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抄録 本研究は，小学校第６学年の体育科において，自己の課題を見いだす力を育てるための指導の在り方を

探ったものである。児童が学習の見通しを持って自己の動きを捉えるために，目標の姿を明確にする動きの提

示，｢自己分析シート｣の活用，解決の見通しを持たせる練習の選択という三つの手立てを講じた。その結果，

児童が目標の姿に向かって，解決の見通しを持ちながら自己の課題を設定する姿が見られた。 

 

＜キーワード＞   □自己の課題を見いだす  □学習の見通しを持つ   □自己の動きを捉える  

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，改訂の基本的な考え方として｢心と体を一体

としてとらえ，生涯にわたって健康を保持増進し，

豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成

することを重視する観点から，運動や健康に関する

課題を発見し，その解決を図る主体的・協働的な学

習活動を通して，『知識・技能』『思考力・判断力・

表現力等』『学びに向かう力・人間性等』を育成す

ること｣１を目標として示している。 

これまでの実践では，学習のめあてを提示し，自

己の課題に向かって取り組めるように学習カード

に課題を書かせたり，動きのポイントを考えさせた

りする等の手立てを講じてきた。しかし，意欲的に

運動に取り組むものの，運動する目的が勝ち負けや

他者との技能の優劣に偏り，運動についての自己の

課題を見いだす力が十分に高まっていない児童が

多く見られた。また，課題解決の場面で，自己の動

きが分からずに漠然と課題や練習を選択する姿が

見られた。これらの原因として，学習のめあてを捉

えられず，学習の見通しが不明確なこと，動きのポ

イントと比較して自己の動きを捉えていないこと

が考えられる。 

そこで本研究では，児童が学習の見通しを持って，

動きのポイントと比較して自己の動きを捉えること

を通して自己の課題を見いだしていく。自己の課題を

見いだす過程で培われる思考力，判断力，表現力等が，

体育科の目標である，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ことにつ

ながると考える。 

 以上のことから，学習の見通しを持って自己の動

きを捉える指導の工夫が，自己の課題を見いだす力

を育てることにつながると考え，本主題を設定した。 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) ｢自己の課題を見いだす｣とは 

目標の姿に向かって，解決の見通しを持ちながら

自己の動きの改善に必要な課題を設定することと

捉える。 

(２) ｢学習の見通しを持つ｣とは 

単元で身に付ける動きのポイントから自己の目

標の姿を明確にすることとその姿に迫るための解

決方法が分かることと捉える。 

(３) ｢自己の動きを捉える｣とは 

 単元で身に付ける動きのポイントと自己の動き

を比較し，自己の動きのよさや改善が必要なところ

を見付けることと捉える。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

学習の見通しを持って自己の動きを捉える指導

の工夫を通して，自己の課題を見いだす力を育てる

ための指導の在り方を探る。 

小学校(体育) 
自己の課題を見いだす力を育てる体育科指導の一試み 

―学習の見通しを持って自己の動きを捉える指導の工夫を通して― 
仙台市教育センター 
長期研修員 志賀 洋仁(芦口小) 
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Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点＞ 学習の見通しを持って 

自己の動きを捉える指導の工夫 

(１) 目標の姿を明確にするための 

動きの提示(手立てＡ) 

模範となる動きやモデルとなる児童の動きを動

画で示し，単元で身に付ける動きのポイントを理解

させることで，自己の目標の姿を明確にさせる。 

(２) ｢自己分析シート｣の活用(手立てＢ)  

動きのポイントを局面ごとに分けた連続図に，自

己の動きを確認できる｢自己分析シート｣を活用させ

る。自己分析シートにある動きのポイントとタブレ

ット端末で撮影した自己の動きを比較させ，動きの

よさや改善が必要なところを観察させることで，自

己の動きを捉えさせる。 

(３) 解決の見通しを持たせる 

練習の選択(手立てＣ) 

 児童の課題設定に役立つように，練習の場や練習

方法を学習カードに示す。さらに，自ら練習を選択

できるように動きのポイントを練習と合わせて示

すことで，解決の見通しを持ちながら自己の課題を

設定できるようにさせる。 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 事前調査 

(１) 計画 

事前調査を表１のとおり実施した。 

表１ 事前調査計画 

ねらい 体育の授業における意識及び実態を把握し，

授業実践に生かす。 

対象 仙台市立芦口小学校 

第６学年１組 21 名   ２組 21 名 

方法 質問紙による調査 

内容 運動に対する意識調査及び動きのポイント

や課題選択に関するテスト 

調査日 令和２年７月 17 日 

(２) 結果 

｢自分の課題を持って体育の授業に取り組んで

いる｣という質問について，あてはまる，少しあて

はまると回答した児童は 42 名中 31 名(74％)であ

った。自分では課題を持って体育の授業に取り組

んでいると思っている児童が多いことが分かった

(図１)。しかし，課題を選択する事前テストでは，

課題を持って体育の授業に取り組んでいると回答

した児童 31 名中，正答を選択できた児童は 12 名

(39％)であった。さらに，選択した理由が合ってい

る児童は半数であった(図２)。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

また，単元で身に付ける動きのポイントの理解度

を測る事前テストでは，実践１(ハードル走)や実践

２(リレー)の動きのポイントを理解している児童

が少ないことが分かった(図３)。 

 

 

 

 

 

 

 

一方で，｢自分の課題を解決する練習を選ぶこと

ができる｣という質問について，あてはまる，少しあ

てはまると回答した児童は42名中 27名(64％)であ

った。しかし，あてはまると回答した児童が６名で

あったことから，自信を持って練習を選択する児童

が少ないことが分かった(図４)。 

 

 

 

 

 

 

図３ 運動について理解している動きのポイント数 
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(Ｎ＝42) 

図１ 自分の課題を持って体育の授業に取り組んでいる 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
あてはまる 少しあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない

(Ｎ＝42) 

 

図２ 課題を持って体育の授業に取り組んでいると回答した児童の事前テスト結果 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
正答 理由○ 正答 理由× 誤答

(Ｎ＝31) 

 

図４ 自分の課題を解決する練習を選ぶことができる 
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あてはまる 少しあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない

(Ｎ＝42) 
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(３) 考察 

事前調査の結果から，児童の多くは自己の課題を持っ

て体育の授業に取り組んでいるものの，自己の動きを捉

えて課題を選択することができていないことがうかがえ

る（図１，図２）。これは，図３から分かるように，児童

が動きのポイントを理解できていないため，自己の目標

の姿が漠然としていることにあると考える。つまり，動き

のポイントと自己の動きを比較して考えるといった自己

の動きを捉える力が不足していることが原因の一つと考

えられる。このことから，模範となる一連の動きを示して，

動きのポイントを理解させ，自己の動きを客観的に捉え

させる必要がある。 

 また図４より，自己の課題を解決する練習を選択する

際に，自信を持って課題に合う練習を選択することがで

きない児童が多いことが分かった。これは，課題に合う練

習を選択する判断材料がないことが原因の一つと考えら

れる。このことから，動きのポイントを練習と合わせて示

し，自ら練習を選択できるようにすることで，解決の見通

しを持ちながら課題を設定できるようになると考える。 

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 
仙台市立芦口小学校 

第６学年１組 21 名 ２組 21 名 

実施期間 令和２年９月９日～９月 30 日 

単元名 ｢ハードル走｣(Ｃ陸上運動) 

時 ねらい 学習活動 手立て 

１ 

ハードル走に積極的に取り組み，
ハードル走の行い方を理解でき
るようにする。 

・動画を観察してハードル走の
ポイントを知る。 

・踏み切り足を見付ける 
・40mフラット走と40mハード
ル走のタイムを計測する。 

Ａ 

２ 

用具の準備や片付けなどの役割
を果たすとともに，インターバル
を３歩または５歩で走ることが
できるようにする。 

・動画を観察してハードル走の
ポイントを知る。 

・自分に合ったインターバルを
見付ける。 

・タイムを計測する。 

Ａ 

３ 

使用する用具の整備や安全に気
を配るとともに，自己の動きと動
きのポイントを比較し，自己の課
題を見付け，課題に応じた練習の
場を選ぶことができるようにす
る。 

・自己の動きを分析する。 
・自己の課題を設定する。 
・課題の解決のために，練習を
選ぶ。 

Ｂ 
Ｃ 

４ 

課題を見付けたり，その解決方法
を工夫したりする際に，仲間の考
えや取組を認めようとするとと
もに，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
ことを他者に伝えることができ
るようにする。 

・自己の動きを分析する。 
・自己の課題を設定する。 
・課題の解決のために，練習を
選ぶ。 

・タイムを計測する。 

Ｂ 
Ｃ 

５ 

約束を守り，仲間と助け合おうと
しながら，スタートから最後まで
体のバランスを取り，スピードに
乗って走り越すことができるよ
うにする。 

・自己の動きを分析する。 
・自己の課題を設定する。 
・課題の解決のために，練習を
選ぶ。 

・タイムを計測する 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

６ 

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。 

・目標の記録を設定する。 
・自己の動きを分析する。 
・自己の課題を設定する。 
・課題の解決のために，練習を
選ぶ。 

・タイムを計測する。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

(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 
仙台市立芦口小学校 

第６学年１組 21 名 ２組 21 名 

実施期間 令和２年 11 月 11 日～12 月１日 

単元名 ｢短距離走・リレー｣(Ｃ陸上運動) 

時 ねらい 学習活動 手立て 

１ 

短距離走・リレーの行い方を理
解できるようにする。 

・鬼遊びをする。 
・動画を観察する。 
・タグを使ってリレーの動きを
知る。 

・バトンを使って試走する。 

Ａ 

２ 

使用する用具の整備や安全に
気を配るとともに，体を軽く前
傾させて全力で走ることがで
きるようにする。 

・走の運動を行う。 
・動画を観察する。 
・バトンを使って試走する。 
・タイムを計測する。 

Ａ 

３ 

約束を守り，仲間と助け合うと
ともに，自己の動きと動きのポ
イントを比較し，自己の課題を
見付け，課題に応じた練習を選
ぶことができるようにする。 

・走の運動を行う。 
・自己の動きを分析する。 
・自己の課題を設定する。 
・課題の解決のために，練習を
選ぶ。 

・タイムを計測する。 

Ｂ 
Ｃ 

４ 

課題を見付けたり，その解決方
法を工夫したりする際に，仲間
の考えや取組を認めようとす
るとともに，自己や仲間の動き
の変化や伸びを見付けたり，考
えたりしたことを他者に伝え
ることができるようにする。 

・走の運動を行う。 
・自己の動きを分析する。 
・自己の課題を設定する。 
・課題の解決のために，練習を
選ぶ。 

・タイムを計測する。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

５ 

短距離走・リレーに積極的に取
り組み，減速の少ないバトンの
受渡しをすることができるよ
うにする。 

・走の運動を行う。 
・自己の動きを分析する。 
・自己の課題を設定する。 
・課題の解決のために，練習を
選ぶ。 

・タイムを計測する。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

６ 

チームの目標の記録への挑戦
の仕方を工夫することができ
るとともに，用具の準備や片付
け，計測や記録などで分担され
た役割を果たすことができる
ようにする。 

・走の運動を行う。 
・チームの動きを分析する。 
・チームの優先課題を設定する。 
・課題の解決のために，練習を
選ぶ。 

・タイムを計測する。 

Ｂ 
Ｃ 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

＜視点＞ 学習の見通しを持って 

自己の動きを捉える指導の工夫 

(１) 目標の姿を明確にするための 

動きの提示(手立てＡ) 

① 内容と結果 

 単元の前半に，模範となる動きを動画で示した。

実践１では上手にハードルを跳び越すポイントに

ついて，実践２では上手なバトンパスのポイントに
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ついて，動画を観察して気付いたことを付箋紙に書

き出させた。そして，付箋紙を動きの連続図に貼ら

せて，グループで共有する活動を行わせた（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践１の第１時と第２時では，動きのポイントと

比較しながら，模範の動きを観察して気付いたこと

を書き出させた。その内容を見ると，ハードル走で

必要となる「頭や腰の位置を変えない」「ハードル

のぎりぎりを跳ぶ」等，一連の動きについてのポイ

ントが記述されていた。この付箋紙の記述と学習カ

ードの記述から，児童が気付いた動きのポイント数

は，事前テストに比べて大幅に増加していることが

分かる(図６)。また，模範の動きを観察して気付い

たことと実際に運動して気付いたことを関連させ

て学習カードに記述している児童もいた(表４) 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 手立てＡに関する学習カードの記述(実践１) 

手立てＡ(模範の動きを観察する活動)について 

C1:動画を見て，足は下から上げるから，ふみ切り足でで
きるだけ前にけって，できるだけ手前でふみ切ることを
実感した。 

C2:ハードルをとぶときは，ふり上げ足を垂直に上げてと
ぶと，ハードルをとびやすいのだと最初の動画を見て思
いました。なので，これからは足の高さを意識してハー
ドルを跳べるようになりたいです。 

C3:とぶときに足や頭の位置も意識してとぶといい感じに
なるんだなと最初見た動画で気付いた。 

C4:ふり上げ足を前に上げて走ると頭の位置が変わらない
のかもしれない。 

C5:インターバルは動画でも４歩ずつリズミカルに走って
いたから，私もまねして４歩を目標にしました。そうし
たら少しくずれるときもあったけど，リズミカルに走
れました。 

単元の後半に，モデルとなる児童の動きを動画で

示した。実践１では，｢ふり上げ足の動きに注目す

ると，どんなことに気付きますか｣，実践２では｢バ

トンをもらう人の手の動きに注目すると，どんなこ

とに気付きますか｣と，観察する視点を示して発問

をすることで，新たな動きのポイントに気付く様子

が見られた。実践１の第５時では，ふり上げ足をす

ばやく下ろすポイントに気付かせるために，モデル

となる児童の動きを動画で示した。｢ふり上げ足の

下ろすスピードが速い｣｢すばやく下ろすと次の一

歩が速くなる｣等，ふり上げ足の動きに関連する気

付きをグループ内で伝え合っていた。また，学習カ

ードの記述には，モデルとなる児童の動きから，技

能が向上したことに実感を持ったり，自己の課題と

関連付けたりする児童がいた(表５)。 

表５ 手立てＡに関する学習カードの記述(実践１) 

② 考察 

 単元の前半に模範となる動きを動画で示したこ

とで，多くの動きのポイントに気付かせることがで

きた。動きのポイントを一つ一つ教えるのではなく，

児童の気付きを言葉で書き出させたことで，個々の

動きのポイントから一連の動きを意識させるきっ

かけになったと考える。また表４のように，児童が

動画で示した模範の動きと実際に運動して気付い

たことを関連付けていくことで，動きのポイントを

理解し，自己の目標の姿を形成していくと考えられ

る。単元前半の模範の動きの観察は，自己の目標の

手立てＡ(モデルとなる児童の動きを観察する活動)について 

C1:Ｙさんの動きを見てまねしたら，少しは速くなっ
た気がする。 

 
C2:今日はＹさんの動画を見て，着地をはやくする
のを意識した。 

 
C3:Ｙさんの動画を見て，ふり上げ足をはやく下ろ
すとスピードにのれることが分かった。すこし
は，ハードルの近くで着地できるようになった。 

図５ グループで活用した動きの連続図(実践１) 

自己の課題と関連付ける 

新しい課題を見付ける 

技能の向上を実感する 

図６ 第１時，第２時に児童が気付いた動きのポイント数(実践１) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
４個以上 ３個 ２個 １個 ０個

(Ｎ＝42) 

(Ｎ＝42) 

事前 

実践１ 

４歩で次の

ハードル 

ふりあげ足が

まっすぐ 

頭の 位置が

変わらない 

手 と 足 が

一緒 

抜き足を横

から前に 

腰の位置が

変わらない 

ハードルの
ぎりぎりを
跳んでいる 
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姿の土台を形成することにおいて効果が見られた。 

 さらに，単元の後半にモデルとなる児童の動きを

動画で示したことで，自己の課題と関連付けたり，

新しい課題を見付けたりする姿が見られた。観察す

る視点を示し，動きのポイントを理解させることに

より，自己の目標の姿がより明確になると考えられ

る。 

(２) ｢自己分析シート｣の活用(手立てＢ) 

① 内容と結果 

動きのポイントを局面ごとに分けた連続図に，自己

の動きを確認できる｢自己分析シート｣を活用させた。

児童は，前時の記録計測の際に撮影した自己の動きの

動画をタブレット端末で一時停止しながら，自己分析

シートにある動きのポイントと比較していた。できて

いないところには｢×｣や｢△｣，できているところには

｢○｣，できているがもっと高めたいところには｢◎｣を

付けることにより，自己の動きをポイントごとに捉え

られるようにした。実践１では，11個の動きのポイン

トから学習のめあてや段階に合わせて４～５個に絞

り，実践２では，バトンをもらう側の動きのポイント

に絞り，自己の動きを確認させた。 

表６は児童が自己分析シートを活用して設定した

課題と教師の見取りが合致しているかどうかを表し

たものである。動きのポイントごとに，児童に示した

模範の動きと児童の動きを教師が比較し，動きを４段

階で評価した（図７）。１と２を付けたポイントを児童

が課題に設定していれば，自己の動きを捉えて課題を

設定していると判断した。 

表６ 課題を設定できた児童数と教師の見取り(実践１，２) 

 
課題を設定できた児童数 

(自己分析シート) 
自己の動きを捉えて課題を設定
していた児童数(教師の見取り) 

実
践
１ 

第３時 
(N=38) 38 人(100％) 33 人(87％) 

第４時 
(N=40) 36 人(90％) 32 人(89％) 

第５時 
(N=42) 40 人(95％) 36 人(90％) 

第６時 
(N=40) 37 人(93％) 29 人(78％) 

実
践
２ 

第３時 
(N=40) 38 人(95％) 32 人(84％) 

第４時 
(N=40) 40 人(100％) 37 人(93％) 

第５時 
(N=40) 40 人(100％) 37 人(93％) 

 

 

 

 

 

表６より，ほとんどの児童が自己分析シートから

課題を設定できていたことが分かる。さらに約80％

以上の児童が教師の見取りと合致し，自己の動きを

捉えて課題を設定できていた。 

図８は実践１のＡ児の自己分析シートと学習カ

ードの記述である。 

第４時        第５時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ児は，実践１の第４時と第５時で｢遠くで踏み切る｣

ことを課題に設定していた。この課題は教師の見取りと

合致している。第５時で自己の動きを観察して，前時の

課題がまだできていないことに気付き，前時よりも｢も

っと遠くで踏み切る｣ことが自分には必要だと考えたこ

とが分かる。学習カードの記述から，同様の課題を続け

て設定したことで動きに改善が見られたことを実感し

ている。また第５時で｢体を前にたおす｣ことについて，

動きのポイントと自己の動きを比較し，｢もう少し低く｣

と自己分析シートに記述していた。具体的な言葉で自己

の動きを捉えたことにより，学習カードの記述から課題

 

こわがらず遠くで

ふみ切る 

課題 

できていないと判断 

言葉で分析 

前よりもそして今までよりも遠

くでふみきれました。それと体を前

にしながら走ることもできました。

なのでタイムがはやくなりました。 

学習カードの記述(第５時) 

「もう少し低く」 

もっと遠くでふみ

切る 

 
分析したこ
とにより，
課題以外の
動きにも効
果が現れた 

課題 

図８ Ａ児の自己分析シートと学習カードの記述(実践１) 

名
前

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

赤
ア カ

岩
イ ワ

　史規
シ キ

1 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2

菊地　優希
キ ク チ ユ ウ キ

3 2 4 3 1 1 1 1 1 2 2

⑥「ふり上げ足をまっす
ぐ」のポイントについて課
題を設定していた 

４段階の評価規準 

１…できていない  ２…少しできている 

３…概ねできている  ４…模範の動きと同等かそれ以上 

 図７ 児童の動きの評価について(実践１) 
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前時でできたことを
動画から捉えている 

以外の動きの改善を実感していることが分かる。 

図９は，実践２のＢ児の自己分析シートと学習カ

ードの記述である。 

第３時       第４時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ児は，実践２の第３時に自己分析シートにある動

きのポイントと前時の自己の動きを比較して，自己の

課題を｢後ろを向かずにバトンをもらう｣ことに設定し

ていた。この課題は教師の見取りとも合致している。学

習カードの記述から，自己の課題が達成したと実感し

ていることが分かる。第４時では，第３時の自己の動き

を観察してできていると判断し，前時の自己の課題に

ついて，｢×(できていない)｣から「◎(もっと高めたい)」

としていた。さらに，｢すばやくスタートダッシュをす

る｣ことができていないと判断し，新たな課題に設定し

ていることから，自己の動きを丁寧に観察して捉えて

いることが分かる。 

また，実践２の第６時では，自己分析シートを活用さ

せながら，自己のチームの動きを分析する活動を行っ

た(表７)。 

表７ チームの分析中(１走・２走について)の会話(実践２) 

C1：これ，全部越えてからスタートダッシュしてるから… 
C2：ちょっとつまってない？ 
C3：ああ，つまってる 
C1：つまっているから，スタートダッシュを速くする。 
C2：位置はいいんだけどね。 
C1：あとあれじゃない？手の位置をもうちょっと高くする 

１走と２走の動きを観察して，二人の距離が近い

こととスタート位置(マーク)は合っていることを

捉え，スタートダッシュに課題があるとしていた。

さらに，バトンパスが合わなかったことから，もら

う手の高さも指摘していた。 

② 考察 

 図８や図９のように，自己分析シートを活用して，

できているところやできていないところを確認す

ることで，改善しなければならない動きを見付けた

ことが分かる。漠然と課題を設定するのではなく，

動きのポイントと自己の動きを比較し丁寧に観察

して，自己の動きに改善が必要なところを課題に設

定することができていた。このことから，自己の動

きのよさや改善が必要なところを自己分析シート

で確認することは，自己の動きを捉えることにおい

て効果が見られた。さらに表７から，自己分析シー

トを活用して自己の動きを観察する活動を積み重

ねてきたことにより，友達の動きを捉えることがで

きるようになったと考えられる。 

 (３) 解決の見通しを持たせる 

練習の選択(手立てＣ) 

①  内容と結果 

 児童の課題設定に役立つように，練習の場や練習

方法を学習カードに示した。実践１では，練習の場

を６カ所，実践２では練習方法を６通り示した。さ

らに，自ら練習を選択できるように動きのポイント

を練習と合わせて学習カードに示した(図 10)。 

 

 

 

 

 

 

学習カードに示した動きのポイントを参考にし

ながら，自己の課題に合う練習を選択する姿が見ら

れた(図 11)。 

 

 

 

図 10 学習カードに示した練習の場(実践１) 

動きのポイントを示す 

①②③④⑤⑨⑪ 

図 11 練習の場を選択する例(実践１) 

 

後ろを向かずにバ

トンをもらう 

すばやくスタート

ダッシュする 

わたしはバトンをもらうときにどうしてもう

しろを向いてしまうけれど，今日はうしろをむ

かずにもらうことができました。今日は，前回よ

りもいい結果にはならなかったけれど自分の中

では１番いい結果だと思いました。 

学習カードの記述(第３時) 

図９ Ｂ児の自己分析シートと学習カードの記述(実践２) 

課題 課題 
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児童が設定した自己の課題と選択した練習が合

致している割合を図12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 より，多くの児童が自己の課題に合う練習

を選択していることが分かる。 

 表８は，実践１の自己の課題と練習がすべて合致

していたＣ児の学習カードの記述である。 

表８ Ｃ児の学習カードの記述(実践１) 

時 練習の場 学習カードの記述 

第３時 ＢＥ 

最初はＢでふみ切り足の位置を確認した。次に

Ｅでぬき足が地面と平行になるように練習し

た。もっととぶときに体を前にたおして，スピー

ドを落とさずにとびたい。 

第４時 ＢＥ 

今日もＢ→Ｅで練習した。紅白玉を目印にして

練習した。もう少し遠くからふみ切れるように

なりたい。 

第５時 Ｂ 

Ｂで跳んだ。 

紅白玉を目印にして，ふみ切る位置を確かめら

れた。 

第６時 ＢＣ 

7.9秒から大きくタイムをちぢめられた。遠くか

らふみ切る練習をした効果があったと思った。

地面と平行にとべるようになってきた。もう少

しでＳ。記録をのばせてよかった。 

 Ｃ児は第４時から第６時まで遠くから踏み切るこ

とを自己の課題として設定していた。紅白玉を踏み

切り位置に置くＢの練習の場を継続して選択して

いることから，この課題を解決するためには，Ｂの

練習の場が適していると判断していることが分か

る(表８)。 

② 考察 

 図 12 から学習カードに動きのポイントを練習と

合わせて示すことにより，そのポイントを参考にし

ながら児童は練習を選択することができた。さらに

表８のように，実際に練習を試して，課題と練習が

合っていることを実感したことで，遠くで踏み切る

ための練習の場はＢが適していると判断できるよ

うになったことが分かる。このように，自己の課題

に合う練習を選択しやすくすることで，解決方法が

分かり，解決の見通しを持ちながら，自己の課題を

設定することができるようになったと考えられる。 

４ 事後調査 

(１) 計画 

 事後調査を表９のとおり実施した。 

表 9 事後調査計画 

ねらい 体育の授業実践後に児童の意識及び実態の

変容をつかみ，今後の授業づくりに生かす 
対象 仙台市立芦口小学校 

第６学年１組 21 名   ２組 21 名 
方法 質問紙による調査 

内容 運動に対する意識調査及び動きのポイント

や課題選択に関するテスト 

調査日 令和２年 10 月 15 日，12 月２日 

(２) 結果 

｢自分の課題を持って体育の授業に取り組んでい

る｣という質問について，あてはまる，少しあてはま

ると回答した児童が 42 名中 40 名(95％)になり，事

前と比べて増加した(図 13)。 
 

 

 

 

 

 

課題を選択する事後テストでは，実践１について，

課題を持って体育の授業に取り組んでいると回答

した児童39名中 21名(54％)，実践２について，40

名中 21 名(53％)と，半数以上の児童が正答を選択

することができた(図 14)。 

 

 

 

 

 

 

単元で身に付ける動きのポイントの理解度を測

る事後テストでは，実践１も実践２も事前テストと

比べて，動きのポイントを４個以上書けている児童

が大幅に増加したことが分かる(図 15，図 16)。 

(注)図 12 の実践２では，欠席者が出たため，全体の人数が減っている 

40 人 

図 14 課題を持って体育の授業に取り組んでいると回答した児童の事後テスト結果

0% 20% 40% 60% 80% 100%
正答 理由○ 正答 理由× 誤答

(Ｎ＝39) 

(Ｎ＝40) 
 

21 人 

 

 

図 12 児童が選択した課題と練習が合致している割合(実践１，２) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80％以上 50％以上80％未満 50％未満

(Ｎ＝42) 

(Ｎ＝41) 

実践１ 

実践２ 

図 13 ｢自分の課題を持って体育の授業に取り組んでいる｣項目の変容 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
あてはまる 少しあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない

(Ｎ＝42) 

(Ｎ＝42) 

 

事前 

事後 

実践１ 

実践２ 

40 人 
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｢自分の課題を解決する練習を選ぶことができ

る｣という質問について，あてはまる，少しあてはま

ると回答した児童が 42 名中 38 名(90％)であった

(図 17)。あてはまると答えた児童が，６名から21名

まで増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 考察 

 自己の課題を持って体育の授業に取り組むと回答

した児童数と課題を選択するテストの正答数が増

加したという変容が見られる。その要因として，自

己分析シートを活用し，タブレット端末で自己の動

きを捉えて課題を設定する学習を積み重ねてきた

ことが挙げられる。さらに図 15，図 16 から，動き

のポイントを理解し，自己の目標の姿が明確になっ

たことが要因として考えられる。また，図17から，

自信を持って自己の課題を解決する練習を選択す

る児童が増加したことが分かる。動きのポイントを

練習と合わせて示し，自己の課題に合う練習を自ら

選択できるようにしたことで，解決の見通しを持つ

ことができるようになってきたことが要因として

考えられる。 

 しかし，図14に示してあるように，正しい課題を

選択できない児童が約半数いることが分かった。こ

れは，自己分析シートを活用して浮かび上がってき

た課題の中で，より適切な課題を選択する力が不十

分であったことが原因だと考えられる。 

 

Ｖ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

＜視点＞学習の見通しを持って 

自己の動きを捉える指導の工夫 

 模範となる動きやモデルとなる児童の動きを動画

で示し観察させることで，目標の姿が明確になり，

その姿に向かって課題解決に取り組む様子が見ら

れた。さらに，動きのポイントを練習と合わせて示

すことにより，解決方法が分かり，児童が自ら課題

に合う練習を選択できるようになったと考えられ

る。また，タブレット端末で自己の動きを観察し，

自己の課題を設定する活動に，自己分析シートを活

用することで，動きを丁寧に観察するようになり，

動きを捉えて課題を設定することにつながったと

考えられる。以上のことから，学習の見通しを持っ

て自己の動きを捉える指導が，自己の課題を見いだ

す力を育てる一助になったと考える。 

２ 今後の課題 

本研究を通して，児童が目標の姿に迫るために，

自己の動きを捉えて課題を設定することはできる

ようになった。今後は，タブレット端末で撮影した

自己の動画を友達に見せ，設定した自己の課題が自

己の動きと合っているかを伝え合う等，児童が自ら

より適切な課題を選択できる手立てを探っていき

たい。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
４個以上 ３個 ２個 １個 ０個

図 16 理解している動きのポイント数の変容(実践２) 

(Ｎ＝42) 

(Ｎ＝42) 

図 17 ｢自分の課題を解決する練習を選ぶことができる｣項目の変容 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる 少しあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない

(Ｎ＝42) 

(Ｎ＝42) 

 

図 15 理解している動きのポイント数の変容(実践１) 
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