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<体育> 

自己肯定感を高め、主体的に学ぶ態度を育成する体育授業の工夫 

―コーディネーション運動とトラブルシューティングを取り入れた 

互いのよさを認め合う「跳び箱学習」を通して（第４学年）― 

 

石垣市立宮良小学校教諭 兼 松 宏 吏    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 体育編』（以下『解説体育編』）、総説、改訂の経緯

では、「生産年齢の人口の減少，グローバル化の進展や絶え間ない技術革新により社会構造や雇用環境

は大きく，また急速に変化しており未来の予測が困難な時代となっている。変化の一つとして人工知

能（ＡＩ）の飛躍的な進化を挙げることができる。」と示されている。このような未来の予測が困難な

時代にあっても子供たちが様々な変化に積極的に向き合い、自立的に生きる資質・能力を育成すると

ともに他者と協働して課題を解決していくことが求められている。 

『解説体育編』では、「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

わかりやすく伝えることなどに課題があること，運動する子供とそうでない子供の二極化傾向が見ら

れること，子供の体力について低下傾向に歯止めが掛かっているものの，体力水準が高かった昭和 60

年頃と比較すると，依然として低い状況が見られることなどの指摘がある。」とし、「改善の具体的事

例」では、「全ての児童が，楽しく，安心して運動に取り組むことができるようにし，その結果として

体力の向上につながる指導などの在り方について改善を図る。その際，特に，運動が苦手な児童や運

動に意欲的でない児童への指導などの在り方について配慮する。」としている。 

これまでの跳び箱学習における実践では、技の出来映えのレベルアップ、新しい技への挑戦をする

ための感覚を習得する場（コーディネーション運動の場）を設定し、課題解決の手だてとしてきた。

これにより、大半の児童は意欲的に取り組めるようになってきた。しかし、学級集団として互いのよ

さを認め合うことへの意識が十分でなく、失敗ができないような雰囲気や発言も見られた。また、苦

手意識や恐怖心、何ができていないのかわからないなどの課題を抱え、意欲的に挑戦できない児童も

見られた。その要因として、基本的な技能が身についていないこと、課題の解決方法を掴めていない

こと、自己肯定感の低いことが考えられる。これまでの指導を振り返ると、課題を抱える児童への指

導に向き合い、解決へ結びつけることが不十分だったと感じる。全ての児童が意欲的に取り組めるよ

うにするには、基本的な知識、技能を習得する場の設定をし、教師や仲間がよさを認め合う関わりに

よって課題解決の方法を掴み、できるようになったという小さな成功体験を積み重ねることが重要だ

と考えた。 

そこで本研究では、跳び箱学習において、コーディネーション運動の場を設定し、課題解決を支え

る基本的な知識、技能を習得する。そして、トラブルシューティングを作成提示し、技の出来映え、

挑戦する技の課題解決方法や場を児童が自ら選べるようにする。その際、どの場面においても教師や

仲間からの評価や声かけによって児童が自己の課題を捉え、解決の手だてとすることで自己肯定感の

高まりを目指す。よさを認め合い教え合う集団の雰囲気作りの方法を学級で確認し、小さな成功体験

を積み重ね肯定的な言葉を互いに掛け合うことで、個人だけではなく学級としての自己肯定感が高ま

り、挑戦する意欲が向上し、自ら進んで次の課題へと取り組む主体的に学ぶ態度が育成されると考え、

本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

跳び箱学習において、コーディネーション運動の場の設定とトラブルシューティングの活用を通し

て、互いのよさを認め合い成功体験を積み重ねることで児童の自己肯定感が高まり、主体的に学ぶ態



度を育成することができるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

１ 自己肯定感について 

(1) 自己肯定感とは 

『教育再生実行会議第十次提言（2017）』では、自己肯定感について、「勉強やスポーツ等を

通じて他者と競い合うなど，自らの力の向上に向けて努力することで得られる達成感や他者か

らの評価等を通じて育まれる自己肯定感と，自らのアイデンティティに目を向け，自分の長所の

みならず短所を含めた自分らしさや個性を冷静に受け止めることで身に付けられる自己肯定感

の二つの側面から捉える」としている。本研究では、課題を抱え意欲的に挑戦できない児童が、

自らの課題を捉え解決する過程において、互いのよさを認め合う関わりを通した成功体験を積

み重ねることで育まれる「自分を信じ、ありのままの自分に価値がある」と認める感情として位

置づける。 

(2) 自己肯定感を育む意義 

『小学校学習指導要領（平成29年3月31日公示）』前

文では、「一人一人の児童が，自分のよさや可

能性を認識するとともに，あらゆる他者を価

値のある存在として尊重し，多様な人々と協

働しながら様々な社会的変化を乗り越え，豊

かな人生を切り拓き，持続可能な社会の創り

手となることができるようにすることが求め

られる。」と示されている。本県においては、

『学力向上５か年プラン・プロジェクトⅡ』

（以下ＰＰⅡ）の視点Ⅰで「自己肯定感の高

まり」の視点を「児童生徒が、自分のよさや

可能性を認識すること」として捉えている。

『ＰＰ 

Ⅱ』の「学力向上推進の３つの視点」と「学

習評価」の関連においては、「児童生徒の良い

点や可能性、進歩の状況などを適切に把握し

てフィードバックするなど指導に生かす評価

を効果的に取り入れることで、児童生徒が自

分の特徴に気付き、よいところを伸ばし自己

肯定感を高めながら、日々の学校生活を送る

ことができるようにすることが大切である。

また、個人内評価についても、日常の教育活動の中で適時個々のよさを伝えながら児童生徒の

自己肯定感を高めることが、主体的に学習に取り組む態度（自らの学習を調整し、粘り強く取

り組む）につながる。」としている。以上のことから自己肯定感を育てる意義とは、自分を信

じ、ありのままの自分に価値があると認められるようになることである。努力の過程を認める

フィードバックができるように働きかけ、互いのよさを認め合う関わりを通し、成功体験を積

み重ねることで児童の自己肯定感を高めていく。自己肯定感の高まりにより、自らの可能性を

信じ粘り強く課題と向き合い、学習を調整する主体的に学ぶ態度の育成を目指す。自己肯定感

の高まりは、検証授業の単元前後のアンケートや児童の学習カードなどから見取る。アンケー

トは、全国学力学習状況調査、児童質問紙や佐賀県教育センター作成の「SAGAシート」、東京

都教職員研修センター「自尊感情満足尺度」、栃木県総合教育センター「高めよう！自己有用

アンケート項目 

① 体育の授業は好きだ 

② 運動やスポーツ（体を動かすこと）は好きだ 

③ 体育で友達に教えたり，教えてもらったりした

ことがある 

④ 動きのポイントやコツを意識して練習をした

ことがある 

⑤ 跳び箱運動は好きだ 

⑥ すすんで運動に挑戦できる 

⑦ 自分にはよいところがある 

⑧ 今の自分がすきだ 

⑨ 自分自身に満足している 

⑩ 先生は、あなたのよいところをみとめてくれる 

⑪ お家の人は、あなたのよいところをみとめてく

れる 

⑫ ともだちは、あなたのよいところをみとめてく

れる 

⑬ 何か問題があっても「なんとかなる」と思える 

⑭ 自分は、ともだちの役に立っている 

⑮ 学校に行くのが楽しいと思う 

表１ アンケートの質問事項 



感～栃木の子どもの現状と指導の在り方～」を参考に自作したものを使用する（表１）。 

２ 主体的に学ぶ態度について 

(1) 主体的に学ぶ態度とは 

「主体的な学び」について、『中央教育審議会答申（平成 28 年 12 月）』では、次のように示さ

れている。「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」と示されている。

主体的に学ぶ態度の評価について、『指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料小

学校体育（令和２年３月）』では、「①知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を

身に付けたりすることに向けた粘り強い取り組みを行おうとしている側面、②①の粘り強い取

り組みを行う中で，自らの学習を調整しようとする側面という二つの側面を評価することが求

められる。」としている。本研究では、自己評価（学習カード）の点数化、及び教師の評価（行

動観察）から課題を捉え解決の場を選んで粘り強く取り組み、学習の方向を振り返り、自らの学

習を調整しようとする意思的な面を主体的に学ぶ態度としてを見取る。 

(2) 主体的に学習に取り組む態度を育成する手だて 

『解説体育編』では、「子どもたちが，学習した内容を人生や社会の在り方と結びつけて深く

理解し，これからの時代に求められる資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的に学び続け

ることができるようにするために，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を推進す

ることが求められる。」と示されている。具体的な授業改善としては、「運動の楽しさや健康の意

義等に気付き，運動や健康についての興味や関心を高め，課題の解決に向けて自ら粘り強く取り

組み，考察するとともに学習を振り返り，課題を修正したり新たな課題を設定したりするなどの

主体的な学びを促すこと」としている。本研究では、技の感覚を習得する場としてコーディネー

ション運動の場を設定し、課題解決を支える基本的な知識、技能を習得する。そして、トラブル

シューティングを作成提示し、ＩＣＴの活用により自分や仲間の技の出来映え、挑戦する技の課

題解決方法や場を児童が自ら選べるようにする。小さな成功体験を積み重ね肯定的な言葉を互

いに掛け合うことで、自ら進んで次の課題へ向けて粘り強く取り組み、自己の学習を振り返り調

整するなどの主体的に学ぶ態度が育成されると考える。 

３ コーディネーション運動（感覚作り）について 

望月明人（2011）は、「コーディネーション運動は，１分ほどの運動を複数組み合わせて,15～

20 分単位でできる楽しくバラエティーに富んだ（遊び）を周期的に繰り返して行います。多様な

動きを組み合わせて様々な運動経験をすることで，レディネスやスキーマが形成され,体の動か

し方を広め，バランスよく体力や身体運動知性の向上ができる」と示している。コーディネーシ

ョン運動には、3 つの大きなねらいがあり「第１のねらいは，子どもの成長段階に応じた動きつ

くりを学習し,『動きのもと』をつくる点」「第２のねらいは，幅広くスポーツや身体活動に対応

できる『筋肉と神経の回路』を開発すること」「第３のねらいは，外部の刺激に対する具体的な動

きの『運動感覚』を高めること」とされており、本研究では、基本的な知識、技能を習得する場

として設定している。うさぎ跳び、馬跳び、カエル倒立、うさぎうち（カエルの足うち）、頭倒立、

舞台をつかった練習、ひな壇を使った練習（台上前転・かかえこみ跳び）などの運動をコーディ

ネーション運動（感覚作り）と位置付けて取り組んでいく。 

４  互いのよさの認め合うトラブルシューティングについて

トラブル＝苦手、課題、恐怖心を抱いている動きに対して、コーディネーション運動（感覚作

り）によって、克服につながる知識、技能を獲得する場を選ぶための道筋を示すツールである。

同時に互いのよさを認め合い、教え合うなどの話し合う際のコミュニケーションツールとしても

活用する（図１）。本研究では、跳び箱学習の技の出来映えや課題となる動きを、ＩＣＴの使用で

振り返ることで視覚的に捉え、解決する自分や仲間の姿を描けるようトラブルシューティングを

活用し教師、仲間からの声かけや評価を受け課題解決の場を選べるようにする。視覚的にわかる



ように写真をつけて跳び箱付近に

常設しておく。教師や仲間が声か

け、評価をする時には、課題解決

の過程を認めるなどの肯定的な声

のかけ方、評価の仕方をしていく

ことで挑戦への意欲を持たせる。

互いに伝え合った内容のおかげで

克服できた、うれしかった、勇気

が湧いたなどの内容を学習カード

に記入する。また、肯定的な声か

けの参考になるよう付せん紙に書

き込み、掲示物に貼り付けていく。

これらを活用することで自己肯定

感を高め、次の課題へ粘り強く挑

戦したいという意志が生まれ、自

己の解決へと向けた学習を調整し

進めていく主体的に学ぶ態度の育

成につながると考える。 

５ 跳び箱学習について 

(1）一般的特性 

跳び箱運動は切り返し系（切り返し跳びグループ系）と回転系（回転跳びグループ技）を取

り上げており、自己の能力に適した技や発展技に挑戦したりして技を身に付けたときに楽しさ

や喜びを味わうことのできる運動である。 

(2) 児童から見た特性 

跳び箱運動のおもしろさは、「助走を生かして強く踏み切り，腕で支持して飛び越した時や、

安定した着地ができた時」に楽しさや喜びを感じることのできる運動である。高学年では，さ

らにいろいろな技でも大きくダイナミックな安定した動作で跳び越し、ぴたりと着地すること

ができるかどうかにおもしろさを感じる。苦手な子にとっては、失敗による痛みや恐怖心から

消極的になりやすい運動である。 

  

Ⅲ 指導の実際 

１  単元名 みんなで挑戦！跳び箱の達人になろう「跳び箱運動」 

２  単元の目標 

(1) 跳び箱の運動の楽しさや喜びに触れ、その行い方及び健康で安全な生活や体の発育・発達に

ついて理解するとともに、基本的な動きや技能を身に付けることができるようにする。 

【知識及び技能】 

(2) 自己の運動や身近な生活における健康の課題を見付け、その解決のための方法や活動を工夫

するとともに、考えたことを他者に伝えることができるようにする。 

【思考力，判断力，表現力等】 

(3) 跳び箱運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認

めたり、場や用具の安全に留意したりし、最後まで努力して運動をすることができるようにす

る。また、健康の大切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組むことができるよう

にする。 

【学びに向かう力，人間性等】 

３ 単元の評価規準 

図 1 トラブルシューティング 



 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①跳び箱運動の行い方を言ったり書

いたりしている。 

②切り返し系(開脚跳びなど)や回転

系(台上前転など)の基本的な技がで

きる。 

③切り返し系(開脚跳びなど)や回転

系(台上前転など)の基本的な技や発

展技ができる。 

①自己の能力に適した課題を見付け

ている。 

②技ができるようになるための課題

解決しやすい練習の場を選んでい

る。 

③友だちのよい動きを見つけたり、

考えたことを友達に伝えたり、書い

たりしている。 

①跳び箱に進んで取り組もうとしてい

る。 

②決まりを守り誰とでも仲よく運動し

たり、友達の考えを認めたりしようとし

ている。 

③場や器械・器具の安全に気をつけたり

している。 

４ 単元の指導計画と評価計画 

５ 本時の指導（７／７時間目） 

(1) 本時の目標  

① 切り返し系(開脚跳びなど)や回転系(台上前転など)の基本的な技や発展技ができる。 

【知識・技能】 

② 決まりを守り誰とでも仲よく運動したり、友達の考えを認めたりしようとしている。 

【主体的に学習に取り組む態度】 

時 学習活動 指導上の留意点 
評価規準 

評価方法 
知 思 態 

１ 

 

２ 

オリエンテーション 

 

① 準備の仕方を知る。 

② 記録の仕方を知る。 

③ コーディネーション運動を

知る。 

④ 自分に合っためあての決め

方を知る。 

⑤ 技調べをする。 

⑥ 振り返り 

・集合場所、整列の仕方、学習の流れを確認す

る。 

・用具の準備、活動場所について確認する。 

・技の名前、ポイントを書けるようにする。 

※トラブルシューティング活用 

・音楽に合わせてコーディネーション運動をする

ことで、楽しみながらでリズム・テンポよく基

本的な知識・技能を身に付ける。 

・今できる技をたしかめさせる。 

・友だちのいいところ、うれしかった声かけを学

習カードと付せん紙に記入する。 

・アドバイス（ピンク）うれしかった声かけ（黄

色）と付せん紙を書き分け掲示物に貼る。 

① 

 

① 

 

 

① 

 

③ 

観察 

カード 

観察 

カード 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

 

「みんなで挑戦！！ 

跳び箱の達人になろう」 

① コーディネーション運動 

 

②「基本の技」に挑戦しよう。 

めあて１ 自分のできる技を

レベルアップさせよう！  

③ 自分や仲間の動きをＩＣＴ

（動画）で確認し解決の場を

選ぶ。 

④「発展技」に挑戦しよう。                   

めあて２ 自分の力にあっ

たできそうな技に挑戦しよ

う。 

⑤ 自分や仲間の動きをＩＣＴ

（動画）で確認し解決の場を

選ぶ。   

⑥ 振り返り 

 

・音楽に合わせてコーディネーション運動をする

ことで、楽しみながらでリズム・テンポよく基

本的な知識・技能を身に付ける。 

・自分の課題にあった安全な場で取り組ませる。 

・基本の技、できる技に挑戦してレベルアップを

目指す。開脚跳び、台上前転 

・ＩＣＴ（動画）を確認し、トラブルシューティ

ングを活用して技のポイント、解決の仕方を互

いに肯定的に伝え合い練習に取り組む。 

・よい動きを具体的に称賛する。 

・努力の過程を褒めるなど肯定的な声かけを称賛

する。※発展技の後にも同じように活動する。 

・発展技、できそうな技に挑戦する。 

・自分の課題にあった安全な場で取り組ませる。

かかえこみ跳び、伸膝台上前転、首はねとび、

頭はねとび 

・友だちのいいところ、うれしかった声かけを学

習カードに記入、付せん紙に記入する。 

 アドバイス（ピンク）うれしかった声かけ（黄

色）と付せん紙に書き分け掲示物に貼ってい

く。 
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観察 
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(2) 展開 

時間 学習活動 教師の指導・支援など 

 
導 
 

入 
 

６ 
 

分 

 集合・整列・あいさつ 
１コーディネーション運動  

うさぎ跳び，馬跳び，カエル倒立、うさぎうち（カエルの足

うち），頭倒立，舞台を

使った練習 ひな壇を

使った練習（台上前転・

抱え込み跳び） 

 
○音楽に合わせてコーディネーション運動を

することで、楽しみながらでリズム・テンポ
よく基本的な知識・技能を身に付ける。 

 ４つのグループに分かれて取り組む。 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

展 
 
 
 
 
 
 

開 
 

29 
 

分 
 
 
 
 
 
 

２ めあて  「基本の技」に挑戦しよう。（5 分） 

 

３ 自分や仲間の動きをＩＣＴ 

（動画）で確認 
  課題解決の場を選び練習して          

再度挑戦 

 
４ めあて 「発展技」に挑戦しよう。 
 
 
５ 自分や仲間の動きをＩＣＴ 

（動画）で確認 
  課題解決の場を選び練習して 

再度挑戦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○自分の力にあった場で取り組ませる。 
 
 
 
 
 
 
○ＩＣＴ、トラブルシューティングの活用によ

り課題を確認、仲間と互いのよさを認め合い
教え合ったり協力し合ったりして練習する。 

 
○自分の力にあった場で取り組ませる。 
 
 
 
 
 
○ＩＣＴ、トラブルシューティングの活用によ

り課題を確認、仲間と互いのよさを認め合い
教え合ったり協力し合ったりして練習する 

 
 
 
 
 
 
  

 
終 
 

末 
 

10 
 

分 
 

６ 学習の振り返り 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
７ 用具の片付けをする 

○友だちのいいところ、うれしかった声かけを
学習カードに記入、付せん紙に記入する。 

○アドバイス（ピンク）うれしかった声かけ（黄
色）の付せん紙に書いて掲示物に貼る。 

○単元を通して変化のあったところを確認し、
自分や仲間の成長に気づくことができるよ
うにする。 

○学習を振り返り成長した姿や取り組んでき
た過程を称賛する。 

 
  

 

Ⅳ 仮説の検証 

本研究の研究仮説に基づきコーディネーション運動の場の工夫、トラブルシューティングの活用と

ともに互いのよさを認め合う関わりを通して、課題を捉え解決することや成功体験を積み重ねること

が、児童の自己肯定感を高める手だてとして有効であったか、また、自己肯定感を高めることが主体

 自分のできる技をレベルアップさせよう！ 

 自分の力にあったできそうな技に挑戦しよう！ 

切り返し系(開脚跳びなど)や回転系
(台上前転など)の基本的な技や発展技
ができる。【知識・技能】 

切り返し系(開脚跳びなど)や回転系
(台上前転など)の基本的な技や発展技
ができる。【知識・技能】 

決まりを守り誰とでも仲よく運動した
り、友達の考えを認めたりしようとして
いる。【主体的に学習に取り組む態度】 

必要な感覚

を意識して 

課題発見！トラブル

シューティングで練

習場所を探そう 

トラブルシュー

ティングで練習

場所を探そう 



的に学ぶ態度を育成することに有効であるか、授業中の行動観察、学習カードによる自己評価、振り

返り・付せん紙、単元前後のアンケートや児童の感想などから分析・考察を行う。 

１ コーディネーション運動による基本的な知識・技能の習得について 

音楽に合わせてコーディネー

ション運動をすることで、楽し

みながらリズム・テンポよく基

本的な知識・技能を身に付け

る。単元の前半では、コーディ

ネーション運動を確認し定着を

図った（図２）。動画を使って

技の紹介をしながら、技に必要

な感覚を確認することでコーデ

ィネーション運動につなげ、音

楽に合わせてリズム・テンポよ

く楽しみながら取り組むように

意識させた。約１分 30 秒で次

のコーディネーション運動へと

移動することで楽しみながら跳

び箱の動きのもと、筋肉と神経

の回路、運動感覚を身につける

流れをつくることができた。 

単元中盤になると技の課題を解決するために必要な感

覚を捉えて取り組むことを指導した。腰が上がっていない

場合、突きはなしが弱い場合、どの場でどんなコーディネ

ーション運動をしたらいいかを確認して授業に入る。繰り

返し練習することで少しずつ感覚を掴み、取り組む児童が

増え、自分の成功体験からアドバイスをする場面も見られ

るようになった（図３）。発展技に挑戦する前にコーディネ

ーション運動を取り入れてから技に取り組む様子が見ら

れるようになり、自分たちでレベルアッ

プを図る姿勢が整ってきた（図４）。しか

し、跳び箱に恐怖心や苦手意識がある児

童は、取り組んではいるが克服に時間が

かかっていた。そこで、開脚跳びの突きは

なしに恐怖心をもつ児童の負担を軽くし

ようと跳び箱を２台連結させ、マットを

かぶせて練習させてみた（図５）。児童は、

安心して取り組むことができ、踏み切り

や突きはなしの感覚を掴んでから挑戦す

ることで、数名の児童が開脚跳びをでき

るようになった。単元の終盤では、これまでの経験からコーディネーション運動で動きのもと、

筋肉や神経の回路、運動感覚を掴み、挑戦する流れが定着してきた。そのことにより、単元前半

では、苦手意識があり開脚跳びを課題としていた児童も、単元後半になると「台上前転の練習を

舞台で完ぺきに跳べるように次も頑張りたい」と自ら記述し、必要なコーディネーション運動に

取り組み、技ができるようになった。そして、「台上前転はできたので次はかかえこみ跳びに挑戦

図２コーディネーション運動 

 

図５ 場の工夫 図４ 挑戦に向けたコーデ

ィネーション運動（舞台） 

図３ 児童の感想 

②舞台 
①馬跳び 

③うさぎうち(カエルの足うち） ④頭とう立 



したい」と感想に書くまでに変容を遂げた。知識・技能

を数値化した全体の自己評価では、第２時に 72％だった

数値が第７時では、93％に増加している（図６）。このこ

とから、課題を解決するために必要な基本的な知識・技

能を習得する場としてコーディネーション運動は有効で

あった。 

２ トラブルシューティングの活用の検証について 

  (1) 課題克服の道筋を示すツールとしての活用について 

第１時では、トラブルシューティング（図１他５枚）

を全員に配布。自分が課題としている部分にシールを

貼ることでめあてを明確にすることを伝えた。 

     第２時からは、基本の技をＩＣＴの使用で自分や友

だちの動きを確認し、それぞれの課題をみつけトラブ

ルシューティングを活用して課題の解決する場を選ん

だり、アドバイスしたりできるように確認した。しか

し、戸惑いがみられたので授業の振り返りの場面で自

分や友だちができなかった部分を一緒に確認、シール

を貼り付け「この場合は、どんな場でどんな練習をどん

なポイントに気をつけて取り組めば解決できそう？」

と発問し、みんなでトラブルシューティングを使って

考えさせ活用の仕方を確認した（図７）。 

  (2) 互いのよさを認め合うコミュニケーションツールと

しての活用について 

第３時では、児童が跳び箱を跳ぶ際に、正面、側面に

助走から着地までの動きを観察して声をかける役割を追

加した。互いにＩＣＴを使用して確認する以外の場面で

も声を掛け合うことで、トラブルシューティングの活用

も活発になると考えた（図８）。 

第４時からは、動画確認の時には、「必ずトラブルシュ

ーティングを見ること」と「互いのよいところ、課題とな

る動きと解決方法を伝え合うこと」を意識させるために

各自のトラブルシューティングを手に持って伝え合うよ

うに指示した。「こうするとできそう」「この練習をしてか

ら挑戦してみよう」などの声を掛け合い、高さや向きを一

緒に設定して挑戦し達成していく児童が増えてきた（図

９）。 

第５時は、前時までに自分の課題と解決方法を選んでい

ることを確認、いきなり技に挑戦するのではなく、先にコ

ーディネーション運動で感覚を掴んでから挑戦するよう

声をかけることで達成へ向かわせた。できる技が少しずつ

増えてきて、次に挑戦する技をどれにしようか迷っている

児童同士が「次の技は、これができているからこの練習を

するとすぐにできそうだよ」など、互いに前向きに話し合う姿が見られるようになった。第６時、

第７時には、互いに声を掛け合い積極的に取り組む姿勢や自然と友だちを拍手で称賛する様子

が見られた。それぞれの課題を捉え解決するためのツールとしてのトラブルシューティングの

図８ ＩＣＴの活用 

図７ 児童のトラブルシューティング 

図９ 児童の感想 

図６ 知識・技能の変容(ｎ＝18) 

２  ３  ４  ５  ６  ７               



活用を通して、解決の方法や場を選択し達

成へ向けた取り組みをすることで「できそ

うな気がする」や「やってみたい」「できた」

など、前向きに挑戦する意欲を持たせるこ

とができた。教師、仲間からの声かけや評

価を受け、課題解決の過程を認めるなどの

肯定的な声かけ、互いに伝え合った内容の

おかげで克服できた、うれしかったなどの

内容を学習カードに記入し付せん紙に書き

込み、掲示物に貼り付けていくことで自己肯定感を高

める手だてとすることができた（図 10）（図 11）。この

ような取り組みから、成功体験を積み重ねることで自

分自身を肯定的に捉え、次も挑戦したいという意志が

生まれる。このことからトラブルシューティングを活

用し、互いのよさを認め合う関わりは、自己肯定感を高

め主体的に学ぶ態度を育成する手だてとして有効であった。 

３ 自己肯定感の変容による主体的に学ぶ態度の育成について 

(1) 体育・気もちアンケートから 

単元前後に実施した体育・気もちア

ンケートの結果から自己肯定感の変

容を分析する（表２）。質問項目の回

答は、「あてはまる」「どちらかといえ

ばあてはまる」「どちらかといえばあ

てはまらない」「あてはまらない」の

４項目として、「あてはまる」「どちら

かといえばあてはまる」を肯定的、「ど

ちらかといえばあてはまらない」「あ

てはまらない」を否定的な回答と捉え

る。１回目のアンケートでは、質問項

目⑧の「今の自分が好きだ」の肯定的

回答は 80％、質問項目⑭の「自分は、

友だちの役に立っている」の肯定的回

答も 80％となり、質問項目全体の中

で低い数値となったことから課題が

明らかになった。単元を通して、児童

の課題解決に向けトラブルシューテ

ィングを活用し、友だちと互いのよさ

を認め合い、教師も含め肯定的な声かけを意識し、コーディネーション運動の場を選び成功体験

を積み重ねることができた。２回目のアンケートでは、質問項目⑧で７ポイント増加、質問項目

⑭では、20 ポイント増加となった。その他の単元前後の肯定的な意見を比較してもほとんどの

質問項目で肯定的な回答が増加しており全体的には自己肯定感の高まりがみられた（表２）。し

かし、質問項目⑦の「自分には、よいところがある」では、肯定的な回答が７ポイント減少して

いる。そこで、学習カードに記入した感想や１回目と２回目のアンケートを詳しく比較、分析し

た（図 12）。まず、質問項目⑦の１回目のアンケートで肯定的だった回答、93％のうち、より肯

定的な回答の「あてはまる」と答えた児童は 33％だったが、２回目では、60％となり 27 ポイン

表２ 単元前後のアンケート結果（ｎ＝15） 

図 10 教師からの声かけ 

図 11 児童の感想 



トの増加がみられた。「どちらかといえば

あてはまる」の肯定的回答から、より肯定

的な回答へと変容が見られることから肯

定的に捉える児童は増加したと考える。

一方で、７ポイント減少の否定的な回答

をしていた、ある程度運動能力の高い児

童Ａの感想を読み返してみると「台上前

転に挑戦しましたが落ちそうで怖くてで

きませんでした。」と記入していた。児童同士は、互いに声をかけ課題解決に向けた活動をして

いた。教師は、苦手や恐怖心から挑戦できないより課題の大きい児童の指導を優先していたた

め、この場面の声かけや補助が充分ではなかったと考える。 

アンケートの結果において、ほとんどの質問項目で肯定的回答の増加が見られたことから互

いのよさを認め合う関わりを通して、課題を捉え解決することや成功体験を積み重ねることで、

児童の自己肯定感を高めることが全体としてはできたと考える。しかし、今後の課題として児童

全員を見渡し、声かけや補助を必要としている児童への配慮に努め指導を行っていきたい。 

(2) 主体的に学ぶ態度の育成 

単元前半の第２時から第３時では、授業

の流れの中で戸惑いが見られたが、流れの

定着により安定して取り組むことができ

るようになった。単元後半になると挑戦す

る技のレベルも高くなり、互いの声かけが

少なくなってきた。そこで、トラブルシュ

ーティングの活用を再確認した。授業の様

子や児童の感想から挑戦している技の課

題解決方法や場をみんなで確認したこと

で、互いの声かけも具体的で肯定的になっ

た。単元を通して、コーディネーション運

動で基本的な知識・技能を習得し、トラブ

ルシューティングを活用した課題克服、互

いのよさを認め合う活動で思考力・判断力・表現力が向上した。さらに成功体験を積み重ねるこ

とで自己肯定感が高まり、次の課題へ粘り強く挑戦したいという意志が生まれ、自己の解決へ

と向けた学習を調整し進めていく主体的に学ぶ態度の育成をすることができた（図 13）。 

 

Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

(1) コーディネーション運動を設定し、楽しみながら必要な知識・技能（感覚）を習得すること

で、「できそう」、「やってみたい」と意欲的に取り組み、自己肯定感を高めることができた。 

(2) トラブルシューティングの活用を通して課題を把握、解決の場を選びコーディネーション運

動（感覚作り）をすることで技を達成していく過程を経験し自己肯定感を高めることができた。 

(3) 小さな成功体験を積み重ね、肯定的な言葉を互いに掛け合うことで自己肯定感が高まり、自

ら進んで次の課題へ向けて粘り強く取り組み、自己の学習を振り返り調整するなどの主体的に

学ぶ態度を育成することができた。 

２ 課題 

(1) 自己肯定感を高める取り組みは、全ての児童にしっかり寄り添うことが必要である。 

(2) 各運動領域でも、課題解決の流れを生かすことができるように検討する必要がある。 

図 12 アンケート項目７の肯定的回答の比較 

 

図 13 自己評価グラフ（ｎ＝18） 
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主体的に学習に取り組む態度

①跳び箱に進んで取り組もうとしている。

②決まりを守り誰とでも仲よく運動したり、友達の

考えを認めたりしようとしている。

③場や器械・器具の安全に気をつけたりしている。

⑦自分にはよい

と こ ろ が あ る

（２回目）     

⑦自分にはよい

と こ ろ が ある

（１回目）    
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