
事 例 中学校 保健体育科 第３学年 器械運動「跳び箱運動：前方倒立回転跳

び」

テーマ 「恐怖心を克服することができるような指導過程・教材教具の工夫」

授 業 改

善 の ポ

イント

①技の中核となる動きが無理なく身に付くような指導過程及び単位時間の

展開の工夫

②中核技術である着手時の倒立姿勢を経過するイメージをつかむための映

像機器活用の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

【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

とする。

・練習や競技がス

ムーズに運営で

きるように自分

の役割を果たそ

うとする。

・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

ようとする。

・前時の姿や段階

表から本時に目

指す姿を設定し

ている。

・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。

・学習カードを利

用して学習全体

を振り返り自己

評価している。

・勢いのある助走

から、両手を挙

げ、両足で強く

踏み切り、かか

とを勢いよく振

り上げることが

できる。

・顎を出し、手・

肩・腰が一直線

の状態で、肘を

伸ばして着手し

回転することが

できる。

・跳び箱を強く突

き放し、体を反

らせて頭を起こ

した大きな回転

ができる。

・跳び箱運動の特

性や学び方、技

術の構造を理解

するとともに、

練習の仕方や技

のできばえの確

かめ方を理 解

し、知識を身に

付けている。

【把握方法】

①運動への関心・意欲・態度について

「単元に入る前の器械運動についての意識調査」

・「跳び箱運動は楽しみですか～それはなぜですか」



②運動の技能について

「器械運動の技能予備調査」

・「倒立は補助なしでできますか。」「台上前転・頭はね跳びはできますか。」「これま

での器械運動の学習状況」

・第１学年マット運動を終えて（評価・生徒学習カードから）

・第２学年跳び箱運動（頭はね跳び）を終えて（評価・生徒学習カードから）

（２）学習状況の結果と分析

【実態把握】

①運動への関心・意欲・態度

「単元に入る前の器械運動についての意識調査（対象第３学年２２人）」

＜好きな理由＞

・器械運動が得意だから。

・昨年、頭はね跳びができたから。

・できたときうれしいから。

＜嫌いな理由＞

・できないから。

・跳び箱で怪我をしたから。

・腰をぶったり、跳び箱から落ちたから。

②運動の技能

「器械運動の技能予備調査」

＜倒立はできますか＞

・「できない」…０人 
・全員が「できる」もしくは「補助があれば

できる」と回答。

＜台上前転はできますか。＞

・「できる」…１７人

・「できない」…５人 

＜頭はね跳びはできますか＞

・「できる」…１８人 ・「わからない」…１人 
・「できない」…３人 

〈できない理由〉

○頭をつくのが怖い。 
○跳び箱の横に背中から落ちてから

できなくなった。

〈できない理由〉

○台の上で前転が怖い。 
○前転しながら落ちた経験がある。

○思い切ってできないから。



・器械運動についての意識調査では、「嫌い」と回答した生徒のほとんどが跳び箱で腰

を打ったり、怪我をしたりという理由から恐怖心を抱いている。また、台上前転・

頭はね跳びができない理由についても、跳び箱の高さに恐怖感があったり、跳び箱

に腰をぶつけたり、落ちたりした経験が恐怖心を抱かせていることが分かる。

・技能予備調査から前方倒立回転跳びの中核になる倒立については、全員の生徒が

「できる」もしくは「補助さえあればできる」という段階である。

・台上前転・頭はね跳びともに、約８割の生徒がなんとかできると回答している。

・２人の抽出生徒の振り返りから技のイメージと自分の動きのイメージが一致してい

ないことが分かる。

◎このような生徒の実態から、「倒立姿勢」「踏み切りの強さ」「第１局面の大きさ」

にポイントをおいた指導を行う必要があると考えた。

◎技のイメージと自分の動きをリンクさせる指導の工夫が必要である。

③これまでの器械運動の学習状況

【A 男のマット（倒立前転）評価と学習カード（生徒感想）】

評価項目 評価 様 子

技能 B ・静止することはできないが、なんとか倒立ができる。

・倒立から前転へ移行するときに、なめらかに前転することがで

きない。

[振り返り]
・僕は、体が硬いのでマットは苦手です。倒立から前転までどうやって体を動かした

らいいのか…。しかし、跳び箱は好きなので２年生の跳び箱は楽しみです。

【B 子の跳び箱運動（頭はね跳び）評価と学習カード（生徒感想）】

評価項目 評価 様 子

技能 C ・踏み切りが弱いため、頭頂部から首のあたりが跳び箱について

しまい首はね跳びのような形になっている。

[振り返り]
・補助のおかげで、何とか回転することができるようになりました。でも、跳び箱４

段は高さがあり恐怖心が強くて思い切りできません。回転しているときは、目をつ

ぶってしまいよく分からないまま着地していました。

【分析】

①生徒の関心・意欲・態度について

②生徒の技能について

◎生徒の跳び箱に対する「恐怖心」をやわらげる工夫をする必要がある。



①技の中核となる動きが無理なく身に付くような指導過程及び単位時間の展開の工夫

②中核技術である着手時の倒立姿勢を経過するイメージをつかむための映像機器活用の工夫

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

今回、「跳び箱が嫌い。」「跳び箱が怖い。」と感じている生徒が意欲的に取り組める

ような指導過程になるようにと考えた。

そこで、生徒の実態と跳び箱運動（前方倒立回転跳び）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。

このような生徒の実態と前方倒立回転跳びの特性を踏まえ、授業を計画していくには

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

◎技の中核となる動き「肩と腰が一直線になった倒立姿勢を経過した回転」、その

動きが生徒に無理なく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映像機器を使った指導の工夫をする。

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点にして実践を行うことにした。

跳び箱（前方倒立回転跳び）の特性

・技の中核となる動きは、「倒立を経

過した回転」である。

・跳び箱上で、肩と腰が一直線にな

る。 
・着手までの動きでほぼできるかで

きないか決まる。

・技のポイントと自分の動きのイメ

ージを意識しながら練習すること

が上達への近道である。

生徒の実態

・倒立はほぼ全員ができる。

・台上前転・頭はね跳びは８割の生徒

ができる。

・技のイメージと自分の動きのイメー

ジを上手くつかめていない生徒が半

数いる。

・跳び箱に対する恐怖心がある生徒が

１３人いる。



（２）改善の具体的方途と実践

①技の中核となる動きが無理なく身に付くような指導過程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、スモールステップを設定し、それをクリアして

いくことで自信を付けさせ意欲を喚起しながらまた次の

ステップに進んでいくというサイクルを単元構成の核に

していこうと考えた。そこで、恐怖心を抱いていた生徒

も徐々に自信を付けていき、自然と核となる動き『肩と

腰が一直線になった倒立姿勢を経過した回転』が身に付けられるという単元指導計画

（資料３）を作成した。

（ア）指導過程の工夫

〈これまで実践していた指導過程〉

〈これまで〉

〈今回の実践〉

【改善のポイント】

〈ポイント１〉高さという障害に対する恐怖を軽減。

〈ポイント２〉第１局面（踏み切り～着手）に重点をおいた指導

〈ポイント３〉全員に基礎となる動きや技術を身に付けさせ、成功体験につなげるための

準備運動の工夫

〈ポイント１〉について

・第２時は、倒立の基礎感覚をつかむために、倒立の練習をマットで徹底的に行った。そ

して、後半練習では、２段の跳び箱とセーフティーマットを用意し、跳び箱の上で倒立

をする感覚づくりを行った。その後、第３時、第４時と跳び箱の高さを徐々に上げてい

った。

台上で軽々と回

転できる。

回転の後半、首

で跳ねることが

できる。

台上で頭をつい

て回転すること

ができる。

台上で倒立姿勢を経

過し回転することが

できる。

スピードと高さのあ

る回転跳びができ

る。 

高さ２段の跳び

箱で背中をつか

ずに回転するこ

とができる。

高さ２段の跳び

箱で頭をつかず

に回転すること

ができる。

高さ３段の跳び

箱で頭をつかず

に回転すること

ができる。

高さ４段の跳び

箱で倒立姿勢を

経過し回転する

ことができる。

高さ４段以上の

跳び箱でスピー

ドと高さのある

回転跳びができ

る。 



〈ポイント２〉について

・第３時は、第１局面の中でも「踏み切り」に力を入れて取り組んだ。ロイター板の使い

方を指導し、「バン」と力強く踏み切り、かかとを勢いよく振り上げることでフワーン

と腰が浮き上がるような踏切を目指して指導をした。

〈ポイント３〉について

・毎時間、ウォーミングアップとして、「腕立て伏せ」「10 秒倒立」「跳び箱乗り・降り」

「開脚跳び」というメニューを行った。音楽に合わせて体を動かしながら前方倒立回転

跳びに必要な動きや筋力をつくるためのメニューとして設定した。特に、ロイター板を

使った基礎練習に力を入れた。

（イ）指導過程の工夫に伴う段階表の改善

・これまで使っていた段階表

これまでの指導過程は、「台上

前転」「首はね跳び・頭はね跳

び」「前方倒立回転跳び」という

流れで段階表も作られていた。

しかし、今回は、中核技術、『肩

と腰が一直線になった倒立姿勢

を経過した回転』の獲得を目指

して、指導過程を見直し、段階

表も新しく作成した。

段階表改善版(資料５)には、｢技能ポイント｣と｢練習方法｣を加え、生徒が活用しやすい

ようにした。



②中核技術である着手時の倒立姿勢を経過するイメージをつかむための映像機器活用の工

夫

・技術がなかなか身に付かない生徒の中に、自分がどんな姿で回転しているのか、つかめ

ていない生徒も少なくない。技能の比較的高い生徒は、目指す技のイメージと現在の自

分の姿とのずれを繰り返し練習する中でうめていくことができる。しかし、それは一部

の生徒であって、多くは明確に自分の姿がイメージできない。

・今回の実践は、リアルタイムで自分の跳んでいる姿を確認することで、技のイメージや

技術ポイント、自己課題などをより明確につかむことができる『映像遅延装置』（下写

真）という機器を授業の中に取り入れた。野球選手、プロゴルファーといった一流選手

の間でも使われているこの装置は、自動的に録画された映像を繰り返し確認することが

できたり、スロー再生できたりと瞬時に自分の姿を確認できる優れた映像機器である。

【活用方法１】導入場面の課題提示や技術ポイント提示での活用

・単元の前半は、主に導入場面で活用した。技のイメージをつかむことができるように、

教師の示範を録画し、スロー再生や静止映像を見せながら『本時の技術ポイント』を確

認した。

【活用方法２】倒立姿勢の確認

・逆さ感覚というのは、普段の生活ではほとんど体験することはない。そのため、自分が

どのような状態で逆さになっているのかを確認させることにより、台上での倒立にも生

かすことができると考えた。

・本単元の 4 時間目にはじめて、生徒に映像遅延装置の操作方法を指導し、グループ練習

で活用した。

※①～④の順番で場所をローテーションしていく。①の場所では、遅延装置を活用しなが

ら練習をすすめる。

【活用方法３】後半練習の習熟度別練習での活用

・１時間の中で、前半練習は、積極的に苦手な生徒に関わる時間。後半は、自分の技能を

延ばす時間と位置付けて授業を展開した。後半練習では、技能の比較的高い生徒が、特

設会場にセッティングされた遅延装置を使って、自分のフォームをチェックしたり、課

題を見付けたりしていた。

④ ③ ② ①

モ
ニ
タ
ー

遅
延
装
置



３ 授業改善後の成果

（１）技の中核となる動きが無理なく身に付けられるような指導過程及び単位時間の展開

の工夫

「単元後の実態調査結果」

この単元を始める前は、「跳び箱が好き

ですか。」という質問に対して、「好き・

どちらかといえば好き」と答えた生徒が

10 名であったのに対して、今回、「好

き・どちらかといえば好き」と答えた生

徒が 14 名と 4 名増えた。「好き・どちら

かといえば好き」と答えた生徒の理由を

調べると「できないと思っていたけど、何とかできるようになってうれしい。」「みんな

がどんどん跳んでいくので負けられないと思い頑張った。」など跳び箱に対する気持ち

が変化したことがわかる。できないと思っていたことが「できた」ことにより喜びを感

じることができた生徒が増えたことが分かる。

【抽出生徒の変容】

・A 男の単元終了後の評価と学習カード（生徒感想）

評価項目 評価 様 子

技能 B(マット)→Ａ

(競技会得点４)
・跳び箱上で倒立を経過し回転することができる。

・踏み切り時から膝を伸ばし、脚が伸びた姿勢で回転する

ことができる。

[振り返り]
・毎回提示される技術ポイントを意識して練習に取り組むことができました。跳び箱が

徐々に高くなっていくと恐怖心がはじめはありましたが、一つ一つクリアしていくこ

とで自信がつきました。競技会は、思い切りやれました。

・B 子の単元終了後の評価と学習カード（生徒感想）

評価項目 評価 様 子

技能 C(頭はね)→Ｂ

(競技会得点

２．５)

・跳び箱上で頭頂部がつき、回転することができる。

・踏み切りが徐々に強くなってきたことで腰が高く上が

るようになった。

[振り返り]
・はじめは、「絶対にできない」と思っていました。跳び箱の授業も嫌でした。け

ど、1 時間ごとに跳べるようになって少し楽しみになりました。途中 3 点がとれた

ときもあったので競技会はくやしかったです。



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

跳び箱 2 段とセーフティーマットを使用したことでＡ男のように男子生徒は、ほと

んど恐怖心を感じることなくこの単元に入っていくことができた。しかし、技能の高

い生徒にとってはじめのうちは、物足りないと感じていたことも事実である。今後、

単元構成をさらに考えていく必要がある。

（Ｂ子の場合）

ウォーミングアップから全体会、課題提示・技術ポイント提示、グループ会、前半

練習・後半練習、テスト会、グループ会、全体会とスムーズにすすめることができ、

単位時間の中で、やるべきことをはっきりさせて取り組むことができた。

2 段の跳び箱なら恐怖

心もなく思い切って

跳ぶことができまし

た。 

はじめて遅延装置を練

習で使い、テスト会

で 4 点をとること

ができました。

ロイター板の使い方のポ

イントを提示した。テ

スト会で頭頂部をつい

て回転することができ

た。 

第１局面をダイナミック

に行うように全体練習

でセーフティーマット

を使った練習を行っ

た。 



＜「効果あり」の理由＞

○ これまでよりも技術ポイントがよく分かった。

○ スローとか静止画がみられるので、分かりやすかった。

○ 自分の姿を見ることができて、どこが悪いのかということが分かった。

○ 今まで、気付かなかったくせみたいなものを見付けることができた。

○ 自分の映像が映るので、何回も何回も跳び箱を跳ぼうという気になった。

（２）倒立姿勢を経過するイメージをつかむための映像機器活用の工夫

単元終了後「映像遅延装置」の活用についてのアンケートを行った。

・映像遅延装置の活用によって、

自分の技能向上に「効果があっ

た」と回答した人が全体の 77％
を占めた。

目の前にいる生徒全員に「できた」という達成感を味わってほしいという願いをもってこ

の実践に取り組んできた。そういう願いをもつことで、生徒の実態を深く考察し、今まで

の指導計画を見直しながら、より良い方法を追究しながら指導することができた。

映像遅延装置活用について

77%

23%

効果あり 効果なし


