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思考力・判断力を育む陸上運動の指導の工夫 

― 短距離走・リレーでの基本的技能の習得と 

話し合い活動を通して（第５学年）― 
 

糸満市立糸満小学校教諭 井 上   慶    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

今の子どもたちやこれから誕生する子どもたちが、成人して社会で活躍する頃には、我が国は厳し

い挑戦の時代を迎えていると予想される。また、生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や絶え間

ない技術革新等により、社会構造や雇用環境は大きく、また急速に変化する中、児童に「生きる力」

を育むことを目指し、基礎的・基本的な知識及び技能の習得とともに思考力・判断力・表現力等の育

成が求められている。 

平成 28 年度沖縄県児童生徒の体力・運動能力・泳力調査報告書によれば、運動する子とそうでない

子の二極化の傾向が顕著で、子どもの体力の低下傾向がより深刻な問題となっている。特に運動が苦

手な児童や意欲的でない児童について、全ての運動領域で適切な運動の経験を通して、楽しく安心し

て運動に取り組むことができるようにしたい。そのために「自己の能力に適した運動課題を持ち，課

題の解決に向けて活動を選んだり工夫したりする力を重視する観点から，運動課題に気づき，解決す

るための活動を選ぶ，運動の行い方を工夫する，思考し判断したことを言葉や動作等で他者に伝える

等の思考力・判断力を育成することが重要である。」（体育・保健体育ワーキンググループ)と示され、

思考力・判断力を育む指導が重要であると考える。 

これまでの指導を振り返ると、小学校学習指導要領体育編（以下「要領体育編」と略す）において

高学年の「短距離走・リレー」は、陸上運動領域の学習として位置づけられ、実際の授業では、運動

会の時期に限られた時間の中で取り組んでいた。そのため、「短距離走・リレー」の楽しさを伝えるた

めに、個々の走力向上となる基本的技能の習得と、スムーズなバトンパスを目指したリレーを意識し

授業を進めてきた。しかし、児童は、短距離走やリレーの順位や記録、さらには、リレーのチームの

メンバー決めや、走る順番に注目をすることが多く見られた。児童が主体的に走り方について深く考

えていなかったり、リレーの話し合い活動では、スムーズなバトンパスについて、児童自らの課題を

持ち、意識してより良い考えを試行錯誤する取り組みが十分できなかった。また、児童の思考力・判

断力を育むための指導が不十分であると感じた。 

そこで、その課題解決のために、短距離走・リレーに関する情報を提供し、基本的技能の習得に向

けての短距離走の走り方・バトンパスの練習などを取り入れる必要がある。その後、練習を振り返る

ことで、自らチーム内の課題を考え、解決するための方法を話し合い、実践することで、個々・チー

ムの課題が解決すると考える。このような授業を展開することにより、試行錯誤する過程を通して、

思考力・判断力が育まれると考える。 

そこで本研究では、「短距離走・リレー」について、基本的技能の習得とスムーズなバトンパスに向

けた手立てにより、児童が主体的に運動に取り組み、走り方とスムーズなバトンパスを思考し続けら

れるような話し合い活動をすることで、児童の思考力・判断力を育むことができるであろうと考え、

本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

 第５学年「短距離走・リレー」の学習において、走り方の基本的技能の習得と、スムーズなバトン

パスを目指して話し合い活動を行い、課題解決につなげることで児童の思考力・判断力を育むことが

できるであろう。 
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Ⅱ 研究内容 

 １ 思考力・判断力について 

中央教育審議会答申では、思考力・判断力とは、「物事の中から問題を見いだし，その問題を定義

し解決の方向性を決定し，解決方法を探して計画を立て，結果を予測しながら実行し，振り返って

次の問題発見・解決につなげていく過程」と示している。さらに、要領体育編の目標では、「運動に

ついての自己の課題を見付け，その解決に向けて思考し判断する」と記されている。 

このことから、個々やグループの課題を見付け、解決に向けて思考し判断する力を思考力・判断 

力と考える。「短距離走・リレー」の学習では、短距離走の走り方・スムーズなバトンパスを目指し、

授業でグループの課題を解決する方法を見付けるために試行錯誤していくことが思考力・判断力の

育成につながると考える。 

本研究では、運動領域で学習した知識・技能の習得を踏まえ、個々・グループの課題を見つけ、

課題解決に向けて話し合い、試行錯誤しながら互いの意見を伝え合う姿や、友達に教えたり教えら

れたりする姿、練習で試す姿などを見取ることができれば、個々・グループの課題について思考力・

判断力が育まれていると捉える。 

２ 短距離走・リレーについて 

(1) 短距離走について 

「要領体育編」では、高学年の運動領域に「陸上運動」がある。その「陸上運動」の内容に、

「短距離走・リレー」があり、小学校の短距離走は、体力テストなどで、50ｍを使用している。

しかし、今回の短距離走は、リレーでの 20ｍのテイク・オーバー・ゾーンを使用したり、記録

も測定するため、運動場半周の 100ｍを使用する。 

本研究では、個々の走り方に注目をし、フォーム作りに意識を向けることで、基本的技能の

習得につなげることができると考える。さらに、グループの中で互いの走りについて話し合う

ことで、基本的技能を高めるための思考力・判断力を育むことになると考える。 

(2) リレーについて 

小学校学習指導要領解説体育編（以下「解説体育編」と略す）では、「短距離走・リレー」の

目標に「一定の距離を全力で走ったり,滑らかなバトンの受け渡しをすること」と記されている。

「滑らかなバトンの受け渡し」とは、バトンを持つ前走者と次走者が、スピードを落とさずに

バトンを受け渡すことが求められている。この目標に向けたバトンパスは、オーバーハンドパ

スとアンダーハンドパスの２種類がある。バトンパスの種類や仕方を知ることで、グループの

課題を見付けるきっかけになり、課題解決につなげる手立てになると考える。そこで、４人１

組のグループを作り、バトンパスの練習をペアで実践し、他のペアはその観察を行い、交互に

実践・観察・助言することで、課題を共有することができると考える。 

また、本研究では、オリンピックや世界大会のリレー競技やリレーの仕方に関する動画、静

止画像を見ることで、自分達自身のバトンパスの長所や短所についてグループで話し合い、課

題を確認し、解決の方法を見付け、グループで課題を解決する方法を実践し、もう一度話し合

う。このような一連の流れによって自己やグループの課題を思考・判断させる場面を設定し、

課題克服に向けて試行錯誤することで、個人でもグループでも思考力・判断力を育む手立てに

なると考える。 

３ 基本的技能の習得とは 

解説体育編では、目標に「その特性に応じた各種の運動の行い方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ようにする」と示されている。基本的な動きとは、短距離走に

おいては「正しい走り方」と捉える。また、正しい走り方では、正しいフォームが重要と考える。 

そこで、本研究においては、「基本的な動きや技能を身につけるようにする」の一節を、短距離

走の基本的技能の習得と捉える。清水（2008）は、「運動の指導のポイント」の中で、スタート、

ピッチとスライド、腕の振り、視線・ゴールが、足が速くなるポイントと示している。さらに、
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姿勢、足の回転、つま先、腕の形なども足が速くなるポイントとしている。それを踏まえ、速く

走るための正しいフォームを意識し練習することで基本的技能が身に付くと考える。さらに、基

本的技能の習得のために、手立ての１つ目は、基礎感覚を養う運動、２つ目に、基本的技能を高

めるための教師による一斉指導、３つ目は、児童が主体的に基本的技能を高めるための場の設定

を授業の中に取り組むことにする。 

(1) 基礎感覚を養う運動について 

運動が苦手な児童に、楽しんで体育の

授業に参加させたいと考え、基礎感覚を

養う運動を取り入れる。その運動につい

て、清水は、「単純に見える陸上運動だ

が,意外と基礎的な感覚を身に付けてい

ない子が多い。基礎感覚を身に付けてい

なければ,目指す運動はできるようにな

らない。多くの運動は,同じような動き

から構成されていて基礎感覚を楽しみ

ながら自然に身につくことができる」と

述べ、さらに、「授業の準備運動として

楽しみながら取り組めるようにしたい」

とも述べている。そして、楽しんで学習

に参加できる運動として、数種類の運動

を示している。その基礎感覚運動とは、

走・跳運動の基礎となる感覚で、「バランス感覚」、「リズム感覚」、「跳感覚」、「視覚・聴覚、調

整感覚」の４つに分けられる。どの運動にも、この４つが関係している。 

本研究では、清水が示したいくつかの運動から、手つなぎ鬼・子とり鬼・追いかけタッチ鬼・

じゃんけんタッチ（表１）の４種類をそれぞれ毎時間の授業の導入に計画的に取り入れ、運動

が苦手な児童が、この基礎感覚を養う運動を取り入れることで、運動の楽しさや面白さを体験

できるようにする。 

(2) 基本的技能を高める教師による一斉指導について 

人間はどのスポーツでも動くことが必要であり、動く中でも走ることは、運動の基本と考え

る。走ることにおける基本的な技能とは、「正しい走り方」（正しいフォーム）に近づく事だと

考える。正しいフォームの中でも、特に姿勢は走りの基本になり、良い姿勢が作れれば、効率

よく走ることができる。「陸上運動の理論と実践」において、「『正しい姿勢』とは，『背筋を伸

ばし，少し顎を引きます。つむじが上から何かで引っ張られているようなイメージです。さら

に、頭や肩，腰，そして脚が一直線になり，身体が一本の棒になるような姿勢』」と記されてい

る。正しい走り方に近づくために、清水が示した足が速くなるポイントから、腕振り・足の回

転・膝の高さ・姿勢に視点を絞って、いくつかの運動を行い、児童が個々の課題について意識

し、練習することで基本的技能を高め、正しい走り方に近づけると考える。 

本研究では、「短距離走」での自分の走り方と正しい走り方との比較をしながら、正しい走り

方に近づくために思考し続ける。また、一斉指導のため、他の児童との違いに気づき、比較す

ることで、思考する場面を多く作ることができ、思考力・判断力につながる手立てになると考

える。 

(3) 児童達が基本的技能を高めるための練習の場の設定について 

教師による一方的な一斉指導だけでは、思考力・判断力を育むには不十分だと感じ、本研究

では、基本的技能の習得や話し合い活動により、走り方に課題があるとき、基本的技能の習得

のための練習の場を設定する。教師による一斉指導での動きから、自分の動きの課題を考えて、

表１ ４種類の基礎感覚を養う運動 

名前 内　　　容 陸上運動との関係

手

つ

な

ぎ

鬼

鬼2人が手をつないで追いかけ、

捕まった子は鬼になり3人にな

り、4人になったら、2人ずつに

分かれて追いかける。

短距離走の脚力アップ

変化に富んだ走り方をするこ

とで駆け引きになり心身が温

まる。「バランス･リズム･跳･

視覚･聴覚･調整」

子

と

り

鬼

鬼一人で、残りは縦に列を作り、

前の人の肩に手を置く。合図で、

列の先頭の子は最後尾の子が捕ま

らないように邪魔をする。最後尾

の子が捕まったらその子が鬼。元

の鬼は列の先頭になる。

短距離走の脚力アップ

左右の身のこなしを身に付け

る。「バランス･リズム･跳･視

覚･聴覚･調整」

追

い

か

け

タ

ッ

チ

鬼

2人組で、鬼と逃げる役を交互に

行う。走ってくる鬼に捕まらない

で安全ゾーンに逃げ込むのに、ど

こまで逃げずに我慢できるかを競

うもの。

リレーのリードポイント(バト

ンパスをするためのスタート

位置)を見つけるのに有効。

「バランス・リズム･跳･視覚･

聴覚･調整」

じ

ゃ

ん

け

ん

タ

ッ

チ

背中を合わせた2人がじゃんけん

をして、勝った子が追いかけて

タッチ。負けた子はタッチされな

いように逃げるというもの。逃げ

て安全ゾーンに行く前にタッチさ

れたら負けになる。

じゃんけんの結果の判断と ス

タート、全力疾走。「バラン

ス･リズム･跳･視覚･聴覚･調

整」
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膝を高く上げ、リズムよく両足を動かすためにハードルを用いる。また、腕振りにポイントを

置いたマット、足の回転を速くするためにラダートレーニング用コーンを、正しいフォームが

出来ているか確かめるためにミニハードルを使用する。授業で行う場合、基本的技能の習得に

役立つと考え、繰り返しペアやグループで、それぞれの課題を解決する練習を行うことにより、

その過程を通して、思考力・判断力が育まれると考える。さらに、リレーの練習の場を設定す

る。グループごとに練習の場の間隔を離すことで、グループが視点を絞って集中して練習に取

り組むことができ、児童の試行錯誤する場面を多く作ることができ、思考力・判断力が育まれ

ると考える。 

 ４ 話し合い活動について 

「要領体育編」では、「筋道を立てて練習や作

戦について話し合うことや，コミュニケーショ

ン能力や論理的思考力の育成を促すための言語

活動を積極的に行うことに留意すること」と示

している。 

また『言語活動の充実に関する指導事例集【小

学校版】』では、「運動領域では，論理的思考力を

育成するため，資料を基に練習方法や作戦を考

えて教え合ったり，その成果や課題について話し合ったり，学習カードにまとめたりする活動を

重視する」と具体的活動が示されている。それを本研究における言語活動に置き換えると、表２

のようになる。本研究において、話し合い活動では、コミュニケーション能力や言語活動の充実

が重要になってくる。そのためにも体育の授業では、ペアやグループ学習での話し合い活動を行

い、短距離走では、基本的技能を習得するための手立てをもとに、ポイントを絞り話し合うこと

で、課題解決につながると考える。また、リレーでは、スムーズなバトンパスに向けての方法な

どをポイントに話し合い活動を行うことによって、問題解決につながると考え、手立てを以下に

示す。 

(1) めあてボードの活用 

学習に取り組むとき、自分が何を取り組むか、何を考えるか思考するとき、めあてをしっか

り考える必要がある。体育の授業のめあては、活動場所によっては掲示することができず、児

童によっては、体育の授業のめあてを忘れることがある。個人のめあてを掲示した方が、自主

的に取り組むことができ、友だちのめあてを見て、自分に振り返ることができ、思考する機会

を増やすことにつながると考え、本研究においては、「めあてボード」を個人個人掲示して児童

が思考・判断する際の手がかりとする。 

(2) 掲示資料の活用 

走るフォームを変化させようと、自分、友だちの動きを見て思考する際、ただ漠然と見てい

るだけでは気づきは生まれない。どこがどのようになっているかという視点を明確にすること

により児童は、理想の走り方と自分、友だちの動きの違いに気づき、課題が生じ、学びが生ま

れてくる。本研究においては、正しい走り方のポイントやリレーのバトンパスについて大切だ

と考えるものを載せた掲示資料を提示して、児童が思考する際の手がかりとする。 

(3) ホワイトボード・２色のふせん紙の活用 

運動経験の中で感覚として取り込まれる情報は、言葉でアウトプットすることによって、よ

り整理され知識や技能として定着すると考える。また、児童の気づきを文字に残すことによっ

て学びが蓄積され、全体で共有することができ、その気づきをもとに他の児童が応用、発展さ

せることができると考える。本研究においては、短距離走・リレーの練習時に気づいたことを、

ホワイトボードや２色のふせん紙に書かせて、話し合いの時の材料にする。ふせん紙の水色は

友達の直して欲しいところ、黄色はアドバイスを受けて意識したことを書くようにする。 

①話し合いや活動の中から感じ取ったことを言語や身体で表現 

②個人・グループの記録測定を集計・分析 

③資料を活用しながらの教え合いや話し合い 

④基本的技能を高めるためのポイントを理解や分析 

⑤個人やグループの課題の設定、解決に向けた学習ノートへの記述

による自己評価 

⑥グループでの話し合いやアドバイスなどによる教え合いの活動 

表２ 本研究における言語活動例 
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これらの３つの手立てによって、話し合い活動が充実し、自分の課題に気づき、友達に教え

てもらう姿、友達の課題に気づき教える姿、互いの課題を協力して解決しようとする姿など、

思考力・判断力を育む児童の姿につながると考える。 

 

Ⅲ 指導の実際 

 １ 単元名 短距離走・リレー （陸上運動領域 短距離走・リレー） 

 ２ 単元の目標 

(1) 運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、勝敗を受け入れたり、仲間の

考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすること。【関心・意欲・態度】 

(2) 自己の能力に適した課題の解決の仕方、競争や記録への挑戦の仕方を工夫するとともに、自

己や仲間の考えたことを他者に伝えること。【思考・判断】 

(3) 陸上運動の楽しさや喜びを味わい、その行い方を理解するとともに、その技能を身に付ける

こと。【技能】 

 ３ 単元の評価規準 

運動への関心・意欲・態度 運動についての思考・判断 運動の技能 

①運動に積極的に取り組もうとする。 

②約束を守り助け合って運動しようとする。 

③勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認

めようとする。 

④場や用具の安全に気を配ろうとする。 

①自己の能力に適した課題の

解決の仕方、競争や記録への挑

戦の仕方を工夫しようとする。 

②自己や仲間の考えたことを

他者に伝えようとする。 

①一定の距離を全力で走るこ

とができる。 

②滑らかなバトンの受け渡し

をすることができる。 

４ 指導及び評価計画（全７時間） 

時 ねらいと活動 指導上の留意点 学習に即した評価規準（評価方法） 

１ 短距離走・リレーの事を知る 

【オリエンテーション】学習の約束・流れ・動

画・資料提供   

基礎感覚運動・一斉指導 

･大型ｽｸﾘｰﾝにて短距離走・リ

レーの動画を鑑賞し、授業の

流れを確認・理解させる 

【関心・意欲・態度】①短距離走・リレ

ーを進んで取り組もうとしている (観

察・学習カード) 

２ 個人・グループの課題を見つける 

手つなぎ鬼 一斉指導  

個人・グループの記録測定① 

測定後の話し合い活動① 

・個人の記録測定をする。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟのリレーの測定後、課

題について話し合いをする 

【関心・意欲・態度】②③ 

記録測定で助け合あい、勝敗を受け

入れる(観察・学習カード) 

３ ｸﾞﾙｰﾌﾟでの話し合い活動により解決方法を見

つけ、実践する 子とり鬼 一斉指導  

話し合い活動による課題確認②  

課題解決のための実践練習① 

・グループでの話し合いによ

り、解決方法をみつける 

【思考・判断】①②個人の課題解決

に向けて、グループで話し合い、解

決する方法を見つける 

(観察・学習カード) 

４ 課題解決のための実践から、リレーの記録測

定をする  追いかけタッチ鬼 一斉指導  

課題解決のための実践練習②  

グループの記録測定② 

・「リレーのチェックポイント」をも

とに、滑らかなバトンパスを目

指す 

【技能】①グループのリレーの滑らか

なバトンの受け渡しをする 

(観察・学習カード) 

５ 正しい走り方を目指し、練習をする 

 じゃんけんタッチ  一斉指導 

話し合い活動による課題確認③  

短距離走技能習得練習 

・練習の場を設定し、グループ

で各自の課題解決に向けて練

習を行う 

【技能】①正しい走り方を意識し、全

力で走ることができる。 

【関心・意欲・態度】④場や用具の安

全に気を配ろうとする 

(観察・学習カード) 

６ 課題克服に向けて話し合い、実践をする  

追いかけタッチ鬼 一斉指導  

話し合い活動による課題確認④  

課題解決のための実践練習③ 

・前回の課題から資料をもとに

解決するため練習をし、実践

する 

【思考・判断】①② 

課題解決に向けて、話し合い、練習

する(観察・学習カード) 

７ 

本

時 

課題克服に向けて話し合い、実践する  

追いかけタッチ鬼 一斉指導  

話し合い活動による課題確認⑤   

課題解決のための実践練習④   

グループの記録測定③ 振り返り 

・個々・グループのめあてに応

じて練習・記録測定を行う 

・めあてに対して振り返りを行う 

【思考・判断】①② 

課題解決に向けて、話し合い、練習

する(観察・学習カード) 
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５ 本時の指導（７時間目/７時間） 

  (1) ねらい 

グループの課題克服に向けて話し合いをして、実践し目標を達成する。 

(2) 本時の展開 

 学習活動 ◆指導上の留意点  □評価 ※（ ）は評価方法 

導

入 

４ 

分 

１．基礎感覚運動（追いかけ鬼） 

（２分） 

 

２．前時の振り返り（２分） 

◆授業の最初に健康観察を行う。 

◆グループごとに、鬼と逃げる人で動き出すポイントを考える 

◆１回ごとに素早く鬼と逃げる人を交代する。 

◆前時の振り返りをグループで行う。 

 

 

 

 

 

展 

 

開 

 

35 

 

分 

３．実践練習前の話し合い活動 

（８分） 

４． めあて記入（２分） 

５．課題解決の実践練習（10 分） 

・スムーズなバトンパスの確認 

ポイント 

①お互いの全速力を意識 

②動き出すポイントに来たら、後ろ

を見ず、走り出す 

③「ハイ」の声で、手を出す 

 

 

 

 

 

６．リレーの記録測定（15 分） 

・学習カードに記録を記述する。 

・測定終わったグループから、振り

返りを行う。 

◆バトンパスの確認 テイク・オーバー・ゾーンの確認 

 

 

◆自分の考えを必ず伝え、協力すること。 

◆学習カードに今日の自分のめあてと 

グループのめあてを記述する。 

◆グループで決めた課題を協力して克服の

ために練習をする。 

◆①と②、③と④、②と③の練習は 

２回ずつ。（確認のみ） 

◆バトンパスの練習をグループの中の２人で行い、残りのペアは観察・

助言をする 

◆時間内は、交代をして、練習を行う。 

◆観察・助言の児童は、ホワイトボードと２色のふせん紙を使う。 

◆２グループずつ記録測定 １つは校舎側スタート 

２つ目のグループは、道路側スタート ４人１組 

校舎側スタートのグループ 女子①→女子③→男子①→男子③ 

道路側スタートのグループ 女子②→女子④→男子② 

 

ま 

と 

め 

６ 

分 

７．振り返り（６分） ◆学習カードに振り返りをする。 

◆個人・グループの長所・短所を学習カードに記述する。 

◆授業終了時に体調不良の児童がいないかどうか健康観察を行う。 

□【思考・判断】グループの課題解決に向けて、グループで話し合い、

解決する方法を見つけることができる。 

（観察・ワークシート） 

６ 仮説の検証 

本研究では、「思考力・判断力を育む陸上運動の指導の工夫」を目指して授業づくりを行ってき

た。検証仮説に基づき、「短距離走・リレーでの基本的技能の習得と話

し合い活動」が前述の児童の育成に有効な手立てであったかを検証す

る。主にワークシート、会話の内容、児童の記入したボードの内容を

含め、検証前後のアンケート調査をもとに、考察し検証を行う。 

   (1) 基本的技能の習得について 

    ① 基礎感覚を養う運動 

第１時に、４つの運動を体験し、「たのしかった」、「どれもおも

しろかったです」など、児童が楽しんで運動に参加している様子が伺えた（写真１）。また、

めあて グループの課題克服に向けた話し合いをし、実践しよう 

写真１ 追いかけ鬼 
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運動が苦手な児童の感想からは、「リレーや短距離走の前にやると、準備運動として、いいと

思う」とあった。それは、運動に対して前向きに思考していると感じた。そして、基礎感覚

運動の事後アンケートでも、楽しいという回答が 89％もあった。また、消極的な回答の中に

は、「ただ疲れただけだった」と運動がきついから楽しくなかったと感じている様子が伺えた

が、体育の授業が進むにつれて、この児童も楽しく活動する様子に変化していたので、目的

である「楽しんで学習に参加できる運動」として効果があったと考える。また、「ちょっと疲

れが出るけど楽しく友情が深まった」と感想を述べた児童は、教師が考える目的以上に友達

との関係が良くなったと感じた。さらに、多くの児童の「楽しかった」、「おもしろかった」

などの声があることから、楽しみながら運動に参加することに

対して有効であったと考える。 

   ② 基本的技能を高める教師による一斉指導 

第１時に、モデルになる陸上選手の走っている動画や静止画

像を見せながら、正しい走り方を意識させた（写真２）。第２時

から視点を絞って９種類の運動に取り組み、「むずかしかった

けど、けっこういみありそう」や「息切れが早かったりして、

もっと正しい走り方を知っていきたい」と正しい走り方を意識

して取り組む児童が多数いた。また、全員で同じ動きをするこ

とで、さらに自分との比較から試行錯誤する場面を作ることに

なり、教師による一斉指導を行うことが、正しい走り方を意識

し運動する児童の思考力・判断力を育むのに有効だと考えた（写

真３）。一斉指導のアンケート結果でも、85％が良い運動だと回

答した（図１）。残りの15％の回答の中には、「体力がないと気

づいた」とか、「ちゃんとできなかったから」と正しい走り方に

近づくために、視点を明確に記述しているので、思考している

と考える。 

   ③ 児童が基本的技能を高めるための練習の場の設定について 

ア 短距離走の練習の場 

第５時に天候が悪く体育館で行うことになったが、うでふ

り(マット)、足の回転（マーカー）、ひざの高さ・リズム（ハ

ードル）、フォームチェック（ミニハードル）などのポイント

を押さえた場の設定をした。それぞれの場で、互いに正しい

走り方を目指し試行錯誤しグループごとに練習を行った。児

童の中には、「走り方の基本をやって、いままでうでのふり方

がまちがっていることが分かった」とか、友だちから、「うで

のふり方がだんだんまっすぐになってる」と褒められる児童

もいて、試行錯誤しながら互いにアドバイスをすることで、

児童の信頼関係も高まり、意欲的に正しい走り方を目指した

児童の様子が見られた（写真４）。場の設定をすることで、児

童が互いに思考・判断する場面が多く作られ、基本的技能の

習得に向けた手立てとして有効だと考える。また、場の設定

の事後アンケートでは、89％が良い練習ができたと回答した

（短距離走・リレーの練習の場の２つを含む）（図２）。 

イ リレーの練習の場 

第４時・第６時・第７時と運動場でリレーの練習を行った

（写真５）。４人１組の７グループを作り、グループごとに間

写真２ 動画を鑑賞 

写真３ 一斉指導の様子 

写真４ うでふりの様子 

図１ アンケート結果 N=27 

44%
41%

11%
4%

一斉指導は

良かった
とても

良かった

あまり

全く

図２ アンケート結果 N=27 
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隔を空けて場を設定し、２人がバトンパスの実践を行う時は、

残りの２人は観察・助言の役になった。時間を重ねることで、

スムーズなバトンパスを意識したものになり、児童の感想に

は、「全チームで練習するより、自分チームでやるほうが集中

できる」、「チームでやることでチームの直す所が分かりやす

かった」などの感想があった。グループごとに練習の場を設

定することで、グループ間の意欲や集中力が高まり、互いに

実践・観察・助言を通して、スムーズなバトンパスになる姿

が見られるようになった。グループで集中して練習できる場

を設定することで、思考力・判断力を育むためには、とても

有効だと考える。 

(2) 話し合い活動について 

① めあてボード 

第２時より、前時のふり返りからの課題を次時のめあてにし

て学習するマジックシートを作成した。グループごとに色分け

し、まとめる事により、グループ毎のめあてが分かりやすく掲

示できた。ある児童は「バトンパスを意識して『ハイ』を言う」

（写真６）、「バトンパスの渡すタイミングを合わせて」とか「足

の回転を大きくする」、「『ハイ』のタイミングを合わせスムーズ

なバトンパスをめざす」など、毎時間ごとに具体的なめあてに

なり、思考・判断する様子が見られた。 

さらに感想でも、「みんなのめあてが見れるし、みんなのめあ

てを見て、次の自分のめあてに生かせるから」とあった。めあ

てボードを活用する事で、自分が思考したものやグループのメ

ンバーのものが一目瞭然で分かり、視覚化することで、思考の

手がかりとして効果があった。めあてボードの事後アンケート

でも、92％が活用して良かったと回答した（図３）。 

② 掲示資料 

第１時に短距離走・リレーの紹介で動画を見せ、その動画か

ら必要なポイントを入れて作成した掲示資料（写真７）。その中

に走り方のポイントを載せ、「うでふり」、「膝の高さ」、「足の回

転」、「上半身の姿勢」を中心に意識するように説明した。児童が

活用すること（写真８）により、児童からは、「自分たちがおか

しい時に見て，比べて使えるから」などの感想があった。それ

は、グループ間で正しい走り方、スムーズなバトンパスに向け

た話し合いで、自分たちの走り方と比較検討する場面を多くす

ることにより、主体的に掲示資料を利用し、思考判断する様子

が伺えて、掲示資料が有効に活用されたことが確認できた。掲

示資料が、個人・グループの中での話し合い活動に用いられた

ことにより、比較検討する場面を多く作ることができたこと

で、思考力・判断力が育まれる機会が増えたと考える。掲示資

料の事後アンケートでも93％が活用できたと回答した（図４）。 

③ ホワイトボード・２色のふせん紙 

第３時より、短距離走・リレーの話し合い活動の時、７グループそれぞれでホワイトボー

ドを活用した（写真９）。リレーの練習では、グループの課題を書くことで、練習中意識させる

写真８ 掲示資料を参考 

写真６ めあてボード 

写真７ 掲示資料 

写真５ 練習の場 

図３ アンケート結果 N=27 
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図４ アンケート結果 N=27 
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ために有効か調べ、「アンダーハンドパスで相手がもらいや

すいようにパスをする」、「バトンパスのときに『ハイ』を意

識する」など、お互いの話し合いが活発になった。 

また、第４時からの短距離走やリレーでの練習で、すぐ児

童の気づきをメモすることで、話し合い活動の材料になる

と考え、ふせん紙（写真 10）が必要だと感じ活用した。水

色は友達の直してほしいところ、黄色は友達からのアドバ

イスを受けて意識したことを書くようにした。そうすると、

互いにバトンパスの練習でスムーズなバトンパスを目指し

て、「○○は走り始めるのがおそかった」とか「スピードを

落とさず走っていないことに気づいた」など、友達からの助

言によって視点を絞って課題を確認するようになった。ま

た、それを見て、「友達の改良点を書いたり、もらったアド

バイスを見て、どうすればいいのか分かった」という声も聞

けた。さらに、ある児童からは、「自分が気づいてないこと

を書いてくれるから」とか、「話し合いしやすかった」と、

視点を絞ることにより、思考・判断した様子が見え、話し合

い活動の材料になることが分かった。ホワイトボードと２色

のふせん紙は、児童の思考の記録として視覚化でき、話し合

い活動を行い共有することで、話し合う内容が深く、思考・

判断するのに有効な手立てだと考える。また、２つの事後ア

ンケートでも、ホワイトボードは89％、２色のふせん紙は85％が使用して良かったと回答し

た（図５）。 

 (4) 思考力・判断力について 

児童のめあてを検証すると、第２時には、「バトンパスを上手くできるようにする」、第３時

には、「『ハイ』を言う」、第４時には、「タイミングを合わせて」、第６時には、「『ハイ』のタイ

ミングを合わせてスムーズにする」と、毎時間の振り返りをもとに、めあてをたてている。毎

時間ごとに、スムーズなバトンパスを目指してポイントを意識しためあてに変容していて、児

童がめあてを書くときに思考していたと考えられる。つまり、それは、授業の中で、個人・チ

ーム間で思考力・判断力が育まれたことになると考える。 

また、全員の振り返りから検証すると、短距離走では、正

しい走り方を目指し、「足の回転を大きくする」、「手を横に振

らない」ことに気づいたり、友だちからの助言により、「90 度

にひじを曲げて走れていない」ことに気づき、少し良くなっ

たと話していた。自分の走り方に意識を向け、正しい走り方

について思考判断している様子が見られる記述を書いてい

る児童がほとんどであった。そのことから、思考力・判断力

が育まれていると考える。また、リレーでは、バトンパスをする時、「相手が取りにくそうだっ

たので、相手が取りやすいように相手の手の位置をもっと見ます」（写真 11）等の発言があり、

写真９ ホワイトボード 

写真 10 チームのふせん紙 

写真 11 バトンパスの確認 

図６ 児童の変容 N=27 
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図５ 活用した意識調査 N=27 
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図７ 児童の変容 N=27 
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児童同士の交流や会話が増え、互いに意見を出し合って、思考・判断する場面が多く、しっか

り思考力・判断力が育まれていると考える。 

さらに、アンケートの結果から検証すると、「自分の走り方について考えたことがある」では、

「とても考えたことがある」は、これまで、11％だったのが 26％の２倍以上に増えた。加えて、

肯定的に回答した児童が、事前44％から事後59％に増加した（図６）。それは、足が速くなりた

いと考える児童が自分の走り方について思考したと思われる。しかし、残りの41％の消極的な

回答をした児童の振り返りの中で、「90度をキープできていないこと」と記述されたものがあっ

た。これは、「走り方について考えていない」と回答した児童だが、腕振りのポイントを押さえ

た記述になっていることから、視点を明確にして振り返りを記述しているので、思考している

と考える。さらに、継続した指導を行うことで、正しい走り方に近づいていくと考える。また、

「自分の走り方を友達によく相談した」では、事前０％から事後22％と大きく増え、さらに肯

定的に回答したのが、事前４％から事後44％と増加しており、児童同士の交流が大幅に増えた

と考える（図７）。また、「走り方を友達によく教えたことがある」では、事前０％から事後 41％

と大幅に増加した。加えて肯定的に回答したのが、事前４％から事後63％（図８）、さらに「走

り方を友達からよくアドバイスされた」では、事前７％から事後44％と６倍以上に増えた。さ

らに肯定的に回答したのが、事前18％から事後81％に伸びている（図９）。これらは、児童同士

の交流や会話が大幅に増え、課題解決にむけての話し合い活動が活発に行われた結果と考える。

アンケート結果も同様に、児童同士のやりとりが読み取れ、思考力・判断力が育まれたと考え

る。 

以上のことより、本単元で吟味・修正する「短距離走・リレーでの基本的技能の習得」と「話

し合い活動」の手立てなどで、児童が多角的な視点で主題に関わる自らの考えを思考・判断し、

本研究で育成を目指した「思考力・判断力」が育まれたと判断する。 

 

Ⅳ 成果と課題 

 １ 成果 

(1) 基本的技能の習得のための３つの手立てによって、課題解決するための視点を絞ることがで

き、意識する内容が明確になったことで、基本的技能に関する具体的な記述が見られるように

なり、児童の思考力・判断力を育むことができた。 

  (2) 「めあてボード」や「掲示資料」、「ホワイトボード・２色のふせん紙」の活用により、児童

が正しい走り方やスムーズなリレーを目指し、意欲的に学習し話し合い活動を通して、試行

錯誤する事で思考力・判断力の育成につながった。 

  (3) ４人１組のグループを作ることで、児童が意欲的に視点を持って試行錯誤しながら、正しい

走り方やスムーズなバトンパスを目指し、協力して学ばせることができた。 

 ２ 課題 

(1) 思考力・判断力は高まったが、基本的技能の習得まではいかない児童がいたので、今後体育

の年間計画の中で、どういう取り組みがいいか検討する必要がある。 

(2) 視点を明確にした指導で、誰でも楽しめる体育の学習を目指し、限られた時間の中で、さら

なる指導の工夫の研究が必要である。 

後

前
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図９ 児童の変容 N=27 
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図８ 児童の変容 N=27 
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