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第３学年体育科学習指導案 

日 時：令和３年４月２８日（水）５校時 

場 所：品川区立戸越小学校 校庭 

対 象：第３学年２組 ３３名 

授業者：尾石 夏海 

 

 

 

 

 
 
１．単元名 ゲーム 「タグラグビー」 
 
２．運動の特性 

機能的特性 
自由に走り回ることができ、相手を抜いたりパスをつないだりしてトライするこ

とを楽しめるゲームである。 

構造的特性 
ボールを手で扱い、攻守を入れ替えながら、相手と陣地を取り合って楽しむ運動

である。 

効果的特性 集団対集団で友だちと力を合わせて競い合う楽しさを味わえる運動である。 

 
３．単元の目標 

知識及び技能 
タグラグビーの基本的なボールの操作、ボールを持たないときの動き方を知ると共

に、易しいゲームをすることができるようにする。 

思考力、判断

力、表現力等 

規則を工夫したり、ゲームの型に応じた簡単な作戦を選んだりするとともに、考え

たことを友達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 

運動にすすんで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動したり、勝敗を受け入れ

たり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるよ

うにする。 

 
 
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 タグラグビーの簡単な規則
などの運動の行い方を知っ
ている。 

② ボールを持って走ったり、
味方にパスしたりすること
ができる。 

③ パスをもらえる位置に動
き、パスをもらって走るこ
とができる。 

① だれもが楽しくゲームに参
加できるように規則を考え
ている。 

② 個々の役割を踏まえた、簡
単な作戦を選んでいる。 

③ 自己や仲間の動きの変化や
課題の解決のために考えた
ことを他者に伝えている。 
 

① タグラグビーにすすんで取
り組もうとしている。 

② 規則を守り、誰とでも仲よ
く運動をしようとしてい
る。 

③ 勝敗を受け入れようとして
いる。 

④ 友達の意見を認めようとし
ている。 

⑤ 場や用具の安全に気を付け
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 

本学級の児童は、サッカーやドッジボールをして遊ぶなど、体を動かすことが大好きである。特にボール遊

びが好きで、男女関係なく遊ぶ姿が見られる。生活面では、困っている友達に手を貸したり、泣いている友達

に「どうしたの」「大丈夫？」と声掛けをかけたりして、友達同士協力し合う姿がある。低学年の体育では、

「まとあてゲーム」「ボール蹴り」など、ボールを使った運動遊びを行っていた。チームに分かれて試合をし、

その中で作戦や工夫を考え、話し合いをして学習に取り組んでいた。授業の最後には、全体での振り返りの中

で、今回の規則についての確認を行った。「よかったこと」「困ったこと」を全体で話し合い、「困ったこと」に

はどんな規則を付け加えるとよいか話し合いを行い、自分達で規則を作っていく活動をしていた。 

今回ゲーム「タグラグビー」を行うにあたり、アンケートを行った。 

アンケート結果では、体育が楽しいと感じている児童が多いことが分かった。ただ２名は「投げるのが得意

ではない。運動があまりできない。」「ルールが分からなかったり、同じチームだけが勝ち続けたりするのが嫌

だ。」といった理由から、体育があまり好きではないということが分かった。体育のゲームやボールを使った運

動では、「ゲームに勝ったとき」「相手の得点を防いだとき」に楽しさを感じる児童が多かった。また、ゲーム

やボールを使った運動で大切なこととして全員が「ルールを守ること」に回答していた。一方で「得意な人ば

かりが活躍するとき」「ボールに触れないとき」に困ったり楽しくないと感じたりする児童が多かった。 

そのため、本単元では、児童が楽しく運動できるようにするために簡単な規則を用意した。また、ボール操

作に慣れ動きの獲得と達成感に向けて、ゲームにつながる運動を設定したり、兄弟チームを作ったり、お互い

のゲームを見合い、振り返る時間を設けた。このように、全員で協力し合って運動する楽しさを味わえるよう

な手だてが必要であると考えた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

好き 26

やや好き

あまり好きではない

2 好きではない 0

問１ 体育の授業は好きですか

好き やや好き あまり好きではない 好きではない

好き 27

やや好き 4

あまり好き

ではない 1
好きではない

1

問２ 体育のゲームやボールを使った運

動は好きですか

好き やや好き あまり好きではない 好きではない

2

16

17

21

21

24

25

26

28

その他

ボールに触ったとき

味方にはげまされたとき

チームで協力したとき

友達や先生にほめられたとき

作戦を立て上手くいったとき

自分で得点したとき

相手の得点を防いだとき

ゲームで勝ったとき

問３ ゲームやボールを使った運動で楽しいときはどのようなときですか
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６．分科会提案 

(１)目指す児童の姿 

〇タグラグビーの簡単な規則や基本的なボールの操作を知り、攻めや守りの動きとボールを持たないときの動

きができる児童。（知識及び技能） 

〇誰もが楽しくゲームに参加できるようなルールや勝つための簡単な作戦を選んだり、考えたことを友達に伝

えたりすることができる児童。（思考力、判断力、表現力等） 

〇タグラグビーにすすんで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動したり、勝敗を受け入れたり、友達とよ

さや課題を伝え合う際に、友達の考えを認めようとしたりしている児童。（学びに向かう力、人間性等） 

 

（２）個々の目指す児童の姿 

Ａ 攻めや守りの動きとボールを持たないときの動きができ、楽しくゲームに参加できるような規則や勝つ

ための簡単な作戦を伝えたり、友達の考えを認めたりする児童。 

Ｂ 攻めや守りの動きができ、楽しくゲームに参加できるような規則や勝つための簡単な作戦を伝える児

童。 

Ｃ タグラグビーの簡単な規則や行い方を知り、安全に運動しようとしている児童。 

2

6

14

25

25

26

33

その他

勝つこと

上手になること

力を合わせること

作戦を立てること

声をかけあうこと

ルールを守ること

問４ ゲームやボールを使った運動を楽しむために大切なことはどのような

ことだと思いますか

4

14

15

15

15

15

18

22

25

その他

ルールが難しいとき

動きが分からないとき

友達となかよくできないとき

作戦が分からないとき

ゲームで負けるとき

得点をきめられないとき

ボールに触れないとき

得意な人ばかりが活躍するとき

問５ ゲームやボールを使った運動で困ったり、楽しくないと感じたりしたときは

どんな時ですか
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(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 

誰もが楽しめるための規則の工夫 

どの児童も容易に規則を理解し、ゲームを楽しむことができるようにはじめの規則を設定した。 

【ゲームについて】 

・４対４のゲーム。(少人数) 前後半４分。中央からフリーパスでスタートする。 

・開始と終了（ノーサイド）の時には必ず礼をする。（ノーサイド時に拍手する。） 

・ボールを持って、相手のゴールラインをこえると１点入る。 

・ゲーム開始や再開のパスをする場合は、守る側は大きく５歩下がったところから始める。 

・ジャッジはセルフで行う。困ったらキャプテンが話し合い解決する。 

【攻守の交代】 

・トライをすると交代する。 

・タッチラインから出たら交代する。 

・反則があったら交代する。 

・地面に落ちたボールを相手が拾えば交代する。 

【パスについて】 

・ボールを前に投げてはいけない。 

・タグを取られたら走るのをやめ、すぐにパスをしなければいけない。 

・タグを取られたときに行うパスは守る側はとることができない。 

【タグについて】 

・タグをとったら頭上に上げ大きな声で「タグ」とさけぶ。 

・ボールを持ったプレーヤーのタグしかとることはできない。 

・とったタグは手渡しで返す。 

・タグを両方付けていないプレーヤーはゲームに参加することができない。 

【身体接触について】 

・全ての身体接触が禁止されている。 

・タグを取られないようにクルクル回転してはいけない。 

・タグを取りにきた手をはらったり、ブロックしたりしてはいけない。 

 

                    規則の工夫第５・６時に規則の工夫を考える時間を設ける。 

 

 

 

 

 

 

主運動につながるウォーミングアップ 

 誰もが楽しめるためには、ボール操作に慣れ、技能を高めていく必要がある。そのため、第２時から継続し

て「ゲームにつながる運動」の時間を確保していく。 

【１対１でタグとり】 

右手で握手したまま、その手を離さないで左手で相手のタグを取る。タグを取ったら頭上に上げ「タグ」

と言う。 

【円陣パス】 

 チームごとに円陣を作り、各チームでパスを回す。３０回パスができたら全員座る。両手で下からパスを

行うようにする。途中で落としてもすぐ拾ってそのまま数え続ける。 

【チーム対抗タグ取り鬼】 

 ２チーム対抗でタグを取り合う。たくさんタグを取ったチームの勝ち。２本取られてもそのまま続ける。

ここでもタグを取ったら上にかざして「タグ」とコールする。 

【予想される規則の工夫】 

・タグを取った回数によって攻守の交代。 ・ボールを前に落としたら反則。 ・点数の変更 

・全員トライでボーナス点。 
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【１対１トライ合戦】 

ボールをもった側はトライを、守る側はタグを取ることを競う。トライかタグを取ったら、次のプレーヤ

ーがスタートする。身体接触のない動きを身に付けるようにする。 

【あひるさんランニング】 

ボールをもった人が「あひるさん」で他の３人が「ひよこさん」になる。「あひるさん」は自由に走り回

るが、「ひよこさん」はあひるさんの左右の後ろから離れずにピッタリ付いて追いかける。「ボールを持って

いる人の後ろに付こう」を合言葉に行う。あひるさんは順番に交代していく。 

 

 

②学び合い・伝え合いにむけての手だて 

学び合いが深まる１単位時間の流れの工夫 

チームで立てた作戦の内容をすぐに振り返り、ゲーム後には修正できるようにする。ゲームで分かったチー

ムの課題をその後練習で課題解決できるようにするために、ゲーム（前半）→振り返り→練習→ゲーム（後

半）→振り返りというようにゲームとゲームの間に振り返りと練習の時間を設けた。このような時間の流れを

設定することにより、学び合い、課題解決学習が深まると考えた。 

兄弟チームの設定 

ゲーム後に兄弟チームからアドバイスを受ける時間を設定した。兄弟チームがアドバイスすることで、客観

的な意見を聞くことができ、自分たちの作戦や動きを振り返り、さらに高められると考えた。アドバイスをす

るチームは、他者の動きのよさに気付き、それを言語化することで、自分やチームの作戦に生かしていくこと

ができるようにした。また、練習では、兄弟チームと協力して行うことで、チーム同士の関わりが深まるよう

に配慮した。 

学習カードの工夫 

学習カードに、チームのめあてと個人のめあてを書

くスペースを設けた。チームのめあては、「チームが勝

つためにどうすればよいか」を考え、キャプテンが中

心となって書いていく。そのめあてを元に、一人一人

がチームの力になれるように、個人のめあてをもつよ

うな形にした。また、兄弟チームがゲームを見合う時

に、視点を絞って見やすくするために「今日のテー

マ」という枠を設けた。トライ・パス・ラン・タグの

４観点に絞ることにより、チームの特徴や改善点が分かりやすくなり、ゲーム後の振り返りで学び合いが深ま

ると考えた。 
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７．指導と評価の計画 

時 １ ２ ３ ４ ５ ６ （本時） ７ ８ 

本時の主なねらい 

タグを取る楽しさ

を味わえるように

する。 

タグラグビーの行い方や練習方法を知り、規則を守りなが

らゲームをできるようにする。 

だれもが楽しくゲームに参加できるよ

うに規則を考えることができるように

する。 

個々の役割を踏まえた簡単な作戦を

選ぶことができるようにする。 

学習活動 

１ 集合・整列・挨拶 

２ 学習の流れ、本時のめあて確認 

３ 準備運動 

１ 集合・整列・挨拶 

２ 学習の流れ、本時のめあて確認 

３ 準備運動 

４ １対１タグ取り 
５ タグとり鬼 
６ チーム対抗タ

グ取り鬼 

４ ゲームにつながる運動 ４ ゲーム前半 
５ 振り返り 
６ 練習 

７ ゲーム後半 

８ 整理運動 

９ 学習の振り返り 

１０ 集合・整列・挨拶 

・円陣パス 
・あひるさん 

ランニング 

・１対１トライ合戦 ・１対１トライ合戦 ・２対２トライ合戦 ・２対２トライ合戦 

７ 集合・整列 

８ 学習の振り返り 

９ 挨拶 

５ ゲームの行
い方を知る 

６ ゲーム 

７ 整理運動 

８ 学習の振り

返り 

９ 集合・整 

列・挨拶  

５ ゲーム前半 
６ 振り返り 

７ ゲーム後半 

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  ②  ②  ③ 

思考・判断・

表現 
     ① ② ③ 

主体的に学習に

取り組む態度 
① ⑤ ② ③ ④  ④  

児童の具体的な姿 

タグを取る楽しさ

を味わうことがで

きる。 

タグラグビーの規則を知り、ボール操作をしたり動いたり

することができる。 

タグラグビーの規則を工夫してゲーム

を楽しむことができる。 

チームの作戦に基づいて、ボール操

作をしたり動いたりすることができ

る。 

指導上 

の留意

点 

つまずきの例 

・タグを取ること

ができない。 

・タグを取られな

いよう防ぐ。 

・規則が理解できない。 

・ボールパスをスムーズに行えない。 

・ボールを持っていないときの動きが分からない。 

・規則を考えることができない。 

・作戦がうまくいかない。 

・攻守の切り替えがうまくできない。 

支援 規則を確認する。 兄弟チームの動きでよいところを声掛けする。 
・ゲームをしていて困ったことを聞く時間を設ける。 

 



7 

８．本時の展開（全８時間中の第６時間） 
（１）本時の目標【思考・判断・表現】誰もが楽しくゲームに参加できるように規則を考えることができる。 

【知識・技能】ボールを持って走ったり、味方にパスをしたりすることができる。 
（２）展開                                    

学習活動 ○指導上の留意点 ◇評価 

１ 集合・整列・挨拶 

２ 学習の流れ・本時のめあて確認（３分） 

 

 

 

３ 準備運動（５分） 

  ・チームごとに音楽が流れている間に、

準備運動やボール・タグ慣れをする。 

４ ゲームにつながる運動（７分） 

  ・２対２トライ合戦 

 

５ ゲーム前半（10分） 

場所 体育館側 自然園側 

対戦(先) 赤兄-黄弟 青兄-緑弟 

対戦(後) 赤弟-黄兄 青弟-緑兄 

６ ふりかえり（５分） 

  ・兄弟チームでゲームを見て気付いたこ

との伝え合いをする。 

  ・チーム内でゲームをふりかえり、後半

ゲームに向けて練習をする。 

７ ゲーム後半（10分） 

場所 体育館側 自然園側 

対戦(先) 赤兄-黄弟 青兄-緑弟 

対戦(後) 赤弟-黄兄 青弟-緑兄 

８ 整理運動 

９ 学習の振り返り（５分） 

  ・個人のめあてのふりかえり 

  ・今日のできたこと、わかったこと、次

回頑張りたいこと 

10 集合・整列・挨拶 

〇チームごとに整列。服装とタグ準備の確認。 

〇児童に学習内容の見通しをもたせる。前時のふりかえりか

ら、変更した本時の規則を全体で確認、共有し、学習カー

ドの各チームのめあてや個人のめあてを確認する。 

 

〇使う部位を意識して、運動するように声掛けをする。 

 

 

〇各チームで円陣パスやタグ取り合戦など、ボール・タグ慣

れを意識して行わせる。 

 

〇兄弟チームでお互いのゲームを見て、チームの良い動きや

改善すると良いところを見るように促す。見る側のチーム

は、間を開けて見学するよう声を掛ける。学習カードで見

るポイントを確認させる。 

〇前半ゲームを見て、気付いたことを伝え合う時間を設け

る。伝え合いが終わった後の時間は、ゲーム後半に向けて

作戦を立てる時間や、練習する時間に使うよう適宜促す。 

◇ボールを持って走ったり、味方にパスをしたりすることが

できる。【知識・技能】（行動） 

 

 

 

 

 

〇学習カードをもとに、個人のめあてをふりかえる。また、

全体で今回の規則のよかったことや、困ったことを聴き、

次回どのような規則を加えるか話し合えるようにする。 

◇誰もが楽しくゲームに参加できるように、規則を考えるこ

とができる。 

【思考・判断・表現】（発言・学習カード） 

（３）授業観察の視点 

 ○動きの獲得と達成感に向けて、誰もが楽しめるゲームになっていたか。 

 ○学び合い、伝え合いに向けて兄弟チームの設定は有効だったか。 

  

 

 

めあて 

みんなでゲームを楽しもう！ 
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９．資料 

 

 

 

 

 


