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事 例 小学校 体育科 第３・４学年 基本の運動「走・跳の運動」

テーマ 「児童が意欲的に活動し，よりよい動きを身につけるための，

単元構成及びの指導方法の工夫改善」

授 業 改 ・児童の意欲を高める教具の工夫

善 の ポ ・発達段階と運動の特性を考慮した単元構成および単位時間の展開の工夫

イント ・つまずきに応じた指導の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】

運動への関心・意欲・態度 運動についての思考・判断 運動の技能

・新聞ハードルを跳び越 ・リズミカルに走り抜く ・新聞ハードルを，リズ

えてリズム良く走る心地 ための新聞ハードルの置 ミ カ ル な 動 き で 跳 び 越

よさを楽しもうとする。 き方や，跳び越し方につ え，スピードを落とさな

（楽しさ体験） いて，課題を持って学習 いで走り抜くことができ

に取り組んでいる。 る。

・仲間と教えあったり， （課題達成） （技能の向上）

励まし合ったりしながら

運動しようとする。 ・課題にあった練習方法

（社会的態度） を工夫している。

（課題達成）

・運動する場や用具の安

全を確かめようとする。 ・目指す姿になったか，

（安全な態度） 自分の姿をふり返ってい

る。

（評価）

【把握方法】

＜関心・意欲・態度＞

・単元に入る前の，ハードル走についての意識調査の実施。

走ることは好きですか。

ハードルの学習は楽しみですか。

それはなぜですか。

・学習カードを利用し，各時間毎の満足度の把握。

＜思考・判断＞

・学習カードの振り返りから，インターバルを走る歩数のリズムを意識しているかどうか

の把握。

気持ちのいい口リズムはどんなリズムですか？

＜技能＞

・体力運動能力テスト結果の分析

・各単位時間における児童の動きをＶＴＲに残し，動きの変容を分析。

ハードル手前での動き

単
元
の
評
価
規
準
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跳び越すときの脚の使い方（踏み切り足の位置，足の開き方）

各インターバルの歩数

学習状況の結果と分析

２名の児童を抽出し，体力運動能力テストの結果と 「新聞ハードル」の単元に入る前，

に行った事前アンケートの結果，第１時，第２時の授業の様子から学習状況を分析する。

なお，体力運動能力テストの結果については，ハードル走に関係すると考えられる種目

を取り上げた。

５０ｍ走 ・・・スピードに乗って走り抜くための走力。

立ち幅跳び ・・・スピードに乗って遠くから踏み切るときの跳躍力（バネ 。）

反復横跳び ・・・跳び越すとき，跳び越した後の俊敏性。

長座体前屈 ・・・跳び越す（またぎ越す）時の脚の開きや前傾のための柔軟性。

＜分析の結果・Ａ子＞

【ハードル事前調査，１・２時の様子】

項 目 状況 様 子

関心・意欲・ Ｂ ・事前のアンケートではハードルを越えることが怖いと感じ

態度 ている。前時ノート

Ｃ ・仲間とアドバイスをし合うことをはじめ，自分から周りに

働きかけることはないが，練習にはきちんと取り組んでい

る。

思考・判断 Ｃ ・繰り返し練習はするが，同じリズムで走りきるために，ハ

ードルの間隔を変えていない。

技能 Ｃ ・ 後まで立ち止まらずに走りきることはできるが，引っか

からないように跳ぶために，ハードルの手前近くから真上

にあがっており，ハードルを越すごとにスピードが落ちて

しまう。そのため，全てのインターバルを同じリズムで走

りきるまでには至っていない。

・脚を前後に開いて跳び越すまでには至っていない。

【体力運動能力テスト結果】

種目 記録 スポーツテスト得点（１０点中）

＊＊＊＊＊＊＊５０ｍ走 ９．４秒 ７

＊＊＊＊立ち幅跳び １２０ｃｍ ４

＊＊＊＊＊＊＊反復横跳び ３７回 ７

＊＊＊＊＊長座体前屈 ３１ｃｍ ５

Ａ子は体育の学習に苦手意識を持っている児童である。体力運動能力テストの結果から

みると，走力は身についているが，跳躍力はやや劣る面が見られる。また，外遊びをあま

り好まず，いろいろな運動の経験も多い方ではない。これらのことが要因となって運動に

対する苦手意識を持っていると考える。
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単元導入時のアンケートでも，次のような回答をしていた。

「体育の勉強は好きですか？＜Ｃ＞」

「走ることは好きですか？ ＜Ｃ＞」

「ハードルは楽しみですか？＜Ｃ＞」

特にハードルについては，普段の遊びの中で，高い物を跳び越えたり，幅のある物を大

きく開脚した状態で跳び越すといった経験も少なく，ハードルを跳び越える姿をイメージ

できず，目の前の障害物に恐怖感を覚たと考えられる。

また，実際にハードルを跳び越す動きは，ハードルに引っかからないことを第一に考え

るために，スピードやリズムよりも高く跳び越すことに意識が偏り，真上にあがるハード

リングになっていた。

＜分析の結果・Ｂ男＞

【ハードル事前調査，１・２時の様子】

関心・意欲・ Ｂ ・走ることは苦手だが，ハードルは楽しみにしている。

態度 ・仲間と動きやリズムについてアドバイスし合いながら練習前時ノート

Ｃ することは少ない。

思考・判断 Ｃ ・自分で走りやすいリズムは意識できるようになってきてい

る。

技能 Ｃ ・ 後まで立ち止まらずに走りきることはできるが，踏み切

りがハードルに近づきすぎ，跳び越す直前にスピードが落

ちるため，全てのインターバルを同じリズムで走りきるま

でには至っていない。

・脚を前後に開いて跳び越すまでには至っていない。

【体力運動能力テスト結果】

種目 記録 得点

＊＊＊＊５０ｍ走 １１．４秒 ４

＊＊＊＊立ち幅跳び １２１ｃｍ ４

＊＊＊＊＊＊反復横跳び ３５回 ６

＊＊＊＊＊＊＊＊長座体前屈 ３９ｃｍ ８

Ｂ男は体育の授業には喜んで取り組んでいる。マット運動やボールゲームなどでも，繰

り返し練習する姿も見られる。しかし，走ることには苦手意識を持っており，体力運動能

力テストの５０ｍ走や立ち幅跳びの記録もやや低いところに位置している。

事前のアンケートでは，ハードルの授業を楽しみにしていると回答をしている。

「体育の勉強は好きですか？＜Ａ＞」 「走ることは好きですか？ ＜Ｃ＞」

「ハードルは楽しみですか？＜Ａ＞」

実際の授業では，ハードルの前で極端にスピードを落とす姿が見られた。これは，Ａ子

と同様に，目の前に迫ってくるハードルに引っかからないようにしようという意識や恐怖

感が強いためであると考える。また，スピードをつけて片足で踏み切るという経験（遊び

の中で）が少ないため，助走からスピードに乗って跳び越すという一連の流れができない

ためだとも考えられる。

授業改善へ
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２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

ハードル走の楽しさは，ハードルをリズムに乗って連続的に跳び越える心地よさにある

と考える。だからこそ，１台１台のハードルをうまく越えていくことと同時に，全体を一

つの流れとしてとらえることが大切になってくる。

取り上げた２名の児童に共通していることは，ハードルの手前で極端にスピードが落ち

るということである。これは 「ハードルに引っかかるかもしれない 「引っかかって転， 。」

倒するかもしれない 」という恐怖感や，どのハードルも同じリズムに乗って走ることの。

経験の少なさからくるものだと考えられる。

この恐怖感を解消するためには，児童のつまずきに応じた指導の工夫とともに，従来の

ハードルをそのまま使うのではなく 「引っかかっても大丈夫」という安心感のもてるハ，

ードル（教具）が必要だと考えた。

また，リズムよく走ることについては，普段の遊びの中で経験することが少ないため，

リズムを意識しやすい場や，仲間の姿から学ぶ場を大切にした単元構成を考えることにし

た。

さらに，児童が繰り返し練習に取り組むには，その運動が持つ楽しさに加え，仲間と競

争することも，意欲を高める要素になると考える。

そこで，授業改善のポイントを，次の３点に絞り実践を行った。

①児童の意欲を高める教具の工夫

②発達段階と運動の特性を考慮した単元構成および単位時間の展開の工夫

③つまずきに応じた指導の工夫

（２）改善の具体的方途と実践

①児童の意欲を高める教材の工夫

＜恐怖感を取り除く工夫～新聞ハードルの利用～＞

ハードル走の学習を行うときに，児童が持つ不安のほとんどが 「ハードルに引っかか，

ったり，つまずいて転倒したりしないだろうか」という恐怖感である。そこでこの恐怖感

を取り除くことがハードル走の学習に楽しく取り組むための大きなポイントであると考え

た。

今回は，ハードルの板をはずし，代わりに新聞紙を貼り付けた「新聞ハードル」を使用

することにした。板の代わりに新聞紙を利用したことで，ハードルに恐怖感を感じている

児童は「引っかかっても転ばない。痛くない」という安心感を持ち，のびのびと練習に取

り組むことができると考えた。

また，高さの調整も簡単に行えるため，適度な抵抗（児童の膝の高さ±１０ｃｍ程度）

を持たせた高さを設定することができると考えた。

＜動きを引き出すハードルの工夫＞

新聞ハードルＡ

ハードル走に対する恐怖感を取り除くために「新聞

ハードルＡ」を利用した。このハードルを利用するこ

とで 「引っかかっても新聞が破れるだけ」という安心，

感を与え，積極的に練習に取り組むことができると考

えた。

また，新聞が破れた際の補修についても，児童自身

で簡単に補修することができた。

新聞ハードルＢ
新聞ハードルＡ
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スピードを落とさずに， 後までリズミカルに走り抜

くためには，遠くから踏み切ることと，ハードルを低く

。 ，跳び越すことが必要になる その動きを引き出すために

新聞を斜めに張り，ハードルに幅を持たせた「新聞ハー

ドルＢ」を利用した。

この幅のある新聞ハードルを跳び越すことで，遠くか

ら踏み切る動きを引き出すとともに，跳び越す際の脚を

前後に開脚する姿勢も引き出せると考えた。またこの動

きは，高学年で学習する「陸上運動～ハードル走～」に

つながる重要な動きにつながると考える。

②運動の特性と発達段階を考慮した単元構成および単位時間の展開の工夫

＜自分にあったインターバルを見つけ出す時間を確保した単元計画＞

リズムよく走るためには，自分が走りやすいインターバルやリズムを見つけることが大

切になる。そこで，単元の 初にいろいろなインターバルを試す時間を位置づけた。児童

たちがインターバルの長さをどんどん変えていき，自分たちが一番走りやすいインターバ

ルを見つける時間を確保した （資料：単元指導計画第２時参照）。

＜リズムを感じるための相互援助活動の活性化＞

練習する中で見つけた走りやす

かったリズムを「口リズム」とし

て学習ノートに残していった。ま

た，仲間の見つけた口リズムに合

わせて走ってみたり，自分の口リ

ズムを教えたりする活動を通しな

がら，より自分にあったリズムを

見つけられるようにした。

＜競争の場＝記録会を複数回取り入れた１単位時間の学習指導過程＞

中学年の児童が力一杯運動に取り組むには仲間との競争場面が効果的だと考える。様々

な練習の場を準備しても，それはあくまでも練習場面であるために，１００％の動きはな

かなか出てこない。また，勝敗が関わらないと，グループ内の教え合いもなかなか活発に

は行われない。

そこで，この単元では，個人の競争とグループの競争の場＝記録会の２つを取り入れる

ことにした。毎時間個人の競争を行うとともに，その順位を得点化し，グループのメンバ

ーの得点合計をグループ得点としてグループ間での競争も行った。

＜個人競争の得点＞ ＜個人得点を合計しグループごとに競争＞点数化の例

Ａ君 ３位・・・２点

Ｂ君 １位・・・４点 グループ得点 ９点

Ｃさん ２位・・・３点

このことにより，グループ内での教え合いや声の

かけ合いが活発になるとともに，一人一人の動きも，

「本番＝記録会」を意識することでより質の高いも

のに変わると考えた。

教え合いが活発になることで，苦手意識を持つ児

童も，単元を通して仲間と関わりながら学習に取り

組むことができると考える。

＜競争場面＞

ハードル横に位置し友

達にリズムの声をかけ

る

新聞ハードルＢ
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③つまずきに応じた指導の工夫

＜ハードル手前でスピードが落ちる児童に＞

ハードル手前でスピードが落ちるのは，ハードルへの恐怖感のほかに，踏み切り位置の

問題が考えられる。踏み切り位置が近いとハードルに引っかからないために上に高く上が

らなければならない。水平方向のスピードを縦方向に切り替えるためにスピードが極端に

落ちてしまう。

そこで，踏み切り位置を意識できるように次のような手だてを考えた。

ⅰ．板段ボールの利用

ハードルの代わりに１枚の段ボールを使い，インターバルから踏み切りまでのリズム

を体感できるようにする。

ⅱ．ディスクコーンの利用

ハードル前にディスクコーンを置き，踏み切り位置を意識できるようにする。踏み切

， ，りがうまくできない児童のスピードに合わせて ディスクコーンの位置を教師が調整し

タイミングをとりやすくする。

３ 授業改善後の成果

２人の抽出児の変容から，授業改善の成果を探ってみる。

【Ａ子の第３時終了後の様子】

項 目 状況 様 子

関心・意欲・ Ｂ Ｂ ・仲間にリズムの声をかけたり，仲間からの様々なリズ→

。態度 ムのアドバイスを聞いたりしながら練習に取り組んだ本時ノート

Ｃ Ｂ ・新聞ハードルを怖がることなく，繰り返し練習に取り→

組むことができた。

思考・判断 Ｃ Ｂ ・走るリズムについての仲間のアドバイスを取り入れ，→

それを意識し，自分で走りやすいリズムを選べた。

技能 Ｃ Ｂ ・ タ・タ・タ・タ・ターン」のリズム（４歩のインタ→ 「

ーバル）に合わせて走ることができるようになった。

・ハードルを跳び越す前後のスピードの変化が小さくな

り， 後まで同じリズムで走ることができた。

【Ｂ男の第３時終了後の様子】

関心・意欲・ Ｂ Ｂ ・何度も繰り返し練習に取り組んだ。→

態度 ・仲間にもリズムの声をかけながら練習することができ本時ノート

Ｃ Ｂ た。→

思考・判断 Ｃ Ｂ ・自分で走りやすいリズムを選べた。→

技能 Ｃ Ｂ ・前時に比べるとスピードが増し，同じリズムで走るこ→

とができるようになってきた。

・ ト・ト・ト・トン （３歩のインターバル）で走るこ「 」

とができるようになってきた。

・スピードが増したため，ハードル手前の離れた位置か

ら踏み切ることができるようになってきた。
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①児童の意欲を高める教材の工夫

＜新聞ハードルの利用＞

新聞ハードルを利用したことは，児童の恐怖感を取り除くことにとても効果的だった。

特に運動の苦手な児童にとっては 「新聞を破っても自分の体は大丈夫だ 」という安心， 。

感があり，怖がらずにどんどん練習に取り組むことができた。

抽出の２名の児童も怖さから解放され，進んで練習に取り組む姿が見られるようになっ

た。また，怖さをなくすことは意欲を高めるだけではなく，インターバルのスピードの上

昇にもつながり，技能の向上にもつながった。

抽出児童以外の児童も，インターバルを走るスピードが上がったことで，ハードル手前

の離れた場所から踏み切ったり，脚を前後に大きく開脚して跳び越したりするという動き

が見られるようになってきた。特に単元後半で「新聞ハードルＢ」を使用したことで，踏

み切りの位置を遠くにする児童が増えた。

このように，新聞ハードルを使用し，ハードルに対する恐怖感を取り除いたことが，思

い切った走りにつながり，技術の向上を促したと考えられる。

児童の感想

②運動の特性と発達段階を考慮した単元構成および単位時間の展開の工夫

＜自分にあったインターバルを見つけ出す時間を確保した単元計画＞

第２時でまは，児童が自由にハードルの位置を変え，いろいろなインターバルを走り抜

く活動を行った。 初は，スタート直後にハードルをまとめて置いたり，ゴール直前にま

とめて置いたりするグループや，インターバルを極端に短くして，ハードル間が１歩程度

の間隔しかない置き方を試しているグループ，また，間隔が全くバラバラなグループなど

もあった。

しかし，自由に間隔を動かしていくうちに，どのグループのインターバルもほぼ同じ間

隔になっていった。これは，児童がいろいろなインターバルを体験する中で，３～５歩で

走るリズムの心地よさに気付いていった結果だと考えられる。

このように，児童が自分たちで作ったコースで走ることを，十分楽しむ時間を確保した

ことは，中学年のハードル走でねらう「リズミカルにハードルを越して走る」ことの楽し

さを体感するために，効果的だったと考える。

＜インターバルを走る歩数のリズムを感じるための相互援助活動の活性化～リズムの教え

合い～＞

グループの中でインターバルを走る歩数のリズムの声を掛け合うことは，インターバル

を同じリズムで走り抜くことを意識するために大変効果的だった。特にリズムを意識して

走ることが苦手な児童にとっては，周りの声に合わせて走ることで，スピードを落とさな

いで走りきったり，途中で止まることなく走り抜いたりすることに有効であった。

特にＡ子の場合は，グループの仲間が全部のハードルの横に立ち，同じリズムの声をか

けたことが，５台のハードルを 後まで走りきることができるようになった大きな要因の

１つであると考える。仲間の声がリズムを教えてあげるだけでなく，Ａ子の励みにもなっ

ていたようである。

＜競争の場＝記録会を複数回取り入れた１単位時間の学習指導過程＞

毎時間競争を２回取り入れたことにより，児童の「競争に勝ちたい 「速く走りたい」」

「上手になりたい」という意識を引き出すことができた。

競争の場＝記録会を効果的に取り入れることは，仲間つくりや児童の意欲を引き出すと

ともに，技術の向上にも大きく関わってくると考える。

「引っかかっても足にけがをしないので『大じょうぶ』だと思ったら 」こわくなくなりました。

「引っかかってもいたくないので、 。うまくできるようになりまたくさん練習することができました

した 」。

「 、 。」最初はこわかったけど 新聞は引っかかってころんでもいたくなかったから こわくなくなった、

「新聞なので引っかかっても転んだりしないから、 」全然こわくなかった。高さもとびやすかった。
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そう考える理由の一つ目は，領域，種目の特性である。基本の運動の中でも「新聞ハー

ドル」を含む走の運動は 「相手と競い合って勝つ楽しさを味わうこと」がその特性とし，

てあげられる。

二つ目は，児童の発達段階による運動欲求である。この時期の児童は 「より高い技術，

を身に付けようとする欲求」よりも 「体を動かしたい」に代表される「活動そのものに，

対する要求」がまず先行する。

この二点より，児童の活動意欲を満たし，技能向上をめざすためには，仲間と競い合い

ながら何度も「競争の場＝記録会」を複数設定し，そこから「練習してもっと速く走れる

ようになりたい」という練習意欲を引き出すことが効果的であると考えられる。

本実践においても，児童が「競争の場＝記録会」に真剣に取り組むことで，練習で見せ

る姿以上にダイナミックな動きや，スピードに乗った動きが引き出された。

また，グループ競争で自分たちのグループの成績の向上を意図し，互いが声を掛け合っ

て練習に取り組むことがより活発にできるようになった。

特にＢ男は，仲間とアドバイスし合って学習を進めることが苦手な児童であるが，自分

から仲間にリズムの声をかけたり，仲間に声をかけられたりしながら練習に取り組むこと

ができた。

そこで，今回実践した単位時間の展開を，さらに次のように改善できると考える。

③つまずきに応じた指導の工夫

ア）１枚段ボールの利用

＜ハードル手前でスピードが落ちる児童に＞

こうした児童は 「ハードルに引っかかるのではないか」という恐怖感を感じ，踏み切，

りを躊躇してしまい，スピードが落ちてしまう場合が多いと捉えた。

そこで，負荷を軽減させ，ハードルの横に敷いたダンボールを跳び越えて走り抜ける練

習に取り組ませた。児童は，怖さが無くなり，リズムを感じながら何度も練習することが

できた。その繰り返しの中で，一定のリズムの心地よさを体感させ，自分にあったリズム

を選べるようにした。抽出児童として取り上げたＢ男もその一人である。

その後，こうした児童には，ハードルコースで練習を行わせた。高さへの抵抗はあった

ものの，リズムよく走ることを，少しずつ意識できるようになっていった。

イ）ディスクコーンの利用

従前（今回）の単位時間の展開

１．準備運動・準備
２．全体計画会
３．グループ計画会
４．前半練習

（中間研究会）
５．後半練習
６．記録会・競技会
７．グループ反省会
８．全体反省会

改善できると考えられる展開

１．準備運動・準備
２．全体計画会
３．グループ計画会
４．第１記録会

（中間研究会）
５．グループ練習
６．第２記録会
７．グループ反省会
８．全体反省会
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＜踏み切りがハードルに近く真上にあがってしまい，ハードルを越えた後スピードが落ち

てしまう児童に＞

こうした児童は 「ハードルに引っかかるのではないか」という恐怖感を感じ，ハード，

ルの手前近くで踏み切り，真上にあがってしまうためにハードルを越すたびにスピードが

落ちてしまう場合が多いと捉えた。

そこで，踏み切り位置の目安となるように，ディスクコーンを利用した。また，実際に

どこから踏み切ったかを仲間と見合い，コーンより近いのか遠いのかも確かめ合わせた。

抽出児童として取り上げたＡ子は，踏み切り位置がハードルのすぐ手前だったため，恐

怖感を感じさせないように，コーンを少しずつハードルから離していった。そして「今は

ここから踏み切ったよ 「こんなに遠くから踏み切れたんだね 」と自信をもてるよう言。」 。

葉をかけていった。これを繰り返すことで，Ａ子の踏み切り位置は少しずつハードルから

離れていった。さらに，遠くから踏み切ることで，脚の前後の開き具合も大きくなってい

き，少しずつスピードのある走りに変わっていった。

踏み切り位置を意識するためには有効な場だったと考える。


