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Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説体育

編では「各種の運動で得られる楽しさや喜び，そ

こで解決される課題，それらの解決方法に応じた

行い方の理解は，各種の運動の基本的な動きや技

能を身に付けることに効果的である。」とこれから

の体育学習における知識及び技能の在り方が示さ

れている。 
これまでの自身の実践では，児童が運動の技能

を習得することができるようにするために，授業

の導入において運動のポイントを教えるという手

立てを講じ，実践を展開してきた。しかし，その後

の学習において，児童は何を考え，友達に何を伝

えればよいか十分に分かっていない姿が見られた。

この要因としては，知識及び技能の習得が不十分

であること，また，新たな知識を既得の知識及び

技能と相互に関連付けられるような学習活動が十

分に展開されていなかったことが考えられる。 
これからは，児童が新しい知識と既得の知識及

び技能を相互に関連付けながら，授業の中で生き

て働く知識を習得し，技能の習熟を図るとともに，

運動の楽しさや喜びを味わう授業づくりの在り方

が重要となってくる。その具体の一つとしては，

児童が自分の考えや友達からの考えを基に運動し，

その過程の中で生じた気付きを言葉で表現しなが

ら運動を続けることで，こつを獲得したり動きを

習得したりする学習が考えられる。  
以上のことから，研究主題を「『分かる』『でき

る』楽しさや喜びを味わうことのできる体育科指

導の一試み」と設定し，「気付きの言語化」をする

ことを通して，生じた気付きをどのように知識及

び技能の習得につなげていくのかについて探り，

主題に迫る体育科指導の在り方を明らかにしてい

きたいと考える。 
２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「気付きの言語化」とは 

 自分の考えや友達からの考えを基に運動し，そ

の過程の中で生じた気付きを言葉で表現すること

と捉える。 
(２) 「こつの獲得」とは 

児童が気付きを言語化することを繰り返しなが

ら，動きを習得するのに一番大事だと判断した要

点をつかむことを第一段階とする。そして，その

つかんだ要点を基に何度も運動し，より確かなも

のとなった状態のことと捉える。 
(３) 「『分かる』『できる』」とは 

 新しい知識である自分の考えや友達の考えと既

得の知識及び技能を相互に関連付けることで，こ

つを獲得したり動きを習得したりすることと捉え
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抄録 本研究は，小学校第６学年において，「分かる」「できる」楽しさや喜びを味わうことのできる体育科指導の在
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ができるようにした。その結果，新しい知識と既得の知識及び技能が相互に関連付いて，こつを獲得したり動きを習

得したりする達成感を得ている児童の姿が見られるようになった。 
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る。 

(４) 「楽しさや喜びを味わう」とは 

こつを獲得したり動きを習得したりする達成感

を得ることと捉える。 

Ⅱ 研究のねらい 

「こつの獲得に向けた気付きの言語化」を通し

て，「分かる」「できる」楽しさや喜びを味わうこと

のできる児童を育む体育科指導の在り方を探る。 
Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点＞ 気付きを言語化する指導の工夫 

(１) 友達の考えを動きの習得につなげ 

  気付きを表出する学習活動(手立てＡ) 

動きを習得するために友達の考えを聞き，その

点に気を付けて何度も練習したり複数の考えから

大事な考えを取り入れて練習したりしながら気付

きを表出する学習活動を行う。 

(２) こつの獲得に向けた学習カード(手立てＢ) 

 毎時間，振り返りの場面において一連の動きを

示した連続図の吹き出しに手立てＡで表出した気

付きを学習カードに記述する。気付きを言葉で表

現することで要点をつかみ，こつの獲得につなが

るようにする。 

(３) 友達の考えを共有するアドバイスボード

(手立てＣ) 

 手立てＢに記述した気付きの中で一番大事な気

付きを付箋紙に記述し，アドバイスボードに貼ら

せる。次時の練習の前に，友達の考えを共有して，

こつを獲得したり動きを習得したりすることにつ

ながるようにする。 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

事前調査を表１のとおり実施した。 
表１ 事前調査計画 

ねらい 体育科の授業における児童の知識について調査し，
授業実践に生かす。 

対象 仙台市立愛子小学校 第６学年１組 34 名 
方法 質問紙法による調査 
内容 知識に関するレディネステスト 
調査日 令和２年６月 30 日，10 月 19 日 

 

(２) 結果 

知識についての調査では，児童が運動のポイン

トを理解できているかについて調査した。 

 

 

 

 

 

 

図１ 知識に関する調査結果 

 

 

 

 

 

 

図２ 日本代表選手の映像を見て気付いたこと 

(３) 考察 

図１から実践１では，リレーにおけるバトンパ

スのポイントを説明できない児童が 11名(32％)

実践２では，側方倒立回転のポイントを説明でき

ない児童が 13名(39％)だった。このことから，

学級の約 33％の児童が知識を獲得できていない

ことが分かる。 

図２は日本代表（リレー，体操）の映像を見

て，気付いたことを記述させたものである。既得

の知識と関連付けて記述できていない児童は，実

践１では 30 名(89％)，実践２では 30 名(91％)だ

った。このことから，学級の約 90％の児童が既

得の知識を活用できていないことが分かる。 

以上の結果から，児童が知識を確実に理解でき

るようにすること，その上で新しい知識と既得の

知識及び技能を相互に関連付けて運動に取り組ま

せ，動きの習熟を図る必要性があると考える。  

２ 授業実践の概要 

(１) 実践１  

実践１を表２のとおり実施した。 
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表２ 実践１指導計画 

対象 仙台市立愛子小学校  第６学年 １組 34名 

実施期間 令和２年９月８日～10月１日 

単元名 「短距離走・リレー」(陸上運動) 

時 ねらい 学習活動 手立て 

１ 

・短距離走・リレーの運
動の行い方を理解する
ことができるようにす
るとともに，リレーの
勝敗を受け入れ，責任
を持って準備・片付け
を行うことができるよ
うにする。 

○用具の準備をする。 
○陸上ドリルをする。 
○８秒間走をする。 
・タイムを計測する。 
○練習の仕方を確認する。 
・バトンパス練習をする。 
・振り返りをする。 
○用具の片付けをする。 

Ａ 
Ｂ 

２ 

・自己の課題を見付け，
その解決方法を考える
ことができるようにす
るとともに，約束を守
り，チームで助け合う
ことができるようにす
る。 

・陸上ドリルをする。 
・８秒間走をする。 
○自己の課題を確認する。 
・バトンパス練習をする。 
・タイムを計測する。 
○振り返りをする。 
 

Ａ 
Ｂ 

３ 

・両腕を前後にまっすぐ
振り，最後まで全力で
走り切ることができる
ようにするとともに，
積極的に運動に取り組
むことができるように
する。 

・陸上ドリルをする。 
○８秒間走をする。 
・バトンパス練習をする。 
・タイムを計測する。 
○振り返りをする。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

４ 

・動きの変化や伸びを見
付け，考えたことを友
達に伝えることができ
るようにするととも
に，用具の安全に気を
配ることができるよう
にする。 

・陸上ドリルをする。 
・８秒間走をする。 
○気付きを共有する。 
○バトンパス練習をする。 
・タイムを計測する。 
○振り返りをする。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

５ 

・減速せずにスムーズな
バトンパスを行うこと
ができるようにする。 

・陸上ドリルをする。 
・８秒間走をする。 
○バトンパス練習をする。 
・タイムを計測する。 
・振り返りをする。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

６ 

・８秒間走のスタートの
線を選んだり，チーム
の目標タイムを選んだ
りするとともに，仲間
の考えや取組を認めた
りすることができるよ
うにする。 

・８秒間走をする。 
・バトンパス練習をする。 
○リレー大会をする。 
○振り返りをする。 

Ｂ 
Ｃ 

(２) 実践２  

実践２を表３のとおり実施した。 
表３ 実践２指導計画 

対象 仙台市立愛子小学校  第６学年 １組 34名 

実施期間 令和２年11月11日～12月１日 

単元名 「マット運動」(器械運動) 

時 ねらい 学習活動 手立て 

１ 

・マット運動の行い方を
理解することができる
ようにするとともに，
責任を持って準備・片
付けを行うことができ
るようにする。 

○用具の準備をする。 
○マットドリルをする。 
・基本技に取り組む。 
・発展技や連続技に取り組む。 

・振り返りをする。 
○用具の片付けをする。 

Ａ 
Ｂ 

２ 

・自己の課題を見付け，
その解決方法を考える
ことができるようにす
るとともに，用具の安
全に気を配ることがで
きるようにする。 

・マットドリルをする。 
・基本技に取り組む。 
○自己の課題を確認する。 
・発展技や連続技に取り組む。 

○振り返りをする。 

Ａ 
Ｂ 

３ 

・基本技である開脚前
転，開脚後転ができる
ようにするとともに，
積極的に運動に取り組
むことができるように
する。 

・マットドリルをする。 
○基本技に取り組む。 
・発展技や連続技に取り組む。 

○振り返りをする。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
 

４ 

・動きの変化や伸びを見
付け，考えたことを友
達に伝えることができ
るようにするととも
に，約束を守り，仲間
と助け合うことができ
るようにする。 

・マットドリルをする。 
・基本技に取り組む。 
○気付きを共有する。 
○発展技や連続技に取り組む。 

○振り返りをする。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

５ 

・発展技である側方倒立
回転ができるようにす
る。 

・マットドリルをする。 
・基本技に取り組む。 
○発展技や連続技に取り組む。 

・振り返りをする。 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 

６ 
・仲間の考えや取組を認
めることができるよう
にする。 

○技を繰り返したり，組み
合わせたりする。 

○振り返りをする。 

Ｂ 
Ｃ 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

＜視点＞気付きを言語化する指導の工夫 

(1)友達の考えを動きの習得につなげ 

気付きを表出する学習活動(手立てＡ) 

① 内容 

動きを習得するために友達の考えを聞き，その

点に気を付けて何度も練習したり複数の考えから

大事な考えを取り入れて練習したりしながら気付

きを表出する学習活動を行う。 

実践１では，リレーのチームを１チーム６～７

名で５チーム作り，そのチームの中で二つのグル

ープに分けて練習させるようにした。試技してい

る２名を除く１～２名に見る役割を与え，その見

ている友達の考えを試技の後に聞き，動きの習得

につなげられるようにした。 

実践２では，自己の課題に応じた場を選んで，

試技させるようにした。その際，試技を待ってい

る児童１名～５名に見る役割を与え，試技した児

童は，見ている友達の考えを試技の後に聞き，動

きの習得につなげられるようにした。 

試技する児童は，自分の課題とする体の部位に

リストバンドを着け，見る側の児童にとって試技

する児童の課題としている点を把握できるように

した。このように見る視点を明らかにすることで

試技する児童と見る側の児童の意識の統一を図

り，動きの習得につなげられるようにした。 

② 結果 

実践１では，第２時で課題を見付けた後に，試

技を見ていた友達の考えを聞く場面を設定した。

図３からＡ児は課題を「『はい』と言われたら腕

をまっすぐに上げる」と設定し，同じチームのＢ
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児，Ｃ児と練習していた。Ａ児は試技が終わった

後に，Ｂ児から「もっと手を高く上げたほうがい

いよ。」と考えを伝えられていた。その後も，Ａ

児は同じ課題を設定しながら何度も練習し，第５

時において滑らかなバトンの受渡しができるよう

になった。 
Ａ児は，「腕をまっすぐに上げる」と課題を設

定して練習していたが，Ｂ児から「もっと手を高

く上げたほうがいいよ。」と考えを伝えられて，

自分の考えている「まっすぐ」の具体とＢ児の考

えている「高く」の具体を，動きですり合わせて

いった。そして，Ａ児は動きを習得した後に「手

をちゃんと上げてバトンを受け取る」と学習カー

ドに気付きを表出した。 
 
 
 
 
 

 
 

図３ 学習活動の具体(実践１) 
実践２では，同じ場を選んだ友達の考えを聞く

場面を設定した。図４からＤ児は第３時で自己の

課題を「一直線上に着地すること」に設定し，同

じ場を選んだＥ児，Ｆ児，Ｇ児と練習していた。

３名から考えを伝えられたが，その中でも特にＥ

児からの「着地のときに右足が後ろにズレてしま

うから，右足を前に着くことを意識したらいいと

思うよ。」という考えを取り入れて練習した。そ

の後もＤ児は何度も練習し，第３時において膝が

伸びた側方倒立回転ができるようになった。 

Ｄ児は，「一直線上に着地する」という課題を

解決するために練習していたが，Ｅ児からの「右

足を前に着く」という考えを伝えられて，自分の

考えている「一直線」の具体とＥ児の考えている

「右足が前」の具体を，動きですり合わせていっ

た。そして，Ｄ児は動きを習得した後に「右足と

左足を一直線にする」と学習カードに気付きを表

出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４ 学習活動の具体(実践２) 

事後調査では，実践１では 34名中 18 名の児童

が，実践２では 33名中 14 名の児童が実践終了後

に「友達の考えを練習に取り入れることで動きが

できるようになった」と答えている。 

実践１(図５)では，第１時に滑らかなバトンの

受渡しの動きを習得した児童は３名(９％)だった

が，第６時では，34 名(100％)の児童が滑らかな

バトンの受渡しの動きを習得した。 

 

 

 

 

図５ 実践１の技能の変容(教師の VTR による見取り) 

実践２(図６)では，学習前に 15 名(45％)の児

童が，腰が上がった側方倒立回転を習得していた

が，第６時では，26 名(78％)の児童が，腰が上

がった側方倒立回転を習得した。 

 

 

 

 

 

図６ 実践２の技能の変容(教師の VTR による見取り) 

③ 考察 

図３，図４から児童は，自分の考えと友達の考

えの具体を動きですり合わせながら練習を繰り返

し，動きを習得していることが分かる。その動き
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をすり合わせていく過程の中で生じた気付きは，

友達の考えをそのまま記述したものではなく，友

達の考えに自分なりの解釈を加えて記述している

と考えられる。そのため，学習カードへ記述した

自らの気付きと友達の考えが正確には一致してい

ない。しかし，動きを習得する中で友達の考えが

どういうことかが次第に分かっていき，自分なり

の言葉にして表現していると考えられる。 

このように友達の考えを聞いたことで，その点

に気を付けて何度も練習したり，複数人の友達の

考えの中から大事な考えを取り入れて練習したり

したことが図５，図６のように動きの習得につな

がり，気付きを表出することができたと考えられ

る。 

 (２)こつの獲得に向けた学習カード(手立てＢ) 

① 内容 

毎時間，振り返りの場面において一連の動きを

示した連続図の吹き出しに手立てＡで表出した気

付きを学習カードに記述する。気付きを言葉で表

現することで要点をつかみ，こつの獲得につなが

るようにする。 

実践１では，バトンを渡す人と受け取る人，双

方の立場から気付きを記述することができるよう

に，バトンを待っている場面，両者が走り出した

場面，バトンを渡した瞬間の三つの場面に分けた。

それが図７である。 

 

 

 

 

 

 

図７ こつの獲得に向けた学習カード(実践 1) 

実践２では，発展技の側方倒立回転のマットに

手を着く前の場面，片手を着いて足を振り上げた

場面，腕支持の場面，手を突き放して片足を着い

た場面，着地の五つの場面に分けた。それが図８

である。 

 

 

 

 

 

 

図８ こつの獲得に向けた学習カード(実践 2) 

② 結果 

図７は，実践１においてＨ児が第１時から第６

時までの気付きを学習カードに自分の言葉で表現

したものである。Ｈ児は第２時に，滑らかなバト

ンの受渡しの動きを習得している。その時間にお

ける振り返りの学習カードには，「スタートダッ

シュを速く」という気付きを記述している。 

そして，実践１終了後の事後調査においても，

図９のように「赤玉に来たらスタートして速く走

る」と記述している。このようにＨ児は，授業中

につかんだ要点を基にしながら運動し続け，こつ

をより確かなものにしていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

図９ 気付きの表現とこつの記述の一致(実践 1) 

一方，実践２ではこれとは違ったケースが見ら

れた。Ｉ児は図８のように第１時から第６時まで

気付きを学習カードに記述している。Ｉ児は第１

時の段階で，腰が上がった側方倒立回転を習得し

ている。その時間の記述内容は，「手をつく場所

を決める」「手で押す」であった。この記述をＩ

児がつかんだ要点であると見取った。 

しかし，実践２終了後の事後調査においては，

図 10のように「勢いをつけすぎない」をこつと

して獲得した。これはＩ児が第４時に記述した内

容である。つまり，Ｉ児はつかんだ要点と獲得し

たこつが違っているのである。このことから，Ｉ
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児は教師が「できた」と見取った第１時には「で

きた」という達成感を得ておらず，「できた」と

達成感を得たのは第４時ということになる。技能

の高いＩ児は，要点をつかんだ後も別の気付きを

得ながら運動し続けて，自身が「できた」と達成

感を得たときの気付きをこつとして捉えていると

いうことが分かる。 

 

 

 

 

 

図 10 気付きの表現とこつの記述の不一致(実践 2) 

このように，つかんだ要点と獲得したこつが一

致していない児童は，実践１で 23名(68％)，実

践２で 28名(85％)だったことが図 11 から分か

る。逆に，つかんだ要点と獲得したこつが一致し

ている児童は実践１で 11名(32％)，実践２で５

名(15％)だった。 

 

 

 

 

図 11 つかんだ要点と獲得したこつの一致，不一致 

③ 考察 

図９，図 10 から教師の技能における見取りと

児童の「できた」という達成感を得たときが一致

するときと，一致しないときがあることが分か

る。そして，要点をつかむとは教師側に立った見

取りの言葉であり，こつを獲得するとは児童が達

成感を得たときの言葉であるということが本研究

を進めながら見えてきたことである。そして，つ

かんだ要点と獲得したこつが一致した児童にとっ

ても，一致していない児童にとっても，学習カー

ドの気付きの中の言葉が，事後調査における獲得

したこつの記述に必ず表れているため，手立てＢ

はこつを獲得するのに有効であるといえる。 

図 11からは，Ｉ児のようにつかんだ要点と獲

得したこつが一致しない児童のほうが多いことが

分かる。このことから，教師の見取りと児童の

「できた」という達成感とのずれを確認し，授業

改善につなげていく上でも，手立てＢは効果的で

あると考える。 

(３) 友達の考えを共有するアドバイスボード 

(手立てＣ) 

① 内容 

第２時から第５時までの振り返りの時間に，児

童一人一人が学習カードに記述した気付きの中で，

一番大事な気付きを付箋紙にも記述させ，アドバ

イスボードに添付させた。さらに学級全員の考え

を類型化し，次時の授業において活用した。アド

バイスボードの友達の考えを共有する際は，「ア付

箋紙が多く集まった考えを教師が紹介する，イ動

きを習得した児童が記述した分かりにくい表現の

考えを，児童に詳しく説明させる，」という二点に

着目して取り上げた。 

この友達の考えを共有するアドバイスボードが，

動きの習得につなげ気付きを表出することや(手

立てＡ)，こつを獲得すること(手立てＢ)につなが

るようにした。それによって，新しい知識と既得

の知識及び技能が相互に関連付くようにした。 

② 結果 

図 12の右上の写真から分かるように，実践１

では第２時，第３時で「腕を高く上げる」という

気付きを付箋紙に記述した児童が多かったため，

第４時の練習の前に教師が「腕を高く上げるって

どのくらい上げればいいのかな。」と児童に投げ

掛けた。そうしたところ，児童から「肩と腕が同

じくらいの高さ。肩と手一直線。」という言葉が

表出され，学級全体で共有した。その後の練習に

おいて，Ｋ児は先述の考えの共有を基に「腕と肩

が一直線になるようにしたほうがいい。」とＪ児

に伝えている。それを受けてＪ児は，腕と肩の高

さの位置関係を意識して練習を行い，その時間の

うちに動きを習得した(手立てＡとの関連)。振り

返りの場面で，Ｊ児は学習カードに「肩と同じ位

置に腕を上げる」と気付きを記述し(手立て B と
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の関連)，一番大事なこととして付箋紙にも同様

の記述をしている。更に事後調査において，Ｊ児

は獲得したこつとして「バトンをもらう人は『は

い』と言われたら肩と同じくらいの位置に手を上

げる」とも記述している。第４時においてＪ児と

同様に「手を肩の高さまで上げる」と学習カード

に気付きを記述している児童は，34 名中６名い

て，６名のうち４名がその時間の中で動きを習得

していた。残り２名は第５時で１名，第６時で１

名が動きを習得している。 

このことから，実践１では考えを共有したこと

で児童は即座に新しい知識と既得の知識及び技能

を相互に関連付けて，気付きを記述したり動きを

習得したりしていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 12 手立てＣの関連図① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 手立てＣの関連図② 

一方，実践２ではこれとは違ったケースが見ら

れた。図 13 のように第４時で「しゃがまないよ

うにする」という気付きを付箋紙に記述したＬ児

がいたため，その内容を全体で共有した。教師が

その言葉がどういうことかをＬ児に問い掛けたと

ころ「勢いを付けすぎると着地のときにしゃがん

じゃうから，勢いを付けすぎないのが大事。」と

いう発言が出た。これはしゃがまないようにする

ことがなぜ大切なのか，その理由付けをしている

言葉である。 

このようにＬ児の考えを全体で共有したが，そ

の発言を聞いていたＭ児は第４時で学習カードに

「つま先で助走をつける」とＬ児の考えと関連の

ない記述をしている。このことから，Ｍ児はＬ児

の考えをこの段階では大事だと判断していないこ

とが分かる。その理由として，Ｍ児が第２時で学

習カードに「勢いを付ける」と記述しており，こ

れはＬ児の発言と真逆の気付きとなっていたこと

がその背景にあると考えられる。しかし，Ｍ児は

その後の学習を進める中で「勢いを付けすぎない

ほうがいい」ということに気付き，第６時の振り

返りでは，学習カードに「着地をゆっくり」と記

述した。そして，事後調査では「勢いを付けすぎ

ない」を獲得したこつとして記述している。 

Ｍ児と同様に，気付きを共有した第４時以降の

学習において「勢いを付けすぎない」と学習カー

ドに気付きを記述している児童は第５時で 33 名

中５名，第６時で 33 名中５名いた。同様の記述

をした中で，動きを習得した児童は１名だったも

のの，動きを習得した児童が少ないのは，技能が

高い児童が多く，気付きを記述する前に動きを習

得していたからである。第５時では５名中２名，

第６時では５名中３名が，膝がまっすぐに伸びて

より美しく安定した側方倒立回転を習得すること

ができた。 

実践２におけるこのケースは，考えを共有した

ことが即座に新しい知識と既得の知識及び技能を

相互に関連付けるものではないことが分かる。そ
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の後の学習において動きを習得する過程で新しい

知識が形成される場合もあることが分かる。 

③ 考察 

図 12，図 13 から児童は，その時の自分の段階

に応じて必要な情報を選択しながら練習し，こつ

を獲得したり動きを習得したりしていることが分

かる。このことから考えを共有するアドバイスボ

ードは，新しい知識と既得の知識及び技能を相互

に関連付けることに効果的であると考えられる。

また，手立てＣは手立てＡ，手立てＢとつながっ

ていて，気付きの言語化をより確かなものとして

いることも分かる。 

４ 事後調査 

実践終了後，事前調査と同様の調査を行い，児

童の知識の獲得について調査した。 

(１) 調査の内容及び結果 

 

  

 

 

 

 

図 14 知識に関する調査結果 

 

 

 

 

 

図 15 日本代表の映像を見て気付いたことの変容 

 

 

 
 

図 16 実践１後に日本代表の映像を見て気付いたことの 
記述の変容 

 

 
 

図 17 達成感を得ている児童の記述 

 (２) 考察 

図 14では，運動のポイントについて説明でき

るようになった児童が実践１では 11 名，実践２

では 13 名増えた。図 15では，図 16 のように既

得の知識と関連付けて気付いたことを記述できて

いる児童が実践１で 16名，実践２で 19名増え

た。これらのことから実践１，実践２を通して児

童は知識を獲得できたこと，そして，映像を見る

ときにも獲得した知識を活用できるようになった

ことが分かる。 

さらに実践１では 34 名中 31名，実践２では

33 名中 30名が図 17 のように，こつを獲得した

り動きを習得したりした達成感を得ることもでき

た。 

以上のことから，気付きを言語化する指導の工

夫は新しい知識と既得の知識及び技能を相互に関

連付けてこつを獲得したり動きを習得したりする

達成感を得るのに効果的であったと考えられる。 
Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

＜視点＞気付きを言語化する指導の工夫 

児童がこつを獲得したり動きを習得したりする

ことができるように，自分の考えや友達からの考

えを基に運動し，その過程の中で生じた気付きを

言葉で表現した。その結果，新しい知識と既得の

知識及び技能が相互に関連付けられて，児童が「分

かる」「できる」楽しさや喜びを味わう姿が見られ

るようになった。 
２ 今後の課題 

児童が動きを習得した達成感を得ることはでき

たが，こつを獲得した達成感を得ることは不十分

であったと考える。今後は，児童がこつを獲得し

たことを価値付ける指導の在り方や他の内容のま

とまりにおいても児童がこつを獲得したり動きを

習得したりする達成感を得ることができる指導の

在り方を探っていきたい。 
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