
事 例 小学校 体育科 第６学年 陸上運動「ハードル走」

テーマ 「単元で身に付けたい身体の動かし方の基礎となる動きを習得し、活用する指導方法

の工夫改善」

授業改善

の視点

①動きの違いやリズムの変化に気付くことができる提示方法の工夫

②技能のつまずきを仲間とともに解決し、互いに上達し合っていくための練習の

場の工夫

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

・リズミカルにハードルを跳び越えて

いく心地よさを楽しもうとする。

・仲間と教え合ったり、励まし合った

りしながら運動しようとする。

・器具や用具の出し入れを分担し、安

全を確認してから運動しようとす

る。 

・絵図やモデルで、自分が

目指す姿をイメージして

いる。

・自分に合うめあてをもち

練習の場を選んで練習し

ている。

・自分が目指す姿になれた

か振り返っている。

・ハードルを決めた足で踏

み切り、振り上げ足と抜

き足の足の運びとリズム

をつかんで、ハードルを

低くまたぎ越して走りき

ることができる。

【把握の方法】

① 運動の技能について

運動の技能については、１学期に実施した単元「走り幅跳び」「５０ｍ走」「５０ｍハードル

走」での学習における児童の姿より、学習状況を把握した。

ア 「走り幅跳び」における児童の達成度

・利き足で安定して踏み切ることができたか。

・踏み切り前の３歩のリズムがつかめたか。

イ 「５０ｍ走」における記録タイム

・最大スピードが発揮されるのはどの地点でどれくらいのタイムか。

・最大スピード時の歩幅はどれくらいか。

ウ 「５０ｍハードル走」におけるめあてにしたい個の技能課題

・足の運びや上体の姿勢について身に付けたい動きは何か。 

② 運動への関心・意欲・態度について

運動への関心・意欲・態度については、意識調査や満足度調査より、学習状況を把握した。

ア 単元に入る前のハードル走についての意識調査

・走ることは好きですか。

・ハードル走は好きですか。 
イ 「走り幅跳び」での満足度の調査

・走り幅跳びは楽しかったですか。

ウ 仲間とともにかかわり合いながら学習する態度についての意識調査

・役割を果たし、ルールを守って運動しているか。

・仲間とともに楽しく運動し、アドバイスや声かけをしているか。



(2) 学習状況の結果と分析

【結果】

① 運動の技能について

ア 「走り幅跳び」における児童の達成度 《対象児童数：３２人》

できた できるときもある できなかった

[ｱ-1] 利き足で安定して踏み切る

ことができたか。

１５人

（４７％）

１５人

（４７％）

２人

（６％）

[ｱ-2] 踏み切り前の３歩のリズム

がつかめたか。

１３人

（４１％）

１６人

（５０％）

３人

（９％）

イ 「５０ｍ走」における記録タイム

１０ｍごとのラップタイムを測定し、個人のスピード曲線をグラフにしたところ、次の結

果が得られた。

最大スピード時の歩幅については、２０ｍから３０ｍ間でのストライド（歩幅）を測定し

たところ、次の結果が得られた。

ウ 「５０ｍハードル走」におけるめあてにしたい個の技能課題 《対象児童数：３２人》 
[ｳ] 足の運びや上体の姿勢について身に付けたい動きは何か。 （複数回答あり）

・遠くから踏み切ること １２人（３８％）

・振り上げ足をまっすぐに伸ばすこと ７人（２２％）

・第１ハードルまでのスピードを上げること ６人（１９％）

・前傾姿勢をとること ３人（ ９％）

・股を大きく開くこと ２人（ ６％）

・着地後の第１歩を大きくとること ２人（ ６％）

・抜き足の真横での抜き方と胸への引きつけ ２人（ ６％）

・スタートダッシュから３０ｍ付近でスピードが最大となるが、３０ｍから４０ｍ付近で失速

し、その後１０ｍで再び加速するタイプが多い。（１８人・５６％）

・１０ｍ間の最大スピードは速い児童で１．２秒、遅い児童で１．７秒であり、個人差が大き

い。

・歩幅は、長い児童で１８０ｃｍ程度、短い児童で１２０ｃｍ程度である。



② 運動への関心・意欲・態度について

ア 単元に入る前のハードル走についての意識調査 《対象児童数：３２人》

好き どちらかといえば好き どちらかといえば嫌い

[ｱ-1]

走ることは好きですか。

１８人

（５６％）

１０人

（３１％）

４人

（１３％）

〔走ることが好き〕の理由

・他の人と競争できるから

・体を思いっきり動かせるから

・速くなっていくのが楽しい

〔走ることが嫌い〕の理由

・疲れるから

・足の力がないから

好き どちらかといえば好き どちらかといえば嫌い

[ｱ-2]

ハードル走は好きですか。

１５人

（４６％）

１３人

（４１％）

４人

（１３％）

〔ハードル走が好き〕の理由

・走ることが好きだから

・最後まで跳べるとうれしいから

・タイムが上がるのが楽しい

〔ハードル走が嫌い〕の理由

・恐い 
・ひっかかると痛い 

イ 「走り幅跳び」での満足度の調査

とても楽しかった 楽しかった あまり楽しくなかった

[ｲ]

走り幅跳びは楽しかったですか。

１７人

（５３％）

１４人

（４４％）

１人

（３％）

〔楽しかった〕の理由

・記録が上がった

・足が合うようになった

・跳ぶためのコツが分かった

〔あまり楽しくなかった〕の理由

・足が合う時と合わない時があった

・もう少し記録を上げたかった

好き

どちらかと

いえば

好き

嫌い

[ｱ-1] 走ることに関する意識調査

[ｲ] 走り幅跳びに関する意識調査

とても

楽しかった
楽しかった

あまり

楽しくなかった

好きどちらかと

いえば

好き

嫌い

[ｱ-2] ハードル走に関する意識調査



ウ 仲間とともにかかわり合いながら学習する態度についての意識調査

《対象児童数：３２人》 
はい いいえ どちらともいえない

[ｳ-1] 役割を果たし、ルールを守って運動

しているか。

７人

（２２％）

１３人

（４０％）

１２人

（３８％）

[ｳ-2] 仲間とともに楽しく運動し、アドバ

イスや声かけをしているか。

７人

（２２％）

１７人

（５３％）

８人

（２５％）

【分析】

① 運動の技能について

② 運動への関心・意欲・態度について

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

学習状況の把握と結果分析から、なぜそうするとよいのかが分かり、できるようになるために

仲間と関わり合えるような場を設定することが必要であると判断し、授業改善の方針を次の２点

とした。

① 動きの違いやリズムの変化に気付くことができる提示方法を工夫する必要がある。

ハードル走は体を巧みに操作しながら、合理的で心地よい動きを身に付けるとともに仲間と

運動に関する意識は……

○走ることが楽しいと思っている児童が半分

以上である。

△仲間に対する声かけが大切であるという意

識はあるが、誰とでもかかわり合って楽し

く運動することまでには至っていない。

既習単元の学習に関する意識は……

○１学期に行った走り幅跳びでは 53％の児

童が「楽しかった」と思っている。

△「あまり楽しくなかった」と思っている児

童は、走ることも好きではない児童であ

る。 

・ハードルを最後までリズミカルに跳び越えた時の心地よさや、力一杯全力で走ることの楽し

さを、条件を整えることでどの子にも味わわせていく必要がある。

・単なる仲間との記録の比較ではなく、自分に応じためあてをもたせ、達成できたことを互い

に認め合える仲間同士のかかわりの場を、意図的に仕組んでいく必要がある。

○走り幅跳びでは、利き足で踏み切ることや、踏み切り前の３歩のリズムをつかんで踏み切り

動作に入る児童が増えた。利き足とそうでない足の動きが交互に繰り返されていく、走りの

リズムが感覚的につかめてきている。

△走ることにおけるストライドの大切を知り、意識して走るようにしているが個人差が大き

く、定着していない。

・個の技能課題ごとに、動きの違いやリズムの変化を、感覚的・視覚的にしっかりと感じ取

れるような場面を設定する必要がある。



速さを競い合ったり自己の目指す記録を達成したりすることの楽しさや喜びを味わうことの

できる運動である。また、ハードリングの技術は身体の動かし方にコツが必要であり「でき

る」「できない」という克服スポーツの側面も有する。そこで自己の身体の動かし方に意識を

もち動き方に工夫を加え、「できない」ことを「できる」ようにする学習活動も必要となる。

よってただ単に体力的にすぐれた身体を獲得するだけでなく、コツをつかんで動きを発生さ

せることができる動感能力を身に付ける学習であるともいえる。しかしこの「動く感じ」「動

ける感じ」＝『動ける身体』を獲得するためには“どんな感じで動けばどんな動きの形にな

るのか”という「分かる」ことを児童に保障することが必要であると考える。

そこで、ハードル走における授業改善ポイントとして、『動きの違いやリズムの変化に気付

くことができる提示方法の工夫』を掲げ、実践を行うことにした。

② 技能のつまずきを仲間とともに解決し、互いに上達し合っていくための練習の場を工夫する

必要がある。

調査結果より、目指す姿につながる動きのポイントがわかり、どんなところに気を付け、ど

んな練習をすればよいのかという運動についての思考・判断の力が弱いことが分かった。

そこで、次の点で授業改善を行う必要があると考えた。

・学習活動の中で児童に自己の運動を分析させ、どうすればうまくなるかを思考させる。

・自他の課題をより明確にするために、グループ内での相互の観察、評価を促進し、コミュ

ニケーション活動を基盤に授業を進める。

・コミュニケーション活動を促進させるための手立てとして「運動を見る視点」をお互いに

もたせる。そのためには練習の場において、より具体的な「運動を見る視点」を明らかに

したうえで、仲間同士のかかわりをもたせていくようにする。

以上のような『技能のつまずきを仲間とともに解決し、互いに上達し合っていくための練

習の場の工夫』を授業改善ポイントの２点目として実践を行う。

(2) 改善の具体的方途と実践

① 動きの違いやリズムの変化に気付くことができる提示方法の工夫

ア 導入時に視覚教材を活用する。

単元導入時に児童が学習の見通しやイメージをもつとともに、あこがれをもつことができ

るように、陸上選手のハードル走の姿（全国中学校陸上競技大会の映像）をビデオで視聴し

た。その際、目指すハードリングの形や動きやリズムがつかめるように、動きを見る視点を

部分や全体のどの動きと決め、速い選手とそうでない選手の動きの違いを比べながら見るよ

うにした。なおこの時、見る視点とした動きを「ハードリングチェックカード」としてまと

め、その後自分たちがハードルを行い教え合う際の見る視点となるようにした。

イ 準備運動に取り入れる身に付けたい動きを示す。

従来の授業ではハードルを越えるために必要な技術指導を「振り上げ足」「抜き足」「踏み

切りと着地」「上体の使い方」の部分練習に分け段階的に行ってきた。さらに「第１ハード

ルまでのタイム」「ハードル間のリズムとタイム」などの全体練習の時間を有するとなると

結果的にかなりの授業時数が必要となった。そのため、これら身体の動かし方の基礎となる

動きを効率的に習得し、活用するための手立てとして、毎時間の準備運動にこれらの動きを

取り入れることにした。さらに運動ごとに両手・両足等の動きの順序やリズムがつかめたり、

身体の部分・部位ごとの「強くしたい動き」「速くしたい動き」「大きくしたい動き」を意識



して運動したりできるように、気を付けるポイントを示した。また運動を行う際は、仲間が

運動する横で仲間同士の動きの違いを観察し、気付いたことを声かけし合うようにした。

さらに実際のハードル間を走り通す練習の中で、仲間が走っている姿を見て、準備運動で

声をかけ合った動きについて、同じような動きで気付いたことがないか考えさせ、「何を強

く」「何を速く」「何を大きく」という具体的な言葉を言うことができた時は価値付け、広め

ていけるようにした。

準備運動で身に付けた動きが、実際のハードルを走り越す場面のどこに生かされているの

か、児童自らでは気付くことのできない場合は、教師が示範を通して示すようにした。また、

準備運動で習得した技術が実際のハードル走の中で活用されていないと感じた時は、特設コ

ーナーで、もう一度その動きの部分練習を行ってみるようにし、その後また走りの中でその

動きが高められるようにした。

練習内容と主となる準備運動

時 練習内容 主となる準備運動 気を付けるポイント ・ 声かけ

１
・
２
時

踏み切りと着地

の練習

ハードル間をリ

ズムよく、速く

走る練習

ミニハードル走 ミニハードル間を６ｍとして、ストライドを短く

し、ピッチを上げて走ることを意識できるようにす

る。遠くから踏み切る。

・「タァ､１､２､３」「ピッチ上げて」「遠くから」

３
時

振り上げ足と抜

き足の練習

歩行ハードル 振り上げ足は、足の裏で強くけりながら、膝を伸

ばすようにする。勢いよく引きながら振り下ろす。

抜き足はつま先が下がらないように速く抜き、大き

く前に出す。

腰を高い位置にキープして行う。

・「裏出して」「ひざ伸ばして」「つま先上」「大きく

出して」「腰上げて」

４
時

上体を前に倒す

練習

柔軟運動

手たたき走

抜き足の股・膝・足首の３つの９０度を作り、上

体を倒しながら、振り上げ足を反対の手でリズムよ

くさわるようにする。

股を大きく開き、前傾姿勢をとって、振り上げ足

のつま先を、反対の手でリズムよくさわるようにす

る。

・「タァ､１､２､３」「体倒して」「股開いて」

５
時

第１ハードルま

でのタイムを縮

める練習

ミニハードル走 スタートから第１ハードルまでを全力で走り、踏

み切り足を合わせる。

・「全力で」「右足で」「左足で」



また、従前の指導計画における練習方法は、改善後も取り入れたが、準備運動の中で毎時

間それに関わる動きを練習するため、改善後の指導計画での授業時数を最低限に縮減した。

■従前の指導計画 〔全９時間〕 ■改善後の指導計画〔全５時間〕

練習内容 練習方法 練習内容

１
・
２
時

踏み切りと着地

の練習

踏み切り地点と着地地点の関係が

６：４ぐらいになるように、踏み切り

ゾーンと着地ゾーンをつくり、マーク

を置いて練習する。

１
・
２
時

踏み切りと着地の練習

ハードル間をリズムよ

く、速く走る練習

３
・
４
時

振り上げ足と抜

き足の練習

ハードルにキックボード（厚紙）を

つけ、振り上げ足は足の裏で、抜き足

はひざでキックボードをける。

３
時

振り上げ足と抜き足の練

習

４
時 上体を前に倒す練習

５
・
６
時

上体を前に倒す

練習

ハードルを跳び越える時、上体を倒

すように、振り上げ足を反対の手でさ

わったり、高さに制限をつけてそこを

くぐるようにしたりする。

５
時

第１ハードルまでのタイ

ムを縮める練習

７
時

第１ハードルま

でのタイムを縮

める練習

スタートから第１ハードルを越えて

着地するまでのタイムを計測し、第１

ハードルまでにスピードにのることを

意識させる。

８
・
９
時

ハードル間をリ

ズムよく、速く

走る練習

最後までリズムよく走りぬける感覚

を身につけるために、ハードル間の距

離を変えて、自分が走りやすいハード

ル間で練習する。７ｍのハードル間を

リズムよく走ることができるようにな

った児童には、ハードル間を速く走る

練習を行う。ハードル間を６ｍとし

て、７ｍのハードル間と同じ歩数で走

らせる練習をする。ストライドを短く

し、ピッチを上げて走ることを意識さ

せる。

② 技能のつまずきを仲間とともに解決し、互いに上達し合っていくための練習の場の工夫

ア 教具の活用を工夫する。

ハードル走において動きの違いやリズムの変化を

見るとき児童が難しいと感じるのは、個によって右

足踏み切りか左足踏み切りかが異なるため動きが分

かりづらいことがある。そこで踏み切り足に「はち

まき」を巻き、３歩のリズム、４歩のリズム、５歩

のリズムのいずれかでハードル間を走っているかが



見分けやすくした。これにより踏み切り足、振り上

げ足、抜き足を見る場合、「この子だと、こちらの足

をよく観察するとよい」という理解を容易にした。

また、はちまきがある足とはちまきがない足が連

続して繰り返される動きを、視覚的に感じ取ること

ができ、踏み切り足は抜き足の動きに移り、連続し

たリズムを生み出していることにも着目できるよう

にした。

イ 運動を見る視点を明確にしたコミュニケーション活動を行う。

自分の運動の姿がどのようであるか分からない児童が多い実態から、「ハードリングチェ

ックカード」で自己の運動を分析させ、どうすればうまくなっていくのか思考させるために、

お互いに今、どのような姿であり、できていないところや直すとよいことは何かをアドバイ

スし合えるコミュニケーション活動を行った。

その際、「送り手」が、相手に伝える内容を多くもてるように「いつ」「どこで」「何を」

見ればよいか、それを「どんな言葉で」「どんな動作で」相手に伝えるとよいかを明確にす

るようにした。また「受け手」がそれを解読し自己の姿に取り入れたり、理解できるまで聞

き返したりする態度を価値付けるようにした。

相手に伝える内容 （「いつ」「どこで」「何を」感じた）

コミュニケーション活動（言語活動）

主観的な内容

・身体感覚

・イメージ

・気持ち

・応援・励まし

客
観
的
な
内
容
と
主
観
的
な
内
容
の
情
報
伝
達

絵図、補助で

表情、手拍子で

擬音語・擬態

どんな動作

どんな言葉で

情
報
の
聞
き
返
し

解読したことを

“動き”に変える

送り手

客観的な内容

・運動の姿 
・技術ポイント

・部位の動き 
・リズム

受け手

客観的な内容と主観的な内容の解読

・情報の理解と認識

ズレ



３ 授業改善後の成果

(1) 動きの違いやリズムの変化に気付くことができる提示方法の工夫

① 導入時の視覚教材の活用について

○単元導入時に、陸上選手のハードル走の姿（全国中学校陸上競技大会の映像）をビデオで

視聴し、「踏み切り足」「振り上げ足」「抜き足」「前傾姿勢」「第１ハードル」の視点で気付

いたことをまとめることで、それぞれの技能ポイントと動きの理解が深まった。

○ハードル走のペア同士で、自分がめあてにしたい技能課題を伝え合う活動を行った。それ

によりペアの動きの何を見て、どんなことをアドバイスすればよいかが明確となり、ペア活

動が活発となった。単元後に行ったアンケート調査からも、動きの理解や認識が高まったこ

とが分かる。

《対象児童数：３２名》 
◆動きの理解について（単元後） はい いいえ どちらともいえない

(ｱ) 技術のポイントを理解することができた。
２４人

（７５％）

２人

（６％）

６人

（１９％）

(ｲ) 技術ポイントをふまえて「こうなってい

る」「こうしてみたら」を相手に伝えること

ができた。

２５人

（７８％）

３人

（９％）

４人

（１３％）

② 準備運動に取り入れる身に付けたい動きを示すことについて

○毎時間の準備運動に、高めていきたい「踏み切り足」「振り上げ足」「抜き足」「前傾姿勢」

「第１ハードル」の動きの、基礎となる動きを取り入れ継続したことで、技能ポイントを効

率的に習得し、走りの中で活用できるようになってきた。

○ペア同士が、気付いた動きの違いやリズムについて声をかけ合うことで技術を向上させる

ことができた。

◆技術ポイントの達成度 結果 初め 終了時

踏み切り足 ・遠くから踏み切り近くに着地する。

・インターバルの歩数とリズムを一定にする。

◎

○

△

１人

２２人

９人

１９人

１３人

０人

振り上げ足 ・大きく開き、足の裏が見える。

・速く振り下ろし抜き足の動きにつなげる。

◎

○

△

０人

１３人

１９人

９人

１９人

４人

抜き足 ・ひざがハードルと平行になる。

・つま先を真横で抜いたら大きく前に出し、普

通の走りにもどる。

◎

○

△

０人

１６人

１６人

６人

２３人

３人

前傾姿勢 ・振り上げ足の逆の手が足首のあたりにくる。 ◎

○

△

１人

１４人

１７人

８人

２２人

２人

第１ハードル ・スタートダッシュしても踏み切り足が合う。 ◎

○

△

６人

２０人

６人

２０人

１２人

０人



◆児童の感想（第５時）

授業のはじめにハードルで大切な動作を５分間やる。毎回この練習が続いた。そして、日

が変わるごとに記録がよくなっていく。ぼくは、これまでやってきた練習がとても大切だっ

たことに気付いた。それからぼくは一つ一つのことをさらに真剣にやることにした。競技会

では２つ目のハードルでつまずいてしまった。結果は４位。くやしかったけれど、練習の大

切さが分かってよかったなと思う。 

○特に「遠くから踏み切り、リズムよく走る」ことや「ダッシュをして踏み切り足を合わ

す」ことの技能の向上が見られた。５０ｍハードル走で、めあてにしたい個の技能課題とし

て多かった項目であることから、自己のめあてを達成できた児童が多かったことがいえる。

○平均タイムもかなり向上し、記録を伸ばした満足感を得られる児童が多かった。５０ｍ走

における最大ストライドはやや高まったが、本実践においては大きな変化は見られなかった。

◆記録とストライドの伸び 初め 終了時

(ｱ) ５０ｍハードル走の平均タイム １１秒１ １０秒５

(ｲ) ５０ｍ走における最大ストライドの平均値 １４５ｃｍ １４７ｃｍ

○１学期に行った走り幅跳びでは身に付かなかった踏み切りの動作やリズムが、ハードル走

においては毎時間の準備運動の継続によって、習得できるようになった。単元終了後の児童

の感想からも、児童が記録を伸ばすために準備運動が役立っていたと感じていたことが分か

る。 
《対象児童数：３２名》

◆動き（踏み切り）の習得の比較 できた できるときもある できなかった

【１学期】走り幅跳び

・利き足で安定して踏み切ることができたか。

１５人

（４７％）

１５人

（４７％）

２人

（６％）

【実践単元後】５０ｍハードル走

・決めた足で踏み切って走り越えることができ

たか。

３１人

（９７％）

１人 
（３％）

０人 
（０％）

《対象児童数：３２名》

◆動き（リズム）の習得の比較 できた できるときもある できなかった

【１学期】走り幅跳び

・踏み切り前の３歩のリズムがつかめたか。

１３人

（４１％）

３人 
（９％）

１６人

（５０％）

【実践単元後】５０ｍハードル走

・３～５歩のリズムでリズミカルに走れたか。

３０人

（９４％）

０人 
（０％）

２人 
（６％）

(2) 技能のつまずきを仲間とともに解決し、互いに上達し合っていくための練習の場の工夫

① 教具の活用について

○踏み切り足にはちまきを巻いたことで、右足踏み切りなのか左足踏み切りなのかが一目で

分かるようになり、踏み切り足、振り上げ足、抜き足のアドバイスや３歩のリズム、４歩の

リズム、５歩のリズムのいずれかがしっかり理解できるようになった。それによりグループ

内での相互の観察、評価が促進され、コミュニケーション活動が活発になった。



《対象児童数：３２名》

◆かかわりながら学習する態度の比較(1) はい いいえ どちらともいえない

【１学期】走り幅跳び

・役割を果たし、仲間とともにルールやきまり

を守って運動しているか。

７人

（２２％）

１３人

（４０％）

１２人

（３８％）

【実践単元後】５０ｍハードル走

・役割を果たし、仲間とともにルールやきまり

を守って運動しているか。

２５人

（７８％）

０人 
（０％）

７人 
（２２％）

《対象児童数：３２名》

◆かかわりながら学習する態度の比較(2) できた できるときもある できなかった

【１学期】走り幅跳び

・仲間とともに楽しく運動し、アドバイスや声

かけができたか。

７人

（２２％）

１７人

（５３％）

８人

（２５％）

【実践単元後】５０ｍハードル走

・仲間とともに楽しく運動し、アドバイスや声

かけができたか。

２６人

（８１％）

０人 
（０％）

６人 
（１９％）

② 運動を見る視点を明確にしたコミュニケーション活動について

○「ハードリングチェックカード」には、陸上選手のハードル走をビデオ視聴した時の、「踏

み切り足」「振り上げ足」「抜き足」「前傾姿勢」「第１ハードル」についての技能を技能点検

項目として示し、毎時間ペアごとにできばえを評価し合った。また、技能を向上させるため

に役立つ準備運動の内容と気を付けるポイント、アドバイスの声のかけ方を１つのカードの

中に示した。このことで、それぞれの準備運動で行う動きの習熟の大切さを理解し合って、

仲間同士で声をかけ合う姿が広まっていった。

○毎時間の班の反省会には、「ＭＯ（態度点検）カード・言葉カード」を使って、うまくなる

ために要求し合う仲間であったかを振り返り、「動きの感じやコツを伝える言葉」と「認め

合ったり励まし合ったりした言葉」を記入させていった。このことで、仲間の動きを見てよ

いところや気付いたことを、教え合い励まし合う姿が定着した。

《対象児童数：３２名》 
◆コミュニケーション活動について（単元後） はい いいえ どちらともいえない

(ｱ) 技能を向上するために仲間の「こうしてみ

たら」が参考になった。

２３人

（７２％）

２人 
（６％） 

７人 
（２２％） 

(ｲ) 技能を向上するために仲間の「こうなって

いる」が参考になった。

２６人

（８１％）

２人 
（６％） 

４人 
（１３％） 

◆児童の感想（第３時）

ぼくは振り上げ足が曲ってつまずきそうになる。でもペアや班の子が注意したほうがいいと

ころを細かく教えてくれた。教えてもらったことに気を付けて何回も何回も練習した。すると

自分でも前よりうまく跳べるようになってきたことが分かってきた。さらにペアや班の子が

「さっきよりよかった」などといってくれて自信がついた。これからはもっと記録が伸びるよ

うにしたい。そしてきれいな姿勢で跳べるようにしたいので、自分でも悪いところを見付け、

自分で直さないといけないと思う。自信もついてきたのでハードル走が楽しくなってきた。


