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抄録 本研究は，小学校第５学年において，課題を明確に持ち，解決に向けて運動の行い方を見いだ

す力を育む指導の在り方を探ったものである。課題設定場面や振り返り場面でタブレット端末を活用

することで自己の動きを捉えさせ，また，学びを記述する学習カードを活用することで取り組み方に

見通しを持たせることができるようにした。その結果，児童一人一人が課題をはっきりとさせて学習

に取り組むようになり，課題を持って運動に取り組むことと課題の解決に向けて練習の内容と場所を

考えることの重要性に気付く姿が見られるようになった。 

 
 

 

Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説体育

編では，体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題

を見付け，その解決に向けた学習過程を通して，

心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の

健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現す

るための資質・能力を育成することが教科の目標

として示されている。具体的には，運動に関する

課題を見付け，粘り強く意欲的に課題の解決に取

り組むとともに，自らの学習活動を振り返りつつ，

課題を修正したり，新たに設定したりして，仲間

と共に思考を深め，よりよく課題を解決し，次の

学びにつなげることができるようにすることの重

要性が示されている。 

 自身のこれまでの高学年における器械運動や陸

上運動の実践では，動画や資料といった模範とな

る動きから，児童は動きのポイントを知り，課題

を設定する取組を行ってきた。その中で，課題の

解決に向けて，練習の場所を選択できるように支

援してきた。自己の課題を解決するために，どの

場所で練習すればよいか考えたり，一つの課題を

解決し，新たに次の課題を設定したりして運動に

取り組む児童の姿が見られた。一方で，既に身に

付いていることを課題として設定したり，目的を

持てないままに練習の場所を選択して学習をスタートし 

 
 
たりしている児童の姿が見られた。これは，児童

自身が自己の動きを客観的に捉えることができな

かったこと，そして，授業者としては，課題の解決

へ向けた見通しをしっかりと持たせるための働き

掛けが不十分であったことがその理由として考え

られる。 
 そこで，本研究では，自己の動きを客観的に捉

えることができるように，タブレット端末のカメ

ラアプリケーションソフト（以下，アプリと表記）

を活用する。タブレット端末のアプリを用いて動

画を撮影し，模範となる動きと撮影した自己の動

きを比較することで，児童が自己の課題を明確に

持って学習に臨むことができるようにする。さら

に，課題の解決に向けた取り組み方に見通しを持

つことができるように，学習カードを活用する。

「課題」「課題を解決するために選択した練習の場

所」等について記述する学習カードを児童に提示

することで，運動の行い方を見いだす力へとつな

げていきたい。 
 以上のように，自己の動きを捉えることができ

るようにするための工夫と，課題の解決に向けた

取り組み方に見通しを持つことができるようにす

るという二つの工夫を通して，児童一人一人が課

題を明確に持ち，解決に向けて運動の行い方を見

いだしていけるようにしたいと考え，本主題を設

定した。 
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２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「課題を明確に持つ」とは 

「課題」とは，児童自身が模範の動きと自己の

動きを照らし合わせて見付けた問題点，及びその

達成に向けためあてと捉える。 

「明確に持つ」とは，児童一人一人が自身の課

題をはっきりとさせて，学習に取り組み始めるこ

とのできる状態にあることと捉える。 

(２) 「解決に向けて運動の行い方を見いだす」とは 

課題を持ち，その解決に向けて，練習の内容と

場所を考え，さらに，それらが自分に合っている

か考えながら運動に取り組むことを繰り返してい

くことで，動きや技の変容を実感し，「課題を持つ

こと」と「課題の解決に向けて練習の内容と場所

を考えること」の重要性に気付くことと捉える。 

(３) 「自己の動きを捉える」とは 

模範となる動きを基に自己の運動の様子を客観

的に把握することであり，実際の自己の動きをタ

ブレット端末に映し出される映像から観察し，模

範となる動きと照らし合わせ，共通点や相違点，

成果や課題について気付き，言葉を介して表現す

ることと捉える。 

(４) 「取り組み方に見通しを持つ」とは 

 自らが設定した課題を解決するために，運動に

取り組む目的を持ち，練習の内容と場所を選択し

ていくことと捉える。 
 

Ⅱ 研究のねらい 

 自己の動きを捉え，課題の解決に向けた取り組

み方に見通しを持たせる指導の工夫を通して，課

題を明確に持ち，解決に向けて運動の行い方を見

いだす力を育む体育科指導の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点１＞ 自己の動きを捉えさせる工夫 

(１) 課題設定場面でのタブレット端末の活用（手立てＡ） 

課題設定場面で，３名に１台タブレット端末を

与え，実践１においては導入場面で，実践２にお

いては前時の振り返り場面で撮影した映像と，提

示した模範となる動きを示した図や映像(以下「模

範の動き」と表す)とを比較させる。そして，グル

ープ内で動きを確認し合いながら，共通点や相違

点に気付かせるようにする。 

(２) 振り返り場面でのタブレット端末の活用（手立てＢ） 

手立てＡと同様に，グループ内で互いに動きを確

認し合いながら，模範の動きと自己の動きを比較さ

せ，課題を解決することはできたか，解決に向けた

取組は適切であったかについて考えさせる。また，

導入場面や前時の振り返り場面で撮影した自己の

動画とも比較させる。そうすることで，課題の解決

に向けた取組の成果に気付かせるとともに，課題を

見直すのか，新たな課題を設定するのかを考えさせ，

次時の学習につなげていく。 

＜視点２＞ 取り組み方に見通しを持たせる工夫 

(１) 自己の課題を捉え， 

学びを記述する学習カードの活用（手立てＣ） 

課題設定場面で，「課題」と「課題を解決するた

めに選択した練習の場所」等を記述させる。学習

カードの「課題」には，手立てＡを通して気付いた

ことを基に記述させる。「課題を解決するために選

択した練習の場所」等を記述させる際には，運動

に取り組むに当たっての目的をはっきりさせるた

めに，場所ごとの特長を改めて確認する。また，互

いに課題に合った取組となっているかをグループ

内で確かめ合う場面も設定する。 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

実態調査を表１のとおり実施した。 

表１ 実態調査計画 

ねらい 児童の体育科における意識及び実態を把握し，
授業実践や検証に生かす。 

対象 仙台市立中田小学校 第５学年 １組28名 ３組28名 

方法 質問紙法による調査，レディネス調査 

内容 課題の設定や課題の解決に向けた取組につい

ての意識及び実態の把握 

調査日 令和２年７月 17 日(金) 

(２) 結果 

課題の設定や自己の動きの把握，課題の解決に

向けた取組に関する調査を行った。 
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図１ 課題設定，自己の動きの把握， 

      課題の解決に向けた取組に関する調査結果 

(３) 考察 
自分のめあてを持って運動することに対する意

識が低い児童は全体 30％だった。ほぼ同数の 24％

の児童が，自己の動きをうまく把握できていない

と感じていることからも分かるように，自己の動

きを捉えきれていないことが主な原因として考え

られる。また，めあての達成に向けた練習の方向

性を明確に持てていない児童は，全体の 39％だっ

た。これは，自らの課題と練習の場所のつながり

を理解できていないため，目的を持てないままに

運動していることの現れであると言える。 
以上の結果から，自己の動きを捉え，取り組み

方に見通しを持たせることの必要性を再確認した。 
２ 授業実践の概要 

(１) 実践１ 

実践１を表２のとおり実施した。 

表２ 実践１指導計画 

対象 仙台市立中田小学校 第５学年 １組28名 ３組28名 

実施期間 令和２年 ９月２日～９月 30 日 

単元名 投の運動（陸上運動） 

時 ねらい 学習活動(○ねらいに即した学習活動) 手立て 

１ 

・場の安全に留意しなが

ら，運動に取り組むとと

もに，準備や片付け，計

測などで分担された役

割を果たすことができ

るようにする。 

・体力・運動能力調査の記録の

推移について 

○記録測定の準備 

○記録測定 

・振り返り 

○後片付け 

 

２ 

・ボールの握り方や体の向

き，踏み出す足について

理解し，運動に進んで取

り組むことができるよ

うにする。 

○投動作のポイントについて 

○基本の投動作の練習 

○テープ越えゲーム 

・振り返り 

 

３ 

・体重移動の仕方について

理解し，その動きを行う

ことができるようにす

る。 

・投動作のポイントの確認 

○基本の投動作の練習 

○練習の場所について 

○テープ越えゲーム 

・振り返り 

 

 

 

 

 

４ 

・投げ方のポイントについ

て言ったり書いたりし

ながら体の使い方を確

認するとともに，自己の

課題を見付け,課題に応

じた練習の内容や場所

を考えて練習すること

ができるようにする。 

・投動作のポイントの確認 

・基本の投動作の練習 

○測定時に撮影した動画から

の課題の設定 

○課題の解決へ向けた練習 

・テープ越えゲーム 

・投動作の撮影と振り返り 

Ａ

Ｂ

Ｃ 

５ 

・自己や仲間の動きの変化

や伸びを見付けたり，考

えたりしたことを相手

に伝え，互いに考えや取

・投動作のポイントの確認 

・基本の投動作の練習と撮影 

○撮影した動画から課題の設

定 

Ａ

Ｂ

Ｃ 

組を認め合うことがで

きるようにする。 

○課題の解決へ向けた練習 

○友達の変化や伸びについて

のアドバイス 

・テープ越えゲーム 

○投動作の撮影と振り返り 

６ 

・肘の位置や手首のスナッ

プについて理解し，その

動きを行うとともに，自

己の能力に適した記録

への挑戦の仕方を選ぶ

ことができるようにす

る。 

・投動作のポイントの確認 

・基本の投動作の練習と撮影 

・撮影した動画から課題の設定 

○課題の解決へ向けた練習 

○テープ越えゲーム 

・投動作の撮影と振り返り 

Ａ

Ｂ

Ｃ 

７ 

・約束を守り，仲間と助け

合いながら，練習や記録

測定に取り組むことが

できるようにする。 

・投動作のポイントの確認 

○記録測定 

○単元の前半と後半の投動作

の比較 

・振り返り 

Ｂ 

(２)実践２ 

実践２を表３のとおり実施した。 

表３ 実践２指導計画 

対象 仙台市立中田小学校 第５学年 １組28名 ３組28名 

実施期間 令和２年 11 月 12 日～12 月４日 

単元名 跳び箱運動（器械運動） 

時 ねらい 学習活動(○ねらいに即した学習活動) 手立て 

１ 

・場の安全に留意しなが

ら，器械，器具の準備や

片付けなどで，分担され

た役割を果たすことが

できるようにする。 

・単元について 

・補強運動について 

○補強運動 

・振り返り 

○後片付け 

 

２ 

 

・約束を守り，仲間と助け

合うとともに，自己の能

力に適した課題を見付

け，その課題の解決の仕

方や，課題に応じた練習

の内容や場所を考える

ことができるようにす

る。 

・補強運動 

○練習の場所の準備 

・開脚跳びのポイントについて 

○実態把握時の動画から課題

の設定 

○課題の解決に向けた練習 

・開脚跳びの撮影と振り返り 

Ａ

Ｂ

Ｃ 

３ 

・運動に進んで取り組むと

ともに，助走から，両足

で踏み切り，足を左右に

開いて着手し，跳び越え

て着地することができ

るようにする。 

・補強運動 

・練習の場所の準備 

・開脚跳びのポイントの確認 

・前時の動画から課題の設定 

○課題の解決に向けた練習 

・開脚跳びの撮影と振り返り 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

４ 

・動きのポイントについて

言ったり書いたりしな

がら，確認するととも

に，自己の能力に適した

課題を見付け，その課題

の解決の仕方や，課題に

応じた練習の内容や場

所を考えることができ

るようにする。 

・補強運動 

・練習の場所の準備 

・かかえ込み跳びのポイントに

ついて 

○実態把握時の動画から課題

の設定 

○課題の解決に向けた練習 

・かかえ込み跳びの撮影と振り

返り 

 

Ａ

Ｂ

Ｃ 

５ 

・課題の解決のために自己

や仲間の考えたことを

他者に伝えるとともに，

仲間の考えや取組を認

めることができるよう

にする。 

・補強運動 

・練習の場所の準備 

・かかえ込み跳びのポイントの

確認 

○前時の動画から課題の設定 

○課題の解決に向けた練習 

○友達の変化や伸びについて

アドバイス 

○かかえ込み跳びの撮影と振

り返り 

Ａ

Ｂ

Ｃ 

６ 

・助走から両足で踏み切っ

て着手し，足をかかえ込

んで跳び越し，着地する

ことができるようにす

る。 

・補強運動 

・練習の場所の準備 

・かかえ込み跳びのポイントの

確認 

・前時の動画から課題の設定 

○課題の解決に向けた練習 

○かかえ込み跳びの撮影と振

り返り 

Ａ

Ｂ

Ｃ 

３ 実践の内容と結果及び考察 

〈視点１〉 自己の動きを捉えさせる工夫 

(１) 課題設定場面でのタブレット端末の活用（手立てA） 
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① 内容 

課題設定場面で，３名に１台タブレット端末を

与え，実践１においては，導入場面，実践２におい

ては，前時の振り返り場面で撮影した映像と，提

示した模範の動きとを比較させた。そして，グル

ープ内で互いに動きを確認し合いながら，共通点

や相違点に気付かせるようにした。 

実践１では，図２のように，「体の向き」や「ひ

じの高さ」などといった視点を，実践２では，図３

のように，「踏み切り」や「腰の高さ」などといっ

た視点を与えて比較させた。 

    

 

 

 

 

 

図２ 授業の導入時に提示した投動作のポイント 

 

 

 

 

 

 

図３授業の導入時に提示したかかえ込み跳びのポイント 

②結果 

与えられた視点を基に，導入場面や前時の振り

返り場面に撮影した映像と模範の動きとを比較し

ながら，課題を考える場面を複数時間に渡り継続

して設定したところ，実践１，実践２ともに，グル

ープ内で図４のような，視点を基にしたやりとり

が多く見られた。学習カードからも，児童が課題

をはっきりとさせて，学習に取り組んでいたこと

が分かる。（表４の左欄）。また，実践 1 では,「体

重移動」,実践２では「腰の高さ」など,児童が設定

した課題が，適切なものであったか，教師の見取

り（図５）により判断した結果が表４の右欄であ

る。実践１では，70％以上の児童が，実践２では，

90％以上の児童が，自己の動きから適切な課題を

設定することができていた。 

実践２第４時 Ｃ２がめあてを設定するまでの場面 
（１台のタブレット端末で C２の動きを見ながら） 
C１：調整板を踏んで踏み切っているんじゃない。 
C２：腰は高くなっていない。 
C１：やっぱり腰の高さじゃない。 
（C２：学習カードのめあてに「腰の高さ」と記入） 
C３：めあては踏み切りじゃない。踏み切りを強くしな

いと腰が高く上がらないじゃん。 
（C２：めあてに「踏み切り」と追記） 

↓ 
第４時の C２のめあて「腰の高さ」「踏み切り」 

図４ 課題設定場面でのグループ内のやり取り 

表４ 課題に関する見取り 

 課題をはっきりとさ

せることができた児
童数（学習カード） 

設定した課題が適切だ

った児童数 
（教師の見取り） 

実
践
１ 

第４時 
(N=52) 52 人(100％) 38 人( 73％) 
第５時 
(N=50) 50 人(100％) 37 人( 74％) 
第６時 
(N=52) 52 人(100％) 41 人( 79％) 

実
践
２ 

第２時 
(N=47) 47 人(100％) 44 人( 94％) 
第３時 
(N=48) 48 人(100％) 48 人(100％) 
第４時 
(N=50) 47 人( 94％) 45 人( 90％) 
第５時 
(N=51) 50 人( 98％) 47 人( 92％) 
第６時 
(N=51) 51 人(100％) 50 人( 98％) 

図５ 教師による見取りの方法 

③考察 

タブレット端末を用いた課題設定場面を設け，与

えられた視点を基に，自己の動きを撮影した映像と

模範の動きとを比較させたことは，動きの共通点や

相違点に気付く上で有効であったと考える。さらに，

自身の課題をはっきりとさせることにもつながっ

たと考えられる。また，事後のアンケート調査(図

６)で，「スロー再生ができる」，「自分の動きが見ら

れる」，「繰り返し再生できる」といったことをタブ

レット端末活用のよかった点として多数の児童が

挙げていたことも，めあての設定に大きく寄与して

いたことがうかがえる。 

一方，実践１で，「設定した課題が適切だった児

童数」は，実践２に比べ，約20％低かった。これは，

投動作の基本のポイントとして七つ，発展のポイン

 実態調査時に撮影した動きをポイントごとに◎，
○，△，×の４段階で教師が評価した。 

○または△，×のついたポイントを児童がめあてとして選択

していれば，課題が適切なものであったと判断した。 
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トとして四つ，計 11 ものポイントを視点として提

示したことで，児童が自己の課題を時間内に絞り切

れなかったり,自己の動きを十分に把握できなかっ

たりしたことが理由として考えられる。さらに，跳

び箱運動と比べ，一連の動きに様々な要素が含まれ，

複雑であることもその理由として考えられる。児童

の実態を踏まえるとともに，運動の特性をしっかり

と見極め，導入場面で行う補強運動で基本となる動

きのポイントを確実に身に付けさせて主運動に入

るというように，提示する動きのポイントを絞る工

夫が必要であった。 

 

 

 

 

 

 

図６ タブレット端末活用に関する調査 

 (２) 振り返り場面でのタブレット端末の活用 

(手立てＢ)  
① 内容 

手立てＡと同様に，グループ内で互いに動きを確

認し合いながら，模範の動きと自己の動きを比較さ

せ，課題を解決することはできたか，解決に向けた

取組は適切であったかについて考えさせた。また，

導入場面や前時の振り返り場面で撮影した自己の

動画とも比較させた。そうすることで，課題の解決

に向けた取組の成果に気付かせるとともに，課題を

見直すのか，新たな課題を設定するのかを考えさせ，

次時の学習へつなげた。 

実践１では，タブレット端末１台で，自己の動き

の前後を比較させたが，実践２では，タブレット端

末１台で画面を切り替えての比較は児童にとって

難しいのではないかと考え，タブレット端末２台で，

前後の動きを比較できるように工夫した（図７）。 

図７ タブレット端末を用いた振り返りの様子 

② 結果 

実践１，２ともに，振り返り場面では，図８のよ

うなやり取りがグループ内で見られた。自己のめ

あてに対する取組の成果や次時の課題にも気付く

児童の姿が見られた。振り返り場面で記録させた

学習カードの記述内容を見ると，実践１の第６時

では，38％の児童の記述に，実践２の第４時では，

50％の児童の記述に，図９のような，「めあてに対

する取組の成果や次時の課題」に関する記述が見

られた（図 10）。他の時間に関しても，おおよそ同

じような記述内容が見られた。 

図８ 振り返り場面でのグループ内のやり取り 

図９ 振り返り場面での児童の学習カードへの記述 

 

 

 

 

 

 

図 10 振り返り場面でのタブレット端末活用と 

学習カードの記述内容の関連 

③ 考察 

実践１におけるボールの飛距離が伸びたことや，

実践２における技ができたことだけで，「めあてが

達成された」とは言い切れない。また，自己の行っ

た運動を頭の中で鮮明に思い出したり，再生したり

しながら，めあての達成を判断することは，現実的

に難しいものがある。しかし，タブレット端末を活

用したことで，児童は学習の振り返り場面で撮影し

実践２第４時 Ｃ１の動きを確認している場面 

（２台のタブレットで C１の動きを見ながら） 

C１：走り出しました。 

C２：ちょっと待って。踏み切りのところで止めて。 

C１：踏み切りの時，腰は高くなっている。 

C３：あとは着地だね。 

C１：着地，足の裏から着地かな。腰は高くなっているけど。 

 

めあてや成果・・・    次時の課題・・・    

実践１第６時       実践２第５時 

(N=52) 

(N=50) 

実践１ 
タブレット端末１台で比較。 

実践２ 
タブレット端末２台で比較。 

めあてに対する取組の成果への気付き 

次時の課題への気付き 

スロー再生ができる 

前後比較ができる 

自分の動きを見られる 

繰り返し再生できる 

グループで互いに見合える 
なし 
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た映像と模範の動き，及び導入場面や前時に撮影し

た自己の映像とを視点を持って比較しながら，振り

返りに臨むことができた。そして，めあてに対する

取組の成果だけでなく，次時の課題について考える

ことにもつながったと考えられる。加えて，事後の

アンケート調査(図６)によると，多数の児童が「前

後比較ができる」といったことをタブレット端末活

用のよかった点として挙げていたことからも，めあ

てに対する取組の成果の把握や次時の学習への見

通しに寄与していたことがうかがえる。 

振り返り場面で使用したタブレット端末の台数

については，タブレット端末活用のよかった点とし

て，「前後比較ができる」ことを挙げた児童が，実

践１後は35名(67％)，実践２後は46名(88％)だっ

たことや実践１と比較し，実践２では，児童自ら，

タブレット端末での比較に向かう姿が見られたこ

とから，タブレット端末２台での比較がより有効で

あったと考えられる。 

〈視点２〉 取り組み方に見通しを持たせる工夫 

(１) 自己の課題を捉え， 

学びを記述する学習カードの活用(手立てＣ) 

① 内容 

課題設定場面で，「課題」と「課題を解決するた

めに選択した練習の場所」等を記述させた。学習カ

ードの「課題」には，手立てＡを通して気付いたこ

とを基に記述させた。「課題を解決するために選択

した練習の場所」等を記述させる際には，運動に取

り組むに当たっての目的をはっきりさせるために，

場所ごとの特長を改めて確認した。また，互いに課

題に合った取組となっているかをグループ内で確

かめ合う場面も設定した。 

実践１では，課題設定場面で「課題」と「課題を

解決するために選択した練習の場所と理由」につい

て記述させた。しかし，児童の学習カードを見ると，

「課題」と「理由」が同じような内容の記述となっ

ていたため，実践２では，運動量の確保という観点

からも「理由」の欄は省き，課題とのつながりを意

識させた上で「選択した練習の場所」を書くように

指導した。 

② 結果 

実践１，２ともに，図 11 のように，多くの児童

が「課題」や「選択した練習の場所」等について，

明確に学習カードへ記述することができた(表５)。

また，「課題」や「選択した練習の内容と場所」に

ついて確認する場面では，「自分の課題は，肘の高

さだから，練習するのは，ロケット投げの場で，肘

を上げる練習だな。」と自分で確認したり，「手首の

スナップを意識したいけど，バトン投げの場でいい

かな。」「手首のスナップならバトン投げの場で大丈

夫だよ。」と仲間と確認したりする姿が見られた。

さらに，教師が児童に，その日のめあてと練習の場

所について尋ねると，「めあては，腰を高くするこ

とで，練習の場所は，キ（横５段セーフティマット）

です。キができるようになったら，ク（横５段）で

す。」と確かな見通しを持って答える姿も見られた。 

図 11 「課題」等に関する児童の学習カードの記述 

表５ 学習カードの記述に関する見取り 

 「課題」や「選択した練習の場所」等につい

て明確に記述できた児童数（学習カード） 

実
践
１ 

第４時 
(N=52) 50 人(96％) 
第５時 
(N=50) 45 人(90％) 
第６時 
(N=52) 49 人(94％) 

実
践
２ 

第２時 
(N=47) 43 人(91％) 
第３時 
(N=48) 48 人(100％) 
第４時 
(N=50) 48 人(96％) 
第５時 
(N=51) 49 人(96％) 
第６時 
(N=51) 51 人(100％) 

③ 考察 

実践１，２において，「なんとなく，この場所で

練習している」「友達がいるから自分も来た」とい

った児童の姿は，ほぼ見られなかったように，学習

カードに記述する内容を「課題」や「課題を解決す

るために選択した練習の場所」等に焦点化したこと

で，見通しを持って学習に取り組めるようになった

と考えられる。 

実践１          実践２ 

課題を解決するために選択

した練習の場所 
理由 

課題 
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学習カードの記述欄に関しては，実践１では，児

童に目的意識を持って運動に取り組んでほしいと

考え，練習の場所を選択した理由を記述させたが，

その結果，「課題」と「理由」の内容が重なる傾向

が生じることが分かった。そこで，今回の実践にお

いて，「理由」の欄を省くという方法を取った。し

かし，「課題」が「体重移動」であれば，「理由」が

「後ろ足一本から前足一本に体重を移動できるよ

うにするため」といったように，練習の目的が，よ

り具体的な記述となるような，教師の働き掛けと学

習カードの項目設定の工夫の必要性を感じている。 

４ 事後調査 

(１) 計画 

事後調査を表６のとおり実施した。 

表６ 事後調査計画 

ねらい 児童の体育科における意識及び実態の変容をつ
かみ，今後の授業づくりに生かす。 

対象 仙台市立中田小学校 第５学年 １組 28 名 ３組 28 名 

方法 質問紙法による調査 
内容 課題の設定や課題の解決に向けた取組について

の意識及び実態の把握 
調査日 令和２年 10 月２日(金) 12 月７日(月) 

(２) 結果 

課題の設定や課題の解決に向けた取組に関する

意識調査,技能に関する実態調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 課題の設定に関する変容 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 課題の把握に関する変容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 課題の解決に向けた取組に関する変容 

図 15 教師による見取りの方法 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 児童の動きの変容 

(３) 考察 

図12から，自分のめあてを持つことに対して前

向きに捉えている児童が25％増加したことが分か

る。また，事前で「あまりあてはまらない」，「あ

てはまらない」と否定的に捉えていた児童13名に

着目して事後を見ると，11名(85％)が前向きに捉

えるようになったことも分かった。 

図 13からは，自分の動きの課題を見付けること

に対して前向きに捉えている児童が22％増加した

ことが分かる。また，否定的に捉えていた児童13

名に着目すると，12名(92％)が前向きに捉えるよ

うになったことも分かった。 

これらは，課題設定場面や振り返り場面で自己

の動きの課題や取組の成果について，継続して考

えてきたことで，自己の動きを捉えられるように

なってきたからであると考える。 

図 14 からは，練習方法を考えたり，自分に合っ

 

実践１(N=53) 
実践２(N=49) 

技のポイントごとに変容があったか確認 

４つの技のポイントに変容が見られたため，「動きや技
のポイント４個以上に変容」に該当 

(N=54) 

2％ 

(N=52) 

(N=54) 

(N=52) 

(N=54) 

(N=52) 

４％ 
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た練習の場所を考えたりすることに対して，前向き

に捉えている児童が37％増加していることが分か 

る。また，否定的に捉えていた児童 19 名のうち，

18 名(95％)が前向きに捉えるようになったことも

分かった。これは課題を解決するために，運動に取

り組む目的を持ち，練習の場所を選択してきたこと

で，見通しを持って運動することができるようになっ

てきたからだと考える。 

さらに，図 15 のような方法で，教師が児童の動

きの変容を見取ったものが，図16である。「動きや

技のポイント２個以上に変容」が見られた児童は，

実践１では 85％，実践２の開脚跳びでは 80％，か

かえ込み跳びでは，88％と，実践１，２ともに多く

の児童の動きに変容が見られた。実践１前後のソフ

トボール投げの平均記録は，男子が 21.4ｍから

23.7ｍ（＋2.3ｍ），女子が12ｍから14ｍ（＋２ｍ）

と向上した。かかえ込み跳びができた児童数は，実

践２前が，比較可能児童48名中 13名(27％)と少な

かったが，46名（96％）に向上した。これらは，タ

ブレット端末を活用し，自己の動きを捉えさせたこ

とや学習カードを活用して，見通しを持たせて運動

に取り組ませたことの成果であると考える。 

図 12，図 13,図 14において,事後も否定的に捉え

ていた児童について着目すると,２名の児童が該当

することが分かった（図17）。 

体育や運動を「嫌い」と答えていたＡ児は,適切

な課題の設定や練習の場所の選択ができていたと

見取ることができ,動きや記録,技に変容が見られ

たが,自己評価は低かった。めあてに対する取組や

変容を認め,自信を持たせる関わりや次の段階に挑

戦する際には,少しでも不安を取り除けるように,

傍で見守るといった支援が必要であったと考える。 

体育や運動が「好き」と答えていたＢ児は,実践

を通して，適切な課題を設定でき,実践１において

は，動きや記録が変容していたものの，実践２では,

単元を通して,かかえ込み跳びが安定してできなか

った。「腰の高さ」と適切な課題を設定していたが,

安定してできるようになるためには,「突き放し」

や「顔を上げる」がより重要であったと見取ること

ができ,より適切な課題を設定できるような教師の

支援が必要であったと考える。 

４：あてはまる３：少しあてはまる 
２：あまりあてはまらない１：あてはまらない 

図 17 事後調査において，課題の設定,課題の把握,課題の 
解決に向けた取組に関して否定的に捉えていた児童 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

〈視点１〉自己の動きを捉えさせる工夫 

児童が自己の動きを捉えることができるように，

課題設定場面や振り返り場面でタブレット端末を

活用し，自己の動きと模範となる動きとの比較や自

己の動きの前後比較をさせた。その結果，視点に沿

って客観的に自己の動きを観察できるようになり，

課題を明確に持つに当たって特に効果が現れるこ

とが分かった。そのため，児童は，その後の運動に

も粘り強く取り組むことができた。 

〈視点２〉取り組み方に見通しを持たせる工夫 

課題の解決に向けた取組の見通しを持つことが

できるように，学習カードに「課題」や「課題を解

決するために選択した練習の場所」等を記述させた。

特に，複数時間継続して行った自己の動きと模範の

動きの比較から，課題を持たせたことやめあてとの

つながりを理解させ，練習の場所を選択させたこと

が，見通しを持たせる上で効果的であることが明ら

かになった。その結果，児童は，動きや技の変容を

実感し，「課題を持つこと」と「課題の解決に向け

て練習の内容と場所を考えること」の重要性に気付

くことができた。 

２ 今後の課題 

今後は，児童がより適切に課題を把握できるよう

に，提示する動きや技のポイントを絞った指導の工

夫や学習カードの項目設定の工夫，１人１台端末を

踏まえた ICT の効果的な活用方法について検討し

ていきたい。 

〈参考文献〉 
・文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説体育編』，2018，
東洋館出版社 

・国立教育政策研究所『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関す
る参考資料』，2019，文部科学省 

事前事後調査内容  事前 実践１後 実践２後 
自分のめあてを持って運動して
いる 

Ａ児 １ １ ２ 
Ｂ児 ２ ４ ２ 

自分の動きで,できていないと
ころやよくないところを見付け
ることができる 

Ａ児 １ １ ３ 

Ｂ児 １ ４ ２ 
練習方法を考えたり,いくつか
ある練習の場所から自分に合っ
た場所を考えたりして運動して
いる 

Ａ児 １ １ １ 

Ｂ児 １ １ ３ 


