
事例 中学校 保健体育科 第２学年 「ダンス 創作ダンス」

テーマ 「一人一人がイメージをふくらませ、テーマや題材にあった動

きを即興的に体全体を大きく使って表現することができる指導

過程の工夫」

授業改善 ①テーマから表したいイメージをとらえ即興的に表現する力を付けるための指導計画

の視点 の作成

②表したいテーマにふさわしいイメージをふくらませ、即興的に体全体を大きく使っ

て表現することができる指導方法の工夫

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 運動についての 運動の技能 運動についての

関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解

・創作ダンスの学習に ・仲間のよい動きや表 ・全身を使って、イメ ・テーマや題材からイ

関心をもち、楽しさ 現を見付け、体の部 ージにあった動きを メージを自由にとら

を味わえるように進 位の使い方や動きの 見付けることができ えて、仲間と共に表

んで取り組もうとす スピード等、具体的 る。 現しあって楽しく踊

る。 に指摘して練習に取 ・緩急強弱のある動き ることを通して、柔

・練習や作品にまとめ り組んでいる。 や、空間の使い方な 軟性、平衡性、筋持

る、発表の場で、仲 ・表したいテーマにあ どの変化をつけて工 久力を高めることが

間のよさを認め合い、 ったイメージを強調 夫し、簡単な作品に 分かっている。

励まし合って意欲的 するために、効果的 まとめて踊ることが ・動きや作品の見せ合

に取り組もうとする。 な工夫をしている。 できる。 い、発表会やビデオ

の観察で、動きのよ

さや課題が明らかに

なることが分かって

いる。

【把握の方法】

単元に入る前の創作ダンスについての意識調査

創作ダンスに対する意識についてアンケート調査を行う。

昨年度までの単元の学習状況

昨年度第１学年における創作ダンスの授業の学習状況について、昨年までの実態から把握す

る。

評価規準をもとに現在の生徒の姿からとらえた「運動技能」

評価規準をもとにして、実際に動いている生徒の姿から、運動技能を把握する。



（２）学習状況の結果と分析

【結果】

単元に入る前の創作ダンスについての意識調査

①創作ダンスが好きですか

好き （ ４名）

どちらかというと好き（１０名）

どちらかというと嫌い（１３名）

嫌い （ ２名）

②その理由は何ですか（複数回答可）

＜好き・好きなほう＞

ア．体を動かすのが好きだから （ ４名）

イ．何かになりきって、自由に踊るのが楽しいから （１０名）

ウ．仲間と一緒に踊るのが楽しいから （１１名）

エ．テーマからイメージを広げ、動きを考えて踊ることが楽しいから（１０名）

オ．人に見てもらうのが楽しいから （ ０名）

カ．他のグループのよい動きを見るのが楽しいから （ ８名）

キ．動いている間にイメージが広がるから （ ６名）

＜嫌い・嫌いなほう＞

ア．体を動かすのが好きではないから （ ０名）

イ．イメージが湧かないから （ ４名）

ウ．イメージは浮かぶが、動きに表すことが難しいから （１１名）

エ．踊っているところを仲間に見られるのが恥ずかしいから （ ７名）

オ．テーマやイメージにあった動きがなかなか思いつかないから （１１名）

カ．人が楽しそうに踊っているのを見てもつまらないから （ ０名）

キ．動いていてもイメージが広がらないから （ １名）

昨年度までの単元の学習状況

昨年度は「現代的なリズムのダンス」で、リズミカルな８カウントの音楽に合わせてステップ

や隊形を工夫した踊りをグループで創作した。曲のイメージにあわせて、仲間と楽しくリズムに

乗って踊ることができた。

「創作ダンス」は学習する時間数が少なく、体全体を大きく使ったり、各部位を意識して動か

すなど、動きそのものの追究は十分にはできていない。



評価規準をもとに現在の生徒の姿からとらえた「運動技能」の把握

「創作ダンス」の技能を見るために、「動物になりきって動こう」でペア学習をして、その動物

と状況をあてるゲームをした。

抵抗なく動いて、仲間と楽しく学習を進め、自分の動きが相手に伝わることの楽しさ、相手の

動きを見て真似をして動くことの楽しさを味わっていた。しかし、一人一人の動きに注目すると、

全身を大きく使った動きや独創的な動きは少なかった。また、一部には動けずに止まってしまう

生徒もいた。

【分析】

・運動への関心・意欲・態度

アンケートの結果より、創作ダンスが「好き・好きなほう」と「嫌い・嫌いなほう」という

生徒が半々であった。「好き・好きなほう」と答えた生徒があげている理由を見ると、体を使っ

て表現することの楽しさや、自由にイメージを広げて踊ることの楽しさ、仲間とつくったり観

たりする楽しさなど、創作ダンスの特性を体感し理解しており関心や意欲が高い。また、仲間

の動きを真似したり、そのよさを積極的に認めていこうとしている.。

一方、「嫌い・嫌いなほう」と答えた生徒は、苦手と感じていることがあり、以下のような意

識の生徒が多い。

○イメージが湧かない。

○イメージは浮かぶが動きが思いつかない、動きに表すことが難しい。

○踊っているところを他人に観られるのが恥ずかしい。

これらの意識を変えるためには

テーマや素材からイメージを広げる力・イメージを動きに表す力・

動きからイメージを広げる力を付けていく必要がある。

・運動の技能

創作ダンスの経験が浅く、動くことはできるが、各部位を意識して大きく動いたり、よりイ

メージにあった動きを追究したりすることは十分とはいえない。また、グループでの作品づく

りで、グループ全体としてはテーマにあった作品をつくることができるが、一人一人の動きや

イメージを広げる力にはまだ弱さがある。

これらの実態を改善するためには

多くの仲間の動きを観たり、多様な素材について取り組んだりし

て、多様な動きを経験することが必要である。



２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

従来、第２学年の創作ダンスでは、「激しく対立する感じ」を表現するグループ作品を単元を

通してつくってきたが、一人一人のテーマに適した動きが十分にできるまでには達していなか

った。学習状況の把握と結果の分析から判断して、多様なテーマの例を具体的に示し、取り組

みやすいテーマを選んで即興的に表現ができるように、一人一人の動きや部位の使い方、イメ

ージと動きをつなげる学習を中心に学習活動が展開されるよう授業改善を行うこととした。

目指す授業

テーマや題材からイメージを広げ、即興的に表現することができる力を付ける授業

目指す授業を踏まえ、授業改善の方針を以下の２点とした。

①テーマから表したいイメージをとらえ即興的に表現する力を付けるための指導計画の作成

②表したいテーマにふさわしいイメージをふくらませ、即興的に体全体を大きく使って表現

することができる指導方法の工夫

（２）改善の具体的方途と実践

①テーマから表したいイメージをとらえ即興的に表現する力を付けるための指導計画の作成

・単元を通して、「激しく対立する感じ」など、感じや気持ちを込めたグループ作品をまとめるこ

と中心の従来の指導計画から、一人一人の動きや部位の使い方を高め、イメージを広め、イメ

ージを動きにつなげて即興的に表現するための学習活動を中心にした指導計画へと改善する。

・「表したい感じやイメージを強調するように表現して踊ることができる」学習は少人数による小

作品づくりで行う。

単元指導計画の工夫

第２学年 「怒り」 第２学年「即興表現と対立」

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

時 学習内容 学習活動 時 学習内容 学習活動

１ 計画会 学習内容を確認する １ 計画会 学習内容を確認する

２ 動きのスケッチ イメージしたことをす ２ 動物になりきっ て、自由に体を動かす

ぐ動きにする て動く

３ テーマ見付け 日常生活の中で感じる ３ 新聞紙になりき 新聞紙になりきって大

「怒り」を出し合う る げさに体を動かす

４ 動き見つけ 話し合った「怒り」を ４ 動き見付け 動きを表す言葉からイ

５ 表す動きを見付ける メージすることを即興

６ 踊りづくり グループで動きを決め 表現する

７ て構成する ５ イメージカルタ イメージカルタを使っ

８ 踊りの工夫 ポーズを入れたり、遅 あそび て、ペアで即興的に表

速の変化をつけるなど 現し合う



工夫をする ６ 小作品づくり 遅速の変化などを工夫

９ 踊り込み 「怒り」が伝わるよう ７ し、激しく対立した感

に繰り返し踊る ８ じを小グループで表す

10 作品発表会 作品を発表し、評価し ９ 作品交流会 作品を発表し、評価し

11 合う 合う

12 反省会 グループや全体でめあ 反省会 グループや全体でめあ

てについて振り返る てについて振り返る

②表したいテーマにふさわしいイメージをふくらませ、即興的に体全体を大きく使って表現するこ

とができる指導方法の工夫

○動きそのものを高める－イメージをふくらませる

従来は題材や素材から動きを見付けることが多かったが、「跳ぶ、回る、走る」などの動きを

追究し、その動きが表現するものをイメージし、より大きく、より多様に動くトレーニングを

する授業を位置付ける。

○即興的に表現する

「イメージカルタあそび」の学習で、時間制限をしたり、動きのあとに広がったイメージを

記述する活動を行うなどの工夫をする。

「イメージカルタあそび」・・・ペアでイメージカルタを使って行う。リーダーがカードに書いて

ある内容からイメージを広げて即興的に表現し、ペアの生徒が真

似をする活動。途中リーダーを交代しながら行う。

・カードに書く内容の工夫

〈黄色のカード〉･･･感じを音声にたとえて表したもの

「フワフワ」「ドッカーン」「ねばねば」「ころころ」など

〈桃色のカード〉･･･動きを言葉で表したもの

「走る－跳ぶ－転がる」「反る－伏せる」「跳ぶ－止まる－回る」など

〈青色のカード〉･･･題材を単語で表したもの

「飛行機」「掃除」「動物」「波」「炎」「忍者」「オリンピック」など

体育館の床一面に上記の三色のカードをアトランダ

ムに置いておく。まず、例題として黄色のカードから

教師が一つを選び、全員がペア活動をする。それぞれ

がイメージしたことを学級全体で交流しながら動いて

イメージがさらに広がるようにする。次に各ペアが自

由にカードを選んで即興表現と真似をする。動いてい

てイメージが広がったときにはメモに浮かんだことを

残す。２０秒くらいの短時間で次のカードを指示する。



他の二色についても同様に行う。最後に一番表現しや

すかった色を自由に選択させて行う。

・活動時間の設定の工夫

一つのカードについての活動時間は基本的には２０

秒～３０分程度の短時間で、次々にカードをめくって

動くことで集中力が高まり、即興的に表現する力が付

いていく。動きが小さかったり単調になったりしたと

きには、部位の使い方や同じ動きの繰り返しで方向や

高さの変化を付けることなどを助言しながら、時間を

延ばして動きを高める。

・「イメージカルタあそび」の効果

ペアの真似をする活動を取り入れたことで、相手の

動きをよく観るようになった。またペアの生徒に観ら

れることに慣れ、恥ずかしさがなくなっていった。す

べてのペアが同時に活動しているため、視線は自分の

ペアに集中しているので周りの生徒の動きは目に入ら

ない。このため「観られて恥ずかしい」という緊張感

も軽減していったようだ。さらに次々にカルタをめく

って表現しているので、考える時間が減り、「まず動

いてみる。動いている間にイメージを広げて表現する」

という即興的に表現することに慣れていった。

後半の小作品づくりで、題材から浮かぶイメージを

書き出すときに、三色のカルタで行った三つの視点か

ら様子や感じ、気持ちを表す音や言葉をスムーズに出

すことができた。

３ 授業改善後の成果

（１）テーマから表したいイメージをとらえ即興的に表現する力を付けるための指導計画の作成

・動きやイメージ化の基本的な学習時間を多くしたことで、即興的に表現することに対する抵抗

が少なくなり、ほとんどの生徒がイメージしたことを短い時間で動きとして即興的に表現する

ことができるようになった。

・小作品づくりの時間数が少なかったが、一人一人の動きが高まったことで、構成を考えたり、

修正をしたりする活動で立ち止まる場面が少なくなった。

・小作品をつくるときに、満足のいくモチーフとなる動きができていたので、「簡単に作品にでき

るんだなあ」という生徒の声があり、交流会も実施することができた。

〔授業後の生徒の意識〕



（２）表したいテーマにふさわしいイメージをふくらませ、即興的に体全体を大きく使って表現する

ことができる指導方法の工夫

・生徒の振り返りより、「イメージカルタあそび」の学習活動のあと、題材からすぐに動きに表す

ことができるようになったという生徒が多かった。

・授業観察からも、グループの作品づくりに入ると、従来は「動きが減り、話し合いの時間が多

くなる」という問題があったが、「30 秒以上は止まらない」という活動の約束がほぼ守られる

ようになった。単元の終盤には、グループ作品のおどりこみで、「ダンスには体力が必要だ。も

っと体力を付けたい。」という生徒の声も出てきた。

〔振り返りカードより〕

・はじめは少し考えてからしか動けなかったけど、イメージがすぐに浮かぶようになった。そして

そのイメージを体で表すこともできるようになった。

・前は恥ずかしい気持ちが強かったけど、今は楽しさの方が多くなった。ペアの動きを参考にして

踊っていたのが、だんだんイメージから動きを考えられるようになってきたので、踊っていてあ

きない。

・肩の入れ方や足、指先、膝などちょっと向きを変えるだけでいろんな表現ができた。すごく体を

使って表現することができた。

・イメージカルタはあまり具体的に書いてなかったので自由にイメージして動くことができた。
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