
Ⅰ　目的

「平成24年度　都立特別支援学校教育課程編成基本方

針（平成23年10月　指導部義務教育特別支援教育指導課）

Ⅱ　共通事項―指導の重点―　10 体育指導等の充実」

に障害の種類や程度に応じた体力テストの工夫と、「体

つくり運動」の実施など体育の授業の充実が示されてい

る。

本研究では次の 3点により実践的に研究を行い、小学

部における基本的な運動の指導について考察する。

①　診断的評価や学習環境等から基本的な運動の指導

の授業を計画し実践する。

②　実践する中で児童の実態をMEPA-Rにより形成的

に評価し、授業を改善する。

③　授業の実践を振り返り体育指導について考察し、

今後の課題を検討する。

Ⅱ　対象と実践
対象はA特別支援学校　小学部 1学年 1 組（ 4 名）お

よび 2組（ 6名）の計10名とした。

1 観察法による個々の児童の診断的評価

立位の保持と歩行の安定が十分でなく、立位から座位

への姿勢変換が容易でない児童が 2名、歩行や走行は行

えるが、まっすぐに歩いたり走ったりすることが難しく、

座位の姿勢が崩れやすいなど姿勢保持が十分でない児童

が 5 名、自由に走り回ったり、とび跳ねたりできるが、

周りの動きなどに注意することが難しい児童が 2名であ

った。能動的に運動に取り組まない自閉症の傾向を示す

児童が1名であった。

2 「朝の運動」の内容

運動ごとに異なる音楽を連続的に構成し10種類の運動

課題を設定した。一つの運動課題の時間は運動負荷の違

いを考慮し15秒から 1分程度とし、運動の持続が保たれ

るように設定した。教室で実施することから平均台など

の体育用具は用いないこととした。

3 MEPA-Rの結果と分析

欠席 1名を除く 9名にMEPA-Rのアセスメントを実施

した。運動・感覚分野の姿勢の領域と移動の領域につい

て集計し、分析を行った。（結果は表 2を参照）

就学前や入学後に経験あるいは学習している内容は達

成率が高い。片足立ちや直線上の歩行など平衡を保つこ

とや片足に加重する運動に課題があることが多い。平均

台や階段（台）を用いるなど器具があると達成されるも

のがある。単に“跳ぶ”や“歩く”だけではなく“○○
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表1　実践の概要�

PD�
CA

月日・目的� 概要�

5/25・�
打合わせ�

5/27・�
診断的評価�

取組み検討�

6/17, 7/8, 9/6・�
｢朝の運動｣の�
導入と評価�
9/9, 9/21･�
アセスメント�

10/5・｢朝の�
運動｣の経過�
観察、評価�

取組み再検討�

10/14･｢朝の�
運動(後期)｣の�
導入�

10/21･｢朝の�
運動(後期)｣の�
経過観察､評価�

6/16･打合せ�

協力学年の教員と打ち合わせを行い、登校後
の「日常生活の指導」の時間に10分以内で毎
日取り組める運動を行うこと、場所は教室で
行うことを確認した。�

上記の環境条件と個々の児童の実態、担任のニー
ズと実態、基礎研究による体育指導に音楽を
用いること有効性から、ラジオ体操のように
動きごとに曲調が変化するなかで、可能な動
きを中心に10種類の運動を行う活動（以下　
朝の運動）を設定した。�

研究対象児童の観察による実態把握を行い、
放課後に協力教員と実態と身につけたい力や
体づくりのニーズを共有した。�

「朝の運動」を導入し、観察法により児童の様
子を記録し、担任と共有した。個々の児童の
課題や支援の方策について検討した。�

児童の活動に対する興味・関心が減少し活動性
が低下してきていることを担任と確認した。現
行の｢朝の運動｣と児童の活動の様子について形
成的評価を行い、取り組みを検討した。�

取組む時間や授業、場所は変更しない。運動課
題はあまり変えずに達成している運動に“目を
つむって”、“合図に合わせて”、“線上を”など
他の要素を加えて少しの変化を加えることとした。
（以下　朝の運動(後期)）�

個別に児童を抽出し、MEPA-Rによるアセス
メントを行った。（9/9、4名）（9/21、5名）�

｢朝の運動(後期 )｣の導入を行い、1回行った。�
以後は担任が指導を行うことを確認した。�

｢朝の運動 (後期 )｣ の様子を観察し、担任と児
童の様子を共有し、個別の支援を検討した。�

「朝の運動」を担任に提案し、調整を行った。�
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しながら○○する”などの条件を加え

て運動することに課題が見られる。

また、アセスメント実施中の様子か

らは、直線上の歩行に関する課題では

「（踏み外しても落ちる心配はないから）

雑に渡る」「早く渡ろうとする」など注

意の意識や課題の理解が十分ではない

様子が見られた。

「つま先立ち歩き」など多様な歩き

方をすること、片方の足で立つこと、達成している運動

課題に“目をつむって”、“合図に合わせて”、“線上を”

などの条件を加えて運動することが中心的な課題となる

ことが分かった。

4 取り組みの再検討

達成している運動に“目をつむって”、“合図に合わせ

て”、“線上を”などの条件を加えて運動課題を構成する

こととした。関心・意欲が持続している“足を軸に回転

する運動”や個別の課題として続けて取り組むことが望

まれる運動課題は残していくこととした。

深呼吸の場面の運動課題は、安定した姿勢を保持する

ことをねらいとし、体育座りとなり、安定した姿勢で深

呼吸やストレッチなどの静的な運動課題を設定した。

Ⅲ　結果

1 児童の変容

（1）達成度の変容
「両方の足で跳ぶ運動」「片方の足で立つ運動」では、

比較して評価できる 8名の児童のうち 6名の到達度が上

がった。

（2）質的な変容
次の運動課題への切り替えが早くなった。1 名を除い

て、いきいきと活動することができた。どの児童も運動

に「ぎこちなさ」が少なくなった。（無駄な動きが少な

くなり、効率のよい動きができてきた。）言葉かけの支

援が無くても二人組で運動に取り組むなど児童同士の関

わり合いが多くなった。「朝の運動」後の「朝の会」で

は椅子に安定して座れるようになり、日課の確認などで

視覚的な提示物を集中して見る様子が多くなった。発表

する時の立位姿勢が安定し、しっかりした声で発表でき

るようになった。集団での移動時には 2組の 6人が手を

つないで、ふらつかずに移動できることが多くなった。

2 支援の変容

活動に積極的な児童が他の児童の手本となり、運動の

切り替えに遅れがちな児童は友達の様子を見て動き出す

ことが見られた。これにより教員の支援が少なくなった。

Ⅳ　考察

1 運動の楽しさを味わわせるための指導・支援技術を

身につけること

運動に取り組む導入の段階として、運動遊びの楽しさ

を味わわせ、動機付けをすることが重要である。

それを前提として、ねらいとする運動技能などの目標達

成に導いていく必要がある。そのためには教師は実技指

導だけではなく、支援技術を身につけなければならない。

2 学習と授業（支援、指導）の評価の一体化

本研究では 1回の診断的評価と、観察、標準化アセスメ

ント、段階的評価の 3 種類のべ 5 回の形成的評価とを行

った。いずれも個々の児童についての評価であるが、授業

改善を図るための資料となった。児童の学習状況を分析

することが授業評価でもあり、学習と授業（支援・指導）の

評価が一体であることを、実践を通じて確認した。

3 ティーム・ティーチングにおける記録の活用

本研究者は経過観察の記録を毎回、担任に手渡した。

教員が時間を共有できない時に、伝達する手段として有

効であった。評価はA4用紙1枚に納まっている。多忙感

が少なくないとされている教育現場において、詳細で膨

大な評価資料が必ずしもティーム・ティーチングにおけ

る共通理解を深めるものとは限らないと考える。共通理

解を図るための材料として過多な情報を避けたことは有

効であったと考える。

Ⅴ　今後の課題

1 教育課程の検討

本研究では「日常生活の指導」で体育的な活動として

取扱っている。教育課程の充実からもその妥当性を検討

する課題が残った。

2 標準化されたアセスメントの活用

評価の時間は一人の児童に対して40分以上かかること

が多かった。児童の学齢を考慮するとアセスメントを行

なう環境は十分に配慮する必要があった。

アセスメントを実施する技術の向上が課題となった。
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チェック�ス�テ�ー�ジ�
内�容等� � 第�３� 第�４� 第�５� 第�６� 第�７�

領�域�項�目�番�号�1�0�1�1�1�2�1�3�1�4�1�5�1�6�1�7�1�8�1�9�2�0�2�1�2�2�2�3�2�4�2�5�2�6�2�7�2�8�2�9�3�0�

姿�勢 �達�成数�※ �7 9 8 �9 �7 8 7 5 1 �4 �6� �3� �2� �2� �3� �4� �1 0 1 0 �0�

移�動 �達�成数�※ �9 9 9 �9 �9 7 4 8 2 �0 �4� �3� �1� �7� �3� �2� �5 1 1 0 �0�

（ｎ＝９）※　達成数は全ての対象9名のうち内容を達成した対象の数�
（チェックステージ第1、第2は達成数がすべて「９」）�

表2　MEPA-R集計表�


