
第４学年	 体育科（ゲーム）学習指導案	 

平成２３年１１月１２日（土）９：００～９：４５	 

４年きく組・ゆり組	 ３３名	 

場所	 筑波大学附属小学校	 校庭	 

指導者	 教諭	 笠松	 具晃	 

１．単元名	 タグラグビー（ゲーム）	 

	 

２．運動の特性	 

	 １）一般的特性	 

攻守が入り乱れた中で、ボールを持って走ったり、仲間同士がパスをつないで相手をかわしたりしながら相手陣地

にボールを持ち込んで得点を競い合うことが楽しい運動である。	 

	 

	 ２）子どもから見た特性	 

	 ・本学級の子どもたちは３年生でもタグラグビーを学習している。学級全員がタグラグビーをプレーすることを楽しみ

にしている。また、クラスの人間関係も良好で、全員得点を目標に、チームメンバーみんなが協力してプレーしよう

とする姿が見られる。	 

	 ・メンバー交代は、得点者が交代するというルールにより、チームの勝利のために運動能力が得意な子どもがアシスト

して苦手な子にトライ（得点）させようとする動きが出ている。しかし、アシストに喜びを感じている子どももいる

が、自らが得点することへのこだわりがまだ強い子どももいる。	 

	 ・ほとんどの子どもがゲームにおいてオンサイドポジション（ボールを挟んで敵と味方）をとり続けること身につけ、	 

	 	 タグ後のパスの障害となる居残りプレーヤーがいなくなった。そのため、プレーが継続し、1ターンの攻撃で全員が

ボールを複数回プレーするような姿もよく見かけられるようになった。	 

	 ・互いのチームがオンサイドポジションをとることによって、相手のいないスペースが明確になったが、どうやってそ

こを攻めればいいのかアイデアが浮かばず悩んでいるチームもある。	 

	 

４．単元について	 

	 	 	 運動の楽しみ方の深まりには、ルール設定（場の設定も含む）と子どもの技能とが深く関わっているように思われ

る。今持っている力で、誰もが楽しめる易しいルールで学習がスタートするが、全く同じルールを継続していると、

必ず子どもに飽きが生じる。実態に応じ、子どもとの合意の上、新しいルールを付け加えていくことでゲームに対す

る興味を維持すると共に、プレーする楽しみをさらに深めていくことができる。	 

技能についても、これと同じことが言えるのではないか。子どもがプレーをしていると、その発想から、ゲームを

さらに楽しむための動きが必ず発生してくる。子どもが見つけた動きをクラス全員の財産として共有していく活動は、

これまでの授業実践でも広く行われてきたが、果たしてそれだけで十分と言えるのだろうか。楽しみ方の深まりを支

えているそれぞれの種目で「基本プレー」と呼ばれるものは、長い年月人々に愛好され、プレーされ続けた中で作り

上げられたもので、今もなお進化を遂げている。子どもたちが限られた単元の学習時間で、いくつそれを見つけるこ

とができるのだろうか。また、いくつそれに近いものを作り出すことができるのだろうか。体育が運動の文化的な享



受能力を育てることを目的とするなら、何も知らない無の状態から文化を創造するだけでなく、その種目をプレーし

てきた先人たちが、ゲームをより楽しむために考えてきた動き（基本プレー）とその有効性を学び、子どもが自らの

プレーの中にそれを主体的に取り入れていく活動も必要なのではないだろうかと考えた。	 

これらの活動を仕組んでいく際に問題となるのは、無数にあるその種目の基本プレーの中から、どんな順序とタイ

ミングで提示していけば、その有効性に気づかせながら、子どもの主体性を損なわず実態則した形で楽しみ方を深め

させていくことができるかということである。	 

今回の実践では３・４年生持ち上がりクラスで、２年連続タグラグビーに取り組むことができ、学習のはじめから

子どもたちの関心をルール・マナーではなくプレーに向けることができた。３年生の実践では、教師側からの基本プ

レーの提示は、スイングパスと、オンサイドポジションについて行った。	 

スイングパスは、ボールを両手で持ち、アンダーハンドでのパスを指し、前方にいる相手の動きを見ながらパスを

するのに効果的であるだけでなく、下から浮き上がるボールは、運動の苦手な子にも比較的捕りやすく、パスの成功

率を上げることができる。	 

オンサイドポジションについては、タグラグビーはボールを挟んで敵と味方に分かれて競い合う種目であり、タグ

後、前進できなくなった攻撃側プレーヤーの反対側に守備が回り込んでしまったらパスもできず、もしパスがつな

がったとしても、守備側から受けるプレッシャーで、攻撃側はなかなか前進することができなくなってしまう。	 

これらの理由で上記の二点の必要性について説明すると共に、その動き作りとして「円陣パス」と「ハンバーガー

ランニング」を学習の準備運動として毎時間取り入れるようにした。	 

この結果、タグ後、パスの障害となるオフサイドプレーヤーがほとんどいなくなったことと、スイングパスの徹底

で正確にパスがつながるようになったことから、プレーの継続時間が大幅に増え、全ての子どもが何度でもボールを

持ってプレーできる環境が整った。	 

４年生の実践では、この積み重ねの上にさらなる発展をねらって学習を仕組んだ。	 

子どものゲームの様相としては、オンサイドポジションの徹底で、攻撃側は守備側の状況を把握しやすくなり、相

手がいないスペースができていることに誰もが気づくようになった。しかし、チーム内でポジションを確立してその

スペースに走り込む役割のプレーヤーを配置しても、守備側よりはやくそこにボールを運ぶための手段がうまく思い

浮かばす苦労しているチームの姿が見られる。リーグ戦と通して、それぞれ自分たちのチームの特徴に気づき、各チ

ームがそれを生かした自分たちのプレースタイルを確立しつつあるが、その中にスペースを攻めるためにパスを活用

しようとしているチームが複数ある。それらのチームを軸にゲームにおけるパスの有効性に気づかせ、クラス全体に

浸透させていくことをねらう。	 

守備側よりはやく空いているスペースをつくためには、パスとランニングをセットで行うと効果的であるが、それ

はグランドの両サイドにスペースをねらうために配置された運動の苦手な子どもには難しい動きである。そこで、ゲ

ームの変容を見越して学習のステージが「ねらい２」に入ったところから、「ランニングパス」（通称：ロケットパ

ス）として準備運動を兼ねた練習を組み入れ、動き作りを行った。	 

今後の変容予想としては、空いているスペースを攻めるオープン攻撃が成功しだすと、守備側はボールにつられな

くなり、広がって全スペースをカバーする立ち位置をとるだろう。そうなった場合、次に攻めるスペースは、人と人

との間にできてくる。そのスペースに直線的に走り込むのではなく、守備の人に直線的に仕掛けてかわす動き（ス

テップ）が必要となる。その動き作りの練習である「１対１」（通称：タイマン）を、準備運動の一つとして「ロ



ケットパス」と同時に行いはじめた。	 

子どもたちの提示する基本プレーについて、３つのカテゴリーに分けて考えることにした。	 

①子どもが動きを作るのに多少時間がかかるもの（ランニングパス＆キャッチ、ステップ等）	 

②子どもが意識したらすぐできそうなもの（ハンズアップ、ピラー、ワンサイドカット等）	 

③複数の基本プレーを組み合わせた、多少高度なプレー（シザース、ループ等）	 

	 	 	 ①については、運動経験の少ない子どもでも、ある程度時間をかけて取り組めば身につけることができ、なおかつ

ゲームの変容予想から、楽しみ方を深めることに役立ちそうなものを選定した。②については子どもが意識すればす

ぐできそうな内容ではあるが、楽しさを支える重要な要素であり、いつでも意識してできるようするにはチームの協

力が必要で、多少時間がかかるもの。③は、停滞しているチームの課題を解決するために、個別に教えるスペシャル

プレーを想定している。	 

	 	 	 これらを教師から提示する際に気をつけることは、子どもたちにそれを受け入れる準備が整っているかどうかだ。	 

	 	 教えられる子どもに全く必要感が無く、または教えてもらっても、またそのプレーの有効性に気づけない内容では、

子どもが自らのプレーにそれを進んで取り入れようとはしない。あくまで種目特有の文化（基本プレー）の学びは、

自らの楽しみ方を深める目的にそった形で進められなければ意味がない。	 

学んだことをゲームに生かし、なおかつそれで目に見える成果を出せることができれば、その子は、将来主体的に

運動にかかわっていこうとするのではないだろうか。	 

尚、学習のまとめとして、クラス内でのトーナメント戦。その結果を考慮して分けたプールでのリーグ戦を学年で

行う。同じタグラグビーという種目を学習していても、それぞれのチームが自らの特徴を生かし作り上げたチームの

文化は違う。その違いに試合を通して触れあうことも、貴重な運動の楽しみであり、それを子どもたちに味わわせた

い。	 

	 

５．学習のねらいと筋道	 

	 	 （１）学習のめあて	 

	 	 	 	 	 	 	 	 より多くの仲間とゲームを楽しむタグラグビー	 

	 （２）学習の筋道	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ねらい１：いろいろなチームとゲームをして楽しみながら、自分たちのチームの特徴に気づく。	 

	 	 	 	 ねらい２：自分たちのチームスタイルを作り、相手に応じた作戦を工夫してゲームを楽しむ。	 

	 

６．時間配分（全１４時間）	 
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６．学習の指導と展開	 

は
じ
め	 

１
時
間	 

	 
１．学習のめあてと筋道を理解し，学習の進め方について見通しを持つ。	 

	 	 	 学習の目標	 より多くの仲間とゲームを楽しむタグラグビー	 

	 	 ねらい１：いろいろなチームとゲームをして楽しみながら、自分たちのチームの特徴に気づく。	 

	 	 ねらい２：自分たちのチームスタイルを作り、相手に応じた作戦を工夫してゲームを楽しむ。	 

２．チーム決め	 

	 	 ・６チーム編成（１チーム５～６名、きく組ゆり組混合）	 

・リーダー決定（男子６名、女子６名）→メンバー編成	 

・チーム名、かけ声	 

３．学習カードの活用の仕方を知る。	 

	 	 ・試合記録、学習のふりかえり	 

４．準備や後片付けの分担をする。	 

	 	 ・ボール、タグ＆ベルト、コーン、得点板等	 

過程	 学習のねらいと活動	 指	 導	 

な
か	 

䥹
１
１
時
間
䥺	 

	 

	 

	 

	 

○学習の準備をする。	 

○準備運動を兼ねた簡単な練習をする。	 

	 

○ゲームをする。（総当りリーグ戦）	 

	 ・１試合５～７分	 

	 ・審判なし（セルフジャッジ）	 

	 

○ゲーム終了後にチームミーティング	 

	 を持つ。（５分）	 

	 ・ルールやマナーに関する問題	 

	 ・攻め方、守り方	 

○全体ミーティングを持つ。	 

	 ・ルールやマナーについて共通理解を持

つ。	 

○学習の後片付けをする。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

・子どもが主体となって安全に活動の準備ができるようにする。	 

・活動にあった準備運動をすることができるようにする。	 

・チームごとに児童を観察し、必要に応じて指導する。	 

・ルールの理解が不十分な子どもに声をかけ修正する。	 

・ボールを持っている人の背中が見える位置にいることを意識	 

させる。	 

・走り込んでボールをもらうことを意識させる。	 

	 

	 

	 

	 

・共通理解の必要な事項に絞って	 

	 全体の話し合いの話題に取り上げる。	 

	 

・子どもが主体となって安全に活動の後片付けができるようにす

る。	 

	 

ねらい１	 

いろいろなチームとゲームをして楽しみな

がら、自分たちのチームの特徴に気づく。	 



䥹
本
時
９
時
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目
䥺	 

	 

	 

	 

	 

	 

○学習の準備をする。	 

	 

○準備運動を兼ねた簡単な練習をする。	 

	 

○ゲームをする。	 

	 ・１試合７分	 

	 ・審判なし（セルフジャッジ）	 

○試合の合間にチームミーティングを	 

持つ。	 

○試合の反省をもとに修正練習をする。	 

	 ・攻め方、守り方	 

	 	 ・練習	 

○全体ミーティングを持つ。	 

	 ・全体にかかわる内容の確認	 

	 ・その他	 

○学習の後片付けをする。	 

	 

	 

	 

	 

	 

・子どもが主体となって安全に活動の準備ができるようにする。	 

	 

・課題練習とチームの作戦に応じた練習ができるようにする。	 

	 （ランニングパス、１対１）	 

・自分のチームの良さや相手チームの良さに着目し作戦が立てら

れるように声をかける。	 

	 

・試合の反省をもとに練習できるようにする。	 

	 

	 

	 

	 

・プレーの中で見つけた動きを発表する。	 

	 

	 

・子どもが主体となって安全に活動の後片付けができるように	 

する。	 

ま
と
め
䥹
３
時
間
䥺	 

	 ○クラスカップ	 タグラグビー大会を開催する（１時間）	 

	 ・チームリーダーが計画し、子ども主体で大会を運営する。	 

○学年カップ	 タグラグビー大会を開催する（２時間）	 

	 ・各クラスのチームリーダーが計画し、子ども主体で大会を運営する。	 

	 ・クラスカップの結果を参考に力の合ったチームでプールを編成し、リーグ戦を行う。	 

	 

１単位時間の学習の流れ	 

ねらい１	 

準備	 

５分	 

集合	 

５分	 

ゲーム１	 

７分	 

	 

２分	 

ゲーム２	 

７分	 

	 

２分	 

ゲーム３	 

７分	 

まとめ・片付け	 

１０分	 

ねらい２	 

準備	 

５分	 

集合	 

５分	 

ゲーム１	 

７分	 

打ち合わせ＆練習	 

１１分	 

ゲーム２	 

７分	 

まとめ・片付け	 

１０分	 

	 

	 

	 

	 

	 

ねらい２	 

自分たちのチームスタイルを作り、相手に応

じた作戦を工夫してゲームを楽しむ。	 


