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主体的・対話的で深い学びの学習過程に関する研究 

―単元にボンバーゲームを適用して― 
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1. 緒言 

文部科学省（2016）より，子どもたちの育成を

目指す資質・能力が①「知識・技能」②「思考力・

判断力・表現力等」③「学びに向かう力・人間性

等」の 3 つの柱で整理された。これら 3 つの資質・

能力を確実に定着させるための授業の在り方とし

て「主体的・対話的で深い学び」が重要であると

示された。また，新学習指導要領（2017）より体

育科，保健体育科における学習過程については，

これらの資質・能力を確実に身に付けさせるため

には，3 つの資質・能力をバランスよく育むことが

できる学習過程を工夫し，充実を図ると示され，

主体的・対話的で深い学びのための学習過程を探

求していく必要があると考えられる。 
ボンバーゲームは，西村（2014）が開発したネ

ット型の教材である。ネット型は，仲間と連携す

る協力的な場面が必須である（荻原，2010）とい

う特性をもつ。さらに，作戦を立てることができ，

考えた作戦がその場で，成功したか否かがわかり

やすい。このことから子どもが仲間やチームのよ

いところに気づき，コミュニケーション能力や社

会性を育むのに効果的である。また，ボンバーゲ

ームは，特殊なボールを用いることで，ボールの

落下速度を遅くし，「落とす／落とさせない」とい

うネット型の本質的な楽しさや価値に気づくこと

ができる教材である。 
そこで本研究では，「主体的・対話的で深い体育

の学びを求めて」という題目で『体育科教育』が

連載している授業実践の中で，共通した学習過程

をまとめて，主体的・対話的で深い学びの体育授

業を行うためにはどのような学習過程が効果的で

あるかを明らかにする。また，単元にボンバーゲ

ームを適用した授業に，本研究で明らかになった

学習過程を取り入れた授業方略を作成・検討する。

これによって，体育科教育における「主体的・対

話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の際の

一資料となることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 調査対象 

 『体育科教育』2017 年 4 月号～2018 年 8 月号が

連載している「主体的・対話的で深い体育の学び

を求めて」の授業実践に関する文献。 

本研究で対象としている文献では，香川県の教

員が香川県スポーツ教育研究会の考えをもとに授

業実践したものが連載されている。香川県スポー

ツ教育研究会によると，主体的・対話的で深い学

びの体育授業を行うためには，運動・スポーツの

本質に迫りながら，みんなが集団に必要なひとり

になるよさを実感するという「運動・スポーツの

最高体験」を保障することが，前述した 3 つの資

質・能力をバランスよく育むことにつながるとい

う主張を示した。この考えに基づいて実践された

授業から共通した学習過程を明らかにすることで，

「主体的・対話的で深い学び」の授業改善の一資

料となると考え，調査対象とした。 

2-2 調査方法 
 本研究では，対象とする体育授業に共通してみ

られた学習過程を導き出すとともに，単元にボン

バーゲームを適用した授業方略を作成・検討する。 
 

3. 結果と考察 

3-1 「主体的・対話的で深い体育の学びを求めて」

の授業実践例に共通した学習過程 

 『体育科教育』2017 年 4 月号～2018 年 8 月号に

おける「主体的・対話的で深い体育の学びを求め

て」に記されている 15 個の授業実践を，教材・対

象学年・単元時間の項目で表 1 にまとめた。 

表 1 主体的・対話的で深い体育の学びの授業実践 

 
対象とする授業実践の文献に記されている①教

材設定②単元計画③実際の授業展開から，共通し

た学習過程を表 2 にまとめた。 

表 2 すべての授業に共通してみられた学習過程 

 
このように，主体的・対話的で深い学びの体育

授業実践には共通の学習過程があるということが

明らかになった。これらの学習過程に共通するこ

とは，すべて，教師が授業前に行っている教材研

究に通ずるものであるということがわかる。主体

的・対話的で深い学びの体育授業を展開していく

ためには，教師として教材研究に励み，入念に準

備してから授業に臨むことが求められるのではな

いかと考えられる。 

教材 対象学年 単元時間

１ ボール運動「ネット型」 小学校第５学年 全１１時間

２ リズムダンス 小学校第４学年 全７時間

３ マット運動 小学校第３学年 全８時間

４ 球技「ゴール型」 中学校第１学年 不明

５ 水泳運動 小学校第６学年 全８時間

６ 陸上「走り高跳び」 中学校第１・２学年 全９時間

７ 陸上運動「ハードル走」 小学校第５学年 全９時間

８ 水遊び 小学校第２学年 全１０時間

９ ボール運動「ベースボール型」 小学校第５学年 全７時間

１０ ボール運動「ネット型」 小学校第６学年 不明

１１ 体ほぐしの運動 小学校第５学年 全４時間

１２ マット運動 小学校第３学年 全９時間

１３ 水泳 小学校第５学年 全８時間

１４ マット運動 小学校第６学年 全１０時間

１５ 走・跳の運動「リレー」 小学校第４学年 全６時間

共通した学習過程
1 グループ学習
2 課題のスモール・ステップ化
3 認知的学習場面の導入
4 学習カード（感想）の活用
5 かかわりの目標の設定

6 子どもの実態に合わせた教材（下位教材）の設定

7 男女共習
8 子どもの実態に合わせた単元構成
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3-2 単元にボンバーゲームを適用した授業方略

の作成・検討 

文献研究の結果から，主体的・対話的で深い学

びの授業実践に共通してみられた学習過程を，ボ

ンバーゲームを教材とする授業方略に取り入れな

がら，小学校第 4 学年を対象として，主体的・対

話的で深い学びとなるように単元を構想していく。

ボンバーゲームのルールは表 3，単元計画は図 1 に

示した通りである。単元の工夫として，チーム編

成は兄弟チームを活用する。兄弟チームにするこ

とで子どもたちは，チームとしての勝敗を意識し，

教え合いながら練習をしたり，ゲームで応援した

りするようになるなど，仲間と豊かにかかわり合

う態度を育成することが期待できる。また，基本

的な授業の流れとしては，「ドリルゲーム→学習内

容・課題の確認→タスクゲーム→メインゲーム」

とゲーム中心の学習過程で単元を進めていくこと

とする。メインゲームで練習の成果を発揮・改善

しながらゲームを行い，タスクゲームは兄弟チー

ム同士で本時のねらいを達成するために実際のゲ

ームを行い，練習を行う。ドリルゲームで基礎的

なボール操作の技能を向上させることをねらいと

した活動を行い，スキルアップを目指す。 

表 3 ボンバーゲームのルール 

 
この授業は一例であるが，主体的・対話的で深

い学びの体育授業に共通した学習過程を取り入れ

て構想したものであるため，効果が得られると推

察する。 
 

4．まとめ 

本研究は，『体育科教育』2017 年 4 月号～2018
年 8 月号が連載している「主体的・対話的で深い

体育の学びを求めて」の授業実践を対象に文献研

究を行い，共通してみられた学習過程を明らかに

した。 
1）グループ学習 
2）課題のスモール・ステップ化 
3）認知的学習場面の導入 
4）学習カードの活用 
5）かかわりの目標の設定 
6）子どもの実態の合わせた教材設定 
7）男女共習 
8）子どもの実態に合わせた単元構成 
以上の共通した学習過程を，ボンバーゲームを教

材とする授業方略に取り入れながら，主体的・対

話的で深い学びとなるよう単元を構想した。 
 今後の課題としては，本研究で作成・提案した

授業を実践し，評価・改善していくことが必要で

あると考える。 
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図 1 単元計画

①チームの人数は３名または４名で、そのうち２名がプレイする。

②ゲーム開始時は「ボンバー」を投げる人が「レディー」と相手

に声をかけ、「ゴー」と相手が返事したのを確認して投げ入れる。

④ボンバーが相手コートに落ちたら１点。ネットやアウトになっ

たら相手側に攻撃がうつるが、点数は入らない。

⑤得点したら、得点をした人と外に出ている人が交代する。

⑥２本のゴムひもに少しでもふれたらネット。

⑦キャッチしたらその場から投げる（あるけるのは２歩まで）。

⑧投げるふりは１回まで。３秒以内に投げる。

⑨はんていにこまったらやり直し。

⑩味方へのパスは１回してもよい（単元後半から）。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

整列・あいさつ・健康観察

学習内容・課題の確認 ドリルゲーム
・2人組パス
・つないでボンバー

ドリルゲーム
・つないでボンバー
・ねらってボンバー

「ボンバーゲーム
を知ろう」

「ボールを遠くに
投げよう」

オリエンテーション

ドリルゲーム
・2人組パス
・つないでボンバー

学習内容・課題の確認

「ボールの
落下点に入ろう」

「ライン際，
ネット際に返球しよう」

「味方と連携しながら
返球しよう」

「味方と連携しながら空いて
いる場所に返球しよう」

「友達を
応援しよう」

タスクゲーム
・的当てボンバー

タスクゲーム（パスなし）
・兄弟チームでゲーム
・作戦タイム

タスクゲーム（パス1回）
・兄弟チームでゲーム
・作戦タイム

ボンバー
ゲーム
大会

ドリルゲーム
・2人組パス
・つないでボンバー

メインゲーム（パスなし）
・前半
・作戦タイム
・後半

メインゲーム（パス1回）
・前半
・作戦タイム
・後半

片付け・本時のまとめ


