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小林 宏生  中村 雄紀 

 
はじめに 

1 年次『学びを創り続ける授業のあり方』、2 年次『学びを創り続ける授業における教師の役割』

をテーマにし、研究に取り組んだ。1 年次では、誰もがその運動の楽しさを味わえて、主運動の動

きや感覚につながる運動に取り組ませること（なじみの運動）で、子どもが主運動に対して意欲的

に活動するようになり、学び合いが活発になることがわかった。2 年次では、授業の中で子どもが

学びを創り続ける姿を見取ることで、個人やグループ、学級全体に運動で返すことができ、そこか

ら学びを深めたり広げたりすることができ、主体的な学びにつなげることができた。しかし、1・2

年次と旧年間計画通りに進めていった中で、運動領域の特性から考えると、短い時間で長い期間扱

うと、よりその運動の中で「身体との対話（※１）」に没頭する時間が途切れることなく、効果的に

技能を習得できる教材でも、1 つの教材で 1 時間取り短い期間に計画している場合があることに気

づいた。それによって、「もう少しでできるのに。」「～な感じがわかってきたんだけどな。」「もっと

したい。」といった技能習得を望む、子どもの強い思いやねがいが見られた。逆に、この教材は単一

学年でまとまった時間を確保することで、より身体との対話に没頭し技能習得が進むであろうと考

える教材もあった。したがって、身体との対話への没頭を運動領域の特性から考え整理し、単元を

構成することでより「できた！わかった！」という達成感を味わうことができ、意欲的かつ主体的

に技能を習得していくことが考えられる。そこで今年度は、『身体との対話に没頭していくカリキュ

ラムづくり』をテーマとして、単元間や１時間ごとに子どもの思いやねがいが途切れることなく、

子どもが主体的に学びを創り続けていけるようにしたい。そのために、「カリキュラムづくりの視点」

を中心にして研究を進めていくこととした。 

※１「身体との対話」 

身体は絶えず五感をはじめとする体内の様々な受容器官を通し多くの刺激を感じている。私たちは、その感覚を意識するか否

かに関わらず様々な動作や姿勢をとることができる。しかし、今ある身体の状態よりもさらによい状態を求めるならば、今の状

態を感じとって、よりよい状態を追究していくことが必要となる。そこで体育科では、よりよい状態を追究するために、身体の

状態を主観的に感じ取ることを「身体との対話」と表す。 

 

１．体育科でめざす子ども像 

 体育科では、めざす子ども像を「自ら運動に取り

組み、動きを身につけ、習得、活用するといった身

体の学びを自ら高めていき、また、友だちと意見や

コツを交流し合い、動きを共感し合いながら高め合

える子ども」と考える。 
 子どもたちは、自らが運動している時も友だちの

運動を見ている時にも身体のさまざまな感覚器

官から多くの情報を感じ取っている。その情報
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図 10－2「学びを創り続ける姿」 

を意識的に受容して身体と対話し、そこからよりよい動きを具現化したり、探求したりする身体の

学びを通して、動きの質を高めることができる。 
 この自らの身体との対話から得られた身体の学びだけで完結させるのではなく、他者の動きの様

子や身体の有り様から、自分の動きや身体の有り様をつかんだり、自らの経験をもとに他者の身体

に共感したりすることで、よりよい動きの感じがとらえやすくなる。例えば、幅跳びの学習では、

友だちの見つけた「遠くへ跳ぶには、踏み切りの時にバンッと音が鳴るように勢いよく踏んだらい

いよ」というコツを、「僕はふみ切った後、足を高く上げることだけ考えていたけど、踏み切りの勢

いも大切なんだな。」と自分の見つけたコツに付け加え、動きを高め、また交流することでお互いに

高めていくのである。このように、自らの身体との対話で得られた学びをもとに他者の学びと共感

的に交流することを学び合い活動ととらえ、この学び合い活動を通して学びを深め、互いを高め合

えると考える。 
 
２．体育科における「学びを創り続ける子ども」とは  

体育科において学びを創る子どもとは、新たな動きに出合い、自分の力と照らし合わせて、より

よい動きを身につけようと、試行錯誤しながら自分の力を変容させる子どもと考える。そして学び

を創り続ける子どもとは、その学びで習得したものを活用しながら、よりよいものを探求する子ど

も、すなわち、これまでの学びをもとに、新たな動きを身につけるために見通しをもち、自らにあ

った方法で取り組んで、よりよい動き

を身につけ、さらにそれを次の学びや

実生活へと活かしていく子どもと考え

る。具体的には仲間との学び合いの中

で、４つの段階に分けて説明すること

ができる。１段階目は「自分の課題を

理解する」２段階目は「自分の課題を

仲間に伝える」３段階目は「仲間が自

分の課題を理解したか確認する」４段

階目は、「仲間がフィードバックしてく

れたことを理解する」この学びを仲間

と共に連続発展させていくことで、自

ら課題を解決し学びを創り続けていけ

ると考える。 
 
３．身体との対話に没頭していくカリキュラムづくりの視点 

 身体との対話に没頭していくカリキュラムは、子どもが学ぶ運動と出合った時に、「○○を楽しそ

うだからやってみたい。」「○○をできるようになりたい。」「チームで協力して勝ちたい。」というよ

うな思いやねがいを持つことから始まると考えられる。そして、その思いやねがいは、授業の中で

学ぶことによって活動や達成、創造等に向かいながら、年間計画や単元計画、１時間ごとの授業の

枠を越えて、継続して持ち続けられる。このようなカリキュラムを構成することで、例えば授業の

中だけではなく、授業後体を動かし考えながら教室にもどったり、休み時間に試してみたり、ある

いは休日家庭で家族に相談したりして、身体との対話を続けながら次の授業に入っていく姿が現れ

ると考える。 
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しかし、このような学びが自然に次の授業や、単元の枠を越えてつながっていくわけではない。

そこには運動の中で、「こんな感じだと思うんだけどな。」「こうかな。ちがうな。」「ん～、～さんは、

こんな感じでやってたから試してみよう。」といった自分や仲間の身体との対話に没頭するように、

課題解決への「必要感」を持たせるしかけを教師が工夫しなければならない。それがカリキュラム

を構成するうえで重要になってくる視点である。以下にその視点を 3 つ説明する。 

①1 時間で 2 教材を扱う単元配列（年間計画） 

 7 つの運動領域（例えば中学年では、体つくり運動、器械運動、走・跳の運動、浮く・泳ぐ運動、

ゲーム、表現運動）の中には、短い時間で長期間扱うと新たな発見をしたり、達成感を味わいやす

かったり、授業外でもその運動に取り組む機会が増えたりして、技能習得の効果が上がり意欲的に

取り組みやすい教材がある。一方、季節性を考慮しなくてはいけなかったり、単一学年でまとまっ

た時数を確保したりすることで、1 時間 1 教材が技能習得に効果が上がり意欲的に取り組みやすい

教材がある。器械運動領域の「鉄棒」、体つくり運動領域の「縄跳び」、陸上運動領域「高跳び」な

どが前者にあたり、浮く・泳ぐ運動領域、ゲーム運動領域「ランニングハンドボール」などが後者

にあたると考える。旧カリキュラムでは、このような前者と後者の単元が図 10-3 のように、同じよ

うに配列されている。そのため、鉄棒や縄跳びに取り組んだ時には、「もう少しでできるのに。」と

いった、感覚をつかんでいる子どもがいるにも関わらず、その単元が終わってしまうことがあり、

学習意欲は高いのに技能の習得ができなかったということが見られた。そこで新カリキュラムでは、

「鉄棒」や「縄跳び」、「高跳び」といった 1 時間の授業の中で短い時間で長期間扱うと技能習得の

効果が上がり、意欲的に取り組みやすい教材を組み合わせて構成する。このようにすることで、子

どもたちの「できるようになりたい。」という思いやねがいを活かすことができると考える。 

 

【4 年生 旧カリキュラム】 
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図 10－4「片膝かけ後転の達成に向けて練習する姿」 

 

②発達段階に沿った学習内容の設定 （単元計画） 

体育科では、身体との対話に没頭する姿を引き出す学習内容は、発達段階によって感じ方が違い、

それによって学習内容も配慮していく必要があると考える。大きく分けて低・中・高の 2 学年ずつ

で考えることができる。これは、H8 年～H13 年の本校の研究「豊かな人間性を育む教育課程の創造」、

体育科主題：『自分の体と対話する子どもを育てるカリキュラムの構築』の中でも下のように示され、

本校体育科で長年研究されてきた、「身体との対話」を考える上で重視すべき視点である。 

 

低学年「活動への喜び」 

 この時期の子どもは、運動欲求は強いが自分の動きに対する課題意識がまだ低い。そこで、低学
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まり、いろいろな動きの感じを「見つける」ことを保障できるものである必要がある。活動欲求が

強く、考えるよりもまず行動する低学年の学習では、子どもが「やってみたいな。」と思うような場
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中学年「達成への喜び」 

 中学年になると、活動への意欲に加えて、技能向上への意欲が強くなり、活動を粘り強く続ける

ことができるようになる。そのため、子どもたちは、つかんだ動きの感じをつなげて、１つのまと

まりの技を達成することに喜びを感じるようになる。そこで、この時期には、技の達成を通して、

自分の身体との対話の大切さを実感できるようにするこ

とが必要である。また、自分なりの言葉で動きを客観的

に把握することによって友だちとの学びの交流が容易に

なる。そこで、達成への喜びを味わえる内容を設定する

ようにする。そして、生活における自分の身体に直接目

を向ける単元の設定も必要であると考える。すなわち、

毎日の生活における自分の健康や、身体の成長に着目し、

望ましい生活習慣を形成し、性に関する内容を含む身体

の発育や発達について正しい理解ができるようにする。 

 

高学年「創造への喜び」 

 高学年では、新しいことができるようになるというよりは、それまでにできるようになっている

ことの質を高めたり、組み合わせて新たな楽しみ方を創り出したりできるような単元の構成をする

ことで授業に喜びを感じていくのである。そして、高学年では、自分の健康を環境や社会の状況と

関係づけて考え、自分なりの問題解決ができることが大切である。けがの防止や病気の予防、心の

健康など、毎日の生活に関わる内容で、正しい判断と行動ができるようにするため、他教科とも関

連を図っていく必要がある。 

 このような学習内容を設定することで、子どもたちは身体との対話に没頭し課題解決を連続発展

させていくのである。留意事項として、ここで 2 学年ずつ子どもたちの感じ方を示してはいるが、

カリキュラムをつくる指導者として、子どもと学校生活を共に過ごす中で、自分の学年、学級の発

達段階がどこにあるのかは、十分配慮して見取り把握しておく必要がある。 
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表 10－１ 「身体と対話する力の育ち」 

 

 

③見取りを活かした単元内構成（1 時間ごと） 

 単元内１時間ごとの授業で学びが途切れることなく、授業の枠を越えて休み時間や、家庭でも、

身体との対話を繰り返す姿が現れるカリキュラムこそ、目指すべきものだと考える。そのようなカ

リキュラムにするには、学習カードや授業の中で見取った、子どもの問題意識から考えた課題を、

子どもに気づかせ設定する。また、授業間のつながりにもその見取った問題意識を活かし、授業の

枠を越えて学びを創り続けることができるようにする。例えば、中学年の幅跳びの単元 1 時間目に、

試しの幅跳びをする。すると多くの子どもが右足でも左足でも踏み切り、思うように跳べない姿が

見取れる。そこで指導者は、試しの幅跳びをしている子どもたちの中から、踏み切り足を決めてい

る（解決策に気づいている）子どもを見取っておく。そして、授業の終末、学級全体でふり返る場

で、子どもたちの問題意識を確認し、踏み切り足を決めることに気づいている子どもの発言を広め

る。そうすることで、子どもたちの中に自らの問題意識から生まれた課題が設定される。その瞬間

から子どもたちは身体と対話し、自ずと体を動かしたり、隣に座る友達と話したり、イメージした

りする。そしてその学びは授業の枠を越え、身体との対話を繰り返し、次の授業につながっていく

のであると考える。 

 

４．カリキュラムの見直しと新たなカリキュラムづくり 

 見直しにあたっては、上のカリキュラムの 3 つの視点から考える。まず、1 時間 2 教材にしたこ

とで、１時間の中で１つの教材にかける時間が短く、学びが深まらず、身体との対話に没頭するこ

とができない状態になっていないかである。また、1 つ目の教材で身体との対話に没頭するあまり、

 活動の指向性・学び方  期待される身体との対話の様相 

組
み
立
て
る 

○学習したことを組み合わせ、新

たな楽しみ方を創り出すことに喜

びを感じる。   (創造の喜び) 

 

☆課題の全体像を明らかにし、解

決の見通しをもって計画的に達成

しようとする。 

６
年 

・運動の全体を一つの感じとして把握し、動きを動く空間の中でイメージすることができる。 

・ゲームでの作戦等により、複雑な状況下でのイメージを共有することができる。 

・環境や社会の状況が健康に及ぼす影響をイメージすることができる。 

５
年 

・運動の経過全体を一つの感じとして把握することができる。 

・動きの感じを客観的に把握し、言葉や図に表して伝え合い、友だちとの動きの共感ができる。 

・心のあり方と体のあり方の関係に気づき、それらの調和を求めて生活環境に働きかけること

ができる。 

つ
な
げ
る 

○より上手になることに喜びを感

じる。      （達成の喜び） 

 

☆課題の達成に向けて自らめあて

を達成して活動しようとする。 

４
年 

・イメージをもとにいくつかの動きの感じをつなげて一つのまとまりの動きにできる。 

・つかんだ動きの感じを、自分なりの言葉によって伝え合い、友だちとの動きの共感ができる。 

・自分の体の変化を感じとり、友だちとの違いを理解して、自分を肯定的に受け止めることが

できる。 

３
年 

・動きの局面を捉え、前の動きと次の動きをつなげて一つのまとまりの動きにできる。 

・つかんだ動きの感じを、実際の動きや自分なりの言葉によって伝え合い友だちとの動きの共

感ができる。 

・自分の健康状態と毎日の生活の仕方との関係を考えることができる。 

見
つ
け
る 

○活動することそのものに喜びを

感じる。     （活動の喜び） 

 

☆活動の欲求に導かれていろいろ

なことをやってみようとする。 

 

２
年 

・動きの心地よさを捉えて、動きをよりよくする方法を見つけることができる。 

・身体の動きの特徴を捉えて、実際の動きや簡単な言葉で動きの感じやイメージを伝え合うこ

とができる。 

・自分の健康状態や、学習の場の安全に注意することができる。 

１
年 

・その運動特有の感じを、動きの心地よさとして感じ取ることができる。 

・実際の動きや「ジャーンプ」「ポーン」等の簡単な言葉で特徴のある動きの感じやイメージ

を伝え合うことができる。 

・自分の体調や、運動による身体の変化を感じ取ることができる。 

※指向性…○ 
 学び方…☆ 
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2 つ目の教材に入った時、その教材で身体との対話に没頭できない状態になっていないかである。 

次に、授業の中での子どもたちの様子や学習カードから、発達段階によって「活動への喜び」「達

成への喜び」「創造への喜び」を味わうことができたかどうかを見取る必要がある。例えば、中学年

の学習カードの多くに、「活動への喜び」しか書かれていない場合、その学習内容は見直す必要があ

る。 

最後に、子どもの授業中の様子や学習カード、休み時間の様子、家庭学習の日々の日記、学校生

活全体での様子などから、問題意識が見えてこない場合、指導者の見取りを見直す必要がある。 

以上のように子どもの活動を見取り、想定した単元の配列や学習内容の妥当性を３つのカリキュ

ラムの指点で見直すことによって、「身体との対話に没頭していくカリキュラム」を改善していくこ

とができると考える。 
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