
事例 中学校 保健体育 第１学年 器械運動 跳び箱運動「かかえ込み跳び」 

テーマ 必要となる動きを分析しそれぞれの動きについて、仲間と共に意欲的に活動する

中で、確実に力が身に付くようにするための指導方法の工夫・改善 

授 業 改

善 の ポ

イント 

・必要となる動きが自然に身に付けられるような単元構成及び単位時間の展開の

工夫 

・自分自身の姿をより確実にイメージすることができるよう、仲間との相互援助

活動の在り方の工夫 

 
１ 学習状況の把握と分析 
学習状況の把握 
【評価規準】 
観

点 
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 

運動についての 
知識・理解 

単
元
の
評
価
規
準

・技ができるように

なる楽しさやより

うまくなる喜びを

味わおうとしてい

る。 
（楽しさ体験） 
 
・仲間と互いに動き

のポイントを見合

い、教え合いなが

ら運動しようとし

ている 
（社会的態度） 
 
・運動する場や用具

の安全を確かめよ

うとしている。 
（安全な態度） 

・前時の姿や段階

表から本時に目

指す姿を設定し

ている。 
（課題達成） 
 
・段階表や学習カ

ードからできば

えを判断し、技

のポイントを考

えて課題を設定

している。 
（課題達成） 
 
・目指す姿になっ

たか、自分の姿

を振り返ってい

る。 
（評価） 

・着手時に、両腕

で身体を支持す

ることができ

る。 
（技能の向上） 
 
・着手後に足を素

早く引きつけ

て、跳び越すこ

とができる。  

（技能の向上） 
 
・腰を肩より高く

上げた両腕支持

から、跳び越す

ことができる。

（技能の向上） 

・かかえ込み跳び

の運動の技術構

造を理解してい

る。 
（技能の理解） 

 
・技能を身に付け

るための学習の

進め方が分か

る。 
（学び方の理解）

【把握方法】 
〈関心・意欲・態度〉 
 ○単元に入る前の器械運動についての意識調査 
  ・「跳び箱運動は好きですか」・「跳び箱の授業が楽しみですか～それはなぜですか」 



 ○学習カードの感想欄から毎時間の様子の把握 
〈思考・判断〉 
○学習カードの振り返りから、技のポイントを考えて課題を設定しているか、腰を高く

上げる事を意識しているかの把握 
〈技能〉 
○体力テスト結果の分析 
○各時間の様子を観察しての把握 （肩と腰の位置関係について） 
〈知識・理解〉 
○観察や学習カードの振り返りから、互いの姿を伝え合って活動することを意識してい

るかの把握 
 
学習状況の結果と分析 
〈分析の結果 Ａ男〉 
【事前の調査、単元初期の様子】 

項 目 状況 様   子 
関 心 ・ 意

欲・態度 
Ｂ 

 
Ｃ 

・事前のアンケートでは、跳び箱からの落下体験から、恐怖心があ

る事が分かった。 
・技ができない事で、意欲も低下している。 

思考・判断 Ｂ ・練習はまじめに取り組むが、その時間の技能ポイントは意識でき

ず、やみくもに練習を繰り返すのみであった。 
技能 Ｃ ・着手時に、ほとんど両腕でブレーキをかける形になってしまい、

跳び箱の上で止まってしまう。足の裏から跳び乗ることもあまり

できなかった。 
知識・理解 Ｂ ・仲間の姿を伝えようとするが、何を意識して跳べばよいかを伝え

ることができない。 
【体力テスト結果】 

種目 記録 体力テストの得点 
５０ｍ走 ９，２秒 ２点 
立ち幅跳び １７６ｃｍ ３点 
握力 ２３ｋｇ ３点 

Ａ男は小学校時代から、何となく跳び箱運動に苦手意識をもっていた生徒である。ま

た、体力テストの結果からも運動が苦手な生徒であることが分かる。瞬発力、跳躍力、

握力の弱さが、ダイナミックに踏み切って両腕支持をするという跳び箱運動を苦手にさ

せているといえる。実際に両腕で体を支持する運動は、ほとんど経験がないと回答した。 
〈分析の結果 Ｂ男〉 
【事前の調査、単元初期の様子】 



項 目 状況 様   子 
関心・意

欲・態度 
Ｃ 
 
 
Ｃ 

・事前のアンケートから、技ができる・できないがはっきりと仲間

に分かってしまうことが、何となく跳び箱が嫌いな理由であるこ

とが分かった。 
・技ができないことで、意欲も低下している。 

思考・ 
判断 

Ｂ ・腰と肩の位置に注目して、取り組もうとしている。 

技能 Ｂ ・跳び箱の上にはスムーズに足の裏から跳び乗る事ができるが、な

かなか足が抜けてこなかった。 
知識・ 
理解 

Ｂ ・仲間の姿を一生懸命伝えようとするが、本時に意識するポイント

とは少しずれていることがあった。 
 
【体力テスト結果】 

種目 記録 体力テストの得点 
５０ｍ走 ８，１秒 ４点 
立ち幅跳び １９７ｃｍ ４点 
握力 ３３ｋｇ ５点 

 
Ｂ男は体力テストの結果から、平均レベル以上の運動能力を有している生徒であるこ

とが分かる。しかし、技能ポイントを明確に意識できない練習を繰り返すため、運動を

習得できないままになり、意欲の低下につながったと考える。 
 

授業改善へ 
２ 分析に基づく授業改善 
（１）授業改善の方針 
   抽出した２名の生徒に共通して言えることは、技能のポイントを強くイメージする

ことができていないので、運動が身に付いていかないという点である。運動が身に付

かないから、跳び箱運動に対する意欲も低下するという悪循環を生んでいる。そこで、

生徒の実態と跳び箱運動の特性を以下のようにとらえ、授業改善につなげていこうと

考えた。 
 

 

 

 

 

 

生徒の実態 
・難しい技への憧れをもっている。 
・できる喜びを味わいたいと思っている。

・跳び箱運動への苦手意識がある。 
・仲間と関わって学ぶよさを感じている。

・跳び箱に対する恐怖心がある。 

跳び箱運動の特性 
・できる、できないがはっきりする。

・できるようになるためには、必ず習

得しなければならない技能ポイン

トがある。 
・集団として向上することを、強く意

識して取り組むべき単元である。 



 

 

 

このような生徒の実態と跳び箱運動の特性を踏まえ、授業を仕組んでいくには次の２

つのポイントを大切にしていくことが必要であると考えた。 

    ポイントの整理 

◎かかえ込み跳びという技の技能構造を分析する事で、それぞれの局面（助走・

踏み切り・第一局面・着手・第二局面・着地）における身に付けなければなら

ない動きを明確にする。そして、その動きが生徒に身に付けられるよう単元構

成及び単位時間の展開を工夫していくことが大切である。 
◎自分自身の姿がよりイメージできるような（深い自分つかみ）仲間との教え

合いを通し、個々の思考を確実に深め合うことができるような相互援助活動

を行うことが大切である。 
以上のような実態把握と運動の特性から考えられる授業改善のポイントを、次の２点

に絞り込んで実践を行う事にした。 

 

① 必要となる動きが自然と身に付けられるよう、単元構成及び 

単位時間の展開の工夫 

② 自分自身の姿をより確実にイメージすることができるよう、 

仲間との相互援助活動の在り方の工夫 

 

（２）改善の具体的方途と実践 

①必要となる動きが自然に身に付けられるよう、単元構成及び単位時間の展開の工夫 

跳び箱運動で多くの生徒にできる喜びを味わわせる

ためには、技の技能構造を分析し、各局面（助走時・踏

切時・第一局面時・着手時・第二局面時・着地時）に必

要な技能ポイントを洗い出すことが大切であると考え

た。そして、その各局面の技能ポイントをさらに抽出し、

跳び箱以外の場などで自然と身に付けられるような運

動を設定し、その運動を単元指導計画に位置付け、また、

単位時間においては「ドリル学習」の位置付けで準備運動を兼ねて行えるような授業の

流れにすることとした。 

 

 （ア）かかえ込み跳びの各局面の技能分析 

   かかえこみ跳びの技能構造には、上記で上げた各局面に技能ポイントがあるが、そ

の中でも中心となるのが以下で示した、①踏み切り時 ②着手時 ③第二局面時（①



から③は優先順位）ととらえ、それぞれの技能ポイントを分析した上で、必要と思わ

れる動きを下記のＡ，Ｂ，Ｃのように導き出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
以上Ａ，Ｂ，Ｃのような運動を取り入れていく事で、かかえ込み跳びに必要な動きが

自然に身に付けることができると考えた。 
 
 （イ）「基礎」が自然と身に付く具体的な抽出練習の工夫 
   前述の技能分析から、必要と思われる動きをステップ練習として必ず準備運動や抽

出練習に取り入れていく事にした。具体的な指導計画、単位時間への組み入れ方につ

いては、事項（ウ）で述べることとする。 
第１ステップ 
  着手時の腕支持がかかえ込み跳びの大切な技能であるので、最初に次のような運動を

取り入れた。 

 

【①のポイントを習得するため  →  Ａの運動「ウサギ跳び」】 
運動の流れ 

 
 
 

③着手後 (第二局
面) 
○ 強く突き放し 
○ 胸を起こす 

②着手時 
○ 両腕支持 
○ 肩を前方へ（両腕

の上に両肩がの

る）肩と腰の位置 

①踏み切り時 
○ 強く両足で上

に 
○ 両手を上方向

にあげウルト

ラマンのよう

に跳ぶ 

Ｂ 

・突き放し～胸を

起こして立つ運動 

Ａ 
・腕支持が体感できる運動

・肩より腰が高くなる運動

Ｃ 
・強い踏み切りを意識した運動 
・上方向を意識した運動 

    



  
  （この運動で身に付けたい感覚）  

    ・両腕で体を受け止める感覚 

    ・両足ジャンプで両手の上に肩が乗る感覚 

  （行うときの条件） 

    ・ある程度の距離を前方にとぶ 

    ・着手付近か、着手よりも前方に両足で着地する。 

   まずは腕支持の感覚を養うために写真のようなウサギ跳びを行った。慣れてきたら 

かかえ込み跳びにつなげていくためにも、着手した位置よりも前方に両足で着地する

ようなウサギ跳びに発展させていった。 

【①のポイントを習得するため →Ａの運動の発展「ボールを飛び越すウサギ跳び」】 

運動の流れ 
 
 

 

 

（この運動での身に付けたい感覚）  

    ・足、腰を高く上げた状態で、両腕をもって支える感覚 

 （行うときの条件） 

    ・ボールに触れないように足、腰を上げる。 
    ウサギ跳びよりも、より腰高の姿勢を意識するためにウサギ跳びの途中にボールを置

くようにした。自然と足の引きつけも出てくると考えた。 

 

第２ステップ 

    台上では、回転系の技ではなく、切り返し系の技になるので、倒立姿勢から足を

打ってウサギ跳びをすることで切り返しの意識が強まってくると考えた。 

【Ａの運動を習得するため  →  切り返しを体感する  →  倒立から足うち】 
運動の流れ 

 
 
 
 

（この運動での身に付けたい感覚）  

    ・両腕支持から、体を切り返して起きあがる感覚 

   （行うときの条件） 

    ・回転しないように足を打つ事を意識する。 

    

    



第３ステップ 

   跳び箱の上での感覚を養うため、次のような運動を取り入れた。 

 
【ＡまたはＣの運動を習得するため  →  踏み切り～足裏とびのり】 

運動の流れ 
 
 
 
 

（この運動での身に付けたい感覚）  

    ・跳び箱での、両腕で体を受け止める感覚 

   （行うときの条件） 

    ・なるべく跳び箱の前方へ着地する  ・徐々に踏み切り板を離していく。 
この段階まで順調にできるようになると、足が抜けてくる生徒も増えていった。 

第４ステップ 

   足の抜けてこない生徒に対する援助のために次のような運動を取り入れた。 

【Ａの動きを身に付けるため  →  目標物（着地方面）への顔近づけ】 

    

 

 

 

                      

 

（この運動での身に付けたい感覚）  

・着手地点よりも肩が出てくる感覚 

   （行うときの条件） 

    ・ひじを曲げない。 ・腰を肩よりも上げる。 
    ・着手地点を支点に、着地方向に両肩を前に突き出す。 

【Ｂの運動を習得するため  →  強い突き放しからマットの向うへ着地】 

   運動の流れ 

 

 

 

（この運動での身に付けたい感覚）  

    ・両腕で体を受け止め、突き放す感覚 

   （行うときの条件） 

    

    



    ・今までのウサギ跳びよりも、より腕での突き放しを意識し、マットの向こうへ

着地する。 
 

第５ステップ 

   上方向への強い踏み切りが必要になるので、次のような運動を取り入れた。 

 【Ｃの運動を身に付けるため  →  ロイター板を用いた踏み切り～腰上げ】

  運動の流れ 

 

 

 

 

（この運動での身に付けたい感覚）  

・ 強く、上方向へ踏み切る感覚 

・ 着手したときに腰が肩よりも上がる感覚 

   （行うときの条件） 

    ・両足踏み切りで、腰を肩よりも上げる。 
・肩を着手時に前に出す。    

・着手時に前方を見る。 

踏み切りを上方向へ意識させることで、「トーン・トン・トン」のリズムを意識した

かかえ込み跳びにつながると考えた。 

 
（ウ）上記の運動の具体的な指導計画、単位時間への組み入れ方 
   上記の運動を、基本的には指導計画の中に毎時間一つずつ位置付けた。それと同時

に、第５ステップを行う場面でも、第１，第２ステップの運動に立ち返った方がよい

と判断した生徒には、第１，第２ステップの運動を組み合わせるなどして取り組ませ

た。 
（例） 
  第１ステップ取り組み時 → 第１ステップ 
  第２ステップ取り組み時 → 第１ステップ ＋ 第２ステップ 
第３ステップ取り組み時 → 第１ステップ ＋ 第２ステップ ＋ 第３ステップ 
第４ステップ取り組み時 → 第３ステップ ＋ 第４ステップ 
第５ステップ取り組み時 → 第２ステップ ＋ 第４ステップ ＋ 第５ステップ 
また、上の運動を単位時間の中で、前半練習に向かう前に、グループでの準備運動

やドリル学習として位置付けた。 
      

    



②自分自身の姿をより確実にイメージすることができるよう、仲間との相互援助活動

の在り方の工夫 

 

 

跳び箱運動に限らず、直接自分で「自分の姿」を

直視することはできない。しかし、教師から言われ

たポイントをただ黙々と取り組むだけでは、決して

自分から意欲的に取り組んでいく姿にはならないと

考える。「今の自分がどのような状況（姿）なのか」、

「何が足りないのか」、「何を意識すればいいのか」、

「どの場所でどんな練習をすればいいのか」など仲

間の援助活動から情報をつかみ、より自分つかみを深くするなど、自分で考えながら練

習することを大切にしたい。そこにこそ、仲間との援助活動の必要性、必然性が位置付

くと考える。 

以下は、器械運動における「自分自身の姿をより確実にイメージすることができるよ

うな仲間との相互援助活動の在り方」の捉えである。 

 

自分自身の姿をより確実にイメージすることができるような 

仲間との相互援助活動の在り方とは 

      

    自分の姿が分からない        援助活動の必要性が生まれる 

             

         「主観的な活動」から「客観的な活動」へ 

 

     

 

 

 
 
 
 

ア 「どこを見るのか」～本日の課題から仲間に身体のどの部位を見させるのか～  
・ 本日の課題を達成するために、技能ポイントを意識して練習するとき、見て

いてもらう仲間に身体のどの部位を見てアドバイスをしてもらうのかを明

確にする。 
～例～ 

目指す肩と腰の位置関係 



Ａさん（運動をする者）・・・・「手をついたとき、私の腰が肩よりも高くな

っているか見ていてね。」 
Ｂさん（運動を見ている者）・・「分かった。手をついたときに、腰が肩より

も高くなっているか見ているよ。」 
イ「どこで見るのか」～上の部位を見るには、仲間の姿をどの場所で見させるか～    
・ 本日の課題を達成するために、欠かせないポイントを意識して練習するとき、

本時必要となる部位がよく見える位置に立たせ、アドバイスをすることがで

きるようにする。 
～例～  ・アの部位を見るためには、肩と腰の高低差が見えるように、試技

者の真横に立ち観察することが大切である。 
ウ「どのように表す」のか ～仲間に伝えやすくするためにどのように表すか～

     ・仲間に今の姿を視覚的に伝えるために、具体的な手段をもって示すことが大

切である。 
（そのための具体的手段） 

        ◆ピクチャーアートを互いに（試技者・観察者）描き合わせることで着

手の様子をつかませる。 

        ■スティック棒を用いて体の傾き（肩～腰のライン）を瞬時に視覚的に

とらえさせる。 

 

  ◆ピクチャーアートを用いた教え合い 
    簡単なピクチャーアートの描き方を指導し、まず試技者自身に自分の姿を書かせ

ることにした。そうすることで、なかなか自分の姿が分からず、書けない子が多く

でると予想する。そこで、仲間に自分の姿を「聞く」という必然を生み出し、位置

付けることができる。また、同じことを仲間にも指導し、仲間同士で相互援助活動

を行う必然を互いに自覚させる。 
この点を指導した上で、互いが書き合ったピクチャーアートをもとに、自分自身の

姿をより確実にイメージすることができるような仲間との相互援助活動の在り方に

つなげていった。 
こうした活動を通して、今の自分がどのような状況（姿）なのか、何が足りない

のか、何を意識すればいいのか、どの場所でどんな練習をすればいいのかなど自分

の姿をつかんで、考えながら練習できるようになっていった。 

以下は生徒の書いたピクチャーアートの例である。 
 
肩、腰の位置関係が大切な観察ポイント

であることを押さえ、肩と腰の位置を強調

させた簡単なピクチャーアートを描くよう



指導した。 
学習カードの裏側にこうしたピクチャーアートの描けるスペースを作り、試技終

了ごとに互いがアドバイスし合うようにした。 
■スティック棒を用いた観察 

 
真

横

か

ら

腰

の

上 
 
  スティック棒とは、跳び箱の横から観察している生徒が持っている白いバーの

事である。跳び箱を跳んでいる生徒の肩と腰の位置（写真ではＡ）を横から見て

いる生徒がバーを用いて再現する。（写真ではＢ） 
このことによって、肩と腰の位置関係を示す傾きを視覚的に具体的に表すこと

ができるようにした。そして、試技の終わった仲間に必ずその傾きを見せる事で

今の自分をより理解できるようにした。 
    
３ 授業改善後の成果 
（１）２人の抽出生徒の変容 

【Ａ男の第６時終了後の様子】 
項目 状況 様子 
関心・意

欲・態度 
Ｂ→Ａ 
ﾉｰﾄ 
Ｃ→Ｂ 

各ステップをクリアする度に、学習ノートからは満足感を得

る事ができた記述が増えていき、練習にも意欲的に取り組ん

でいった。 
思考・判断 Ｂ→Ａ 毎時間の技能ポイントを的確に押さえ、自分に合った課題設

定を行って練習に取り組むことができた。 
技能 Ｃ→Ｂ 腰を高く上げることを意識して、しっかりと両腕支持をしな

がら跳ぶことができた。 
知識・理解 Ｂ→Ａ どのステップの練習が仲間に必要かを考え、仲間にアドバイ

スができるようになっていった。 
 
【Ｂ男の第６時終了後の様子】 

項目 状況 様子 



関心・意

欲・態度 
Ｃ→Ａ 
ﾉｰﾄ 
Ｃ→Ｂ 

できるようになる度に、常に次のステップを目指して練習に

取り組むようになり、次時への意欲がカードに書かれるよう

になっていった。 
思考・判断 Ｂ→Ａ 仲間の声に耳を傾けながら腰と肩の位置を意識して、取り組

んだ。 
技能 Ｂ→Ａ 跳べるようになった後は、強い上方向への踏切を意識して「ト

ーン・トン・トン」のリズムで第１局面の大きなかかえ込み

跳びができた。 
知識・理解 Ｂ→Ａ スティック棒やピクチャーアートを描いて仲間に伝えること

に喜びを感じて、技能ポイントを意識したアドバイスができ

た。 
 

（２）それぞれの授業改善のポイントごとの成果 

①必要となる動きが自然と身に付けられるような単元構成および単位時間の展開の工夫

抽出生徒Ａ男とＢ男の毎時間の様子と得点の推移を以下に示す。 
 （Ａ男の場合） 

  

A男の個人課題達成度

0

1

2

3

4

5

第１時 第２時 第３時 第４時 第５時 第６時

得
点
の
様
子

 
   毎時間の中で、つまずきが現れたときに、個別の抽出練習を取り入れていく事で、

より技能が身に付いていくという成果があった。また、本人の振り返りにも、「腰を上

げると、前に落ちそうな感じがして怖かったけど、ステップ・ドリル練習で身に付け

た顔をグッと出す感じがつかめ、そのことが跳び箱での練習に生きていた」と書いて

いた。 
   このことからも、毎時間の指導の中に、ドリル形式で抽出練習を取り入れていった

ことが効果的であったと考える。 
 
 
 

倒立から足うちやボー

ル跳びを徹底的に練習

すると抜けなかった足

が抜けるようになっ

た。 

目標物に向けて顔を近

づける運動で、腰が上

がってくるようになっ

た。 



 
 
 
 （Ｂ男の場合） 

  

B男の個人課題達成度

0

1

2

3

4

5

第１時 第２時 第３時 第４時 第５時 第６時

得
点
の
様
子

 
   Ａ男同様、つまずきが現れたときにタイミングよく指導を入れた。第６時の振り返

りには「手を着くのを遅らせる

感じで上に跳んだら、大きく跳

べた」と書いていた。上方向へ

の踏み切りの意識付けという面

でも効果があったと考える。 
   第６時が終了した時点での課

題達成度は右のようであった。 
・かかえ込み跳びにおける技能ポ

イントを分析し、課題達成のた

めの「基礎」となるものは何か

を洗い出したことにより、指導過程の中で何を押さえて指導していけばよいのかが明

確になった。 

・毎時間の準備運動や抽出練習で、「基礎」を身に付けるための練習を指導計画に盛り込

み実践した事により、腰を高くした腕支持の姿勢が多くの生徒に見られるようになっ

て課題達成度が上昇した。 
・生徒自身が、かかえ込み跳びの「運動技能上達のみちすじ」を頭の中に描きながら、

見通しをもって学習に取り組めたことも、身に付けたい力の習得に大きく影響した。 

 

②自分自身の姿をより確実にイメージすることができるような仲間との相互援助活動の

在り方の工夫 

   学習カードの振り返りの内容が「できた・できなかった」という自分の姿にかかわ

ボール跳びを繰り返し行う

事で腕支持をしながら足が

上がる感覚を掴んだ。 

ロイター板の強い踏み切

り練習で腰高のイメージ

が掴めた。 

ロイター板で上方向への

強い踏み切りと、「ﾄｰﾝﾄﾝ

ﾄﾝ」を意識させた。 

単元終了時の得点の様子
0%

5%

16%

59%

20%

１点 ２点 ３点 ４点 ５点



跳び箱運動は楽しかったですか？

楽しかった

88%

楽しくなかった

5%

どちらでもない

7%

ることのみの記述から、仲間の姿に対する考えや、仲間のアドバイスの仕方に対する

自分の援助活動の在り方についての振り返りが書かれるようになった。 
 
【Ｃ男の学習カードより】 

 
  第１時 「今日は、跳び箱の奥の方に手をつけなくて跳べなかった。次は、少しでも

跳べるようになりたいと思います。」 
  第４時 「Ｄ男は、手でブレーキをかけているので跳べません。グループで３点がで

きないのはＤ男だけなので、手のつき方、肩出し、顔出しの練習をしたい

と思う。」 
  第５時 「まだ３回に１回は、肩よりも腰が上がっていないので、ドリル練習でカエ

ルの足打ちをたくさんやって全部腰が上がるようにしたい。そして、グル

ープ全員が４点までいきたい。」 
  第６時 「ＰＯの観察ではほとんど腰が上がるようになったので、４点と言われて、

すごく嬉しかったです。グループの人も４点になってよかったです。」 
 
・「どこを見るか」、「どこで見るか」、「どう表すか」を明確に示した事で、仲間の姿や

自分の姿を客観的に捉える事ができるようになっていったと考えられる。 
・そうした「思考を深める相互援助活動」を仕組む事によって、仲間でお互いの姿を

観察し合えるようになり、さらに個人の意欲の向上につながっていったと考えられ

る。 
以下は、単元終了後の生徒全員のアンケート結果である。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
〈楽しかった理由〉 
・跳び箱を跳ぶだけじゃなくて、色々な運動が楽しく練習できて一段と意欲がわい

た。 
・ドリル練習をやったことが、跳び箱運動とつながっていて、自然と技能が身に付

いたような気がした。 



・今までできなかった運動ができて、とてもおもしろかった。 
・自分ができたという喜びと同時に、そのことに同じように喜んでくれた仲間の姿

がとてもうれしかった。 
・できないと思っていた事が、すぐにイメージできるようなステック棒やピクチャ

ーアートでイメージでき、分かりやすかった。 
・色々な練習コースが位置付いていて、それを段階的にクリアーすると技能が身に

付き、いきなり跳び箱を跳ぶのに比べまったく怖くなかった。 
・どうすれば上手になるかの学習の流れが分かり、今の自分はどの段階にいるのか

をいつも考えながら学習できたことがよかった。 
 
 単元前のアンケートによると、楽しみでない生徒が５割いたのに対して、学習後には楽 
しかったと答えた生徒が約９割にのぼった。 
単元前の楽しみでない理由は、以下のようであった。 
① 跳び箱は何となく得意でない。  
② 跳べないから。  
③ 怖いから。  
④ 難しいから。  
⑤ みんなができて、自分だけできないのが嫌だから。 

それに対して、単元後ではかかえ込み跳びができた事に対する喜びが非常に多く書かれ 
ていた。 
今までの私自身の指導では、やみくもに練習に取り組ませて、「やる子はやる、やらない

子はやらない」といった二極化の現象を生み出していた。また、生徒の実態を深くつかみ、

そこから生み出た手だてを講じていくことがなかったために、一段と苦手意識をもつ子を

生み出してしまっていた。 
しかし、今回の取組のように、運動の技能構造から、「教えなければならない技能」を明

確にし、目の前にいる生徒の実態を深く考察した上で指導計画・単位時間の流れを作成し、

そのことを生徒自身にも見通しとしてもたせることで、より自分自身がやらなくてはなら

ないことを意識させることができた。また、仲間との相互援助活動の在り方も、その必然

や意味指導をすることを通して、より細かく指導の手だてを打てたことが、生徒自身が意

欲的に取り組み、結果的に身に付けたい力の習得につながっていったと考えられる。 


