
第一学年 体育科学習指導案
日 時 :平 成 29年 9月 19日 (りり

5校 日寺 (13:40～ 14:25)

場 所 :調 布 市立布 田小 学校  校庭

学 級 :第 1学 年 2組  35名
授業者 :   秋 田   一 歩

1 領域 0単元名 ゲーム 「おたからゲット」 (鬼遊び)

2 単元の目標

技能 一定の区域で逃げる,追いかける,陣地を取り合 うなどの簡単な規貝Jの鬼遊びをすることができる。

(工夫 した区域や用具で楽 しく鬼遊びをすることができる。)

態度 運動に進んで取り組み,き まりを守り仲よく運動をしたり,勝敗を受け入れたり,場の安全に気

を付けたりすることができる。

思考・判断 簡単な規則を工夫 した り,攻め方を決めた りす ることができる。

3 単元及び学習活動に即 した評価規準

観″点 単元の評価規準 学習活動に即 した評価規準

運 動 の 技 能 相手に自分のタグを取 られないよう,逃

げた り身 をかわ した りすることができ

る。

相手のいない場所に移動 した り,駆け込

んだ りすることができる。

2・ 3人で連携 して,相 手をかわ した り,

走 り抜けた りすることができる。

逃げる相手を追いかけてタグを取ること

ができる。

①相手の動きを見て,タ グを取られないよう身

をかわすことができる。

②相手の位置を見て移動をしたり,駆け込んだ

り,走 り抜けたりすることができる。

③チームの友達の動きを見て,得点につながる

動きをす
｀
ることができる。

④相手の動きを見て,追いかけてタグを取るこ

とができる。

運動への

関心・意欲・態度

鬼遊びに進んで取り組むことができる。

運動の順番やきまりを守 り,勝敗を受け

入れ,友達と仲よくゲームをすることが

できる。

用具の準備や片付けを,友達と一緒にす

ることができる。

危険物が無いか,ゲームをする場が十分

にあるかなど,場の安全に気を付けるこ

とができる。

①補強運動やゲーム,そ の振 り返 りなどの学習

活動にすすんで取 り組んでいる。

②きまりを守って仲よくゲームを行い,勝敗を

素直に認めることができる。

③コーンやコーンバー,宝やタグなど用具の準

備や片付けに関わろうとしている。

④ゲームの場に落ちているものを拾って処理 し

た り,身だしなみや集中していない様子があ

るなどの状況を正そうとしたりしている。

運動についての

思考 0判断

・鬼遊びの行い方を知 り,楽 しくゲームが

できる場や得点の方法な どの規則を選

ぶことができる。

・鬼遊びの動き方を知 り,攻め方を見付け

ることができる。

①ゲームで自分や友達が経験 した困り感をもと

に,場や得点の方法などの規則を選び,みん

なにとつて楽しいものにすることができる。

②タグを取られないような色々な体の動かし方

や移動の仕方を見付けることができる。



児童の実態

(1)授業者か ら見た児童の実態

体を動かす ことは好きだが,休み時間には学校探検や図工室,図書室など室内での遊びを好む子 も多い。

態度面では,意欲的に意見を述べることができる児童 もいる。一方で話を聞く際には,友達に話 しかけて し

まった り,土い じりを始めて しまった り,話の途中で自分の意見を述べて しまった りと,話を上手に聞くこ

とができない児童 もいる。鬼ごっこでは,タ ッチをされたかされていないかで言い合いになって しまうこと

がある。氷鬼などでは,タ ッチされると復活できるが,タ ッチされていないのにいきな り復活 してしま うな

ど,ルールを守 らずに 「ずるい」 と言われて しま うこともある。

技能面では,鬼がせまってくると,鬼の方を見ずに逃げて しま う児童が多い。かわす動きについては,し

ゃがんだ り,寝そべつた りして鬼を避けることができる児童もいるが,そ の後す ぐに起き上がれずにタッチ

されて しま うこともある。

思考面では,友達 と連携 して鬼から逃げる児童はほとん どいない。鬼についても,鬼同士で連携 してつか

まえる場面はほとんど見 られない。

ゲームの鬼遊びを通 して,自 分の体験をもとに しなが ら, うまくいったこと, うまくいかなかったことな

どを思考材料 として,よ り良い攻め方を見付ける楽 しさを味わってほしい。また,少人数でも良いので友達

と連携をして成功 した喜びを共有する子供たちになっていてほしいと考える。

(劾 体カテス トか ら見た児童の実態

児童のスポーツテス トの結果 (6月 実施)を見ると, 50m走 のタイムの平均は 11.8秒 , 20mシ ャ

トルランの平均は 14回 ,反復横跳びは 24回であつた。 6歳 と7歳の児童がいるが,東京都教育委員会が

示す 6歳の具体的 目標値は男子が 11.4秒 ,女子が 1 le 6秒, 20mシ ャ トル ランは男子が 21回 ,女

子が 18回 ,反復横跳びは男子が 28回 ,女子が 27回 となつてお り,ク ラスの平均値は都の目標値を下回

つている。個人別 に見ると, 日標値を上回つている児童は 50m走 が 20名 , 20mシ ャ トルランは 6名
,

反復横跳びは 5名 いた。児童の体力,主に俊敏性 と持久力が鍛えられるよう,ゲームは左右の切 り返 しや急

停止,急力日速の使用効果が高い俊敏性を高めるゲームを実施 して体力を高める。

また,意識調査では,「 そ う思 う」を 4ポイン ト,「 どちらかと言えばそ う」を 3ポイン ト,「 どちらかと

言えばそ う思わない」を 2ポイン ト,「 そ う思わない」を 1ポイン トで換算 した結果 ,「運動やスポーツが好

き」が 3。69ポイン ト,「運動やスポーツが得意」が 2。 91ポイン ト,「運動やスポーツをもつとしたい」が 3。 49

ポイン ト,「体育が楽 しい」が 3。66ポイン トとい う結果になった。運動やスポーツが好きではあるが,得意

とは思っていない児童が何名かお り,全般的に運動に関するものは全て 2と い う児童が数名いた。

(31 第 1時か ら第 3時までの児童の実態

負けを認められず,悔 しさから相手チームに対 して暴力を振るつた り,暴言 (く そ野郎, うざいなど)を

吐いた りして しま う児童 もいた。徐々に拍手や 「良い試合だったね」「よく頑張つたね」 とい う声も出てき

たが,ま だ悔 しさか ら投げや りな態度で相手の勝ちや 自分の負けを受け入れようとしない児童も多い。段階

表を用いて,言われて嫌な言葉や態度,言われて嬉 しい言葉や態度を分類 してきた。

規貝1の理解については, しつぽ取 リゲームとの区別ができず,攻 める側にもかかわらず,守 りの しっぽを

取ろ うとして しまった り,しっぽを取 られても補充 しないで何 も付けずにゲーム終了まで走っていた り,し

っぽの数だけ宝を取 らずに手に持てるだけ宝を持った りして しま う児童 もいた。

規貝Jの改善では,コ ー トの広さや人数が少ないチームの対応についても困 り感 を出す ことができ,規貝Jを

自分たちのゲームらしくすることができた。押 された り掴まれた りしたら「ごめんね。」で許すなどの優 し

い規貝Jも 出てきた。

‐
2…



5 手立て

≪関わ り合いを有効にす るための工夫≫

【規貝Jづ くり】

最初の規則は大枠のみとし,子供たちの困り感からゲームの規則をつくり上げていく。あらかじめ教師側で

どのような困り感が出るか考え,その改善案を用意 しておく。それを複数提示することで,子供たちが自分た

ちで選び,作 り上げていく実感をもてると考えた。

【1年生の発達段階に応 じためあての設定】

1年生の発達段階では,友達と連携 して動くことは非常に難 しい。そこで,第 4時からのめあてを「しっぽ

を取られないように動き方を工夫しよう」と個人で取 り組めるものにした。個人の多様な動きを称賛し,引 き

出していくことで,体の動かし方 (体の向きを変えたり,かがんだり,ジャンプしたり)や,移動のし方 (ジ

グザグに動いたり,ス ピー ドを変化させたり,急停止や急力日速をしたり)な ど鬼遊びに必要な多様な体の動か

し方の工夫への意欲を高めた。これらを自分の発見や友達の気付きをゲームで試 し,その有効性を実感するこ

とを通して,友達との関わり合いによつてゲームヘの意欲やそこに必要な技能も高め合っていくことをねらう。

【1年生が公平にセルフジャッジをできるようにするための工夫】

1年生でも正 しくセルフジャッジができるよう「ラインを立体的なバーに」「タッチを視覚化できるタグに」

「何点取つたかを具体物でのカウン トに」などを工夫することで,試合に集中できるようにした。

【話合い結果の可視化】

ゲームの規則や攻め方などについて話 し合った結果を掲示物にまとめることで,記憶への定着を促 し,振 り

返 りやすくした。また絵も用いることで,文字の理解が難 しい児童にも,理解 しやすいようにした。

【作戦ボー ドの活用】

ゲームの場を小さなホワイ トボー ドに示し,マ グネットで人を動かせるようにした。それをチームタイムで

使用させることで,攻め方についての尽考もよリー層高まるようにした。

≪指導の工夫≫

【一人一人の得点が合計されるゲーム】

1年生の発達段階において,自 分が得点してこそ楽 しいと感 じることができる児童が多い。そこで,一人一

人が得点をできるようにし,さ らには,個人の結果を合計 してチーム対チームとすることで,友達が得点をす

ることに対しても喜びを感 じられるようにした。教師は得点につながる動きを称賛することを積極的に行い
,

自分が得点しなくても, 自分のあの動きがチームの勝利に貢献 しているという実感をもたせていく。

【数的優位の状況づくり】

守 りを前列と後列に分けて分散させて配置し,守 りが動けるスペースを制限する。このことにより,守 りの

人数より攻めの人数の方が多くなり,攻め側が有利になる。これにより攻めが相手をかわしたり走り抜けたり

する動きも経験 しやすくなり,成功体験を積み重ねやすくなる。

【場の工夫】

校庭中央近くを集合スペースとして,コ ー トを周囲に配置することで,児童との距離を近くする。このこと

により,児童の集合や移動の早さ,児童への指示の出しやすさを高めた。
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6 単元計画 (指導 と評価の計画 )

時 間 2 3

指導のね らい 学習の進め方を知る。 みんなが楽 しめるゲームに改善 しなが ら,ゲームの行

い方を知 り,そのゲームを楽 しむことができる。

学習課題
きまりをおぼえて,たのしく

ゲームをしよう。

みんながたのしめるように,き まりをくふうしよう。

学習内容・活動

①集合 0整列・あいさつをする。

②めあてと学習内容をる。

③準備運動の仕方を知る。

④補助運動を行う。

学習内容・活動

⑤タグ取リゲームを行う

⑥ゲーム①を行う。

⑦振り返りを行う。

③ゲーム②を行う。

⑤タグ取 リゲームの行い方を

知り,実際に行う。

⑥ゲーム①を行う。

⑦振り返りを行う。
・規則の確認を行う。

③ゲーム②を行う。

⑨整理運動を行う。

⑩学習の振り返りを行う。

①集合・整列 。あいさつをする。

⑫後片付けを行う。

教師の働 きかけ

○安全に学習できるよう声かけをする。

○困 り感 をもつ児童を取 り上げ,そ の困 り感がゲームの改善に貢献す ることを伝 えなが

ら,伝え合いが しやすい雰囲気をつ くる。

〇みんなが楽 しめるようにとい う視点でゲームを改善 しようとした児童を称賛する。

○良い動きをした児童を取 り上げ,技能面での高ま りを称賛する。

指導する

内容

技能 一定の区域で逃げる,追いかけるなどの簡単な規則の鬼遊びをすることができる。

態度
運動に進んで取 り組み,き ま りを守 り仲 よく運動をした り,勝敗を受け入れた り,場の

安全に気を付けた りすることができる。

騰'判断 簡単な規則を工夫することができる。

学
習
活
動
に
即
し
た

評
価
規
準

運  動  の

技
④ ①

運 動 へ の

意欲。関心・態度
③ ④

運動についての

思 考 ・ 判 断
①

指導 と評価の工夫

(方法 )

○用具は片付けのみ させ,大ま

かな配置を覚えさせる。

○鬼遊び に関わる安全面につ

いて絵や手本で確認する。

●進 んで用具の準備や片付 け

を している。 (観察 )

●安全 を確 かめなが ら運動 に

取 り組んでいる。 (観察 )

○段階表を掲示する。

○切実な困 り感 をもつ児童

を取 り上げる。

●運動の順番や きま りを守

り,勝敗 を受 け入れ,友
達 と仲 よくゲームをす る

ことができる。 (観察 )

●鬼遊びの行い方を知 り,

楽 しくゲームができる場

や得点の方法な どの規則

を選ぶ ことができる。 (観

察・カー ド)

○良い動 きを した児童を

取 り上げ,技能面での

高ま りを称賛する。

●相手に自分のタグを取

られないよ う,逃げた

り身をかわ した りする

ことができる。 (観察 )

●逃げる相手を追いかけ

てタグを取ることがで

きる。 (観察 )

‐
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4 5 6

・ゲームを通 して,得点を多く取るためのより良い攻め方を見付け,ゲームを楽 しむことができる。

しつぽを とられないように うごきかたを くふうしよう。

①集合・整列 。あいさつをする。

②めあてと学習内容を確認する。

③準備運動をする。

④補助運動を行う。

⑤タグ取リゲームを行う。

⑥ゲーム①を行う。

⑦ゲームの中で見付けた良い動きを全体で共有する

③チームで攻め方についての振り返りを行う。

⑨ゲーム②を行う。

⑤タグ取リゲームを行う。

⑥ゲーム① (練習試合)を行う。

⑦ゲームの中で見付けた良い動き

を全体で共有する。

③ゲーム② (本試合)を行う。

⑩整理運動を行う。

①勝敗についての結果発表を行う。

⑫規貝Jの 改善について話し合う。

⑬めあてに対しての学習の振り返りを行う。

⑭集合・整列 。あいさつをする。

⑮後片付けを行う。

⑨整理運動を行う。

⑩勝敗についての結果発表を行う。

①めあてに対しての学習の振 り返

りを行う。

⑫集合・整列・あいさつをする。

⑬後片付けを行う。

○攻め方を工夫 しているチームを称賛 し,作戦を意識 して動 くことを促す。

○得点につながる動きをしている個人を称賛 し,攻め方の広が りをね らう。

○言葉のみでなく,実演やボー ドなどを使い,攻め方についての理解をしやす くす る。

○対戦表や段階表を意識 して,ゲームヘの意欲向上やゲームにおける態度的成長を促す。

○困つたことを共有 し,規則の改定が必要であれば,全員の認識のもとに変えてい く。

○負けの続いているチームに支援を多 くし,勝つことができるように導いていく。

203人 で連携 して,相手をかわ した り,走 り抜けた りすることができる。

運動に進んで取 り組み,き まりを守 り仲よく運動をしたり,勝敗を受け入れたり,場の安全に気を付けたりす

ることができる。

タグを取 られないような自分な りの動きを見付けることができる。

② ③

① ②

②

○良い動きを見付けた児童の説明

を可視化 し,児童の理解を円滑に

する。

○動きを工夫 した個人を称賛し,全

体で共有 し,掲示を行 う。

●相手のいない場所に移動 したり,

駆け込んだりすることができる。

(観察)

●運動の順番やきまりを守 り,勝敗

を受け入れ,友達と仲よくゲーム

をすることができる。 (観察)

○振 り返 りにおいて,負 けて しまっ

たチームに対 して,励 ま しや称

賛,助言などを積極的に行 う。

○対戦表にシールを貼るなどして ,

勝敗を可視化する。

●鬼遊びに進んで取 り組む ことが

できる。 (観察 )

● タグを取 られ ないよ うないろい

ろな体の動か し方や移動の仕方

を見付けることができる。

(観察・学習カー ド)

○全てのチームのがんば りがあつ

たか らこそ楽 しさが味わえた こ

とを確認する。

○技能,作戦の高まりについて振 り

返 り,連携ができたことの価値を

全体で共有する。

●運動の順番やきまりを守 り,勝敗

を受け入れ,友達 と仲よくゲーム

をす ることができる。 (観察 )

● 2・ 3人で連携 して,相手をかわ

した り,走 り抜けた りすることが

できる。 (観察 )

‐
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7 本時の学習 (6時間扱いの5時間目)

(1)ね らい

【技能】相手の位置を見て移動をしたり,駆け込んだり,走 り抜けたりすることができる。

【態度】勝敗の結果を受け入れて,友達と仲よくゲームをしようとしている。

【思考・判断】タグを取られないような色々な体の動かし方や移動の仕方を見付けることができる。

(冽 展開

時

間 学習活動 教師の働 きかけ 評価

導

入

５

分

集合・整列・あいさつをする。

めあてと学習内容を確認する。2

整列は動かず, 日は言舌し

手に向かわせ る。

しつぽを とられないように うごきかたを くふ うしよう

準備運動をする。

補助運動を行 う。

(体幹を鍛える運動 )

3

4

動かす部位 とその運動の

必要性 が意識 でき るよ

うに声をかける。

展

開

30

分

タグ取 リゲームを行 う。

(攻 防一体型のゲームを行 う。タグが無 くなった

ら,タ グを取ることをし続ける。)

ゲーム①を行う。

(前半と後半で攻守交代をする。

振 り返 り

(タ グを取 られないような動きについて,児童の

説明と実演交えながら,全体で共有する。)

チームタイム

・給水をする。

・チームで協力 してタグ等身支度を整える。

・宝を宝箱に戻す。

・終わり次第,攻め方についての確認や練習などの

時間とする。

ゲーム②を行 う。

(前半と後半で攻守交代をする。

相手をかわそ うとし,ゲ

ー ムにつなが る動 きが

身に付 くよう指導する。

教師は負けているチーム

を重点的に支援する。

困 り感を感 じている児童

には,今 はゲー ム を続

け,最後に全体にむけて

発表をするよう伝える。

集合や整列などはキャプ

テ ンを中心 にキ ビキ ビ

と行 うよ う声 かけをす

る。

ねらいたい動き

Bl相手の位置を見る。

B2スペースに走る。

B3切 り返す。

A急停止,急発進をする。

S友達と連携する。

・相手の位置を見て ,

かわ した り, 走 りぬ

けた りすることがで

きる。【技能】(観察)

・ タグを取 られないよ

う,い ろいろな体の

動か し方や移動の仕

方を見付けることが

できる。

【思考】 (観察・発

言。振 り返リカー ド)

・勝敗の結果を受け入

れて,友達と仲よく

ゲームをしようとし

ている。

【態度】(観察・

振 り返 リカー

発言

ド)

ま

と

め

10

分

10 集合,体調の確認,整理運動を行 う。

H 勝敗についての結果発表を行 う。

12 規貝Jの 改善について話 し合 う。

13振 り返 り

(め あてについて個人で学習カー ドヘ記入 )

14 集合・整列 。あいさつをする。

15 後片付けを行 う。

困 り感をもとに,規貝Jを

改善するか,チームで改

善するか判断をさせ る。

本時のめあてについての

振 り返 りを行 う。

次時への見通 しをもたせ

る。

‐
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(3 「学習活動に即した評価規準」に基づく児童の具体的な姿と支援の例

【技能】

相手の位置を見て移動をしたり,駆け込んだり,走 り抜けたりすることができる。

【児童の具体的な姿の例と支援の例】

0走 りこむ前に,相手の位置を見て自分の立ち位

置を移動 している。

・相手の手が届かない位置を目指 して急力日速をし

ている。

0相 手の動きに合わせて,体をひねった り,移動

する方向を切 り変えた りしている。

・走 りこむ前に,相手の位置を見ている。

。相手のいない位置に向かつて走 りこんでいる。

O近付 く相手を見て,手の届かないところで止まっ

た り,逃げたりしている。

つまずき例⇒具体的な支援例

・走 りこむ前に相手の位置を見ていない。 →  「どこが空いているかな」 と声をかける。

。相手のいる位置に走 りこんで しま う。  → 教師が手を取 リー緒に走ることで,走 り抜けることが可能

なコースの感覚を身に付ける。

0走 り出すことができない。       → 立ち位置を左右に移動 しながら,走 るスペースを見付ける

練習をロングしっぽ取 リゲームの中で積極的に行わせ る。

「あっちいってこっちいって GO!!」 などと声に出させ ,

移動する意識を高める。

。近付 く相手から離れることができない。 → 相手の位置を見て遠 ざかるように逃げることを声かけする。

【′思考】

タグを取られないようないろいろな体の動かし方や移動の仕方を見付けることができる。

【児童の具体的な姿の例と支援の例】

相手の位置を意識 した り,味方 と連携 した動き

を考えた りすることができる。

友達の良い動きを取 り入れることができる。

自分な りのかわ し方を考えることができる。

友達の良い動きを見付けることができる。

(つ まずき例⇒具体的な支援例 )

・かわ し方を工夫 しようとしない。    → 勝つことや得点を取る必要感を高めるために,その児童が

敵をかわ した ときの動きを教師が価値付けする。

→ 絵で示 した り実演をした りして,興味を高める。

お手伝い として意図的に指名 して,発表に参加 させ る。

その児童の困 り感を取 り上げて,全体に共有する。

・友達の話に興味をもたない。

・友達の話を聞こうとしない。

口
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