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抄録 本研究は，小学校中学年体育科の表現運動において，動きを工夫する力を育む体育指導の在り方

を探ったものである。運動や題材への関心によって，学習形態を工夫し，動きを見合うペア学習での学

びを，動きを考え合うグループ学習に生かし，動きを発展させた。また，タブレット端末で動きと動き

の違いに気付き，よりよい動きを考え合った。このことが，参考となる動きを見付け，取り入れ，変化

させて動きを工夫することに有効であることが分かった。 
 
〈キーワード〉 □動きを工夫する力  □学習形態の工夫  □ICT の活用 
 

Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

小学校学習指導要領解説体育編には，児童の

「興味・関心等に応じて，運動の楽しさや喜びを

味わい，自ら考えたり工夫したりしながら運動の

課題を解決するなどの学習が重要である。」と示

されている。 
平成 26年 11月に出された中央教育審議会諮問

では，「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的

に学ぶ学習(中略)を充実させていく必要がある

(後略)」と述べている。 
自己の体育授業を振り返ると，児童が考えたり

工夫したりしながら学ぶことが少なく，教師主導

の授業を行ってきた。そのため，児童へ一方的に

指導することが多く，児童同士で教え合ったり，

考え合ったりする場面が少なかった。 
児童同士で教え合ったり，考え合ったりする場

面は，課題に向かって，児童の興味・関心を生か

しながら，動きを見合ったり，考えを出し合った

りして，動きを工夫する授業の中で生まれてくる

と考える。そのような授業には，児童同士で教え

考え合う学習形態の工夫や，ICT を活用して動き

を確認することが有効であると考える。 
また，取り上げる運動の領域は表現運動とした

い。仲間とかかわり合いながら創意工夫ができ，

お互いの考えを生かしながら，自由に動きを工夫

し合う場面が増えると考えるからである。 
以上のことから，本研究では，学習形態の工夫

と動きを確認する ICT の活用を行いながら，表現

運動において，児童が動きを考える中で，動きを

工夫する力を育む体育指導を目指し，本主題を設

定した。 
 
２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「動きを工夫する力」とは 

 本研究では，「動きを工夫する力」を以下の三つ

と捉えた。 
動きを工夫する力 具体の姿 

見付ける力 友達の動きに関心を持ち，よい
動きを探して見付ける。 

取り入れる力 友達の動きを参考にして取り入
れる。 

変化させる力 多様な動き，誇張の動きなど，
よりよい動きにする。 

 

(２) 「学習形態の工夫」とは 
 動きを見合うペア学習と，動きを考え合うグル

ープ学習を行うことと捉えた。 
 
(３) 「動きを確認する ICT の活用」とは 
 児童がタブレット端末で動きを撮影・再生する

ことと捉えた。 
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Ⅱ 研究のねらい 

 小学校体育科表現運動領域において，学習形態

の工夫と動きを確認する ICT の活用を通して，児

童が動きを考える中で，動きを工夫する力が育ま

れることを，実践を通して明らかにする。 
 

Ⅲ 研究の視点 

〈視点１〉 学習形態の工夫 

(１) 動きを見合うペア学習 

(２) 動きを考え合うグループ学習 

〈視点２〉 動きを確認する ICT の活用 

(１) タブレット端末の活用 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) ねらい 

表現運動に対する関心や意識を把握する。 
(２) 調査方法 

質問紙法 
(３) 対象 

仙台市立松森小学校４学年１組，３学年１組 70 名 

(４) 調査期間 

平成 27 年５月 29 日(金)～６月３日(水) 

(５) 調査内容 

表現運動に対する関心や意識について 
(６) 結果及び考察 

表現運動での動きの工夫については，「してい

る」「まあまあしている」と答えた児童が，３年生

は 58％，４年生は 65％であった(図１)。 

 
図１ 表現運動における工夫の実態調査 

関心については，「なりきるのが楽しい。」「歌や

音楽に合わせて踊ると楽しい。」「体が温まる。」な

ど，表現運動の楽しさやよさについて書かれてい

た。 

工夫と関心については相関関係が見られ，関心

が高い児童ほど工夫をしていることが分かった

(図２)。 

 
図２ 表現運動における工夫と関心の関係 

表現運動が「嫌い」と答えた児童は，「恥ずかし

い。」「苦手。」「なりきれない。」「合わせられない。」

「覚えられない。」等の理由を挙げた。抵抗感を抱

いていると考える。そこで，抵抗感が減っていく

よう，動きを十分に体感し，安心して表現運動に

取り組んだ上で，お互いの動きを見たり，よりよ

い動きを考えたりすることを通して，動きを工夫

する力が育まれると考える。 
 

２ 授業実践の概要 
(１) 対象      仙台市立松森小学校 

４学年１組 32 名，３学年１組 38 名  
(２) 単元名  ３年表現「お祭りしましょ！」 

４年表現「われら松森ひみつ忍者！」 
(３) 指導時数 ４学年１組７時間，３学年１組７時間 
(４) 実施期間  平成 27 年 ８月 26 日(水)～平成 27 年 10 月９日(金) 

(５) 指導計画 

第 3学年 
表現「お祭りしましょ！」(具体的な生活からの題材) 

目指す児童の姿 

・友達の動きに関心を持ち，よい動きを探
して見付ける。 

・友達の動きを参考にして取り入れる。 
・動きを多様にしたり，体の使い方を変え

て動きを誇張したりするなど，よりよい
動きに変化させる。 

 小題材とめあて 主な児童の姿と研究の視点 

1 お祭り 
・お祭りの様子を体全

体であらわしてみよう 

・「お祭り」に対するイメージを
広げ，体全体を使って即興的に
踊る。 

2 花火，わたあめ 
・なりきった動きを進

んでまねしよう 

・花火の光って消える感じ，あめ
の固い感じ，わたあめのふわふ
わした感じを表現するために，
動きをペアで模倣し合う。 
視点〈１〉(１) 

3 わたあめ 
・教えはげましあって

おどろう 

・ペアで動きを見合い，全身で大
げさに固い感じ，溶ける感じを
表現する。 
視点〈１〉(１) 

4 かき氷 
・動きを合わせて「か

き氷」になりきろう 

・ペアで対応しながら，固い感
じ，薄く削られた感じ，溶ける
感じをひと流れの動きで即興
的に踊る。 
視点〈１〉(１) 視点〈２〉(１) 
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5 かき氷 
・グループで「かき氷」

になりきろう 

・３～４人で考えを出し合い，固
い感じ，薄く削られた感じ，溶
ける感じをひと流れの動きで
即興的に踊る。 
視点〈１〉(２) 視点〈２〉(１) 

6 
7 

わたあめ，かき氷，花
火から児童が選択 
・表したい「感じ」を

つなげておどろう 
・発表会 

・３～４人で考えを出し合い，対
応したり，繰り返したり，全員
で一つになったりして表した
い感じを即興的に踊る。 
視点〈１〉(２) 視点〈２〉(１) 

第 4学年 
表現「われら松森ひみつ忍者！」(空想の世界からの題材) 

目指す児童の姿 

・自分と友達の動きに関心を持ち，よい動
きを探して見付ける。 

・友達の動きを参考にして取り入れる。 
・動きを多様にしたり，体の使い方や動く
速さを変えて誇張したりするなど，より
よい動きに変化させる。 

 小題材とめあて 主な児童の姿と研究の視点 

1 忍者 
・忍者の様子を体全体

であらわしてみよう 

・「忍者」に対するイメージを広
げ，好きな小題材を選んで体全
体を使って即興的に踊る。 

2 忍者の移動 
・なりきった動きを進

んでまねしよう 

・素早く移動，音を立てず移動，
水の中の移動をペアで模倣し，
即興的に踊る。 
視点〈１〉(１) 

3 対決(手裏剣) 
・なりきった動きにな

るように教え合おう 

・ペアで動きを見合いながら，手
裏剣を投げる動き，かわす動き
などを表現する。 
視点〈１〉(１) 

4 対決(刀) 
・ぶつからないで大げ

さにおどろう 

・対立や対極の動きをペアで繰
り返しながら，刀で斬る動きと
刀をかわす動きなどを大げさ
に踊る。 
視点〈１〉(１) 視点〈２〉(１) 

5 忍者の移動，対決 
・動きをつないで大げ

さにおどろう 

・忍者の移動場面と対決場面を
つなぎ，対応する動きや対立，
対極の動きをひと流れの動き
にしてペアで即興的に踊る。 
視点〈１〉(１) 視点〈２〉(１) 

6 
7 

忍者の移動，対決 
・場面をつなげてお話

を作ろう 
・発表会 

・表したい場面や感じの異なる
場面をつなぎ，対応する動きや
対立，対極の動きを繰り返しな
がら３～４人で即興的に踊る。 
視点〈１〉(２) 視点〈２〉(１) 

 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

〈視点１〉 学習形態の工夫 

(１) 動きを見合うペア学習 

 事前調査を踏まえ，表現運動に対する児童の抵

抗感を減らそうと，まずは導入で新聞紙での体ほ

ぐしなどを行い，心と体をほぐすようにした。次

に，イメージマップや言葉，師範などで，よい動

き(「なりきった動き(多様)」，「大げさな動き(誇

張)」)を共有し，運動イメージが持てるようにし

た。そして，一斉指導で十分に動きを試した上で，

相手の動きを見て安心して運動できるよう，ペア

学習に取り組んだ。 

ペアは，児童が相手の動きを参考にして運動で

きるよう，関心の度合いの異なる児童を組み合わ

せた。事前調査の「好き」「まあまあ好き」という

児童と，「嫌い」「あまり好きでない」という児童

との組み合わせである。 

ペア学習では，

まず自分にない動

きを取り入れなが

ら，安心して動き

を体感すること

で，表現運動の楽

しさが味わえるよ

うに，動きの模倣    資料１ 模倣の様子(３年) 
を行った(資料１)。 
最初，表現運動があまり好きでなかった児童も，

ペアの児童の巧みな動きを見ながら模倣し，自分

にはなかった動きを体感することができた。模倣

によって，どの児童も安心して取り組む様子が見

られ，表現運動に抵抗感を示していた児童の減少

につながったと考える。しかし，単調な動きを繰

り返すだけで，楽しさを味わうには至らないと考

えた。そこで，より多くの動きを体感し，楽しさ

をより味わわせたいと考え，３年生では「急に食

べられちゃった！パクッ！パクパク！！(わたあ

め)」，４年生では「森を進むよ…隠れながら…敵

が見ている！(忍者の移動)」など，場面設定の言

葉がけによってイメージを広げるようにした。 

言葉がけにより多様な動きが生まれ，３年生で

は背中を丸めて小さくなったり，体を曲げたり，

腕を閉じたりするなどの動き，４年生では跳びな

がら進んだり，枝を手で払いながら進んだり，木

に隠れたりするなどの動きになった。それらを紹

介し，一斉に模倣したところ，「すごくいい技をつ

くって面白くなった。」など，取り入れるよさ，表

現運動の楽しさを感じる児童が見られた。さらに，

「みんなのよいところを真似して，すごい動きを

やりたい。」など，自分からよい動きを取り入れた

いと考える児童も見られるようになった。すなわ

ち，動きを工夫する力である「取り入れる力」が

育まれてきたと言える。イメージを広げる言葉が

けをし，多様な動きを引き出しながら，ペアで模

倣させたことは，自分にはない動きを児童に取り

「わたあめ」になって回

る児童と，その姿を見な

がら一緒に取り組む児童 
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入れさせることに有効であったと考える。 

次に，よい動きを自分から見付けることができ

るように，他のペアの動きを鑑賞する時間を設け

た。ペアで鑑賞することで，一人で鑑賞するより

も，よい動きを見逃さずに見ることができると考

えたからである。鑑賞の際は，よい動きを全体で

共有した上で，動いた人が表したかった思いと見

た人の感想を発表するようにした。 

鑑賞では，わたあめが膨

らむ「なりきった動き」や，

音を立てずに忍び込む「大

げさな動き」などを見付け

ると，指さしたり，一緒に

体を動かしたりする様子

が見られた(資料２，３)。

児童は「上手な人をいっぱ

い見つけた。」「友達の動き

を見ると動きが浮かぶ。」

など，友達の動きを見るよ

さに気付くようになった。さらに，鑑賞を続けて

いくと，友達の動きを見ることが意識化され，鑑

賞時間以外でも，よい動きを見付ける児童が出て

きた。すなわち，動きを工夫する力である「見付

ける力」が育まれてきたと言える。ペアで動きを

鑑賞することは，よい動きを見付けることに有効

であったと考える。 

さらに，動きを大げさに変化させるため，問い

かけによって視点を絞りながら，ペアで動きを考

えさせた。動きを多様にする児童は多かったもの

の，動きを誇張する児童が少なかったからである。 

３年生では，食べ物の状態変化を表す誇張の動

きを引き出すため，「固い氷を表すには，腕をどう

するといいかな。」と問いかけをし，体の使い方に

視点を絞るようにした。問いかけによって，児童

はお互いの動きを見ながら，教えたり考えたりし

た。そして，腕を直角に曲げたり，頭の上で三角

を作ったりするなど，体の使い方を変えて硬い氷

を表現するようになった。さらに，速さを変える

動きを引き出すために，「大きくて重い氷は，速く

回るかな。ゆっくり回るかな。」と問いかけをし，

動く速さに視点を絞った。すると，腰を曲げてゆ

っくり回ったり，一歩ずつ力強く回ったりするな

ど，速さを変えて大きな氷を表現する姿が見られ

た。児童は，「動き方を工夫して楽しかった。」「も

っと工夫したい。」などと考えるようになった。す

なわち，動きを工夫する力である「変化させる力」

が育まれてきたと言える。視点を絞って動きを考

えることは，「大げさな動き」を引き出すことに有

効であったと考える。 

４年生では，忍者の動きを「大げさな動き」に

するため，「忍者は手裏剣を何個持っているのか

な。」「手裏剣はどのくらい重いのかな。」などと問

いかけをし，具体的な姿や様子が想像できるよう

に視点を絞った。すると，「手裏剣は数が限られて

いるから，一つずつ大事に投げよう。」「結構重い

から，力いっぱい投げる動きにしよう。」などと考

える児童が見られた。また，本物の忍者のように

表現しようと，お互いの動きを見ながら考え合う

ようになった。さらに，連続で手裏剣を投げる動

きが，相手の動きを見て一つ一つ投げる動きに変

容したり，肘を曲げて手首で小さく投げる動きが，

腕を前に伸ばす大きな動きに変容したりした。す

なわち，動きを工夫する力である「変化させる力」

が育まれてきたと言える。視点を絞って問いかけ

ることは，「大げさな動き」を引き出すことに有効

であったと考える。 

問いかけによって視点を絞ることで，動きを誇

張するだけでなく，多様にする様子も見られた。

３年生では，手をつないで回ることで，一人では

できない大きな「わたあめ」を表現する様子が見

られた。４年生の「手裏剣」では，当てたり，か

わしたりするのに丁度良い距離を保ちながら，円

を描くように動くペアが見られた。すなわち，動

きを工夫する力である「変化させる力」が育まれ

てきたと言える。群で動きを多様にする面白さや，

群で対応して動く面白さに気付いたとも考える。 

 (２) 動きを考え合うグループ学習 

ペア学習で育まれてきた「見付ける力」「取り入

れる力」「変化させる力」を生かしながら，多様な

群の動きや対応した群の動きに発展するよう，グ

資料２ 見付けて指さす 

資料３ 一緒に「手裏剣」 

ペアで指さしな

がら鑑賞 

友達の動きを見

て取り組みなが

ら鑑賞 
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ループ学習に取り組んだ。３年生は，三～四つの

場面をつないで一つの小題材を表現し，４年生は，

三～四つの小題材をつないで一つの「忍者物語」

を表現するようにした。グループ編成は，共通の

小題材を選んだ３～４人が集まるようにした。同

じ小題材を選んだ児童が集まることで，様々な考

えが生まれることをねらった。 

まず，群で動きを多様にする面白さを味わわせ

るために，グループ内でイメージを共有した上で，

動きを考えさせた。表したいイメージが違っては，

視点も定まらず，考えがまとまらないからである。 

３年生では，小題材毎の状態変化を映像でつか

ませ，その後，場面毎に写真を掲示してイメージ

の共有化を図った(資料３)。 

 
資料３ 場面毎の花火の写真(３年)  

写真をグループで見ながら，どの場面から取り

組むかを決めたり，表したい感じをどう表現する

かを考えたりする様子が見られた。「次から次へ

と動きが思い

つく。」と言い

ながら，写真

を見て動きを

実際にやって

みるグループ

も 見 ら れ た

(資料４)。    資料４ 写真を見て取り組む(３年)  

「わたあめ」に取り組んだＡグループは，ペア

学習で生まれた手をつないで回る動きを，まずは

４人の動きにして表現した。次に，「わたあめ」が

少しずつ膨らむ様子を表現しようと，一人ずつ輪

に加わる様子が見られた。さらに，誰から加わっ

たらよいかを考え，身長の高い順に加わることを

考えるまでに至った。Ａグループの児童は，イメ

ージを共有しながら，なりきって運動に取り組み，

ペアで手をつないで回る動きを，３～４人の群の

動きへと発展させた。すなわち，動きを工夫する

力である「変化させる力」が育まれてきたと言え

る。写真を活用し，場面のイメージを共有するこ

とは，動きを考え合い，多様な群の動きにつなげ

るのに有効だったと考える。 

４年生では，ペア学習での動きを絵カードにし

て掲示し，場面をつないだ動きを教師が師範した。

そして，物語のあらすじや場面毎の動きを学習カ

ードに書き込んでから，場面毎の動きに取り組ん

だ。児童同士で動きを見ながら，場面毎の動きを

話し合ったり，教え合ったりする様子が見られた。

大まかに場面の動きが決まると，学習カードに書

いたあらすじを確認してから動きを考えていた

(資料５)。 

資料５ 「忍者物語」あらすじ学習カード(４年) 

Ｂグループでは，まず男子二人と女子二人に分

かれ，城に忍び込む忍者と城を守る忍者の物語を

考え始めた。二対二で向かい合う形で近づき，対

決に移る動きを最初はしていたが，忍び込む感じ

をもっと出そうと工夫するようになった。まず，

ペア学習で「森」「草原」の二つの場所を設定して

行ったことを生かし，「城内」「城外」の二つの場

所を設定した。次に，城の外壁に沿って進む動き

を表現するようになり，さらに，敵と遭遇する感

じを出そうと，対角線に進んでから中央で対決す

る動きを組み合わせるまでに至った。Ｂグループ

の児童は，忍者になりきって運動に取り組み，場

所を設定して動くというペアでの学びを生かし，

二対二の群の動きへと発展させた。すなわち，動

ホワイトボードに貼られた 
場面ごとの写真を見ている 

児童 
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きを工夫する力である「変化させる力」が育まれ

てきたと言える。学習カードを活用し，場面のイ

メージを共有することは，動きを考え合い，多様

な群の動きにつなげるのに有効だったと考える。 

次に，動きを合わせる面白さをさらに味わわせ

るために，大げさでめりはりのある「動―止」の

動きを引き出したいと考え，場面に合わせて BGM

を活用した。場面がイメージしやすいフレーズや

メロディーを選び，「フレーズ―無音」や「リズム

―無音」の繰り返しになるように編集した。 

３年生の「わたあめ」では，明るく軽いイメー

ジのフレーズを繰り返して流した。すると，グル

ープで動きを合わせながら，「動―止」を繰り返し，

「わたあめ」が段々膨らむ感じを表現する様子が

見られた。また「花火」では，勢いのあるメロデ

ィーに一定のリズムで爆発音を重ねた。すると，

４人が等間隔に並び，タイミングを合わせて順番

に跳んだり，４人同時に跳んだりするなど，動き

を合わせて表現する様子が見られた。 

４年生の「忍び込み」では，何かが迫ってくる

イメージのフレーズを段々速くなるように繰り

返して流した。すると，城に忍び込む二人の忍者

の動きと，城を守る二人の忍者の動きを，「動―止」

で合わせ，段々と近づく様子を表現した。児童は，

意欲的に運動に取り組む中で，「フレーズ―無音」

や「リズム―無音」が繰り返されることを生かし，

自分たちの動きを，よりよい動きへと変えること

ができた。すなわち，動きを工夫する力である「変

化させる力」が育まれてきたと言える。「フレーズ

―無音」や「リズム―無音」を繰り返した BGM の

活用は，大げさでめりはりのある「動―止」の動

きを引き出すのに有効だったと考える。 

さらに，他のグループのよい動きを見付けて取

り入れ，発展した動きにするために，似た小題材

のグループを近くに配置し，見合いながら取り組

めるようにした。 

３年生のＣグループは，初めは縦一列に並び，

順番に跳んで「打ち上げ花火」を表現していたが，

隣のグループが身長順に横に並んで同時に跳ぶ

動きを見付けると，お互いに背中を合わせて身長

を測り，身長順の縦一列に並ぶようになった。ま

た，縦並びで順に跳んだ後に，横並びに隊形を変

える動きを加えるようになった。そして，同時に

跳ぶ動きも加えて動くまでに至った。Ｃグループ

の児童は，意欲的に運動に取り組みながら，友達

の動きを見るというペア学習での学びを生かし，

群の「なりきった動き」を見付けて取り入れるこ

とができたと考える。すなわち，動きを工夫する

力である「見付ける力」「取り入れる力」が育まれ

たと言える。 

４年生のＤグループでは，「忍び込み」の場面を，

「城内」と「城外」をはっきりと設定せずに表現

していた。隣のグループが，「城内」「城外」を設

定し，真っ直ぐ進んで境界線を表現しているとこ

ろを見付け，同じように真っ直ぐ進んで城と城の

外の境目を表現するようになった。Ｄグループの

児童は，意欲的に運動に取り組みながら，友達の

動きを見るというペア学習での学びを生かし，群

の「なりきった動き」を見付けて取り入れること

ができたと考える。すなわち，動きを工夫する力

である「見付ける力」「取り入れる力」が育まれた

と言える。似た小題材のグループを近くに配置し

たことは，よい動きを見付けて取り入れることに

有効であったと考える。 

〈視点２〉 動きを確認する ICT の活用 

(１) タブレット端末の活用 

３年生では，児童の実態を踏まえ，「見付ける力」

「取り入れる力」に重点を置き，鑑賞の時間を確

保するように指導計画を変更した。４年生では，

自分と友達の動きを比べながら，よい動きをグル

ープ内で見付けて取り入れたり，大げさな動きに

したりするなどのよりよい動きにするために，タ

ブレット端末を活用した。すぐに動きを確認した

り，繰り返し見たり，グループ毎に話し合ったり

することができると考えたからである。 

まず，タブレット端末で動きを見るよさに気付

かせるために，教師がよい動きを撮影して見せ，

動きのよかったところを発表させたり，どう動く

ともっとよくなるかを考えさせたりした。動きを

見ることで，児童は「どこがどう動いているのか
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見たい。」と自分の動きに興味を持つようになっ

た。また，「もっとかっこよくしたいから使いた

い。」と積極的にタブレット端末を活用しようと

考える児童も見られた。そこで，児童の必要感に

応じて，タブレット端末を活用させることにした。 

資料６のグループ

は，「対決(手裏剣)」

の動きを確認するた

め，タブレット端末

を活用した。表した

い動きと実際の動き

とに違いを感じる

と，映像を止めてどう動くといいか話し合った。

動き方が決まるともう一度撮影し，表したい動き

に近づいたか確認した(資料７)。 

資料７ タブレット端末で動きを確認(４年) 

Ｅ児は，タブレット端末で動きを確認し，自分

の投げる動きと，友達のかわす動きが，かみ合っ

ていないことに気付いた。そこで，相手がかわす

のを待ち，次の手裏剣を投げるようになった。も

う一度動きを確認したところ，友達の動きと比べ

て，自分の動きが小さいことに気付いた。友達の

ように腕を前にしっかり伸ばして投げる動きに

変わる様子が見られた。Ｅ児は，意欲的に自分の

動きを振り返り，友達の動きを見ること，本物の

忍者になりきることなど，ペア学習やグループ学

習での学びを生かした。そして，友達のよい動き

を見付けて取り入れたり，よりよい動きに変えた

りすることができたと考える。すなわち，動きを

工夫する力である「見付ける力」「取り入れる力」

「変化させる力」が育まれたと言える。タブレッ

ト端末の活用し，自分と友達の動きを確認するこ

とは，よい動きを見付けて取り入れたり，動きを

変化させたりするのに有効だったと考える。 

Ｆ児は，「手裏剣」「刀」「回し蹴り」を一回ずつ

行いながら，「対決(手裏剣)」を表現していた。タ

ブレット端末で動きを確認したところ，いろいろ

な動きが多すぎて，何を表したいのかはっきりし

ていないことに気付いた。「回し蹴り」の動きを止

め，「手裏剣」と「刀」の二つの動きにした。二つ

に絞った効果を見ようと再びタブレット端末で

動きを確認した。「手裏剣」の動きだけを繰り返す

友達と，「手裏剣」「刀」の二つの動きをする自分

を見比べ，「刀」は「無駄な動きだ。」と考えるよ

うになり，「手裏剣」だけの動きに絞って表現した。

Ｆ児は，意欲的に自分の動きを振り返り，友達の

動きを見ること，本物の忍者になりきることなど，

ペア学習やグループ学習での学びを生かした。そ

して，友達のよい動きを見付けて取り入れたり，

よりよい動きに変えたりすることができた。すな

わち，動きを工夫する力である「見付ける力」「取

り入れる力」「変化させる力」が育まれたと言える。

タブレット端末の活用し，自分と友達の動きを確

認することは，よい動きを見付けて取り入れたり，

動きを変化させたりするのに有効だったと考え

る。 

また，次のような児童の姿も見られた。 

Ｇ児は，撮影役としてグループの友達二人の動

きを撮影した。撮影した動きを三人で見たところ，

距離が近いことに気付いた。そこで，二人の間隔

をもっと広げた方がよいということになり，二人

は間隔を広げて動くようになった。撮影役だった

Ｇ児も次から同じように間隔を広げて動く様子

が見られ，意欲的に自分の動きを振り返りながら，

本物の忍者になりきるというペア学習やグルー

プ学習での学びを生かしていた。よりよい動きに

変えることができたと考える。すなわち，動きを

工夫する力である「変化させる力」が育まれたと

言える。タブレット端末の活用は，撮影者自身が

動きを振り返ることにもつながったと考える。 

自分や友達の動きを確認する目的でタブレッ

ト端末を取り入れたが，ポーズを撮影する様子が

資料６ タブレット端末で撮影(４年) 

タブレット端末で二人

の動きを撮影している

児童の様子 

タブレット端末をフロアに置き， 
友達と相談しながら動きを 

振り返る様子 
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見られた。Ｈグループでは，対決で勝った忍者が

終わるポーズを決めるために，負けた忍者の前，

後ろ，横などで様々なポーズを撮影し，その中か

らよいポーズを決める様子が見られた。表現運動

の特性とタブレット端末の特徴をきちんと関連

付け，目的に応じた使い方を示す必要があった。 

 

５ 事後調査 

(１) 対象 

仙台市立松森小学校４学年１組，３学年１組 70 名 

(２) 調査方法と調査日 

   質問紙法，平成 27年 10 月７日(水) 

(３) 調査内容 

   表現運動に対する関心や意識について 

(４) 調査結果と考察 

 

図 3 表現運動における工夫の意識の変容 

図３は，工夫の意識に関する事前調査と事後調

査の結果である。 
動きを「工夫している」「まあまあしている」と

答えた児童は，事後調査では３年生が32人で89％，

４年生が 29 人で 94％であった。動きを工夫する

力が育まれたと考える。４年生の工夫の割合が３

年生よりも高かったのは，タブレット端末を活用

したからだと考える。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

〈視点１〉 学習形態の工夫 

ペア学習では，ペア編成の工夫，動きを模倣し

合う活動の設定，鑑賞の時間の設定，問いかけの

工夫により，友達の動きを見て取り組み，一人や

二人の多様な動き，誇張した動きを考え合うよう

にした。グループ学習では，グループ編成の工夫，

イメージを共有させる写真の提示，BGM の活用，

場の設定の工夫により，３～４人の多様な群の動

き，誇張の動きを考え合うようにし，ペア学習か

らグループ学習へと学習形態を段階的に取り入

れた。その結果，ペア学習では友達の動きを見る

ことを意識化させることができ，グループ学習で

は多くの考えを引き出すことができた。また，ペ

ア学習の学びをグループ学習へと生かすことが

できた。児童は友達の動きに関心を持ち，よい動

きを探して見付けたり，友達の動きを参考にして

取り入れたりするとともに，多様な動きや誇張の

動きなど，よりよい動きに変化させることができ

た。 

〈視点２〉 動きを確認する ICT の活用 

タブレット端末を活用する目的を児童と共有

した上で，自分や友達の動きを見ながら，よりよ

い多様な動き，誇張の動きを考え合うようにした。

その結果，自分と友達の動きを見比べさせること

で，表したい動きとの違いに気付かせることがで

きた。また，ペア学習，グループ学習での学びを

タブレット端末の活用に生かすことができた。児

童は友達の動きに関心を持ち，友達のよい動きを

探して見付けたり，友達の動きを参考にして取り

入れたりするとともに，多様な動きや誇張の動き

など，よりよい動きに変化させることができた。 

 

２ 今後の課題 

 決まった指導時数の中で，動きを工夫する力を

育てるためには，単元全体の学びを整理する必要

がある。学習のねらいに沿った学習形態を工夫し

ていきたい。 

タブレット端末は撮影範囲が狭いため，他の

ICT で動きを確認する方が有効な場合も考えられ

る。題材による動きの違いとICTの特徴を踏まえ，

学習課題に合わせて選択して活用していきたい。 
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