
プログラムを取り入れた指導事例（小学校５年 体育）

第５学年 体育科学習指導案

本実践では，「思考し，表現する力」を高める実践モデルプログラムの４つの学習プロセス「見

出す」「調べる」「深める」「まとめあげる」を以下のようにとらえて活用している。

「見出す」：ティーボールの攻撃と守備についてのドリルゲームを行ったり、モデリングを見た

りする中で、メインゲームでの課題が何かを考え、学習カードに記入する。

「調べる」：自分が考えた課題のポイントを意識しながら、メインゲームを行い、確かめる。

「深める」：メインゲームで自分が試した動きや判断を振り返り、学習カードに記入する。記入

後、、友達と話し合い、より効果的な動きや適切な判断について考える。

「まとめあげる」：自分の考えや判断を整理し、学習のまとめをする。

１ 単元名 「一致団結！秋津甲子園」 （ボール運動 ベースボール型「ティーボール」）

２ ティーボールの特性

（１）一般的な特性

・投げられたボールをバットで打つことがまだ難しい児童に，ベースボール型ゲームの楽しさを

味わわせることができるゲームである。

・「打つ」「走る」「捕る」「投げる」の技能で得点を競い合う運動である。

・規則的に攻守を交代し，攻撃と守備の両方を楽しむことができる運動である。

（２）児童から見た特性

・小さなボールを投げたり捕ったりすることが難しい運動である。

・攻撃面では，一人一人に打撃の機会が保証されているため，一人一人の存在が認められ，安心

してプレーできる運動である。

・守備面では，最小限の得点でアウトにする方法を考えることを通して，集団的達成の喜びを味

わうことができる運動である。

３ 児童の実態（※観点およびアンケートの内容のみを記載）
（１）興味・関心
「体育は好きですか？それはなぜですか？」

好き

どちらかというと好き

どちらかというと嫌い

嫌い

「ボールを使った運動は好きですか？それはなぜですか？」

好き

どちらかというと好き

どちらかというと嫌い

嫌い

「ベースボール（野球）のルールは知っていますか？」

よく知っている 少しは知っている あまり知らない 知らない



「ベースボールはやってみたいですか？それはなぜですか？」

とてもやってみたい

少しやってみたい

あまりやりたくない

やりたくない

「野球を習っていますか？または習っていたことがありますか？」

はい いいえ

（２）技能

投・捕の技能①（２人組 １０ｍ）
…６０秒のキャッチボール累積継続回数

記 録 ２０以下 ２１～２５ ２６～３０ ３１～３５ ３６以上

ペアの数
（男女別）

投・捕の技能②（２人組 ２０ｍ 捕る前にバウンド・ゴロになる球）

…６０秒のキャッチボール累積継続回数

記 録 １０以下 １１～１５ １６～２０ ２１～２５ ２６以上

ペアの数
（男女別）

打撃の技能①（ティーにセットして打つ）５回スイング中の打球の状況

…バットがボールに当たった回数

記 録 ０ １ ２ ３ ４ ５

人 数

打撃の技能②（テーにセットして打つ）５回スイング中の打球の状況

…１０ｍ地点までバウンドしたり，ゴロになったりしないで飛んだ打球の回数

記 録 ０ １ ２ ３ ４ ５

人 数

（３）仲間とのかかわり

（４）学び方

４ 指導の工夫

（仮説）

指導内容を明確にし，教材や仲間とのかかわりを工夫すれば，自ら体育学習に取り組む子になるだろう。



（１）高学年「ボール運動 ベースボール型」ティーボール指導内容整理表

単 元 １時間ないし数時間 具体の動き（具体的・事実的） 用いる用語（名称，記号，擬音語を含む）

（学習指導要領）（学習指導要領解説） （運動する際の「考え」を含む） 用いる学習形態【仲間とのかかわり】

簡易化されたゲ ・止まったボールや ○止まったボールや易しく投 ・ボールをよく見て

ームで，ボール 易しく投げられた げられたボールを打つこ ・打ったら走る

を打ち返す攻撃 ボールを打ったり と。 ・アウト

や隊形をとった 走塁をしたりして ○ボールを打ったら一塁に向 ・打順

守備によって攻 攻撃し，また，そ かって全力で走ること。 ・守備位置

防をすること。 れを阻止するため ○打球を体の正面で捕球する

に捕球したり送球 こと。

したりして，攻守

を交代するゲーム ○守備者は，進塁を防ぐ位

ができるようにす 置に移動すること。 【チーム・チーム対抗】

ること。

・チームとして守備 ○チームや打者の特徴に応じ ・進塁

の隊形をとってア て守備の隊形を考えるこ ・打球

ウトにする（進塁 と。 ・守備位置

を防ぎ，得点を与 ・ベースカバー

えないようにする） ○守備者は，打球を捕球し ・中継

動きができるよう たときの状況に応じて， ・ランナー

にすること。 アウトがとれる位置に送

球すること。 【チーム・チーム対抗】

・止まったボールや ○打つときは，耳の後ろでバ ・ボールを最後までよ

易しく投げられた ットを構えること。 く見る

ボールをバットで ○打つときは，自分の体の中 ・腰を回す

フェアグラウンド 央より前方にボールを置い ・ボールの位置は正面

内に打つこと。 て振ること。 より前

○打つときは，軸足からもう ・軸足

一方の足に体重移動させて

打つこと。 【チーム・チーム対抗】

・打球方向に移動し， ○捕球するときは，体の正面 ・打球をよく見て

捕球すること。 で捕ること。 ・低く構えて

○捕球するときは，手の平を ・ボールの正面に移動

大きく開くこと。 しよう

○低い位置で捕球するとき ・手の平を大きく開い



は，膝を曲げて姿勢を低く て

すること。体を低くするこ ・膝を曲げて通せんぼ

と。 【チーム・チーム対抗】

・捕球する相手に向 ○ボールを投げるときは，踏 ・最後まで相手を見る

かって，オーバー み出す足のつま先が目標に ・投げる方向に足を踏

ハンドで投げるこ 向くようにすること。 み出すよ

と。 ○投げるときは，捕球する相 ・かに・ひじ・足上げ

手が捕りやすい速さで投げ て・びゅん

ること。 ・どこに投げればよい

○投げるときは，捕球する相 かな

手が捕りやすい位置に投げ 【チーム・チーム対抗】

ること。

・できるだけ速く走 ○走塁するときはスピードを ・走塁

塁すること。 落とさずにベースを踏むこ ・弧を描くように走ろ

と。 う

○次の塁に進むときは，弧を ・しっかりベースを踏

描くようにベースを踏んで もう

走り抜けること。 【チーム・チーム対抗】

（２）教材の工夫

・１チーム５～６人の６グループで，野球経験者や能力に偏りがないように編成する。

・ボールの飛びやすさと，ゲームのバランスを考えて，バットはプラスティックバット，ボー

ルは恐怖心の生じにくいものを使用する。

・安全と授業規律を考慮し，打った後のバットはコーンの中に入れてから走塁する。

・安全と授業規律を考慮し，攻撃チームは打順を待つ場所（ベンチ）から出ないようにする。

・ボールが小さく捕球が難しいため，簡易型のグローブ（自作）を使用する。

○メインゲーム

守備者が打球を捕球したときの状況に応じて，効率よくアウトがとれるように，捕球や中継の役

割分担ができるようにする。

【主なルール】

・攻めと守りを交代しながら行う。１ゲームあたり２～３交代。

〈攻めのルール〉

・６人が１回ずつ打席に入ったら交代（５人チームは，同じ人にならないように２回打つ人を１

人決める）。

・バッターがティーに置いたボールを打ち，１塁→２塁→３塁→ホームと走塁する。アウトにな

るまで走塁を続け，最大２周することができる。

・塁を踏むごとに１点が入り，打者１人あたり最大２周で８点まで入る。



・ファールゾーン（左右とホーム周辺）に打った場合，空振りの場合は打てるまでやり直す（三

振はない）。

・打ったら走塁する前にバットをコーンに入れる。

〈守りのルール〉

・４人で守り，全員が出られるように交代する。

・１塁，２塁，３塁，ホームそれぞれのアウトゾーンにボールが送球されればアウトとなる。

・送球されたボールを捕球できなくても，手やグローブ（自作）に当たれば送球されたとみなす。

・打球を直接キャッチしたときも，同じように送球してアウトとする。

○タスクゲーム

守備者が打球を捕球したときの状況に応じて，どこでアウトをとるか判断できるようにする。

【主なルール】

・攻めと守りを交代しながら行う。１ゲームあたり２～３交代。

〈攻めのルール〉

・６人が１回ずつ打席に入ったら交代（５人チームは，同じ人にならないように２回打つ人を１

人決める）。

・バッターがティーに置いたボールを打ち，１塁→２塁→３塁→ホームと走塁する。アウトにな

るまで走塁を続け，最大２周することができる。

・塁を踏むごとに１点が入り，打者１人あたり最大２周で８点まで入る。

・ファールゾーン（左右とホーム周辺）に打った場合，空振りの場合は打てるまでやり直す（三

振はない）。

・打ったら走塁する前にバットをコーンに入れる。

〈守りのルール〉

・４人で守り，全員が出られるように交代する。

・１塁，２塁，３塁，ホームそれぞれのアウトゾーンに，ボールを持って守備全員が入ればアウ

トとする。

・打球を直接キャッチしたときも，同じようにアウトゾーンに入ればアウトとする。

○ドリル・ドリルゲーム

①１対１キャッチボール

・ダイレクト，ゴロ，バウンドなど，ゲーム中にありそうなボールでキャッチボールをする。

・３０秒間一定距離でキャッチボールを繰り返し，累計して何回できるか挑戦する。

②ベースランニング

・弧を描くようにスムーズに走る。

・チーム全員の合計が何秒か記録して，記録の向上を目指す。

③バッティングマシーン

・ロープに吊されたボールを正しいフォームで打って，前に飛ばす。

・友達にスイングの仕方やボールと構える位置が正しいか見てもらう。

④スローインノック（単元後半に行う）

・守備位置についた仲間に向かって，１人がホームからボールを投げ，アウトにする練習をする。

・チームの守備の課題を克服することを考えて行う。

（３）仲間とのかかわりの工夫

・チームで教え合ったり，励まし合ったりしている姿を認め，全体に広める。

・ゲームに出ていない子どもには，チームの様子を観察させて課題を見つけさせたり，応援させ

たりする。

・チームの目標や，円陣など，チームの気持ちを高揚させるパフォーマンスを取り入れ実践させ

る。



５ 学習のねらいと評価

（１）ねらい

●関心・意欲・態度・・ルールを守り，安全に気をつけながら，進んで運動に取り組むことがで

きる。

友達と励まし合って練習やゲームをしたり，勝敗の結果を素直に受け止

めたりすることができる。

◎思考・判断・・・・・チームの特徴に合った守りの方法を考えたり，そのときの状況に合った

判断をしたりすることができる。

○技能・・・・・・・・打つ，捕る，投げる等のボールを操作する技能を身につけ，ゲームを行

うことができる。

（２）評価規準

関心・意欲・態度（関） 思考・判断（思） 技能（技）

・ティーボールのゲームに進ん ・打球とランナーの状況に応 ・ティーに置かれたボールを

で取り組もうとする。 じ，得点を与えない守備の 安定したフォームで打つこ

・ルールやマナーを守り，友達 仕方を見つけている。 とができる。

と助け合って練習やゲームを ・個人やチームの力に合わせ ・スムーズにベースを踏みな

しようとする。 て守る位置を見つけている。 がら走ることができる。

・安全に気をつけて準備，運動， ・チームの特徴を生かした作 ・打球に対して正面に入って

片付けをしようとする。 戦や練習方法を見つけてい 捕球することができる。

る。 ・相手が捕れる位置にボール

・相手チームに応じた作戦や を投げることができる。

練習方法を見つけている。

６ 単元の指導構成

（１）単元構成（４５分×１０回）（●関心・意欲・態度，◎思考・判断，○技能）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ⑦ ８ ９ １０

0 ・心構えの確認 習得 習得

・チームのパフォーマ ドリルゲーム ドリルゲーム
ンス決定 ・１対１キャッチボール ・スローインノック

（ダイレクト・ゴロ・バウンド） ・バッティングマシーン
・バッティングマシーン

・学習の進め方の確認 ・ベースランニング
※時間を区切って交互に行う

・試しのメインゲーム ゲームに必要な技能を身につけよう

①打つ ②捕る ③投げる
活用

15 学習したことを生かしてメインゲーム

ティーボー 習得 で勝負しよう。
ルを楽しむ タスクゲーム
ためには， ・ティーボールⅠ メインゲーム

どんなこと ・ティーボールⅡ
を学習して ・２周まで走塁

いけばよい ・ボールをもって全員がアウトゾ ・２周まで走塁
だろう。 ーンに入ればアウト ・アウトゾーンに送球し，グローブに当

30 ・打者一巡でチェンジ たればアウト



・打者一巡でチェンジ
習得

守備者は，進塁を防ぐ位置に移 守備者は，打球を捕球したときの状況
・ドリルゲーム 動すること。 に応じて，アウトがとれる位置に送球

すること。
45

●チームで ●ティーボールⅠのルールを確認 ●メインゲームのルールを確認し，チー
協力してい し，協力してゲームを行ってい ムで協力してゲームを行っている。

くための約 る。 ◎どこでアウトにすればよいのか判断す
束を確認 ◎どこでアウトにすればよいのか ることができる。

する。 判断することができる。 ◎効率よくアウトにするために，ベース
●○基本的 ○打球を正面で止めることができ カバーの動きができる。
なルールを る。 ○打球を正面で止めることができる。

確認し，試 ○打球を手の平を開いて捕ること ○打球を手の平を開いて捕ることができ
しのゲーム ができる。 る。

を行う。 ○安定したスイングでボールを打 ○ねらった相手が捕れるボールを投げる
◎学習のゴ つことができる。 ことができる。

ールイメー ○安定したスイングでボールを打つこと
ジをもつ。 ができる。

７ 本時の学習（７／１０）

（１）学習のねらい

◎思考・判断・・打者と打球の状況に応じて，アウトにしやすい位置を守ったり，効率よくアウ

トにするための役割を判断したりしている。

○技能・・・・・アウトにするために，捕球，投球の動きができる。

（２）展開 ●関心・意欲・態度 ◎思考・判断 ○技能

時配 学習内容・活動 指導と支援（●・◎・○）と評価

２ １ 準備をし，チームの意欲を引き出す。 ●クラスの全チームが協力して学習すること，

・クラス全員で円陣 チームの一体感を意識させるために，気持

・チームで円陣・得点のパフォーマンス ちを前面に出せる雰囲気を作る。

〈習得〉

１０ ２ ドリルゲームを行う。 ○バッティングマシーンでは，自分の体の前

・スローインノック（コート） にボールの位置がくるように構えさせる。

・バッティングマシーン（コート脇） ○振り切るまで，バットを両手で握り続ける

（時間を区切って交互に行う） ことを意識させる。

◎スローインノックでは，チームの力に合っ

たボールを投げ入れるようにさせる。

３ ３ モデリングを見て，メインゲームの ◎ボールを捕球したところで止め，守備者が

課題を確認する。 がどんな動きをすればアウトをとれるか考

えさせる。

なるべく得点をとらせないためには，どのようにしてアウトにすればよいだろう？

○守備者は，打球を捕球したときの状況に応じて，アウトがとれる位置に送球す

ること。

５ ４ 有効な動きと判断について考え，一 ◎一人ひとりが自分の考えを学習カードに書

人ひとりが学習カードに書き，簡単 くことができるようにするために，考えが

に確認する。 浮かばない児童には，前時までの学習を振



・捕球したときの判断 り返らせる。

・捕球していない人の動き ◎ボールを捕球した人の判断とボールを保持

していない人の動きについて，図や言葉で

学習カードに書かせる。

◎それぞれの動きや判断は，メインゲームⅠ

で学習してきた内容が基になるので，前時

までに学習した内容はわかりやすく掲示し

ておく。

１５ ５ メインゲームを行い，課題に対する ○ボールを捕球したときの判断，ボールを保

個々の解決方法を試す。 持していないときの動きの両方を意識させ

・ティーボールⅡ る。

【主なルール】

・攻めと守りを交代しながら行う。１ゲ ◎自分の解決方法を試している児童を称賛し，

ームあたり２～３交代。 全体に広める。

〈攻めのルール〉

・６人が１回ずつ打席に入ったら交代（５ ◎本時のめあてを意識できるように，常に声

人チームは，同じ人にならないように に出して伝える。

２回打つ人を１人決める）。

・バッターがティーに置いたボールを打 ◎ゲームに出ていない児童には，チームのよ

ち，１塁→２塁→３塁→ホームと走塁 い動きや判断についてアドバイスできるよ

する。アウトになるまで走塁を続け， うに意識させる。

最大２周することができる。

・塁を踏むごとに１点が入り，打者１人 ○ボールを落としてしまっても，アウトにす

あたり最大２周で８点まで入る。 る動きにつながっていたら，大いに称賛す

・ファールゾーン（左右とホーム周辺） る。

に打った場合，空振りの場合は打てる

までやり直す（三振はない）。 ●得点をとったり，アウトにしたりした時は，

・打ったら走塁する前にバットをコーン チーム全体で喜びを共有できるように，チ

に入れる。 ームパフォーマンスをさせる。

〈守りのルール〉

・４人で守り，全員が出られるように交

代する。

・１塁，２塁，３塁，ホームそれぞれの

アウトゾーンにボールが送球されれば

アウトとなる。

・送球されたボールを捕球できなくても，

グローブや手に当たれば送球されたと

みなす。

・打球を直接キャッチしたときも，同じ

ように送球してアウトとする。

７ ６ メインゲームで試した効果的な動き ◎ボールを捕球したとき，ボールを保持して

や判断について学習カードに記入し， いないときの判断や動きについて振り返ら

話し合う。 せ，学習カードに記入さる。

T：この位置で打球を捕ったとするよね。
アウトにするためには，どうすれば ◎児童の考えをまとめ，次時からの学習内容

いいかな？ を確認する。

C：走者の前に投げる。（アウトにする位
置は既習） 守備者が，打球を捕球したときの状況に応

T：投げたいところに届かない場合はど じて，アウトがとれる位置を見つけている。

うすればいいかな？ （思考・判断）【行動・発言の観察】

C：他の人がつなげばよい。（中継）
T：ベースで捕るのは誰がいいかな？
C：アウトを取りたいベースに近い人。 アウトにするために，捕球や投球ができる。

（技能）【動きの観察】



３ ７ 学習の振り返りをし，後片付けをす ●安全に気をつけさせ，協力して片付けるよ

る。 うに助言する。

(３)場の設定

メインゲーム ティーボールⅡ

フェアゾーン

アウトゾーン

ファールゾーン ファールゾーン

ファールゾーン

○メインゲーム

守備者が打球を捕球したときの状況に応じて，効率よくアウトがとれるように，捕球や中継の役

割分担ができるようにする。

【主なルール】

・攻めと守りを交代しながら行う。１ゲームあたり２～３交代。

〈攻めのルール〉

・６人が１回ずつ打席に入ったら交代（５人チームは，同じ人にならないように２回打つ人を１

人決める）。

・バッターがティーに置いたボールを打ち，１塁→２塁→３塁→ホームと走塁する。アウトにな

るまで走塁を続け，最大２周することができる。

・塁を踏むごとに１点が入り，打者１人あたり最大２周で８点まで入る。

・ファールゾーン（左右とホーム周辺）に打った場合，空振りの場合は打てるまでやり直す（三

振はない）。

・打ったら走塁する前にバットをコーンに入れる。

〈守りのルール〉

・４人で守り，全員が出られるように交代する。

・１塁，２塁，３塁，ホームそれぞれのアウトゾーンにボールが送球されればアウトとなる。

・送球されたボールを捕球できなくても，グローブや手に当たれば送球されたとみなす。

・打球を直接キャッチしたときも，同じように送球してアウトとする。



タスクゲーム ティーボールⅠ（仮）

フェアゾーン

アウトゾーン

ファールゾーン ファールゾーン

ファールゾーン

アウト！

○タスクゲーム

守備者が打球を捕球した時の状況に応じて，どこでアウトをとるか判断できるようにする。

【主なルール】

・攻めと守りを交代しながら行う。１ゲームあたり２～３交代。

〈攻めのルール〉

・６人が１回ずつ打席に入ったら交代（５人チームは，同じ人にならないように２回打つ人を１

人決める）。

・バッターがティーに置いたボールを打ち，１塁→２塁→３塁→ホームと走塁する。アウトにな

るまで走塁を続け，最大２周することができる。

・塁を踏むごとに１点が入り，打者１人あたり最大２周で８点まで入る。

・ファールゾーン（左右とホーム周辺）に打った場合，空振りの場合は打てるまでやり直す（三

振はない）。

・打ったら走塁する前にバットをコーンに入れる。

〈守りのルール〉

・４人で守り，全員が出られるように交代する。

・１塁，２塁，３塁，ホームそれぞれのアウトゾーンに，ボールを持って守備全員が入ればアウ

トとする。

・打球を直接キャッチしたときも，同じようにアウトゾーンに入ればアウトとする。



学習カード①

氏名

これを考えないといけないですね。どうすればいいのかな？

できるだけ点数をとらせないでアウトにするにはどうすれ
ばよいだろう？

あなたの考えを図や言葉で直接書き込もう

まとめ



学習カード②

氏名

これを考えないといけないですね。どうすればいいのかな？

できるだけ点をとらせないためには，だれがどのようにし
てアウトにすればよいだろう？

あなたの考えを図や言葉で直接書き込もう

まとめ


