運動の多様な関わり方をし、運動に親しむことのできる児童の育成
―OPP シートを活用した体育科授業実践を通してー
教職実践基礎領域
２１８Ｓ００５
I

はじめに
2020 年東京オリンピックの開催が延期となり、2021
年開催の賛否についても注目が集まっている。
「生涯ス
ポーツ」という名があるように、生涯を通して、スポ
ーツと関わり、スポーツを通して対人関係の構築をし
ていくことはこれからの社会にとって大切なことの一
つといえる。
連携協力校の休み時間の運動場では、元気よく友達
とドッジボールや鬼ごっこをする姿を目にする。一方
で、
「体を動かしたくない」
「友達と運動するより一人
で運動していたい」
などといった声を聞くことがある。
心身ともに大きく成長する学齢期に、小学校体育で
のスポーツ・運動と出会う機会は貴重であり、その貴
重な時間を共有できる教師という仕事のありがたみと
責任の重みを感じながら、子どもとスポーツを関わら
せていきたい。スポーツと関わるといっても、スポー
ツを「する」だけでなく、スポーツを「する、みる、
支える、
知る」
といった運動の多様な関わり方がある。
そのような関わり方をすることで、社会へ出てからも
運動に親しむことのきっかけをつくることができる。
どの年齢になっても、誰もが豊かなスポーツライフを
送れるように手助けをしたいと考える。
以上のような問題意識から、
「する、みる、支える、
知る」といった運動の多様な関わり方をすることで、
運動に親しむことのできる学習指導について実践研究
を行う動機となった。本稿は、名古屋市内の連携協力
校にて小学校６年生の器械運動(跳び箱運動)の授業研
究を通して、
「運動に親しむことのできる児童を育てる
こと」を目的とし、One Page Portfolio シート(以下
OPP シート)や場の設定における指導の工夫を行った。
その過程において、児童の体育における運動の価値観
の変容を実践から解釈し、授業者と学習者の在り方に
ついて検討していく。
II テーマ設定の理由
1 今日的な教育課題
小学校学習指導要領解説(体育編)で挙げられてい
る今日的課題をまとめると次のようである。
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【今日的な課題】
・ 習得した知識及び技能を活用して課題解決す
ることや、学習したことを相手に分かりやすく
伝えること等に課題があること。
・ 運動する子どもとそうでない子どもの二極化
傾向がみられること。
以上のような課題を踏まえ、体育学習では多くの仲
間と自由に交流できる場を生み出しやすいという特性
を生かして研究を進めていく。また、二極化が進んで
いる現状において、運動しない子どもの思いを尊重し
た実践をしていく。
2 「運動の多様な関わり方」とは
小学校学習指導要領では、生涯にわたる豊かなスポ
ーツライフを実現する観点を踏まえ、
「運動やスポーツ
をその価値や特性に着目して、楽しさや喜びとともに
体力の向上に果たす役割の視点から捉え、自己の適性
等に応じた『する・みる・支える・知る』の多様な関
わり方と関連付けること」としている。
さらに、保健体育科改訂の要点として以下のことを
述べている。
運動やスポーツとの多様な楽しみ方を重視する
観点から、体力や技能の程度、性別や障害の有無等
にかかわらず、
運動やスポーツの多様な楽しみ方を
共有することができるよう指導内容の充実を図る
こと。その際、共生の視点を重視して改善を図るこ
と。
つまり、これからの体育学習において、運動の多様
な関わり方の必要性を説いていることが分かる。
また、細江(1999)は「仲間と教え合ったり、励まし
合ったり、あるいは共感したりという、他者や運動と
のコミュニケーション、つまり、
『関わり合い』のなか
で『自分や仲間にとっての運動の意味を創りだしてい
くこと』に学習の価値をおく」と述べており、体育学
習での多様な関わり方の必要性を述べている。
以上のように、
「体を動かすことが体育だ」という考
えだけでなく、多様な楽しみ方や関わり方をすること
もスポーツと関わっているという視点を入れていく。
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３ 「運動に親しむ」とは
社会に出てもスポーツと関わりをもつ児童を育成す
るためには、運動に親しみをもち、積極的に取り組め
る活動が必要になってくる。また小学校学習指導要領
では、
「運動に親しむとは、それぞれの運動が有する特
性や魅力に応じて、その楽しさや喜びを味わうととも
に、公正に取り組む、互いに協力する、自己の役割を
果たす、仲間の考えや取組を認める、安全に留意する
などの態度を育むこと」と述べられている。
そのため、単元内に運動の多様な関わり方ができる
場を設定することで、運動の有する特性や魅力を感じ
たり、運動に親しんだりすることができ、社会にでて
もスポーツと関わろうとする態度が養われるのではな
いかと考える。
４ 対話的な学び
平成 28 年の中央教育審議会答申では、
「学び」の本
質として重要となる「主体的・対話的で深い学び」の
実現を目指す授業改善とし て、
次の３つの視点が提示
されている。
① 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア
形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って
粘り強く取り組み、 自己の学習活動を振り返って
次につなげる「主体的な学び」 が実現できている
か。
② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先
哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自
己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現でき
ているか。
③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教
科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせなが
ら、知識を相互に 関連付けてより深く理解した
り、情報を精査して考えを形成したり、問題を見い
だして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造
したりすることに向かう「深い学び」が実現できて
いるか。
佐藤(1995)が提唱した「対話的学びの三位一体論」
でも、
「主体的・対話的で深い学び」に通ずるものがあ
る。佐藤は「学び」の活動を「意味と人の関係の編み
直し」と称し、
「対象との対話」
、
「自己との対話」
、
「他
者との対話」の３つの対話的実践として捉えている。
「対象との対話」とは、
「教育内容の意味を構成する
対象との対話的実践」であり、
「世界づくり」であると
述べている。この実践は「対象を認識し言語化し表現
する文化的・認知的実践」と述べている。
「自己との対話」とは「自分自身と反省的に対峙し
て自己を析出する自己内の対話的実践」であり、
「対象
の意味を構成し、
世界との関係を構築ながら、
同時に、

自己内対話を通して、自己の保有する意味の関係を編
み直し、自己の内側の経験を再構成」する実践を「自
分づくり」と述べている。
「他者との対話」とは「他者との対話的実践」であ
り、
「仲間づくり」であると述べている。学びの実践と
は「対象世界との対話とされる探求と表現の実践を軸
として、上記の３つの対話的関係を相互に発展させる
実践」と述べている。

つまり、
学習者自身が他者とモノと対話し(関わり合
い)ながら、
自身が考える輝ける場を見つける体育の学
習が大切であるといえる。
「世界づくり、自分づくり、
仲間づくり」というような運動の多様な関わり方の中
で、
「運動に親しむことのできる児童の育成」を目指し
ていきたい。
５ 器械運動(跳び箱運動)の授業づくり
器械運動(跳び箱運動)は、自己の能力に適した技や
発展技に挑戦したりすることによって技を身に付けた
時に、楽しさ、
「技の達成」の喜びを味わうことのでき
る運動である。岩田(2018)は、
「次の動きを見越して自
身の体に勢いをつけたり、制御したり、止まったりな
ど、自在に体をコントロールできるようになることが
課題であり、
それを達成していくことに醍醐味がある」
と述べている。
つまり、自己の能力に応じた達成感のある体育学習
が求められており、このことを踏まえた手立てを講じ
ていく。
鈴木(2012)は器械運動を学ぶ上で大切なことにつ
いて、
「いろいろな技ができるということが目指される
のではなく、動きの『感じ』を知り、
『気づく』ことが
大切である」と述べている。単に技の練習をするだけ
でなく、跳び越える感覚を味わえる類似した運動感覚
例(アナロゴン)をすることで、
「動きの感じ」を知り、
仲間との関わり合いにより、各自で感じた「感じ」に
対して「気づく」活動が必要である。
これらのことから、単に技を習得するだけでなく、
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一人一人が感じる「動きの感じ」を知ることを大切に
し、それを共有する「気づき」の場の設定をし、本実
践を行っていく。

(「感じ」と「気づき」と技の習得過程)
Ⅲ 研究の構想
１ 児童の実態から
本実践が始まる前に、連携協力校の児童の実態を把
握するため、体育意識調査を行った。質問内容は、
「体
育の授業好き度合い」を 10 段階で示し、数字が上がる
につれて好き度合いが高い。また、その理由を自由記
述として回答させた。(児童数：23 人)
以下、調査結果を表にまとめたものである。
【児童の体育に関する意識調査の結果】

<好きの理由>
・体を動かすと、気持ちがよいから。
・みんなと遊べて楽しいから。
<嫌いの理由>
・思うように体が動かせないから。
・けがをするから。
・けがをした経験があって怖いから。
・一人で運動した方が楽しいから。
→好き度合い(1～5)が 7 人、(6～10)が 16 人と、対象
学級の児童は、体育に対して好意的な印象をもってい
る傾向にある。しかし、運動の好き度合いが低いと回
答した児童の理由として、これまでのけがの経験によ
る器械運動への恐怖感や、仲間と共に学ぶ意識の低さ
から、好き度合いを低くする児童の実態が明らかにな
った。
以上のアンケート結果から、目指す児童の姿を定め
ていきたい。

２ 目指す児童の姿
目指す児童を以下のように定義する。
運動の多様な関わり方をし、運動に親しむことの
できる児童
「運動の多様な関わり方をし、運動に親しむことの
できる児童」を、授業の中で具体的な姿で述べると以
下のようになる。
・ 「運動の多様な関わり方」とは、運動に取り組
む中で、仲間との関わりによって自己の役割を
認識し、児童が「する、みる、支える、知る」の
関わり方をし、学習に参加する児童
・ 「運動に親しむことのできる児童」とは、本来
の運動の面白さを実感し、自己の能力を高め、
これからの見通しをもつことのできる児童
目指す児童の姿に迫る実践研究を行うために、以下
のように研究仮説を設定した。
３ 研究仮説
小学 6 年生を対象とした体育科(器械運動)におい
て、OPP シートの活用や場の設定をすることで、意
図的な児童同士への関わりを促せば、運動の多様な
関わり方ができ、運動に親しむことのできる児童を
育てることができるだろう。
研究仮説を実現するための授業実践の手立てを以下
のように設定し、実践を行った。
４ 研究の手立て
(1) 手立て① 「スモールティーチャーゾーンの設定」
演技する跳び箱の一番近いところで仲間の演技をみ
て、
学び合うスモールティーチャーゾーンを設定する。
スモールティーチャーゾーンとは、フープで示した場
のことである。次に跳ぶ仲間へ助言をすることを繰り
返す。誰もが教える立場を経験することで、多様な関
わり方の
「みる」
ことへの関心を高めることをねらう。
演技する児童からも「自分の演技のここをみてほし
い」
「目線はどこがよいかな」といったような課題の共
有をすることで、学び合える場の設定をした。

－23－

【スモールティーチャーゾーンで仲間の演技を見ている様子】
フープの中では
スモールティーチャー役

手の着く位置と、目線を見ていて！

解」に対応させて作ることが有効的であるとされ、
「本
質的な問い」とはカリキュラムや教科の中心にあり、
探求を促したり、本質的な内容を看破することを促進
したりするような問いである。
「永続的理解」とは、数
年たって詳細を忘れた後でも身に付けておいてほしい
重要な理解のことである。
「永続的理解」は、学問の中
心にあり、
新しい状況に転移可能なものを指している。
このようなパフォーマンス課題を単元内に入れるこ
とで、器械運動(跳び箱運動)での学びだけに終わらず、
身近な生活や社会に出てからも生活に生かしていこう
とする力の育成になると考えた。

【ペアになり、互いの課題を解決している様子】
着地、どうだった？

ピタっと止まれていたよ！

【OPP シート 表】

(2) 手立て② 「運動経験の保証」
誰もが平等に仲間と交流して運動に取り組めるよう
な運動の環境設定を適切に行っていく。適切な環境設
定を行わなければ、運動の多様な関わり方と運動に親
しむサイクルは生まれてこない。誰もが参加しやすい
場の設定、多くの仲間と交流し、運動に関する知見を
広げることをねらう。また、技能低位の児童の恐怖感
を取り除き、児童が「やってみたい」
「楽しそう」と思
えるような場の設定に留意する。
児童数や技能差を考え、段数や踏切板の位置の違い
などの場を複数用意し、誰もが自己の課題に取り組む
ことができるような豊富な運動経験を保証する。そう
することで、本来の運動の面白さや親しみやすさを感
じ、仲間と学交流する時間ができる。時間内に多くの
活動ができるよう一時間の有効活用を図る。
(3) 手立て③ 「OPP シートの活用」
堀(2013)によると、OPP シートとは、
「教師のねらい
とする授業の成果を、学習者が一枚の用紙の中に学習
前・中・後の履歴として記録し、その全体を学習者自
身が自己評価する方法」のことをいう。学習者にとっ
ては、自身の成長過程が具体的内容を伴って可視的か
つ構造化された形で自覚でき、その変容から学ぶ意義
を感じ取ることが期待できる。また、教師は授業評価
に活用し、教育実践において簡便で利用しやすいとさ
れ、その効果が期待できる評価方法である。
学習者の日常的な学びを点ではなく、線で結ぶ必要
がある。そのため、学習のプロセスや足跡を学習や教
師が俯瞰できるようにすることが重要である。
したがって、OPP シートの活用を取り入れた授業実
践は、学習者の隠された可能性を感じ、そこで得た学
びを日常生活や将来の生活につなげていく学習活動に
有効な手立てであると考えた。
パフォーマンス課題について、西岡(2008)は「リア
ルな文脈の中で知識やスキルを応用・総合しつつ使い
こなすことを求めるような課題」
と定めている。
また、
パフォーマンス課題は「本質的な問い」と「永続的理

学習後の本質的な問い

学習前の本質的な問い

学習後の自己評価

【OPP シート 裏】

学習履歴

学習履歴

学習履歴

学習履歴

学習履歴

学習履歴

学習履歴

学習履歴

(4) 手立て④ 「振り返りの工夫」
運動における成果の確認・吟味を行うために振り返
りを重点に置く。その上で、授業前半・授業中盤・授
業後半での振り返りを以下のように行う。
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【授業前半】
前時の OPP シートに書かれた「意見や次の時間でし
たいこと」や前時の授業で出た大事なポイントについ
て共有し、課題形成を行う。
【授業中盤】
授業前半での児童から出た意見を全体で共有し、授
業後半に明確な活動をするための手助けを行う。
【授業後半】
課題に対して、どのように取り組んだのかを全体で
共有する。１時間の児童の取り組みを評価し、課題の
再形成を行う。
下にある図は、８時間を通してでた振り返りや授業
ででた児童の声を拾ったものである。このポイントを
意識し、学習後のパフォーマンス課題に活かしてもら
いたいと考え、ボードに示すようにした。
【技ごとのポイントを示したボード】

本単元で扱う技名

児童から出た
意識していきたいポイント

Ⅳ 研究に関わる教育実践
1 教師力向上実習Ⅱ
(1) 教師力向上実習Ⅱの概要
担当学級：６学年
児童数：23 人(男子 12 人 女子 11 人)
授業単元：器械運動「跳び箱運動」(８時間完了)
(2) 目標
器械運動(跳び箱運動)の中で、OPP シートやパフォー
マンス課題への取り組みを通して、以下のことができ
るようにする。
・ 仲間と運動の多様な関わり方をすること。
・ 運動に親しむことができること。
・ 多様な関わり方をし、これからもスポーツと関わ
ろうとする態度を養うこと。
(3) 単元構想(全８時間)
学習活動
教師の支援・指導
① オリエ ンテーショ
ンを行う。

〇 単元をどのように進
めていくか、OPP シート
についての説明をする。

② 開脚跳び・かかえ込
み跳びを行う。

〇 けがに注意して行う
よう声掛けをし、「次の
人にアドバイスをする」
フープの設置をする。

③ ペア学習でのかかえ
込み跳びを行う。

〇 技能差にかかわらず、
ペアを組み、互いのよい
ところや改善点を見つ
け出す。

④ 台上前転を行う。

〇 これまでの跳び箱運
動の時間のけがにより、
より優しい場の設定を
してから取り組ませる。

⑤ 台上前転(大きな台
上前転) を行う。

〇 「よりきれいな台上前
転をするには？」という
問いをする。

⑥ 首はね跳び(１)を行
う。
(既習した技の練習)

〇 既習した技との関連
する身体の使い方はあ
るかという問いをする。

⑦ 首はね跳び(２)を行
う。
(既習した技の練習)

〇 自身の反省を生かし、
次時で披露する技の練
習を行うようにする。

⑧ 単元のまとめとパフォ
ーマンス課題を行う。

〇 これまで仲間と学ん
だ意識するポイントを
頭に入れながら、技を披
露するようにする。

４ 研究構想図
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Ⅴ 検証方法
(1) 質的検証(OPP シートによる記述から)
抽出児Ａ・Ｂ・Ｃの３人の考えの変容を中心に分析
を行っていく。
【抽出児Ａ】
抽出児Ａは明るく、誰とでも接する心穏やかな
性格である。しかし事前の体育意識調査では 10 段
階の３と回答し、運動技能低位の児童である。
また、記述欄に「運動が苦手で、思うように体を
動かせないから」記述するように、体育学習に関し
て非常に消極的な印象である。
【抽出児Ｂ】
抽出児Ｂは、体育意識調査では 10 段階の７と回
答し、運動技能中位の児童である。体育学習につい
て記した記述欄に「好きでも嫌いでもない」という
印象をもっている。どの教科にも真面目に取り組ん
でいるが、仲間と学ぶ活動では、あまり積極的に関
わろうとする印象はなく、一人で活動する場面が多
く見られる。

【形成的授業評価の仕方】
① 毎時間４つの質問項目を「５」を３点、
「４」を
2.4 点、
「３」を 1.8 点、
「２」を 1.2 点、
「１」
を 0.6 点とし、５段階評価し、回答を得点化す
る。
② 各項目、次元、および９項目の合計得点につい
て、学級で平均得点を算出する。
③ 算出した平均点を診断基準(５段階)と照らし合
わせ評価する。
また、笠井(2019)が実施した授業評価アンケートを
参考に、OPP シートに毎時間の変化を見やすくするこ
とや児童の負担軽減のために、
「練習や発表の反省」と
して、質問項目を改良し、以下の項目で実施すること
にした。
１
２
３
４

がんばった度(成果)
楽しかった度(意欲・関心)
助け合った度(学び方)
役に立てた度(協力)

Ⅵ 実践の具体的な検証
(1) 質的検証(OPP シートによる記述から)
① 抽出児Ａの分析

【抽出児Ｃ】
抽出児Ｃは体育意識調査では 10 段階の９と回答
するなど運動技能上位の児童である。体育学習につ
いて常に意欲的に取り組み、運動技能も学級の中で
非常に高いところにある。課題解決に向けて仲間と
積極的にコミュニケーションをとろうとする姿勢
が見られる。
(2) 量的検証(形成的授業評価による分析)
形成的授業評価とは、１時間ごとの授業に対する評
価であり、高橋ら(2003)によって「意欲・関心」
「成果」
「学び方」
「協力」の４因子から捉えることができると
されており、児童にとって価値のある学習であったか
を診断する一つの指標となる。以下は、高橋(2003)の
考えに基づいて因子の内容を示したものである。
【形成的授業評価４因子】
因子名
因子の特徴
授業での子どもの技能学習や
「成果」
認識学習の成果、これに伴う感
動を意味する。
子どもの学習に対する自律的
「学び方」
な取り組み方を意味する。
子ども同士の肯定的・協力的
「協力」
な人間関係を意味する。
子どもが授業に意欲的に参加
「意欲・関心」 し、楽しさを味わうことができ
たかどうかを意味する。

(抽出児Ａの第 1 時の OPP シートの記述)
第１時に跳び箱運動のはじめとして、開脚跳びとか
かえ込み跳びの学習を行った。抽出児Ａの跳び箱運動
の現状として、
「助走をし、跳び箱の奥に手を置く」こ
とまでできている。また、着手する際に「奥に手を着
いた方が、開脚跳びが跳べる」と、思考していること
が分かる。
助け合った度や役に立てた度は「１」を示し、自己
の課題と向き合い、がんばって学習しているが関わり
合いについては十分な多様な関わり方ができていない。
第２時以降、助け合った度や役に立てた度を意識した
抽出児Ａは、徐々に自己の役割を発揮し、意欲的に仲
間に助言をもらいにいく姿が見られた。

(抽出児Ａの第６時の OPP シートの記述)
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第６時では、新たに、かかえ込み跳びに挑戦してい
たが、跳べなかった。しかし、仲間から抽出児Ａを何
とか跳ばせたいという雰囲気が高まり、助言をもらっ
ていた。第６時では、助け合った度が「５」
、役に立て
た度も「５」と、高評価に丸を付けている。第１時に
比べ、周りの仲間と協力し取り組んでいることが分か
る。感想でも、
「アドバイスをもらえてよかった」との
記述があり、一人で取り組むのではなく、周りと学ぶ
ことのよさに気付く様子が見られた。これは、
「知る」
という多様な関わり方の表れでもある。
次時以降も、仲間から学ぶ楽しさを継続して深めて
いけるように場の設定を工夫していく。

(抽出児Ａの学習後の自己評価の記述)
抽出児Ａは、振り返りとして「これからすこしずつ
できるようにしたい。これからも楽しくとんでいきた
い」と記述している。周りと比べるのではなく、自己
の適性に応じ、取り組んでいこうとする姿勢が見られ
た。また、運動に親しみながら、自己の役割を果たし、
これからの見通しを立てている。
【抽出児Ａの形成的授業評価のスコア】
抽出児Ａ

成果

意欲・関心

学び方

協力

総合

第１時

2.4

1.8

0.6

0.6

1.35

第２時

3.0

3.0

1.8

0.6

2.1

第３時

3.0

3.0

1.8

1.8

2.4

第４時

2.4

2.4

1.8

1.2

1.95

第５時

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

第６時

2.4

3.0

3.0

3.0

2.85

第７時

3.0

3.0

2.4

0.6

1.5

第８時

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

(抽出児Ａの第 7 時の OPP シートの記述)
抽出児Ａは第７時で補助ありの台上前転に成功して
いる。また同じ技能程度の仲間と共に学び合う様子も
見られ、平等に取り組んでいる様子が見られた。
「とて
もうれしかった。またやりたい」という記述から運動
に親しみ、
次時への見通しを立てていることが伺える。
しかし、役に立てた度が「１」と低評価に丸を付けて
いる。このことは、自分の演技に仲間の助けが強く印
象に残り、周りの仲間に自分から声掛けができていな
いためにこの評価になったと推察する。

抽出児Ａは８時間を通して、どの質問項目でも評価
が上がっている。特に「意欲・関心」
「学び方」
「協力」
因子が上がり、仲間と共に学ぶ楽しさを感じている。
第７時で評価が下がっているのは、抽出児Ａが、一時
間の活動を自己の課題に取り組む活動をしていたため、
他の仲間にアドバイスをする状況ではなかったと考え
る。形成的授業評価のスコアを見ると、運動の多様な
(抽出児Ａの学習前後のパフォーマンス課題の記述)
関わり方をし、運動に親しむことのできる児童に育っ
たと言える。
設定したパフォーマンス課題は、
「とび箱を安定して、 ② 抽出児Ｂの分析
キレイに跳ぶために意識することはどんなことだろ
う？」とした。学習前のパフォーマンス課題には、
「と
び箱の奥に着手すること」
についての理解はあったが、
学習後の記述では、
「手をおもいっきり押す」ことで、
跳ぶことに近づくと理解したことが伺える。また、台
上前転に関して、
「目線をおへそに向け前転をする」と
いう記述から、回転系の技をする際のきれいに回転す
るための目線への意識が芽生えていることが分かる。
(抽出児Ｂの第 4 時の OPP シートの記述)
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抽出児Ｂは、第３時で、跳び箱の着手時に手首をけ
がした。そのため第４時では跳び箱運動ができなくな
ってしまった。しかし、自分のできることは何かを考
え、跳び箱の準備や後片付け、仲間への技の助言をし
ている姿が見られ、多様な関わり方の「支える」関わ
りができている。助け合った度が「５」
、役に立てた
度が「４」と、いずれも高評価に丸を付けている。

(抽出児Ｂの第 7 時の OPP シートの記述)
第３時から取り組んできた台上前転を、仲間と共に
話し合う中で、初めて台上前転できたことを記述して
いる。
助け合った度と役に立てた度は第４時と同じ評価
をしていることから「仲間と関わりながら学ぶこと」
を意識し助け合った満足感が継続していると考える。

(抽出児Ｂの学習後の自己評価の記述)
OPP シートのよさである、はじめとおわりの記述の
質と量の違いに気付いている。しかし、学習を通して
感じた「目線」
「踏み切り」
「着地」などの理解の変化
などの詳しい説明があると、パフォーマンス課題の評
価としてはもっとよかったため、具体的な振り返りが
できるように筆者自身、指示を工夫する必要がある。
【抽出児Ｂの形成的授業評価のスコア】
抽出児Ｂ

成果

意欲・関心

学び方

協力

総合

第１時

3.0

2.4

2.4

2.4

2.55

第２時

3.0

3.0

2.4

2.4

2.7

第３時

2.4

2. 4

2.4

2.4

2.4

第４時

3.0

3.0

2.4

3.0

2.1

第５時

2.4

2.4

1.8

1.8

2.1

(抽出児Ｂの第 8 時の OPP シートの記述)
第６時
3.0
3.0
2.4
2.4
2.7
第８時では、一時間の活動で、開脚跳びができるよ
第７時
2.4
3.0
2.4
3.0
2.7
うになる児童の記述をしていた。多様な関わり方であ
第８時
1.8
2.4
3.0
3.0
2.55
る「みる」を働かせており、抽出児Ｂは積極的に助言
もしていた。
助け合った度と役に立てた度がともに
「５」
抽出児Ｂは単元を通して、
「みる」
、
「支える」といっ
と高評価に丸を付けている。仲間の取り組みが自分の
た多様な関わり方をしてきた。
少しではあるが、
「協力」
喜びになっており、仲間との関わりによって自己の役
の評価も上がっている。
「意欲・関心」では単元前後で
割を認識し学習に参加する児童の姿が見られた。
変化はないが、
「成果」因子が下がっている。単元途中
のけがのために思うように運動ができなかったことが
挙げられる。他の外的要因も考えていく必要がある。
形成的授業評価のスコアを見ると、単元前後の「総
合」因子に変化がないため、運動の多様な関わり方を
し、運動に親しむことのできる児童に育ったとは言え
ない。
③ 抽出児Ｃの分析
(抽出児Ｂの学習前後のパフォーマンス課題の記述)
抽出児Ｂは台上前転に関して、「おしりを勢いよく
上げることが大切である」という記述がある。このこ
とは、大きな台上前転を学ぶ上でも大切なことで、よ
り意識して取り組んできたことが分かる記述である。
(抽出児Ｃの第 4 時の OPP シートの記述)
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抽出児Ｃは第４時で、たくさん台上前転を練習して
いた。台上前転を安定して、きれいに跳ぶために着手
する身体の部分を具体的に記している。
「首の辺り」を
着くようにすることで、終末姿勢に安定していけるこ
とが気付けたと考えられる。助け合った度は「４」に
丸を付けている。
また
「たくさんの跳び方で跳びたい」
という記述から、運動の面白さが高まっていることが
分かり、次時以降も自己の能力を高めるために取り組
んでいってほしいと励ましの声掛けをした。

(抽出児Ｃの第７時の OPP シートの記述)
第７時では、場の設定を生かし、運動上位の児童で
もさらにレベルの高い場を複数設定することで、意欲
喚起を促した。
「一番奥のところで少しだけ挑戦してみ
た」という記述から、一番高いレベルの段に挑戦して
いることが分かる。また、跳び箱と踏み切りまでの距
離を少し狭めた場の設定を見直したことで、挑戦する
児童が増え、児童同士が協力して跳ぼうとする姿が多
く見られた。このことから抽出児Ｃは、本単元の目標
の「仲間と運動の多様な関わりをすること」について
の姿に近づいてきたと言え、このことが助け合った度
が「５」に上がった要因であると考えられる。

(抽出児Ｃの学習前後のパフォーマンス課題の記述)
抽出児Ｃは、学習前のパフォーマンス課題で、
「両足
着地や両足踏み切り、跳び箱の奥に着手する」と記述
している。また、学習後では学習前に比べ、
「手の着く
位置や目線、頭の着く位置を意識しながら跳ぶ」こと
が大切であると記述している。さらに、第６時以降に
行った首はね跳びに関して、
「最後のほうで背中をうか
す」といった記述をしている。これは、抽出児Ｃが学
習を通して学んだことである。
このように、抽出児Ｃが「身をもって知る」ことに
よって、運動の意欲は高まり、第８時では全ての項目
を「５」に丸を付けていることから、運動に親しんで
取り組んだことが分かった。

(抽出児Ｃの学習後の自己評価の記述)
抽出児Ｃは様々な技に挑戦する中で、それぞれ技の
意識するポイントの違いを理解していった。様々な技
に挑戦し、運動の面白さを実感し「技の達成」の喜び
を味わうとともに、自己の能力を高めることができた
と言える。
【抽出児Ｃの形成的授業評価のスコア】
抽出児Ｃ

成果

意欲・関心

学び方

協力

総合

第１時

2.4

2.4

1.8

3.0

2.4

第２時

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

第３時

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

第４時

3.0

3.0

2.4

3.0

2.85

第５時

3.0

3.0

3.0

3.0

3. 0

第６時

3.0

2.4

1.8

2.4

2.4

第７時

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

第８時

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

抽出児Ｃはどの因子も高水準を保っている。その
中でも、
「学び方」の因子が上がった要因としては、ス
モールティ―チャーゾーンを作ったことで、教え合う
喜び、教えることで知る課題により、自己の役割を認
識し、この因子が上がったと考えられる。
形成的授業評価のスコアを見ると、
「協力」因子以外
の各項目も上がり、
「総合」評価も高まっていることか
ら、運動の多様な関わり方をし、運動に親しむことの
できる児童に育ったと言える。
(2) 量的検証(形成的授業評価による分析)
【形成的授業評価の推移】
成果

意欲・関心

学び方

協力

総合

2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
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第１時 第２時 第３時 第４時 第５時 第６時 第７時 第８時

【形成的授業評価のスコア】
成果

意欲・関心

学び方

協力

第１時

2.37(3)

2.26(1)

1.91(1)

第２時

2.69(4)

2.6(3)

2.2(1)

第３時

2.7(4)

2.45(2)

2.26(2)

2.26(2) 2.42(3)

第４時

2.62(4)

2.48(2)

2.15(2)

2.05(1) 2.33(2)

第５時

2.79(4)

2.72(3)

2.34(2)

2.21(1) 2.52(3)

第６時

2.54(4)

2.34(2)

1.91(1)

1.91(1) 2.18(2)

第７時

2.71(4)

2.66(3)

2.31(2)

2.2(1)

第８時

2.86(5)

2.78(3)

2.54(3)

2.45(3) 2.66(4)

【課題】
▲ 振り返りについて、児童の声を中心にホワイト
ボードに板書していったが、よりきれいに跳ぶた
めのポイントが予想していたより少なかった。そ
のため、自由記述と併用することで、より多くの
児童の意見が引き出せたと考える。
▲ 運動技能上位の児童と運動低位の児童が積極
的に関わる場面が少なかった。共に学べるような
集団での課題解決場面が生まれるような学習を
展開していきたい。
▲ 運動技能下位と上位の児童の「成果」因子は上
がったが、運動技能中位の児童の「成果」の伸び
が少ないことが明らかになった。今後、単元計画
をする中で、どの児童も達成感を得られるような
手立てを講じていく必要がある。

総合

1.69(1) 2.06(1)
2(1)

2.37(3)

2.47(3)

第６時では、授業前後の児童同士で行う教具準備に
よる小競り合いが、児童の低評価につながっている。
しかし、その後、学級内で、要因について話し合い、
解決したことにより、次時以降のスコアの向上につな
がっている。
第６時から第８時にかけて、
「協力」の因子が非常に
高く伸びている。
「安定して、キレイに跳ぶために」ど
うしたらよいか周りの児童との意見交換や同じ技に挑
む児童同士での関わり合いでの学びが高評価につなが
っている。
第１時の「総合」因子は 2.06(1)と一番低い評価を推
移していたが、第８時では、2.66(4)と高評価になって
いる。このことから、児童にとって価値のある学習で
あったと判断できる。しかし、
「学び方」
「協力」因子
を早い段階でよりよい評価に結び付けられなかったこ
との原因について(3)の課題として述べていく。
(3) 本実践研究の成果と課題
これまでの検証結果・考察を成果と課題としてまと
める。
【成果】
〇 授業の成果が反映しやすい OPP シートを活用
し、授業前後に全体で振り返る活動を設けたた
め、学習前と学習後の振り返りで自己の変容に
気付く児童が多く見られた。
〇 「みる・支える」関わり方に関して特化した場
の設定をしたことで、児童の意識の喚起や多様
な関わり方に関して有効だった。
〇 「振り返りの工夫」をすることで、他者の学び
を共有でき、自己の役割に気付く児童が増えた。
そのような多様な関わり方から運動に親しむ児
童の姿が多く見られた。

Ⅵ 本実践のまとめとこれからの取り組み
「社会に出てもスポーツと関わってほしい」
、
「豊か
なスポーツライフの実現を目指してほしい」という筆
者の願いから、本研究を進めてきた。
運動やスポーツを「する」だけが運動に関わってい
るのではない、
「みる、支える、知る」ことも運動に関
わっていることであると筆者は児童らに伝えることが
できた。本実践の目指す児童の姿は、
「運動の多様な関
わり方をし、運動に親しむことのできる児童」であっ
た。抽出児Ａが「これからすこしずつできるようにし
ていきたい。これからも跳び箱を楽しく跳んでいきた
い」と学習後の自己評価に記したように、自己の能力
に応じた取り組みを続けていくことで、運動に親しみ
やすさがでて、豊かなスポーツライフの実現へとつな
がっていくものであると考えたい。
今後は、
「児童同士で作り上げる体育学習」の実現に
向け、教職大学院で学んだ理論と実践を教育現場へと
還元していく所存である。
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