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第１学年体育科学習指導案 

日 時：令和３年７月１４日（水）５校時 

場 所：品川区立戸越小学校 校庭 

対 象：第１学年１組 ３５名 

授業者：小倉 由美子 

 

 

 

 

 

 
 
１．単元名 器械・器具を使っての運動遊び「てつぼうあそび」 
 
 
２．運動の特性 

機能的特性 
鉄棒を使って支持・ぶら下がり・振動・回転などのさまざまな動きを楽しむ運

動である。 

構造的特性 
手や腹、膝で支持したり、ぶら下がったり、揺れたり、跳び上がったり、跳び

下りたり、易しい回転をしたりする運動である。 

効果的特性 
自分に合った動きに挑戦したり、新しい遊び方を考えたりして楽しむことがで

きる運動である。 

 
 
３．単元の目標 

知識及び技能 
鉄棒を使った運動遊びの楽しさに触れ、その行い方を知るとともに、その動きを

身に付けることができる。 

思考力、判断

力、表現力等 

鉄棒を使った簡単な遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えること

ができる。 

学びに向かう

力、人間性等 

 運動遊びに進んで取り組み、順番やきまりを守り、誰とでも仲よく運動をした

り、場の安全に気を付けたりすることができる。 

 
 
４．評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 鉄棒を使った運動遊びの行
い方を知っている。 

② 手や腹、膝で支持すること
ができる。 

③ ぶら下がったり揺れたりす
ることができる。 

④ 跳び上がったり跳び下りた
りすることができる。 

⑤ 易しい回転をすることがで
きる。 

① 楽しくできる遊び方を選ん
でいる。 

② 友だちのよい動きを見付け
たり、考えたりしたことを
友達に伝えている。 

① 鉄棒を使った運動遊びにす
すんで取り組もうとしてい
る。 

② 順番やきまりを守り、だれ
とでも仲良く運動をしよう
としている。 

③ 鉄棒の安全に気を付けよう
としている。 

研究テーマ 

自己の体に関心をもち、共に学び合いながら、 

楽しく運動することができる児童の育成 

～主体的・対話的で、深い学びを通して～ 
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５．児童の実態 

本学級では、入学当初から休み時間にジャングルジム・うんてい・鉄棒などの固定施設で遊ぶ児童

が多く、特にうんていはどこまで進めたか競い合いながら取り組み、順番待ちの列ができることもあ

る。一方で経験が少ないためか、高さに恐怖があったり棒を長く握っていることができずにすぐに落

ちてしまったりして、固定施設であまりすすんで遊びたがらない児童もいる。 

体育の学習では、６月に｢固定施設遊び｣を３時間行い、ジャングルジム、うんていのビンゴカード

を用いていろいろな遊び方に挑戦した。できた遊び方にシールを貼ることで、頑張りが目に見えるこ

とや、友達とみんなで取り組むことの楽しさから、苦手な児童も名人を目指して楽しく取り組む姿が

見られた。 

今回、｢鉄棒遊び｣を行うにあたり、アンケートを行った。｢体育の学習は好きですか？｣という質問

に対し、好きが３０人、少し好きが３人と、ほとんどの児童が体育を楽しいと感じている。ただ、３

名は、走るのが苦手、ダンスが好きではないなど、何らかの苦手な動きがあり、体育があまり好きで

はないことが分かった。鉄棒遊びに関しては、好きが２３人、少し好きが６人と、多くの児童が鉄棒

遊びを楽しんでいることが分かる。その中でも、「いろいろなことができるから・いろいろな遊び方が

できるから」を理由に挙げている児童が多く、自由に鉄棒で遊ぶことに楽しさを感じているようであ

る。一方で、「難しい・ぶつけると痛い・落ちて怖かった」などの理由から、あまり好きではない・好

きではないと答えた児童が３人ずついた。また、好きではないと答えた児童の中には、鉄棒遊びをや

ったことがないと答えた児童も２人いた。 

このような実態から、本単元では、今後も児童が苦手意識をもたずに鉄棒遊びに取り組んでいかれ

るように、この時期にいろいろな動きをして楽しく遊ぶ経験をたくさん積ませたいと考えた。そのた

めに、自分のできる遊びやできそうな遊びにどんどん取り組む中で、友達の真似をしたり、遊び方を

工夫したりしながら経験を積み、鉄棒運動につながる基礎感覚を身に付けていかれるような手だてが

必要であると考えた。 

 

６．分科会提案 

(１)目指す児童の姿 

  健康や安全に気を付けながら、友達と一緒に楽しく運動することができる児童 

・体を動かす楽しさを知り、すすんで運動する児童 

・真似したり、思い切り体を動かしたりすることを楽しめる児童 

・苦手なことにも挑戦する児童 

・新しいことを知ることや考えることを楽しめる児童 

・自分の思いを相手に伝えられる児童 

・きまりを守って運動できる児童 

 

（２）個々の目指す児童の姿 

〇鉄棒遊びの行い方を知り、その動きを身に付けることができる児童（知識及び技能） 

〇楽しくできる遊び方を選ぶとともに、友だちのよい動きを見つけられる児童。（思考力、判断力、

表現力等） 

〇鉄棒を使った運動遊びにすすんで取り組み、順番やきまりを守って誰とでも仲良く運動しようとし

ている児童。（学びに向かう力、人間性等） 
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Ａ 楽しくできる遊び方を選んでいろいろな遊び方に取り組むとともに、友だちのよいところを見

付けることができる児童 

Ｂ いろいろな遊び方に取り組むとともに、友だちを見ながら楽しく運動できる児童 

Ｃ 自分ができる遊び方に取り組んでいる児童。 

 

(３)分科会が考える目指す授業に向けた手だて 

①動きの獲得と達成感に向けての手だて 

遊び方の資料の提示 

鉄棒の近くに資料を提示し、教師が資料を必要としていると感じた場合、この資料を見させて選ば

せたり、一緒に選んだりすることができるようにする。また、それぞれの遊び方で友達のよいところ

を見付けることができたときには、よかったポイントを資料に書きこんでいき、よいところをまねす

ることができるようにしていく。 

鉄棒あそびにつながる体慣らし運動 

  ジャングルジムや雲梯などの固定施設で、サーキット運動で体慣らしを行う。固定施設の運動を通

して、鉄棒あそびにつながる「手や腹、膝で支持したり、ぶら下がったり、揺れたり、跳びあがった

り、跳び下りたりする」運動遊びをさせたり、鉄棒の握り方を併せて指導したりし、楽しく安全に鉄

棒あそびの運動を進めていく手だてとする。 

○サーキット 

場
所 

図 内容 

ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム 

 
・ジャングルジャンプ…跳び

下りて、地面に着地する。 

・うで支え…腕支持で体を浮

かせ、１０秒姿勢を保つ。 

 

う
ん
て
い 

 

・ぶらぶらうんてい…うんて

いで半分すすみ、最後に地

面のケンステップに着地す

る。 
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校
庭 

 

・かえるの足打ち 

 

 
・腕立て拍手…腕立てふせの

姿勢で、両手を離し、拍手を

してもとの体勢に戻る。 

 

 

 
・ちくたく時計…二人組をつ

くり、足の裏をつけて、腕立

ての姿勢となる。片手でじ

ゃんけんをして、勝つと時

計周りに進むことができ

る。 

 

動物や物になりきったりして鉄棒遊びに取り組む 

場ごとに名前を付け、その名前からできそうな遊びを考え、取り組む活動を１・２時で取り入れる。 

児童が考えたあそびを通して「手や腹、膝で支持したり、ぶら下がったり、揺れたり、跳びあがっ

たり、跳び下りたり、易しい回転をしたりする運動」に取り組ませてく。 

鉄棒の大きさ 

場の名前 

基になる動き 遊びの内容 

つばめの森（低鉄棒） 

・腕支持の動き ・跳びあがり、腕で体を支

持し、つばめになりきるこ

とができる。 

にゃんにゃんじゃんぷ（低鉄棒） 

・腕支持の動き 

・跳びあがったり、跳び下り

たりする動き 

・跳びあがり、腕で体を支

持することができる。 

・より高い場所に跳びあが

って支持することができ

る。 

・より高い場所から跳び下

りることができる。 

・ねらった場所に跳びおり

ることができる。（ケンス

テップを目印として。） 
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ゆらゆらたうん（中鉄棒） 

・揺れる動き ・体を二つに折りたたん

で、ふとんほしの姿勢にな

って遊ぶ。 

ぐるぐるおうこく（高鉄棒） 

・易しい回転をする動き 

 

・ぶらさがっての足抜きま

わり。 

・鉄棒にあがって、前に回

ったりする動き。 

モンキーマウンテン（特高鉄棒） 

・ぶらさがる動き ・両手や両足でぶらさがっ

て、体を揺らして遊ぶ。 

・手や足で体をささえて、

体を揺らして前で着地

をする。 

 

ぶらさがりワールド（特高鉄棒） 

・ぶら下がる動き 

 

・ダンゴムシ、豚の丸焼き、

こうもりになって遊ぶ。 

 

運動遊びが苦手な児童への教師の手だてや言葉掛け 

 鉄棒を使った運動遊びに取り組んでいく中で、基本的な動きを身に付けられるようにするために、

次のような声掛けや具体的な支援を行っていく。また、鉄棒で動きを行うことが難しい場合には、よ

り低い鉄棒で行うことを保証し、易しい条件で行えるようにする。 

手や腹、腕での支持が

苦手な児童 

・「手で鉄棒を押し、肘を伸ばして止まろう」 

・「しっかりと体を支えて、自転車こぎをしてみよう」 

ぶら下がるのが苦手

な児童 

・「鉄棒をしっかり握って、手でぶら下がってみよう」 

・「鉄棒を下から握ってから足をかけて、手と足でぶらさがってみよう」 

・「もものつけ根で鉄棒にぶら下がり、手を離してみよう」 

・「鉄棒に両足を掛けてぶら下がり、手を離してみよう」 

・「まず片手を離してみよう」 

揺れるのが苦手な児

童 

 

・補助をして体を軽く揺らし、揺れるための体の動かし方を身に付けさせる 

・「腕や頭を動かして反動をつけてみよう」 

・「足を前後に動かしてみよう」 

跳び上がったり跳び

降りたりすることが

・低い高さの鉄棒で行う。 

・台などを設置して支持や跳び上がりなどを行いやすいようにする。 

・｢膝を曲げて跳び上がり、肘を伸ばそう｣ 
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安全に行うための場の工夫 

・鉄棒下にマットを敷き、落下の衝撃に備える。 

・待つ場所や友達と見合う場所をケンステップやフラフープ、ラインを引くなどして明示する。 

・鉄棒の握り方の指導を毎時間徹底するともに、リズムダンスの中に、親指を下にした鉄棒の正しい

握り方を入れ込み、定着を図っていく。 

 

②学び合い・伝え合いに向けての手だて 

学習カードの工夫 

  友達のよいところを見付け、お互いにまねし合ったり、声を掛け合ったりして学習ができるよ

う、友達の遊び方ができていたらお互いにシールを貼らせ、友達との関わりに意識をもたせてい

く。 

 

関わり合いをもたせるための工夫 

①児童が意欲的に運動遊びに取り組むことができるよう、ペアの編成をして、関わり合いを持たせる

ための工夫を行う。ペアの編成は生活班の中で２人組を作り、単元の中で毎回違う児童と２人組に

なるようにし、いろいろな友達と関わりがもてるようにする。 

  

②複数で同じ動きをして遊ぶ。 

一人でできるようになった動きを、二人や

三人と人数を増やしていく遊び方を紹介す

る。友達とタイミングを合わせて行った

り、同じ動きにじゃんけんをしたりして、

動きを広げていく。自分のタイミングでで

きたことを友達の動きと合わせることで、

自分の動きとは違ったリズムやタイミング

で取り組むことができ、楽しさを広げてい

く。 

 

 よい動きをしている児童への称賛、紹介の工夫 

  友達の動きに目を向けるきっかけとなるよう、見合う際に、｢かっこいいな、すごいな、まねして

みたいな。｣と思う友達の動きを見付けるようにさせる。同時に教師は鉄棒運動につながる動きがで

きている児童や、友達の真似をしている児童を見付けて称賛し、価値付けていく。また、それらを

全体の場でやらせてみたり、よかったポイントを掲示資料に書きこんでいったりしていくことで広

めていくことができると考えた。 

苦手な児童 ・「手で鉄棒を押して、降りてみよう」 

・教師が体を支えて、跳び上がるのを補助し、支持する感覚を味わわせる。 

回転することが苦手

な児童 

・「足を小さく縮めて後ろに回ってみよう」 

・「地面をしっかり蹴って、おしりを上げてみよう」 

・「ツバメの姿勢から、体を丸めて回ってみよう」 
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  また、よい動きをイメージしたり、共有したりするために、大きく、小さくという言葉だけでな

く、具体的なイメージをもてるような言葉がけの工夫をしていく。 

・力を入れよう→胸をはって 

・大きくふろう→つま先を遠くにしよう 

・体を丸めよう→ボールのように小さくなろう 
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７．指導と評価の計画 

時 １ ２ ３ ４（本時） ５ 

本時の主なねらい 
鉄棒遊びの行い方を知ることが

できるようにする。 

今持っている力でできそうな遊

び方を試しながら、鉄棒遊びを

楽しむことができるようにす

る。 

いろいろな遊び方を楽しむこと

ができるようにする。 

友達のよい遊び方を取り入れな

がら、いろいろな遊び方を楽し

むことができるようにする。 

自分ができるようになった遊び

方の発表会を行うことができる

ようにする。 

学習活動 

１ 集合・整列・挨拶 

２ 学習の進め方を知る。 

３ 準備運動・コオーディネーショントレーニング 

４ 体慣らしの運動をする。 

５ 本時のめあてを確認する。 

６ 鉄棒遊びの行い方を知り、ど

んな遊び方ができそうかや

ってみる。 

６ それぞれの場を順番に回り、 

どんな遊び方ができるか考 

え、鉄棒遊びを楽しむ。 

 

６ それぞれの場を順番に回っていろいろな鉄棒遊びを楽しむ。 

７ 遊び方の共有をする。 

８ もっとやってみたい場を選んで鉄棒遊びを楽しむ。 

 

６ 場を選んで発表の練習をす

る。 

７ できるようになった遊び方

の発表会をする。 

７ 整理運動 

８ 学習の振り返り 

９ 集合・整列・挨拶 

９ 整理運動 

10 学習の振り返り 

11 集合・整列・挨拶  

８ 整理運動 

９ 学習の振り返り 

10 集合・整列・挨拶  

 

評
価
の
重
点 

知識・技能 ① ③ ② ④ ⑤ 

思考・判断・

表現 
  ① ②  

主体的に学習

に取り組む態

度 

③ ②   ① 

児童の具体的な姿 

・鉄棒遊びにすすんで取り組も

うとしている。 

・学習のすすめ方や約束、準備

や片付けの仕方を理解してい

る。 

・鉄棒遊びにすすんで取り組も

うとしている。 

・どんな遊び方ができるか試し

ている。 

・運動の順番やきまりを守り、

いろいろな遊び方に挑戦をし

ている。 

・鉄棒遊びにすすんで取り組

み、新しい遊び方を考えた

り、友達のよい動きを真似し

たりしている。 

・鉄棒遊びを楽しみながら、発

表に向けて練習している。 

・友達のよいところを探しなが

ら発表を見ている。 

指

導

上 

の

留

意

点 

つまずきの例 

・鉄棒遊びが怖い。 

 

・鉄棒遊びが怖い。 

・どんな遊び方をしていいか分

からない。 

・鉄棒遊びが怖い。 

・遊び方が選べない。 

・鉄棒遊びが怖い。 

・工夫の仕方が分からない。 

・どの遊び方を発表したらよい

か分からない。 

 

支援 

・補助をして安心させる。 ・補助をして安心させる。 

・友達の遊び方を真似させる。 

・補助をして安心させる。 

・学習カードや掲示物からでき

る遊び方を選ぶようにさせ

る。 

・補助をして安心させる。 

・友達の動きのまねをさせる。 

・学習カードや掲示物からでき

る遊び方を選ぶようにさせ

る。 
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８．本時の展開（全５時間中の第４時間） 
（１）本時の目標 
 【知識・技能】跳び上がったり、跳び下りたりすることができる。 
【思考・判断・表現】友達とお互いに見合いながら、よいところを取り入れて遊ぶことができる。 

（２）展開                                    

学習活動 ○指導上の留意点 ◇評価 

１ 集合・整列・挨拶をする。（１分） 

２ 学習の進め方を知る。（１分） 

３ 準備運動をする。（５分） 

  ・音楽に合わせて準備運動を行う。 

  ・コオーディネーショントレーニングを

行う。 

４ 体慣らしの運動をする。（６分） 

   

５ めあての確認をする。（２分） 

 

 

 

６ 鉄棒を使っていろいろな運動遊びをす

る。（１０分） 

・グループでそれぞれの場を順番に回る。 

〈つばめのもり〉〈にゃんにゃんジャンプ〉 

〈ぐるぐるおうこく〉〈ゆらゆらたうん〉 

〈モンキーマウンテン〉 

〈ぶらさがりワールド〉 

・ペアの友達と交代で行い、できた遊び方

にシールを貼ってあげる。 

７ 遊び方の共有をする。（５分） 

 ・鉄棒運動につながる動きや、新しい遊び

方をしていた児童を紹介する。 

８ もっとやってみたい遊び方を選んで鉄棒

遊びをする。（１０分） 

 

 

 

 

９ 整理運動（１分） 

10 学習の振り返り（３分） 

11 集合・整列・挨拶（１分） 

〇服装の確認をする。 

〇本時の学習のすすめ方を説明し、児童に学習内容

の見通しをもたせる。 

〇鉄棒で使う部位を意識して、運動するように声掛

けをする。 

 

○ジャングルジムやうんてい、腕支持の遊びを行

い、支持やぶら下がりの感覚を経験させる。 

〇掲示物を用いて、本時のめあてを確認する。 

 

 

 

○前時をふりかえり、工夫していた遊び方や、よく

できていたポイントを紹介する。 

○それぞれの場で、できる遊び方、真似してやって

みたい遊び方を行う。 

○よい動き（かっこいい動き）ができている児童や

工夫して遊んでいる児童を称賛する。 

 

 

 

○よい動き（かっこいい動き）や遊び方の工夫を紹

介し価値付けることで、遊び方を広げられるよう

にする。 

○場を選び、もっとやってみたい遊び方や楽しく工

夫してできる遊びを考えてやるようにさせる。 

◇友達とお互いに見合いながら、よいところを取り

入れて遊ぶことができる。【思考・判断・表現】 

◇跳び上がったり、跳び下りたりすることができ

る。【知識・技能】 

 

〇めあての達成状況や、感想を発表させる。 

（３）授業観察の視点 

 ○動きの獲得と達成感に向けて、場の設定は有効だったか。 

 ○学び合い、伝え合いに向けてペアでの活動は有効だったか。 

めあて 

いろいろな てつぼうあそびを たのしもう 
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９．資料 

○運動遊びから技への指導体系 

（１） 上がり技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 支持回転技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 下り技 

 

（４）ぶら下がり・懸垂技 

 

 

 

 

 


