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Ⅳ 研究の内容と実践 ※各学年指導案ともに、本時案ページの後に「 当日記録、成果と課題」を収録している。 

第一学年の実践 

体育科学習指導案  
 

令和３年 12 月６日（月）５校時 

中央区立泰明小学校 体育館 

１年１組 

男子 1６名 女子 1３名 計 29 名 

指導者 大竹 秀子 

体育指導補助員 横山 修幸 

 

１． 単元名   表現あそび 「どうぶつランドでへんしん」 

 

２．単元の目標 

（１） 特徴ある動きを捉え、跳ぶ、回る、ねじる、這う、走るなどの全身の動きで踊ることができる。 

 ［知識・技能］ 

（２） 題材の特徴的な動きを見つけたり、友達の動きを取り入れたりすることができる。 

［思考力・判断力・表現力］ 

（３） 運動に進んで取り組み、だれとでも仲よく踊ったり、場の安全に気を付けたりすることができる。 

［主体的に学習に取り組む態度］ 

 

３． 単元の評価規準 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

単
元
の
評
価
規
準 

① 表現遊びの行い方を知って

いる。 

② 思いついたものに次々と変

身して楽しむことができ

る。 

③ 色々な動物や生き物など、

題材の特徴や様子を具体的

な動きで捉え、全身を使っ

て楽しく動いている。 

④ 簡単な話にして続けて動く

ことができる。 

⑤ 題材を見付けて友達と一緒

に動いている。 

⑥ 変身したいものを選ん

でいる。 

⑦ 題材の特徴にふさわし

い様子や動きを選んだ

り見付けたりしてい

る。 

⑧ 変化する場面を見付け

て、簡単な話を作って

いる。 

⑨ 題材の特徴を捉えた友

達の良い動きを見付け

ている。 

⑩ 表現遊びに進んで取り組も

うとしている。 

⑪ きまりを守り誰とでも仲良

く踊ろうとしている。 

⑫ 友達とぶつからないよう

に、場の安全に気を付けて

いる。 
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４． 児童の実態 

（１）意識調査 （令和３年 11 月実施 回答数２９名） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３％ 

6.1％ 
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（２）考察 

  ａ．体育の授業に対する関心・意欲について 

  体育の授業において、児童はこれまで意欲的に学習してきた。学習内容によって、自分なりに

得手不得手を感じているであろうが、学習計画に基づいた<遊び>を中心とした運動を行い、取り

組みやすい運動を行っている。アンケートの結果から、体育の好きな児童は９７％であり、好き

ではないと回答する児童はいなかった。このことから、体育の学習に対して興味・関心の度合い

は高いものと考えられる。 

 

  ｂ．チームでの遊びについて 

       アンケートの結果からも、「体育で楽しいと思うのはどんなときか」という質問では「チー

ムで運動したとき」と答えた児童が４２．４％であった。このことから、チームで活動する事

が有効であると考えられる。そのため、本単元の活動においては、チームごとに取り組んでい

くこととする。その際、チームの友達と動きを工夫したり、他チームの動きの良いところを見

付けたりすることで、より技能や意欲を高めていけると考える。また、授業の中で、〈誰とで

も仲よく運動する〉ことの大切さも、今まで行ってきた「体づくり運動」や、「ボール型遊

び」の中で学んできたので本単元でも引き続き、取り組んでいきたい。 

 

ｃ．他者との関わり合いについて 

     アンケートより、友達に褒められて楽しいと感じる児童が９．１％と低い割合であった。今ま

でクラスでも互いに友達同士よいところを見つけ、伝え合う場面は設定してきたが、今回の結果

から、伝え合う方法に工夫が必要だと考えた。そのため、子供たち同士動画を撮り、見合うこと

で、たくさんよさを見つけて伝えられるようにしたい。 

 

５．研究主題の内容との関連 

 （１）タブレット・ＩＣＴの活用場面 

   【自分たちの動きを見る】 兄弟チームを構成し、チームでの動きをタブレット端末で動画撮影す

る。撮影後、動画再生して自分たちの動きを確認する時間を設ける。自分のチームの動きを兄弟

チームに撮影してもらうことで、客観的に自分の動きを見ることができるように考えた。 

   【動き方の比較をする】 自分たちの動きを撮影する機会を複数回設けて、2 ファイルを同時再生

して確認できるようにした。自分で考えて動き方を変えたことや、チームで話し合って動き方を

工夫したことを発見しやすくするために、「2 画面比較」の機能を活用した。 

   ・ 自分たちの動きを客観的に見たり比較したりするために、タブレット・ＩＣＴを活用した。 

 

 （２）主体的・対話的で深い学びの実現 

・ 友達とのかかわり合いの中で、自分と違う考えを受け入れ、相手の気持ちを考えて行動してい

けるように育てていく。また、友達の動きを見て、良いところのまねをしようと思えるように育

てていく。 

・ 振り返りを行い、次のステップに生かせるように意見交換をする場を取り入れる。全体の場で

「いいとこみつけ」をすることで、友達のよい動きにも注目させていく。 

・ 友達から出た言葉で、相手を認め、力付ける言葉が出た場合、「あったか言葉カード」に記入

し、どんどん使っていけるようにしていく。 
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６．学習過程・評価規準 

時間 1 ２  ３ 

学
習
内
容
・
活
動 

１．学習のめあてを確認する。 

 

２．ウォーミングアップタイム 

「だるまさんがころんだ」教 

師の声掛けとリズム太鼓の合

図でピタッと止まる。（面白い

ポーズで止まる） 

 

３．「もうじゅうがりにいこう」

で、いろいろな動物に変身す

る。 

 

４．整理運動をする。 

 

５．本時の振り返りをする。 

 

 

１．学習のめあてを確認する。 

 

２．ウォーミングアップタイム 

 

３．「どうぶつランドでへんしん」 

・大きな動物、せわしく走ったり

動いたりする動物、跳んだりは

ねたりする動物、這う動物など、

特徴的な動きの動物に次々と変

身して楽しむ。 

・動画を見る。 

（動物の動きに注目） 

・その様子や特徴の違いに着目

しながら、友達と楽しく動く。 

 

４．整理運動をする。 

 

５．本時の振り返りをする。 

１．学習のめあてを確認する。 

 

２．ウォーミングアップタイム 

 

３．動物絵かるた 

・動物の様子や特徴の違い

に着目しながら、友達と楽し

く動く。 

 

・好きな動物を選んでその

動物の特徴を捉えて動く。 

 

４．本時の振り返りをする。 

 

 

指
導
・
支
援
上
の 

留
意
点 

○学習のめあてと進め方を掲示
しておく。（プロジェクター） 

 
 
○リズム太鼓の合図でポーズ

し、動きを止める約束を伝え
る。 

 
○友達と違った動きをしている

児童を称賛する。 

○題材の特徴を充分に捉えている児童の良い動きを、跳ぶ、回る、
ねじる、はう、すばやく走るなどの具体的な動きと結び付けて称
賛し、児童に具体的な動きを意識させる。 

 
○体育館に動物たちの動きの特徴ごとにコーナーをつくり、そのコ

ーナーで好きな動物を選んで動くようにさせる。 
 
 
○コーナーごとに絵かるたを裏返して置き、児童がかるたを返すこ

とで、描かれた動物の生き物に即興的に変身する。 

評 

価 

態度①表現遊びに進んで取り組もうとしている。〔表情や行動〕 

態度②安全に気をつけて運動しようとしている。〔行動〕 

態度③きまりを守り誰とでも仲良く踊ろうとしている。〔行動〕 

思考･判断①自分が変身したい動物や生き物を選んでいる。〔学習カード〕 

技能① 色々な動物や生き物など、題材の特徴や様子を具体的な動きで捉え、跳ぶ、回る、ねじる、

はう、すばやく走るなどの全身を使って、楽しく動くことができる。〔行動〕 
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時間 ４・5・６（本時）・7 

学
習
内
容
・
活
動 

１．ウォーミングアップタイムをする。 

  

２．学習のめあてを確認する。 

・動きの確認をする。（体全体を使って動く。音を聞いて動く。声はなるべく出さない） 

 

３．友達とお話を作って踊る。 

★「○○が○○しているところ」友達と一緒に作った簡単な話の言葉掛けで動く。 

・友達と一緒になって、動きに簡単な話を作って動く。 

・友達の動きを見合う。（動画・二画面比較） 

 

★生き物ランドメドレー 

・今まで自分が踊ってきた動物や生き物の中から、連続して動く。 

 

４．整理運動をする。 

 

５．本時の振り返りをする。 

指
導
・
支
援
上
の 

留
意
点 

○「○○が○○しているところ」から何かが起こって、動きに変化をつけて話を作る。 

○話の場面が変わっても、その動物の特徴的な様子や動きを意識するよう、言葉を掛ける。 

○全体をいくつかのグループに分け、見合うグループを決める。題材の特徴的な動きや作った話に合

わせた動きを友達同士で見合う。 

評 
 

 

価 

態度②安全に気を付けて運動しようとしている。〔行動〕 

態度③きまりを守り誰とでも仲良く踊ろうとしている。〔行動〕 

思考・判断②変化する場面を入れ、簡単な話を作っている。 

思考・判断③題材の特徴を捉えた友達の良い動きを見つけている。〔他者に伝える言葉・文章〕 

技能②簡単な話の作り方を知り、友達と一緒に続けて動くことができる。〔行動〕 

技能③自分のお気に入りの題材を見付けて友達と一緒に次々と動くことができる。〔行動・動き〕 
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７．本時［６／７時］  

（１）目標 

   ・題材を友達と一緒に楽しく動くことができる。 

   ・題材の特徴を捉えた友達の良い動きを見付け、伝え合うことができる。 

    

（２）本時の展開  

時間 学習活動・内容 ◇支援・留意点  ☆評価 

導
入
１
５
分 

１．整列、挨拶をする 

 

２．ウォーミングアップタイム 

・ダンス 

・絵かるたあそび 

絵かるたを裏返して、描かれた動物を児童が

即興的に踊る。 

・音に合わせて動く。（チェッコリ） 

 

３．学習のめあてを確認する 

 

 

 

 

 

◇安全に気を付けて活動できるように使

用する部位をよく動かす。 

◇動きに工夫が見られる児童を褒める。 

 

 

◇子供が動きやすい曲を選ぶ。 

 

 

 

 

展
開
２
５
分 

４．音に合わせて友達と一緒に踊る 

・チームごとに作った動きを確認する。 

・最初の場面から動きの変化をつけて動く。 

・チームで見合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．他チームの友達の動きを見合う 

・他グループの動きを、お話を想像しながら 

見る。 

・良いところを発表する。 

・アドバイスをし合い、もう一度踊る。 

◇友達と一緒によりよい運動ができるよ

うな声掛けや、動き方の工夫を考える

よう助言する。 

 

◇話の場面が変わっても、その動物の特

徴的な様子や動きを意識するよう、言

葉を掛ける。 

◇動画の二画面比較を活用。 

 

☆誰とでも仲良く踊っている。 

［主体的に学習に取り組む態度］ 

☆友達のよい動きを見付けている。 

［思考力・判断力・表現力］ 

 

 

 

ま
と
め
５
分 

６．整理運動をする 

 

７．本時の振り返りをする 

 

 

８．整列、挨拶をする 

 

 

◇学習のめあてに即して振り返りを行

う。全体の場においても共有できるよ

うにする。 

 

 

いろいろなどうぶつになってともだちのよいうごきを見つけよう 

26 
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８．当日記録、成果と課題 

 

（１） 分科会提案 

・体育科でタブレットを使えないか模索した。 

・タブレットを通して、自分たちの動きを見る、自分の動きを客観的に見ることができる良さを体験でき

るようにした。 

・２画面比較機能の活用。運動の前と後の比較ができるといいなと思い取り入れた。 

動きの変化も確認しやすくなった。もっと大竹先生がチャレンジしたいこともあったが、今回はここま

でにした。 

 

（２） 協議会記録より 

「視点①タブレットを活用することを通して、友達のよい動きを見付け、伝え合うことができていたか。」 

〈低学年分科会〉 

・２年生でももっとタブレットを生かした学習を取り入れないといけないと思った。 

・２画面比較。比べやすくなったと思った。 

・一人は撮影、他の子はやることがなく、何か別な役割があるといいと思った。 

 

〈中学年分科会〉 

・自分の動きを見直すことができて、よりよい動きにつながっていた。 

・友達がいいアドバイスをしているのに、本人にそれが伝わっているのか疑問に思った。 

・まず見る時間、それから話し合う時間、などと話し合う時間を構成すればよいと思った。 

・友達の良さを見付ける点について、一回、二回見直すこともできると思ったが、今回は２画面で一回の

み見るグループが多かった。また、生で感じた良さも言っている子もおり良かった。 

 

→大竹先生から  

目で見て、何がよいか、つたない子供の言葉でも何か伝わるように指導した。前よりも日に日に良くな

っているか、感じたとは思う。昼休みに、タブレットで撮影する場所を固定して、撮影するように指示

を出した。 

綱引きの動きで、一緒に動いたり、鳥の動きで、うろうろ動いたりする場面が出てしまった。また、撮

影者が、表現している子の中に入ることもあったので、「動き」への指導、「撮影」への指導、さらに必

要と感じた。 

 

〈高学年分科会〉 

・よい動きとはどういう動きなのか。 

・再生画面を見切れない、画面の取り合いのようなことが発生する件について。グループを増やしたり、

タブレットの台数を増やす方法もあると感じた。 

・２画面比較については、兄弟グループや、個人のペアリングなどで撮影し合う方法もあると考えた。 

 

「視点②子供たちは学習活動を通して、仲間とかかわり合い、表現リズム遊びをすることができていた

か。」 

〈低学年分科会〉 

・役割を把握して、かかわり合いもできていた。 

・ジャンボリミッキー、「おなかがすいた」など、次の表現につながりそうな学習内容だった。 
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〈中学年分科会〉 

・子供たち楽しんでいた。自分で見て、修正できる、など。かかわり合えていた。 

・一点だけ、ストーリーについてはいつ考えたのか教えて欲しい。 

 

→大竹先生から 

・音楽学習発表会練習や鑑賞の隙間の時間で作っていた。 

この曲は「鳥」を表した曲なんだけど、「鳥の様子のイメージ作れる？」などのことを話し合ってきた。 

 

〈高学年分科会〉 

・タブレットの画面を見ながら友達の良いところを見付けて伝え合えていた。 

・教員の言葉を引用して、ややオウム返し気味に「体全体を使っていて良かったよ。」という児童もいた

ので、鳥やライオンなど、各動物に合った「良い動き」「大きな動き」の例示、示範があるともっと良

くなるのではないか。 

・体育指導補助員との連携が良かった。体育指導補助員の音楽をかけるタイミングを見計らうところや、

一緒に踊りを示範する姿もとても良かった。 

 

（３） 講師講評記録より 

東京学芸大学大学院教育学研究科 教職大学院情報教育サブプログラム担当 准教授 北澤 武先生 

・体育の目標の中では、「体育の見方、考え方を働かせ、課題を見付け、解決に向かわせていく」などの

ことが示されているが、何よりもまず学習を楽しんでいることが大切。 

・生涯にわたって「動く」ということを楽しもうとする思考を育てていきたい。 

・そもそも、自分の姿を見るということ、「自分の姿の見える化」を成長に生かしていく。それができる

のが体育の本当の良さ。 

・将来的に、他のグループも「見える化」すると、「上手だし、まねしてみよう」、となる。 

・子供と共に創る授業、的確な技術指導、教師と子供の相互作用などができていた。 

「お手本になる授業だったな」、と感じた。 

・「ICT」を授業内で使うとしたら、４～５分。認知学習場面で ICT を使える。 

ずっと運動やりっぱなしではなく、ICT を使うところで少し体も休める。 

・教室全体で１台だと一斉授業タイプ。 

・１人１台タブレットを所持していると、知識技能の習得、即座の確認、気付き、意欲の高まりなどにつ

ながる。また、見学する子は先に見られるメリットがある。だから見学する子も活躍できる。 

・他の学校でも見学した子にどんどん撮影させている。 

・場合によっては、家でも動画を見られる。現在、授業時間外との連携も着目されている。 

・動画視聴について、 

ICT なしの時代。ここだよ、と指し合う。 

ICT ありの時代。遅延再生。遅れて再生、スローモーション、などができるようになってきた。 

・自分たちは全体も俯瞰しながら自分の立ち位置も作っていて、レベルの高い子供たちだった。 

・準備運動から絵カルタに上手く入れていた。表現活動にスムースにつなげられていた。 

・みんなの言葉、前の時間を踏まえながら進められていた。 

・具体的な視点、ずっと提示できていた。立ち位置、ここは各学校ごとに工夫されているところ。 

・撮影位置を定められていた。 

・特定の子の考察もできるかもしれない方法として考えられる。 

・視聴方法の確立。上手に見られている班を示してみるなどすると、次回はみんながまねをするかもしれ

ない。 

・撮り方にはいろいろなパターンあると思うが、自分がやって、見て、やり直す、という流れはよかった。 

・子供たちの気付き、大事にしながら次に生かせるのかなと思った。 

「きれいになっていた。羽の動きがよくなった。」 

「飛び方が違っていた。」 
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「上手いと言われてうれしかった。」 

「友達の直しているところが上手かった」 

「自分の姿が見られて楽しかった。」 

「ビデオで友達の姿が見られてうれしかった」 

・子供たちの人間関係にもつながっていく。補完として残しておくのもよかった。 

・どんどん整理体操にいく流れも素晴らしかった。 

資料「情報活用能力の体系表例」（★１） 

１年生として情報活用能力はどうだったか。 

★１内の STEP１ 

「１～２点の情報から分析できる。」 

→できていた。 

「情報発信、交流」 

→できていた。 

「動画を２画面操作」 

→できていた。 

東京都が目指す指標も十二分に達成できていたと思う。 

中央区も体系表作ろうとしているようだ。貴校もできているかもしれません。 

「小学４年生 体育 佃島小学校の事例」 

・友達に自分のタブレットでとってもらう。 

・アナログの道具の準備も大切。 

・先生のお手本もある。自分のイメージ化につなげる。 

・最後のポージング、マット、上手くなっていることを実感している児童。 

・何がこの授業でできるようになったのか、次の目標もできている。いろいろな方法を試すことができて

いた。 

・何ができたのか、技能面の確認について問うことも必要。 

 

「阪本小学校の事例」 

・どういう順番で演技するか。 

・一人一人動画撮影。 

・先生のお手本。修正ポイントも指摘しながら示している。 

・プログラミング的思考。一つ目、二つ目、三つ目、「違う順番でやります」というような修正。 

繰り返し練習することで、最終的に自分ができるストーリーを決めていた。 

・組み合わせ演技の個人評価。自分で見る時間と友達と一緒に見る時間を設けていた。一人で眺める子も

いた。「自分の姿を見たい。」という気持ちが子供にはある。 

・「開脚前転ができた。たまに足が開いてしまうからそれを直したい。」 

１年生で記述が難しい場合は、「◎・〇・△」みたいな自己評価方法もある。 

「ダンスのプログラミング」 

・江戸川区の事例。テンポに合わせた振り付けで、「前向く」「左向く」みたいな流れ。 

「僕そんな動きになると疲れちゃうよ。」という意見を受けて、動きを修正するグループなどが見られた。 

・練習→相互評価→踊り方。タブレットに集中することで、下を見てしまうという問題が発生。 

「みんな下を見て踊っているよね。よくないよね。」 

「タブレット見ないでやろうよ。」 

そして、踊り方が変わり、別な班にも波及した。 

・振り返り、「～ができた」という振り返り。 

「家でも練習する。」という次へ向けた「主体的」につながるものになった。 

・自分たち、自分に自己調整をかけて、できるようになっていた。 

・「一年生でもできる」というのを見せてもらえたのは大きかった。これから素晴らしい高学年になる。 

→大竹先生から 
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・各先生に支えてもらった。明日からもさらに勉強してやっていきたい。 

 

（４） 成果と課題 

＜成果＞ 

 ・最初のアンケートで、体育で楽しいと思う時はどんな時かという質問に対して、チームで運動した時

が楽しいと感じる児童が多かった。今回の「表現運動」も、チームで表現をタブレットで見合い、話

し合いを行った。一人ではなかなか表現しにくいことも友達との会話の中でヒントを得てのびのび

と動物になりきることができていた。 

 ・ウォーミングアップタイムが本時につながる動きになっていた。音楽の中で、ミラーゲームや、音に

合わせて動くことを行い、本時に向かう準備運動になった。また、リズムに合わせて動作することで、 

  リズム感を身に付けることもできた。 

 ・タブレットを活用した授業ということで、児童自身が自分を映像で客観的に見ることができた。最後

の感想では、児童から、「自分の姿を見られて動き方が良くなった。」という意見が出た。タブレット

の効能として①動物の細かい動きを確認できた。②繰り返し再生して何度も友達と共有することが

できた。③１回目と 2 回目を比較することで修正したり、新しいアイディアが浮かんだりした。 

児童自身が感じていて大きな成果だと感じた。 

 

＜課題＞ 

 ・最初の表現運動ということもあり、もっとシンプルに題材を与えても良いのではないかと思った。児

童がもっと感じたままを表現しても良いのではないかと思った。また、作ったお話を表現する内容で

はあったが、自由な動きが制限されてしまっていたのではないかと感じた。 

 ・タブレットの配置、数、見ている児童の動きなど、もう少し具体的に考えて行うべきだった。見てい

る子全員にタブレットを持たせて一人一人を撮影しても良いのではないかと感じた。本時では、大勢

で共有しすぎてなかなか一人一人を細かく見とれていなかったと思う。 

 

 


