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図１ スキャモンの発育発達曲線 

自らめあてを持ち、運動する楽しさを実感できる指導法の工夫 
－器械運動のグループ学習を通して－ 

 

紀の川市立西貴志小学校                                
教諭 松 尾 研 也 

 
１ 研究のねらい 

平成 18 年３月に出された第６期きのくに教育協議会「紀州っ子の体力アップをめざし、

健やかな体を育むために」報告では、子どもの体力低下の背景として、外遊びやスポー

ツの重要性の軽視、都市化・生活が便利になったことによる運動機会の減少、時間・空

間・仲間の減少、偏った食事など子どもの生活習慣の乱れなどをあげている。 
本校では、運動に親しむことを目的として、朝の体操（業前活動）を行い、体力の向

上を図っている。また、地域のスポーツクラブの活動等も盛んで、日頃から運動に親し

んでいる子どもが多い。しかし、休憩時間の様子から、進んで外遊びをする子どもとそ

うでない子どもがみられる。新体力テストの結果からも、体力・運動能力の高い子ども

がいる一方、低い子どももおり、「体力の二極化」の現象がみられる。放課後の生活に

おいても、塾や習い事に時間を費やされることや、本校のグランド以外に野外での遊び

場所が少ない状況がある。また、テレビゲームなど室内遊びが多くなり、群れて遊ぶこ

とが少なくなってきたこと、不審者等により外で遊べない社会的現状などから、ますま

す運動離れが進む傾向にある。 

このことを改善するためには、体育の学習で運動することへの抵抗感を取り除き、誰

もが楽しめ、夢中になれる活動内容を取り入れていくことが重要である。子どもが主体

的に学習に取り組み、仲間と豊かなかかわり合いがもてるような指導・支援をしていく

ことで、運動する楽しさを実感でき、体育の学習で得た喜びが、学校生活全般での運動

の意欲につながっていくのではないかと考えた。 
そこで、体育科において、運動に親しもうとする意欲や態度を育てながら、技能の向

上を実感させることをめざし、「自らめあてを持ち、運動する楽しさを実感できる指導

法の工夫」を主題に設定し、研究していくこととした。 
 
２ 研究仮説 

（１）器械運動を取り上げた理由 
図１のスキャモンの発育発達曲線を参照すると、

神経系統は生まれてから５歳頃までに 80％の成長

を遂げ、12 歳でほぼ 100％になる。小学校の時期は

神経系の発達が著しく、さまざまな神経回路が形成

されていく。この時期に神経回路に刺激を与え、そ

の回路を張り巡らせるために多種多様な動きを経験

させることが大変重要である。 

体育科は、内容によって子どもの興味・関心の高

さに違いがあり、中でも器械運動は低い傾向にある。

本校の子どもに行ったアンケート調査からも、器械

運動は、ボール運動や陸上運動に比べて興味・関心

が低い結果であった。しかし、器械運動は、運動神

経系の発達に効果があり、身のこなしの向上につな

がる。非日常的な運動を通じて、体の各部位が調和のとれた動きになると同時に、練

習効果が波及することで、日常生活や労働をする際の運動に対して大いに役立たせる

ことができる。体を逆さにする、回転する、ぶら下がるといった器械運動に必要な運

動感覚は、日常生活では体験しにくい。不慣れな子どもや苦手な子どもは恐怖感や不

安感を持ち、挑戦することに抵抗を見せることが多い。しかし、身近にある鉄棒やの

ぼり棒、タイヤ跳びなどの固定遊具を活用して、運動感覚を身につけることができる。
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器械運動は、自分の力に適した課題に取り組め、楽しさや達成感を味わうことができ

るとともに、空間において多様な位置変化を把握し、自分の姿勢を自由自在にコント

ロールできる能力を習得することができるという利点を持つ。 
また、器械運動の中でも跳び箱運動は、できる・できないという技の達成度が顕著

であるため、一人ひとりの子どもが自分の技能に適した器械や器具を選択することが

できる。跳び箱運動は、跳び箱という器具によって体を操作し、一連の動作を自分の

体でうまくコントロールする運動である。また、いろいろな高さや向きの跳び箱に挑

戦したり、新しい跳び越し方に挑戦したりすることに楽しさを感じる運動でもある。

そして、自分の力に適しためあてを持って運動に取り組み、できるようになった時に

自分のめあてが達成できたという喜びや満足感を味わうことができる。 

日常生活で経験することが少ない跳び箱運動を、誰もが苦手意識を持つことなく楽

しく取り組め、技能の向上が図れる指導法を研究し、実践していこうと考えた。 

               

（２）研究仮説 

日本レクリエーション協会「子どもの体力向上のために」では、子どもの特徴とし

て、「幼児期や小学校低学年の段階をへて、小学校中学年（３～４年生）になると、身

体の発達面では比較的安定した時期となります。（中略）さらにこの時期は、思春期の

発育の準備期でもあり、スポーツに対する興味が芽生え、運動する喜びや意義、そし

て他者との関わりを意識するなど集団活動に不可欠な社会性に対しても理解を深める

ことができるようになってきます。」（※１）と示されている。 

   また、学習指導要領解説体育編では、個人で克服や達成をめざすことに加えて、「そ

れぞれの運動に集団で取り組み、一人一人ができる技を組み合わせ、調子を合わせて

演技するような活動に発展させることもできる」（※２）と示されている。これは、仲

間との教え合いや励まし合いの中で豊かなかかわり合いができ、達成の楽しみを集団

で味わうことができるととらえられる。子どもの実態に応じて運動の特性を柔軟に取

り扱うことができると考えられる。 

跳び箱運動の楽しさや喜びをより深く味わうためには、一人ひとりに基礎的技能を

身につけさせ、達成感を味わわせることで、自信を持って運動に取り組む態度を育て

ることが重要である。また、グループ学習の場を設定し、自分自身の成長を仲間から

認められる経験を積み重ねることにより、より一層の技の習得を図るとともに、個人

差に関係なく運動を楽しめると考え、次の研究仮説を設定した。 

 

跳び箱運動において、自ら明確なめあてを持たせるため、グループ学習を取り入れ

た指導を行えば、技能の向上が図れ、運動する楽しさが実感できるとともに、仲間を

思いやる心が育つであろう。 

 

子ども達が、仲間とのかかわりの中で技能面のみならず、情意面でも成長したこと

を自覚できたかを明らかにすることにより、指導の効果について検証する。検証授業

は、グループ学習を取り入れた学習を継続的に行うことにより、運動に親しむ習慣を

身につけることができると考え、仲間とのつながりを深める初期段階である第４学年

で行う。 
 

３ 研究の内容と方法 

（１）研究仮説に基づく手だて 
個人の課題克服が主なねらいである跳び箱運動であるが、めあてが自己決定できな

いまま取り組んでいたり、めあてが運動の特性に迫れないまま学習を進めていたりと、

個人で課題を解決するには限界を感じる。そこで、個々の子どもに明確なめあてを持

たせ、達成感を味わわせるために、グループ学習の中に組み込んで展開できるような

指導を行う。 
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ア 視聴覚教材の活用 

単元導入時に視聴覚教材を使って技を例示し、自分に適した技を確認させる。学

習を進める際には、技を紹介した掲示物など参考資料を提示し、技のポイントや練

習方法を確認させる。「ひざを伸ばして跳ぶ」や「両足をそろえて着地する」など

具体的なめあてを立てさせる。 

また、デジタルカメラの動画機能を使って撮影し合う活動を行い、自分の課題を

友達に伝えた後、技に取り組ませる。自分の技を細部にわたって目で確認できると

ともに、友達から適切なアドバイスを受けることができる指導を行う。 
 

イ 学習カードの作成 

（ア）個人用学習カード 

子ども一人ひとりが、自分の目標設定や課題を解決する活動を明確にするため

に学習カードを持たせる。技に取り組む際に、克服の軌跡がわかるよう、１枚に

全時間の自己評価などが記入できる学習カードを作成する。学習カードには、友

達や教師が助言を記入できる欄を設け、子ども同士の学習意欲が高まる支援を行

う。 

  （イ）グループカード 

      グループカードを作成し、グループ共有のめあてを持たせ、話し合いを円滑に

行わせる。「グループの全員が台上前転を成功させる」など、グループとしての

到達目標を設定し、学び合える環境を作り、一体感につなげる。また、「本日の

ＭＶＰ」を記入する欄を設け、運動する楽しさにつなげる。 

 

ウ 学習の場の工夫 

運動量を確保するとともに、個人のつまずき

やめあてに応じて取り組めるために、できる限

り高さや跳ぶ方向の違う跳び箱を用意する。子

ども達の恐怖心を取り除くよう、ソフト跳び箱

やセフティーマットで取り組める場を設ける。

また、練習条件のやさしい跳び箱への移動がし

やすい配置にする。 

グループ単位で取り組め、仲間どうしが助言

や賞賛、補助をしやすくするため、グループに

一台、専用で使用できる跳び箱を用意する。図

２に示したような学習の場をできる限り用意す

る。 

 

エ 集団演技 

グループ内でともに学び合い、支え合うことで高まった技能を生かし、さらにグ

ループ内のつながりを深め、所属感や一体感を味わえる方法として、跳び箱の集団

演技を取り入れる。集団演技は、１台の跳び箱を縦横からタイミングをずらして跳

ぶリズム跳びを行う。グループで調子を合わせて跳ぶことで、技能の高い子どもの

技を参考にすることができ、タイミングやリズム感が養われる。表現運動の要素も

取り入れられ、個人で取り組むときと違った楽しさを実感できる。学習の終わりに

集団演技を発表する機会を設け、クラスで交流することで、子どもは自分の存在の

大切さに気づき、他人の頑張りも認めることができる。 

 

  オ 教師の支援 

・協力して準備・後かたづけを行うことや、アドバイスを素直に聞き入れることな

ど、自己中心的な言動を慎む助言を行う。グループの学び合いを良好に展開させ、

図２ 「学習の場」の工夫例 
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一人ひとりに自信を持って活動させるとともに、取組に満足感を持たせる。 

・毎時間の準備運動に「体ほぐしの運動」を取り入れる。うさぎ跳びや手押し車な

ど、跳び箱運動の基礎的な技能が含まれているものを選択させる。グループの仲

間と運動させ、楽しさを体験させることで、主運動へスムーズに移行できる指導

を行う。 

・一人ひとりの課題に対応するため補助簿を作成し、全員の技能の変容を記す。 

・子どもが課題に挑戦している過程で、力の入れ具合やタイミングなど運動のポイ

ントを説明する。また、恐怖心を和らげるため補助を行い「できそう」や「やっ

てみよう」という意欲を持たせる。 

 
（２）検証授業について 

ア 単  元   器械運動「跳び箱運動」 

   

イ 単元目標 

○跳び箱運動の楽しさや喜びが味わえるように、互いに協力して取り組み、安全に

気をつけて運動しようとする。         〔運動への関心・意欲・態度〕 

○自分の力に合った技を習得するための「めあて」について考えたり、グループに

合った練習の仕方を工夫したりする。      〔運動についての思考・判断〕 

○跳び箱運動の技能を身に付けるとともに、グループに合った技を組み合わせて演

技や発表をする。                      〔運動の技能〕 

   

ウ 指導計画（全９時間） 

次 時 学 習 活 動 仮説の検証に関わる指導のポイント 

一 １ 

〈オリエンテーション〉（教室） 

○ 学習のねらいと進め方につい

て知る。 

○ 学習カードの記入の仕方や掲

示物など参考資料の使い方に

ついて知る。 

○ ＤＶＤを見て、取り組む技に

ついて知る。 

○ 約束事の確認をする。 

・グループ学習を取り入れた授業展開であ

り、デジカメで技を撮影し合うことを伝

える。 

 

・学習カードの記入の仕方や場の設定につ

いて説明する。 

 

・グループやクラスの友達に配慮したアド

バイスや励ましを行うよう助言する。 

〈跳び箱に慣れる〉（本時以降、体育館） 

○ 準備運動（体ほぐしの運動）をする。 

 

○ 自分に適した技を選び、挑戦する。 

 

・楽しく準備運動ができる雰囲気を作る。 

 

・助走、踏み切り、着手、空中姿勢、着地

など、技のポイントについて助言をした

り補助をしたりする。 

 

・クラス全員、同じ高さの跳び箱に挑戦さ

せ、教師が子どもの技の到達度や完成度

を知る。 
二 ２ 

※ 第２時終了後、技の到達度や跳び箱運動の関心度、リーダーシップのある子

どもが偏らないよう担任と相談して平均化し、グループ分けを行う。 

 

※ １グループは、６～７名の４グループとし、デジカメを１グループにつき２

台用意する。（２～３名で撮り合う） 
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３ 

・グループの仲間と、跳び箱運動に必要な
体の各部位をほぐし、楽しみながら運動
感覚を身につけさせる。 

 
・挑戦している技が、今どこまでできてこ

れから何をしていけばよいかを見極め、
それに沿った助言を行う。 

 
・友達と協力しながら運動ができ、掲示物

などを参考にアドバイスし合ったり、励
まし合ったりできるよう助言する。 

４ 

・デジカメを使用して、よい見本を見たり
自分の技を確認したりできるよう助言す
る。 

・アドバイスし合った内容など具体的に学
習カードに記入するよう助言する。 

・苦手な子どももグループの一員として楽
しめるよう支援する。 

三 

５ 

ねらい１〈今できる技の技能を高める〉 
○ 自分の課題に向かって練習をする。 
 
○ 今できる技を使って集団演技をつく

る。 
 
○ 中間発表会をする。 

・自分の課題克服に向かって前向きに取り
組ませ、運動量を確保する。 

・グループ同士で気づいたことをアドバイ
スさせる。 

６ 

・自分の力に合った新しい課題を選んで取
り組ませる。 

・恐怖心のある子どもには、教師が補助を
行う。 

・グループで気づいたことをアドバイスさ
せ、自分の技を確認できるよう助言する。 

７ 

・課題の克服ができそうな跳び箱を選択す
るなど、技を正確に行わせる。 

 
・できる技を集団演技に取り入れることを

伝える。 

四 

８ 

ねらい２〈新しい技に挑戦する。〉 
○ 自分の力に合った新しい課題を選

ぶ。 
 
○ 新しい技を生かしながら集団演技を

つくる。 

・自分に合った場や練習方法を選ぶよう助
言する。 

 
・技の完成度や組み合わせ方の構成を話し

合わせる。構成がうまくいかない場合は、
改善できるよう話し合わせる。 

五 ９ 

〈発表会〉 
○ これまでの成果を発表する。 
 
○ 学習全体を振り返る。 

・友達と協力して運動ができるように、ア
ドバイスし合ったり、励まし合ったりす
るよう助言する。 

 
 
 
・学習全体を通してアドバイスし合った内

容など具体的に学習カードに記入するよ
う助言する。 

 
 
・自分たちが頑張ってきたことと同じよう

に、他のグループも頑張ってきたことを
感じられるようにする。 

 
 

デジカメで技を撮り合う 
子どもの写真 

 
 
グループで話し合いをする

子ども達の写真 

 
集団演技（リズム跳び） 
を行う子ども達の写真 
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４ 研究結果の分析と考察 

以下の視点において、分析と考察を行う。 

視点１ 

デジカメで撮影し合い、友達のアドバイスを参考にする中で明確にな

っためあてを、学習カードに記入する活動を通して、技を習得するとと

もに、学び合う楽しさを実感できたか。 

視点２ 

集団演技の完成をめざしたグループ共有のめあてを、友達との励まし

合いや支え合いを通して、グループ全体の技能が向上するとともに、運

動する楽しさを実感できたか。 

（１）視点１にかかわる実践 
  ア 導入段階（第２時・第３時） 

  具体的なめあてを学習カードに記入できるよう「膝を伸ばして開脚跳びをする」

などの例を挙げ、技の細部まで意識しためあてを立てるよう説明した。次時の学習

カードには、「両足をそろえて着地する」や「足を大きく開いて跳ぶ」など、具体的

なめあてを記すことができている反面、「開脚跳びをきれいに跳ぶ」や「いっぱい跳

ぶ」など、自分の課題を絞って記すことができていないものもあった。その結果、

技の改善策を見極められないまま、跳び箱に取り組んでいる子どもが見取れた。現

段階で、具体的なめあてを持つことの重要性が、自分の技能の向上に有効であるこ

とを、理解できていない子どもが多かった。イメージとして技を「きれいに」する

事はわかっていても、言葉に表現することが難しかったのであろう。 

また、デジカメで撮影し合い、自分の技を目で確認し、改良点をアドバイスする

活動を説明した。一人では技に取り組むと同時に自分の技を撮影することができな

い。取り組んだ技を映像で見ながら話し合うことにより、グループ学習を活発に行

うことができると考え、取り入れた。デジカメで動きを撮影することは、子どもに

とって初めての経験であるため、撮影後に技を見合っていたものの、アドバイスを

し合うところまで至っていなかった。しかし、新しい学習方法を取り入れることで、

子どもの興味を引きつけることができた。 

単元導入期は、子ども達に授業展開を慣れさせることや、友達の意欲が高まる発

言を心がけること、みんなで技能を高め合うことなど、教師の思いを理解させるこ

とを重要視した。これが、展開段階以降の、学び合いを活発にできることにつなが

った。 

   

イ 展開段階（第４時～第７時） 

明確なめあてを持たせるために「きれいに跳ぶ」について子ども達と話し合った。

「きれいをどこで判断するだろう」と聞いたところ「空中で膝が伸びている」など

の意見のほかに「台上前転のとき、跳び箱に頭があまり着いていない」や「かかえ

込み跳びの膝が伸びたらきれいだろう」などの意見も出た。加えて「きれいに跳ぶ」

は、空中姿勢だけでなく、助走や踏み切り、着地に至るまでポイントがあることを

説明した。自分自身が、技の細部まで意識していなければ、友達にも適切なアドバ

イスができない。「できた」「できない」のアドバイスだけでなく、「助走スピード」

や「手の幅」など体の部位を示してアドバイスすることで、その部位を重点的に意

識して技に取り組むことができると考えた。 

また、デジカメで撮影する際のルールを作り、子どもに説明した。技を行う子ど

もは、挑戦する前に自分のめあてを告げ、意識している体の部位に注目してもらう。

撮影する子どもは、注目する部位が最もよく見取れる場所に移動する。技を確認す

るときは、撮影した子どもが、よかったところと改善できるところの両面からアド

バイスする。このルールを作った理由は、技を行う子どもが、どこに注目して撮影

してほしいか告げることで、具体的なめあてを立てることができると考えたためで

ある。また、撮影者は、最良の場所を見つけないと、注目部位が明確に撮影できな

いことや、しっかり技を見ておかないとアドバイスができないことである。 
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（子どもの感想から） 
 開脚跳びをした。足が曲がるの

で、伸ばして跳べるように何度も挑

戦してみた。自分のめあてを言って

跳んだ後デジカメで見てみると、自

分の悪いところがよくわかった。だ

んだん納得できる跳び方になって

きた。次は台上前転に挑戦しようと

思う。 

新しい技に挑戦する段階に入ると、撮影する子どもに変化が見え始めた。注目す

べき部位を正確に撮影するため、技を行う子どもの後ろやロイター板付近、着地地

点付近など、さまざまな場所に移動するようになってきた。その後の学習カード「友

達からのアドバイス」の記入内容には「助走のスピードを緩めてみたら」や「台上

前転は上に向かって踏み切ること」、「跳び箱を突き放す感じで」など、技能面の詳

しいアドバイスが記入されるようになってきた。「友達からのアドバイス」の内容を

紹介し、賞賛すると、デジカメで撮り合ったときにアドバイスできなかったことを

記入したという発言があった。 

子どもの感想から、技能を向上させるためには、具体的なめあてを記すことが重

要であることが理解できたと考える。話し合いの時間を持ち、デジカメで撮影する

際のルールを作ったことが有効であった。課題の克服方法は、人によってさまざま

である。仲間のアドバイスや励ましにより、

自分で考えた克服方法と違った方法を知る

ことで、克服する道筋を見出すことができ

る。また、自分が感じていなかった注意点

を指摘されることで、新たなめあてに向か

って挑戦し、より完成度の高い技につなが

ると考えた。仲間との学び合いによって、

多くの解決法を見出せ、具体的なめあてを

立てることができる利点を、多くの子ども

に理解させることができた。 

 

ウ まとめの段階（第８時・第９時） 

自分の課題に対して、細部まで目を向けることができ、到達度を設定できるよう

になった。そのため、技の到達度を高く持ち、自分の技がそこまで達していない場

合は技が完成していないと判断するなど、自己評価を厳しくする子どもも多数いた。

友達へアドバイスする場面では、自分の解決方法を紹介する姿がみられた。また、

自分が克服できていない技に挑戦している友達に対して、積極的にアドバイスして

いる姿もみられた。「友達からのアドバイス」の内容には、「Ａ君の踏み切りを参考

にするとよい」や「Ｂさんの練習方法がわかりやすい」など、技能を向上するため

には友達の技を参考にすることも重要であることが記入されていた。 
取組を振り返った子どもの感想には、「友達が励ましてくれたおかげで、勇気を出

して挑戦できた」や「友達のアドバイスを思い出して、何度か挑戦したら成功した」

など記入されるようになった。友達への感謝とともに、友達の励ましに応えようと

する意識を持つことができ、恐怖心を払拭し、課題に挑戦できたことで、技能の向

上につながったと考えられる。 

     明確なめあてを持たせるためにデジカメで撮影し合い、自分の技を確認し、学習

カードに具体的なめあてを記入させる活動を取り入れることにより、仲間との教え

合いが活発に行われ、技能の向上を見取ることができた。さらに、子どもの感想や

授業観察から、友達の課題克服への取組や、自分のアドバイスによって友達の技能

が向上した様子を知ることができ、学び合う楽しさや喜びを実感できた。 
 
（２）視点２にかかわる実践 

  ア 導入段階（第２時・第３時） 

個人の技能向上に重点を置く指導を行い、集団演技を取り入れる時間を少なく設

定した。デジカメでの撮影が不慣れなため、励まし合いやアドバイスが活発に行わ

れず、グループになっても男女に分かれての取組が目立った。そこで、より多くの

アドバイスを受けることができるよう、２つのグループを１つに合わせた。このこ

とにより、自分と同じ課題に取り組む友達が見つかり、ともに教え合う環境にする

ことができた。 
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イ 展開段階（第４時～第７時） 

１つに合わせていたグループを元に戻し、今できる技で集団演技をつくり、中間

発表を行った。アドバイスが活発に行われるようになってきたことと、中間発表を

行うということで、男女一丸となって練習に取り組んでいた。発表終了後、子ども

達に、各グループの演技を撮影したビデオを見せた。「タイミングが遅れ、リズムよ

く跳べていなかった」や「緊張して、思い通りに跳べなかった」など反省の言葉が

でていた。また、「よい演技にしようと思ったら、どこを修正するか」について話し

合わせると、「タイミングが遅くなったのは、助走距離が長かった。短くても跳び越

せるから、リズムに注意しよう」や「練習通り、力を抜いて跳ぼう」、「演技終了の

ポーズを揃えよう」など、グループ全体の課題として捉えることができていた。 

 

ウ まとめの段階（第８時・第９時） 
１時間の多くを集団演技の構成や練習に費やした。教師の行った助言は、「技の完

成度に注目して、最善の演技にする構成を考えよう」などであった。アドバイスや

励まし合いは、自然に言い合える関係になってきた。演技構成の話し合いでは、意

見が食い違う場面もあったが、自分たちの演技を成功させるため、前向きに討論し

ていることが見取れた。すべての班が、構成を考え、練習をし、納得いくまで修正

を行っていた。発表会は、他のクラスの子ども達が見学をする中で行い、自分たち

の成果を披露した。 

発表会終了後の話し合いでは、自分たちの取組を集団演技の出来映えだけでなく、

今までを総括して賞賛し合う姿が見られた。また、自分たちのグループだけでなく、

他のグループの取組についても話し合われ、クラスとして取組に満足感を持つこと

ができたと考える。 

このように、集団演技を取り入れることにより、互いを支え合う意識や技能を高

め合う態度が育成され、運動する楽しさを実感することができた。 
 
（３）抽出した支援を要する子ども（Ｃ児）と所属するグループの変容 

ア 導入段階（第２時・第３時） 
Ｃ児は、事前アンケートで「跳び箱運動は苦手」と記していた。以前、跳び箱か

ら落ちてケガをしたため、恐怖心があるようだ。挑戦する意欲を見せず、取組に消

極的であったが、助走スピードを上げることや、前傾姿勢になったときの肩の入れ

方に慣れることを助言し、４段を跳び越すことができるようになった。 
グループ分けの際は、Ｃ児以外の子ども達を分け、最後に一つのグループに組み

込んだ。Ｃ児の所属するグループは、技能の高い子どもが多い。しかし、自分の課

題に対しては積極的に取り組むが、友達にアドバイスする機会が少なく、友達とと

もに技能を向上させようとする意識がさほど高くない。このグループがＣ児と関わ

る中で、グループ全員を技能面・情意面ともに成長させたいと考えた。 
 
イ 展開段階（第４時～第７時） 

このグループは、リーダーとなった子ども（Ｄ児）の技能が特に高い。しかし、

性格的に友達を教えることやアドバイスすることを得意としない。その他の子ども

達は、技をある程度正確にでき、面倒見のよい子どもが多く、Ｃ児に多くかかわっ

ていた。そして、励ましやアドバイスにより、Ｃ児と友達との技能の差が縮まって

いった。Ｃ児の取組に積極性が見られ、自信を持ってきたことが友達や教師からも

見取れた。友達からのアドバイスも「頑張って」や「自信持って」などの精神面で

はなく「肩の高さと腰の高さが一緒になるように」など技能面のものに変化してき

た。Ｃ児に、技能が向上してきたことを賞賛すると同時に、取組を振り返る内容の

インタビューを行った。 
Ｃ児へのインタビューから、友達にアドバイスを受け、技のポイントに気づけた



 - 69 - 

（Ｃ児へのインタビューから） 
同じグループの友達がいろいろ

アドバイスをしてくれた。補助をし

てもらっているうちに、おしりが当

たらないように跳び箱を押せばい

いことがわかってきた。４段で成功

したので、次に５段を跳びに行っ

た。一回できるとうれしくなって、

いっぱい挑戦できた。 

ことで、成功することができた喜びとと

もに、跳び箱運動の基礎的技能を身につ

けることができ、新たな課題に向かって

積極的に取り組む意欲につながったこと

が見取れた。その後、５段に挑戦し、跳

び越すことができた。このグループのめ

あては、「全員が一段高い段を跳ぶ」とし

ていた。「集団演技をするときに、４段で

は低くて着地を失敗する子どもが多く、

５段で演技したい」と話し合っていたが、

Ｃ児一人が、跳び越せていなかった。授業を振り返る話し合いでは、一つ上の段が

跳べるようになったという理由から、Ｃ児が「本日のＭＶＰ」に選ばれた。この提

案は、Ｄ児が出したものである。直接アドバイスをすることは多くないが、グルー

プ全体を見わたし、ＭＶＰに最適と思うＣ児を選択したと考えられた。グループの

配慮によって、Ｃ児は、自分の取組が認められたことを実感できたであろう。Ｃ児

の学習カードには、もう１段上の「６段の開脚跳びに挑戦する」と記されていた。

グループの支え合いが、技能の向上と次時の意欲につながったと考える。 
Ｃ児は、中間発表前には６段の開脚跳びを、余裕のあるジャンプで形よく跳び越

せていた。同じグループ内で６段を失敗した子どもがおり、Ｃ児がその子どもに対

して、アドバイスを送り、その子どもも真剣にアドバイスを聞いている姿が見られ

た。授業初日から合言葉にしていた「みんなで上手になろう」が実を結んだと感じ

た。 
 

ウ まとめの段階（第８時・第９時） 
Ｃ児は、自分の課題を克服しようと

努める一方、友達にアドバイスを送っ

ている姿が多く見られるようになり、

教えられていた立場から教える立場に

いることが多くなった。集団演技の構

成の話し合いでは、「Ｄ児に最後の技を

決めてもらおう」や「一番頑張ったの

は、Ｃ児とＤ児だ」などの意見が出さ

れた。グループの意向として、Ｄ児の

技能が高いことだけでなく、リーダー

としての功績も加味されたと考える。 
発表会終了後、「本日のＭＶＰ」は、

「全員」と記入されていた。Ｃ児の感

想には、みんなにもらったアドバイス

で自分の技能が向上したことを喜ぶと

ともに、励ましやアドバイスへの感謝

が記されていた。そして、今度は友達

にも同じ思いを味わわせたいと考えて

いる情意面の成長を見取ることができ

た。Ｄ児の感想には、友達の協力によ

りグループで一つのことをやり遂げる

ことができたことへの感謝が記されて

いた。また、グループのリーダーとい

う自覚を持ち、グループで共有した思

いや願いを達成させるため、尽力でき

た満足感を味わえたことが見取れた。 

（Ｃ児の感想から） 
初めは４段が跳べなかったのに、練

習をしていたら跳べるようになりま

した。デジカメで見たら、友達の言っ

てることがわかって、コツもつかめま

した。６段に挑戦してみたら一回で跳

べてうれしかったです。  
次に跳び箱をしたときに跳べない

子がいたら、基本やこつを教えてあげ

て一緒に跳びたいと思います。ここま

で跳べたのもみんなのおかげです。 

（Ｄ児の感想から） 
ぼくは、グループのリーダーになっ

て、ちゃんとみんなを引っ張っていけ

るか不安だった。でも、みんなが協力

してくれたし、すごく上手になった。

集団演技も、見る見るうちにできてい

った。 
集団演技の最後の台上前転を失敗

してしまって、グループのみんなに悪

いことをしてしまった。みんな集団演

技前まで、全員跳べて、最後に一番い

い集団演技になったし、みんなで一つ

のことをやり遂げられて、本当によか

ったです。 
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５ 研究のまとめ 

今回、すべての子どもが運動する楽しさを実感できる体育学習をめざし、個人の課題

克服が主なねらいである跳び箱運動に、グループ学習を取り入れたことによる指導の効

果について研究を進めた。運動する楽しさを味わうためには、運動することへの抵抗感

を取り除き、自信を持って取り組ませることである。そのため、「できた」「できない」

だけで判断されるのではなく、取組の過程が大切にされるとともに、友達に理解され、

認められる場面を多く設定した。 
検証授業では、多くの友達の励ましやアドバイスから、個人の取組では気づかない技

の細部まで意識することができた。自らのめあてを修正し、的確に取り組める環境にす

ることで、技能の向上が図れ、運動する楽しさにつなげることができた。また、集団演

技を取り入れ、グループの交流をより深めるとともに、誰もが活躍できる機会を与え、

友達とともに運動することの楽しさが味わえる指導を行った。発表会を設定することで、

全員の協力がないと成功しない、一人も欠かすことのできないメンバーであることを理

解することができた。友達と演技をつくり、発表に向けた取組で、運動量が増し、運動

した時の爽快感とともに、友達と学び合う楽しさを実感することができた。さらに、自

分たちのグループと同じように他のグループも頑張っていることに気づくことができ、

互いを尊重し合い認め合える環境が作られた。  
検証授業後の子ども達の様子について、担任に聞き取りを行った。跳び箱運動の学習

で、それまであまり親しくなかった友達と前向きな話し合いができたことにより、その

友達のよさに気づき、親しくなることができた。子ども達は、体育学習の他の運動領域

にも興味・関心を持って取り組み、グループで学習することを望むようになってきた。

体育の学習に限らず、他の教科においても話し合いが活発に行われ、多面的な捉え方や

さまざまな解決方法を考えることができたことなど、検証授業の効果が現れていた。 
教師は、子ども達が苦手意識を持つことなく運動でき、明確なめあてを持って取り組

むための手だてを行う必要がある。グループ学習を取り入れた授業を設計することで、

運動を通して友達とかかわり合う楽しさを味わわせることができる。グループ学習によ

り、友達に感謝する心や気遣う心、努力を認める心など情意面を成長させることで、ク

ラスの仲間とより深い人間関係を築かせることにつながる。友達と積極的に交流させ、

支え合い、励まし合えるよう導いていくことは、誰もが意欲的に取り組め、ともに高め

合い伸びようとする態度を育成するうえで有効である。 
今後、体育科において、体力・運動経験・男女などの差や技能の程度などにかかわら

ず、運動する楽しさを実感できる指導法や、積極的に他者とのかかわりを持つことで、

仲間と楽しい雰囲気を作ることができる指導法を取り入れたい。そして、グループ学習

を取り入れた活動を継続的に行うことにより、運動に親しむ習慣を身につけ、学校生活

のあらゆる場面で精力的に取り組む活力を高めていきたい。 
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