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Ⅰ テーマ設定の理由 

『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 体育編』（以下『解説体育編』）、保健体育科改訂

の趣旨、改善の具体的事項によると「『体育』の知識については，言葉や文章など明確な形で表出する

ことが可能な形式知だけでなく，勘や直感，経験に基づく知恵などの暗黙知を含む概念であり，意欲，

思考力，運動の技能などの源となるものである。また，体の動かし方や用具の操作方法などの具体的

な知識を理解することにとどまらず，運動の実践及び生涯スポーツにつながる概念や法則などの汎用

的な知識等の定着を図ることが重要である。その際，動きの獲得を通して一層知識の大切さを実感で

きるようにすることが必要である。」と示されている。 

これまでの授業実践の中で，生徒が運動の特性に応じた行い方や運動の一般原則などの知識や体の

動かし方を学ぶ過程で、「努力すればできるようになるかもしれない」という実感を持った時、意欲が

高まり、挑戦するなかでコツやカンを発見したり、修正箇所を友達に教えたりする場面を度々見るこ

とがあった。このことから、ただ闇雲に努力するのではなく、何を努力するのかを意識して努力する

こと、つまり、自分が獲得したい技能をどのように努力すれば上手になるかについて、手順や学び方

を理解しながら取り組むことの重要性を強く感じてきた。 

現任校は、ソフトボールが盛んな地域で、幼少の頃から競技に親しみ技能が高い生徒が多数在籍し

ている。現在、１年から３年生まで継続して選択履修できる種目となっている。しかし、「できないか

ら恥ずかしい」、「授業だからしかたなく」といった外発的な動機が強く挑戦に消極的な生徒もおり、

技能の開きが非常に大きいという課題がある。このような課題に対して過去の授業を振り返ってみる

と、実態把握と教材研究が不十分で、連続性や発展性といった学びの文脈が見えなかったり、できる

生徒だけが参加したがる授業や、初心者や苦手意識を持つ生徒が失敗不安から挑戦しにくかったり、

局面だけを切り取っての技術指導のみで、ゲームを楽しむだけになる授業もあった。 

そこで、本研究では、生徒の「わかる」「できる」をつなぐ「身体の動かし方の学習」や「言葉によ

るイメージ」を生徒に伝えていく方法を考えていく。そして、全ての生徒が得意・不得意に関わらず

単元全体を通して「できる」意欲を高める手立てとして、スモールステップによる知識の習得や運動

技能の高まる授業プログラムづくり及び学びの見通しが立つ教師のフィードバック行動を行っていく。 

〈研究仮説〉 

 「ソフトボール」の単元を通して、スモールステップによる運動に関する知識の学習と技術認識を

高める授業プログラム及び教師のフィードバック行動によって、知識の理解が深まり生徒の「できる」

意欲とパフォーマンスが高まるであろう。 

Ⅱ 研究内容 

1 体育における「わかる」について 

(1) 「形式知」と「暗黙知」について 

「わかる」には、観念を創る知識が必要である。『解説体育編』の改善の具体的事項のなかで、

「『体育』の知識については，（中略）運動の実践及び生涯スポーツにつながる概念や法則など

の汎用的な知識等の定着を図ることが重要であり、動きの獲得を通して一層知識の大切さを実



感できるようにすることが必要である」と

示されている。学習指導要領（2009）で求め

られる暗黙知の指導に関する事例研究にお

いて、柴田俊和（2013）は、暗黙知について、

「科学・芸術における才能、医師や芸術、ス

ポーツなどにおける各種技能、あるいは人

間の言語使用能力や知覚能力などであり、

語ることは不可能ではないが、それを言語

で表現してもその豊かな内容を伝えること

はできないものである。つまり、教育や体育

スポーツの領域においては、身体化された

知識を指すものであり、いわゆる『身体が知

っていること』（＝身体知）であるということ

ができる。」と述べている。学習指導要領で示す「暗黙知」と柴田氏の「身体知」の考え方より、

実技を伴う体育における「わかる」とは、形式知として、言葉や文章など明確な形で表出する

ことが可能な知識の理解及び上達によって身体化された知識（身体知）を生徒自身が認識でき

ることと解釈する。また、柴田（2013）は、「全ての児童生徒が、ミニマムとして学習指導要領

で示された運動をできるようにするためには、学習している運動のコツ（身体知としてのやり

方）やできた時の感じ（動感）を知っていることが、自分で『できそう』を判断し、さらに努

力するためには大切な知識である。この運動の暗黙知である身体知や動感を伝えたり、学習の

中で体験させることが体育指導において最も大切なことであると考えている」と述べている。 

このことを踏まえて、本実践では、ソフトボールの学習で「捕る」「投げる」「打つ」「走る」

といった基礎的技能が段階を踏んで上達することと、ねらいと意図を持ってプレーできること

を目指していく。本実践における「わかる」「できる」とは、結果だけではなく、形式知として

の運動に関する知識が「わかる」ことと、暗黙知としてのコツやカンが「わかる」ことを含む、

身近な少しずつの「わかる」ことで「できる」、「できる」ことが「わかる」感覚の認識の広が

りを「わかる」「できる」を高めることと定義する。このことより、体育の授業を創るうえで、

生徒が自分の動き方を運動に関する知識として認識できるようにしたり、運動の内容や局面が

「わかる」学び方を示したり、動きを修正するための示範や言葉かけのフィードバック等を行

うことによって、上達による「暗黙知（身体知）」を見出していく（図１）。 

(2) 体育における技能について（図２） 

技能の上達の過程は、保健体育教科書の

「体育理論」のなかで「試行錯誤」、「意図的

な調節」、「自動化」と示されている。発生論

的運動学のなかで、三木四郎（2005）は動き

の「コツ」をつかみ、動きの形があらわれ、

「できる」ようになるという動きを覚える

過程として、「やってみたいと思う」、「わか

るような気がする」、「できそうな気がす

る」、「できる」、「思うようにできる」という

段階があり、「できる」喜びが内的衝動となっ

て、体育で自ら学ぼうとする意欲につながっていくと説明している。この「わかるような気が

する」「できそうな気がする」段階が結果予期と動機づけが最も高まる瞬間であると考えられる

ことから、生徒も実技と並行して学習場面を「体育理論」と関連付けて学び、技能の獲得段階

について自己参照し、動きを覚える過程を楽しめるよう個別最適な課題を準備していく。 

図１ 体育における「知」について       

図２ 体育における技能について       



(3) 学習内容の捉え方 

『解説体育編』において、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進める際の

留意点として、各教科の「見方・考え方」が学びの本質的な意義の中核として学習と社会をつ

なぐもので、生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせることができるよう、

教師の専門性が発揮されることが求められるとされる。また、教科の目標のなかで、保健体育

科における「見方・考え方」を働かせる学習過程を工夫することが示されている。体育として

の学習過程を捉える「見方・考え方」を考えた時、技術保障と上達による「暗黙知（身体知）」

の高まりであると認識し、上達の実感を、今後の「する・見る・支える・知る」スポーツにつ

ながる位置づけとし活かしてほしいと考える。 

この「形式知」と「暗黙知（身体知）」を生徒自身が認識できる授業を行うためには、教える

内容である「何を学ばせるか」という学習内容についての知識を教師が持っていることが前提

となる。この学習内容の捉え方について、神奈川県立体育センター研究報告書「体育学習にお

ける技能の系統に関する研究（平成 20 年度）」によると、「名称（覚える・暗記するといったま

とまり）」「方法（練習の仕方などの方法としてのまとまり）」「概念（考えの枠組み：その運動

が成立する原理・原則、法則）」による学習内容

の分類が示されている。また、佐藤豊（2019）は、

学習内容の概念的な知識と具体的な知識が結び

ついた時や、コツやポイントとされる体の動か

し方と実態の身体操作が一致した時、深い学び

が誘導されやすいとした上で、学習内容の知識

を明確にする意義として「学校現場における経

験的知識の一般化（勘や直感、経験に基づく知恵

などの暗黙知）によって、具体的な知識とは何か

を明らかにする取り組みが進んだと考えている。

子供たちに伝える具体的な言葉かけのアプローチがより明確になり、『わかる』ことと『できる』

ことの往還が行いやすくなったと言える。」と指摘している。その具体例として、教師の視点で

何を教えるのかという「概念知」、どのように教えるのかという「方法知」、そして、感覚的表

現でどのコツを伝えるのか、局面のどのポイント教えるのかについての「具体知」について、

教師がこれらを授業づくりにおいて意識しておくことで、課題解決を想起させる問いのかけ方

が深くなるのではないかと言及している。学習内容を明確にすることは、授業における省察と

生徒の学習のサポートとして意義あることであり、これまでの学習内容について、「概念知」、

「方法知」、「具体知」の具体について振り返り、内容を整理していきたい（図３）。 

２ 教師のフィードバック行動について 

生徒の「わかる」と「できる」をつなぐには、学習の成果に対する教師の生徒へのフィードバッ

ク行動が重要である。フィードバックという言葉は、実用日本語表現辞典では、「英語の feedback

は、「食べ物を与える」という意味の『feed』と、『返す』という意味の『back』が組み合わさった

単語である。転じて、フィードバックする内容は、返される側にとって活かせるものや糧になるも

のを示す。日本語に訳するなら文脈に応じて反応、意見、帰還などの語が対応し得る。心理学・教

育学の分野では、行動や反応の結果を参考にして修正し、より適切なものにしていく際に使用する。」

と示されている。このことより、子どもの運動学習に対する教師の賞賛や助言さらには課題提示を

含めた行動を「教師のフィードバック行動」と捉えていく。 

体育に関する教師のフィードバック行動の先行研究をレビューすると、高橋健夫ほか（1989）は、

子どもの技能のできばえや応答・意見に対して「うまい」、「よかったね」さらには拍手するといっ

た教師の承認・賞賛である肯定的フィードバックや、腰を落とすには「目線を合わせてみよう」と

いうような教師の個別最適化による助言・課題提示である「矯正的フィードバック」が学習成果と

図３ 経験的知識の一般化（佐藤 2019）   



正の相関があったと報告している。また、上江洲隆裕ほか（2011）は、「上手くなってきている」「進

歩している」ポイントを示す「前の試行を踏まえたフィードバック」が学習の成果と運動有能感を

高めると報告している（図４）。 

教師の相互作用行動が子どもの形成的評価

に及ぼす影響を調査した高橋健夫ほか（1996）

は、「特に巧みな『表現技術』『言語内容』は、

自然に生じるものではなく、その適用には専門

的知識や技術が要求されると考えられる」とし

て、ワザ言語の発現頻度の少なさを説明してい

る。本実践においても、一人ひとりの進歩の度

合いをよく観察し、見抜き、追体験し、上達や

成長につながるワザ言語を探り、特に、「何がど

う上達・進歩しているのか」「もっと良くなるにはどうしたらいいか」を提示し、上達へのヒントを

与えながら、プラスのストロークでのフィードバックを意識していく。体育の４大教師行動といわ

れるマネジメント、モニタリング、インストラクション、相互作用も教師のフィードバック行動に

含まれると考えられるが、予備運動から主運動につながる授業展開の導線と活動意図の端的な説明

によって活動時間を多く確保すること及び、技能上位者へも次のレベルを示す評価的フィードバッ

クを与えることへの目配り気配りを心がける。 

また、本授業においては、良い動きのポイントを技能の高い生徒に示範してもらい、つまづきの

ポイントを指導者が示すことで自身の達成をフィードバックできるきっかけをつくっていく。 

３ スモールステップによるソフトボールの授業について（図５） 

  これまでのベースボール型の授業を振り返ってみると、初心者から上達して、「捕る」、「投げる」、

「打つ」、「走る」技能が向上し、ゲーム形式へ発展した時、ボールをどこに投げるか分からない、

ランナーの進塁・帰塁が分からないといった、場面をどう学ぶかが課題であった。場面学習として、

「どこの塁でアウトにするのか」「どのランナーをアウトにするのか」についての理解と、３つのア

ウトをどこでとるかのプレーを選択することの学習場面を設定することで、ゲームを楽しむことが

できると考える。また、生涯スポーツの「習得」、「活用」、「探究」の入口となり、ベースボール型

を見る視点が広がることにもつなげていきたい。    

(1) キャッチボールについて 

キャッチボールの上達とプレーの質の向上

は相関がある。キャッチボールには、体重移

動や軸回転などベースボール型の動き方の基

本となる要素が多く含まれており、キャッチ

ボールの動きを学ぶことで、バッティングの

動き等へとイメージが転移しやすい。はじめ

に、球慣れとして、２人組でバレーボール等

の大きなボールの投げ上げキャッチやポケッ

トキャッチ、ゴロ捕球からスタートし、ハン

ドリングと足運びの動きを作っていく。次に、

ステップアンドスローに必要なギャロップステップの説明として、右左でステップを踏んで投げ

ることを教示する。また、２ボールパスやランニングキャッチボール等による目と手の協応性（調

整力）のドリルで空間定位と周辺視野、連結する力を刺激し、空間の奥行きを把握する力を養う。

このことが、ベースを踏んで送球を受ける、呼び込んで打つ、引きつけて捕るにつながる内容の

基礎となる。目と手の協応性のプレーへの応用として、ベースを探して送球を受ける、ランナー

と野手を見ながら投げる、走りながらボールを見るといった立体的に見るコツを教示する。 

図５ 授業計画           

図４ 教師のフィードバック行動       



(2) バッティングについて 

未経験者や初心者は、バットの握り、構え、軌道、バットのどこに当てるのかについて、イ

メージできないことがほとんどである。最初に、右手だけ使うキャッチボールドリル（右利き

として説明）として、右半身の構えからお互いでボールを投げ合い、右手でボールを引き付け

て捕ることでボールを呼び込む間合いを覚える。正確なインパクトのポイントをつくるには、

両手のグリップを体の前に出し、体の前で当てることを説明する。次に、バントから、プッシ

ュバント、ペッパーゲームにより、体重移動と軸回転によるバッティングへ発展する。目と手

の位置を近づけ、ボールの軌道にバットの軌道を乗せることと、身体の近くで打つことを説明

する。打つ楽しさを感じることができるよう、打つ動作と応用が「わかる」内容を構成する。 

(3) 守備について 

ベースボール型は、守備側の状況を判断するプロセスが複雑で分かりにくいといわれる。岡

出美則（2021）は「この難しさこそベースボール型ゲームの本質的な課題そのものを示してい

るともいえるだろう」と指摘している。攻撃と守備の技能が高まり、ゲーム形式による攻防を

楽しむ授業に展開するために、教材内容の構造化とこれまでの生徒の動き方を鑑み、①ランナ

ーが次の塁へ押し出されるフォースプレー、②塁間でのタッチプレー、③フライアウトのタッ

チアップでのランナーの動きについて、場面学習を経てステップアップする学習計画を立てた。 

(4) 走塁について 

走者は野手との交錯を避けるため、1 塁のオレンジベースを踏むこと、各塁で減速して止ま

ること、タッチアップの時、塁に戻ることを計画していく。 

授業者と生徒が授業意図を共有し、場面の理解とアウトのとり方、ランナーの進め方を学ぶ

ことで、理解したことをどう使うかというプレーの選択と判断につながることに期待したい。

学びの内容として先述した「名称」「概念知」「方法知」「具体知」について、指導計画へ記す。

数値として現れるパフォーマンス評価は進歩の度合いが分かりやすいことから、塁間（18.29ｍ）

での 30 秒間の送球数をカウントし技能獲得の指標として設定する。また、授業の形成的評価調

査票及び振り返りシート、知識についての記述から見取っていく。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名 ソフトボール（第２学年男子） 

２ 単元の目標 

３ 単元の評価規準 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

ソフトボールに関する知識を身
に付け、関連する体力の高め方
を知り、技能を発揮しゲームが
できるようにする。 

運動の一般法則や身体の動かし
方の学習について、動き方の意
味を考えながら、自己表現する
ことができるようにする。 

学習の過程を振り返り、身体で
わかることや、皆と協力して、
改善・改良に取り組むことがで
きるようにする。 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①使用する用具の名称や守備
位置、一般的なルールについ
ての知識を身に付けている。 

②技能や見通しに関する知識
や運動観察できる知識を身
に付けている。 

③キャッチボールができる。 
④トスバッティングができる。 
⑤ゲームができる技能を身に

付けている。 

①運動に関する知識をもとに、身
体の動かし方を考え、運動課題
に取り組んでいる。 

②コツや言葉によるイメージを
つかみ、プレーに反映させよう
としている。 

③意図を持ってプレーすること
ができる。 

④自己や仲間の考えを自分の言
葉で表現しようとしている。 

①主体的に知識・技能を身に付
けたり、練習やゲームに取り
組もうとしている。 

②フェアなプレーを大切にし
ようとしている。 

③チームで協力して、学び合い
活動に取り組んでいる。 

④時間と場所とルールを守り、
安全に活動できる雰囲気を
つくっている 



４ 指導計画（全 11 時間）                          （右利きとして説明） 

時 学習活動 
指導上の留意点及び（評価） 

「フィードバック行動」＝FB 
「概念知」「方法知」「具体知」 

１ 
２ 

・オリエンテーション 
・準備運動 
・検証前テスト（塁間継投

30 秒カウント） 
・目と手の協応性のドリル 
・トスとグラブ捌き 
・道具やポジションの名称

とルールの学習を行う。 
※雨天時は、調整力のドリ

ルとハンドリング、バッ
トリフティングを行う。 

・集合場所と集合隊形、学習の流
れを確認する。 

・用具と活動場所を確認する。 
・ウォーミングアップでの動き

づくりがその後の動きにつな
がることを理解させる。 

・基礎的な技能がどの程度でき
るか、生徒の技能水準をよく観
察する。 

・安全に準備、片づけが行われて
いるか確認する。 
（知①②）（思①②③）（態④） 

「概念知」 
・ボールを身体の近くで捕る。 
・バックハンドで捕ったほう

が投げやすい。 
・右手で捕る位置で打つ。 
「具体知」 
・両手で包み込むように捕る。 
・投げると打つ動作で両肩を

入れ替えてみる。 
・後ろの脚（右脚）にタメて、

前の脚（左脚）に乗り込む。 

３
４ 
５ 
 

・授業意図の説明と共有 
・準備運動 
・ソフトボール経験者に、

リトルティーチャーと
して、よい動きのモデル
を示してもらう。指導者
はつまづきを例示する。 

・時間・道具・場所の管理。 
・目と手の協応性の応用の

キャッチボールドリル 
・ステップアンドスロー 
・バントとプッシュバント 
・ペッパーゲーム 
（４人組：正面トスを左右
への打分け） 

・ベースカバードリル 
・ベースを踏みながら捕球 
・内野ゴロランナーなし
（単純なフォースプレー） 
・ローテーショントスバッ
ティング 

・フライキャッチ 
・ベースをまたいでタッチ 
・次の塁を踏むか、ランナ

ーをアウトにする 
・振り返りシート記入 

・ソフトボール経験者に、リトル
ティーチャーとして、よい動き
のモデルを示してもらう。指導
者はつまづきを例示する。 

「肯定的フィードバック」 
・よい動きを具体的に褒める。 
・プラスのストロークを返す。 
・過程を大切にする熟達志向的

な動機づけ雰囲気を心がける。 
「矯正的フィードバック」 
・基本的な技能を習得できるよ

う、動きを観察し、反応を見な
がら、個別最適化で伝わる表現
方法を探す。 

・「どうしたらできるようになる
と思うか？」というオープンク
エスチョンを投げかけ、少し、
答えを待つ。 

「前の試行を踏まえた FB」 
・動きのつながりと運動局面の

理解を促す示範と説明を行う。 
・動作の局面の理解を促す説明

とオノマトペを探す。 
・上手くいっている。進歩してい

るポイントを褒める。 
・技能やパフォーマンスについ

ての質問にアドバイスする。 
（知①～④）（思①②）（態①～④） 

「概念知」 
・ギャロップステップ（右足⇒

左足で着地）２回で捕って投
げる。右足を浮かせて捕る
と、クイックスローになる。 

・左肘を投げる方向へ向ける。 
「方法知」 
・近くから遠く、易しいから難

しい課題達成が学習の順序。 
・２ボールパスの応用でベー

スを探しながら捕球。 
・投げると打つは、体重移動と

軸回転が共通の動き。 
・バントとヒッティングのイ

ンパクトの形は一緒。 
・バント、プッシュバントの延

長がヒッティング。 
・バックハンドで捕った方が

投げやすい。 
「具体知」 
・インパクトで両腕を体の前

で伸ばすことと、頭を残して
ステイバックする。 

・右手で押すように打つ。 
・ボールの軌道に対してライ

ンに乗せるイメージを持つ。 
・左手の甲側で払うように打

つなど。 
６
７ 
８ 
９
10 
11 
 

・授業意図の説明と共有 
・準備運動 
・シートノックの紹介 
・ゲーム① 
（打者一巡で攻守交替） 
 １．フォースプレー 
 ２．タッチプレー 
 ３．タッチアップ 
・ゲーム② 
（３アウト制） 
・ゲーム③ 
・検証後テスト（塁間継投

30 秒カウント） 
・振り返りシート記入 
・まとめ 

「肯定的フィードバック」 
・練習の成果やできたポイント

を評価する。 
・状況判断のある動きを褒める。 
「矯正的フィードバック」 
・どこの塁で、どのランナーをア

ウトにするか、プレーの前に声
かけする。 

・ルールの適用について、ケース
に則した説明を行う。 

「前の試行を踏まえた FB」 
・プレーの後に、状況の理解を促

すポイントを説明する。 
・予測するポイントを説明する。

（知⑤）（思③④）（態①～④） 

「概念知」 
・ランナーがいる場合、近い塁

でもアウトがとれる。 
・よく飛んで来る打球コース

にポジショニングする。 
「方法知」 
・タッチプレーとフォースプ

レーの選択。 
・体重移動でボールを飛ばす。 
「具体知」 
・ボールを左目で見ると投げ

るかたちに入りやすい。 
・ボールの下にバットを入れ

ると打球が上がるなど  



５ 本時の指導とねらい（４時間目／11 時間） 

(1) 技術の名称や運動の行い方、関連して高まる体力の高め方、運動観察の方法などを学び、自

己の課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。 

(2) 自主的に取り組むとともに、自己の責任を果たそうとすること、健康・安全に留意すること

ができようにする。 

(3)「わかる」ことと「できる」ことを少しずつ広げて仲間と連携プレーを楽しむことができる

ようにする。 

時 学習内容・活動 
指導上の留意点及び（評価） 

「フィードバック行動」 
「概念知」「方法知」「具体知」 

 
 
導
入 
10 
分 

・本時のねらいの確認 
「ベースカバードリル」 
「ローテーショントスバ
ッティング」 

・集合場所と学習の流れを確認。 
・用具と安全な活動場所を確認。 
「肯定的フィードバック」 
・過程を大切にする熟達志向的

な動機づけ雰囲気を心がける。 
「前の試行を踏まえたフィード

バック」 
・連続性と発展性を確認する。 
（知①②）（思①②）（態①④） 

「概念知」 
・ウォーミングアップでの主

運動の先取りがゲーム場面
につながることを確認する。 

「方法知」 
・準備がプレーの質を上げる。 
「具体知」 
・準備運動のなかで、体重移動

と軸回転の動きづくり。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

展
開 
35 
分 

・目と手の協応性の応用の
キャッチボールドリル 

・ランニングキャッチボー  

 ル（２人組） 
・塁間継投 30 秒測定 
・ペッパーゲーム 
（４人組：正面トスを左右
への打分け） 

「ベースカバードリル」 
※全体２グループに編成。

それぞれセカンドとシ
ョートの位置に配置す
る。 

①捕手から手投げでセカ
ンドゴロを転がす。 

②セカンドは、捕球後、捕
手へ送球。その後、自ら
１塁ベースカバー。 

③捕手は、送球を受けたら
１塁へ送球。セカンド
は、自分で１塁へ入り送
球を受ける。 

※ショートは逆の動きを
三塁ベースで行う。 

「ローテーショントスバ
ッティング」１人７球交
替。※ロングトスへと移行
するよう段階を示す。 

・導線を考えた集合隊形。 
・周囲の安全確認。 
・経験者に、リトルティーチャー

としてよい動きのモデル。指導
者はつまづきを例示。 

「肯定的フィードバック」 
・よい動きを具体的に褒める。 
・プラスのストロークを返す。 
・過程を大切にする熟達志向的

な動機づけ雰囲気を心がける。 

「矯正的フィードバック」 
・基本的な技能を習得できるよ

う、動きを観察し、反応を見な
がら、個別最適化で伝わる表現
方法を探す。 

「前の試行を踏まえたフィード
バック」 

・動きのつながりと運動局面の
理解を促す示範と説明を行う。 

・上手くいっている。進歩してい
るポイントを褒める。 

・技能やパフォーマンスについ
ての質問にアドバイスする。 

・技能上位者へ評価的フィード
バックを与える。 

（知②）（思①②）（態①③④） 

「概念知」 
・バックハンドで捕ったほう

が投げやすい。 
・右足を浮かせて捕ると、クイ

ックスローになる。 
・左肘を投げる方向へ向ける。 
「方法知」 
・近くから遠く、易しいから難

しい課題達成が学習の順序。 
・２ボールパスの応用でベー

スを探しながら送球を受け
る。ぼんやりと見る。 

・投げると打つは、体重移動と
軸回転が共通の動き。 

・バントとヒッティングのイ
ンパクトの形は一緒。 

・バント、プッシュバントの延
長がヒッティング。 

「具体知」 
・空間の奥行は全体をぼんや

りとみるとつかみやすい。 
・両手で包み込むように捕る。 
・投げると打つ動作で両肩を

入れ替えてみる。 
・後ろの脚（右脚）にタメて、

前の脚（左脚）に乗り込む。 
・インパクトで両腕を伸ばす

ことと、頭を残す。 
・ボールの軌道に対してライ

ンに乗せるイメージを持つ。 
・正面の打球は、距離感を掴む

ために目線を移動させる。 

ま
と
め 
５ 
分 

・集合 
・用具整理 
・振り返りシート記入 
・まとめ 
 

「肯定的フィードバック」 
・練習の成果や出来たポイント

を評価する。 
・状況判断のある動きを褒める。 
（知①②）（思②④）（態①③） 

「概念知」 
・グラウンドレベルでの「見

る・知る・支える・知る」ス
ポーツにつながる活動。 

 



Ⅳ 仮説の検証 

 単元間での生徒の形成的評価、授業のパフォーマンス評価、ソフトボールに関する知識について、 

データ分析と感想の記述分析を行い、仮説の検証を行う。 

 １ 体育授業の形成的評価調査 

(1) 単元前―単元後での比較 

体育授業の形成的評価の指標

として、長谷川悦示ほか（1995）

の体育授業の形成的評価票を参

考に本実践と関連する９項目の

質問を設定した。はい（３点）・

どちらでもない（２点）・いいえ

（１点）の３件法で回答を求めた

（図６）。調査の手続きとして、

調査研究のためのアンケートで

あることと、成績とは関係ないことを確認した。オリエンテーション時に「これまでの体育の

授業について」の回答を求め、これを単元前得点とした。検証授業の形成的評価を測るため、

２時間目～11 時間目を通しての体育授業の形成的評価の平均点を単元後得点とした。結果、

全ての項目で単元後得点が高い値を示し、「技術認識を高める授業プログラムにより、『できる』

意欲が高まる」という仮説を支持する結果が得られた。特に、７．５．４．１．６．３の項目

が高い値を示した。このことは、授業の中での新しい発見や理解が自信につながり、心に残る

感動が動因となって自ら進んで学習するといった、内発的動機づけに近づく自律的取り組みが

高まったことを示しており、授業プログラムの有効性を表していると考えられる。 

単元全体を通しての授業の形成的評価得点をみてみると、第９時にいろんな打球の見え方等

を体験することを意図して、授業者が内野のみで全員にシートノックを打った時間が一番高い

値を示した。このことは、打球の速さや質を実際に体験し、上手い友達のプレーを肌で感じた

ことや、連帯感や「できる」達成感によって楽しさが高まった結果を示していると考えられる。 

(2) 授業内容と振り返りシート（感想）の記述分析 

  生徒の学習の振り返りとして今日の授業で「わかったこと」「できたこと」「学んだこと」「ス

ポーツの学び方」「ゲームのすすめかた」などについて、振り返りシート（感想）へ回答を求め

た。１～５時間目が①動きづくり、６～11 時間目が②ゲームの進め方について授業を構成した。 

① 動きづくり（１～５時間目）（図７） 

第 1 時：「これまでの体育の授業について」形成的評価事前

アンケートを実施した。オリエンテーション時、授業意図

と学習規律の共有が安全と学習時間を保障すること、時間

配分と次の学習場面とのつながりと見通しを自己参照で

きることが上達を規定することを確認した。塁間継投及び

知識について事前テストを実施した。その後、２ボールパ

ス等、調整力と高めるキャッチボールドリル、トスバッテ

ィングを行った。経験者を除き、これまでキャッチボール

の経験がほぼなく、ボールの握り、腕ふり、グラブの使い方がほぼ分からない、バットの握

り、振り方が分からないとのことであった。初心者はキャッチボールができない、バットに

ボールが当たらない様子がみられた。第２～５時：キャッチボールドリル、ステップアンド

スロー、バントとプッシュバント、ペッパー、ベースカバードリルをスモールステップで行

った。個別のモニタリングから一人ひとりに動きのコツを教示し矯正的フィードバックを行

った。生徒の感想より「塁間のキャッチボールのステップでもっと回数が伸ばせる気がした。 

図６ 体育の授業の形成的評価           

図７ 授業の様子           



バントの正しいやり方などを教えてもらったら、いきなり調子が良くなり、うれしかった」

等の感想があり、結果の知識をプレーと結びつけ、結果予期を高め、少しずつできること増

やしていくことを楽しんでいる様子がみられた。また、「バットを地面と平行にするなど初歩

的なことが学べた」「バントは腕固定で膝で高さを調節することが分かった」「フライを捕る

時はボールの落下点に入ると捕りやすい」「バッティングでは、当たる瞬間に頭を後ろによせ

るとよく飛ぶ。打つ時は右手でチョップするイメージ」「バッティングの当てるポイントやふ

り方などを理解することができた」とあり、生徒は動きづくりの内容をつかみ、特に「矯正

的フィードバック」を取り込んでいる様子がみられた。このことは、スポーツの言葉を紡ぐ

ことについて、山口政信（2004）が「内言を外言化することが自己調整機能を顕在化し，運

動能力向上への重要な鍵となることは明らかである」と指摘していように、感想で自分の言

葉で身体の動きやイメージを表現できることは、上手くできる方法や如何にできるかを掴ん

だことを示しており、上達による暗黙知の高まりを示唆していると考えられる。 

② ゲームの進め方（６～11 時間）（図８） 

第６時～９時：塁間のキャッチボールができる。

トスバッティングができるようになってきた。

フォースプレー、タッチプレー、タッチアップ

について、ゲーム形式で「プレーのなかで学ぶ」

ことをねらいとして、プレー毎に場面のポイン

トを説明するとともに、次のプレーを予測する

ことについても発問や解説を行った。生徒の感

想のなかで「プレーの進め方やポジションの位置などを学ぶことができた」「試合形式で教え

てもらい、とても分かりやすかった」「プレーのしかたやフォースプレーなどのランナーをア

ウトにする方法などを知ることができた」とあり、ゲームの進め方の形式知を積極的に学ん

でいる様子がみられた。また、みんなで熟達志向的な雰囲気を心がけ、場面学習のケースを

みんなで積み上げることにより学びを共有することを確認したことで、エラーや判断ミスは、

場面が分かるチャンスと捉え、楽しみながら経験者や友達が教えあい・学び合う様子がみら

れた。タッチアップの理解が難しかったが、プレーのなかで体験より理解を促した。第 10 時

～11 時には、３アウト制、攻守交替を迅速に長いイニングを目指した。感想より「みんなで

声かけして、取れるアウトをとれるようになった」「みんなで打線をつないでランナーをため

て、しっかりと強打者につなぐことで、得点をうまく入れることが出来る」とあるように、

場面の理解からプレーを選択するといった、まわりの状況を判断しながら、プレーする様子

がみられた。このことから、自分のプレーからチームや相手の状況へと視野が広がり「する・

見る・支える・知る」スポーツの多様な視点と認識が広がった様子がうかがわれた。 

２ パフォーマンス評価について 

 (1) 単元前後の比較 

   ペアで塁間継投（18.29ｍ）の 30 秒間の往復数を

カウントした。単元中間と単元後半に２回ずつ測定

し、良い方の記録を採用した。結果、全体の単元前

平均 9.65 回から単元後平均 15.40 回へと塁間継投

の記録が向上した（図９）。特に、一回目測定で 10

回以下の初心者の生徒平均（5.50 回）の記録をみて

みると、単元後において、平均 11.08 回へと記録を

伸ばしており、目と手の協応性と空間定位、連結等

の調整力を高めるキャッチボールドリルの効果を

示していると思われる。 

図８ 授業の様子           

図９ 塁間継投結果（往復数）           



３ ソフトボールの知識について 

 (1) 単元前後の比較 

ソフトボールの知識についての量と

質を評価するため、１時間目のオリエン

テーション時を単元前(Pre)の知識とし

て、11 時間目に検証授業後(Post)のソフ

トボールの知識について質問紙法によ

って回答を求めた（図 10）。知識の獲得

と定着については、記述の説明内容の正

確さで評価した。結果、すべての項目に

おいて、単元後調査で高い値を示した。名前やルールが分かり、場面（フォースプレー、タッ

チプレー、タッチアップ）が「わかる」ことでゲームが成立する。このことは、プレーをする

うえで必要な知識（形式知）を獲得したことを示しており、場面が理解できることで「形式知」

が行動のための手続き「暗黙知」に変換され、状況を判断・選択する準備が整ったことを示し

ていると考えられる。 

４ まとめ 

岡出義則ほか（2021、2010）は、ベースボール型の難しさについて、「ゲーム中の意思決定（判

断）の難しさが問題となるのは、主として守備側である。（中略）守備側のプレイヤーは、打者走

者を先回りした塁にボールを送り込むといった共通認識のもと、これらの役割行動を選択・判断

するのである。くわえて、このようなプレイの判断は、打球状況や進塁状況によって異なってく

る」と指摘している。本実践において、難しいといわれる守備場面と連動する攻撃場面を生徒が

理解しやすいように単元の内容を整理し、スモールステップでのインストラクションとフィード

バックにより、動きづくりからゲームへと 1 時間ごとの授業意図を生徒と共有するよう努めた。

また、感想で感じたことを言葉で表現させ、自分の言葉に言い換えることで、技術の言語化が促

進され、熟達に至るワザ言語についての理解が深まった様子がみられた。コーチングの秘訣につ

いて山口政信（2006）は、「身体運動のすべてを言語化することはできませんが、指導者も学習者

もできるだけ自分の言葉（声）で表現する場（身体）を共有することが大切です」と述べており、

ワザ言語を通してスポーツ特有の世界を共有できたと考える。わざについて渡邉伸（2020）は、

「多様な情況で、先を見通しながら動く努力が、幅広い可能性を含むワザを育てます」と説明す

る。授業後の生徒の感想のなかで「これまでは、ルールなどが分からず、難しい面もありました

が、この授業を通してソフトボールがとても楽しくなった。ルールを理解してゲームを楽しむこ

とができた」「全体を通して、チーム、個人の力が大きく変わったと思う。キャッチが上手くなっ

たり、バッティングが打てるようになったり、ゲッツーからトリプルプレー、ホームランなど見

ているだけでもゲームを楽しめた。未経験者でも上達する授業だったし、経験者も楽しめてまた

ソフトボールの授業を受けたいと思った」とあり、本実践を通して初心者も経験者も上達の実感

や、見通しが立つプレーする楽しさ、知る楽しさ、結果をコントロールできる「わかる」「できる」

方法を学ぶことができたのではないかと考える。 

 

Ⅴ 成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 技術認識を高める授業プログラムにより、生徒の「わかる」「できる」意欲が高まった。 

  (2) 知識学習と教師のフィードバック行動により、パフォーマンスと知識が高まった。 

 ２ 課題 

  (1) 効果的な学習方略につながるインストラクションを研究したい。 

  (2) 学習者のフィードフォワードにつながる教師行動を研究したい。 

図 10 ソフトボールの知識結果           
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