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 「めざせ！かけっこ・リレー遊び名人」 授業の押さえどころ（かけっこ遊び編） 前半の授業では，主に，かけっこ遊びを取り上げます。ここでのポイントは，「まっすぐ走ること」や「コースに応じて自分の体を巧みに操作して走ること」ができるようにすることです。いろいろな運動の基礎となる動きが身に付くよう，運動を楽しく行い，走り方が身に付くようにしていきます。学習が進んだ段階では，仲間と活動の場をつくったり走り方を工夫したりし，児童自身が楽しみ方を選んだり，新しい工夫を加えたりしながらできる動きを広げていけるような活動を仕組みます。 やってみよう・動きを広げよう（第１時から第４時） １ 準備運動          動物歩きやスキップ，ギャロップなどのいろいろな身のこなしができるような動きを取り上げ，かけっこにつなげる。 ２ ねらいの確認  いろいろな走り方ができるようになろう！ ３ 学習１             ○いろいろな走り方に取り組む。 ・くねくねコース ・まっすぐコース ・くるくるコース ・ジグザグコース など ４ ポイントを確認⇒ 課題発見・解決学習  ○うまく走るためのポイントを確認する。 ・「よい児童の動き」と「よくない教師の動き」 を比べてみる場面を設定し，何がうまく走る ためのポイントなのかが，分かるようにする。    ５ 学習２   ○チームの仲間と競走（争）したり，これまでに経験したいろいろなかけっこの中から，やってみたいコースを選んだりして活動をする。 ・確認したうまく走るポイントを意識し，コースに応じた走り方ができるようにさせる。 ６ まとめ  ○進んで運動に取り組めたか，ねらいに合ったよい動きができたか，学習を振り返る。 

授業の押さえどころ（リレー遊び編） 後半の授業では，手でのタッチやバトンパスをする折り返しリレー遊びを取り上げます。ここでは，どのような力をもった児童も，競走（争）に勝つことができたり，意欲的に運動に取り組むことができたりするよう工夫します。児童が，人数や走る順番，コースなど活動の仕方や競走（争）の仕方，ルールなどを工夫し，自ら楽しみ方を見つけ，考えや楽しさを深めることができるような活動を仕組みます。 チャレンジしよう・楽しさや考えを深めよう（第５時から第10 時） １ 準備運動          新聞紙を落とさないようにして，いろいろな方向に向かって 走ったり姿勢を変えたりして走る。  その他の準備運動例：まねっこ走  しっぽとり鬼                 じゃんけん追いかけ走 ２ ねらいの確認 コースをつくって，他のチームとリレーをしよう！ ３ 学習１            ○いろいろなリレー遊びに取り組む。 ・迎えタッチ ・後ろからのタッチ ・振り向きバトンタッチ ・ＧＯ！ＧＯ！タイム ・くねくねリレー ・くるくるリレー ・ぐるっとかけっこ遊び ・宝はこびレース など ４ ポイントを確認し，話合いをする。⇒ 課題発見・解決学習 ○２チームで相談をし，どのようなコースと ルールでリレーをするか考える。話合いがで きたら，２チームで協力してコースをつくる。 ・スタートとゴールの位置や方法，バトンパス， バトンタッチ，人数や走る順番について話し合 わせる。 ５ 学習２  ○相手チームを変えて，リレーにチャレンジする。 ・ワープリレー ・折り返しリレー ・リレーを始める前には，相手チームとコースやルールについての話合いを行わせる。チーム全員が楽しめるような工夫をするよう働きかける。   ６ まとめ ○ねらいに合ったよい動きができたか，協力してリレー遊びができたか振り返る。  

実際に走ったり，写真を見せたりするなど，提示の仕方を工夫し，「やってみたい」「できるようになりたい」と，児童の学習への意欲を喚起できるようにします。 まっすぐ前を向くといいのか。 下を向いていたら，まっすぐ走れないね。 よい動きとよくない動きを比べ，気付かせる場面を仕組みます。そして，気付いたことを「動いてやってみる」ことで，動きながら，課題解決に結びつけていきます。 

楽しみながらいろいろな身のこなしができるようにします。 
ジグザグリレーがいいな。行きはジグザグ，帰りはまっすぐ走るのはどう？ いいよ。みんなでやってみよう。 

ここでは，誰でも勝てるような方法を見付けることができることをねらいとします。新たな発想を引き出せるような問いかけをします。 

第１学年及び第２学年の指導例 

下線部の運動は，６ページ以降に詳しく紹介しています。 
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＜第２時の例＞ 学習活動 指導上のポイント １ 準備運動 いろいろな動物歩きをする。リーダーを決め，リーダーのまねをして走る。 ２ ねらいの確認   
・仲間と協力して活動することの楽しさが高まるよう，まねっこ走りを取り入れます。 ・今日は何を頑張ればよいのかが，児童にも分かるような課題の提示の仕方をします。 ３ チームの仲間といっしょに，コースを作って走ってみる。       ４ もっとうまくコースを走れるようにするには，どうしたらよいか話し合い，見付けたポイントを生かしてやってみる。          

・チームごとに，縄やコーンを並べてコース作りをさせます。 ・ねらいに沿った走り方ができていない場合には，他のチームの活動の様子を見させ，どこに気を付けたらよいか意識するよう声をかけます。   ・よい動きの児童と，教師の走りを比べさせ，動きの違いから，コースに応じた走り方のポイントに気付かせます。「動きのどこが違うかな？」という発問により，ポイントを引き出していきます。 ・話合いの際も，できるだけ動いてやってみる機会をつくります。考えたこと（思考したこと）を試して行い，動きと結びつくような活動を仕組みます。 ・よい動きを見付けたら，その場で評価し，全体に広めるようにします。 ５ もっと楽しく遊ぶことができるようなコースや遊び方をやってみる。 ６ まとめ  ・新しい発想をしていることをほめ，価値づけします。 ・できるようになったこと，ポイントを見付けたことなどについて，発表させます。  

＜第８時の例＞  学習活動 指導上のポイント １ 準備運動  しっぽとり鬼ごっこをする。 ２ ねらいの確認    
・体の巧みな動きが身に付くよう，しっぽとり鬼ごっこを取り入れます。 ・今日は何を頑張ればよいのかが，児童にも分かるような課題の提示の仕方をします。 ３ チームの仲間といっしょに，コースを作って走る。  ４ もっとみんなが楽しいコースにするには， どうしたらよいか意見を出し合う。    
・使う用具だけ渡すようにし，チームごとに，自由に並べてコース作りをするよう促します。 ・よい動きを見付けたら，その場で評価し，全体に広めるようにします。 ・これまでに経験したことをもとに，「もっとみんなが楽しめるようにするには？」と問いかけをし，「みんなに勝つ機会がうまれるようなコースを工夫する」ことに意識を向けさせます。 ・これまでの経験を生かして，コース自体を工夫することや，ゴールの仕方やバトンタッチの方法などについて，話合いをして決めるようにさせます。 

５ 相手を決めて，どんなリレーをするか話し 合い，リレー対決をする。    ６ まとめ  
・いろいろな相手チームと競走（争）するよう促します。 ・新しい発想をしているチームを見付けたら，よさを具体的にほめ，価値づけします。 ・楽しかったこと，工夫したことなど，チームの仲間と協力したことなどについて，発表させます。 

 

くねくねコース，ジグザグコースでのかけっこができるようになろう！ 

今から先生が走ってみるからね。○○ちゃんの走りと，どこが違うか見つけてね。 どこが違うかな？違いが見つかったかな？ 
課題発見・解決学習 

みんなが楽しめるリレーのコースをつくって，対戦しよう！ 
もっとみんなが楽しめるようにするには，どうしたらよいかな？ 

＜児童から引き出したい工夫点＞ ・ゴールとスタートの位置や方法を変える。 ・走る順番を変える。 ・バトンタッチは，得意な方法でやる。 ・途中に物を置いて，コースを変える。 
負けてばっかりだと楽しくないから，みんなが勝てるようなコースをいろいろつくってやってみたい。 課題発見・解決学習 
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授業の押さえどころ（低い障害物を用いてのリレー遊び編） ダンボールやペットボトルで作成したミニハードルなどの低い障害物を走り越すリレー遊びを行います。児童の恐怖心を取り除き，安心して活動ができるよう配慮することも大切にします。中学年のリレーにつなげるため，学習の進んだ段階では，コースや障害物の工夫をしたリレー遊びも取り入れるようにします。みんなでリレーのコースをつくったり，障害物の置き方を工夫したりして，リレー遊びを楽しむことができるようにします。 もっと楽しさや考えを深めよう（第11 時から第15 時） １ 準備運動         障害物（ペットボトル，ダンボール，ミニハードル，シートなど）を走り越すかけっこを楽しむ。 ２ ねらいの確認   ３ 学習１             チームの仲間と障害物を決め，コースをつくる。つくったコースを使って低い障害物を走り越えるかけっこを行う。 ４ ポイントを確認⇒ 課題発見・解決学習     ５ 学習２  障害物の種類，数，距離を決め，相手チームと競走（争）をする。みんなで確認したポイントを生かしてコースをつくる。コースは相手チームがつくったものを使う。      ６ まとめ  リレー遊びの簡単な遊びの場や遊び方の工夫ができるようになったか，そのポイントが分かったか，振り返りをする。学習のあしあとを学習カードに記入する。   

＜第12 時の学習の例＞  学習活動 指導上のポイント １ 準備運動  同じチームの仲間の動きをまねっこして走る。 ２ ねらいの確認   
・仲間と協力して活動することの楽しさが高まるよう，まねっこ走りを取り入れます。 ・今日は何を頑張ればよいのかが，児童にも分かるような課題の提示の仕方をします。  ３ まずは，チームの仲間といっしょに，コースを作ってみる。つくったコースを使ってかけっこを行う。     ４ 障害物を並べて，みんなが楽しめるコー スをつくる。    

・使う用具だけ渡すようにし，チームごとに，自由に並べてコースづくりをするように促します。 ・ねらいに沿ったコースづくりができていない場合には，他のグループの活動の様子を見させ，修正するよう声をかけます。 ・よい動きを見付けたら，その場で評価し，全体に広めるようにします。 ・これまでに経験したいろいろなコースをもとに考えさせるようにします。 ・「もっとみんなが楽しく走れるようにするには？」と，新たな気付きを引き出す言葉かけをしていきます。    ５ コースをつくり，対戦相手を決めて，競走（争）をする。  ６ まとめ  ・新しい発想をしていることをほめ，価値づけします。  ・楽しかったこと，できるようになったこと，工夫したことなどについて，発表させます。 
    

障害物を並べる順番や間隔を変えて，もっと楽しいコースをつくってみよう。これで，いろんなコースを走り越えることができるようになるね。 
ダンボールは３つ，コーンは１個でコースをつくってみよう。 並べ方は，チームごとに変えていいんだよね。 

みんなが楽しめる障害物リレーのコースをつくって，対戦しよう！ 

みんながもっと楽しめるようなコースにするためにはどうしたらいいかな？ ダンボールの並べ方を変えておもしろいコースをつくってみたい。 途中に，ミニハードルとペットボトルも置いてみよう。 
課題発見・解決学習

 

いろいろなリレーを工夫し，挑戦しよう！ 
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＜運動遊び例＞＜運動遊び例＞＜運動遊び例＞＜運動遊び例＞        ☆☆☆☆    「準備運動」として（例）「準備運動」として（例）「準備運動」として（例）「準備運動」として（例）    動物歩き         スキップ         ギャロップ     まねっこ走     ☆☆☆☆    「「「「学習学習学習学習１１１１（かけっこ編）（かけっこ編）（かけっこ編）（かけっこ編）」として（例）」として（例）」として（例）」として（例）                     

☆☆☆☆    「「「「学習学習学習学習１１１１（リレー編）（リレー編）（リレー編）（リレー編）」として（例）」として（例）」として（例）」として（例）     迎えタッチ       後ろからのタッチ     振り向きバトンタッチ            GO！GO！タイム        ぐるっとかけっこ遊び       

くねくねコース 
くるくるコース 

まっすぐコース 
ジグザグコース 

・グループをつくり，順番を決めて並びます。 ・先頭のまねをして走ります。 ・時間（一人30 秒～60 秒）を決めて先頭を交代します。先頭を終えたら，列の一番後ろに並びます。 
・曲線走路における身のこなし方が身に付くことをねらいとしたコースです。 ・目標物や線上を回りながら走ります。  

・直線上を全力で走ることが身に付くことをねらいとしたコースです。 ・目標物をまっすぐ見て走るように声をかけます。 ・曲線走路における身のこなし方が身に付くことをねらいとしたコースです。 ・はじめは，走る方向や走り方を決めて取り組ませます。 
・蛇行して走る際の身のこなし方が身に付くことをねらいとしたコースです。 ・コースに沿って走るよう声をかけます。 

多様な動きをつくる運動（遊び）パンフレット（文部科学省：平成21年）にいろいろな事例が載っているよ。 
≪バトンタッチについて≫ ・相手の手のひらにタッチをする手でのバトンタッチやリングバトンやバトンの受け渡しによるバトンパスについて，扱います。 ・児童の実態に合わせて，徐々にバトンへ移行できるようにしていきます。 ・相手の手のひらにタッチをする手でのバトンタッチでは，確実なバトンタッチができるようにすることをねらいとします。ここでは，競走（争）をする上で，公正な態度が全員に身に付くようにすることが大切な学習内容となってきます。 

・曲線走路における身のこなし方（体を傾ける，傾きに応じて腕を振る）が楽しみながら身に付くことをねらいとします。 ・スタート後，コース途中にあるコーンの回りを旋回して，ゴールまで走ります。 ・はじめは，走る方向を決めて全員同じ方法で走らせますが，慣れてきたら，回り方を自分たちで工夫させるようにし，より多様な身のこなしができるようにしていきます。 

ギャロップは「タッタタッタタッ」と リズムよく，前の足を変えずに進もう。 

・30ｍ～50ｍの距離を全力で走ることをねらいます。 ・２人でペアを組み，前方からスタートする逃げ出す役と，後方からスタートする追いかけ役をどちらがやるのかを決めます。 ・後方からスタートする追いかけ役は，前方で逃げ出す役が，セーフティーゾーンに逃げ込むまでに，背中にタッチできるかどうかというゲームです。 
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宝はこびレース                         ☆☆☆☆    「「「「学習学習学習学習２２２２」として（例）」として（例）」として（例）」として（例）   ワープリレー                      折り返しリレー      障害物を用いたリレー             

☆☆☆☆    その他の動きづくりその他の動きづくりその他の動きづくりその他の動きづくりとして（例）として（例）として（例）として（例） ねことねずみ              いけこいおに                  
 

・素早い走り出しを身に付けることをねらいます。 ・スタートの合図で走り出し，好きな点数のフープに宝を置きます。 ・制限時間を 20 秒程度にし，時間内により多くの点数が取れるように工夫します。 ・チーム全体の総得点で競います。 

・障害物は，同じ間隔で置いたり，間隔を変えたりしてコースをつくります。 ・障害物は，コーンやタイヤ，ダンボールやペットボトルをつないだもの，シートなど，身の回りの用具を使用します。 ・使用する用具の種類を変えたり，同じ種類でも大きさや高さを変えたりし，用具を走り越す感覚が身に付くようにしていきます。 ・学習に慣れてきた段階では，用具の置き方や種類，走る順番を工夫して，いろいろなチームと対戦するリレー遊びを仕組み，さらに楽しさが広がるような活動にしていきます。 
・身の回りにある用具を活用することで，児童の恐怖心を取り除くことができます。 

・折り返しでスピードをコントロールすることをねらいます。 ・ワープできる人数を話し合い，誰が走るかを決めます。 
ねこグループ 安全地帯 ねずみグループ 安全地帯 

・体を左右に傾けて走ること，素早く走り出すことが身に付くことをねらいます。 ・５人～７人のグループを作ります。 ・各グループの先頭を中心に放射状に座ります。 ・「おに」にタッチされ，「こい！」と声をかけられたグループは，おにの後について同じ方向に１周走ります。元の場所に到着した順に中心から並んで座ります。（「いけ！」と声をかけられたら逆方向） ・最後に座った児童が，次の「おに」になります。 

放射線状に線を引いておきます。 ・同じ方向にばかり走るのではなく，「右回り」「左回り」両方ともの方向に向かって走るように声をかけます。 ・人を押したり，ぶつかったりしないよう，安全への配慮もきちんと押さえるようにします。 

・いろいろな姿勢から，素早く走り出すことをねらいます。 ・２つのグループ（ねこグループ，ねずみグループ）を作り，２列に並びます。 ・「ね，ね，ね・・・」の後に「ねこ！」と呼ばれたら，「ねこグループ」が「ねずみグループ」を追いかけます。 ・10ｍ先の安全地帯までに，タッチできたら「ねこ」の勝ち，逃げ切ることができたら「ねずみ」の勝ちです。 
ねこ ねずみ マーカーかコーンを４個準備します。安全地帯をつくるための線を２本引きます。 

 


