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沖縄県立総合教育センター 後期長期研修員 第63集 研修集録 2018年３月 

〈ＩＣＴ教育：高校 保健体育〉 

「する･みる･支える･知る」の多様な関わり方を促す指導の工夫 

― タブレット端末と Office365を活用したバレーボール指導を通して ― 

 

沖縄県立与勝高等学校教諭 仲 座 辰 子 

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 近年我が国では急速に高齢化が進み、今や世界に類をみない超高齢社会といわれている。同時に情

報技術の進展は著しく私たちを取り巻く環境も激しく変化しており、このような時代のニーズや環境

の変化に対応した教育のあり方が求められている。高等学校の体育科、保健体育科において育成すべ

き資質・能力（案）では、スポーツの多様な関わり方を選択し、卒業後も継続して実践するとしてい

る。中学校学習指導要領解説の保健体育における体育の見方・考え方として、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て「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。 

沖縄県学力向上推進本部会議からの提言（平成29年９月）によると学力向上推進プロジェクトの方

策の１つに体力向上が提唱されている。その中のプロジェクトとして「生涯にわたって運動・スポー

ツを愛好していく意欲を育てる体育授業の工夫改善」が挙げられている。特に体育においては「運動

の苦手な子」や「意欲的でない子」への手立てのある授業づくりが求められている。また、授業改善

を通して運動嫌いをなくし、生涯にわたって運動に親しむ資質能力を育むことはとても重要であると

提言している。 

本校は、全体的に明るく素直な生徒が多く各種目や課題に対して真面目に取り組むが、自主性に乏

しい傾向がある。これまでの指導においてもグループ学習やペア学習等を通して課題解決学習にも取

り組んできたが、指示待ちで受け身の授業になることが多々あった。また、新体力テスト（平成29年

４月実施）におけるアンケート調査によると、運動を行う頻度が月に３日以下の生徒が半数近くいる

ことが分かった。本校の課題となる運動する機会が少なく自主性に乏しい生徒が多い現状から、保健

体育の実技指導において、気軽に運動に関わり「運動に関わることが楽しい」と思う「充実志向」を

高め、自ら学ぶ力の育成が必要だと考える。また、日頃から運動することに触れる機会づくりとして、

運動に対して様々な関わり方があることを体感させることが重要である。 

以上を踏まえて本研究では、充実志向を高め自ら学ぶ学習形態「セルフラーニング」を取り入れ、

生徒の実態に応じて気軽に運動に関わる機会づくりができる授業を工夫していきたい。そのために、

タブレット端末や Office365を活用して、生徒達が自ら練習用動画を選択視聴して練習メニューを決

定しグループ活動を行い、授業以外においては練習用動画の視聴や学習シートの提出を行うことで自

主性を育む。また、練習の様子を撮影し、動画編集アプリを活用して自分の動作を客観的に確認した

り、お互いで動画を見ながら振り返り教え合うことで充実志向を高め、運動への多様な関わりを促す

ことができると考える。   

本研究を通して、体育の授業においてＩＣＴを活用することで運動の楽しさや充実感を味わい、自

ら学ぶ力の育成や、一人でも多くの生徒に体育的見方・考え方である「する・みる・支える・知る」

の運動への多様な関わりを促すことが出来ると考え本テーマを設定した。  

〈研究仮説〉 

 バレーボールの授業においてＩＣＴ機器や、Office365、動画アプリを活用した授業を行い「充実

志向」を高め、自ら学ぶ力を育成することで、気軽に運動に親しむきっかけとなる「する・みる・支

える・知る」の多様な関わりを促すことができるであろう。 
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Ⅱ 研究内容 

1 実態調査 

(1) 対象：沖縄県立与勝高等学校１年１,２組 

女子合計37名（１組19名２組18名） 

実施日：平成29年10月26日 

(2) 事前アンケートの結果と考察 

「体を動かすことが好きですか」（図１）の 

質問に対して、30名が「はい」７名が「いい 

え」と回答した。同様に「体育実技が好きで 

すか」の質問（図２）では31名が肯定的、６ 

名が否定的な回答であった。否定的な回答を 

した生徒の主な理由として挙げられたのが、 

「体を動かしたら疲れるから」「運動すること 

が苦手」という回答が多かった。体を動かす 

ことと体育実技の好き嫌いは関係性が高いこ 

とが確認された。 

 「体育授業以外の運動頻度」（図３）の質問 

では新体力テストの質問項目と同様の質問を 

行った。４月時点と変わらず約半数の生徒が 

月に３日以下の運動頻度であることが分かっ 

た。この現状からも体育以外で運動に関わる 

きっかけを作ることが必要であると感じた。 

 生涯スポーツへの関心度として「生涯スポ 

ーツとして何か運動に関わっていきたいと思 

うか」（図４）の質問に対して６割以上の生徒 

が否定的な回答をした。また、「生涯スポーツ 

とはどういうことだと思うか」という質問に 

対して「生涯運動を続けること」の回答が多 

かったが、半数近くの生徒（18名）が「分から 

ない」と答えている。このことからも生涯スポ 

ーツの意味や運動を行う目的や意義、などを 

含めて生徒に伝えていく必要があると考える。 

 今回のテーマに最も関係の深い項目である 

「運動への関わりで「する・みる・支える・知 

る」のどちらが好きか」（図５）においては、 

複数回答で行ったが「する」21名で、「みる」 

28名、「支える」17名、「知る」11名であった。 

項目別（表１）にみてみると、一番多い項 

目は「する・みる」の２項目であった。次に多 

い項目が「みる・支える」であった。「知る」 

の項目が全体的に少ない傾向にあった。４項 

目全てを好きと答えた生徒は３名であった。 

本研究において、ＩＣＴ機器を活用するこ 

とによって様々なスポーツへの関わり方に興味・関心を持たせ、運動に対する「する・みる・ 

支える・知る」の多様な関わりを促し、気軽に運動に関わるきっかけにしていきたいと考える。 

図５ 運動に関わりで「する・みる・支える・

知る」のどちらが好きか（複数回答） 

 

図１ 体を動かすこと   

   が好きですか？ 

図２ 体育実技が好き

ですか？ 

図３ 体育授業以外の運動頻度 

図４ 生涯スポーツに関わっていきたいと思うか 

表１ 運動に関わりの項目別集計 

項目数 項目 事前人数 事前合計

する 4
みる 4
支える 2
知る 1
する・みる 7
する・支える 1
する・知る 1
みる・支える 5
みる・知る 1
する・みる・支える 3
する・みる・知る 2
みる・支える・知る 3

4 する・みる・支える・知る 3 3

1

2

3

11

15

8

（人） 
（人） 

（％） 

（％） 

（延べ人数） 
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２ 理論研究 

(1) 体育的見方・考え方 

  高等学校学習指導要領（案）第６節「保

健体育」第１の目標において「体育や保健

の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，

合理的，計画的な解決に向けた学習過程を

通して，心と体を一体として捉え，生涯に

わたって心身の健康を保持増進し豊かなス

ポーツライフを継続する」としている。中

学校学習指導要領解説において「体育の見

かた・考え方」として自己の適正等に応じた「する・みる・支える・知る」の多様な関わり方

と関連付けるとしている。また、高等学校学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

（答申）では子供たちの現状と課題として、体力については運動する子供とそうでない子供の

二極化傾向、スポーツを「する」のみならず「みる、支える、知る」といった多様な視点から

運動への関わり方を考えることが課題となっている。本研究において「する・みる・支える・

知る」の多様な関わりを、表２の観点で捉えバレーボールの授業を行った。 

(2) メタ認知活動 

脳科学辞典（中川遼平、四本裕子2010）によると、「自己の認知活動（知覚、情動、記憶、思

考など）を客観的に捉え評価した上で制御する」ことで「認知を認知する」あるいは「知って

いることを知っている」ことを意味すると述べている。「メタ認知の機能は、思考のさまざま

なプロセスにおいて重要な役割を果たす。学習場面においては、学習課題にアプローチする方

法の計画やモニタリングした認知活動に関する理解、課題遂行状況の評価、課題遂行に関する

動機づけなどが、メタ認知的な特徴を持つスキルである。また、メタ認知活動は気づき・感覚・

予想・点検・評価といったメタ認知的モニタリングや、目標設定・計画・修正といったメタ認

知的コントロールからなる」といわれている。本研究ではＩＣＴを活用し、振り返り学習や客

観的に自分自身を知ることでメタ認知活動に関する理解を深め、課題解決の為の練習選択や活

動改善点の手立てや動機づけにつなげる。 

(3) セルフラーニング 

平井雷太氏（2010）によるとセルフラーニングという学び方の特徴として「自分の学ぶもの

は自分で決める」「できる・できないを考えず、とりあえずやってみる」「目的を持たずにただ

やり続ける」に従い学習者に自己決定権を持たせるセルフラーニングの学び方を提唱してい

る。言われて行う学習ではなく自分から進んで行う学習に重点をおいた考えである。本研究に

おいて、生徒が課題解決に向けた教材動画の視聴選択やグループ学習で行う練習メニューの決

定を行う自己決定やグループ決定の活動を取り入れ、セルフラーニングの理論に基づいた「自

分で決めたことを自分で実現する学習法」を可能にする教材の工夫、授業の工夫を行った。 

(4) 学習動機の二因性 

動機づけには外発的動機づけと内発的 

動機づけに分けられる。東京大学教育研 

究科教授の市川伸一氏(2004)によると、 

学習の損得がある一方、学習の賞や罰は 

意識していない「学習の功利性」がある。 

それに対して内容重視の考え方とそうで 

はないという考え方の「学習の重要性」 

がある。この二つを縦軸と横軸にして組 

み合わせると六つの学習動機に分けられ 図６ 学習動機の二因性モデル 

表２ ＩＣＴを活用した「する･みる･支える･知る」 

す る・・・運動する、実践、実行 

見 る・・・ＩＣＴで自分の動きや、お互いの動きを

見る、プレーを観戦 

支える・・・ＩＣＴでお互いの動画を撮る、動画を元

に動きの確認、チェック、助言を行う 

知 る・・・ＩＣＴで自分の動きを把握。動画編集を

通して課題発見、成果確認 
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る（図６）。 

① 充実志向 学習すること自体が楽しい、充実感がある内容重視。 

② 訓練志向 知力を鍛えるため、課題でないとやり甲斐がない。 

③ 実用志向 自分の将来の仕事や生活に生かせるからやる。 

④ 関係志向 他者につられてやるため「何を学ぶか」より「誰と学ぶか」が関心事 

⑤ 自尊志向 プライドや闘争心からくる気分的なもの 

⑥ 報酬志向 外からの物質的報酬を意識しており内容自体に興味があるわけではない 

この二因性モデルをもとに、学習すること自体が楽しく内容重視で充実感のある「充実志 

向」に繋げていきたい。学習することに直接的に関係する「運動に関わることが楽しい」「も 

っと学びたい」「もっと成長したい」と思えるような楽しさや充実感を味わうことが出来る授 

業工夫をＩＣＴを活用して行った。 

(5) Office365について 

Office365はマイクロソフト社のクラウドサービスである。ワードやエクセルなど様々な機

能が利用可能で、保存容量が大きく、どの端末からも利用可能である。今回の検証授業にお

いては、バレーボールの教材動画の保管や振り返りシートの提出に活用した。その際、ＱＲ

コードから読み込んで作業が手軽に行えるようにした。 

① OneDrive for Business  

OneDrive for Business（以下 「OneDrive」と表記）は オンラインストレージで、クラ

ウド内に作業ファイルの保存、共有、同期を行うことができる場所を提供している。今回

の検証授業においては、OneDrive の中に保存した教材動画を作成した。ＱＲコードからア

クセスすることで、どこからでも気軽に観ることが出来る環境作りを行った。 

② Microsoft Forms 

Microsoft Forms （以下「Forms」と表記）では、アンケート、テスト、投票を作成し、

戻ってきた結果を簡単に表示できる。今回の検証では授業の振り返りを Forms で提出する

自分の時間で自由に送信できる便利さを期待し提出率の向上を図る。 

(6) COACH MY VIDEO 

      動画編集アプリで、撮影した二つの画面を同時に再生できるアプリである。今回はバレー

ボールの授業において、フォームのチェックにスロー再生や二画面比較、画面を直接編集出

来る機能を活用することで自分自身の動きや相手の動きを視覚的に確認しメタ認知能力の向

上を図る。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単 元 名 バレーボール 

２ 単元の目標  

(1) 安全に留意し、仲間と協力しながらバレーボールの楽しさや喜びを味わうことができる。 

 (2) 自己の能力やチームの課題に合った練習方法を教材動画から選択し、お互いで教え合いな 

がら協力して行うことができる。                   

(3) ＩＣＴ機器を活用して「する、見る、支える、知る」の４観点からバレーボールを学ぶこ 

とでスポーツとの多様な関わり方を知ることができる。          

(4) バレーボールの基礎となるパス、サーブ、スパイクの個人技能を身に付ける。      

３ 単元の評価規準 

（ア）関心･意欲･態度 (イ)思考･判断 (ウ)運動の技能 （エ）知識・理解 

・技能の段階に応じて，作戦を立

てて勝敗を競い合う球技の楽しさ

や喜びを味わおうとする。 

・練習やゲームで，チームにおけ

・チームや自分の能力に応じた

適切な課題を設定している。 

・チームや自分の課題を解決す

るための適切な練習の方法など

・チームの課題や自分の

能力に応じて，選択した

種目の特性に応じた技能

を身に付け，ゲームをす

・技能を高めるた

めの合理的な練習

の仕方，練習計画の

立て方について，具
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る自分の役割を果たし，協力して

教え合ったり，励まし合ったりし

ようとする。 

・練習やゲームの場所の安全を確

かめ，安全な練習方法で行おうと

し，危険なプレーをしないなど，

健康・安全に留意しようとする。 

を選んだり，見付けたりしてい

る。 

・チームや自分の課題の達成状

況をとらえ，練習やゲームの仕

方を見直したり，新しい課題を

選んだりしている。 

ることができる。 

・技能の段階に応じて，

相手との攻防に合った作

戦で練習やゲームをする

ことができる。 

体例を挙げている。 

・競技会の企画や

運営の仕方につい

て，具体例を挙げて

いる。 

４ 指導計画（全10時間） 

時間 学習内容 生徒の学習活動・ねらい 評価観点 ＩＣＴ活用 

 

 

 

 

１ 

オリエンテーション 

・授業計画 

・グループ分け 

・iPad の使い方 

  

 

・単元説明 

・グループ決め（９名×４グループ） 

・ペア活動決め（３名×12グループ） 

・iPad の使い方  

 

 

 

 

 

 

（ア） 

・iPad 

・マイク 

・タイマー 

・電子黒板 

・AppleTV 

・Office365 

 

 

２ 

３ 

４ 

・基礎練習 

・３名１組で基礎練習 

・パス 

・レディネステスト 

・サーブ練習 

・簡易ゲーム 

・ボール投げからボール叩き 

・オーバー・アンダーハンドパス 

・対人パス 

・レディネステスト 

・各チーム対抗連続パス最高回数 

・サーブ練習 

 

 

 

 

 

（ア） 

（イ） 

（ウ） 

・OneDrive 

・Forms 

・COAC HMY VIDEO 

・接続ケーブル 

・アダプター 

 

 

 

 

 

５ 

６  

検証 

 

 

 

・基礎練習 

３名１組（５分） 

・グループ練習(10 分) 

（QR ｺｰﾄﾞより動画選択） 

・スパイク練習（10分） 

ステップ・キャッチ練習 

 動画撮影 

・簡易ゲーム（７分ｹﾞｰﾑ） 

 

・ボール投げ～ボール叩き 

・基礎練習（パス） 

・グループで練習動画から選択 

リーダーを中心に練習 

・スパイク練習（３名１組） 

 動画撮影でフォーム確認 

 チームでスパイク練習 

・簡易ゲーム 

与勝ルール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 

（ウ） 

・iPad 

・マイク 

・タイマー 

・電子黒板 

・AppleTV 

・Office365 

・OneDrive 

・Forms 

・COACH MY VIDEO 

・接続ケーブル 

・アダプター 

 

７ 

・基礎練習 

・パスのテスト 

・サーブテスト 

・スパイクテスト 

・ボール投げ～基礎練習（パス） 

パステスト 

サーブテスト 

スパイクテスト 

 

 

（ウ） 

 

・iPad・マイク 

・タイマー 

・電子黒板 

・AppleTV 

８ 

９ 

 

・グループ選択練習 

・グループ話し合い 

・グループ対抗試合 

・ゲーム戦略の話し合い 

・グループ練習 

・試合（４チーム対抗戦） 

 

 

（ア） 

（エ） 

・iPad・マイク 

・タイマー・電子黒板 

・AppleTV 

・Office365 

・OneDrive 

・Forms 

・COACH MY VIDEO 

・接続ケーブル 

・アダプター 

ねらい１ 

・iPad を授業においてどの様に活用するか活用方法を理解する 

ねらい３ 

・iPad で動画を撮り、自分のフォームやポイントを視覚的、客観的に知る。 

・iPad を有効活用し、お互いで動画編集を行いながら教え合うことで、運動

への多様な関わりを知る 

 

 

ねらい２ 

・iPad を活用してお互いに動画を撮って確認することでバレーの特性や興

味・関心を持つ 

与勝ルール ・９人制・ネットの高さ２M・サーブ１人１回 

・サーブはコート内から打って OK・１球目はキャッチ OK 
・ローテーションをするがセッター固定でも OK 

ねらい４ 

・グループで ICT 機器を使って試合の動画に活用しゲーム戦略に役立てる 

・与勝ルールを理解し、みんなで協力して楽しく活動することが出来る 
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５ 本時の学習 

  (1) 準備するもの バレーボール、ネット、マイク、タイマー、iPad、電子黒板、AppleTV 

(2) 本時の目標 

ＩＣＴ機器を有効活用し、自己の能力やチームの課題に合った練習方法を選択したり動画撮影を行

う中で、お互いで教え合いながら協力して行うことができる。  

  (3) 授業計画 （６時間目／10時間） 

 学習内容・学習活動 教師の支援と評価（〇支援■評価） ICT 活用 

導

入 

10

分 

１ 準備運動（３周） 

・準備体操 

・集合･挨拶･出席確認 

・本時の説明  

〇機敏に活動しているか確認 

〇安全に行っているか確認 

〇見学生や体調不良の確認 

〇本時の授業内容を確認 

・iPad・マイク・タイマー 

・電子黒板・AppleTV 

・接続ケーブル・アダプター 

展

開 

30

分 

２ 基礎練習 

・３名１組（５分） 

 

 

 

 

 

 

 

３ グループ練習選択 

・練習用動画でグループ

練習を選択させる 

・Ａ～Ｄチーム 

（各９名×４チーム） 

 

４ スパイク練習 

・スパイクステップ 

・ボールキャッチ 

・スパイク 

 動画撮影（３名１組） 

 

 

５ 簡易ゲーム（７分） 

 

 

 

 

〇安全に取り組んでいるか確認 

〇フォームを意識しながら取り組んでいる

か確認 

〇各自のレベルに合わせたパスを行ってい

るか確認  

〇必要に応じて動画撮影を行いフォームや

動きを意識 

〇iPad によって活動が停止しないよう確認 

〇チームや自分の能力に応じた練習を選択

しているか確認 

 

■チームで練習の仕方を工夫しているか 

【思考・判断】 

〇ペアやグループでの対話を適切に行って

いるか確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇安全に取り組んでいるか確認する 

〇空中でボールをキャッチすることを意識

しているか 

〇ボールをキャッチする場所やボールの落

下地点を意識させる 

〇リーダーを中心にお互いで協力して取り

組んでいるか確認する 

〇iPad を危険な場所に置いていないか確認

する 

 

〇撮影に時間を掛けないよう確認する 

〇安全な環境で取り組んでいるか確認する 

〇与勝ルールをもとに簡易ゲームを行って

いるか確認する 

■チームで楽しく取り組んでいるか 

【関心・意欲・態度】 

 

【3名１組の基礎練習】 

・iPad 

・Office365 

・OneDrive 

・COACH MY VIDEO 

【各グループ選択練習】 

 

【自主的に話し合う様子】 

 

【４チームで簡易ゲーム】 

ま

と

め 

10

分 

・集合・本時のまとめ 

・次時の説明 

・片付け 

 

〇本時の活動内容の確認をする。 

〇本時の振り返りシート提出確認をする 

〇次時の説明を確認する 

〇機敏に行動しているか確認する 

・Forms 

 

ねらい３ 

・iPad で動画を撮り、自分のフォーム

やポイントを視覚的、客観的に知る。 

・iPad を有効活用し、お互いで動画編

集を行いながら教え合うことで、運動

への多様な関わりを知る 

ボール投げ→両手投げ

→両手バウンドパス→

片手バウンドパス→ボ

ール叩き→スパイクス

テップ練習→パス練習  

与勝ルール 

・９人制 

・ネットの高さ２M 

・サーブ１人１回 

・コート内サーブ OK 

・ローテーション 

・セッター固定 OK 

・１球目はキャッチ OK 

校舎側 

 

 

 

 

グランド側 

A 

B 

C 

D 
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６ 仮説の検証 

   研究仮説に基づき、本研究ではバレーボールの授業においてＩＣＴ機器や、Office365、動画ア

プリを活用した授業を実施した。その際に学習すること自体が楽しいと思える「充実志向」を

高め、「自ら学ぶ力」の育成や、気軽に運動に親しむきっかけとなる「する・みる・支える・知

る」の多様な関わりを促すことができたか検証した。 

(1) ＩＣＴ活用について 

本研究において、ＩＣＴの活用を授 

業中および放課後に行った。授業中に 

おいては練習動画選択、動画撮影、動 

画編集、放課後は振り返りシート提出 

や練習動画視聴が出来るようにした 

（図７）。ＩＣＴを活用した授業を行 

うことで、これまでの教師側の実践指 

導や経験者実演の指導と大きく違い客 

観的な場面指導を可能にした。 

その結果、ＩＣＴを活用した授業理解度 

において37名中33名が理解しやすかったと 

回答した。感想においても多くの生徒が普 

段の授業よりも視覚的に理解できて分かり 

やすかったと回答していた。また「iPad 

を有効活用できましたか」（表３）の質問 

では、１から５時間目までの練習形式の授 

業では、ほとんどの生徒が有効活用出来て 

いたと回答していた。６時間目以降の試合 

形式中心の授業においては iPad を直接触 

る活用は減少したが、ゲーム動画を全体で 

視聴したり、練習動画を視聴したことで有 

効活用したと回答した生徒がいた。 

検証前後のアンケートにおいて「ＩＣＴ 

機器を活用したいか」の質問（図８）に対 

して「はい」が17名から28名に増加し「い 

いえ」が20名から５名に減少した。 

ＩＣＴを活用しての感想（表４）では、 

自分のフォームを客観的に確認して、改善 

点を発見したり、電子黒板でポイント確認 

して分かりやすかったと回答している生徒 

が多かった。振り返りシートにおいても客 

観的に自分の動きを見ることができた点に 

多くの生徒が良かったと回答していた。こ 

れらのことから、ＩＣＴを活用したことで 

自分の動作や体の動かし方、改善点などに 

対して関心や意欲が高くなったことが考え 

られる。 

① Office365（OneDrive）教材動画の共有 

本研究において教材動画を作成し、そ

図７ ＩＣＴの活用図 

図９ 練習用教材動画 

表４ ＩＣＴを活用しての感想 

・実際に自分のフォームを客観的に確認出来て改善 

点を見つけることが出来てよかった 

・バレーのフォームが確認出来てとてもやり易かった 

・電子黒板で動きのポイントを確認し iPad でフォー

ムを見ることが出来て良かった 

図８ ＩＣＴを活用したいか 

（人） 

表３ iPad を有効活用出来ましたか 

授業形式

授業数 1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 7時間目 8時間目

はい 33 34 33 31 34 10 15 12

いいえ 0 0 0 2 2 21 16 20

試合形式グループ練習・部分練習形式
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の動画を OneDrive に保存した（図９）。授業内外で iPad やスマートフォンから教材動画を簡

単に視聴できるようＱＲコード付きの用紙を配布した（図10、図11）。生徒はＱＲコードで読

み込み教材動画にアクセスして予習復習や練習メニューのために視聴した。今回全８時間の

授業で平均一人２～３回動画を見ていたことが分かった。事後アンケートにおいて、今回の

練習用動画を見て授業での意識の変化があったと回答した生徒は37名中29名おり、生徒の感

想には、「動画を見てから授業に臨めるので先生の話を聞いた時に更に理解が深まった。」「コ

ツや注意点を見て、自分でも出来るかもという気持ちになって次の授業が楽しみになった。」

という肯定的な感想が多かった。教材動画を活用することで予習復習の視聴やポイント確認、

練習方法の工夫など様々な目的で生徒自

身が自主的に取り組むことができたと考

えられる。 

② Office365（Forms）振り返りシート 

今回の検証授業において Forms を使っ 

た振り返りシートの提出状況は平均94％ 

（全８時間分）であった。授業時間外で 

活用することに対して生徒からの感想 

（表５）では「自分の時間で振り返りシ 

ートが提出できた」や、「家に帰って授 

業を振り返り、ゆっくり書けた」、「授業 

中に書かなくて済むので、授業中いっぱ 

い動くことができた」などの回答が多か 

った。また、私自身も Forms から課題や 

感想を集約することで、次時の課題解決 

に対してのアドバイスやポイントを的確 

に伝えることが出来た。生徒からの振り 

返りがすぐにグラフ化され、感想も一覧 

で確認出来るため毎時間の理解度や達成 

度を随時確認してフィードバックする授 

業準備に役立った。 

③ COACH MY VIDEO（動画編集アプリ） 

お互いで動画を撮影し静止画やスロー 

再生、２画面比較でポイントをより詳し 

く客観的に理解させることが出来た（図 

12）。また、生徒からの感想（表６）では 

「客観的に自分の動きを見ることができ 

た」や、「自分の動きや改善点に気付けポ 

表４ Forms を活用しての感想 表４ Forms を活用しての感想 
表５ Forms を活用しての感想 

・自分の時間で携帯から送信して提出できるので楽

で良かった。 

・放課後に授業のことを思い出してゆっくり書ける

ので用紙みたいに無くさずに済むので便利。 

・授業内で提出しない分、時間いっぱい動くことが

出来たので良かった。 

表６ COACH MY VIDEO を活用しての感想 

・普段じっくり見ることが出来ない動きを静止画や

スローで自分の動きを客観的にみることが出来た

ので改善する点を考えることが出来た 
・２画面を比較してマークして詳しく教えてくれた

から分かりやすかった 

・動画で確認して、直上パスでおでこの上でボール

を取ってないことが気付けた。 

・自分のフォームを見て角度も測れて iPad がないと

出来ないことだから iPad 使っての授業良い 
・電子黒板で動きのポイントを確認し iPad でフォ

ームを見ることが出来て良かった 

図11 練習用動画一覧表 図10 練習用動画 QR コード 

図12 ２画面編集動画 

QR 
コード 

QR 

コ

ー

ド 
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イントが確認出来た」などの意見が多かった。ＩＣＴを活用したメタ認知活動を行うこと 

で振り返り学習の理解度や課題発見、課題解決、動機づけなど学習意欲の向上につながっ 

たことが伺えた。 

(2) 事後アンケート・振り返りシートより 

「自分の課題を見つけることが出来た 

か」（表７）の質問において、ほとんどの生 

徒が毎時間見つけることが出来たと答えて 

いた。本研究ではＩＣＴを活用し、自分の 

動作を客観的に見ることで課題が明確化さ 

れたことが考えられる。 

「課題解決法や練習方法を考えて取り組 

めたか」の質問（表８）に対して毎時間８割 

の生徒が取り組めたと回答していた。 

また、「お互いで積極的にアドバイスや意 

見を出し合い、話し合いができたか」（表９） 

の質問に対しても７割以上の生徒ができた 

と回答していた。表８、表９において「い 

いえ」と回答した生徒の感想から、課題解 

決に向けた取り組みや話し合いができなか 

ったわけではく、課題を達成できなかった 

ため「いいえ」と回答してしる傾向が伺え 

た。事後アンケートの「意欲的に取り組めた 

か」の質問に対しても全員が肯定的な回答 

であった。 

振り返りシート・事後アンケートの感想

によると「課題発見できたので次はもっと

できるように頑張る」や、「iPad を使ったお

かげで上手くなって良かった」など肯定的

な感想が多かった。 

また、事前アンケートで体を動かすこと

が嫌いと答えた７名に着目しても、「スパイ

クのステップが難しいが楽しかった。次は

できるようにする」、「楽しかった。少しずつ

できている気がする。またやりたい。」「iPad

を使った授業本当に良かった。バレーはあ

まり好きでないけど楽しいと思えた。」など

課題に対して難しいと回答しながらも授業

に対して肯定的な感想がみられた。ＩＣＴを活用したメタ認知活動を通して、授業を楽しいと

思える充実志向が高まり、課題や上達具合を客観的に確認できたことで「もっと上手くなりた

い。」など意欲的な取り組みや自主的な課題解決に向けた話し合いなどが行われたことが分か

る。感想の中には、「時間が足りない」「もっと動きたい」など、運動する時間が少ないと感じ

ていることも分かった。 

(3) 「する･みる･支える･知る」の関わり 

本研究においてＩＣＴを活用した体育的 

見かた・考え方である「する・みる・支え 

る・知る」の運動への関わりを授業の中で 

生徒に伝えていった。事前アンケートにお 

いては「する」「みる」は理解しているが、 

「支える」「知る」が良く分からないと回答 

した生徒が多かった。本研究ではＩＣＴを 

活用した運動への関わり方を授業を通して 

伝えていった。その結果、生徒たちは以前 

表10 振り返りシート･事後アンケートの感想 

肯定的な生徒の感想 

・動画見て出来るようになったから凄く楽しかった。 

・動画撮って課題発見できたから、次はもっと出来る

ように頑張る！ 

・iPad を使った授業のお陰でみんな上手くなることが

出来た。本当に良かった。 

運動苦手な生徒の感想 

・スパイクのステップが難しいが楽しかった次は出来

るようにする 

・楽しかった。少しずつできている気がする。またや

りたい。 

・iPad を使った授業ほんとに良かった。バレーはあま

り好きではなかったけど楽しいと思えた。ずっとバ

レーがいい。 

・普段の授業より動きや改善点など見つけやすくて上

手く動けた場面が多く楽しかった。またやりたい！ 

図13 運動の関わりで「する・みる・支える・知

る」のどちらが好きか（複数回答） 

表７ 自分の課題を見つけることが出来たか 

授業数 1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 7時間目 8時間目

はい 32 33 32 33 36 30 30 31

いいえ 1 1 1 0 0 0 1 1

表８ 課題解決法や練習方法を考えて取り組めたか 

授業数 1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 7時間目 8時間目

はい 27 32 30 29 32 29 28 28

いいえ 6 2 3 4 4 2 3 5

表９ お互い積極的にアドバイスや意見を出し合い話

し合いができたか 

授業数 1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目 7時間目 8時間目

はい 24 31 32 32 33 28 27 32

いいえ 9 3 1 1 3 3 4 1

（延べ人数） 
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より「支える」「知る」に対して理解を深め 

た。「する・みる・支える・知る」に対して 

好きと回答した延べ数が事前アンケートに 

おいては合計77であったが、事後アンケー 

トにおいては延べ数合計が100に増加して 

いたことが分かった（図13）。 

授業においても、グループ活動や部分練 

習の際に、お互いで iPad を活用し多様な関 

わり方でてお互いで話し合い、自主的に課 

題解決に向けた取り組みを行う場面が多く 

みられた（図14）。 

項目別にみると、１項目のみ「好き」と回 

答していた生徒が11名から４名に減少し、 

４項目全てに「好き」と回答した生徒が３ 

名から12名に増え、複数回答が増加したこ 

とが分かった（表11）。このことは、本研究 

において運動への関りが1項目から４項目 

に関心が増え、多くの生徒が運動に対して 

多様な関わりに関心が増えたことが推測さ 

れる。 

さらに、「生涯スポーツに関わっていきた 

いと思うか」（図15）の質問において事前ア 

ンケートでは肯定的な回答が13名だったが 

本研究でＩＣＴを活用した運動への関わり 

を体験したことで34名の生徒が肯定的な回 

答をしていた。結果的にＩＣＴを活用した 

運動へ多様な関わりが今後の生涯スポーツ 

に関心が高まる一因になったことが推測さ 

れる。 

 これらのことから、生涯にわたる豊かな 

スポーツライフを実現する観点や本校の課 

題解決において、ＩＣＴを活用した体育実 

技を実施したことで、運動に関わることが 

楽しいと感じる充実志向が高まり、自主活動を通して自ら学ぶ力が育成することができたと考 

える。また、「する・みる・支える・知る」に対して理解が深まり、複数項目の関わり方に関心 

が高まったことが伺える。 

  

Ⅳ 成果と課題 

 １ 成果 

(1) 体育実技にＩＣＴを活用することで、「する・みる・支える・知る」の運動への多様な関わ

り方に対して複数項目に関心を持った生徒が増えた。 

(2) Office365の OneDrive で予習復習や練習メニュー選択視聴のために練習動画を共有し、授業

外で Forms を活用してじっくり振り返りを行ったことで自主的に活動を促すことができた。 

(3) 動画編集アプリでスロー再生や静止画を活用したメタ認知活動を行い、客観的な振り返り学

習を行うことで運動が「楽しい」と感じる充実志向が高まった。 

 ２ 課題 

(1) ＩＣＴを活用することで実技時間が少ないと感じた意見もあり、授業の中でＩＣＴをどの場

面でどの様に活用していくか今後も継続して工夫する必要がある。 

(2) 授業外における動画の視聴回数の増加や、振り返りシート提出の向上に対して、生徒全員が

自主的に行える工夫が必要である。 

(3) バレーボールのみならず、他の種目においても今後ＩＣＴを活用した授業が行えるよう研究

していく必要がある。 

 

項目数 項目 事前人数 事後事後 事前合計 事後合計

する 4 2
みる 4 2
支える 2 0
知る 1 0
する・みる 7 7
する・支える 1 1
する・知る 1 1
みる・支える 5 5
みる・知る 1 1
する・みる・支える 3 2
する・みる・知る 2 2
みる・支える・知る 3 2

4 する・みる・支える・知る 3 12 3 12

1

2

3

11 4

15 15

8 6

表11 運動の関わりに対する「好き」と回答した 

項目別集計 

図15 生涯スポーツに関わっていきたいと思うか 

（人） 

図14 iPad を活用した自主的な話し合いの様子 
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