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体育学習における子どもたちの身体イメージの変容 

―動きを広げるマット運動の授業実践から― 
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: Practice of mat exercise focused on the diversity of movements 
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Abstract 
In the physical education, it is important to experience the pleasure and joyfulness of movement 

one’s own body through the variety of sports. However, especially in mat exercise, children are apt 
to have a poor feeling, because it is clear that the skills are success or failure. On the other hand, 
children are easy to feel the sense of their own body through the mat exercise. This sport is quite 
necessary to notice their sense of body and acquire the skill of adjustment their body. In the case 
that children have a poor feeling against one sport from early childhood, they are fear that they 
continue to be weak on that sport after that. Therefore, we need to develop the practice of mat 
exercise that children have experience to notice a sense of body in the physical education of 
elementary school. 

In this study, we investigated the variation of children’s body image in the physical education by 
practicing the mat exercise focused on the diversity of movements. 
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緒言

学習指導要領における小学校体育の目標は，「生

涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育

てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，

楽しく明るい生活を営む態度を育てる．」とされて

いる．このことから，小学校体育では，生涯にわ

たって運動に親しむ資質や能力の基礎を確実に育

成することが強調されており，運動の楽しさや喜

びを如何に体験できるかどうかが非常に重要であ

るといえる．

幼児期の運動に関しては，幼稚園教育要領にお

ける心身の健康に関する領域「健康」のなかで，「自

分の体を十分に動かし，進んで運動しようとする」

というねらいのもと，いろいろな遊びの中で十分

に体を動かす機会をもつことが大切である．幼児

は，日常生活の中で十分に身体を動かして遊ぶこ

とを楽しみ，その中で危険な場所，事物，状況な

どを知り，そのときにどうしたらよいか体験を通

して身に付けていく．楽しみながら身体を動かす

なかで，自ずとどの程度までなら安全に動くこと

ができるのか，その限度や範囲など，危険を避け

る能力を体得していくことは，自分自身の身体を

コントロールする能力が鍛えられる非常に重要な

経験であると考えられる．

幼児期と児童期における運動について，それぞ

れの学習指導要領を踏まえると，体育学習は，自

分自身の身体と向き合わざるを得ない時間である

といえるだろう．身体を動かす中で日常生活では

気づくことのできない身体感覚を体感できる．運

動を通して自然と身体をコントロールする力が鍛

えられるという部分は，特に幼児期で重視されて

いたが，児童期ではさらに，自身の身体について

の現状や特徴を把握し，意識的に自らの身体感覚

に気づいていくことが大切である．そのため，幼

児期から児童期への接続は非常に重要である．し

かしながら，小学校体育では，特に中学年，高学

年においては運動の技能を高めることが重要視さ

れていくことから，運動に対する得意不得意や，

好き嫌いが生まれやすい．ある種の運動に対して

苦手意識を持った場合，続く中学高校の体育にお

いても継続して苦手であると捉えてしまうことが

懸念される．

とりわけ，器械運動に含まれるマット運動は，

「できる・できない」がはっきりしており，でき

る子どもにとっては楽しい種目となり得るが，で

きない子どもにとっては非常におもしろくない苦

痛な授業となってしまう（深見ら，2010；佐藤，

1998）．すなわち，特定の技ができない場合，運動

に対する苦手意識を持ちやすいことが想定される．

これに対して，自身の動きに対するフィードバッ

クを得やすい特性があり，運動の大きさや，はや

さ，タイミングなどを調節した場合，即時に動き

の結果を確認することができる．器械運動は，技

ができるようになるためにコツを掴む学習であり，

身体知を身につける学習である（三木，2006）と

いわれているように，自分自身の身体感覚と向き

合い，身体をコントロールする能力を養う上では

非常に重要な種目である．そして，これらの運動

に親しみながら経験することが大切であると考え

る．

体育学習における授業実践の有用性を検討した

研究では，ゲーム分析を用いて授業前後での子ど

もたちの動きの変容を検討した研究（岡田ら，2015）
や，技能テストを用いて，対照群との統計的な比

較をした研究（七澤・本田，2014；津田ら，2007）
などが報告されている．このように，体育学習に

おいては技の習得や競争，記録による達成感など，

運動の機能的特性に重きを置いたアプローチによ

る学習が展開されがちである．

一方，身体感覚に焦点を当てた体育学習につい

ての先行研究は，水泳学習での授業実践などがあ

る．水泳は，水中で「浮く」，「沈む」，「不自由さ」

などの非日常の感覚を味わえる特性がある．しか

しながら，器械運動と同様に，「泳げる・泳げない」

という視点で評価されることが多く，泳ぎが不得

意である子どもにとっては，水泳の授業は苦手意

識を持ちやすい．成家ら（2013）は，子どもたち

が味わう運動固有の「動く感じ」の面白さを重視
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した「感覚的アプローチ」による授業実践から，

子どもたち自身の感覚体験を広げる学びの可能性

を示した．また，跳び箱運動についても同様のア

プローチに基づいた授業実践の取り組みが報告さ

れている（成家ら，2009）．
しかしながら，成家ら（2009，2013）が示した

ような，動きの広がりや身体感覚に焦点を当てた

授業実践は数少なく，様々な種目での可能性を示

す必要があると考える．

そこで本稿では，小学校体育におけるマット運

動の単元を取り上げ，技にとらわれない「動きの

広がり」をテーマとし，マット運動に対する身体

イメージの変容，身体感覚への気づき（身体の認

識）を重視した授業実践を検討することを目的と

した．

体育学習における授業実践の有用性について，

子どものふりかえりや感想文を用いて分析した研

究（富川ら，2005；大後戸・久保，2014）が報告

されている．本稿においても，さまざまな動きに

取り組む中で生まれた考えや気づきについて，子

どもたちのふりかえりから抽出した．今回は小学

校中学年の授業を対象としたが，高学年へ繋がる

準備段階として，まずはマット運動に対するイメ

ージを広げ，子どもたちの動きを多様にすること

を試みる．動きを広げるマット運動の取り組みが

子どもたちの動きや身体イメージをどのように変

容しうるのか，子どもたちのふりかえりと，授業

実践者に対する聞き取りから，その有効性につい

て検討した．

対象とした授業

対象学年および期間

2015年度の附属小学校4年生 1クラス（33名：

男子 15名，女子 18名）の「体育」注１）における，

マット運動の単元（全20時間：2016 年 1月 8日

～2月26日）を対象とした．

指導目標

（一）自分の身体と向き合い，自分のできない動

きに挑戦できる．

（二）新しい動きを生み出したり，道具を使った

りして動きを工夫できる．

（三）友だちの動きや演技を見て，それぞれの良

いところを見つけ，認めることができる．

上記の目標を達成するため，以下の 5 点を重視

して授業が展開された．

1）子どもが技にとらわれないように，「前転」，「後

転」といった技の名前を使うのではなく，「前回

りの動き」「後ろ回りの動き」というような表現

を用いた．

2）教師から子どもに対して，具体的な技を挙げて

課題を与えるのではなく，学習のテーマだけを

定め，子どもたちが動きから気づくことや，自

らの課題を見つける姿を見守った．

3）マットだけではなく，跳び箱やボールなどを使

って工夫のある動きを考える．

4）発見した課題を解決するために，動きの工夫や

練習方法の工夫をする．

5）友だちと学び合い，かかわり合いながら学習を

進める．

指導計画（総数 20時間）

第一次 「個」の動きを磨こう（6時間）

第二次 「個」の動きを見合い，その良さを自分

の動きにいかそう（2時間）

第三次 「集団」の演技を工夫しよう（10 時間）

第四次 「集団」の演技を見合って，それぞれの

演技にいかそう（2時間）

授業展開（授業実践者の視点から）

学習は，学級の子どもたちを6グループに分け，

グループでの学びを中心として行われた．はじめ

は，1 グループにつき 1 枚の大マットをグループ

の場とし，「個」の動きを磨くための導入として，

マットでの身体遊びを実施した．

まずは個人の動きの広がりを目指し，学習のテ

ーマを「前回りの動き」，「横回りの動き」，「後ろ

回りの動き」の順番で子どもたちに提示していっ
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た．そして，「個」の動きから「集団」の動きへと

子どもたちの意識が移ってきたところで，テーマ

を「集団」での動きに変化させていった．

最終的には，各グループにおいて集団での演技

をつくり，披露し合うことを最終目標とした．

分析方法（日記の分類方法，抽出箇所）

体育ノート注２）に綴られた「ふりかえり」，単元

前後に行われたアンケートの中から，以下の 4 つ

の観点に絞り抽出し，実践を客観的に分析してい

く．

1）マット運動のイメージについて（単元前）

2）動きの広がりについて

3）自身の身体感覚に対する気づきについて

4）マット運動のイメージについて（単元後）

結果および考察

1．マット運動に対する単元前のイメージについて

単元前におけるマット運動に対するイメージに

ついては，単元前のアンケートから，意欲の低さ

や苦手意識を持つ子が多くみられた．以下に，イ

メージについて綴られた子どもの記述をふりかえ

りから抽出した．

A：マットでわざをやるのが得意でした．ロンダ

ートをやりました．かた手そくてんも，いちおう

できました．他のわざもちょうせんしたいです．

B：私はそく転もばく転もできません．

C：あまりマット運動ができませんでした．プレ

ッシャーを感じたからです．

D：私は，マットがあまり好きではなくそくてん

があまりにもうまくできません．

E：私は，前&後ろ回りしかできません．

F：私は後転が苦手なので，あまり好きではありま

せんでした．

G：マット運動が苦手なため，「あ～失敗するから

イヤヤなぁ～．」と思うので，みんなで出来る運動

をみつけたいです．

A さんのように，プラスのイメージを持ってい

る子どもは，技が「出来る」という部分から，マ

ット運動は得意であると捉えていた．対してマイ

ナスのイメージを持つ子どもたちは，技が「出来

ない」からマット運動が「嫌い」，「苦手」である，

という言葉を綴っていた．マット運動が「嫌い」，

「苦手」である子どもたちについても，自分が挑

戦していたことができるようになったとき，でき

なかったことができるようになったときには，マ

ット運動に対して楽しさを感じると記述していた．

これらのことから，単元前の子どもたちは，マッ

ト運動とは，技に取り組み，技が出来るようにな

る必要がある，という概念にとらわれていること

が考えられる．

2．動きの広がりについて

授業を展開する際に，教師が重視して取り組ん

だ手だてによってもたらされた気づきやイメージ

の変容，動きの広がりについて，指導目標にある5
つの重視点と対応させて順に検討していく．

1）技ではなく「動き」として捉えること

指導目標の重視点 1）に示したように，新しい

動きを生み出し工夫することを重視していたため，

教師は既存の技の名前を用いるのではなく，「動き」

にこだわって表現することを心がけた．子どもた

ちは新しい動きを生み出したときに，その動きを

言葉で表すときにオリジナルの名称を考案してい

た．以下に，特徴的なものをみていく．

オリジナルの名称

・えんぴつゴロゴロ

・ぎゃくさいせい

・人間しょうがい物

・お茶の間

オリジナルの名称からは，動きが想像し易いも

のもあれば，一見するだけではどのような動きな

のか想像しがたいものもみられた．これらの他に

も，「アシカ」や「イルカ」といった動物をイメー
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ジした動きや，「筋トレ」や「水泳」など，スポー

ツ種目をイメージした動きがみられた．

具体的な動きが思い浮かびにくい動きの一つの

例として，「お茶の間」という動作を取り上げると，

以下のように動きの詳細について記述していた．

H：まず 2 人で動きます．1 人が後転でマットの

上にのっかります．この時にせいざの形になるよ

うにとまって，少し後ろにさがります．次に，も

う一人は前まわりでマットにのぼります．この時

にもまた，せいざの形になります．すると，向か

い合ってお茶の間にすわっているみたいになりま

す．そして最後にねがえりみたいな横まわりをし

て，おわりです．

このように，動きそのものからイメージされる

オリジナルな名称を付けていた．この「お茶の間」

という動き一つをみても，友だちと協力して動き

を工夫していた様子が窺える．

2）教師の手だて

教師は，子どもが一人で黙々と動きに取り組む

時間だけでなく，子どもたちが自分たちで新しい

気づきを得られるように，段階を踏んで様々な仕

掛けを行った．この項目については，指導目標の

重視点2）に対応する．また，以下の①は重視点3），
②は重視点4），③～⑤は重視点5）に対応する．

①道具をつかってみる

動きを広げる上で，教師はボールやフラフープ，

跳び箱などの道具を用意し，環境構成を工夫した．

N：ボールで私たちの班は新たな発見をしました．

ボールはなげたりつくだけでなく体をのっけたり

する物でもあるという事に．…はさんだり，足の

下においたり…

この言葉からは，ボールという道具について，

普段とは異なる使い方があることに気づいた様子

がみてとれる．

②道具をつかわず複数人で動いてみる

さらに，ある時間では，複数人で動きに取り組

むことをテーマとした．「連続技に取り組もう」と

いうテーマではなく，「2人以上でできる動きをや

ってみよう」，「5，6人で取り組めることはどんな

ことだろう」と，教師は子どもたちが工夫して「複

数人でできる動きは何だろう」と考えられるよう

な言葉かけをした．

Q：今日は 5・6 人でやれることというのをしま

した．みんなでやれて，1 人ではできないのとい

えば連続でやるというのです．

I：あるリズムに合わせてちがう事をします．T さ

んがそくてんをした時私は後てんをしています．T

さんが前てんをした時私はそくてんをしています．

このようにアルゴリズム体そうのようにするとお

もしろいと思いました．

I：みんながゴロゴロをし，全員がほぼ一緒のリズ

ムで回れていたので楽しかったし，ある意味おど

ろきでした．一人でやるのではなく，みんなとつ

ながってやる事によって何かをえられることがで

きたと思います．また，ただのゴロゴロでも軽い

えんぎのようになったのでそんな方法があると知

りました．次はそれを発てんさせていきたいです．

これらの 3 つの記述からは，連続で動くこと，

アルゴリズムで順番に動くこと，複数人で同時に

同じ動きをすること，それぞれ異なる視点からテ

ーマに沿って動いた様子がわかる．子どもたち発

信によって，これらの動きが生み出されていたこ

とがみてとれる．

I：S さんと同じスピードでできるようにしました．

むずかしかったのは前の人と同じタイミングで入

るという事です．N さんはゆっくりでやりやすく

タイミングがわかりやすかったけど速くなってし

まう人の場合，ついていくのが大変です．でもあ

るテンポを大事にしてまた発てんさせたいです．

M：二人で同じタイミングで切りながら回るのが

むずかしいのでタイミングに気をつけて発表して
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いきたいです．

N:自分のチームには「同じタイミングでしよう」

「こういう動きをみんなでいっせいにしーへん？」

といった感じの，班の人と連けいして動くものが

ないのです．…すごいなあと思ったのがKさんの

班です．かっこよく連けい技をひろうしていたか

らです．

これらの記述からは，「複数人で動く」というテ

ーマに取り組む中で，他者とタイミングを合わせ

る難しさや，楽しさに気づく様子が綴られていた．

教師からの指示を受けたことによって，タイミ

ングを合わせる楽しさや難しさに気づくのではな

く， 2人でできる動きや，タイミングを合わせる

動きに，子どもたちが自発的に取り組む中で，そ

れらの楽しさや難しさに気づくことができていた．

また，N さんの記述をみると，他のチームの動き

からも，タイミングを合わせる楽しさに気づいて

いた様子がみられる．

成家ら（2013）が提案する授業実践においても，

今回の実践と類似し，一つの動きに取り組むよう

なテーマではなく，子どもたちが動きを考えられ

るようなテーマを提示していた．テーマに沿って

動く中で，子どもたち同士で動きを探求する様や，

おもしろいと感じた動きを紹介し，真似し合う姿

がみられたことが報告されている．これらのこと

から，限定的なテーマではなく，幅広く捉えられ

るテーマを設定し，かつ子どもたちが工夫してイ

メージを広げられるような手だてが重要であるこ

とが考えられる．

③友だちの動きを観察する

まずは，友だちの動きを観察することで，自分

だけでは思い付かなかった動きや工夫に気づく機

会や，自分の動きについても客観的に捉える機会

を設けた．

E：みんなでコロコロ転がるだけでという動きをし

ている人がいました．それも面白いので，マネし

てみたいです．

X：連ぞく前転がおもしろそうだったのでそれを5

人でやっていました．

Y：おもしろいうごきをしていたのは，Iくんです．

手をつかわずにやっていたのに，とても回るスピ

ードがはやかったからです．

「面白い」，「真似してみたい」，といった言葉が

みられていることから，子どもたちはお互いの動

きを見合うことで，新たな動きを自分の動きに取

り入れるなど，「やってみよう」という意欲に繋が

っていたことが考えられる．

④各班でコースを考えてみる

動きに取り組む場についても，子どもたち同士

でチームに分かれて考える時間を取り入れた．

K：1 班はマットを曲げてジャンプ台にしたり中

をくぐれるように作っています．マットだけでこ

んな工夫をできるとは知りませんでした．

Q：今日は坂を作らずにしようということになっ

たので，横にこうさして何かしようということに

なっていました．

教師から与えられた場だけではなく，子どもた

ち自身がコースを工夫して考える時間を持ったこ

とで，環境構成の多様性に気づいていた．

⑤各班で考えたコースを交換してみる

さらに，考えたコースをお互いに交換して動く

時間を持った．

N: 「使うマットや道具を他の班の物にする」とい

うことをしました．これが意外と楽しかったです．

6 班のマットと道具のしくみや配置は面白く，道

具も種類色々．また動き方アレンジもいっぱいで

きました．一方で私たちの物は…地味な物．来週

は道具をちょっと足したり配置も6 班さんを参考

に考えたいです．

W：他のチームのマット運動のならべ方をしてみ

ました．色々なゲームのようなものがあり，それ
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ぞれにたくさんの使い方があったので，おもしろ

いなと思いました．他のチームのマット運動の方

法もまねして方法を変えたいです．

「なぜ」面白かったのか，「なぜ」楽しかったの

か，という部分は言葉に表すことができていない

が，新たな動きに取り組むことができた様子がみ

てとれる．

このように，他のチームが考えたコースを試す

ことで，自分のチームと違った工夫点に気づくき

っかけとなった．その気づきを踏まえて，次に自

分のチームで取り組みたい動きを考えていた．

3．自身の身体感覚に対する気づきについて

子どもたちは毎時間のテーマに沿って動きを工

夫してきた中で，教師の関わり方から，動きの広

がりや新たな気づきが生まれており，特に自身の

身体感覚に対する気づきや，意識的に身体の動き

を工夫した点に関する記述を抽出していく．

1）環境構成から

L：N くんたちの班がやっていたことなのですが，

小さいマットを丸めてその上にウレタンマットを

置くと小さいマットがジャンプ台の役目になるた

め，そこから前転をするととても楽しかったです．

先ほどのコースを交換したときの記述と同様に，

「なぜ」面白かったのか，「なぜ」楽しかったのか，

という部分は言葉に表すことはできていないが，

楽しさや面白さを感じている様子が読み取ること

ができる．おそらく，マットを高くすることや傾

斜をつけることで，勢いが増したことや，スピー

ドが出たことが面白さや楽しさの一要素となった

ことが考えられる．

Q：N くんがマットを丸めようといったのでみん

なでそれを作ってからフワフワマットを上からの

せました．すると，スピードも出るし，落ちにく

いので，すごくおもしろいです．そのマットの形

で動きをふやしたいです．

Qさんは，「なぜ」面白いのかについても言葉に

しており，自分の動きから得られた身体感覚に気

づいている．

2）友だちの動きから

E：N 君が頭をつけずに前まわりをするというの

をやっていました．手の力がいるので，加減を考

えてまわりたいです．…手をつけずに前回りをす

るという技がすごいとおもいました．マネをして，

手をつけるのとつけないのはどうちがうのか試し

たいです．

「手の力がいるだろう」という記述をしている

ことから，友だちの動きから，自分が真似をした

場合に，どのような部分に意識をすればよいか予

測をしていた．

3）自分自身の動きについて（どのように考えて動

いたか）

Q：馬とびの上をとんでから後転をするというの

をしました．…馬とびの跳び箱の方をやっている

のですが，N くんやMくんの体重でくずれないた

めには，いろいろな方法があります．一番大切な

のはささえているところの地面につく面を大きく

するというのです．ぼくがくずれると，とぶ人は

あぶないので，少しきんちょうしますが，とび箱

役の人もすごく大切ということがわかりました．

（下線は筆者）

Q：ロイター板でとび箱をとんで，そこから前転

をするというのです．それだけでは少しつまらな

いなと思っていると，S さんがフラフープをもっ

て上げていました．でも，思っていたよりむずか

しくて，足があたってしまいます．…フラフープ

に足をあてずにまわることはできるのかな．ぼく

の考えでは，だるまになってとぶというのです．

（下線は筆者）

W：ぼくはボールを体の足やお腹にはさむ方法の

他のパターンで，足指ではさんでみました．とて

もバランスがくずれやすくて一回転するのがとて

も大変でした．だから，ぼくは，足の指を少し開
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けて，少し横向きにするようにして，お皿のよう

につけて回りました．すると，前よりも前転をし

やすくなり，できる確率が上がりました．（下線は

筆者）

W：ぼくは1 回前転をしてボールをキャッチする

という動きをしました．落下速度と回るスピード，

高さ，角度，回転の仕方がちょうど合わないとい

けないので，とてもむずかしかったです．

QさんとWさんの記述において，下線部に着目

すると，目指す動きに対して，どのように工夫し

て自分の身体を意識的に調整していたかを綴って

いることがわかる．成家ら（2013）の報告におい

ても，ある子どもは，ゆっくり泳ぐ，速く泳ぐ，

それぞれを自ら調整して泳ぎわけたときに，身体

が感じる心地よさの違いに気づいたことを授業の

感想として述べていた．自分の身体をコントロー

ルするテーマを取り入れることで，自ずと自身の

身体感覚に気づく機会や，調整するときの工夫を

考える機会が生まれるのではないだろうか．

このような自分の動きについての記述がみられ

たのは僅かであったが，動きに取り組む中で，自

身の身体を客観的に分析しながら，身体感覚と向

き合い考えて動いていたことが考えられる．

4．マット運動に対する単元後のイメージ

様々なテーマや場において，子どもたちは工夫

し，動きに取り組んできた．単元の最後には，チ

ームで考えた動きを見合った．そのふりかえりか

ら，単元を終えてのマット運動に対するイメージ

についての記述に注目する．

M：マネしたいとみんなの班を見て感じたことは，

みんな同じいっしょのタイミングだったのですが

またそれがみんな，人それぞれバラバラで別々の

マットの動きだったということです．

T：発表で面白いと思った班は3 班です．それは，

みんな同じ動きだったり，全員バラバラだったり，

女子と男子でちがう事をしていたりしていたから

です．そしてそれをくり返していた所も良いと思

いました．

V：ころころころがるのをとびこえていてとても

おもしろかったです．…じょそうをつけるところ

でいろいろな動きをしていたのでいいなと思いま

した．

C：僕はマット運動が苦手ですが，今日みたいに

皆でやることはとくいにかんじました．一人でで

きる動きでも皆でやるとたのしいのだなぁと思い

ました．（下線は筆者）

これらの記述をみると，技が上手くできた，で

きなかった，といった技の成否についてではなく，

動きが様々であることや，動きのタイミングを合

わせることなどに面白さを感じた子どもたちの姿

がみてとれる．

また，C さんは，一人で技に取り組むイメージ

からマット運動に対する苦手意識を持っていたが，

下線部をみると，みんなで取り組むことでマット

運動に楽しさを見出している様子が窺える．

以上のことから，子どもたちのマット運動に対

するイメージは，単元前と比較すると，「マット運

動」という言葉からイメージされる動きは多様化

し，動きを工夫する中で，自身の身体感覚と向き

合う機会を持つことができていたといえるだろう．

技の成否だけではない部分に重きを置いて取り組

むことで，子どもたちにとってのマット運動にお

ける動きのイメージは変容し，多様な価値を持つ

ことができたのではないだろうか．

今後の課題と展望

本稿では，動きの広がりや身体感覚に焦点を当

てた授業実践について，マット運動における可能

性を示すことができた．成家ら（2009，2013）の

先行研究を踏まえ，運動固有の「動く感じ」を重

視した授業実践の留意点を示していく．

子どもたちの動きを広げるための教師の手だて

として，まずは，子どもたちの固定概念を崩すよ

うな導入を取り入れることが重要である．既存の
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技だけではない動きを実感することで，動きに対

するイメージを多様化させていく．さらに，子ど

もたち同士が互いに動きを見合う時間を設けるこ

とで，互いの真似をすることや，互いに動きをつ

くることに繋がり，子どもたち一人一人の動きの

幅が広がる．そして，これらの活動における教師

の言葉かけが重要である．教師が子どもたちの動

きを観察し，ときには実際に真似て，動きに対し

て共感・称賛する言葉かけを意識的に行うことで，

自分以外の動きに対する関心が強まることが考え

られる．

今後の展望として，今回の 4 年生での学習を踏

まえて，5年生，6年生での学びは，子どもたちが

それぞれ自分の課題を考え，身体感覚と向き合う

なかで，動きや身体に関する気づきや工夫を深め

られる学習を展開する必要がある．動きを広げる

マット運動の取り組みから，特に運動学的な観点

に着目し，子どもたちが自分自身の身体をコント

ロールする力を養うことができる体育学習のあり

かたについて検討していきたい．
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注釈

注１) 附属小学校における体育の授業形態は，クラス単位で

行われ，1 クラス約 35 人で構成される．1 回の授業時

間は 40 分で，週に 2～3 回通年で行われる．

注２) 子どもたちは，体育のめあてとふりかえりを記述する

ノートを１人 1 冊持っている．場の環境構成を書くこ

とや，ボールゲームなどでは作戦を書くなど，授業時

間内外で柔軟に活用している．


