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学力向上プロジェクト授業改善 平成１６年度実践事例

□ 種 目（ 体つくり運動：縄跳び ）

□ 事例の解説
１ 研究の趣旨

「体つくり運動」は「体ほぐしの運動」と「体力を高める運動」から構成されるが、後者は大きな
力を発揮する能力を高めるための運動など、各種の運動に関連する体力の向上をねらいとしている。
今回「体力を高める運動」の教材として活用する縄跳びは、脚を中心とした筋力や瞬発力、手足の協
応や巧緻性といった調整力など、体力を高める上で非常に効果的な運動である。
しかし、従来の授業では、跳び方の難易度や最高持続回数などの基準に合格することが目的となっ

てしまい、体力を高めるという本来の目的を失った展開が多く、評価についても難易度や回数を点数
化し評定に結びつけるという方法がほとんどであった。
そこで本事例では、評価規準を具体的に示すとともに縄跳びの技能を分析し、説明の表現に工夫を

加えながら、生徒がより意欲的に授業に取り組み、体力を高めることにできるよう授業を目指した。

２ 研究の進め方
縄跳びの構成要素となる跳躍、手首回旋、手足協応、リズムについて解説するとともに、生徒が自

らの課題を分析し克服できるよう支援し、体力の向上を図った。
(1) アンケートの実施
(2) 観点別評価規準の検討、作成
(3) 学習ノートの作成
(4) 授業実践
(5) 学習ノートの見直し
(6) アンケートの実施

３ 研究の成果
(1) 体力向上の取組に対する意識の改善
(1) 縄跳びの技能と自己の課題に対する理解度の深化
(2) 二回旋跳びの記録向上
(3) 明確な到達目標と自己の課題による意欲的な活動
(4) 教師の縄跳びの技能に対する理解
(5) 授業形態、指導方法の改善

□ 単元の評価規準
単元名：体つくり運動（縄跳び） 対象学年：第１学年

単元の目標

(1) 体力を高める運動に関心をもち、意欲的に授業に取り組むことができる。また、健康・安全に留意

して練習をすることができる。

(2) 自己の課題を発見し、練習方法を考えるなど課題克服にむけて工夫することができる。

(3) 自己の能力に応じて跳躍、手首回旋、手足協応、リズムなど縄跳びの技能を身に付け、体力を高め

ることができる。

(4) 縄跳びにより向上する体力要素を理解し、運動との関連性を説明することができる。

関心・意欲・態度 思考・判断 運動の技能 知識・理解

単 体力を高める運動に 自己の課題を発見し、 自己の能力に応じて跳 縄跳びにより向上す

、元 関心をもち、意欲的 練習方法を考えるなど 躍、手首回旋、手足協 る体力要素を理解し

の に授業に取り組むこ 課題克服にむけて工夫 応、リズムなど縄跳び 運動との関連性を説

。評 とができる。 することができる。 の技能を身に付け、体 明することができる

価 健康・安全に留意し 力を高めることができ

規 て練習をすることが る。

準 できる。

①安全で効率的な学 ①自己の技能における ①一定の場所で一定の ①縄跳びに必要な４

具 習を進めるために 課題を発見すること 高さの跳躍を連続し つの基礎感覚を理

体 自己の行動に気を ができる。 て行うことができる 解しており、自分。

の 配ることができる ②課題克服のための練 ②手首の動きによって の感覚を言葉で表。 、

評 ②教師の説明を確実 習方法を考え、工夫 ロープの回転速度を 現することができ

価 に把握し、自発的 することができる。 コントロールするこ る。

規 に行動できる。 ③仲間の跳び方を見て とができる。 ②縄跳びに必要な体

準 ③到達目標に向けて 課題を発見し、改善 ③手首回旋の動きと、 力要素を理解して、

積極的にチャレン のための説明をする 跳躍の動きをタイミ おり、具体例を挙

ジできる。 ことができる。 ング良く同調させる げて説明すること

④技能について教え ことができる。 ができる。

合ったり、励まし ④同調した手足の動き
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合うことができる をリズミカルに連続。

。させることができる

□ 単元計画
時 主な学習活動 学習活動における具体の評価規準
間 関心･意欲･態度 思考・判断 運動の技能 知識・理解

①安全で効率的な学１ ○オリエンテーション
習を進めるために・単元のねらい、学習
自己の行動に気を過程の理解
配ることができ

る。

②教師の説明を確実

に把握し、自発的

に行動できる。

③到達目標に向け ①一定の場所で２ ○体ほぐしの運動
て、積極的にチャ 一定の高さの・縄跳びを利用した体
レンジできる。 跳躍を連続し

～

ほぐし運動
て行うことが

できる。４ ○体つくりの運動
縄跳びを利用した体・
つくり運動

①自己の技能に ②手首の動きに５ ○自己の課題に応じた
おける課題を よって、ロー二回旋跳びの練習
発見すること プの回転速度

～

ができる。 をコントロー・跳躍に重点をおいた
ルすることが８ 練習
できる。・手首回旋に重点をお

いた練習
④技能について教え ①縄跳びに必要・手足の同調に重点を
合ったり、励まし な４つの基礎おいた練習
合うことができ 感覚を理解し・リズムに重点をおい
る。 ており、自分た練習

の感覚を言葉

で表現するこ

とができる。

②課題克服のた ③手首回旋の動

めの練習方法 きと、跳躍の

を考え、工夫 動きをタイミ

することがで ング良く同調

きる。 させることが

できる。

②縄跳びに必要

な体力要素を

、理解しており

具体例を挙げ

て説明するこ

とができる。

③仲間の跳び方 ④同調した手足９ ○検定種目の練習
を見て課題を の動きをリズ

発見し、改善 ミカルに連続

～

○検定
のための説明 させることが

をすることが できる。10
できる。

行動観察 行動観察 行動観察 アンケート評価方法等
学習ノート検定受験の回数 学習ノート

□ 学習指導案
単元名：体つくり運動（縄跳び） 本時の位置５／１０時間

本時の目標

(1) 教師の説明を確実に把握し、自発的に行動できる。

健康・安全に留意して練習をすることができる。

(2) 課題克服のための練習方法を考え、工夫することができる。
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(3) 縄跳びを通して脚の筋力や瞬発力、巧緻性などの調整力の向上を図る。

手首の動きによってロープの回転速度をコントロールすることができる。

(4) 縄跳びに必要な手首回旋の基礎感覚を理解する。

学習内容 学 習 活 動 学習活動の支援と評価時間

○集合整列、挨拶 ○４列横隊で集合整列し、出欠席 ○安全かつ効果的な練習を進めるために

導 出欠確認 と体調を確認する。 は迅速な集合整列や準備が必要である

入 体調確認 ことを助言する。

10 ○本時の内容把握 ○本時の目標や内容について理解 ○手首回旋の動きについて、見本を見せ

分 する。 ながら説明する。

同時に、縄跳びは脚を中心とした筋力

や瞬発力、巧緻性などの調整力の向上

。に効果的な運動であることを強調する

○準備体操 ○体育係の指示で体操を行う。 ○脚部、特に足首や膝をしっかりとスト

展 レッチするよう助言する。

開

○普通跳び ○普通跳びを行う。 ○手首で縄を廻すよう指導する。

35 ・前跳び ・２人でペアを組み、前後とも各 ※改善すべき悪い動きの例

分 ・後跳び １００回ずつ行う。 ・脇が開く・肩や肘を支点とした動き

・お互いに相手の数を数える。 ・グリップのわしづかみ等

○二回旋跳び ○二回旋跳びを行う。 【運動技能の評価 （行動観察）】

・３０秒間で７０回を目標 ×２ ・手首の動きで縄のスピードをコント（ ）

・１０秒間で２３回を目標 ×３ ロールできる。（ ）

・手首の動きを中心にペアでお互

いの動きを確認しあう。

○整理体操 ○体育係の指示で整理体操を行 ○脚部、特に足首や膝をしっかりとスト

う。 レッチするよう助言する。

○学習ノートの記 ○意識した点と最高記録等を学習 ○次回の練習に活用するために記録を残

入 ノートに記入する。 す点を強調する。

整 ○集合、整列 ○素早く集合する。 ○素早く集合整列ができるよう助言し、

理 運動後の生徒の体調を確認する。

○本時の反省 ○教師の説明を聞く。 ○二回旋跳びにおける手首の使い方につ

５ いて確認する。

分 ○挨拶、後片づけ ○自分の役割を果たす。 ○忘れ物を確認し、片づけがスムーズに

行えるよう助言する。


