平成25・26年度 中央区教育委員会 研究奨励校・研究奨励園 １年次中間報告

豊かな心と健やかな体の育成

研究のねらい（幼・小の教育課題の解決のために）
－自分やみんなを大切にする児童を目指して－
小学校

幼稚園

心と体の健康教育を通して、自らの心身の健康・体力について関心を高め、自己管理能力
を育成したり、全ての教育活動の中で、主体性や関わる力を育成したりすることで主題に
迫る。

－体を動かして遊ぶことが大好きな子どもの育成－
幼児が体を動かす楽しさを十分に味わい、様々なことにも意欲的に関わろうとする気持
ちがもてるように援助や環境を工夫することで主題に迫る。

研究の内容
主体性・関わる力・自己管理能力を育成するために
小学校

幼稚園

・発達や実態に即した学習指導計画の作成と実践（主体性･関わる力の重視）
・小集団活動の重視・充実（主体性と関わる力、コミュニケーション能力の育成）
・健康教育の重点化（自己管理能力の育成）
・幼児期からの運動遊びプログラムの作成
・体を動かす機会や関わる機会の確保
・幼・小の連続性をふまえた、多様な動きを経験するための活動の計画と実践
・多様な動きを引き出すための３つの視点に立った援助と環境の工夫

平成25年11月15日

中央区立久松小学校

中央区立久松幼稚園

低学年
分科会

体育科で目指す子ども像
【心】誰とでも仲良く一緒に運動し、思いやりのある温かい人間関係を築こうとする子
【体】様々な動きを経験し、体の基本的な動きを総合的に身に付け、思いきり体を動かして遊ぶ子

１年「体つくり運動」多様な動きをつくる運動遊び 用具を操作する運動遊び（輪）
体のバランスをとる運動遊び

具体的手だてと活動
生活班を活用した小グループ活動

場・環境の工夫

子ども同士が声を掛け合って一緒に運動する楽しさを味わい、
よりよい関わりを築くために、生活班を活用した４人程度の小グ
ループをつくり活動する。

様々な動きを経験するために、
「しまたんけんにいこう！」とリー
ダーの動きをみんなでまねすると１マス進める、達成型の仕掛
けを取り入れて活動する。

順 番 にリーダ ー に
なり、運動遊びを楽
しむ。
子どもたちが 、
やってみたいと
思う場の工夫
リーダーの行う動きを、
グループのみんなで取
り組む。

やったー！ゴール
まで行けたね。

ハッピーワード
ハッピーアクション

簡単な学習カードの活用

幼小の連携から

思いやりのある温かい人間関係を築くために、友達同士のよい

基本の動きを知り、挑戦しようとする意欲を喚起するため、簡単

言葉掛けや友達を思いやる行動（ハッピーワード・ハッピーアク
ション）について意識できるようにする。

なルールから活動する。また、幼稚園での遊びの経験を生かし
た活動を取り入れる。

２歩まで、歩いていいよ。

「せーの」と掛け声をか
けると上手く揃うね。

止まった輪をくぐる
ことから、転がした
輪をくぐる活動へ。

子どもたちからでてきた、
ハッピーワードを集めて掲
示する。

幼稚園での遊びの経験を
ふまえて。

成果と課題
○達成型の仕掛けを取り入れたことにより、様々な動きを経験できた。
○子ども同士がさらに思いやりのある温かい人間関係が築けるような具体的な指導を取り入れる。
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低学年
分科会

小学校の実践より

２年「体つくり運動」多様な動きをつくる運動遊び 用具を操作する運動遊び（短なわ）
力試しの運動遊び

具体的手だてと活動
音楽の活用
遊びや用具の工夫

小グループ活動の導入・活用
子ども同士が声を掛け合って一緒に運動する楽しさを味わい、
よりよい関わりを築くために、
３人程度の小グループをつくり活
動する。

楽しく運動に取り組めるようにするために、楽しい音楽を流した
り、行司の役になりきれるようにしたりする。

はっけよい、
のこった！

互いの動きを良く見て、
声を掛け合いながら関
わる。

審判役の活動を取り入れ、
グループ内での関わり方を
確認しながら取り組む。

音楽のリズムに合わせて
楽しく縄を跳ぶ。

相手を引く引き相撲

タオルに乗った人を引く運動遊び

ハッピーワード
ハッピーアクション

運動量の確保

思いやりのある温かい人間関係を築くために、友達同士のよい

子どもたちが思いきり活動する中で、楽しみながら力を伸ばし

言葉掛けや友達を思いやる行動をハッピーワード・ハッピーアク
ションとして導入。

ていかれるようにするために、繰り返し運動を行う時間を十分
に確保する。

「せーの」と掛け声をかけ
るとそろって跳べるね。

子どもたちからでてきた、
ハッピーワードを集めて掲
示する。

短縄を操作する運動遊び

３つの場を一定の時間
でローテーションする。

押し・引き相撲

魔法のじゅうたん

たわらがえし

成果と課題
○小グループでの活動により、仲間のよい動きを見て言葉を掛けることができた。
○「よい動き」とは何かを具体的に指導し、さらに思いやりのある言葉掛けができるようにする。
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中学年
分科会

体育科で目指す子ども像
【心】互いの違いやよさを理解し、よりよい関わりができる子
【体】基本の動きを理解し、意欲的に体を動かして、様々な活動に挑戦しようとする子

３年 ゲーム ゴール型ゲーム「スリーサークルボール」
具体的手だてと活動
小グループ活動

場・環境の工夫

仲間意識をもたせることや､同じ目標に向かって取り組もうとい
う意識をもたせるために､４人の小グループを編制し活動する。

運動量の確保を意識しながら、安全にかつ効率的に活動できる
ようにするために､場･環境の工夫をする。

パスを出したらすぐに走ろう！

スリー サ ークルボー ル
は 、少 な い ス ペ ー ス で
ゲームができる。実態に
合わせながら、ゴールや
コートの設定をする。

作戦タイムの導入
チームごとに一人一人
がどんな動きをすれ ば
よりよいゲームになるか
を考えて活動する。

ドリル ゲ ー ム や タスク
ゲームをグループごとに
楽しむ中で､仲間意識を
高める。

ボールに抵抗を感じる児童も
いる。痛さや怖さを取り除く
ために空気を適度に抜いた
ボールを使用する。

ハッピーワード
ハッピーアクション

ゲーム・ルールの工夫

ゲームをより楽しむためにはどうしたらよいかという問い掛け
に､低学年のときから導入していた｢ハッピーワード･ハッピーア
クションを使う！｣と児童から返ってきた。
ゲームの中でよりよい動きに対しての言葉掛けを積極的にでき
るように意識させる。

児童が楽しみながら力いっぱい活動できるようにするために、
児童の実態に即したルールを設定する。｢味方に取りやすいパス
｣の出し方や｢ボールをもっていないときの動き｣などに気付か
せるよう声を掛ける。
3vs0や、3vs1など段階を追った学習指導計画

ボールをパスしたあとの動きに
気を付けてゲームを楽しもう。

ボールをもったらすぐ
にパスしよう。

・3(攻)vs2(守)
・ボールをもったまま動けない。
・サークルにいる味方にパスを
すると1点。

よりよい動きの具体的な
めあての立て方の例示
をワークシートに示す。

やった！
1点！
パスを出すときに声を掛けてく
れたのでゴールができました。

サークルとボールだけでできるの
で、遊びの生活化が期待できる。

成果と課題
○4年生のハンドボールや、高学年のボール運動につながる教材開発ができた。
○「ボールをもたないときの動き」の理解のさせ方及び評価方法の改善を図る。
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中学年
分科会

４年「浮く・泳ぐ運動」（水泳系）
具体的手だてと活動
高学年への接続を意識した指導計画の作成

小集団活動の導入

高学年での水泳学習への接続を円滑にするために、学習過程の
前半では、浮く運動を十分に行い、後半では、
３人による小集団
活動を取り入れる。

学び合いが泳法や泳力を身に付けるための有効な手段である
ことをどの児童にも経験させるために、技能ポイントを重点化し
た学び合いを行う。

その調子あと少しで
25メートルだよ。
小集団での学び合いの
仕方を知る。

わたしのめあては、ば
た足のときに、太もも
をつかってけるです。
浮く運 動 で は、もう
少しできそうな動き
に取り組む。

次は、足首をのばすように
けるといいね。

学習カードの工夫

ＩＣＴの活用

自己の能力に適した課題をもったり、振り返ったり、助言したり

学び合いの場面で、自己の課題に応じた練習を工夫したり、友

することができるよう、技能ポイントを重点化した学習カードを
活用する。

達にアドバイスをしたりするために、
ＩＣＴを活用して、動きや技
能ポイントへの改善点を見付けられるようにする。

平泳ぎの足首を確認してごらん。
呼吸のときに顔が
上がりすぎているね。

できるだけ手を前方に入れる

成果と課題
○自己の能力に適した課題をしっかりもたせることで、学び合いの質を高めることができた。
○学習カードの利用、ＩＣＴの効果的な活用により、進んで学ぶ力を身に付けさせていきたい。
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高学年
分科会

体育科で目指す子ども像
【心】友達との関わりの中で、お互いに高まろうと主体的に活動する子
【体】運動の特性を理解し、自分の能力に適した課題をもち、進んで運動する子

５年「器械運動」跳び箱運動
具体的手だてと活動
小集団活動

感覚を養う時間の設定

友達との関わりの中で、よりよい学びにするために、
３人の小集
団による「学び合い」を行う。お互いの技能ポイントを知り、アド
バイスをし合う。

跳び箱運動の開脚跳びや台上前転につながる基礎的な感覚を
養うために、動きの感じが類似した予備運動を授業の前半に取
り入れる。

学習カードに書き込みなが
ら、うまくなったところを
話し合う。
踏み切りの感覚
を養う。

もっと前に手を着い
た方がいいよ。

腕支持から
切り返す感
覚を養う。

リズムよく跳べたらいいな。

多様な場の工夫

ＩＣＴ等の活用

台上前転で感じる恐怖心を取り除くために、跳び箱を使わず同
じ高さにマットを積んで、回転の練習ができるように工夫する。

自分の技能及び課題を正しく把握できるようにするために、跳
んだところをビデオに撮り、ビデオを見ながら学び合いをする。
学習カードにイラストを入れることで、技能ポイントをわかりや
すくする。

マットを跳 び 箱に見 立
てると安心だね。

技能ポイントがわかりや
す い よ うに イ ラ スト の
入った学習カードにする。

着地するときに、ひざを
曲げるといいよ。

低学年用の跳び箱では、自信を
もって跳べるようになったね。

成果と課題
○学び合いを通して人間関係を深めることができ、正しい技能を身に付けることにつながった。
○小集団活動やＩＣＴ・学習カードの活用を通して、自分の課題をいかに自己の力で見付け解決できるようにするかさらに深める必要がある。
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高学年
分科会

６年「陸上運動」短距離走
具体的手だてと活動
小集団活動

言葉掛け例の資料作成

子ども同士が声を掛け合い、一緒に運動する楽しさを味わい、
互いの課題解決を図る中でよりよい関わりを築くために、
３人の
小集団で活動する。
互いの課題解決のために積極
的に声かけ、アドバイスをし学
び合う。

子ども同士が主体的に言葉掛けを行うために、言葉掛け例の資
料を作成したり、良い言葉掛けを積極的に賞賛したり、全体で共
有する時間を大切にする。

僕の課題は中間走
なので、ストライド
と歩数を数えてい
てね。

友達の声掛けで新たな課題
に気が付きました。

授業のまとめとして声掛けの「よさ」を共有し、どのような声掛
けが友達のためになるのかを共通理解する。

自己の能力を理解するための記録測定

めやす表・段階表の活用

運動の特性や自己の能力を理解するために、
５０ｍの記録だけで

自己の能力に適した課題をもち、進んで運動するための学習資

なく、
１０ｍ走（スタートダッシュ）、
１０～３０ｍ走（中間走）の記録
を子ども同士で測定した。

料として「めやす表・段階表」を導入、活用した。挑戦する楽しみ
や記録達成の喜びを感じることができた。

３種類のタイム測定により、
自己の能力を理解できたこ
とで、子どもたち一人一人の
課題を具体的にする。

見て見て、記録達成だ！

子ども同士でタイム測定を
することで、友達の記録の伸
びも共に喜び合う姿や記録
を大切にする姿が見られた。

自己の課題が明確になり、そ
の課題を解決するための方
法を選択できるので、進んで
課題解決に取り組む姿が見
られた。

めやす表・段階表の活用によ
り、子どもたち一人一人の課
題を明確にする。

成果と課題
○めやす表・段階表を活用したことで、自己の能力に適した課題をもちながら学習に取り組めた。
○小集団でのアドバイスや言葉掛けの質のさらなる向上のための手だてを考える。
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幼稚園の実践より

幼稚園「体を動かして遊ぶことが大好きな子どもを育てる」
３つの視点

多様な動きを引き出すために

イメージをもって動きを楽しめる環境
動きの自由さや選択性が保障された環境
意欲がもてるような具体的な目標

不足している動きを取り入れた
遊び、環境の工夫

平成２４年度の“運動能力測定”の結果から、
投げる、ころがる、ぶら下がるなどの不足して
いる動きを把握。

多様な動きを経験するための活動例

年少組

目指す幼児像

活動例の吹き出し（青・ピンク・黄）は、上記の
黄
３つの視点での具体的手だて

○いろいろな動きに興味をもつ
○走ることが楽しい

先生見て見て！

＜固定遊具＞

＜むっくりくまさん＞
お面を付けることで、くまになりきって追い
かけたり、くまから逃げたりすることを楽し
む姿が見られた。

好 き な 遊 び の 中 で 、興 味 を
もった時に参加できるように
することで、無理なく取り組む
ことができた。

8

年中児・年長児の取り組む姿を見て、
自分なりに動きを真似ることを楽し
んでいた。

年中組

目指す幼児像

○いろいろな動きに興味をもち、繰り返し取り組む
○友達と一緒にルールのある遊びを楽しむ

黄色までがんばるぞ！

＜忍者の修行＞
忍者になりきって動くことで、
“ころ
がる”
“投げる”など、普段はあまり経
験のなかった動きに自分から挑戦！

年長組

目指す幼児像

＜固定遊具＞
いろいろな修行の場を設定す
ることで、興味をもった活動
を選び、進んで参加していた。

高さが色分けされている登り棒。自
分なりに目標をもち、繰り返し取り組
む姿が見られた。

○いろいろな動きに自分なりに挑戦し、できた達成感を味わう
○友達と一緒にルールのある遊びをしながら、競い合ったり、
認め合ったりするなどの楽しさを味わう

＜忍者の修行＞
修行のイメージで、多様な動きが経
験できる場を設定。川渡りや屋根歩
きの修行で、渡る、横歩き、よじ登る、
はうなど、多様な動きが見られた。

修行の場やチャレンジカードの
中から自分で活動を選ぶこと
で、意欲的に取り組んでいた。

＜チャレンジカード＞
自分でやってみようと思えるような、具
体的な内容にする。
自分から取り組み、できるようになった
ことを喜んだり、友達と励まし合い一緒
に取り組んだりする姿が見られた。
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体を動かす機会

関わる機会

体を動かす機会（体育授業以外）
マイスクールスポーツ「なわとび」縦割り班活動
数年前からマイスクールスポーツ「なわとび」は、縦割り班活動の一環としても取り上げ、関わる力・コミュニケション能力の育成と心身の健康や体力についての関心を高めることを目的として実践している。上級生が下級生
になわとびを教えたり、共に体を動かしたりすることを通して思いやりの心を育む和やかな姿が見られる。

6年生を中心に、いろいろな跳び方をしたり、時間跳びをしたりする。

休み時間には、上級生がなわとび検定をしたり跳び方を教えたりしている。

休み時間・ロング放課後遊び（時程の工夫で年４０回）
遊ぶ時間と場所の確保で、体を動かす機会と関わる機会を増やす。

※昼休みと清掃時間の工夫で、校庭で遊ぶ時間をとっている。
※サポート教室の実施で、運動に楽しく取り組む機会を設ける。
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体を動かす機会

関わる機会

関わる機会
異学年との交流・連携など
幼小の連携や多様な交流活動を通して、関わる機会を増やし豊かな心を育成する。

●１年生サポーター（６年）
サポーター制度

●学校探検（１・２年） 異学年交流

●芋掘り遠足（幼・３年） 幼小交流

●水泳サポーター（６年）
サポーター制度

●ブラスバンド（５・６年） 異学年交流

●久松縁日（幼・５年） 幼小交流

●６年生との交流集会

●デイサービスセンターでの交流（６年）

●勤労感謝集会
地域でお世話になっている方との交流

その他
トップアスリート水泳教室（スポーツ教室）
運動に親しむ、取り組むきっかけとし、豊かな心と健やかな体の育成につなげる。

柴田亜衣さんをお迎えして、講演と高学年の水泳教室

石黒由美子さんをお迎えして、講演「夢をあきらめない」と高学年の
実技指導 2008年北京オリンピック シンクロナイズドスイミング日本代表

2004年アテネオリンピック 競泳女子800M自由形金メダル

11

成果として期待していること

小学校

・小集団活動、
グループ活動、による学び合い学習の充実・定着
→主体性・関わる力の育成、言語活動の充実
・体育授業の充実、遊ぶ機会や体を動かす機会の増加による、運動に親しみ、楽しさやできる
喜びを味わう機会と関わる機会の広がり→自己管理能力の育成
・各教科・道徳・特別活動・生活指導等の連携による心の健康づくりの拡がり
→自他を大切にする心の定着・豊かな心の育成
・発達や実態に即した学習指導の計画の見直し（小集団活動の位置付け）
→主体性・関わる力の育成
・幼小合同研究会・幼小交流活動の充実による互いの理解

幼稚園

・昨年度まで行ってきた活動を基に、年間の見通しをもって３つの視点で活動や環境を工夫す
ることで、意欲的に活動に取り組み、多様な動きを経験することができた。

課題として浮かび上がってきたこと
小学校

・児童一人一人が意欲的に活動し、自己肯定感を引き出すための教材づくり
（各教科等）
・他教科等の学習指導の計画の見直し
・幼小の接続の在り方

幼稚園

・限られた環境での、活動の取り入れ方の工夫

【ご指導いただいた先生方】
山梨大学教授
東海大学准教授
中村 和彦 先生
大越 正大 先生
東京学芸大学准教授
社会福祉法人葛飾福祉館運動保育士
吉田伊津美 先生
堀内 亮輔 先生
中央区教育委員会
指導室長
統括指導主事
統括指導主事 伊藤 聡
増田 好範 先生
宮崎 宏明 先生
先生
指導主事
指導主事
幼児教育担当専門官 山口 晃司 先生
柄澤 武志 先生
丸山 順子 先生
【研究に携わった教職員】 （◎研究主任 ○研究推進委員）
校園長
副校長
副園長 早川 幸
酒井 寛昭
小林 浩二
小学校
１年 ○伊丹 千帆
菊池 佳子
２年
木原 千鶴
○森田
慎
３年 ○佐藤 光昭
４年
大沢 卓美
５年
森本 響子
６年 ○杉田 高樹
音楽
髙石 美佳
図工 ○杉浦由美子
算数少人数
越智
養護
中満

山田

記央（育代） 非常勤教員

○幸徳扶美子
○伊藤 幸恵
○荒川 弘樹
○水上美穂子
◎中嶋 友晴

黒川 悦子
非常勤教員
遠藤 静枝
非常勤教員
比毛 幸子
算数少人数講師 田村 榮夫（５～７月）
伊藤
圭（９月～）
体育指導補助員 山口 拓紀
体育指導補助員 大西 真平
栄養士
片岡 奈津
事務
安井 教晶

啓太
美紀（育代）
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幼稚園

谷澤 千尋 豊田 朋恵
田上 恵（４～８月）
江尻 恵子（産育代８月～）
年中
梅本 理紗 ○小手森栄美
年長
田原 雅代
村上 佳織
保育補助 岩城 隆子
夏目 篤子
石川千佳子
荒木 麻耶
阿部 真秀
乙訓 弘美
年少

