
令和４年度 川崎市立小学校体育研究会 研究基本構想 

川崎市立小学校体育研究会 研究部 

１． 研究の基本的な考え方について 

 

 

令和２年度から全面実施となった学習指導要領では、心と体を一体としてとらえ、生涯にわた

って健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成することを重視する

観点から、運動や健康に関する課題を発見し、その解決を図る主体的・協働的な学習活動を通し

て、『知識及び技能』、『思考力，判断力，表現力等』、『学びに向かう力，人間性等』を育成するこ

とが目標として示されている。 

そこで川崎市立小学校体育研究会では、学習指導要領の内容と小学校体育研究会で長年大事に

してきためあて学習を踏まえ、「体と心を育てる体育学習 めあて学習の充実によって、運動の楽

しさを味わえる体育学習をめざして」を研究テーマとして設定し、子供たちが自分のめあてをも

ち、課題を解決することで、めあてを達成して、学習指導要領に示された３つの資質・能力を育

んだり運動の楽しさを味わったりできる体育学習を目指していくこととした。そのために、学習

指導要領に示される指導内容（３つの資質・能力）を把握し、一人一人がめあてをもち、自らの

課題を解決することで、運動の楽しさを味わえる体育学習のあり方を探っていく。また、めあて

学習の充実を図ることが、主体的・対話的で深い学びを意識した授業づくりにつながると考える。 

 

 

重点研究課題 

 

 

 

全ての子供たちが運動の楽しさを味わうためには、「めあて学習」が必要だと考える。今年度も

研究の柱としては、その運動の楽しさを踏まえ、どのように学んでいくのかを明らかにし、めあ

て学習のよりよい授業づくりを探っていくことである。 

そこで、今年度は重点研究課題を「めあて達成にむけての有効なかかわりや、課題解決の在り

方を検証する」とした。ＰＤＣＡサイクルの中での問題点はＰ（計画）の部分に時間をかけすぎ

てしまい、結果としてＤ（実行）までで終わって分析が弱いと考えた。そこで、めあて達成に向

けてどのような関わり方や課題解決が有効だったのかをしっかり分析することがＡ（改善）や更

なるＰ（計画）へと繋がると考えた。ＰＤＣＡサイクルをただ回すのではなく、螺旋状に回すこ

とで授業づくりを高め、一人一人が自分のめあてを達成し、運動の楽しさを味わうことのできる

体育学習にしていきたい。 
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本年度の研究会テーマ  
「体と心を育てる体育学習 めあて学習の充実によって、運動の楽しさを味わえる体育学習をめざして」 

～主体的・対話的で深い学びを通して、資質・能力を育成する授業づくり～ 

【今年度の重点研究課題】 

 



 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究構想図 

めざす子供の姿 
自分のめあてを達成しながら、運動の楽しさを味わう子 

○子供一人一人を見つめた指導 
・場や教具の提示 
・教師のかかわり（言葉かけ・補助・
指導・子供同士をつなぐ） 

・見守り 

○指導方法のふりかえり 
○更なる手立て 
・短期的 次時に向けて 
・長期的 検証授業 

学び方の見直し 

ＰＬＡＮ 

ACTION 

体育研究会テーマ     
「体と心を育てる体育学習 めあて学習の充実によって、運動の楽しさを味わえる体育学習をめざして」 

～主体的・対話的で深い学びを通して、資質・能力を育成する授業づくり～ 
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生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現 

運動の楽しさ ※１ 

 

技能的なもの 

知識及び技能 
学びに向かう力，

人間性等 

思考力，判断力，

表現力等 

めざすもの 

学習のねらい 

＜３つの資質・能力＞ 

※１ 運動の楽しさ：克服・競争・達成・自己解放などの機能的特性とリズミカルに走り越す・ボ

ールを投げるなどの構造的特性を運動の楽しさと捉える。 

 

○指導内容を把握する。 

・運動の楽しさ ３つの資質・能力  

○指導方法のプランを立てる 

・学習の道すじ、手立て 

・めあてのもたせ方 

・めあて達成の仕方 

できるようになりたい 

どうしたらできるだろう 

学ぶ意欲 

めあてをもつ 

※２ 教師の指導：指導内容を明らかにすること（どんな楽しさを求めるのか、どんな資質・能

力を育むのかを考える。）や指導方法のプランを立てること（学習の道すじや

手立て、めあて達成の仕方を考える。） 

めあて達成の仕方 

 

 

 

めあて 

学習 

 

○子供の様子 
・必要感のあるめあてになっている
のか 

・その子にあっためあてになってい
るのか 

・課題を解決できる場になっている
のか 

○子供の変容 
・自分のめあてが達成できているの
か 

・運動の楽しさを味わえているのか 
・深い学びになっているか 

教師の

指導※２ 



２．めあて学習について 
①めあて学習の定義について 

 
体育学習における、挑戦・克服・達成すべき動きや記録・ルール（規則）の工夫・進んで行う態度な

どの運動の楽しさ・楽しみ方の方向性、学習指導要領に示されている３つの資質・能力を具体化したも

のが「学習のねらい」である。そして、「学習のねらい」を学級全体としての目標とし、それを達成す

るために、個人がそれぞれの力に応じて、自らの意志で設定したより具体化した目標を「めあて」とし

て考える。 

 
 

教師の指導や友達との関わりなどにより、子供たち一人一人が、自らの意志で設定した「めあて」

をもち、そのめあてを達成するために課題を見付け、その課題を解決して、自らのめあてを達成する

学習だと考える。また、主体的・対話的で深い学びを意識して取り組むことが、めあて学習の充実に

つながり、運動の楽しさを味わうことになると考える。 

  ※教師の指導：言葉かけ、場・教具の提示、見守りなど、学習のねらいにせまるために行う、全ての手立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
達成 

解決 
課題 

本時のねらい 
自分の力に合った技や学習の場を選び、切り返し系や回転系の基本的な技を安定して 

できたり、その発展技ができたりする。 

対 

深

井 

課題を解決すること

が、めあての達成に

つながる。 

腰を高くあげて膝をしっかり伸ばすことを意識する。 
して 

そのために 

めあて 

めあて学習 
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教師の手立て 

めあて 
 

高学年 跳び箱運動 単元後半の例  

の例 

めあて学習構想図 

学習のねらい 
〈知識及び技能〉跳び箱運動の楽しさや喜びを味わい、その行い方を理解するとともに、切り返し

系や回転系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったりすることが

できるようにする。 

〈思考力，判断力，表現力等〉自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫す

るとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができる

ようにする。 

〈学びに向かう力，人間性等〉跳び箱運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動した

り、仲間の考えや取組を認めたり、場や器械・器具の安全に気を配

ったりすることができるようにする。 

めあて学習 

伸膝台上前転ができるようになりたい。 

…子供に提示する「めあて」（めあて、課題、課題解決方法） 

新たなめあて 

対 

課題解決の方法 

対 

主 

対 

           

重ねマットの場で取り組もう。 



主体的・対話的で深い学びについて 

 場面の例 内容 

主体的な学び 学習全体 運動の楽しさや健康の意義に気付き、運動や健康につ

いての興味や関心を高め、課題の解決に向けて粘り強く

自ら取り組み、それを考察するとともに学習を振り返

り、課題を修正したり新たな課題を設定したりするなど

の主体的な学びを促すこと。 

対話的な学び めあてや課題

の設定 

課題の解決 

 運動や健康についての課題の解決に向けて、児童が他

者（書物等を含む）との対話を通して、自己の思考を広

げたり深めたりし、課題の解決を目指して、協働的な学

習に取り組むなどの対話的な学びを促すこと。 

深い学び 

 

 

 

                    

課題の解決  それらの学びの過程を通して、自己の運動や健康につ

いての課題を見付け、解決に向けて試行錯誤を重ねなが

ら、思考を深め、よりよく解決するための深い学びを促

すこと。 

 ・めあてを達成するために課題に取り組む姿。 

 ・課題解決学習の中で新たな課題を見付ける姿。 

 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進については、指導方法を工夫し

て必要な知識及び技能の習得を図りながら、子供たちの思考を深めるために発言を促したり、

気付いていない視点を提示したりするなど、学びに必要な指導の在り方を追求し、必要な学

習環境を積極的に設定していくことが大切である。 

（小学校学習指導要領解説 体育編より） 

 

②めあて学習の解釈について 

「学習（各時間）のねらい」「学習（各時間）の目標」に向けてその時間に、自分の力に合わせ

て考えた、 

「今日は～をがんばりたい。そのために～に気をつけて、～の場で、運動するぞ！」 

という「めあて」、そして、そのめあてを達成するために設定した「課題」とその「解決方法」

を含め、「めあて」と考える。教師は、めあてと課題とを分けて考えるが、学習中に子供に提示

する場合は、めあてと課題を合わせてめあてとして捉える。（学年によっては、めあてのみの場

合もある。）学習、学年が進むにつれて、より具体化すると考える。学習指導要領にある課題、

解決という言葉を含めて、めあて学習と捉える。 

 

③めあて学習の必要性について 

 各時間のねらいに向けて、個々が「めあて」をもって自ら、また友達と一緒に取り組み、解決

に向けて試行錯誤を重ねながらよりよく取り組む学習を「めあて学習」と捉える。自ら進んで体

育学習に取り組んだり、友達と共に体育学習に取り組んだりしながら、より良く３つの資質・能

力を育むことやより良く運動の楽しさを味わうためにはめあて学習が有効だと考える。めあて学

習の充実は、自ずと子供が主体的に学ぶこと、友達と共に対話的に学ぶこと、試行錯誤しながら

深く学ぶことにつながる。また、主体的・対話的で深い学びを意識した授業づくりを行うことは、

めあて学習の充実につながる。そのため、学習指導要領に示された授業改善の視点である「主体

的・対話的で深い学び」の実現のためにも、めあて学習が大切だと考える。 
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④めあてのもたせ方 
（１）言葉かけで 

・思わずできたとき、なかなかうまくできないときには、教師が動きのポイントを教える。 
 「起き上がるタイミングがよかったね」「着地で前を見ると体が起きるよ」 

（２）発問で 
・言葉かけを、疑問形にする。「なんで得点が決まったのだろう？」 

（３）選択肢を与えて 
・いくつか例示し、選ばせる。 
「Ａの場は～ができるね。Ｂの場は～ができるね。どちらが必要かな？」 

（４）友達や教師の運動を見て 
・良い動きを例示し、ポイントに気付かせる。「～さんと、先生の前転の違いは？」 

（５）ICT機器を活用して 
・自分の動きを動画で確認したり、良い動きの動画と比べたりする。「動きのポイントと自分
の動きを比べて、自分の課題は何かを見つけてみよう。」 

（６）学習カードで 
・本時のふりかえりから、次時のめあてをもたせる。めあてが合っていない場合は、軌道修
正する。「今日は～に気を付けて～ができるようになった。次は、～の場で、～に挑戦しよ
う」 

３．今年度の重点研究課題と研究の方向性について 
（１）重点研究課題にせまるための研究の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①一人一人が自分のめあてを達成し、運動の楽しさを味わえるプランを立てる。 
・学習指導要領の指導内容を把握し、単元を通してどのような資質・能力を育成していくこ

とが必要なのか、どのような運動の楽しさを味わうことが必要なのかを明らかにする。 

・めざす子供の姿を明らかにする。 

・学習の道すじ、手立てを考える。 

・単元のどの場面でどのようなめあてや課題をもち、どのように課題を解決して、めあて達

成をしていくのかを考える。 

・ICTを活用した手立てについても意識し、検討していく。 

 

② 指導方法のプランに沿って、指導する。 
・めあてを達成するための指導⇒場や教具の提示や 

教師の関わり（言葉かけ・補助・指導・子供同士をつなぐ） 

 

④ 指導方法を振り返り、更なる手立てを考える。 
・PLAN が有効であったのかを振り返り、見直す。 

・教師の指導を見直す（短期的・長期的な見直し） 
・どのように学んでいくことがよいのかを見直す。 

昨年度の重点 

③ めあてを達成し、運動の楽しさを味わっていたのかを確認する。 
○子供の様子 

・必要感のあるめあてになっているのか。 

・その子にあっためあてになっているのか。 

・課題を解決できる場になっているのか。 

○子供の変容 

・自分のめあてが達成できているのか 

・運動の楽しさを味わえているのか 
・深い学びになっているのか 

子供の姿から 
ＰＬＡＮ⇒ＤO が妥当だ
ったのか、どのように取り
組んでいたのか、めあては
達成できていたのか、細か
な見取りを行う。 

更なるＰＬＡＮへ！ 
主体的・対話的で深い学びを通して、めあ

てを達成し、運動の楽しさを味わうこと

ができていたのかを振り返る。どのよう

に学んでいくことがよいのかを探り、 

更なるＰＬＡＮにつなげていく。 
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今年度の重点 
子供の姿から 
どのような言葉かけや場
が有効だったのか検証し
ていく。 



（２）重点研究課題にせまるための具体的な手立て 

授業実践を行い、検証授業を重ねて、子供の学びの姿を追究していくことで、重点研究課題

に迫っていくようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．小中学校のスムーズな接続 

学習指導要領に基づいた小中のつながりと系統（４・４・４スパンの 12年間）を意識した

学習計画を立て、それぞれの学年に応じた学習のねらいを示していく。そして、子供たちが確

かな体力と技能を身に付けることができるカリキュラムづくりを進めていく。（また、同地区

の中学校の研究授業を参観や、小・中学校体育・保健体育研究発表会を通して、指導内容の

理解検討、教師間の交流を図る。） 

５．体力向上に向けての取り組み 

子供たちの体力向上について、体育学習の充実、体力向上のための環境作りなど、具体的な

実践例や取り組みについて発信していく。内容については、市全体で連携をとり、各校の取り

組みを調査したり、支部研究会で実践的な取り組みを紹介したりして、全市的な体力向上の推

進を図る。 

６．研究の進め方 （支部研究の進め方） 

令和４年度各支部の研究領域 

※支部の研究は、支部のメンバー全員で行う。授業提案、研究のまとめ等は常に支部全員で共通

理解を図っていく。 

（１）各領域において、運動の楽しさや学習指導要領の指導内容、めざす子供の姿を把握し

て研究を進める。（PLAN） 

（２）各支部の研究担当領域における、運動の楽しさやめざす子供の姿を探っていくために、

どの学年でどの単元の授業を行うかを話し合う。（PLAN）  

川崎支部 幸支部 中原支部 高津支部 宮前支部 多摩支部 麻生支部 

陸上運動 ボール運動 陸上運動 体つくり ボール運動 陸上運動 体つくり 

① DO 指導方法のプランに沿って、指導する。 
・教師が安易に教えずに「考えさせる」投げかけをしていく。 
（オープンクエスチョンを意識して） 

・深い学びとなるような試行錯誤できる場やかかわりを設定していく。 
 
② CHECK めあてを達成し、運動の楽しさを味わっていたのかを確認する。 
※例えば単元のはじめと終わりで 
・記録がどの程度伸びたのか。 
・できる技がどの程度増えたのか。 
・めあてがどのように変容していったのか。 
・どのようなことができるようになったのか。 
・どのようなことを学んだのか。 
・どのような新しい課題が見つかったのか。 
 
などをワークシート、アンケート、映像をもとにしながら昨年度の授業や検証授業で比
較していく。 

 
 
 

「深い学びであったか」「深い学びの具体的な姿」を探る。 
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（３）PLAN→DOが、学習のねらいやめざす子供の姿に近付くために効果的だったかを検証す

る。その際、主体的・対話的で深い学びであったかについても振り返る。(CHECK)また、

研究している領域における深い学びの姿についても確認するようにする。 

（４）CHECKを通して検証授業を重ね、年度末に研究の成果として単元計画（ねらい、道すじ、

手立て）を提案し、次年度の研究につなげる。（ACTION） 

（５）同じ研究領域の支部と情報交換、共同研究をしながら、研究を深めるようにする。 

（６） 支部研究で見えてきた成果や課題を記録し、保存していくことで常任委員の共通理解   

を図る。 

     
７．授業研究会について 

（１） ７／６（支部研究会②）・９/２１（支部研究会③）を授業研究日とし、常任委員授業

と会員授業で構成する。 

①常任委員授業の講師は、他支部の校長先生か助言者にお願いする。 

＊会員授業の講師は、当該支部の助言者も可。 

     ②常任委員授業については、予想される子供のめあての変容、授業記録を載せる。 

③会員校授業にも研究部ページを載せる。 

 

（２） １１／２・１１／１６は常任委員授業とする。 

①ねらい 

・支部の研究を深めていくとともに、常任委員同士の見合いを深め、常任委員一人一

人の力量を高める。 

②方法 

(ア)１１月２日に３支部、１１月１６日に４支部が授業提案を行う。 

（振り分けはついては研究領域や支部内の人数を考慮して決定する。） 

常任委員授業 体つくり ボール運動 陸上運動 陸上運動 

１１月 ２日（水） 高津 宮前 多摩  

１１月１６日（水） 麻生 幸 川崎 中原 

(イ)指導案作成は、該当支部が行う。その際、研究ページを入れる。 

(ウ)提案授業の表紙、式次第、掲示物、進行、司会は当該支部が行う。 

（司会・記録・進行については必要に応じて書記局・研究部に依頼してもよ

い。） 

(エ)支部の研究の視点、授業の見どころなどを明確にした授業提案を行う。また、

指導案の最後にも明記するか別紙を用意し、協議においても、視点に沿って進

めることができるようにする。 

(オ)当該支部の支部責任者は、１週間前までに、chromebookのクラスルームに指

導案を添付する。 

(カ)参観者は、事前に指導案を読み、視点をもって参観する。 

(キ)授業提案する支部の常任委員は基本的には支部内に残る。提案がない支部は同

じ研究領域の他支部の授業研究会に参加する。人数については均等に分かれる

ようにする。書記局、研究部は分散して参加するようにする。 

(ク)研究討議は、基本的に質疑応答の場ではなく、お互いの考えを述べあい、当該

支部の研究を深める場と考える。協議方法は、該当支部で相談する。 

（ケ）講師は校長もしくは助言者が行う。 

研究テーマ -７- 

 


