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＜要旨＞ 学校教育部門作品

仲間とともに運動する喜びを味わう体育科学習

シェア活動を位置付けた単元構成の工夫を通して

須恵町立須恵第二小学校

教諭 藤 木 壮 太

こんな手立てによって… こんな成果があった！

仲間と学びを共有する「シェア活動」を 認識性(動きのポイントが分かること)や

各段階のねらいに応じて単元に位置付けた。 身体性（運動の特性に応じて体を操作するこ

また，「シェア活動」を機能させるために教 と），さらには主体性（課題意識をもつこと

材化の工夫と具体的支援の工夫を行った。 や運動への意欲)を高めることができた。

１ 考えた

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて，運動・スポーツに様々な関わり方

や他者との関わり方を身に付けていくことが求められている。また，小学校学習指導要領解

説「体育編」では，心身の健康の保持増進することが，生涯を通して豊かなスポーツライフ

を送るために，技能，知識と共にコミュニケーション能力や論理的思考力を育む必要がある

ことを示している。

本学級(6年生・4年生)の児童にアンケート調査をしたところ，「動きのポイントが分からな

い(認識性)」「運動が得意ではない(身体性)」「運動意欲は高いが，めあてを意識していない

(主体性)」という課題が明らかになった。そこで，この課題を解決するために，各段階の課

題に応じた「シェア活動」を位置付け，仲間とともに運動する喜びを味わわせ，認識性，身

体性，主体性を高めたいと考えた。

２ やってみた

検証授業Ⅰでは，「走り高跳び」をチーム対抗戦にして実践した。「助走」「踏み切り」「空

中姿勢」に視点を置いた「シェア活動」を行うことで，仲間とアドバイスをし合いながら，

動きを身に付け，個々の記録も高めることができた。検証授業Ⅱでは，「ソフトバレーボー

ル」を実践した。「打ち方」「ポジショニング」に視点を置いた「シェア活動」を行うことで，

チームで作戦を立て，連係した攻撃を攻防することができた。検証授業Ⅲでは，「表現」を実

践した。場面の「イメージ」と「動き方」を視点に置いた「シェア活動」を行うことで，チ

ームごとに様々な動き方を考え，表現を作り上げることができた。

３ 成果があった！

３つの検証授業を通して，運動の動きのポイントが分かるようになったり（認識性），動き

の高まりを実感したりすること（身体性）ができた。また，できるようになりたいという課

題意識が一層強くなり，運動への意欲（主体性）を向上させることができた。
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＜本文＞ 学校教育部門作品

仲間とともに運動する喜びを味わう体育科学習

シェア活動を位置付けた単元構成の工夫を通して

須恵町立須恵第二小学校

教諭 藤木 壮太

１ 主題設定の理由

(1) 現代社会の要請から

現代社会において，急速な情報化や技術革新により，私たちの生活は大きく変化し，「時

間・空間・仲間」が減少し，さらに児童が外で遊ぶ機会が減少していると言われている。そ

の結果，児童の体力低下，コミュニケーション能力の低下などの課題が生じている。平成27

年に出された教育課程企画特別部会論点整理では，2020年に開催される東京オリンピック・

パラリンピック競技大会を契機に，各学校段階で運動やスポーツに親しみ，「する，みる，

支える」など様々な運動・スポーツへの関わり方を楽しむことができるようにしていくこと，

スポーツを通じて他者との関わりを学んだり，ルールを守り，競い合ったりする力を身に付

けることが示されている。これは生涯を通して，豊かなスポーツライフを送り，心身共に健

康であることが，今後の我が国を支える根底にあると考える。また，小学校学習指導要領体

育編では，改善の基本方針の中で次のように記載されている。

体を動かすことが，身体能力を身に付けるとともに，情緒面や知的な発達を促し，集団

的活動や身体表現などを通じてコミュニケーション能力を育成することや筋道を立てて練

習や作戦を考え，改善方法などを互いに話し合う活動などを通じて，論理的思考力を育む

ことにも資することを踏まえ，それぞれの運動が有する特性や魅力に応じて，基礎的な身

体能力や知識を身に付け，生涯にわたって運動に親しむことができるように･･･

このことから体育科学習では心身の発達，技能や知識の習得と共に，他者とのコミュニケ

ーション能力や論理的思考力を育成していく必要があることが分かる。

(2) 平成27年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果から

【資料１】は，平成27年全国体力・運動能

力，運動習慣等調査における「体育の授業で

できなかったことができるようになったきっ

かけ」の結果である。できるようになったき

っかけの多くは，先生や友達など人との関わ

りであることが分かる。つまり，体育科学習

において学び合いを位置付けることで，運動

やスポーツにおける技能や知識を身に付ける

ことにつながると考える。
【資料1】体育の授業でできるようになったきっかけ
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(3) 児童の実態から

本研究は，第６学年，第４学年で実践した。第６学年の運動に関するアンケートの集計結

果が【資料２】，また第４学年の集計結果が【資料３】である。この結果から「①運動が好き

か｣｢②体育の学習は好きか｣「③体育の授業でで

きるようになりたいか」という項目において，

「とてもそう思う」「そう思う」と答えた児童が

約70％程度いることが分かる。しかし，「④めあ

てをもって取り組んでいるか」「⑤動きのポイン

トが分かるか」「運動が得意か」という項目で

は，約50％程度と低いことが分かる。

以上のことから，本研究を行った２つの学級

の児童の実態として，運動に対する意欲は比較

的高いことが分かる。しかし，運動のポイントと

いった知識が深まっていないこと，また運動がで

きるという技能に対する自信をもっていないこ

とに課題があると考える。これは目標となるイメ

ージをもつことができないことで，めあてがつか

めなかったり，自己評価できなかったりしたから

だと考える。

【資料４】は，友達との学び合いに関するアンケートの結果である。「①友達と一緒に活

動することが好きか」では，どちらも90％以上の児童が「とてもそう思う」「そう思う」と

答えている。しかし，「②体育の学習で話し合っ

たことがあるか」では，どちらも約50％程度に

とどまっており，体育科学習での学び合いの経

験が十分ではないことが分かる。

また，友達と一緒に活動すること(仲間のよ

さ)に対する肯定的な主な理由が，【資料５】で

ある。この【資料５】から一緒に活動すること

で，楽しさを感じたり，友達の意見を聞いたり

することで，学びを深めたりするよさを実感し

ていることが分かる。体育科学習では，仲間と

ともに運動やスポーツを通して責任や協力とい

った態度について学ぶと同時に，動きを見合っ

たり，教え合ったりして，運動そのものに関す

る知識や技能についても学びを深めるため，仲

間との学び合いが必要である。

以上のことから，体育科学習において友達と一緒に活動する学習活動を位置付ける必要が

あると考える。

【資料２】運動に関するアンケートの集計結果（第６学年）

【資料４】学び合いに関するアンケート集計結果

【資料５】友達と一緒に活動すること

（仲間のよさ）に対する肯定的な理由

【資料２】運動に関するアンケートの集計結果（第4学年）
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２ 主題の意味

(1) 「仲間とともに運動する」とは

「仲間とともに運動する」とは，仲間とのコミュニケーションを通して，目標や知識を

共有したり，技能を高め合ったりしながら運動することである。

仲間とともに運動するとは，目標を共有したり，共有した目標に対してアドバイス・賞

賛・励ましなどのコミュニケーションをとったりしながら運動することである。具体的には，

自分やチームの課題や課題解決のための方法や

作戦を話し合ったり，自己やチームの動きの高

まりを認め合ったりすることである。これによ

り，動きのポイントやこつ，体の動かし方など

が分かったり，また運動の特性に応じた運動技

能を身に付けたり，さらには運動に主体的に取

り組もうとしたりする運動意欲の向上につなが

ると考える。

(2) 「仲間とともに運動する喜びを味わう体育科学習」とは

「仲間ともに運動する喜びを味わう体育科学習」とは，同じ目標をもった仲間同士が運

動やスポーツを行う中で，「わかる喜び」「できる喜び」「うごく喜び」を味わい，「認識

性」「身体性」「主体性」を効果的に高める体育科学習である。

運動やスポーツでは，仲間と競ったり，一緒に表現したり，目標を達成しようとしたり

する。本研究では目標を共有している仲間と運動をしていく中で，次の三つの運動する喜び

を味わうことができると考える。

〔運動する喜びを構成する三要素〕

運動する喜び 内容 関連する資質

①わかる喜び 運動の特性に応じた課題解決の方途や体の動かし方 認識性

や動き方が分かること

②できる喜び 運動の特性に応じて体を動かすことができること 身体性

③うごく喜び 課題意識をもって，意欲的に体を動かすこと 主体性

目標を共有している仲間と運動することで，仲間の動きやアドバイスを見合ったり，聴き

合ったりする。これにより，体の動かし方やゲームの中での動きが分かったり（わかる喜

び），その動きを身に付けたり（できる喜び）することで喜びを味わうことができると考え

る。また，体の動かし方が分かったり，動きを

身に付けたりすると，もっとできるようになり

たい，運動したいという意欲（うごく喜び）が

高まる。運動する喜びは，【図２】のように構成

され，積み重ねていくことで，認識性，身体

性，主体性を高めることができると考える。そ

こで本研究では，運動する喜びを味わうことが

できるように，学び合う活動を位置付ける。

【図１】仲間とのコミュニケーションを通して
運動することで得られる効果

【図２】運動する喜びを構成する三要素
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３ 副主題の意味

(1) 「シェア活動」とは

「シェア活動」とは，課題を共有したり，学習したことを広げたり，深めたり，互いの伸

びを認め合ったりする学び合う活動である。

シェアとは，個々が獲得した知識や技術を共有することである。シェア活動とは，学習の

中で課題をつかんだり，学習の喜びを実感したりする仲間と学び合う活動である。

体育科学習には，仲間と関わり合いながら活動するという社会的態度を育成することがで

きるという教科の特性があることから，これを効果的に機能させることで，新たな学びや価

値を深めることができる。そこで，本研究では，以下に示すシェア活動により，児童は運動

における体の動かし方や課題解決の方法を仲間と共有することで，アドバイスや動きを付加

修正・強化し，児童のもつ認識性，身体性，主体性を高めることができると考える。

つかむシェア活動･･･自己やチームの課題やその解決方法をつかむために学び合う活動

高めるシェア活動･･･運動に対する知識や技能を付加修正・強化するために学び合う活動

味わうシェア活動･･･自己やチームの伸びや成長をふり返るために学び合う活動

(2) 「シェア活動を位置付けた単元構成の工夫」とは

「シェア活動を位置付けた単元構成の工夫」とは，「つかむシェア活動」「高めるシェア活

動」「味わうシェア活動」の３つのシェア活動を単元に位置付けることである。

まず「つかむ段階」では，「つかむシェア活動」を位置付ける。これにより，単元導入時

において，課題や目標となる動きを把握することができる。

次に「高める段階」では，チーム別練習後やチーム別練習の際に，「高めるシェア活動」

を位置付ける。これにより，課題を共有化した仲間の動きを見合い，アドバイスなどを通し

て，課題追究することができる。

最後に「味わう段階」では，「味わうシ

ェア活動」を位置付ける。これにより，学

習をふり返ることで，自己やチームの伸び

を出し合い，自己実現した動きを味わうこ

とができる。また１単位時間においても，

【図４】のように，「つかむシェア活動」

「高めるシェア活動」「味わうシェア活

動」の順に位置付ける。

以上のように，ねらいの異なる３つのシ

ェア活動を単元を通して位置付けること

で，児童は運動の特性に応じた動き，課題

や解決方法が分かったり（認識性），運動

の特性に応じた技能を身に付けたり（身体

性），さらには課題意識をもって，運動に

主体的に取り組んだりする（主体性）こと

ができると考える。

【図３】単元全体で中心となるシェア活動

【図４】1単位時間でのシェア活動の位置付け
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４ 研究の目標

仲間とともに運動する喜びを味わう児童を育むために，シェア活動を位置付けた体育科学

習の在り方を究明する。

５ 研究の仮説

体育科学習において，以下の２点の手立てを工夫したシェア活動を位置付ければ仲間とと

もに運動する喜びを味わう児童を育むことができるであろう。

(1) チームで活動する教材化の工夫

(2) 動きや学びを共有し，高め合うための具体的支援の工夫

(1) チームで活動する教材化の工夫

本研究では，シェア活動を通して「認識性」「身体性」「主体性」を高めることをねらい

としている。そこで，取り扱う運動領域を以下の視点で教材化していく。

教材化の視点 内容

①個人競技を集団競技に作り変える，集団競技の特性を一層引き出す

などチームで学習することができるようにする。(運動の集団化)

ルールの工夫 (例)走り高跳び（個人競技）→チーム競争など

②児童が身に付けた身体性・認識性を発揮し，主体的に取り組むこと

ができるようにルールを工夫する。(意欲の喚起)

(例)走り高跳び→目標記録との差を得点化した競争など

練習の場を工夫し，児童にその運動の特性に応じた身体性及び認識

性を習得・向上させることができるようにする。

練習方法の工夫 (例)走り高跳び：「踏み切り」等の部分的な動きの練習する場

(例)ボール運動：基本的なボール操作を習得するドリルゲーム，

タスクゲーム

(例)表現運動：特徴を捉えて動きの素地作り

【資料６】教材化の視点

(2) 動きや学びを共有し，高め合う具体的支援の工夫

ア 動きのポイントや課題の共有化を図る資料の工夫

シェア活動を機能させていくために，個々の課題や動きを視覚的に捉えさせたり，活動を

通して得た学びを広げさせたりすることが必要である。そこで，以下の視点に沿って，資料

を工夫していくこととする。

共有化を図る資料 内容

ゴール像が明確に 学習でどのような動きを身に付ければよいのかを視覚的に捉え

捉えられる資料 ることができるようにする。(例)映像，写真など

動きを言語化し， 児童が学習で得た自己やチームの課題や動きのポイントを図や

共有するための資料 写真を活用しながら，気付いたり，分かったりした内容を表現す

ることができるようにする。(例)作戦ボードなど

【資料７】共有化を図る資料の視点
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イ 教具の工夫

体育科学習の中で，各種運動の動きを緩和して習得しやすくしたり，仲間の動きを判断し

やすくしたり，課題意識をもたせたりする教具が必要である。岩田靖著の「体育の教材を創

る」では，教具には７つの機能があると考えられている。教具の機能は本研究で述べる運動

する喜びを構成する三要素に関連していると考え，【資料７】のように整理した。そこで，

教具を工夫する際には，その関連に留意することとする。

教具の機能 運動する喜びを構成する

三要素との関わり

① 運動課題に対する困難度の緩和

② 運動の制限の追加（空間・方向・位置など）

③ 運動のできばえのフィードバック効果

④ 運動の原理や概念を直観的・視覚的に提示

⑤ 運動の課題性を意識，方向付け

⑥ 運動課題に対する心理的不安の除去，安全の確保

⑦ 運動の学習機会を増大，効率の向上

【資料８】教具のもつ主な機能と運動する喜びを構成する三要素との関わり

６ 研究の構想

身体性

認識性

主体性

【図５】研究構想図
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７ 研究の実際

(1) 検証授業Ⅰの指導の実際と考察

単元名 「走り高跳びチーム対抗戦をしよう」（C 陸上運動 エ 走り高跳び）

ア 単元目標

○動きのポイントを見つけ，課題に応じた練習を選択したり，アドバイスしたりすること

ができる。 【認識性】

○リズミカルな助走から，高く踏み切り，はさみ跳びで跳ぶことができる。 【身体性】

○ルールを守って，仲間と協力して進んで練習やゲームをすることができる。 【主体性】

イ 単元計画（６時間）

つかむ（２） 高める（３） 味わう（１）

１ 試しの記録測定を行い，学 ２ チームで課題に応じた練習 ３ 身に付けた動きを生か
習のめあてをつかむ。 方法を選択し，動きを高める。 し，チーム対抗戦を行う。

〔つかむシェア活動〕 〔高めるシェア活動〕 〔味わうシェア活動〕
VTRや試しの運動を通し チーム練習において，練習 チーム対抗戦を通し

て，学習課題をつかむ。 方法を選択したり，アドバイ て，仲間の成長につい
スをしたりして動きを高める。 て賞賛し合う。

ウ チームで活動する教材化の工夫

ルール設定の工夫 練習方法の工夫

運動の集団化 意欲の喚起 ○３つの練習方法の提示

○１チーム５人のチ ○ノモグラムによる →走り高跳びの課題となる動きを高めるため

ーム競争 目標記録との差を

→「シェア活動」をよ 得点化競争

り機能させるため →目標記録達成に向

けた課題意識をも

たせるため

エ 動きや学びを共有し，高め合う具体的支援の工夫

動きのポイントや課題の共有化を図る資料 本単元における教具 教具の機能

○陸上選手の走り高跳びのＶＴＲ ○ケンステップ・踏み切り板 ①②

→動きの課題を共有するため ○高跳び審判器 （成否の判定） ③

○スキルブック ○ノモグラム (目標記録の設定) ⑤

→各チーム走り高跳びの動きを，シェア活 ○高跳び用ゴム ⑦

動で共有するため P8

資料８

【資料10】スキルブック 【資料11】ノモグラム 【資料12】高跳び審判器

【資料９】３つの練習の場
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オ つかむ段階（２時間）

目標 走り高跳びのイメージをもち，目標記録を設定し，学習課題をつかむことができる。

(ア)つかむ段階 (第１時)

第１時では，まず走り高跳びチーム対抗戦のルール

を提示し，走り高跳びをチームの総合点で競争するこ

とを確かめた。次に陸上選手のはさみ跳びの映像を見

せ，動きのポイントについて考えさせた後に，チーム

別に「つかむシェア活動」を行った。すると，【写真

１】のように，足の上げ方や助走の仕方などについて

話し合う姿が見られた。その後，ノモグラムで目標記

録を設定させ，試しの記録測定を行った。

部分考察1

第１時終了後のＡ児の感想が【資料13】

である。赤線部からは，目標記録など主体

性に関する記述があることが分かる。この

ような記述は，走り高跳びをチーム対抗戦

として教材化したことやノモグラムによる

数値目標をもたせたことが有効だったと考える。また青線部からは，Ａ児が空中姿勢や助走

に着目した認識性に関する記述が見られた。これは，陸上選手の映像から目指す動きについ

てイメージを明確にもたせたことは，主体性を高める上で有効だったと考える。

(イ)つかむ段階 (第２時)

第２時では，はさみ跳びの一連の動きを「スキルブ

ック」で確かめた。そして，第３時以降にチーム別練

習を行うために，課題に応じた練習方法を提示し，試

しの練習を行った。その後，「つかむシェア活動」で

【写真２】のように，チームごとに課題と動きのポイ

ントを色で分けて付箋紙に書き，その動きの部分に貼

り付けて活用させた。

部分考察２

第２時終了後のＡ児の感想が【資料13】で

ある。「前かがみになって，足をまっすぐ上

げる」といった動きのポイントについて，第

１時よりも詳しく記述しているのが分かる。

このような認識性に関する記述は，76％の児

童に見られた。これは，「スキルブック」や練習方法を提示したことで，動きを見合う視点や

課題を明確にもつことができたと考える。以上のことから，課題を明確につかむという主体

性を高める上で「スキルブック」を活用した「つかむシェア活動」を位置付けたことは有効

だったと考える。

【写真1】つかむシェア活動で走り高跳びの
動きについて話し合う様子

【資料13】第1時後のA児の感想

【資料14】第２時後のA児の感想

【写真2】スキルブックに動きのポイントをまとめる様子
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カ 高める段階 (３時間)

目標 チームで課題に応じた練習方法を選択し，動きを高めることができる。

(ア)高める段階（第３時・第４時・第５時）

まず，前時までに多く出てきた課題を全体交流の場で

確認した。チームごとに個人の課題を共有する「つかむ

シェア活動」後に，練習を行った。その際に，随時「高

めるシェア活動」を行い，仲間の動きに対するアドバイ

スや賞賛を行うよう促した。踏み切り際に足が引っかか

っていたＢ児に対して，【写真３】のようにＣ児が「助

走のスタート位置を下げるといい」といった動きのアド

バイスをしていた。その後，Ｂ児はスタート位置を下げ

たところ，【写真４】のように，リズミカルな助走から

踏み切り板で踏み切り，跳ぶことができた。

本時学習の自己評価後，「味わうシェア活動」を行っ

た。ここでは，本時学習における自己の伸びをふり返っ

たり，【写真５】のように「スキルブック」に学習で得

た動きのポイントを貼ったりする姿が見られた。また，

次時の練習方法を相談するチームもあった。

部分考察３

「高めるシェア活動」において，チームの仲間同士で

動きのアドバイスをする姿が見られた。これは，児童が

得た学びを「助走」「踏み切り」「空中姿勢」という視点

で「高めるシェア活動」を行ったことで，課題解決の方

法を見い出すことができるようになり，認識性が高まっ

たからだと考える。また練習を通して，児童の記録を更

新することができた。これは仲間とのアドバイスを受けて練習したり，今までチームで得た

学びを試したりすることで，動きのポイント(認識性)をつかみ，児童自身の動き(身体性)が

高まったからだと考える。

学習終了後のＤ児の感想が【資料14】であ

る。【資料14】から，踏み切りに関する動き

のポイントが分かったこと(認識性)，そして

高く跳ぶ感覚をつかんだこと(身体性)が分

かる。さらに，次時で得た動きのポイントを

生かして，跳ぼうとする意欲の高まり(主体性)も分かる。これは，「高めるシェア活動」で

児童が得た動きのポイントが広がり，「味わうシェア活動」でＤ児が，その動きのポイント

の理解が深まったと考える。

以上のことから，認識性，身体性，主体性を高める上で「高めるシェア活動」「味わうシ

ェア活動」を位置付けたことは，有効だったと考える。

【写真3】高めるシェア活動で動きを修正するB児

【写真４】修正後のB児の跳躍

【資料15】本時終了後のD児の感想

【写真5】味わうシェア活動の様子
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キ 味わう段階（１時間）

目標 高めた動きを生かして，「走り高跳びチーム対抗戦」を楽しむことができる。

味わう段階では，チームで準備運動後「走り高跳

びチーム対抗戦」を行った。児童はこれまでの記録

更新を目指して，意欲的に新記録に挑戦したり，チ

ームの仲間が跳ぶ際にもアドバイスを送ったりす

ることができた。その後，「味わうシェア活動」を

行い，仲間同士で賞賛の言葉をかけ合った。

部分考察４

【資料16】は，学習終了後のＥ児の感想である。

緑線からＥ児は記録更新したことと，自己の動

きの変容をふり返っていることから，身体性の

高まりを実感していることが分かる。また，足

の動きや助走の仕方の大切さについてふり返っ

ていることから，認識性が高まっていることが

分かる。このような認識性に関する記述は90％，また身体性に関する記述は88％の児童に見

られた。このことから，動きのポイントの理解が深まり，走り高跳びの動きについて習得す

ることができたと考える。以上のことから，認識性，身体性をつかむ上で「つかむシェア活

動」「高めるシェア活動」「味わうシェア活動」を位置付けたことは有効だったと考える。

ク 検証授業Ⅰの全体考察

(ア) ｢わかる喜びを味わう子ども｣について

【資料17】は，動きのポイントをつかんだかを５段

階評価で自己評価し，学級平均で表したものである。

第１時から向上し，第６時では1.2ポイント高くなっ

ていることが分かる。また【資料18】は，チームで作

成した「スキルブック｣である。【資料18】のスキルブ

ックには「助走を軽く，踏み切りは強く」など動きの

ポイントを書いた黄色の付箋紙を貼り付けている。ま

た，赤の付箋紙には，自己の

課題を動きの部分に貼り付け

ている。

以上のことから，スキルブ

ックを活用して「シェア活

動」を行ったことは，課題を

把握したり，動きのポイント

をつかんだりする上で有効だ

ったと考える。

【写真６】チーム走り高跳び対抗戦の様子

【資料16】学習後のE児の感想

【資料17】「走り高跳びの動きのポイントを
つかんだか」(認識性)の自己評価の推移

【資料18】学習終了後のスキルブック
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(イ)「できる喜びを味わう子ども」について

【資料19】は，走り高跳びの学級平均記録の推移で

ある。第１時の学級平均記録に比べ，向上し，第６時

のチーム対抗戦では，11㎝も高く跳ぶことができるよ

うになっていることが分かる。

【写真7】は，学習前と学習後のＦ児の動きの変容

を表した連続写真である。この【写真７】から，学習

後ではＦ児がリズミカルな勢いのある助走，上方への

踏み切り，大きく上がった振り上げ足と抜

き足といったはさみ跳びの動きを身に付

けていることが分かる。また，【資料20】

では，走り高跳びの自己の動きの自己評価

したものを学級平均で表した推移である。

【資料20】から，第１時から向上し，第６

時では1.5ポイント高くなっていることが

分かる。このようにＦ児を始め，多くの児

童が動きを高めることができた。これは，

個人競技である走り高跳びをチーム対抗

戦として教材化し，視点を明らかにした「シェア活

動」を位置付けたことで，動きを見合い，動きが高ま

ったからだと考える。

(ウ)「うごく喜びを味わう子ども」について

【資料21】は，学習に対する態度の自己評価し，学

級平均で表したものである。【資料21】を見ると，単元

導入時から４ポイント以上と高い数値を維持している

ことが分かる。また，学習が進むにつれて，認識性，

身体性の向上に伴い，主体性も高まったと考える。こ

れは，走り高跳びのチーム得点化競争という教材化し

たことやシェア活動を位置付け，意図的な仲間との関

わりを設定したからだと考える。

ケ 検証授業Ⅰの成果と課題

○ 個人競技である走り高跳びをチーム対抗戦に教材

化したことは，「シェア活動」を機能させ，認識性，

身体性を高める上で有効だった。

○ 「シェア活動」の中で映像やスキルブックなどの

視覚的資料を用いることは，動きを見合ったり，アドバイスをしたりする上で有効だった。

● シェア活動のよさは実感しているが，自発的な発言の質的，量的に個人差があり，日常

的にシェア活動の活用等を通して向上させる必要がある。

【資料19】走り高跳びの学級平均記録の推移

【資料20】「走り高跳びの動きができるようになったか」
(身体性)の自己評価の推移

【写真7】F児の学習前と学習後の動きの変容

【資料21】「仲間と協力して，進んで運動できたか」

(主体性)の自己評価の推移
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(2) 検証授業Ⅱの指導の実際と考察

単元名「１・２・アタック！バウンドバレーボール大会をしよう」(E ボール運動ネット型)

ア 単元目標

○得点するために，「打ち方」と「ポジショニング（位置取り）」に着目して，チームの作戦

を立てることができる。 【認識性】

○基本的なボール操作を身に付け，三段攻撃で連係した攻防することができる。 【身体性】

○運動に進んで取り組み，仲間と協力して，作戦や連係した動きについて交流しながら，練

習やゲームを行うことができる。 【主体性】

イ 単元計画（９時間）

つかむ（３） 高める（４） 味わう(２)

１ 始めのゲームを行い，学 ２ チームで作戦を立て，三段 ３ 仲間と連係して，「バウ
習のめあてをつかむ。 攻撃で相手コートに打ち返 ンドバレーボール大会」を行

し，ゲームを行う。 う。

〔つかむシェア活動〕 〔高めるシェア活動〕 〔味わうシェア活動〕
VTRや始めのゲームを通 ドリルゲームや試しのゲ 「バウンドバレーボール

して，学習課題をつかむ。 ームを通して，得点にする 大会」を通して，チームや
ための動きを高める。 仲間の成長を賞賛し合う。

ウ チームで活動する教材化の工夫

ルール設定の工夫 練習方法の工夫

運動の集団化 意欲の喚起 ○３つの練習方法(ドリルゲーム)の提示

○ワンバウンドまで ○セカンドキャッチ →基本的なボール操作を身に付けるため

パスを許容 ルール

→連係した動きを容 自陣で 2 番目にパス
易にするため を受けた人は，ボール

○全員が触れて返球 を捕ることができる。

→三段攻撃の役割を →アタックでの返球

明確にするため を容易にするため

○試しのゲーム→チームの作戦の確認のため

エ 動きや学びを共有し，高め合う具体的支援の工夫

動きのポイントや課題の共有化を図る資料 本単元における教具 教具の機能

○ビーチバレーボールのＶＴＲ ○ソフトバレーボール（操作の緩和） ①⑥

→動きの課題を共有するため ○作戦ボード・区分コート ①⑤

○作戦ボード （作戦の共有化・意識化) Ｐ８

→チームで作戦 資料８

を立て，共有

するため

○チームノート

→作戦を振り返

るため

【資料22】３つの練習方法

【資料23】作戦ボード 【資料24】区分コート
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オ つかむ段階（３時間）

目標 ルールを知り，基本的なボール操作に慣れ， 学習課題をつかむことができる。

(ア)つかむ段階（第１時・第２時）

まず，ビーチバレーボールのＶＴＲを視聴する時間を設定し，その後全体でパスやアタッ

クのイメージをもたせるために「つかむシェア活動」を行った。次に，バウンドバレーボー

ルのルールを提示し，ボールに慣れる運動，さらにゲームを行った。ゲームでは，意欲的に

活動したが，パスが中心となり，アタックを打つ段階に至らなかった。

第２時では「つかむシェア活動」において，【写真８】

のように作戦ボードを用いて，｢ボールの打ち方｣「ポジ

ショニング」(守る場所，移動する場所など)を話し合っ

た。すると，ゲームではポジションを決めて守り，パス

を高く上げて，繋ごうとすることができた。

部分考察５

【資料25】は，第１時終了後のＧ児の感想である。Ｇ

児の記述から，青線部からパスの繋ぎ方といった認識性，赤線部から次時への課題といった

主体性に関するそれぞれ記述があることが分かる。学級全体では，パスをつなぐためのポイ

ントなど認識性に関する記述が60％，次時への課題など主体性に関する記述が

74％の児童に見られた。このような記述が

あったのはＶＴＲを視聴させたことで，パ

スやアタックの動きのイメージをもつこと

ができたからだと考える。以上のことか

ら，課題をつかむ上で視覚的資料を用いた

「つかむシェア活動」を位置付けたことは有効だったと考える。

(イ)つかむ段階（第３時）

第３時では新たに「セカンドキャッチルール」を提示

した。第２時での「打ち方」「ポジショニング」で立てた

作戦を生かして，【写真９】のように「セカンドキャッ

チ」からアタックを打つことができるようになった。

部分考察６

【資料26】は，第３時終了時のＨ児の感想である。Ｈ

児の記述から，「アタックを打ちたい」という単元目標で

ある連係した攻防に意識が向いているこ

と(主体性)が分かる。このようなアタック

に焦点を当てた記述は，学級全体の66％の

児童に見られた。これは，「セカンドキャ

ッチルール」という教材化により，アタックを容易に行うことができたからだと考える。以

上のことから，単元目標である動きを主体的に追究させるために，「セカンドキャッチルー

ル」を生かした教材化の工夫が有効だったと考える。

【資料25】第１時終了後のG児の感想

【写真8】つかむシェア活動で
「ポジショニング」を話し合う様子

【写真９】セカンドキャッチからアタックを打つ様子

【資料26】第３時終了後のH児の感想
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カ 高める段階 (４時間)

目標 チームで作戦を立て，相手が捕りにくいボールをアタックできる三段攻撃の連係した

動きを高めて，攻防することができる。

(ア)高める段階（第４時・第５時）

高める段階，第４時・第５時では，三段攻撃で打ち

返すようになることをめあてにした。そこで，「打ち

方」「ポジショニング」を観点にして，「つかむシェア

活動」を行い，チームごとに作戦を立てた。【写真10】

のように，「アタックを打って，得点を増やしたい」と

いう課題を持っていた白チームは「ネット際へのパス

をすること」(打ち方)と「ネット際のプレーヤーがセ

カンドキャッチをすること」（ポジショニング）の作戦

を立てた。

そして，試しのゲームに位置付けた「高めるシェア

活動」で，白チームは，【写真11】のように，ポジショ

ニングやそれぞれの役割など確認したり，アドバイス

をし合ったりした。すると，【写真12】のように，相手

コートへ三段攻撃で返球することができた。

部分考察７

【資料27】は，第５時終了後のＩ児

の感想である。赤線部から，相手のア

タックに対して，返球するための次時

への課題といった主体性に関する記

述，また青線部からは，セカンドキャッチをするポジショニングといった認識性に関する記

述があることが分かる。このように三段攻撃に関するの動きのポイントなど認識性に関する

記述は，59％の児童に見られた。また，【写真12】のように，チームで連係して，ポジショ

ニングや役割を決めて，ゲームで三段攻撃を行う姿が全てのチームに見られた。これは，

「高めるシェア活動」でチームで動きを付加修正・強化を図り，認識性，身体性が高まった

からだと考える。以上のことから，認識性や身体性，主体性を高める上で「高めるシェア活

動」を位置付けたことは，有効だったと考える。

【写真10】第5時 つかむシェア活動の様子

【写真11】試しのゲームで

高めるシェア活動を行う白チーム

【写真12】「高めるシェア活動」後に三段攻撃を行う白チーム

【資料27】第５時終了時のI児の感想
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(イ)高める段階 (第６時・第７時)

第６時・第７時では，得点するために，相手が捕りにくいボールを打ち返すことをめあて

とした。そこで，前時までの児童の感想から，強弱をつけたアタックや相手がいないところ

に目を向けるようにした。

まず「つかむシェア活動」では，「打ち方」「ポジシ

ョニング」に着目させ，作戦を立てるようにした。【写

真13】のピンクチームは，強いアタックを打って得点

するために，「相手チームのセッターを狙って返球する

ことで，ネット際でアタックを打たせないようにしよ

う」という作戦を考えた。

次に試しのゲームを行った。相手のポジショニングやアタッカーを確かめ，より得点に繋

げるために「高めるシェア活動」を行う姿が見られた。すると，【写真14】のようにチーム

で作戦を立て，得点に繋げようとしていた。

部分考察８

【資料28】は，第７時終了後のＪ児の感想である。緑線部から得点に繋がる攻撃ができた

こと(身体性)，青線部から相手がいない所へ

の攻撃が得点できること(認識性)，そして赤

線部から次時で新たな作戦を試したいという

意欲の高まり(主体性)が分かる。学級全体で

は，相手が捕りにくいボールといった認識性

に関する記述が72％，また次時への課題や意欲など主体性に関する記述が66％の児童に見ら

れた。これは，試しのゲームに位置付けた「高めるシェア活動」で得点につなげるための作

戦や動きを付加修正・強化する中で，認識性や主体性が高まったからだと考える。以上のこ

とから，認識性，身体性，主体性を高める上で「高めるシェア活動」を位置付けたことは有

効だったと考える。

【写真13】第７時 つかむシェア活動の様子

【写真14】チームで立てた作戦を生かして攻撃する様子

【資料28】第7時終了後のJ児の感想
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キ 味わう段階 (２時間)

目標 仲間と協力し，バウンドバレーボール大会を楽しむことができる。

味わう段階では，「バウンドバレーボール大会」を行

った。ゲームを行う中で，三段攻撃で打ち返し得点する

姿や出場している仲間に対して動きのアドバイスする

ことができた。得点が決まると，【写真15】のように喜

ぶ姿が見られた。ゲーム後には「味わうシェア活動」を

行った。トスの上げ方や三段攻撃など，チームや仲間の

成長を伝え合うことができた。

部分考察９

【資料29】は，学習終了後のＫ児の感想

である。「アタックを打てるようになっ

た」という身体性に関する高まりや「仲間

との団結が深まった」という仲間のよさや

成長を実感していることが分かる。三段攻撃やパスの繋ぎ方など身体性に関する記述は，学

級全体で87％の児童に見られた。また，仲間のよさに関する記述は64％の児童に見られた。

これは，これまでのチームでの学習を通して，仲間と作戦を話し合ったり，アドバイスをし

合ったりすることで，連係した動きができるようになったからだと考える。以上のことから，

身体性の高まりや仲間のよさ，成長を実感させる上で「味わうシェア活動」を位置付けたこ

とは有効だったと考える。

ク 検証授業Ⅱの全体考察

(ア)「わかる喜びを味わう子ども」について

【資料30】は，「得点をするための動きが分かった

か」を５段階評価で自己評価し，学級平均でその推移を

表したものである。この【資料30】から，４ポイント以

上を維持し，また第８・９時では，第１時に比べ，0.5

ポイント向上しているのが分かる。また，【資料31】

は，学習後のチームノートである。【資料31】から，「打

ち方」と「ポジショニング」で作戦を立て，コート図に

もネット付近へ返すことを意識していることが分

かる。これは，「打ち方」「ポジショニング」に着

目させ，視覚的資料を用いて「シェア活動」を行

ったことで，チームで連係した動きをを共有する

ことができたからだと考える。以上のことから，

動きのポイントをつかんだり，連係した動きを共

有したりする上で視覚的資料を用いた「シェア活

動」を位置付けたことは有効だったと考える。

【資料30】「得点するための動きを
つかんだか」（認識性）の自己評価の推移

【写真15】得点を決め，喜ぶ白チーム

【資料29】学習終了後のK児の感想

【資料31】学習後のチームノート
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(イ)「できる喜びを味わう子ども」について

【資料32】を見ると，第１時では，１回も満たな

かったアタックが第７時までには，７回まで増えて

いることが分かる。このことから，ラリーやアタッ

クなど連係した動きが高まったことが分かる。

また【資料33】を見ると，ラリー，アタックに関

する自己評価の学級平均は，第9時では第1時に比べ

てそれぞれ1.3ポイント，２ポイント向上している

ことが分かる。これは，「ワンバウンドまでパスを

許容」「セカンドキャッチ」など，ルール設定を工

夫したことで，パスやアタックなどボール操作を容

易にしたからだと考える。また，「打ち方」や「ポ

ジショニング」に視点をおいて「シェア活動」を行

うことで，チームで動きを共有化し，連係した動き

を高めることができたと考える。

以上のことから，チームで動きを高めるために，

アタックや連携した攻撃に視点を当てて教材化の

工夫をしたことや，視点を与えた「シェア活動」を

位置付けたことは有効だったと考える。

(ウ)「うごく喜びを味わう子ども」について

【資料34】を見ると，第１時から４ポイント以上

を維持し，単元導入時から４ポイント以上と高い数

値を維持していることが分かる。これは，チームで

連係して攻防するようなルール設定を工夫したこ

とや，「シェア活動」で課題やその解決方法を把握

することができたことが要因だったと考える。

以上のことから，主体的に学習に取り組む上で連

携した攻撃や誰もがアタックを打つことができる

ような教材化の工夫及び，課題やその解決方法を把

握するための「シェア活動」を位置付けたことが有効だったと考える。

ケ 検証授業Ⅱの成果と課題

○ 「運動の集団化」や「意欲の喚起」に視点を当てた教材化の工夫を行うことで，チーム

でのシェア活動がより効果的に機能し，動きのポイントがつかんだり，チームの課題を付

加修正したり，連携した動きを強化したりすることができた。

○ 「打ち方」と「ポジショニング」に着目したシェア活動を行うことで，視点をもって作

戦を立てたり，アドバイスを送ったりすることができた。

● アンダーハンドパスやオーバーハンドパスなどボール操作をより高める上で効果的な練

習方法を設定する必要がある。

【資料33】「パスを繋いでラリーができたか」｢アタック
を打つことができたか｣(身体性)の自己評価の推移

【資料34】「仲間と協力して，進んで運動できたか」
(主体性)の自己評価の推移

【資料32】学級の平均アタック回数の推移
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(３) 検証授業Ⅲの指導の実際と考察

単元名 「みんなで行こう！！ジャングル探検」（表現運動 ア 表現）

ア 単元目標

○ 表したい感じを工夫したり，友達の動きを取り入れたりして，表現することができる。

【認識性】

○「ジャングル探検」という題材の特徴を捉え，対比する動きを組み合わせて「はじめ」

「なか」「おわり」のひと流れを全身で表現することができる。 【身体性】

○運動に進んで取り組み，仲間と仲良く安全に運動を行うことができる。 【主体性】

イ 単元計画（６時間）

つかむ（３） 高める（４） 味わう(２)

１ 試しの運動を行い，学 ２ ジャングル探検の様子を捉 ３ チームで作った動き
習のめあてをつかむ。 え，チームで動きを作り，表 を発表し合う。

現する。

〔つかむシェア活動〕 〔高めるシェア活動〕 〔味わうシェア活動〕
VTRや試しの運動を通 チームで場面のイメージや チーム別の表現を見

して，学主課題をつかむ。 動き方を共有しながら，動き 合い，チームや仲間のよ
を高める。 さを賞賛し合う。

ウ チームで活動する教材化の工夫

ルール設定の工夫 練習方法の工夫

運動の集団化 意欲の喚起 ○単元導入時で全身での表現する等の動き

○チーム別の活動 ○「ジャングル探検」 の素地作り

→「シェア活動」を というテーマ設定

より機能させるた →イメージをもたせ

め やすく，多様な動き

が考えられるため

○創作活動

→目的を明確にする

エ 動きや学びを共有し，高め合う具体的支援の工夫

動きのポイントや課題の共有化を図る資料 本単元における教具 教具の機能

○表現運動のＶＴＲ ○新聞紙 ④

→動きの課題を共有するため ○ジャングルに関する写真 ④⑤

○チームノート ○イラストカルタ(全１２種類) ④⑤

→場面のイメージや動き方を言葉や図で (運動の課題の意識付け) Ｐ８

記入し，シェア活動に活用するため 資料８

【資料36】チームノート 【資料37】イラストカルタ

【資料35】表現運動で取り扱った主な素地作り
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オ つかむ段階 (２時間)

目標 表現運動のイメージをもち，試しの運動を行い，学習課題をつかむことができる。

(ア)つかむ段階(第１時)

第１時では，表現運動についてのイメージをもたせ

るために，ＶＴＲを提示し，動きのポイントに関する

「つかむシェア活動」を行った。すると，【写真16】

のように児童から「体全体」「大きく動かす」といっ

た言葉が聞かれた。その後，共有した動きのポイント

を意識させながら，試しの運動を行った。

部分考察１０

【資料38】は，第１時終了後のＬ児の感想

である。Ｌ児の記述から，青線部から動き方

といった認識性，赤線部から次時への課題と

いった主体性に関するそれぞれ記述がある

ことが分かる。学級全体では，全身を使う，

大げさに動くといった認識性に関する記述が72％，次時への課題など主体性に関する記述が

62％の児童に見られた。これはＶＴＲを視聴したことで，表現運動の動き方をイメージをも

ったからだと考える。以上のことから，課題をつかみ，認識性を高める上で視覚的資料を活

用した「つかむシェア活動」を位置付けたことは有効だったと考える。

(イ)つかむ段階(第２時)

第２時では，まず前時で行った「まねっこダン

ス」等の運動を行った。そして，次に特徴をを捉え

た表現ができるようにするために，ジャングルの写

真を提示しながら「つかむシェア活動」を行い，そ

して，その後「イラストカルタ」を用いた表現運動

を行った。そして，その後「イラストカルタ」を用

いた表現運動を行った。すると児童は【写真17】の

ように自分の考えた動きの様子を即興的に表そうと

する姿が見られた。

部分考察１１

【資料39】は，第２時終了時のＭ児の感想

である。２行目の青線部からは，「ジャング

ルを行動するときは，ゆっくり，しんちょう

に」という言葉があるように，場面の様子か

らどのような動きをしたらよいかが書いていることが分かる。これは視覚的資料を用いた

「つかむシェア活動」により，ジャングルのイメージとその様子を表す動き方を共有し，ど

のように動けばよいかが分かった(認識性)からだと考える。以上のことから，認識性を高め

る上で視覚的資料を用いながら「つかむシェア活動」をすることは有効だったと考える。

【写真17】宝探しに行く途中の様子を表すＡチーム

【写真16】VTRを見ながらの

つかむシェア活動の様子

【資料38】第１時終了後のL児の感想

【資料39】第２時終了後のM児の感想
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カ 高める段階 (３時間)

目標 表したい場面の特徴を捉え，「はじめ」「なか」「おわり」の一連の流れで表現するこ

とができる。

(ア)高める段階(第３時・第４時・第５時)

第３時では，仲間と対比した動きを取り入れた表現

を行うこと，第４時では，チームごとに一番表したい

場面を表すことを，そして第５時では，第４時で作っ

た表現に「はじめ」「なか」「おわり」をつなげて表現

することをめあてにした。第５時の「つかむシェア活

動」では，【写真18】のように，チームで場面のイメー

ジや動き方とともに，場面のつながりを意識して話し

合う姿が見られた。

次に，共有したイメージをもと

に，チームごとに創作活動を行っ

た。その際に，「高めるシェア活動」

を行い，チームごとに表現を新たに

作ったり，付加修正を図ったりしな

がら，【写真19】のように，第４時で

作った表現につなげる場面を作ろう

とする姿が見られた。【写真20】は，Aチームの作った一連の流れの表現である。

部分考察１２

【資料40】は，第５時終了後の N児の感
想である。【資料40】の緑線部から，ひと流

れで表現できたこと（身体性），また赤線部

からは，次時の発表会に向けての意欲の高

まり（主体性）が分かる。これは，「つかむシェア活動」「高めるシェア活動」で，チーム内

でイメージと動き方を共有することで，どのように動けばよいか(認識性)がわかり，一連の

流れの動きを表現すること(身体性)ができたからだと考える。以上のことから，認識性，身

体性，主体性を高める上で「高めるシェア活動」を位置付けたことは有効だったと考える。

【写真18】第5時 つかむシェア活動の様子

【資料39】第５時終了後のN児の感想

【写真20】Aチームが作ったひと流れの表現

【写真19】第5時 「はじめ」の動きをつくる様子
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キ 味わう段階 (１時間)

目標 チームで作った動きを場面の特徴を捉えて，全身で表現し，発表することができる。

第６時では，【写真21】のように作った表現の発表

会を行った。チームで作った動きを「はじめ」「な

か」「おわり」の一連の流れで表現するこができた。

また，他のチームの表現を児童は，自分たちとの違

う動きに興味をもって見る姿が見られた。その後に

行った「味わうシェア活動」では，表現を作ったチ

ームの仲間の頑張りや伸びを賞賛し合った。

部分考察１３

【資料41】は，第6児終了後のO児の感想

である。緑線部からは，練習の成果が出

せた動きの高まり（身体性），また黄線部

から，他のチームのよさや成長を感じて

いることが分かる。このように身体性に

関する記述は，学級の63％の児童に見られた。これは，「味わうシェア活動」を位置付けた

ことで，チームとして作り上げた表現を振り返り，達成感を味わうことができたからだと考

える。以上のことから，身体性の高まりや仲間のよさを味わう上で，「味わうシェア活動」

を位置付けたことは，有効だったと考える。

ク 検証授業Ⅲの全体考察

(ア)「わかる喜びを味わう子ども」について

【資料42】は，「表したい様子を表現することができ

たか」を自己評価し，学級平均でその推移を表したも

のである。【資料42】から，４ポイント以上を維持し，

また第６時では，第１時に比べ，0.6ポイント向上して

いることが分かる。また【資料43】は，学習後のチー

ムノートである。【資料43】には，チームで表したい

「場面のイメージ」とどのように表す

かを書いた「動きのポイント」につい

て書いていることが分かる。これは，

「場面のイメージ」と「動き方」に着

目させ，チームノートや写真等の視覚

的資料を用いた「シェア活動」を行っ

たことで，場面の特徴を表す動き方を

共有化を図ることができたからだと考

える。以上のことから，認識性を高め

る上で視覚的資料を用いた「シェア活

動」は有効だったと考える。

【資料42】「表したい様子を表現することがで

きたか」(認識性)の自己評価の推移

【写真21】作った表現を発表するCチーム

【資料41】第6時終了後のO児の感想

【資料43】学習後のチームノート
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(イ)「できる喜びを味わう子ども」について

【資料44】は，「全身で表現できたか」「特徴を捉え

て，表現できたか」に関する自己評価の学級平均を表

したものである。【資料44】から最初から４ポイント

以上を維持し，第６時までに0.76ポイント向上してい

ることが分かる。「高めるシェア活動」を通して，チ

ームでの動き方が広がったことで，特徴に捉えた動き

を表現することはできた。しかし，動きの十分な高ま

りに繋がらなかったことや，明確な評価規準が設定で

きなかったことが課題だと考える。そこで，特徴を捉

えた動きを高めるための練習方法を工夫することや，評価規準を設定するために，チームで

創作する表現の場面の条件を設定するなど教材化の工夫が必要だと考える。

(ウ)「うごく喜びを味わう子ども」について

【資料45】は，学習に対する自己評価の学級平均を

表したものである。【資料45】から４.４ポイント以上
を維持していることが分かる。これは，ジャングル探

検というテーマ設定やチームでの創作活動といった

教材化の工夫，さらには「シェア活動」による仲間と

の意図的な関わりを設定したことで，課題意識をもっ

て意欲的に取り組むことに繋がったと考える。

以上のことから，主体的に学習に取り組むことがで

きるように，運動の集団化，意欲の喚起といった視点での教材化の工夫をしたことや課題追

求や共有化を図るために「シェア活動」を位置付けたことは有効だったと考える。

ケ 検証授業Ⅲの成果と課題

○ チームで場面を特徴を捉えて，表現を創作活動として教材化したことは，「シェア活動」

を機能させ，児童が主体的に学習を進める上で有効だった。

○ 「シェア活動」の中で映像や写真などの視覚的資料を用いることは，場面の特徴を捉えた

り，場のイメージを持つ上で有効だった。

● 動きの広がりはあったが，高まりに繋がらなかった。動きを高めるために，表現の素地を

つくるような練習方法の設定や，相互評価できる明確な評価規準を位置づける必要がある。

８ 全体考察

(1)チームで活動する教材化の工夫について

まず，競争やゲームのルール設定を行う際に「運動の集団化」という視点で教材化したこ

とで，意図的な集団との関わりを作ることができた。これにより，「シェア活動」を通して，

動きのポイントを共有化することで，各検証授業において認識性が高まった。また，動きを

見合ったり，アドバイスをしたりすることで，チーム全体で身体性の高まりに繋がった。以

上のことから「運動の集団化」の視点で教材化の工夫を行うことは，認識性，身体性を高め

る上で有効だったと考える。

【資料45】「仲間と協力して，進んで運動でき

たか」(主体性)の自己評価の推移

【資料44】「全身で表現できたか」「特徴を捉えて

表現できたか」(身体性)に関する自己評価の推移

【29「ふくおか教育論文」】
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次に，「意欲の喚起」という視点で教材化したこと

で，【資料46】【資料47】のように，主体性を高めるこ

とができた。これは，教材化の工夫により，児童が運

動の中で認識性や身体性を発揮し，楽しさや喜びを一

層味わうことができたからだと考える。以上のことか

ら「意欲の喚起」に視点を当てた教材化の工夫をする

ことは，主体性を高める上で有効だったと考える。

(2)動きや学びを共有し,高め合う具体的支援の工夫について

目指す姿を捉えさせるために，VTRや写真などを
提示した。その結果，目指す動きのイメージをもち，

さらには課題意識をもったと考える。その成果とし

て，【資料46】【資料47】のように「めあてをもって取

り組んでいるか」という主体性の高まりに繋がったと

考える。以上のことから，目指す姿を明確に捉えさせ

るために資料を用いたことは，主体性を高める上で有

効だったと考える。

次に動きを言語化し，共有するための資料として，チームノートや作戦ボード等を用いて

きた。これにより，シェア活動で動きを見合う視点(認識性)となり，動きのポイントを共有

し，動きの高まり(身体性)に繋がったと考える。以上のことから，動きを言語化し，共有す

るための資料は，シェア活動を通して認識性や身体性を高める上で有効だったと考える。

９ 成果と課題

本研究において，次のように仲間とともに運動する喜びを味わう児童を育むために，シェ

ア活動を位置付けた体育科学習の在り方を究明することができた。

○ チームで活動する教材化の工夫を位置づけたシェア活動を行ったことで，意図的な仲 間

との関わりをつくり，認識性，身体性，主体性を高めることができた。

○ 課題や学びを共有するために，具体的支援を工夫したシェア活動を行ったことで，課題意

識を持ったり(主体性)，動きを見合ってアドバイスをし合ったり(認識性)，チームの学びを

動き(身体性)に生かそうしたりすることに繋がった。

● 検証授業において身体性の自己評価は高まっているが，児童のアンケートから，検証前後

で約20％の児童が依然として自信をもっていないことが分かった。このことから，動きの高

まりを実感できるような練習方法やシェア活動の工夫をする必要があると考える。
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