
  京都市立西総合支援学校授業案

体を動かそう 

～ウエスト筋肉番付～
京都市立西総合支援学校 小学部

活動グループ：  ４～６年ユニット（男子６名、女子２名、計８名）

授 業 者：  ◎吉本早苗・井上陽子・浪崎まどか（指導案作成者◎）

授 業 期 間 ： １０月２９日～３月６日 全１７回 １７時間

本 時： １２月２日 １０：３０～１１：１５（第３校時） ６時間目／１７単位時間 

授 業 場 所 ： 体育館

ユニット参加児童の障害

■知的障害 （ ８名  内、自閉症 ７名 ）

□知的障害・肢体不自由重複障害（  ）

□その他 （   ）

１．本ユニットで取り扱う目標（３ケース抽出）

児童
短期目標 （○：ユニットの中心課題）

（・：取り扱う関連課題）
本ユニットで取り扱う行動目標

Ａ

岡田

○自分で縄を回して前跳びを３回跳ぶ ・自分で縄を回して前跳びを３回跳ぶ

Ｂ

中川

○揺れている大縄を両足で１０回以上連

続跳びをする

○手本を真似て、腕を伸ばす、腕を回す、

前屈する、屈伸するなどの動きをする

・揺れている大縄を両足で１０回以上連続跳びをす

る

・タブレット端末に映し出された手本を真似て、腕

を伸ばす、腕を回す、前屈する、屈伸するなどの

動きをする

Ｃ

三好

ゆ

○小波の大縄を足をそろえて１回跳ぶ

○指導者の言葉かけで運動場を２周走る

・小波の大縄を足をそろえて１回跳ぶ

・体育館の四隅に置かれたＶＯＣＡやベルを順に押

しながら５分間走る

２．ユニットについて

（１）児童について

Ａ：本児は、体を動かして遊ぶ活動が大好きである。これまで、補助輪を外した自転車で10ｍ程度進

んだり、インラインスケートを履いて周回コースを滑ったりすることができるようになっている。 

現在、好きだったり得意意識を持ったりしている活動には意欲的に取り組むが、難しいと感じた

活動の時には走り回ったり跳びはねたりすることがある。しかし、指導者から「頑張れ！」「でき

たね！」「すごい！」のような言葉かけを受けたり、好きな指導者に会いに行くことを楽しみにし

たりして、苦手なことに挑戦し、達成できることが増えている。「危ない、おしまい」と言って避

けていた自転車では、後ろから支え、それを徐々に弱くしていくことで、30ｍほどの距離をこいで

進むようになり、曲がることもできるようになった。机上学習でも、新規の課題であったお金の学



 

習では離席をしたり「おしまい」と言ったりしていたが、10円硬貨と100円硬貨の区別がつくよう

になると、指導者が言った値段に応じて硬貨を出すことができるようになった。このように、指導

者の支援を受けながら取り組むことで、様々なことに向かう姿を引き出し、本児のできることを増

やしていきたい。本児は現在、揺れている大縄を20回以上連続跳びすることもでき、そのまま回転

させても10回程度跳ぶことができている。この活動を、一人用の縄を使って縄跳びに取り組むこと

へ発展させていきたいと考えた。一人での縄跳びは「回す」「跳ぶ」の２つの動作で構成されてお

り、難易度の高い活動であるが、後ろ跳びやあや跳びのように跳び方の種類を増やしていくことが

でき、一人で継続して取り組むことができる活動である。縄跳びは、本児が現在自信を持って取り

組むことができる活動であり、達成の度合いが具体的な回数でわかりやすい。一人で縄跳びができ

るようになることで、好きな指導者から褒められる経験も増え、本児はますます自信を高めていく

ことができると考えられる。本児が自信を持ってできることを増やし、自分からも活動に向かって

いく姿を引き出していきたい。 

 

 Ｂ：本児は、ボール遊びやブランコ遊びなど、遊具で遊ぶことが大好きである。インラインスケート

で周回コースを滑ったり、スケートボードを自分で漕いで進んだりするなど、平衡感覚が要求され

る活動も得意である。ランニングのように、持久力を必要としたり、準備体操など人の動きに合わ

せたりする活動は苦手で、立ち止まったり、その場を離れようとしたりすることがあるが、指導者

が隣で走ったり、近くから手本を示したりするように、一対一で取り組めば続けられるものもある。 

人の動きに合わせる活動は苦手だが、ＤＶＤなどでダンスをしている映像を見ると、体を左右に

揺らしたり、少し真似たりする姿がある。指導者と一緒にいろいろな動きに挑戦することで、体を

動かす楽しさに気付き、道具がなくても自分で体を動かしてみようという意欲を育てたい。実際に

体を動かすことによって、遠くへボールを投げたり、少し難しいダンスもできるようになったりす

るなど、できる動きの幅も広がっていくと考えられる。 

本児はこれまでに、両足をそろえて大縄を跳び越えたり、揺れている大縄を指導者と対面した状

態で手をつないで跳んだりすることができるようになっている。大縄跳びは本児にとって楽しめる

活動になりつつあり、跳べる回数を増やしたり回転している大縄で跳んだりできるようになること

で、本児が意欲を持って取り組める活動がさらに楽しめるようになると考えられる。楽しみながら

できることを増やし、様々なことに挑戦していく気持ちを育てていきたい。 

 

Ｃ：本児は、ＤＶＤ等、自分で機器を操作して取り組むことが大好きで、ＤＶＤの手本を見ながらダ

ンスや体操をすることを毎日の楽しみにしており、運動しようとする意欲は高い。高度の肥満傾向

であり、跳躍したり長時間走ったりすることが難しい状態であったが、跳ぶ高さや走る時間を少し

ずつ伸ばしていくことで、10ｃｍ程度のミニハードルを両足で跳び越えたり、体育館を止まらずに

２周走ったりすることができるようになった。特に、跳躍力の向上を生かし、学校祭ではミニハー

ドルを４回連続で跳び越える姿を披露した。本児にとってジャンプは自信のある活動の一つとなっ

てきている。この成果を生かし、さらに発展させることができる活動として、大縄跳びを考えた。

まずは、小さな波のように動く縄を跳ぶことで「こんなことができた」「これもやってみよう」と

いう思いを持ち、運動への意欲をさらに高めていけると考えられる。 
ランニングでは、指導者が後方から軽く背中を押したり「かっこいい」と言葉かけをしたりする

支援で、速度に変化はあるが１～２分間走り続けることができるようになってきている。本児は音

の出る機器を使うことを好むので、周回コースのポイントにいくつか配置したＶＯＣＡやプッシュ

ベルを押しながら走る活動を設定すれば「押したい」という気持ちから、自分からその機器まで走

 



 

る姿を引き出せると考える。楽しみを取り入れながら走ることに取り組み、走る機会を増やすこと

で、肥満の進行を抑えることにもつなげていきたい。 
 

（２）ユニットの設定 
   本ユニットは、器具や器械を使い、歩いたり走ったりする等、身体をダイナミックに動かすこと

をねらいとした児童で構成されている。児童は、指導者の伴走で周回コースを走ったり、向かい合

って大縄を跳んだりする活動に意欲的に参加することができている。しかし、日常的に運動量の少

ない児童がほとんどである。身体の様々な部位を使って体を動かすことで、体力を高めたり、いろ

いろな動きに挑戦したりできるようになってほしい。これまでの学習で、全体での準備体操、ラン

ニング、大縄跳びに加え、巧技台の昇降、ウレタンブロックの飛び石を跳び越えるなど、一人ひと

りの児童の目標に応じた運動を含むサーキット運動を行なってきた。サーキット運動では、児童に

とって難しい課題も含まれており、一人ひとりに長い指導時間が必要であった。一人の児童に指導

者が付きっきりの状態が続き、サーキット運動をしていない児童にとっては待ち時間となり、それ

が離席を生じさせる要因の一つとなっていた。そこで、待ち時間を少なくし、児童一人ひとりの活

動量を増やすために、タブレット端末で撮影した動画を見ながら簡単な運動に取り組む「ストイッ

クゾーン」、それぞれの児童のねらいに応じた運動を指導者と個別に取り組む「ファイトゾーン」

の２つに分けて、同時に取り組む活動を設定した。 
   本ユニットでは、まず全体でのランニングと大縄跳びに取り組む。ランニングでは、体育館の周

回コースに沿って走ることができるように、四隅にＶＯＣＡやプッシュベルを置き、それらを押し

ながら走ることにした。各ボタンには、児童が好みそうな正解音やファンファーレなどがあらかじ

め録音してあり、ボタンを押すことを楽しみに走り続けられると考えられる。大縄跳びでは、児童

が目標とする跳び方がそれぞれ異なるため、順番で個別に取り組むことで確実に跳べるようになっ

てほしい。 
   次に「ストイックゾーン」「ファイトゾーン」の活動に取り組む。「ストイックゾーン」では、

タブレット端末に録画した動画を見ながら、ペットボトルを使ったダンベル体操、踏み台昇降の運

動を行う。児童が一人でも取り組みやすいように、ダンベル体操では左右対称の上下運動を取り入

れている。踏み台昇降では、指導者がゆっくり踏み台を昇り降りしている。どちらの運動でも「１、

２、３…」と数を数えながら手本を示している。この２つの運動をサーキット運動のように巡回し、

運動量を確保したい。「ファイトゾーン」は、児童によって活動が異なり「跳び箱グループ」（２

名）、「体操グループ」（１名）、「自分で縄跳びグループ」（１名）、「体を大きく動かすグル

ープ」（４名）の４グループに分けて、それぞれが課題とする運動に重点的に取り組むことにした。

「ストイックゾーン」「ファイトゾーン」を６分ごとに交代し、児童が体を動かしている時間を増

やして、目標となる運動に集中して向かえるようにしていきたい。 
 
（３）状況づくりと支援について 
＜状況づくり＞ 

 ○挨拶場面 

 ・「ストイックゾーン」「ファイトゾーン」の活動に入る際、同じグループの児童で動きやすいよう

に、あらかじめグループごとに分かれて座る。 

・椅子には児童の顔写真を貼り、どこに座るかがわかるようにしておく。 

○ランニング 

 ・楽しみながら走り続けられるように、周回コースの四隅にＶＯＣＡやプッシュベルを置いたポイン

 



 

トを設置する。（Ｃ） 

 ・「いつまで走るか」をわかりやすく示すために、大型テレビにタイマーを表示し、終了したら音が

鳴るようにする。タイマーは、円形で赤色部分が減っていくものとする。 

 ○大縄跳び 

 ・跳ぶ順番がわかるように、児童の顔写真をホワイトボードに縦に並べて貼る。（Ｂ、Ｃ） 

・縄が見えやすいように、床の色と同化しにくい黄色の縄を使う。（Ｂ、Ｃ） 

 ○ストイック＆ファイトゾーン 

・児童が一人で運動に取り組めるように、指導者が手本を示す動画を録画したタブレット端末を複数

台用意する。 

 ・タブレット端末の操作時に手本以外の画像が見えないようにディスプレイを設定しておく。 

 ・活動の交代を知らせるために、大型テレビにタイマーを表示し、終了したら音がなるようにする。

タイマーは、円形で赤色部分が減っていくものとする。 

 ・ストイックゾーンの休憩スペースとして椅子を用意する。 

 ・タブレット端末や踏み台を他の児童が使っている時に待つことができるように、ミニトランポリン

を跳ぶ、体育館の端から端までＶＯＣＡを押しながら走る等の活動を用意する。 

 ・跳び箱に手を付く場所がわかるように、手形を貼っておく。 

 ・一人で取り組みやすいように、左右対称の動きの体操を取り入れる。（Ｂ） 

・縄跳びへの意欲を高めるために、児童が好む指導者による手本を録画した動画を用意する。（Ａ） 

・跳びやすいように、縄にラップの芯を通しておく。（Ａ） 

・ボール投げの活動に集中して取り組めるように、ボールにマジックテープを付け、マジックテープ

がくっつく布を使用し、ボールが落ちないようにする。（Ｃ） 

 

 ＜支援＞ 

○ランニング 

 ・走りながらボタンを押すモデルを指導者が示す。（Ｂ、Ｃ） 

 ・止まりそうな児童には、後ろからの言葉かけ、背中を軽く押すなどの支援をする。（Ｃ） 

○大縄跳び 

 ・リズムよく跳びやすいように、一定のリズムで縄を揺らすようにする。（Ｂ、Ｃ） 

 ・必要に応じて指導者が手をつないで跳び、両足で連続跳びができるようになってきたら、手を離す。

（Ｂ） 

 ・跳ぶタイミングがわかるように「せーの」と合図をする。（Ｃ） 

○ストイック＆ファイトゾーン 

 ・タブレット端末の動画に合わせて指導者が「１、２」と数える言葉かけをして、ダンベルや足を動

かすリズムを伝える。 

 ・跳び箱や縄跳びの跳び方、ボールを投げる方向をモデルで示す。 

 ・動画に注目しながら取り組めるように、必要に応じてタブレット端末の動画を指差す。（Ａ、Ｂ） 

 ・目標とする回数を伝え、児童が跳ぶのに合わせて回数を数える。（Ａ） 

 

 

 

 

 



 

３．本ユニットの実施計画 

（１）授業実施計画 

   全１７単位時間（本時第６時間目） 
学習項目 内 容 状況作り及び支援の要点 時間配当 

みんなで 
運動しよう 

○ランニングをする。 
 
 
 
 
○大縄跳びをする。 
 
 
○タブレット端末の動画を大型テ

レビに映して、順番にペットボト

ルダンベル、踏み台昇降に取り組

む。 

・周回コースにカラーコーンを置

き、走るコースを示す。 

・止まりそうになっている児童に

は、軽く背中を押したり「走る

よ」と言葉かけをしたりする。 

・順番を顔写真で示す。 

・必要に応じて指導者が手をつな

いで跳ぶ。 

・タブレット端末の動画に合わせ

て指導者が「１、２」と数える

言葉かけをして、ダンベルや足

を動かすリズムを伝える。 

３時間 

一人でも 
運動しよう 

○ランニングをする。 
 
 
 
 
 
○大縄跳びをする。 
 
 
○ストイックゾーンとファイトゾ

ーンに分かれて運動する。 

・周回コースの四隅にＶＯＣＡや

プッシュベルを置き、それらを

押しながら走るポイントを設置

する。 

・走る時間を大型テレビにタイマ

ーで表示する。 

・跳ぶ順番がわかるように、児童

の顔写真をホワイトボードに縦

に貼る。 

・タブレット端末の操作時に手本

以外の画像が見えないように、

運動の動画をアルバムにまとめ

ておく。 

・活動の交代を知らせるために、

体育館の中心にタイマーをセッ

トしたタブレット端末を置く。 

・跳び箱に手を付く場所がわかる

ように、手形を貼っておく。 

・跳びやすいように、縄にラップ

の芯を通しておく。（Ａ） 

・一人で取り組みやすいように、

左右対称の動きの体操を取り入

れる。（Ｂ） 

・ボール投げの活動に集中して取

り組めるように、ボールにマジ

ックテープを付け、マジックテ

ープがくっつく布を使用し、ボ

ールが落ちないようにする。

（Ｃ） 

１４時間 

 



 

（２）指導計画（個別） 

児童 行動目標  ※本時 できる状況づくりと支援 

Ａ 

・自分で縄を回して前跳びを３回跳ぶ 
①指導者のかけ声に合わせて、リズムよくその場跳びを５回す
る                     （２時間） 

②片手に縄を持ち、縄を回して５回跳ぶ     （２時間） 
③自分で縄を回して１回以上跳ぶ  （※２時間目／７時間） 
④自分で縄を回して前跳びを３回跳ぶ      （６時間） 

 
・指導者が対面して手拍子をし
ながら「１、２」とかけ声を
かける。 

・跳びやすいように、縄にラッ
プの芯を通しておく。 

・意欲を高めるために、指導者
によるモデルを録画した動画
を手本にする。 

Ｂ 

・揺れている大縄を両足で１０回以上連続跳びをする 
①指導者と手をつなぎ、揺れている大縄を両足で５回以上連続
跳びをする                 （２時間） 

 
②指導者と手をつなぎ、揺れている大縄を両足で２回跳んだ
後、手を離して３回跳ぶ           （３時間） 

③指導者の手本を見て、揺れている大縄を両足で５回以上連続
跳びをする           （※１時間目／５時間） 

④揺れている大縄を両足で１０回以上連続跳びをする 
（７時間） 

 
 
・タブレット端末に映し出された手本を真似て、腕を伸ばす、
腕を回す、前屈する、屈伸するなどの動きをする 

①タブレット端末に映し出された手本と指導者の手本を見て、
腕を伸ばす、腕を回す、前屈するなどの動きをする（５時間） 

 
②タブレット端末に映し出された手本を指導者が指差すと、腕
を伸ばす、腕を回す、前屈する、屈伸するなどの動きをする 

                （※１時間目／１０時間） 
③タブレット端末に映し出された手本を見て、腕を伸ばす、腕
を回す、前屈する、屈伸するなどの動きをする  （２時間） 

 
・指導者が向かい合って両手を
つなぎ「ぴょん」と言葉かけ
をしながら跳ぶ。 

・つないだ手を片手にし、次第
に両手を離す。 

・必要に応じて指導者が手をつ
ないで跳び、両足で連続跳び
ができるようになってきた
ら、手を離す。 

・指導者が向かい合って両足跳
びのモデルを示す。 

 
 
・指導者が隣に立ち、同じ動き
をしながら「伸ばす」「回す」
などの言葉かけをする。 

・指導者がタブレット端末の隣
に立ち、画面を指差し、必要
に応じて言葉かけをする。 

 

Ｃ 

・小波の大縄を足をそろえて１回跳ぶ 
①張ってある大縄を足をそろえて１回跳ぶ 
                       （１時間） 
②蛇状に動いている大縄を足をそろえて１回跳ぶ （２時間） 
 
 
③小波の大縄を足をそろえて１回跳ぶ 

（※３時間目／１４時間） 
 
 
 
 
 
・体育館の四隅に置かれたＶＯＣＡやベルを順に押しながら 
５分間走る 

①体育館の四隅に置かれたＶＯＣＡやベルを順に押しながら
２分間走る           （※６時間目／６時間） 

②体育館の四隅に置かれたＶＯＣＡやベルを順に押しながら
５分間走る                （１１時間） 

 
・跳躍を引き出すために、縄を
３０ｃｍ程度の高さに張る。 

・跳ぶタイミングがわかるよう
に「せーの」と言葉かけをす
る。 

・リズムよく跳びやすいように、
一定のリズムで縄を揺らすよ
うにする。 

・跳ぶタイミングがわかるよう
に「せーの」と合図をする。 

 
 
・「いつまで走るか」をわかりや

すく示すために、大型テレビ
にタイマーを表示する。 

・止まりそうな時は、後ろから
の言葉かけ、背中を軽く押す
などの支援をする。 

 



 

４．本時の授業について 

（１）本時の展開 

学習内容（項目） 児童の活動 指導者の活動／支援 
はじめの挨拶 
 
 
ランニング 
 
 
 
 
 
 
 
 
大縄跳び 
 
 
 
 
 
 
 
 
ストイック＆ 
ファイトゾーン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
終わりの挨拶 
 
 

・グループごとに椅子に座る。 
・指導者の言葉かけに続いて「はじめます」
と言う。 

・体育館の四隅に置かれたＶＯＣＡやベルを
押しながら２分間走る。（Ｃ） 

 
 
 
 
 
 
 
・顔写真の順番カードを見たり、指導者に名

前を呼ばれたりして椅子から立ち、それぞ
れの跳び方で跳ぶ。 

・指導者の手本を見て、揺れている大縄を５
回以上連続跳びをする。（Ｂ） 

 
 
・小波の大縄を足をそろえて１回跳ぶ。（Ｃ） 
 
・活動ごとのグループに分かれて、ストイッ

クゾーンとファイトゾーンの運動を約６
分間で交代する。 

 
 
 
 
・自分で縄を回して１回以上跳ぶ。（Ａ） 
 
 
 
 
 
 
 
・タブレット端末に映し出された手本を指導

者が指差すと、腕を伸ばす、腕を回す、前
屈する、屈伸するなどの動きをする。（Ｂ） 

 
 
 
・グループごとに椅子に座る。 
・指導者の言葉かけに続いて「おわります」
と言う。 

 
 
 
・「いつまで走るか」をわかりやす
く示すために、大型テレビにタイ
マーを表示し、終了したら音がな
るようにする。 

・走りながらボタンを押すモデルを
示す。（Ｃ） 

・止まりそうな時は、後ろからの言
葉かけ、背中を軽く押すなどの支
援をする。（Ｃ） 

・跳ぶ順番がわかるように、児童の
顔写真をホワイトボードに縦に並
べて貼る。（Ｂ、Ｃ） 

・必要に応じて指導者が手をつない
で跳び、両足で連続跳びができる
ようになってきたら、手を離す。
（Ｂ） 

・跳ぶタイミングがわかるように「せ
ーの」と合図をする。（Ｃ） 

・児童が一人で運動に取り組めるよ
うに、指導者が手本を示す動画を
録画したタブレット端末を複数用
意する。 

・活動の交代を知らせるために、タ
イマーをセットしたタブレット端
末を大型テレビに接続する。 

・跳びやすいように、縄にラップの
芯を通しておく。（Ａ） 

・縄跳びへの意欲を高めるために、
児童が好む指導者によるモデルを
録画した動画を手本にする。（Ａ） 

・目標とする回数を伝え、児童が跳
ぶのに合わせて回数を数える。
（Ａ） 

・動画に注目しながら取り組めるよ
うに、必要に応じてタブレット端
末の動画を指差す。（Ａ、Ｂ） 

・一人で取り組みやすいように、左
右対称の動きの体操を取り入れ
る。（Ｂ） 

 

 



 

（２）本時の評価 

Ａ ・自分で縄を回して１回以上跳ぶことができたか 

Ｂ 
・指導者の手本を見て、揺れている大縄を両足で５回以上連続跳びをすることができたか 
・タブレット端末に映し出された手本を指導者が指差すと、腕を伸ばす、腕を回す、前屈する、

屈伸するなどの動きをすることができたか 

Ｃ 
・小波の大縄を足をそろえて１回跳ぶことができたか 
・体育館の四隅に置かれたＶＯＣＡやベルを順に押しながら２分間走ることができたか 

 

５．配置図 

  ●…ＶＯＣＡ、プッシュベル  □…タブレット端末 

 

ス
テ
ー
ジ 

 

６．授業の評価 
（自：自己評価 他：他者評価  Ａ：適切 Ｂ：どちらかといえば適切 Ｃ：どちらかといえば不適切 Ｄ：不適切） 

授業評価の観点 自 他 備 考 
適切なできる状況づくりがなされていたか    

・教材はどうだったか   

・場の構造化、物品の配置はどうか   

・支援者の配置や役割分担はどうか   

支援のあり方はどうだったか    

・支援者の話しかけや指示はどうだったか   

・教材の提示の仕方やモデルの示し方はどう 
だったか   

・子どもの様子の把握とそれに対する対応は 
どうだったか   

その他、授業者設定項目    

・タブレット端末を見て一人で運動することが
できていたか   

 

 
ピアノ 

大型テレビ 

踏

み

台 

ダ

ン

ベ

ル 

出入口 児童用椅子８脚 

巧技台 
ボ
ー
ル
投
げ 跳び箱 ミニトランポリン 
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