
事 例 小学校 体育科 第５学年 体つくり運動

「体力を高める運動 巧みな動きを高める運動～長なわを使って～」

テーマ 「自分の動きの高まりを感じとりながら動きを高める体つくり運動の授業」

授業改善の視点 ①自分や仲間の動きを見つめることができる長なわを使った運動の教材開発

②自分の動きを自分で振り返ることができるような指導・援助の工夫

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】

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

・自分の体に関心をもち、タイ

ミングよくなわを跳ぶ楽しさ

を味わおうと進んで取り組

み、体つくり運動をしようと

する。

・仲間の動きに対し、進んでア

ドバイスや励ましの声をかけ

ようとする。

・それぞれの跳び方を、なわに

入るタイミング、「入る－跳ぶ

－出る」の一連の運動全体の

リズム、体の動かし方の３つ

を視点に、自分の動きを追求

している。

・回数の増減と、自分の動きの

変化を結び付けて振り返って

いる。

・むだなく動き、なわのテンポ

に合わせて、「入る－跳ぶ－出

る」の一連の動きをスムーズ

に行うことができる。

【把握の方法】

①運動への関心・意欲・態度

○体育及び長なわについてのアンケート（単元前の事前調査）

・体育の授業は好きですか。（５とても好き ４好き ３ふつう ２きらい １すごくきらい）

・好きな単元と嫌いな単元は何ですか。

・長なわ跳びの授業は好きですか。（５とても好き ４好き ３ふつう ２きらい １すごくき

らい）

・長なわ跳びの授業ではどんなところが楽しいですか。また、どんなところが嫌いですか。

・これまでに長なわを使ってどんなことをしてきましたか。

②運動の技能及び思考・判断

○朝の全校スポーツ活動

・かぶりなわ、むかえなわで何回跳べるか。

・回数とともに、児童たちは、むかえなわとかぶりなわのなわの回し方の違いに、どれだけ自

分の体を合わせることができるか。

（ここでの児童たちの声かけの様子や聞き取りから、運動についての思考・判断も、できる限

り把握する。）



（２）学習状況の結果と分析

【結果】

①体育及び長なわについてアンケート（４０名：男子２０名 女子２０名）

質問内容 結 果

体育の授業は好きですか。 すごく好き ・・・２４（男子１６ 女子８ ）

好き ・・・・・・１３（男子３ 女子１０）

ふつう ・・・・・ ３（男子１ 女子２ ）

きらい ・・・・・ ０

すごくきらい ・・ ０

これまでの体育で、好きな単

元ときらいな単元は何です

か。（複数回答可）

＜好きな単元＞

ハンドボール２５（男子１３女子１２）

タグラグビー１６（男子９ 女子７）

ポートボール１２（男子７ 女子５）

長なわ９（男子３ 女子６）

＜嫌いな単元＞

特にない１３

短なわ７（男子３ 女子４）

マット４（男子２ 女子２）

長なわ１（男子０ 女子１）

長なわを使った授業は好き

ですか。

長なわを使った運動は好きですか？

12

19

9

0

0

すごく好き

好き

ふつう

きらい

すごくきらい

すごく好き ・・・１２（男子５ 女子７）

好き ・・・・・・１９（男子１０ 女子９）

ふつう ・・・・・ ８（男子５ 女子３）

きらい ・・・・・ １（男子０ 女子１）

すごくきらい ・・ ０

＜理由＞

・みんなでやるから

・新しい跳び方で跳べるとうれしいから

・新記録を達成できるとうれしいから

・特に興味がない

・ボールが好きだけど、長なわはふつう

どんなところが楽しいです

か。反対にどんなところが嫌

ですか。

＜楽しいところ＞

みんなで協力してやるところ・・・・１８（男子５ 女子１３）

記録を更新していくところ・・・・・１３（男子６ 女子７） 
新しい跳び方に挑戦するところ・・・ ９（男子６ 女子３） 
連続でつながるところ・・・・・・・ ７（男子３ 女子４） 

など

＜楽しくないところ＞

やり方が分かれば楽しくなる（できないとイライラする、恥をかく）

・・・・ ６（男子２ 女子４） 
転んだりひっかかったりして痛い・・ ４（男子１ 女子３） 
失敗すると責められる・・・・・・・ ２（男子０ 女子２） 

これまで長なわを使ってど

んなことをしましたか。

８の字跳び（かぶりなわ、むかえなわ）を一定時間内に何回跳べるか。

４０人一斉跳び

体育の授業は好きですか？

24

13

3

0

0

すごく好き

好き

ふつう

きらい

すごくきらい



②運動の技能

○７月の全校スポーツ活動における「８の字跳び（かぶりなわ）３分間チャレンジ」

・３分間で最高２３６回跳ぶことができた。平均２００回前後跳ぶことができた。

・かぶりなわにおいては、４０人全員が連続で入ることができた。

○むかえなわでの８の字（スポーツ活動の空いた時間に） 
・初めは、ほとんどの子が連続で入ることができなかった。「ハイ」「ハイ」とタイミングの声

はかけるものの、なわが地面に着くのに合わせて声をかけており、むかえなわの入るタイミ

ングに合っておらず、なわに入ることができなかった。

・少し続けると、前の子に合わせて連続で入ることができるようになった。

・前の子がひっかかった先頭になった途端、再び入ることができないことも多く見られた。

【分析】

①運動への関心・意欲・態度について

子どもたちの体育に対しての意欲は、「すごく好き２４人、好き１３人、ふつう３人」という結

果からも非常に高いことが伺える。しかし、長なわ跳びについては、「すごく好き１２人、好き１

９人、ふつう９人」となる。これは、体育における好きな単元の上位が「ハンドボール」「タグラ

グビー」「ポートボール」と、これまで行ったゲーム・ボール運動領域であることや、長なわとび

の好き嫌いの理由の中に「ボールの方が好きだから」「特に興味がない」といった理由があること

から、長なわ跳びが嫌いなわけでもなく、ボール運動領域が好きな学級集団であることが伺える。

続いて長なわとびの楽しいと感じるところ、楽しくないと感じるところを聞いた。すると、楽

しいところでは、みんなで協力するところ（仲間と集う楽しさ）、記録更新できるところ（記録向

上の楽しさ）、新しい跳び方ができるところ（挑戦する楽しさ）といったことが出てきた。逆に嫌

なところでは、やり方が分かれば楽しくなる、仲間に責められる、転んだりなわが当たったりし

たとき痛い、といったことが挙げられた。これらのことから、長なわに対して子どもの中には、

失敗したときの仲間からの言葉や視線に対しての不安があると考えられる。

②運動の技能

かぶりなわについては、全員が連続で入れたことや、３分間で最高２３６回、平均２００回前

後跳べたことから、全員がおおむね満足できる動きを身に付けていると捉えることができる。

むかえなわについては、前の子が連続で跳べると続けて入ることができるが、先頭になった時、

なわに入ることができない姿があった。これは、自分の前やその前の子の動きに合わせることで、

なわに入りやすくなるところがあり、おおむね満足できる動きを身に付けているとは言い難い。 

③運動についての思考・判断

なかなかなわに入ることができない仲間に対して、「ハイ」「ハイ」とは言うものの、それがな

わに入るタイミングを表すものにはならなかった。仲間に対して声をかけようという意欲は伺え

るが、それが何を表す「ハイ」なのか分からないため、動きの高まりには結び付かなかった。長

なわを使った運動遊びについては、どうしたらできるようになるのか動きに結び付く考えはまだ

もっていない。



２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

これまでの分析から次のような授業改善の方向を考えた。

そこで次のように授業改善に取り組もうと考えた。

（２）改善の具体的方途と実践

①自分や仲間の動きを見つめることができる長なわを使った運動の教材開発

長なわを使った運動は、「体つくり運動」の領域における、「イ 体力を高める運動 体の柔ら

かさ及び巧みな動きを高める運動」に属している。今回改訂された学習指導要領解説において、

「高学年児童の発達の段階を考慮し、体の柔らかさや巧みな動きを高めるための運動に重点をお

いて指導する。」と明記されている。この「巧みな動きを高める運動」とは、人や物の動きに対応

して、タイミングよく動くこと、バランスをとって動くこと、リズミカルに動くこと、力を調節

して動くことができる能力である。

「長なわをつかった運動」では、まずなわに合わせて、タイミングよく入ること、そして、な

わのテンポに合わせて「入る－跳ぶ－出る」という一連の動きをスムーズに行うことが大切であ

る。人の動きに合わせるのではなく、なわの動きに合わせて自分の体を動かすことが、巧みな動

きを高めることにつながると考える。

これまで行われてきた長なわの実践は、１０人～１５人程度の集団において、８の字跳びやひ

ょうたん跳びなどいくつかの跳び方での回数達成を目標にしてきた。そこでは、集団での達成感

や連帯感を味わうことはできるが、前の人の動きに合わせて動くため、なわに入りやすくなって

～関心・意欲・態度より～

子どもたちは記録向上の楽しさや様々な技に挑戦することの楽しさを味わいたいと思っている。

反面、自分が失敗することで、回数が伸びず仲間から責められたり、恥ずかしい思いをしたりする

のではないかという不安がある。そこで、そういった不安感を減らし、一人一人が自分や仲間の動

きに目を向けるよう、教材化をすることが必要である。

～運動の技能より～

子どもたちは、なわの向きやテンポに合わせて自分の体を動かすことがまだ不十分である。そこ

で、動いているなわに合わせて、様々な方向から出たり入ったりする運動を経験させることが大切

であり、そのような教材化及び単元指導計画を作成する必要がある。

～運動についての思考・判断より～

体育及び長なわについてのアンケートにおいて「やり方がわかれば楽しくなる」と回答した子ど

もがいることから、子どもたちはどうしたら跳べるようになるのか知りたがっている。そこで、ど

うしたらできるようになるのか、動きを見る視点を明確にして取り組むことができるよう指導・援

助することが必要である。

①自分や仲間の動きを見つめることができる長なわを使った運動の教材開発

・個の動きを抽出した運動の教材化

②自分の動きを自分で振り返ることができるような指導・援助の工夫

・動きを追求する視点を明確にした指導援助



いる。したがって、一人一人の動きが高まっているとは言い切れないところがあった。巧みな動

きを高めるために、動いているなわに合わせて、どう動けたのか振り返ることができるように、

個人の動きを抽出した長なわを使った運動を教材化していくとよいのではないかと考えた。

そして、長なわを使った運動における巧みな動きを、“なわの動きに合わせてタイミングよく入

り、「入る－跳ぶ－出る」という一連の動きをスムーズに行うこと”と捉えた。なわに入ることと

出ること、かぶりなわとむかえなわを交互に行ない、スムーズに動くことができたら、巧みな動

きが高まったといえるのではないかと考えた。

そこで、次のようなことを大切にして、教材開発に試みた。

【これまでの実践と今回の実践における跳び方とその特徴】

これまでの実践における跳び方 今回の実践で行う跳び方

８の字跳び ひょうたん跳び

（むかえなわ）

などの跳び方

・集団による目標達成の運動

・３～５分間での合計回数

【特徴】

○集団で取り組むことによって、記録達成の喜

びや達成感を共有することができる。

△跳びながら「ハイ ハイ」など声を出すこと

ができるが、集団に紛れて個の動き合わせた

声にしにくい。

△なわ以外に、前の人に合わせることでとびや

すくなり、「記録向上＝動いているなわに合わ

せて動く」という巧みな動きの高まりとは言

い切れない。

十字跳び 平行跳び

・連続跳びは禁止とし、必ず跳んだら外へ出る。

・これらの動きを、一定時間内何回跳べたか、

どれだけ安定して跳べたか。

【特徴】

○個の動きを抽出し、視点を明確にすること

で、その児童の動きに合わせた声をかけるこ

とができる。

○自分となわだけの関係なので、記録の向上が

自分の動きの高まりと言える。ただし、なわ

のテンポを常に一定にする必要がある。

△長なわを使った運動の楽しさに、みんなで協

力するという、集団での記録達成の楽しさが

あった。しかし、個の動きによる記録の達成

のため、集団でその喜びを共有することがで

きない。

個の動きを抽出した教材化を進めるにあたって、次のことに留意した。

・「記録の向上」が「動きの高まり」であると結び付くために、なわのテンポを一定にすること。

・「記録の向上」と「安定して跳べたこと」が結び付くために、回数を数えるだけではなく、どのように

自分が動いたのか記録を工夫すること。

・集団においての記録の達成の喜びを、共有することができるようにすること。

【教材開発の視点】

・個の動きを抽出するために、個人で「入る－跳ぶ－出る」の動きを繰り返すようにする。

・たくみな動きを高めるためにむかえなわとかぶりなわを交互に行うようにする。



②自分の動きを自分で振り返ることができるような指導・援助の工夫

今回の長なわを使った運動を「タイミング」「リズム」「体の動かし方」の３つの視点で捉えた。

そして、これらの視点をこの順番で追求していくとよいことを児童たちに理解できるようにする

ことで、児童たちが自ら動きを追求し、どうして自分の動きが高まったのか、動きの高まりを感

じとりながら、動きを高めることができると考えた。

これらの視点をもって動きを追求できるように、示範では、動きに合わせて「イチ ニ サ

ン・・・」とリズム言葉をかけるようにし、目指す動きを具体的にイメージできるようにした。

練習でも、児童の動きに合わせてリズム言葉をかけ、リズムに動きが合うようにした。また、動

く前にどこを意識するか言葉をかけたり、自分の動きが今どうであったか振り返る言葉をかけた

りする。それにより、楽に動けたか、自分の動きが巧みに動けるようになったのか、自分の動い

た感じを振り返ることができる。同時に、意識していなかった自分の体の動かし方を意識させる

ことができ、どうしてできるようになったのかしっかりともつことができる。

それぞれの視点については以下に示した。

・となりのトトロ“さんぽ”を流し、それに合わせてなわを回すことで、なわのテンポを一定にする。

・前奏でテンポをとり、歌が始まってから跳び始め、１６拍うったところで、終わりとする。最高記

録は、以下に示すように、十字跳びは８回、平行跳びは７回が最高記録となる。

【十字跳びの最高記録】（２回に１回跳ぶことで８回跳ぶことができる。）

【平行跳びの最高記録】（かぶりなわでは、１拍おくれる。）

…なわから出て移動したり待ったりしているところ …跳んだところ

・最後は個人の最高記録をグループで合計し、自分たちの記録がどれだけ伸びたのか分かるようにし

集団での記録達成の喜びを味わえるようにした。

・記録は次のようにし、自分がどこで跳んだのか分かるようにした。これで、跳んだ回数はもちろん

自分の動きが無理なく安定していたのか、記録から振り返れるようにした。

○視点１ なわに入るタイミング

まず、なわに入るタイミングをつかむことが大切である。かぶりなわでは、なわが目の前を通過し、

地面に着いたときに動き出すと入ることができる。むかえなわでは、自分の目の前を通過して上に上

がったとき、動き出すと入ることができる。なわに入れない児童には、そのタイミングを自分でつか

めるよう、「ハイ」と声をかけながら、背中をたたくなどする。そうすることで、なわのどこで入る

といいのか自分の体で感じ、タイミングよくなわに入って、跳べるようになると考えた。

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・
回

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ８

回

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ７

回



【十字跳び】３回に１回跳ぶ、「イチ－ニ－サン」のリズムの十字跳び

【平行跳び】３回に１回跳ぶ、「イチ－ニ－サン」のリズムの平行跳び

○視点２ 運動全体のリズム

タイミングよくなわに入れると、調子よく跳べるように、自分なりの動きのリズムをもつ。例えば、

３回に１回跳ぶリズムを、以下の写真のように、「イチ（跳ぶ）－ニ（回る）－サン（待つ）」といっ

たように表す。これにより、まず、自分の動きを具体的に見通すことができる。また、動きに合わせ

て「イチ ニ サン」と自分でつぶやいたり、グループの仲間に声をかけてもらったりすることで、

自分の動きをリズムに合わせ、動きを高めることにつながると考えた。また、自分の見通したリズム

のように動けたか知ることができ、自分の動きの高まりを感じとることにつながると考えた。

○視点３ 体の動かし方

跳ぶ回数を増やしたり、無理なくスムーズに跳べるようにしたりするために、方向や切り替えなど

自分の体の動かし方を意識させる。調子よく動けた時に「今、どんなこと意識した」と言葉をかけ、

無意識に動いていたことを意識させるようにする。そうすることで、自分の体の動かし方がはっきり

とし、「～したら、安定していくことができた。」といった実感をもつことできる。

【十字跳び】

・なわから出たら、回るというより、片足で方向を切り替えるように動く。 
・出るときに、できるだけ早く切り替え、動く幅を小さくする。

・体の向きを正面ではなく、反復横とびのように横向きで動く。 

「回る」から「方向を切り替える」へ 動く幅が小さく



３ 授業改善後の成果

①自分や仲間の動きを見つめることができる長なわを使った運動の教材開発

３時間の単元の中で、第１時に、十字跳び、平行跳びを試しに行い、第２時には十字跳び、第

３時には平行跳びの動きの追求を行った。児童の記録の伸びは以下のようになった。

十字跳び 平 行 跳 び

第１時 第２時 のび 第１時 第３時 のび

１Ｇ ２４ ２５ １ １６ １７ １

２Ｇ ２２ ３０ ８ １８ ２５ ７

３Ｇ １９ ２６ ７ １５ ２４ ９

４Ｇ ２２ ２６ ４ １９ ２４ ５

５Ｇ １８ ２５ ７ １９ ２５ ６

６Ｇ ２３ （２２） （▼１） ２１ ２４ ３

７Ｇ １４ （１８） （４） １６ ２２ ６

８Ｇ １９ ２４ ５ １６ ２４ ８

９Ｇ １４ （１６） （２） １４ （１８） ４

１０Ｇ １５ ２３ ８ １７ ２３ ６

平均 １９ ２５．６ ６．６ １７．１ ２３．１ ６

〔１グループ４名で、それぞれの１時間の最高記録回数を合計／（ ）は欠席により３名〕

上の表から、次のことが成果として挙げられる。

○どのグループも記録が伸びており、十字跳び、平行跳びともに子どもたちの動きが高まっていっ

た。 
○個の運動を抽出しながら、グループで記録を合計したことで、記録の増加を集団で喜ぶことにつ

ながった。

○今回の長なわ運動では、自分の記録用紙をもとに動きを振り返る児童が増えていった。無理せず

【平行跳び】

・なわに入るときにななめではなく、まっすぐに入って、なわの真ん中より横で跳ぶ。 
・出るときもまっすぐ出て、回し手の近くに出るようにする。

・回し手を回るときに小さく回る。 

入る方向を変えることで 回し手の周りを

跳ぶ位置がなわの中央から横へ 小さく回る 



跳べたという自分の感じを裏付ける記録を見て、「記録の増加」と「自分の動きの高まり」を結び

付けながら、スムーズに跳べたことを振り返ろうとしている姿が見られた。

②自分の動きを自分で振り返ることができるような指導・援助の工夫

動きを見つめる３つの視点を子どもたちと共有できるように指導・援助をすすめてきた。児童

は次のように動きの高まりを感じとりながら、記録を伸ばしていった。 
ア 「なわに入るタイミング」を視点に動きを高めていった児童

【Ａ子の記録とノート】

第１時 記録：２回

第３時 記録：５回

Ａ子は、第１時において、むかえなわに入るタイミングがつかめずに、かぶりなわに入っている

だけであった。しかし、本時では、タイミングをつかむことで、３回に１回跳ぶという安定した動

きをつかむことができるようになってきた。Ａ子のように、なわに入ることができない児童には、

まずはタイミングをつかむことができるようにすることで、安定して跳ぶことができることにつな

がったと考えられる。

イ 「リズム」を視点に動きを高めていった児童

【Ｂ男の記録とノート】

第１時 記録：５回

第３時 記録：７回

今日は、むかえなわのタイミングとかぶりなわのタイミングを使い分けるのができるようになり

ました。回し手を回る小回りもできるようになりました。 

平行跳びの記録の伸び
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第1時

第3時

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ２

回

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ５

回

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ５

回

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ７

回

十字跳びの記録の伸び
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Ｂ男は、第１時ではリズムという視点はもっておらず、自分が跳べるタイミングで跳ぶだけにな

っていることが、記録用紙から伺える。そこに、本時はリズムを意識したことで、動きのイメージ

を具体的に持つことができた。また自分でリズムを言ったり、仲間に声をかけてもらったりするこ

とで、リズムに動きを合わせていくことができ、記録の向上へとつながったと考えられる。

ウ 「体の動かし方」を視点に動きを高めていった児童

【Ｃ男の記録とノート】

第１時 記録：４回

第３時 記録：６回

Ｃ男は、初めから安定して跳ぶことができていた。しかし、自分の動きの中に、むだがあること

に気付き、４回に１回跳んでいったのを、「１、２、３…」のリズムで３回に１回跳べるようになり、

６回へと記録を伸ばした。ただ、ここから「１、２、３」を「１、２」へと変えていこうと、動か

し方を視点に自分の動きを振り返っている。まだ動きとしては身に付いていないが、動きを追求し

ている様子が伺える。

【Ｄ子の記録とノート】

第１時 記録：４回

第３時 記録：６回

今日、ぼくは７回跳ぶことができました。リズムは、「１、２、１、２、３、１、２、１、２、

３…」と、交互になるように跳んだら跳べました。跳ぶときには、特に小回りをすることでできま

した。跳んだら、すぐに切り替えをすることが大事です。そうしたら、スムーズに跳ぶことができ

ました。

今日の平行跳びは、６回でした。でも７回はまだいけません。なぜかというと、やはり ここで

す。６回のリズムだとうまくいくけど、７回だと「１、２」のリズムでいくときに

あせってしまい、小回りができないので、次は小回りで７回をめざしたいです。

今日の長なわ跳びでは、十字跳びでＥ男に教えてもらった小さく回ることと、前の方まで移動

して回し手の近くで跳ぶことを意識してやりました。そうしたら４回だったのが、６回に増えま

した。

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ６

回

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ４

回

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ４

回

（前奏）・・あるこうあるこう・わたしはげんき ・ あるくのだいすき ・ どんどんいこう ・ ６

回



Ｄ子は、第１時において３回に１回のリズムをつかみかけていたが、回数が多くなるとリズムが

乱れ、４回目のジャンプでひっかかってしまっていたことが伺える。そこでＤ子は、「回し手の回り

方」と「回し手の近くまで移動してジャンプをする」という体の動かし方に意識を向けることで、

「１、２、３…」のリズムで跳ぶことができるようになった。中でも、「前の方でジャンプする」と

いうのは、Ｄ子が感じ取った独自のコツである。前の方で跳ぶことで、跳んだ後の移動が少なくな

り、次のジャンプに余裕をもって入れるということである。つまり、Ｄ子はこれを意識することで、

「１、２、３…」というリズムで、いつでも心地よく跳ぶことができるようになった。どうしたら

できるようになったのか、動きの高まりを感じとりながら、記録を向上していった姿であった。


