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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時の振り返りを通して、本時の学習のめあてをつ

かむ。 

(1) ウォーミングアップを兼ねて前時までの技を行

う。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 ・陥りやすい注意点 

・美しい倒立前転 

① 

B2 

タブレット PC で倒立前
転の見本の動画を撮影す
る。 

さぐる 

２ ペア学習を通して、個人の倒立前転の課題をさぐ

る。 

(1) 個人による課題把握 

・気づいたことや考えたことをペアに伝える。 

(2) ペア学習を通して、教えあう課題解決活動 

・課題を整理しジェスチャーで表現する活動 

・課題解決方法を話し合う活動 

 

 
 

② 

C3 

タブレット PC でペアの

倒立前転の動画を撮影す

る。 

③ 

C3 

タブレット PC で撮影し

た動画を見せながら助言

をする。 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全８時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. マット運動について知る。 

  学習の進め方やマット運動の特性、ねらいを理解す

る。 

２. 技を体験する。 

  ９つの技を実際にやってどんな技かを知る。 

さぐる 

【５時間】 

３. 習った技の練習する。【本時】 

  ９つの技について要領を説明しながら練習する。 

４. 技のつなぎの練習をする。 

  ２～３つの技をつなぐ練習をする。 

５. 技の組み立てをする。 

  ４つの技が美しくできるように組み立て練習する。 

まとめる 

【２時間】 

６. ４つの連続技の練習をする。 

  美しく、スピーディにできるよう練習する。 

７. 発表会をする。 

  お互いの発表を鑑賞し、採点し合う。 

第 7学年（中１） 保健体育 

単元名：マット運動 
 

ペアで補助や助言をしながら、

倒立前転の練習をしよう 

○ タブレット PC で技の動きを把握 単元の目標 

○ 練習に意欲的に取り組み、技が

できる楽しさを味わったり、ペ

アやグループで協力したりし

ようとしている。 

（関心・意欲・態度） 

○ 自分に合った技を選び、組み合

わせを工夫することができる。      

（思考・判断） 

○ 練習を工夫して、技を組み合わ

せて演技を構成し、発表するこ

とができる。        （技能） 

○ マット運動の技のポイントに

ついて理解することができる。      

（知識・理解） 

 

・ペアで倒立前転の練習をする楽しさや満足感を味わうことができる。（関心・意欲・態度） 

・ペアで倒立前転の練習をすることで、技を身に付けることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 見本の動画を撮影

する。 B2 

◇ タブレット PC 
教師が倒立前転の見本を行い動画に撮

影させた。 

自分たちで練習するために、熱心に撮

影していた。教師側もペアや全体を一斉

に実技指導することができないので、生

徒は見本動画を見ながら練習することが

でき、効果的であった。 

 ② ペアでお互いに技

を撮影する。 C3 

◇ タブレット PC 

ペアで各自の倒立前転を撮影させた。 

通常、自分の技の姿を客観的に見るこ

とはできないが、動画を撮ることでどう

して失敗するのかを確認でき、次への意

欲や工夫につなげることができた。 

 ③ 動画を見ながら助

言する。 C3 

◇ タブレット PC 

各自の動画を見ながらペアでお互いに

助言を行わせた。 

スロー再生や一時停止の機能を使い、

なぜできなかったのかポイントをさぐり

課題解決に向け熱心に教え合っていた。

思考力・判断力を高めるためにも効果的

であった。 

 

 

 

 

 

 

○ 見本の動画を撮って参考にすることで、技の動きを把握し、何度も確認することができた。 
○ 自分自身の動画を見ることで、できる技により近づいていけるよう、ポイントをさぐることが

できた。また、ペアに対して効果的な助言することができた。 
● 動画を撮影したり見たりすることで、運動量が減少した。 

授業を振り返って 

 

ペアの演技を撮影している生徒 

撮影した動画を見ながら助言している生徒 

教師の見本動画を熱心に撮る生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時を振り返り、本時の学習のめあてをつかむ。 

(1) 前時学習内容を想起し、本時の学習内容を把握する。 

(2)本時の学習方法の見通しを持ち、本時の学習のめあ

てを確認する。 

・既習動作と本時に行う動作を見せ、違いを確認する。 

・本時の学習のめあてについて確認する。 

 

さぐる 

２ グループ学習で、個人の打突法の課題をさぐる。 

(1)タブレットを使い「構え～打突」の動きを撮影する。 

(2)自分の動作と模範動作の違いを比較し、練習する。 

【課題の視点】 

○構えの姿勢 ○足（膝）の動き ○竹刀の構え方（持

ち方） ○振り上げ動作時の左手の位置 ○打突の時

の腕の形（動き） ○打突後の足や膝の形（動き）  

○打突時の姿勢 ○動作のスムーズさ 

【言語活動】 
・課題を整理し、タブレット PC や動作を用いて伝え 
教え合う。 

 

 

 

まとめる 

3 本時の学習をまとめる。 

(1)本時の学習のまとめを行う。 

(2)本時の学習を振り返り、次時への意欲づけを行う。 

(3)あいさつ、片づけを行う。 

○タブレット PC で撮影した動画を

スクリーンに映し発表する。 

単元計画（全１０時間） 

つかむ 

【１時間】 

１．剣道の特性をつかむ。 

(1)剣道の歴史や文化について知る。 

(2)用具の名称・扱い方の注意事項について知る。 

さぐる 

【６時間】 

２．基本動作を身に付け、礼法を大切にし、仲間ととも

に安全な練習方法をさぐる。 

(1)体さばき（自然体・足さばき）について知る。 

(2)構えと体さばき（中段の構え・足さばき・素振り）

について知る。 

(3)構えと体さばき（中段の構え・打突動作・踏み込み

動作・残心）について知る。【本時】 

まとめる 

【３時間】 

３．基本動作や対人的技能を生かした練習を行う。 

 (1)剣道具（防具）のつけ方・まとめ方・装着テストを

行う。 

(2)気剣体一致の定着を目指す打突練習を行う。 

第 7学年（中１） 体育 

単元名：武道（剣道） 
 

映像を比較しながら 
剣道の基本を習得しよう 

○ タブレット PC で技の動きを把握 単元の目標 

○ 伝統的な行動の仕方を守り、禁じ

技を用いないなど健康・安全に留

意して、学習に積極的に取り組ん

でいる。   （関心・意欲・態度） 

○ 仲間と協力し、技を身につけるた

めの運動の行い方のポイントを見

付けている。      （思考・判断） 

○ 攻防を展開するための基本動作や

基本となる技を身に付けている。                   

（技能） 

○ 武道（剣道）の特性や成り立ち、伝

統的な考え方、技の名称や行い方、

関連して高まる体力などを理解し

ている。      （知識・理解） 

 

・グループ学習で、自分と班員の打突法（構え～踏み込み動作）の課題を見つけ、その解決策を伝え合う

ことで打突法の正しい動作ができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

前時の学習内容を想起さ

せるプレゼンテーション

を行う。 

① 
A1 

タブレット PC で互いの

打突動作の動画を撮影す

る。 

② 
B2 

タブレット PC で撮影し

た動画とモデルを比べて

課題をつかむ。 

③ 
C3 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 前時の学習内容を
振り返る。 A1 

◇ タブレット PC、プロジェクタ 
前時の振り返りを、プロジェクタを

用いて行った。その際、既習動作と本

時に行う動作を見せ、違いを確認させ

た。 

生徒たちは真剣に画面を見ること

で、本時の授業の確認を行うことがで

きると同時に授業に対する意欲を持た

せることもできた。 

 ② 互いの打突動作の
動画を撮る。 B2 

◇ タブレット PC 

グループで互いの打突動作の撮影を

行わせた。その際、生徒たちは各班に

割り振られたタブレット PC を用いて

撮影を行った。 

自分たちが撮影した動画が、その後

の比較作業に用いられることから、安

全確認・撮影始めのタイミングなどを

慎重に図りながら、真剣に行うことが

できた。 

 

 

③ 撮影した動画とモ

デルを比べる。 C３ 
◇ タブレット PC 

②において、撮影した自分やグルー

プの仲間の動画と模範動画を、二画面

動画比較ソフトを用い比較させ、互い

の課題解決に向け助言を行わせた。 

生徒たちは、ソフトのスロー再生・

コマ送り機能を駆使し熱心に取り組ん

でいた。思考・判断を高め、技能向上

に効果的であった。 

 

 

 

 

 

 

○ 導入でプロジェクタを用いて説明を行うことで、生徒たちの興味・関心を高めることができた。 
○ 課題解決学習の方法として二画面を比較することができるソフトを用いたが、生徒たちはそのソフ

トの機能を十分生かし互いに伝え合うことができ、思考・判断、さらには技能も高めることができ
た。 

● 撮影・確認作業に時間を要し、活動時間（実技時間）が減少した。活動量の確保が必要である。 

授業を振り返って 

 

画面を真剣に見つめ、前時の内容を振り返る生徒 

グループで打突動作の撮影を行う生徒 

自分の動作と模範動作の違いを比較する生徒 


