
 

  事 例  小学校 体育科 第５学年 表現運動「レッツ エンジョイ スポーツ」 
                                「のびのびストーリー」 

  テーマ  即興表現を生かして、短時間で動きを身に付けていく表現運動の授業 

 授業改善の
ポイント 

 ・動きのイメージが豊かにできる題材の開発 
 ・即興表現のよさが味わえる活動の工夫 
 ・動きのよさを生み出す工夫 

 
               
 
１ 学習状況の把握と分析 
  
学習状況の把握 

      
  以下の（１）（２）により個と集団の学習状況を把握した。   
    （１）前年度実施の「しゃぼんだま」の運動の技能の実態や、作品づくりの様子から把握 
    （２）表現運動アンケート調査から分析 
    （３）評価規準から判断した実態の分析 
 
 学習状況の結果と分析  

 
（１）表現運動における運動の技能の実態と作品づくりの様子 

       【結果】・・・表現運動の技能（男子１６人、女子１６人  計３２名） 
           表現運動「しゃぼんだま」の学習に大変興味を示し、楽しそうに体を動かし、汗び

っしょりになって「しゃぼんだま」になりきることができた。４人グループで、相談
しながら、作品づくりに取り組むことができた。児童の心と体が解放されていること
を感じた。ただし、気になる技能の実態として次のような姿が見られた。 
・ 動きが小さく、何をやっているのかよく分からない。 
・ 腕だけとか、上半身だけのように身体の一部分のみを使って動いている。 
・ 動きと動きのつなぎがぎこちない。  

     
   （２）表現運動アンケート調査 
        ４年生「しゃぼんだま」作品づくり終了時に実施 
   【結果】・・・  表現運動が好き→２５人 ・踊るのが面白い。 

・自由に動けるからよい。       
                        ・気分がすっきりする。 

・踊ると楽しい。 
                      

 表現運動が嫌い→７人  ・どう動いてよいのか分からない。  
・恥ずかしい。 
・体がうまく動かない。 
・表現することが難しい。 

                        ・すぐに動けないので、ついていけない。 
   【分析】                              
    アンケート結果より  

表現運動に意欲的に取り組み、楽しく体を動かす児童がいる反面、少数ではあるが、
表現運動を苦手と感じ、思うように体を動かせない児童もいることが分かった。特に
対象学級では、今年になって初めて表現運動に取り組むとあって、何とか全員の児童
に表現運動の楽しさを味わわせたいと思った。苦手と感じている児童は、表現運動は
難しいものだと感じているようである。また、表現したいのだが、恥ずかしくて思う
ような動きができない児童もいることが分かった。体育の授業は運動技能の高い児童
や興味・関心の高い児童だけで進めるものではない。運動技能の低い児童であっても、
表現運動を苦手と感じることなく、自由にのびのびと自分を仲間の中で表現すること
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・自分の表したい動きを見

付けている。 
 
 
 
・腕だけでなく、ひざや肩、

ひじを使い、全身で踊る

ことのよさを確かめ合っ

ている。 

・リズムの違いに気を

つけて踊ることがで

きる。 
 
・ひざや肩、全身を使

い、踊ることができ

る。 
 
・グループ作品として、

隊形、方向などまと

まりをもって踊るこ

とができる。 

ができるような教材の充実を図ることの必要性を感じた。 
    （３）評価規準から判断した実態の分析                      
     
           ァ 運動への意欲・関心・態度   ィ 思考・判断      ゥ 運動の技能   
 
     ・表現運動に意欲的に取り組み                         
      楽しく真剣に踊ろうとする。      

 
・きまりを守り、テーマに向か                         
 って取り組もうとする。                           
       
・グループの話合いや作品づくり 
で進んで意見を言おうとする。                        

                     
・仲間のよさを見付け、自分に生 
 かそうとする。 
 
・繰り返し、息が合うまで練習し 
 ようとする。                                
                                       
                                       
                                       
             

   
 

 
            

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （１）（２）（３）の分析から、児童が表現運動を「難しいものではなく、楽しくて心がすっ
きりするものだ。」ととらえ、意欲的に取り組み、動きのよさを身に付けていけるような授業
改善に取り組むことにした。 

 
授業改善へ 
 
 
 
２ 分析に基づく授業改善  
 （１）授業改善の方針 
   すべての児童が表現運動の特性にふれ、満足感や充実感がもてるような授業を行っていきた
いと考えた。表現運動は、難しいもの、恥ずかしいものだととらえている児童が、表現運動を
楽しみ、意欲的に踊り、短時間で動きを身に付けていけるよう、授業改善を行う。そのために、
即興表現を授業の中に取り入れていくことを考えた。 

 

 〈運動の技能より〉 
「全身を使って踊る。」「体を極限まで使って踊る。」等、児童はよりよい動きをしたいと願

って踊るが、頭で分かっていても、なかなか自分の体をうまく動かせる児童は少なく、大半

は固まったように突っ立っていたり、考え込んでしまったりする。考えながら踊るより、瞬

時に、感じたままのイメージで、思い付きで踊った方が、よりテーマに近づく動きが生み出

せるのではないかと考える。 

〈運動の関心・意欲・態度より〉 
初めて取り組む表現運動に対し、児童の興味・関心や意欲は高く、「どんなことをやるのだ

ろう。」「早くやってみたい。」という思いをもっている。しかし、リズムダンス等で楽しく体

を動かしているうちはよいが、一人踊りや二人踊りになると、動きが止まってしまい、「どう

動いていいのか分からない。」「恥ずかしい。」など、スムーズに動き作りに入っていけない児

童の姿が見られた。さらにグループでの作品づくりになると、その話合いの中でなかなか自

分の考えが言えなかったり、意見がまとまらなかったりで、作品づくりが進まず、児童は、

「表現は難しいものだ。」という意識をもってしまうのではないかと考える。 



 
〈実態分析からとらえためざす授業〉 
   短時間で動きを身に付けていくために即興表現を用い、よりよい動きを身に付け、「表現運
動が楽しい！」「表現運動が好きだ！」と思える授業。 

 
 
 
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
即興的に表現することで、動きのイメージがどの児童にも豊かにもてるように、意欲化を

図る。更に、作品づくりにおいて、遅速や空間を工夫することで動きのよさを生み出し、よ
りよい作品を創り出せるような授業改善を考えた。 

 
授業改善のポイントとして、次の３点を考えた。 

 
①動きのイメージが豊かにできる題材の開発 

    ②即興表現のよさが味わえる活動の工夫 
 ③動きのよさを生み出す工夫 
 
 

即興的に表現 

課題①          

題材の工夫     

意欲化 

具体性

動きのイメージがもてる 

動きのイメージが豊かにもてる 
行
動
化 

一人で 
 表現 

ペアで

表現 
Gで 
表現 

作品づくり２～３時間

Gで作品づくり 

  【グループで作品づくり】 
・ 「はじめ－なか－おわり」 
・ 遅速や空間を工夫して 
・ お互いに見合う 

課題② 

活動の工夫 

課題③ 

動きのよさを生み出す工夫 

どんな意図で

動きを高める

のか 



① 動きのイメージが豊かにできる題材の開発 
題材が児童にとって身近で、動きのイメージが簡単にもてるものでないと、いくら

意欲があっても実際の動きに結び付いていかない。瞬時にイメージがもて、動きにす
ぐに結び付いていく題材を開発することを試みた。 

① 即興表現のよさが味わえる活動の工夫 
一人踊りや、ペア踊り、グループでの作品づくりの中で、児童がより意欲的に取り
組み、即興表現のよさが味わえるように、活動内容を工夫し、単元指導計画の改善を
していくことにした。 

② 動きのよさを生み出す工夫 
即興表現に取り組みながら、動きのよさを生み出していくために、教師のどんな言
葉かけが有効なのか、そして、それをどのように授業の中に生かしていくのか、授業
展開を工夫することにした。 

（２）改善の具体的方途と実践 
 ①動きのイメージが豊かにできる題材の開発 
  〈レッツ エンジョイ スポーツ〉 
 動きのイメージをすぐにもつことができ、しかも様々な場面を想像することができる題材
として、「レッツ エンジョイ スポーツ」を考えた。これは、「スポーツ」をしているい
ろいろな様子を思い浮かべてイメージマップを作り、それをもとに、一人動き、グループで
の作品づくりをするものである。 
 バレーボール、バスケットボール、サッカー、柔道、剣道、タグラグビー、野球、スキー、
スケート、水泳、ウエイトリフティング、ハードル、マラソン、跳び箱、ハイジャンプ、モ
ーグル、幅跳び等、自由にイメージマップを作り、そのスポーツの動きをまねているうちに 
自然に踊れてしまうように考えた。単元導入の学習では、児童の体と心の解放をするために
楽しく踊れるリズムダンスを用意した。本実践では、従来の単元指導計画と異なり、即興的
に踊ることを願って、２時間でグループ作品を完成させ、発表まで終えるように単元指導計
画を立てた。 

  〈表現かるた〉 
   即興表現が楽しく意欲的にできるように、表現かるたを製作し、「のびのびストーリー」
の動きづくりの導入として実施した。大きさは、八つ切りの画用紙大とし、１３通りの下図
のような取り札を制作した。取り札の言葉は、児童が読んですぐに動けるようにできるだけ
具体的にし、「ねちょねちょ」「たらーりたらーり」「びよーん」等、口リズムにつながる
言葉を入れるようにした。かるたに登場するものは、伸びるもので、下図の他に納豆、ねり
あめ、ソフトクリーム、たんぽぽ、もち、粘土、ゴム、びっくり箱のバネ等、児童の生活に
身近なものとした。体育館の床に、このかるたを裏向きにして並べる。児童は２人組になり
「よーいドン」の合図でかるたを取り、取ったかるたを大きな声で読み上げた後、即興で２
人でそのかるたの表現をする。「終わり」の合図でまたかるたを伏せて、次の「よーいドン」
の合図を待つ。それを、５回ほど繰り返すうちに、児童は汗びっしょりになり、授業の導入
と準備運動が一度にできるのである。 

  表現かるたのよさは、遊びのような感覚で、いろいろなものになりきって動けるということと、
みんなが一斉に動くために、人に見られているという恥ずかしさを感じることなくのびのび動

けるということの２点にある。児童は、遊び感覚でいつの間にか踊ることへの抵抗を乗り越え

ていけるのだと思う。 

 

 

 

ベチャッとくっついて      朝がおの 
とろうと思っても        芽が出たよ 

ねちょねちょして        どんどん伸びて 

とれない            つぼみの花も 

チューイングガム！       もうすぐ咲くよ！ 



②即興表現のよさが味わえる活動の工夫 

〈表現かるたを使って〉 

  表現かるたでは、取り札を取ったら、考える間もなくすぐに２人で動き出さないといけない

ので、「恥ずかしい」とか「どうやって動いたらいいのだろう」等と迷う暇もない。だからこ

そ児童は、知らず知らずのうちに思い付きで動くことができてしまう。全員が一斉に動くため、

誰かに見られているという恥ずかしさもなく、自由に思い切って踊れるようになってしまう教

材である。 

〈グループで、表現したい題材を選択する。〉 

  従来の単元指導計画では、「水あめ」「雑草とアスファルト」等、表現する題材は決まって

いたのだが、今回実施する「のびのびストーリー」では、表現かるたの中の題材も参考にして

グループで表現したいものを選択させることにした。前時、表現かるたでいろいろ動いてみた

中から、面白かったもの、もっと動いてみたいもの、グループで作品づくりに取り組んでみた 

いものを選び、そのイメージを深めてグループで表現した。そうすることで、児童は、自分た

ちが最も興味のあるものが踊れることになり、より積極的に作品づくりに取り組んでいけると

考えた。 

ほとんどのグループが表現かるたの題材の中から選択したが、中には、自分たちの「のびの

びのイメージ」から、「水を求め、根を張れ雑草」という題材で踊りたいという希望を出した

グループもあった。児童は、自分たちが選択した題材から、「伝えたい気持ち」（テーマ）を

決定しそれぞれののびのびストーリーを創り出していった。 

③動きのよさを生み出す工夫 

〈レッツ エンジョイ スポーツ〉 

・動き作りに関しては、スポーツの動きを忠実にまねるだけではなく、あり得ないことを想像し

て動いたり、いくつかのスポーツをつないで動いたりしてもよいことを教えると、児童のいろ

いろな発想を引き出すことができた。 
 （例）「綱引きの最中に、綱が急に切れてしまったら・・・」 
   「バレーボールやバスケットボールが急に大きくなってしまったら・・・・」 
   「打ったボールが突然消えてしまったら・・」 
   「バスケットから、短距離走で抜きつ抜かれつのレースへと場面をつなぐ。」 
 ・一人一人の動きをより大きくするために、教師が意図的な言葉がけをして、児童の動きを引き

出すことが大切である。 
（例）バレーボールのパスを受ける場面で、「ボールが大きく横にそれたよ。ほら、もっと手を伸

ばさないと届かないよ。」など。 
 ・第１時から、第２時へスムーズにつなげていくために、第１時の終末で、「綱引き」を全員で動



いてみて個と集団（群）で動いた時の違いなどの感想を交流する。ここで、個人で動く以外に

も集団で動けることを教え、集団で動く面白さを体験できるようにした。 
 ・どこの場面で遅速（スローモーション・コマ送り・ストップモーション等）を入れると効果的

かを考えて創れるよう、具体的に取り組ませてみる。 
（例）「ストップモーション」は、一番見せたいところで動きを３秒ほど停止する。  
 ・実施時期としては、児童の選択肢を増やすという点で、特に５年生の場合は、バスケットボー

ルの学習が終わってからの方がよいと思われる。 
〈のびのびストーリー〉 

・最初のほぐしの運動では、大きく伸びる・いろいろな方向へ伸びる・ゆっくり伸びる・ねじ

って伸びるなど、いろいろな動きが体験できるように教師が言葉でリードする。 

（例）「とろーりアイスクリームがカップの中でグルグル渦をまいていくよ。」 

   「びゅーんと伸びたおもちをねじってちぎるよ。」 

   「あさがおのつるがあっちへもこっちへもぐんぐん伸びていくよ。」 

・兄弟グループで作品を見合い、友だちのよい動きを見付けたり、アドバイスし合ったりでき

るように、「見合う視点」をはっきりさせておく。 

・即興表現では、頭で考えるのではなく体で反応できるよう、必要に応じて教師が言葉でリー

ドする。 

（例）「わーっ！納豆の中に落ちちゃった。なんとかして脱出しよう。」 

   「ゴムが伸びて伸びて伸びて伸びて・・・これ以上伸びたら切れちゃうよ。」 

・身体の各部位の使い方だけでなく、その部位を動かす時に力を入れて重々しく動かすとよい

ことをアドバイスする。 

 

３ 授業改善後の成果 

（１） 動きのイメージが豊かにできる題材の開発 

「表現は難しい。」「表現は恥ずかしい。」という苦手意識をもった児童が、「今回は、動き

方がすらすら頭の中に浮かんできて、考え込まなくてもすぐに動いて踊りをつくることがで

きた。」「体が自然に動いた。みんなもそうだったから、体育館全体にすごく盛り上がって、

踊り易かった。」と、感想を書いていた。グループでの作品づくりの様子も、従来だと、グ

ループで話し合って動きを創っていくところを、すぐにそれぞれが自由にバレーボールの動

きをして、自然に作品が出来上がっていく様子だった。動き方が分かり易い、動きのバリエ

ーションがたくさんあることが、動き易くした要因だろう。今まで、表現は難しいものだと

思っていた児童も「自分でも動けた。踊れた。」と自信を付けることができた。 

    表現かるたにおいても、同じように、児童は実にのびのびと、体を動かした。かるたを取

ったら、すぐにそこに書かれていることを即興で表現しなければならないため、考えている

暇はない。そのため、恥ずかしさを感じる間もなく体が自然に動いてしまうようであった。

また、次々と違うカードをめくる楽しみもあり、児童は、何回でもこのかるたとりをやりた

がった。何が飛び出すか分からない期待感と、のびのびと体を動かせる爽快感であふれてい

た。 

    表現かるたで十分に動きづくりをやってからのびのびストーリーに入ったこともあり、グ

ループの作品づくりでは、様々なイメージあふれる場面を児童から引き出すことができた。

ただ単に「たんぽぽ」「納豆」ではなく、「アスファルトの下から、力強く芽を出しぐいぐい

と伸びていくたんぽぽ。雨にも風にも負けない強さをもって、太陽に向かって伸びろ！」と、

イメージ豊かにまるでたんぽぽを自分の姿と重ねるような作品も出てきた。あるいは、「納豆

の中―納豆地獄にはまりこんでしまったら・・・何とかして脱出しようとするのだが、もが

けばもがくほど、納豆地獄にからまってしまう。しかし最後には、納豆の糸につかまって、

上へよじ登り、納豆地獄から脱出することができた。」等、まるで冒険ストーリーのようにイ

メージをふくらませ、その中の主人公になったかのように、楽しく踊る児童の姿も見られた。

まさに一人一人が自分たちの描いたストーリーの主人公になって、踊る楽しさを満喫できた

と言える。 



（２） 即興表現のよさが味わえる活動の工夫 

 一人で表現―ペアで表現―グループで表現と、順に踊る人数を多くしていくことで、児童

はグループでの作品づくりになっても今までの動きを用いて創っていけばよいので、全員が

自然にグループでの話合いに入ることができた。その作品づくりも、突っ立って動けない児

童や、話し合ってばかりのグループは一つもなく、どのグループもどの児童も意欲的に動く

ことができた。即興表現ということで、創る時間は限られているため、のんびりしていたり、

黙っていたりしては、時間が足りなくなってしまう。そんなせっぱ詰まった感覚もあり、児

童らは、自分の意見を積極的に出してどんどんと踊りづくりを進めていったのだろうと考え

る。 

 即興表現のよさは、感じたままに動けること、思いつきで動けること、瞬時に動くことが

できることにある。これは、「表現運動は難しいもの」と考えていた児童が、「あれ？ぼくで

も、動けたよ。」「思い付いたまま踊ればいいのだから、ちっとも難しくないよ。」「表現運動

って、自分が感じたまま踊ればいいのだから、自由ですごく楽しい。」「今まで何でそんなに

難しく考えていたのだろう。こんなに楽しいものだったのに・・」等の感想を書いていたこ

とからもよく頷ける。 

また「のびのびストーリー」において、グループごとに表現したい題材を選択させたこ

とで、児童は、自分たちが選んだものを踊る喜びと、自分たち以外のグループの踊りを見

る楽しみができた。どのグループも、伸びる題材を選んでいるのだが、それぞれに違った

ものであり、それぞれのストーリーがあって、児童は、発表会を今までになく楽しみにし

ていた。グループ同士の動きも、似たようなものにならず、それぞれの動きのよさを見つ

け出すことができた。 

 

（３） 動きのよさを生み出す工夫 

これらの単元では、特に、遅速（スローモーション、ストップモーション、コマ送り）、

空間をうまく使うことの二点を重点的に指導し、積極的に声かけをした。遅速の工夫につい

ては、「自分たちが一番ここを伝えたいというところ、ここが自分たちの作品の山だと言う

ところに使うように」と、指導した。グループによっては、二カ所も三カ所も遅速の変化を

つけていたため、一カ所にしぼるように指導した。また、空間の使い方については、横の広

がりと上下の効果的な使い方について、実際にグループを使って幾通りかやって見せること

により、どんな使い方が最も作品を引き立てるか考えさせた。そうすることで、児童は自分

たちの作品にいつも立ち返って考えることができた。 

作品をよりよいものにしていくために、常にグループの中や、兄弟グループ同士で見合い、

よさ見つけやアドバイスし合うことをした。その結果、次のような動きのよさが見られた。 

・動きがとても大きい。 

・全身を使って動いている。（肘・肩・背中・指先・脚等のいろいろな部分を使って） 

・イメージにふさわしい独自な動きをつくり、なりきって踊ることができる。 

・動きのつなぎがスムーズである。 

・気持ちも途切れずに、動き続けることができる。 

・一番伝えたい動きに遅速の差をはっきりとつけている。 

・前後左右、高低といった空間を大きく使って動くことができる。 

単元の時間数が少ないため、指導内容を絞ったことは、指導する側にとっても、児童に

とっても分かりやすくてよりすばらしい作品を生み出していく基盤となった。また、教師

の言葉かけによって、児童は自分なりのイメージをつかみ、「高いところへ伸びていったり、

低く横へ伸びていくところを表現する時は、前に何かがあってそれを必死でつかもうとす

るように手や顔を伸ばしていくと、よりそのものの気持ちに近付いていけるような気がし

た。」という感想を書いた児童もいた。教師の言葉かけとともに、児童自身がよい作品づく

りを目指しながら、つかみとっていく表現運動の醍醐味も大切にしてやりたいと思った。 

 

 



 

〈単元終了後に行った児童アンケート結果より〉 

    次の６項目についてアンケートを実施した。 

    ・「のびのびストーリー」の学習は楽しかったか。 

    ・「のびのびストーリー」の学習では、どんな動きをすればよいのか、動きをイメー 

     ジし易かったか。 

   ・○○がのびるところを強調するために、スローモーションをうまく使って動けたと       

思うか。 

・○○が力いっぱい伸びている様子が分かるように、空間を大きく使って動くことが

できたと思うか。 

・自分の体を精一杯使って動けたと思うか。（思い切り伸ばしたり、縮んだりする。

体のいろいろな部分をねじるなど） 

・学習前よりも、表現運動が好きになった。 

「のびのびストーリー」の学習は楽しかったか
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