
令和 3年 12月 9日（木） 

令和３年度 教育研究協議会 

３年２組 体育科 

「創ろう！元気パワーアップ料理ランド - 表現 -」 

 

 

     

 

 

 

 

 

日程 

13:00   13:15    13:30                          14:15    14:50                                 16:20 

受付 
休憩 
移動 

公開授業 
（体育館） 

休憩 
移動 

授業協議会 
（会議室） 

閉会 

※附属長岡小職員も授業を参観いたします。 

授業協議会 

(1) 開会・研究協力者のご紹介【授業者】 

(2) ご挨拶【研究協力者の皆様】 

(3) 協議の進め方についての説明【司会者】 

(4) 授業者提案【授業者】 

(5) 質疑・協議  （15:50 をめどに終了） 

(6) まとめ【司会者】（15分） 

(7) ご指導【指導者】(15分) 

(8) 閉会・諸連絡【授業者】 

 

指 導 者  新 潟 大 学 教 育 学 部  田 中 誠 二  先 生 

司 会 者  長岡市立栃尾南小学校  髙 橋 重 人  先 生 

研究協力者  長岡市立上川西小学校  田 中 豪  先 生 

研究協力者  長岡市立大河津小学校  神 田 洋 志  先 生 

本校教諭 込山 翼  

新潟大学附属長岡小学校 

 



 

 

 
 

体育科での「探究的な学び」における子供の姿 

                   

                   

                    

                   
 

 

 

 

 

 

 

「探究的な学び」の手立て 
〈単元の手立て〉 
・自分や仲間の動き，ボールの軌跡などを可視化し，比較したり分析したりする場の設定。 
・課題の解決に向けて，場を選択したり，思考し判断したことを試したりする場の設定。 
・多様な仲間と解決に必要な動きを高め合ったり相互評価したりする活動の組織。 
・自分や仲間の動き，活動を振り返る場の設定。 
〈１時間の手立て〉 

・動きの実際やゲームの現状から課題を発見し，仲間と課題解決を図る場の設定。  

・課題解決を図る教具の工夫。 

・他者と比較・検討する場の設定。 
 

評価について 
・子供の行動観察（ゲームの動き，発話，記述）の変容を基に評価。 

・資質・能力の表出に関する子供の自己評価や教師の見取りを基に評価。 

・ICTを活用し，学習の振り返り，動画，デジタル学習カードを基に評価。 

対話 繰り返し 

思考 没頭 

 願い 
 

 【対話】 

・自分やチームの課題を解決するために話し合う。 

・考えや意見を伝え合い，お互いの思いを受け止める。 

 【思考】 

 ・場や活動を選択し，動きの修正に向けて協働的に活動

する。 

 ・ツールを活用しながら，課題解決の方策や動きを高める

方法を考える。 

 【繰り返し】 

・自己の身体に問い直しながら，仲間と試行錯誤をする。 

・動きのよさを実感したり，できたことに納得したりしなが

ら動きを高めていこうとする。 

 【没頭】 

・「もっと動けるようになりたい」「自分やチームの動きをよ

りよくしたい」という思いや願いをもとに，自らの問いを追

求する。 

仲間と動く楽しさや喜びを味わったり，動きの高まりを実感したりしながら，

自分の動きを高めていく子供 



＜資料＞R3教育研究協議会 単元構想と提案 

単元名「創ろう！元気パワーアップ料理ランド！ - 表現 

- 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈課題〉 
・自分の身体を動かして表現することが苦手

な児童が多く，高学年になるとさらにその

課題が大きくなる傾向が見られる。 

・決められた振り付けのダンスには意欲的に取

り組むが，主体的に自分たちで振り付けを考

えて表現しようとすることに弱さがある。 

・表現方法のレパートリーが少なく，周りの

子供と似たような動きになってしまう。 

〈体育科における探究的な学び〉 
仲間と動く楽しさや喜びを味わったり，動きの高まりを実感したりしながら，自

分の動きを高めていく子供 

〈主張〉 
題材からテーマを設定し，身体で表現する

ための表現方法の工夫を探っていく過程で，

仲間と動きの誇張や変化などの表現方法を考

えたり繰り返し試したりしていく。工夫した

動きを友達と見合ったり，ICT を活用し動き

を可視化したりすることで，自分が表したい

動きになっていることを実感し，表現運動を

楽しむ姿が期待できる。 

〇 本単元における対象（人，もの，教材，場） －「食」を表現する － 
本単元では，「食育と表現運動」を関連づける。子供たちは，毎日の給食，「いのち」での

食の学習，家庭での食事を通して，「食」に対して興味や関心を高めている。そこで，いのち
と体育科を結び付け，「創ろう！元気パワーアップ料理」をスタートさせる。料理には人を元
気にする働きがあると気付いた子供たちが，身近な「食」をテーマとし食育と結び付けなが
ら活動することで，具体的なイメージをもちながら表現していく姿が期待できる。 
 

〇 「願い」をもたせる手立て －オンライン表現交流会で踊りを披露し合う活動の組織 － 
子供が体を動かして表現する楽しさを感じ，創った踊りを伝えたいと意欲を高めてきた状

況で，「他県の小学生と表現交流会をしよう」と提案する。7 月の音楽科の授業では，附属新
潟小学校と佐渡金井小学校と「芸能交流会」を行った。「長岡甚句」を上手に踊り，よさを伝
えたいと願いをもった子供たちは，音楽の授業や休み時間に練習を重ね，発表会を迎えるこ
とができた。本単元においても，他県の小学生との表現交流会をゴールに設定することで，
よりよい踊りを創り上げて見てもらいたいと願いをもつだろう。そこで，表現に慣れるため
の「表そう！料理カルタ」，「創ろう！元気パワーアップ料理」へとスモールステップでの学
習を進めていく。基礎的な動きを身に付けた子供たちは，自分たちで考えた動きをよりよく
したいと願いをもつ。このことにより，願いを具現するために自ら動き出す子供の姿が期待
できる。 
 

〇 「問い」をもたせる手立て － 動きをよりテーマ・イメージに近づける活動の組織 － 
願いの具現に向けて動き出した子供は，自分やグループの動きを高めようとしてくる。し

かし，自分たちで踊りを創ったことの経験が少ない子供たちは，「表そう！料理カルタ」で経
験した動きを基に，踊りを考えてくる。子供が「もっと踊りをよくしたい。上手に踊りた
い。」と意欲を高めてきた状況で，タブレットでグループの踊りを確認し，自分たちの表現の
よさを共有する活動を組織する。自分たちのよさに気付いた子供たちは，もっとよくするた
めに，もっとイメージに近づけるためにはどうすればよいかと考えていくだろう。このこと
により，グループや自分の動きをテーマやイメージに近づけようと，動きを探究する子供の
姿が期待できる。 

「探究的な学び」の主な手立て 



3年 2組 体育科学習活動案 
 

本時：令和 3年 12月 9日（木）5限 

指導者 込山 翼 

 

1 単元名 「 創ろう！元気パワーアップ料理ランド - 表現 - 」 

 

2 子供と単元 

（1）本単元で求める子供の姿 

 本単元では，「元気パワーアップ料理」が完成するまでの流れをグループで身体表現する。その
際，グループの仲間と膨らませたイメージに合う動きになっているかタブレットを活用して見合
ったり，グループの動きのよさを話し合ったりする。このことにより，テーマに合わせたイメー
ジの表現に向け，思いを高めながら自分たちの身体表現の動きを高めていく姿が期待できる。 
 

（2）単元の価値 

本単元では，「元気パワーアップ料理」を身体表現する。料理という題材は，「いのち」の学習で
栄養バランスと身体の健やかな成長の関係について学んでいる子供たちにとって，身近で関心の高
いものである。さらに，「元気パワーアップ料理」とすることで，自分たちのイメージを生かしなが
ら，身体表現の強弱などの変化を付けていこうと意欲を高める価値がある。その際，仲間と身体表
現することの楽しさや喜びに触れることを大切にする。このことにより，思いを高めながら自分た
ちの身体表現を繰り返し高めていこうとする姿が期待できる。 
本単元では，グループの仲間と「元気パワーアップ料理」の身体表現を創り，他校の３年生と交

流する。料理カルタを用いた学習で自分たちの身体を使って表現する楽しさを感じ，他者に自分た
ちの表現を伝えたいと思いを高めた子供たちに，他校の 3年生とオンライン交流発表会をすることを
提案する。料理カルタで多様な動きで踊ることで体と心を解放し，表現することを楽しんだ子供た
ちは，自分たちで動きを創りたいと考えてくる。そこで，「いのち」の学びと関連させた「元気パワ
ーアップ料理」をテーマとし，調理過程の様子を記入し，動きをイメージする「ストーリーカード」
を用いてグループごとのイメージや動きを創る場を設定する。子供たちは，グループで「はじめ－
中―おわり」の動きを創り上げる過程で，イメージ通りの動きになっているか確認して，動きをよ
りよくしたいと意欲を高めてくるだろう。そこで，タブレットの映像から自己評価したり，動きの
よさをグループで共有し蓄積したりする「グッドポイントシート(Jamboard 上で追記･蓄積）」を活用
する場を設定する。グループの動きのよさに気付いた子供たちが，動きをさらによりよくしたい，
より多様な表現をしたいと意欲を高めてきた状況で，表現交流会へ向けイメージした動きにより近
づけるために仲間と話し合う活動を組織する。このことにより，自分たちの膨らませたイメージに
合う動きづくりを繰り返したり没頭したりする中で，仲間と自分の動きを関連させながら身体表現
する楽しさや喜びを味わう子供の姿が期待できる。 
そこで，本単元の中核となる学習内容を以下のようにおさえた。 

テーマからイメージを膨らませて動きに誇張や変化を付け，メリハリのある表現にすること 

 

（3）抽出児の捉え 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 本単元における探究的な学び 

（1）体育科における「探究的な学び」の様相（心を動かしながら学ぶイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2）本単元における「探究的な学び」の主な手立て 

〇 本単元における対象（人，もの，教材，場） －「食」を表現する － 

本単元では，「食育と表現運動」を関連づける。子供たちは，毎日の給食，「いのち」での食の学

習，家庭での食事を通して，「食」に対して興味や関心を高めている。そこで，いのちと体育科を結

び付け，「創ろう！元気パワーアップ料理」をスタートさせる。料理には人を元気にする働きがある

と気付いた子供たちが，身近な「食」をテーマとし食育と結び付けながら活動することで，具体的

なイメージをもちながら表現していく姿が期待できる。 

 

〇 「願い」をもたせる手立て －オンライン表現交流会で踊りを披露し合う活動の組織 － 

子供が体を動かして表現する楽しさを感じ，創った踊りを伝えたいと意欲を高めてきた状況で，

「他県の小学生と表現交流会をしよう」と提案する。7 月の音楽科の授業では，附属新潟小学校と佐

渡金井小学校と「芸能交流会」を行った。「長岡甚句」を上手に踊り，よさを伝えたいと願いをもっ

た子供たちは，音楽の授業や休み時間に練習を重ね，発表会を迎えることができた。本単元におい

ても，他県の小学生との表現交流会をゴールに設定することで，よりよい踊りを創り上げて見ても

らいたいと願いをもつだろう。そこで，表現に慣れるための「表そう！料理カルタ」，「創ろう！元

気パワーアップ料理」へとスモールステップでの学習を進めていく。基礎的な動きを身に付けた子

供たちは，自分たちで考えた動きをよりよくしたいと願いをもつ。このことにより，願いを具現す

るために自ら動き出す子供の姿が期待できる。 

 

〇 「問い」をもたせる手立て － 動きをよりテーマ・イメージに近づける活動の組織 － 

願いの具現に向けて動き出した子供は，自分やグループの動きを高めようとしてくる。しかし，

自分たちで踊りを創ったことの経験が少ない子供たちは，「表そう！料理カルタ」で経験した動きを

基に，踊りを考えてくる。子供が「もっと踊りをよくしたい。上手に踊りたい。」と意欲を高めてき

た状況で，タブレットでグループの踊りを確認し，自分たちの表現のよさを共有する活動を組織す

る。自分たちのよさに気付いた子供たちは，もっとよくするために，もっとイメージに近づけるた

めにはどうすればよいかと考えていくだろう。このことにより，グループや自分の動きをテーマや

イメージに近づけようと，動きを探究する子供の姿が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話 繰り返し 

没頭 思考 

願い 
問い 

・自己の身体に問い直しなが
ら，仲間と試行錯誤をする。 

・動きのよさを実感したり，
できたことに納得したりし
ながら動きを高めていこう
とする。 

・自分やチームの課題を解 

決するために話し合う。 

・考えや意見を伝え合い，お

互いの思いを受け止める。 

・自分やチームの課題を 

解決するために話し合う。 

・考えや意見を伝え合い， 

互いの思いを受け止める。 

・「もっと動けるようになり
たい」「自分やチームの動
きをよりよくしたい」とい
う思いや願いをもとに，自
らの問いを追求する。 

願い：繰り返し動きを試す活動を通して，仲間と対話しながら，動きを高めていく。 
問い：自分やグループの踊りをよりよくするための方法を考えていく。 



4 単元の目標 
 「表そう！料理カルタ」，「創ろう！元気パワーアップ料理」をテーマに動きや表現方法を仲間と話
し合ったり試したりする中で，テーマからイメージを膨らませて動きに誇張や変化を付け，メリハリ
のある表現にすることが大切なことに気付き，題材の特徴を捉えながら動きを創り表現することがで
きる。 
 
5 単元計画（全７時間 本時 5／7） 

時間 子供の学びの姿 留意点 

 
 
 
 
 
① 
 
 
 
 
 
② 
 
 

＜抽出児Ａ児 Y さん＞       ＜抽出児Ｂ児 R さん＞ 
自分の考えや仲間の考えを大切に
しながら動きについて話し合い，
ともに動きを高めていく子 

自分の動きに自信をもち，自分の
思いや願いを大切にして動きを高
めていく子 

１次  即興でいろいろな動きで表してみよう 
・料理カルタを即興で踊ろう 
いろいろな料理を体で表現したけど
少し難しかった。グループの友達の
動きを真似して踊るのは面白かった
から，次はもっと動きを変えたり，
他の料理を表現したりしたい。 

鶏肉が油に入って揚げられている
唐揚げを表現して，熱くなってい
るところを体で表すことができ
た。もっといろいろな料理になり
きりたい。 

◎動きに変化をつけて踊ってみよう。 
小さくなったり大きくなったりし
て，表現の仕方を変えてみた。体を
いっぱい使って動くのは難しいけど
面白いし，友達と動くのも楽しいか
ら自分たちで動きを考えたい。 

体を大きく使って表現したら，前の
時間よりも上手にできた。自分が表
したい動きを好きに踊れるのはとて
も楽しいから，自分が考えた食べ物
を表現したい。 

 
 
 

 
 
 
 
 
○料理カルタを基に多
様な動きで踊る場の
設定 

 
 
 
○動きに変化を付けて
踊る場の設定 

 
 
 

 
③ 
  
 
 
 
 
④ 
 
 
 
  
 
 
⑤ 
本
時 
 
 
 
 
 
⑥ 

２次 テーマから表したい動きを創ろう 
・グループで表したい「元気パワーアップ料理」をイメージして踊ろう。 
グループでストーリーカード使っ
て，「元気幸せオムライス」ができ
るまでを表現しよう。自分たちの
イメージを基に「はじめーなかー
おわり」で楽しく踊ってみたい。 

テーマを「元気ふわふわパンケー
キ」にして，食べると元気になる
料理を表現しよう。元気ふわふわ
が伝わるように，踊りを考えて踊
ってみたい。 

・イメージを膨らませて「おわり」の踊りを完成させよう。 
「おわり」の部分をつくって，「は
じめーなかーおわり」をひと流れ
で踊ることができた。動画を見る
とまだまだよくなると思うからグ
ループで相談したい。 

ストーリーカードを見ながら「お
わり」の動きをつくることができ
た。「はじめーなかーおわり」を通
したら，上手に踊ることができて
いたからよかった。もっとよくし
たい。 

  

◎ グループの踊りを元気パワーアップ料理にレベルアップさせよう。 
大きく身体を揺らしたり，なめらか
に動いたりすることで「元気幸せ」
を表現することができた。「はじめ
ーなかーおわり」のひと流れの動き
はできたけど，繰り返し練習すると
もっと上手にできそうだから練習し
たい。 

「はじめーなかーおわり」の中で，
「元気」と「ふわふわ」が表現でき
るようになった。友達と踊りがズレ
ているところがあるから，練習する
とグループで踊りがそろって上手に
踊ることができそうだ。 

  

・よりよい動きになるようにグループで練習しよう。 
一つ一つ動きをはっきりさせた
ら，前の時間よりも上手に表現で
きるようになった。発表会で練習
の成果を伝えたい。 

練習したらもっと「元気」と「ふわ
ふわ」が伝わるようになった。グル
ープの動きが表現できているからオ
ンラインで発表したい。 

 
 
 
 
 

 
○ストーリーカードを
活用し，グループで
ストーリーを共有す
る場の設定 

 
 
○グループで考えた表
現方法で踊る活動の
組織 

 
 
 
 
○テーマを表現するた
めに，グループで表現
方法について話し合う
活動の組織 
 
 
 
 
○グループの踊りを練
習する場の設定 

 
⑦ 
 
 
 
 

 

３次 表現発表会をしよう 
◎自分たちがつくった踊りを他校の３年生に紹介しよう。 
他の県の友達と表現交流会ができ
て良かったし，愛知県の 3年生も上
手に踊っていた。これからも他の
県の友達と交流会をしたいな。 

自分たちの踊りを上手に踊ることが
できたし，愛知県の3年生も踊りも上
手だった。みんなと踊り方を考え，
踊れたから楽しかった。 

 

 
○表現交流会で踊りを
見せ合う活動の組織 

 
 

「料理カルタ」で食べ物を表現したら，楽しかったな。今度は自分たちで
料理を表現してみたいな。 

グループの仲間と元気パワーアップ料理ができるまでを，大小，強弱を付
けたり，変化させたりしながら表現することができた。自分たちがつくっ
た踊りを他校の３年生に伝えたい。 

グループで何回も動きを修正して納得の動きができ，表現交流会で上手
に踊ることができた。他県と交流することが楽しかったからこれからも
交流会などでたくさんの人に見てもらいたい。 



6 本時の計画（全 7時間 本時 5／7） 

（1）主眼 
グループで考えた「元気パワーアップ料理」の踊りをレベルアップさせる方法について，仲間と話し合った

り試したりする中で，テーマに合った表現方法をするためには，新しい動きを加えたり，動きに大小や強弱な

どのメリハリを付けたりすることが大切なことに気付き，テーマを踊りで表現することができる。 

（2）展開の大要 

過程 子供の学びの広がり・深まり 留意点 

問
題
を
と
ら
え
る
・
見
通
し
を
も
つ
10
分 

 
 
 

／ 
 
 
 

 
 
   

 
 

解
決
す
る
35
分 

＜抽出児Ａ児 Y さん＞     ＜抽出児Ｂ児 R さん＞ 
「おわり」の部分をつくっ
て，「はじめーなかーおわり」
をひと流れで踊ることができ
た。動画を見るとまだまだよ
くなると思うからグループで
相談したい。 

ストーリーカードを見ながら
「おわり」の動きをつくること
ができた。「はじめーなかーお
わり」を通したら，上手に踊る
ことができていたからよかっ
た。もっとよくしたい。 

        

 グループで考えた「はじめーなかーおわり」のショートストー
リーを，ひと流れで踊ることができ，グループでもっと上手に表
現したいと意欲を高めている。 
 
T1 みんなのテーマは覚えているかな。 
食べると元気と幸せがパワーア
ップする｢元気幸せオムライス｣
がテーマ。｢元気幸せオムライ
ス｣を表現したかったけど，動き
を確認したら元気になる様子が
まだ十分に表現できていない。
元気がもっと伝わるようにグル
ープで踊り方を話し合いたい。 

食べると「元気ふわふわパンケ
ーキ」になる料理がテーマ。だ
けど，まだ「元気」感が足りな
くて見ている人に伝わらないと
思う。「元気」と「ふわふわ」
の両方が伝わる踊り方を考えて
から「はじめーなかーおわり」
を踊ってみたい。 

前時の動きの動画やよい動きの動画から自分たちのテーマが十分に
表現できていないことに気付き，もっとテーマに近付けた動きにした
いと意欲を高めてくる。 
 
◎ 料理の気持ちになって表現しよう。 
T2 はじめーなかーおわりのどこを工夫できるか考えてから 

テーマを表せるように動きをつくってみよう。 
元気と幸せがテーマだから両方
を身体で表現できるといい。元
気と幸せの表現の仕方をみんな
で話し合って決めよう。 

↓ 
「元気」を強調する部分を，大き
く身体を揺らしてみたり，足を小
刻みに動かしてみたりしたら，動
きがよくなったし，最後に幸せが
伝わるように笑顔でなめらかに踊
った。最初から踊ってみて，ひと
流れの動きの中で表現できている
か確かめてみたい。 

「元気」は，激しい動きだし「ふ
わふわ」は優しい動きが必要だか
ら，大きく動いたりなめらかに動
いたりして試してみよう。 

↓ 
「はじめ」～「おわり」の部
分で「元気」が伝わるよう
に，最後の部分で「ふわふ
わ」が伝わるように表現する
とよくなった。激しい動きや
なめらかな動きを入れること
で踊りがよくなったから，は
じめから一度踊ってみたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

テーマに合った表現方法をするためには，新しい動きを加えた
り，動きに大小や強弱などのメリハリを付けたりすることが大切な
ことに気付き，グループで考えた表現で踊ってみたいと意欲を高め
てくる。 
 
T3 最後に一回だけ動画を撮って自分たちの動きを見返して

みましょう。 
大きく身体を揺らしたり，な
めらかに動いたりすることで
「元気幸せ」を表現すること
ができた。「はじめーなかーお
わり」のひと流れの動きはで
きたけど，繰り返し練習する
ともっと上手にできそうだか
ら練習したい。 

「はじめーなかーおわり」の
中で，「元気」と「ふわふわ」
が表現できるようになった。
友達と踊りがズレているとこ
ろがあるから，もっと練習し
てグループで動きをそろえて
上手に踊れるようになりたい
な。 

  

テーマを踊りで表現することができ，表現交流会に向けてグループ
でより上手に踊りたいと意欲を高めていく。 

＜子供のスタートの意識＞ 
グループで表現したい料理を「は
じめーなかーおわり」で表現する
ことができてきたが，もっとよく
したい。もっとテーマに近付ける
ような動き方を考えたい。 
 
 
 
 
 
○グループの動きのテーマについ
て確認する場の設定 

・前時の動きの様相をイメージと
照らし合わせ，表現できている
か確認する。（ICT 活用） 

・よい動きができているグループ
の動画から動きの改善の視点を
得る。 

 
 
 
 
 
 
○テーマを表現するために，グル
ープで表現方法について話し合
う活動の組織 

・前時までのよい動きを動画とし
てまとめておき，動きの改善
の視点とする。（ICT 活用） 

・実際の料理動画を配信し，イメ
ージが膨らませやすいようにす
る。（ICT 活用） 

 
 
 
 
 
 
 
評：前時の映像や料理動画を手掛

かりに，グループや自分に合
った動き方を考えている。 

 
○グループの踊りがテーマを表す
ことができているかを確かめる
場の設定 

・ChromeBook で撮影し，評価す
る。よい動きになっていたらグ
ッドポイントシートに追記す
る。（ICT 活用） 

・ 終 末 に 学 習 の 振 り 返 り を
Google form に入力する時間を
設定する。（ICT 活用） 

評：グループで表現したい動きで
踊ることができている。 

 


