの維持ができた。 

③道具の準備や片付けなど一人一役の役割をもたせることで、スムー

ズに学習に向かうことができた。自分たちで決めることは低学年に

とって難しいことである。順番や場所を教師側から明確にすること

で、揉めることなく学習に向かうことができた。 

課題 

①②とびこえコースの際、一度にいくつものことを考えながら走るの

は１年生には厳しいのではないかと考え「同じ歩数で走るといい」

というところまで指導しなかった。５年生以降のハードル走のこ

とを考えると指導してもよかったかもしれない。 

①他のグループのコースを試す時間を設ければ良かった。他のグルー

プのコースを試すことで、体感的にコースの違いや良し悪しを判断

できるかもしれない。 
②ホワイトボードなどに、どの順番・どんな間隔で道具を置いたかが

分かるように示せるようにすればよかった。言語化できない児童が

いる場合でも、視覚的に表すことにより他の児童が言語化できたか

もしれない。 

①②兄弟グループを設け、走り方やスピードを見合い、思ったことを

伝え合うことができればよかった。グループみんなの考えだけで

なく、他者からのアドバイスを聞き入れながら活動することで、

より「みんなで」という意識が生まれるであろう。 
①タイムをグループごとに計測したが、各グループのタイムを全て足

し合わせたものを掲示すればよかった。そうすればよりタイムの

伸びを実感できた。 

 
備考 
 

【共有資料】 

○指導案(単元構造図・板書) 

○ワークシート 

○絵本「ゼロとふしぎなおふだ～さんまいのおふだより～」（あいうえ

お館） 

【板書等】 

 

 

 

 

 

 

【オススメ】 

○「三枚のお札」のお話を使って、リレー遊びの導入をした。マグマ

星人やウルトラマンなど分かりやすいキャラクターがいることで、

子どもたちが楽しんで学習に向かうことができた。 

○競争ではなく、「協力してタイムを縮める」とすることで、勝敗を気

にせず楽しみながら学習ができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

視点１ 
 

運動の特性を 
味わわせる 

 
手だての明確化 

共生の視点を 
踏まえた教材化 

 伸びたことを 
実感できる工夫 

視点２ モノとの関わり 
教師の関わり方

の吟味 
関わりを充実 
させる手だて 

 

視点３ 

授業改善に 
つながる評価 

深い学びの具体的

なイメージをもつ 

学びの価値を実感

する場の設定 

伸びを実感できる

評価 

札体研 研究主題 『分かる・伸びる・関わる体育活動の充実』 ～主体的・対話的で深い学びを生む体育学習
～ 


