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運動有能感を高め，体力向上を図る体育科指導の工夫
── めあての設定の工夫と個人種目の集団ゲーム化を通して ──

森　　　知　高1・小　林　真　一2

要旨
　本研究の目的は，運動有能感の 3因子である「身体的有能さの認知」「統制感」「受容感」を視点とし，
子ども一人ひとりの運動有能感を高め，体力・運動能力の向上を図ることについて実践を通して明らかに
することである。体力を高める運動，ハードル走，マット運動といった個人種目をある程度の期間にわたっ
て，体力差の影響を受けにくい「技能の向上」にも視点を置き，「児童自らが主体的にめあてを設定できる
ような工夫」と「個人スポーツの集団ゲーム化の工夫」をした。
　対象者は，小学 5年生 19名であり，運動有能感測定尺度による調査，学習感想の記録による調査，体力
テストの結果，各運動の記録の向上や技能の伸びによる調査を行った。
　結果は，児童自らが主体的にめあてを設定できるような工夫することと個人スポーツを工夫し，集団ゲー
ム化の工夫を図ることにより，子ども一人ひとりの運動有用感を高めることが明らかになった。また，「運
動有能感」の高まりは，体力・運動能力を向上させるということも明らかになった。

びをする児童とそうでない児童に分かれ，休日の
過ごし方を調べてみても，進んで生活に運動を取
り入れている児童とそうでない児童に分かれてい
る。さらに，「体力の向上」の側面からは，新体
力テストの結果より，全国平均を下回る測定値が
目立つ状況で，体力は低下傾向にあり「体力の向
上」という点においても課題がある。
　このような実態の改善に向けて，本研究では積
極的に運動に親しむ資質や能力を育成し，体力（本
研究では新体力テストの記録と運動技能の視点で
見ることとする）の向上を図っていくこととする。
　これまでの研究で運動有能感を高めることが運
動に内発的に動機づけられること（岡澤・三上，
1998），運動の楽しさを体験できること（岡澤・
諏訪，1998）は明らかにされている。また，岡澤
ら（1996）によれば，運動有能感を「自分はでき
る」という自信である「身体的有能さの認知」，「努
力すれば，練習すればできるようになる」という
自信である「統制感」，「教師や仲間から受け入れ
られている」という自信である「受容感」の 3因
子で構成されるとしている。そこで，本研究では，

I　主題設定の理由

　体育科では，生涯にわたって健康を保持増進し，
豊かなスポーツライフを実現することを目指して
いる。そのためには，「運動に親しむ資質や能力
の育成」と「健康の保持増進」，「体力の向上」の
三つの具体的目標が相互に密接に関連しているこ
とを小学校学習指導要領解説体育編の目標の中で
示している。
　「運動に親しむ資質や能力の育成」の側面から，
学級の実態をみると「体育の授業は楽しいか」と
いう問いに対して約 47%（9名／19名）が「あ
まりそうではない」「まったくそうではない」と
回答している。その理由として「疲れる」「友だ
ちに嫌なことを言われる」「できるようにならな
い」「どう動けばできるようになるのか分からな
い」といった回答が目立った。また，「健康の保
持増進」の側面からは，休み時間に積極的に外遊
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運動有能感の上記の 3因子の視点にもとづいて，
「積極的に運動に親しむ資質や能力を育成する」
ためには，運動有能感を高めることが重要になっ
てくると考え，研究を進めていくこととした。
　具体的に体育授業の改善に向けてこれまでの授
業を振り返ってみると，主に運動に自信のある児
童生徒が積極的に参加し，運動の楽しさを体験し
ている一方で，運動が苦手で運動に自信のない児
童生徒は，積極的に参加できず（岡澤・馬場，
1998），運動の楽しさを体験できる機会も少なく
なっている（岡澤・諏訪，1998）。
　運動の不得意な児童にとって，記録の向上を目
的としためあての設定は，体力差が学習成果に大
きく影響してしまう傾向にあり，積極的にチャレ
ンジしようとする姿を引き出すのは，容易なこと
ではない。さらに，この不得意な意識を払拭して
いくのも容易なことではない。
　そこで，ある程度の期間にわたって，いくつか
の単元を続けて以下のような視点に基づいて研究
を進めていくこととした。まず，積極的にチャレ
ンジを引き出すために「記録の向上」のみならず
体力差の影響を受けにくい「技能の向上」にも視
点を置いためあてを設定するようにする。その際，
教師は各運動の技術ポイントを踏まえながらも，
児童自らが気づいていくであろうポイントやこつ
を引き出し，それらをすりあわせながら児童自ら
が主体的にめあてを設定することとする。そして，
そのめあてに向かって努力したり練習したりする
ことにより「できるようなる」という過程を大切
にすることにより「統制感」を高めていくことと
する。
　また，ハードル走やマット運動，体つくり運動
などの主に個人の動きがメインになる授業におい
て，個人の記録や技の伸びをもとに，グループ構
成員全体の記録や技の伸びで競争するという仲間
からその伸びを認められるという場の設定を図る
「個人スポーツの集団ゲーム化」の工夫によって
「受容感」を高めていくこととする。
　そして，これらの過程で高まっていくであろう
「統制感」や「受容感」の因子で教師が児童を見

取り，称賛していくことで「身体的有能さの認知」
を高めていくことができると考えた。
　また，これら運動有能感の 3因子の高まりによ
り，学習成果が上がり，ひいては体力が向上する
と考え，本研究を設定した。

II　研究の目的

　運動有能感の 3因子である「身体的有能さの認
知」「統制感」「受容感」を視点とし，「児童自ら
が主体的にめあてを設定できるような工夫」と「個
人スポーツの集団ゲーム化の工夫」が，運動有用
感を高め，体力・運動能力の向上に有効であるこ
とを実践を通して明らかにする。

III　研 究 仮 説

　体力を高める運動，ハードル走，マット運動と
いった個人種目をある程度の期間にわたって，運
動有能感の 3因子である「身体的有能さの認知」
「統制感」「受容感」を視点とし，「児童自らが主
体的にめあてを設定できるような工夫」と「個人
スポーツの集団ゲーム化の工夫」をすることによ
り，子ども一人ひとりの運動有能感を高め，体力・
運動能力の向上を図ることができるであろう。

IV　研究の内容と方法

1　研究の内容
（1）　 対象単元「体力を高める運動」「ハードル走」

「マット運動」
（2）　授業内容構成上の視点および工夫と留意点
　①　視点
　　ア　めあて設定の工夫
　　イ　個人スポーツの集団ゲーム化の工夫
　②　工夫と留意点
　　ア　めあて設定の工夫
　　ⅰ　記録の向上をめあてとして設定する場合
　　　・ 具体的な数値目標を立てることができる

よう比較対象を明らかにする
　　　・ これまでのチームや個人の伸びから伸び

を考慮する
　　　※ 比較対象とは，全国平均や前年度の自分
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の記録，前時の記録等
　　ⅱ　技能の向上をめあてとして設定する場合
　　　・ 運動を通して，児童自らが気づいていく

であろうポイントやこつを引き出す。そ
のポイントやこつを教師が迫らせたい技
術ポイントとすりあわせながら，各時間
に迫らせたいめあてとして設定する。そ
の際，めあては児童が自分に適したもの
を選択できるよういくつか提示するよう
にする。

　　イ　個人スポーツの集団ゲーム化の工夫
　　ⅰ　 記録や技能の伸びで競争する場を設定

し，記録や技能の伸びに着目できるよう
にする。

　　ⅱ　 ペアやグループで自己のめあてを伝え合
い，めあてに沿った見合い教え合いの場
と振り返りの機会を設定する。

（3）　各運動における具体的な授業づくり
　（2）の ① 視点ア，イに基づき，以下の授業実
践を行った。

　①　体力を高める運動（6月中旬）（4時間）
　　�　「子どもの体力向上のための取組ハン

ドブック」第 4章「『新体力テスト』のよ
りよい活用のために」によれば，新体力テ
スト項目の運動特性より新体力テスト 8項
目の運動特性は，「すばやさ」「動きを持続

する能力（ねばり強さ）」「タイミングの良
さ」「力強さ」「体の柔らかさ」の 5つに整
理することができる。「テスト項目と運動
特性の関連について，運動特性のまとまり
ごとに示したのが図 1である。この「運動
特性の観点から体力を捉え，指導に活用す
ることができる」とある。また，「新体力
テスト項目の測定値を，これらの運動特性
ごとの状況で把握することにより，体育・
保健体育での学習や日常生活における運
動やスポーツ活動を通した効果的な指導
改善に役立てることができる。」とあるこ
とから，体力を高める運動を新体力テスト
のテスト項目を教材化することとした。そ
の中でもシャトルラン，反復横跳び，立ち
幅跳び，上体起こしが本研究のねらいに適
した教材化を図ることができると考え，実

図 1.　新体力テストが測定する運動特性

図 2.　体力を高める運動（小単元展開図）
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践することとした。
　ア　ライバルシャトルラン
　　＜授業の概要＞
　　 　新体力テストのシャトルランを活用し，動

きを持続する能力を高めることを目的とし
た。まずは，この友だちには負けたくないと
いう仲間を 2～3人でつくらせる。達成感を
味わわせるために，到達回数を制限し，始め
は 30回，次に 40回，50回とチャレンジさ
せていく。到達目標を制限したチャレンジを
繰り返すことにより，小単元の終わりには，
子どもたちから「どこまでできるかチャレン
ジしたい」という声があがることが予想され
る。そこで，最後に到達目標を自己選択させ
る機会をつくることとした。

　（ア）　「統制感」の視点から
　　 ・  到達目標を制限したチャレンジにより，達

成感を繰り返し味わわせることにより，子
どもたちから「どこまでできるかチャレン
ジしたい」という主体的な思いを引き出す。
その思いやこれまでの経験からめあてを設
定するよう工夫する。

　（イ）　「受容感」の視点から
　　 ・  この友だちには負けたくないという仲間を

2～3人でつくらせ，その仲間の中で励ま
し合い，競い合いながら記録の達成にチャ
レンジするといった個人運動の集団ゲーム
化の工夫を図る。

　（ウ）　「身体的有能さの認知」の視点から
　　 ・  到達できる自信を持たせ，達成感を味わわ

せるために，到達回数 30回，40回，50回
と設定する。

　　 ・  昨年度の新体力テスト（5年生・立ち幅跳
び）の全国平均及び昨年度（4年生）の自
分の記録を単元終わりの自分の記録を比較
させる。

　　 ・  目標達成への称賛をするとともに最後まで
あきらめないで走り続ける態度，友だちと
競い合い励まし合う姿についても称賛す
る。

　イ　みんなで反復横跳び
　　＜授業の概要＞
　　　 　反復横跳びによってすばやさやタイミン

グのよさを高めることを目的とした。3～4

人のグループをつくり，前の人の肩を持っ
てグループで息を合わせて反復横跳びを
し，グループごとの記録を競い合わせるこ
ととする。

　（ア）　「統制感」の視点から
　　 ・  単元始めに個人記録を測定し，グループ対

抗の反復横跳びを実施する。そこでつかん
だこつを技能的なめあてとして設定し，技
能的なめあて達成と記録の向上とを結びつ
けて考えることができるよう工夫する。

　（イ）　「受容感」の視点から
　　 ・  スピードの違う児童が同じグループにいる

ため，遅い児童は速く動ける児童から素早
く移動するためのこつを体を使って学ぶこ
とができるといった個人運動の集団ゲーム
化の工夫を図る。

　（ウ）　「身体的有能さの認知」の視点から  

　　 ・  昨年度の新体力テスト（5年生・反復横跳
び）の全国平均及び昨年度（4年生）の自
分の記録を単元終わりの自分の記録を比較
させる。

　　 ・  素早く移動するためのこつ（腰を低く，体
重移動を少なくするなど）を見つけよう，
つかもうと動き合う姿，こつを試している

写真 1.　チーム立ち幅跳びの様子
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姿，最後まで動き続けようとする姿につい
ても称賛する。

　ウ　どこまで跳べるか！チーム立ち幅跳び
　　＜授業の概要＞
　　 　立ち幅跳びによって力強さやタイミングの

よさを高めることを目的とした。3～4人の
グループをつくる。ケンステップを中心から
2等分してテープで分けて並べ，手前から 1

点 2点 3点…とし，かかとが入っている箇所
が得点となる。その得点をグループで合計し
競い合うこととする。

　（ア）　「統制感」の視点から
　　 ・  単元始めに個人記録を測定し，グループ対

抗の反復横跳びを実施する。そこでつかん
だこつを技能的なめあてとして設定し，技
能的なめあて達成と記録の向上とを結びつ
けて考えることができるよう工夫する。

　（イ）　「受容感」の視点から
　　 ・  グループを 3～4人として個人の合計を

チームの得点として競い合えるよう個人運
動の集団ゲーム化の工夫を図る。

　（ウ）　「身体的有能さの認知」の視点から  

　　 ・  昨年度の新体力テスト（5年生・立ち幅跳
び）の全国平均及び昨年度（4年生）の自
分の記録を単元終わりの自分の記録を比較
させる。

　　 ・  遠くに跳ぶためのこつ（腕の振り，跳ぶ角
度，しゃがみ込みなど）を見つけよう，つ
かもうと動き合う姿，こつを試そうとして

いる姿についても称賛する。
　エ　ライバル上体起こし
　　＜授業の概要＞
　　 　上体起こしによって力強さやねばり強さを

高めることを目的とした。2人組のペアをつ
くり，はじめに脚を押さえてくれる相手と上
体起こしの記録を競争させる。次に，二人合
わせた回数で競い合えるようにする。

　（ア）　「統制感」の視点から
　　 ・  単元始めに個人記録を測定する。ライバル

と競争する中でつかんだこつを技能的なめ
あてとして設定し，技能的なめあて達成と
記録の向上とを結びつけて考えることがで
きるよう工夫する。

　（イ）　「受容感」の視点から
　　 ・  脚を押さえてくれる相手との競争や 2人合

わせた回数で競い合うといった個人の運動
の集団ゲーム化の工夫を図る。

　（ウ）　「身体的有能さの認知」の視点から  

　　 ・  昨年度の新体力テスト（5年生・上体起こ
し）の全国平均及び昨年度（4年生）の自
分の記録を単元終わりの自分の記録を比較
させる。

　　 ・  素早く起き上がるためのこつ（力を入れる
ポイント，力を入れる瞬間など）を見つけ
よう，つかもうと動き合う姿，こつを試そ
うとしている姿についても称賛する。

　②　 陸上運動【ハードル走リレー】（5月下旬）（6

時間）

図 3.　ハードルリレー単元展開図
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　　＜授業の概要＞
　　 　スタートからゴールまでの距離を 40 mと

し，その間にハードル（ハードル 4台）を設
置する。単元始めの 40 m走のタイムによっ
て各 6人のチームを編成する。ゴール地点に
リズム太鼓を持たせ，フィニッシュと同時に
太鼓を叩いて出た音が次の走者の出発合図と
するといったリレー形式でハードル走を行
い，チームごとのタイムを競い合わせること
とした。

　ア　「統制感」の視点から   

　　 ・  単元の始めに測定する 40 mハードル走の
記録から 40 m走の記録を引いた差を示す
ことにより具体的な目標タイムを設定させ
るために役立たせる。

　　 ・  5 m，5.5 m，6 mから自分が一番リズムよ
く跳び越せるレーンを決めさせる。

　　 ・  タイムを縮めるための技能のポイントを話
し合いから引き出し，焦点化させることに
より自分たちが見つけたいくつかのポイン
トから特に意識するポイントを技能的なめ
あてとして設定し，技能的なめあて達成と
記録の向上とを結びつけて考えることがで
きるよう工夫する。

　イ　「受容感」の視点から
　　 ・  一人ひとりのタイムが勝敗を分かつため，

互いにタイムを縮めようとチーム内で見合
い，教え合いの必要感が生まれ，その必要
感によって的確な課題設定や練習方法を選

択しながら記録の向上を目指すことができ
るよう個人スポーツの集団ゲーム化の工夫
を図る。

　ウ　「身体的有能さの認知」の視点から
　　 ・  単元始めのハードル走の個人記録と単元終

わりのハードル走の個人記録を比較させ
る。

　　 ・  速く走るためのこつ（第 1ハードルまでの
動き，振り上げ足，抜き足，インターバル
の腕の振りみなど）を見つけよう，つかも
うと動き合う姿，こつを試そうとしている
姿についても称賛する。

　③　 マット運動【側方倒立回転競争】（6月上旬）
（4時間）

　　＜授業の概要＞
　　 　マット運動（小単元 4時間 : 側方倒立回転）

の授業である。側方倒立回転の際に，始めに
マットに着いた手から最後に着いた脚の位置
までの距離を得点化し，その得点を 4人編成
のチーム戦としてグループで合計して競い合
うこととした。

　ア　「統制感」の視点から
　　 ・  ゴム紐を使って振り上げた脚の位置がわか

るようにした。セイフティーマットに囲ま
れた場といった安心感の中で目標物（ゴム
紐）に向かって脚を今よりも少しでも高く
あげようとする姿が想定できる。また，脚
を高く振り上げるために腕や体の振り下ろ
しのスピードを意識したりや腰をバランス

図 4.　マット運動単元展開図（側方倒立回転競争を含む）
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よくあげることを意識したりして壁倒立に
取り組ませることにより，記録だけでなく
技能のポイントについてもめあてを設定で
きるよう工夫する。

　イ　「受容感」の視点から
　　 ・  4人編成のチーム戦とし，合計得点を競い

合うために一人ひとりの得点が勝敗を分か
つため，互いに記録を伸ばそうとチーム内
で見合い，教え合いの必要感が生まれると
想定される。その必要感によって適切な課
題を設定したり，練習方法や練習場所を選
択したりしながら記録を伸ばしていくこと
ができるような教材の工夫を図ることとし
た。

　ウ　「身体的有能さの認知」の視点から
　　 ・  側方倒立回転の際に，始めの手をマットに

着き始め，最後に着いた脚の位置までの距
離によって得点を定め，単元の始めと終わ
りに自分の記録を比較させる。

　　 ・  遠くに着地するためのこつ（腕の振り下ろ
し，脚の振り上げ，膝の伸びなど）を見つ
けよう，つかもうと動き合う姿，こつを試
そうとしている姿についても称賛する。

2　方法
　（1）　対象
　本宮市立五百川小学校第 5学年 1組（男子

13名，女子 6名，計 19名）
　（2）　期間
　平成 28年 5月下旬～6月下旬

　（3）　実施単元
　①　体力を高める運動
　②　陸上運動 : ハードル走
　③　器械運動 : マット運動
　 （4）　調査方法
　①　運動有能感の調査方法
　　ア　 運動有能感測定尺度（アレンジ版）によ

る調査
　　　 　運動有能感の変化を見るために，本期間

の前後に運動有能感測定尺度（岡澤ら，
1996）をもとにアレンジし，調査を実施し
た。その測定尺度（表 1）は，3因子各 4

項目全 12　項目からなり，回答形式は，5

段階評定である。
　　イ　学習感想の記録による調査
　　　 　毎時間の振り返りとして感想を文章で記

述させ，蓄積した。記述を基に教材とめあ
て設定がどれだけ運動有能感を高めるため
に有効であったかをについて資料を得るた
めに分析を行う。なお，記述内容を「身体
的有能さの認知」「統制感」「受容感」の視
点で分類した。さらに記述の有無，よかっ
た点・よくなかった点の理由いう視点でも
整理した。

写真 2.　側方倒立回転競争 写真 3.　ゴム紐を張った場の設定
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　②　体力・運動能力の調査方法
　　ア　体力テストの結果の比較
　　　・ 今年度全国平均（第 5学年）と本学級平

均を比較する。
　　イ　 体力を高める運動【ライバルシャトルラ

ン，みんなで反復横跳び，チーム立ち幅
跳び競争，ライバル上体起こし】

　　　・ 昨年度の全国平均（第 4学年）今年度の
全国平均の伸びと昨年度の本学級（第 4

学年次）の平均と今年度（第 5学年次）
の平均の伸びを比較する。

　　ウ　 陸上運動 : ハードル走【ハードル走リ
レー】

　　　・ 40 mハードル走の個人の本単元前・後
の記録の変化を比較する。

　　エ　 器械運動 : マット運動【側方倒立回転競
争】

　　　・ 脚を上げた高さと着手から着地した後ろ
脚の着地までの距離の変化を比較する。

V　研究の結果と考察

　1　 運動有能感の調査結果（運動有能感測定尺
度（アレンジ版）による調査より）

　（1）　 事前と全単元終了後の運動有能感の変化
の比較（表 2）

　　ア　「身体的有能さの認知」について
　　　 　事前アンケートでは 2.3ポイントだった

のが 3.6ポイントまで上昇した。これは，

特に単元の終わりの学習感想の記述による
調査により，「単元前もしくは昨年度の自
分の記録より向上していること」「自分の
記録は全国平均より高いこと」が理由とし
て考えられる。これらの記述により「自分
はできる」という自信をもてるようになっ
た児童が多くなったことが伺える。ただし，
「身体的有能さの認知」の記述は少なく，
長い期間かけてつくられてきた有能感であ
るためにすぐに向上することは望めないと
いうことがわかった。

　　イ　 「統制感」について
　　　 　3.2ポイントから 4.6ポイントと上昇し

た。これは，運動技能をこつやポイントと
して取り上げ，本時のめあてとして設定し
たことから「できるようになる」が「記録
の達成」だけでなく「動きができる」「こ
つがわかる」というように解釈が広がった

表 1.　運動有能感尺度（アレンジ版）

身体的有能さの認知
（1）　運動能力がすぐれていると思います。
（2）　だいたいの運動は上手にできます。
（8）　運動の上手な見本として，みんなの前でやってみせることがあります。
（10） 運動することに自信があります。

統制感
（3）　練習をすれば，こつをつかんだり記録が伸びたりすると思います。
（4）　努力さえすれば，ほとんどの運動は上手にできると思います。
（11） 少しむずかしい運動でも，努力すればできると思います。
（12） できない運動でも，あきらめないで練習すればできるようになると思います。

受容感
（5）　運動をしている時，先生がはげましたり，おうえんしてくれます。
（6）　運動をしている時，友だちがはげましたり，おうえんしてくれます。
（7）　いっしょに運動をしようとさそってくれる友だちがいます。
（9）　いっしょに運動する友だちがいます。

0 1 2 3 4 5 

身体的有能さの認知

統制感

受容感

事前 平均 事後 平均

表 2.　運動有能感測定尺度（アレンジ版）の結果
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こと，記録も児童の実態にあった具体的な
目標として設定し，次々とクリアできると
いっためあての設定の工夫が功を奏したこ
とが以下に示したような学習感想の記述よ
り読み取ることができる。

　　＜ライバルシャトルランの感想より＞
　　　 「40回で無理だと思っていたけど『苦しく

なっても落ち着いて走るとあまり疲れな
い』を試してみたら，今までよりも記録が
50回もクリアできた」

　　＜側方倒立回転競争の感想より＞
　　　 「○○さんが言っていたこつ（足ではなく，

腰をグイッとあげる）を自分でも試してみ
たら，だんだん慣れてきて，今まで届かな
かった 160 cmの高さまで足が上がりまし
た。」

　　　 「『うでをビュっと下ろすと足がぐいっと上
がる。手と足がつながってシーソーみたい』
という『手足シーソー』を試したら本当に
足が高く上がるようになった。」

　　＜ハードルリレーの感想より＞
　　　 「『ハードルの上をとぶのではなく，ハード

ルの上にフープがあると思ってそれをくぐ
りぬけるつもりで』を意識したらすごくタ
イムが速くなりました。○○さんに突っ込
んでいく感じがかっこいいと言われうれし
くなった。」

　　ウ　 「受容感」について
　　　 　3.075ポイントから 4.6ポイントと上昇

している。特に「友だちがはげましやおう
えん」「運動をしようとさそってくれる友
だち」「いっしょに運動する友だち」といっ
た教師よりも友人の項目が高く，個人種目
においても集団ゲーム化の工夫により，か
かわりや学び合いが必然的に生まれたこ
と，見合い教え合う際の具体的なポイント
が明確であり，アドバイスが具体的で効果
的であったということが学習感想の記述よ
り読み取ることができた。

　　＜ライバルシャトルランの感想より＞

　　　 「50回は無理だと思っていた。でも，○○
さんに『いっしょに 50回もクリアしよう』
と言ってくれたので一緒に走ったら 50回
まで行けた。○○さんありがとう」

　　＜側方倒立回転競争の感想より＞
　　　 「なかなか点数が上がらなくて困っていた

ときに，『勇気出して！やわらかマットを
もってきたから（敷いたから）こわくない
よ』と○○さんがやわらかマットを持って
きてくれた。勇気がわいてきてやってみた
ら 3点もあがった。」

　　＜ハードルリレーの感想より＞
　　　 「『ハードルをとんだらダッシュ，とんだら

ダッシュ，とんだらダッシュだ！』と○○
くんは，ぼくのとなりを走りながら言って
くれた。おかげで 1.5秒も速くなった。と
ても感謝しているし，ぼくも友だちにやっ
てあげたい。」

　（2）　各運動における運動有能感の高まり
　①　体つくり運動
　　ア　ライバルシャトルラン
　　　・ 30回～50回の制限を加えたシャトルラ

ンでは，90%の児童が到達することが
できた。具体的に届きそうな目標を持た
せることは「統制感」を高めるために有
効であると言える。

　　　・ 学習感想の記録による調査より，目標を
越えるという体験は「統制感」を高める
ために有効であると言える。ただ，自己
選択及び体力テスト当日は，具体的な目
標回数を設定することができるように
なった。ただし，目標を超える児童が
19名中 16名という結果が得られ，より
踏み込んだ目標設定をできるような機会
が必要であると感じた。

　　　・ 自己選択の 4時間目に至るまでは，仲間
を励まし，共にゴールしようとする姿，
共にゴールする達成感を味わう姿が見ら
れた。それまで，全力を出せずに何とな
く終えてしまう児童が目標回数まであき
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らめずに取り組むようになった。自己選
択及び体力テスト当日は，学習感想の記
録による調査によると応援，励ましはあ
るものの友だちはライバルに変わり，友
だちよりも少しでも多く走りたいという
記述が多く見られた。「受容感」は，高まっ
ているものの「ともに学ぶ」ことへの質
の違いを感じた。

　　イ　みんなで反復横跳び
　　　・ こつは，「体を左右に大きく動かさない（軸

をぶらさない）」「頭の位置を上下に動か
さない（上下動を少なくする）」ことで
あるということに素早く動ける児童が教
えているうちに気づいていた。このこつ
を記録向上のためのめあてとし，選択さ
せた。選択しためあてに向かって運動す
ることが記録の向上につながることを実
感することができ，「統制感」を高める
ために有効であると言える。

　　　・ グループ内の教え合いも記録向上のため
の必要感の高まりから充実し，学習感想
の記録による調査から選択しためあてを
意識しながら，声を出してリズムをとっ
たり，並び方をかえて友だちを引っ張り
ながら高め合うことができたという記述
がどのグループにも見られた。

　　ウ　どこまで跳べるか！チーム立ち幅跳び
　　　・ 実施中に着地で尻餅をついたり，ケンス

テップから出てしまった場合には得点に
ならない（0点）とした。このルールに
より，安定した着地をしようと練習する
児童が多く見られた。また，跳ぶ前の腕
の振りやしゃがみ込み，着地の際のやわ
らかな膝の吸収などのこつを見つけ，そ
れらの中から自分のめあてを設定し，取
り組むことができ，このルール変更は「統
制感」を高めるために有効であると言え
る。

　　　・ グループ内の教え合いも，記録向上のた
めの必要感の高まりから充実し，学習感

想の記録による調査から見つけたこつを
もとにした具体的なアドバイスが多くな
り，得点を高めることができたといった
記述が多く見られた。

　　エ　ライバル上体起こし
　　　・ 上体起こしの過程において手を引いて力

を入れるポイントを確認したり，声を出
しながら，力を入れるタイミングを確認
したりするペアが表れた。ペアで見つけ
たポイントをめあてとして何度か取り組
み，行った後半は，飛躍的に回数が伸び
た。学習感想の記録による調査より「ペ
アに教えてもらったおかげで」「補助し
てもらったおかげで力を入れるポイント
がわかった」という友だちへの感謝の気
持ちを記述する児童が 10名と非常に多
く見られ「受容感」の高まりが見られた。

　②　陸上運動【ハードル走リレー】
　　 ・  速く走り越えるポイントを「1本目のハー

ドルまでスタートダッシュ」「ハードルぎ
りぎりに跳ぶ」「ハードルとハードルの間
でスピードアップ」という三つに絞り，毎
時間そこから個人のめあてを設定した。ま
た，具体的な技能のポイントがめあてで
あったために振り返りも具体的であり，記
録の伸びと結びつけて考える児童が多く見
られた。「統制感」を高めるために有効で
あると言える。

　　 ・  学習感想の記録による調査より見る視点が
明確になり，グループ内のアドバイスも具
体的であり，役に立ったという記述が多く
見られ「受容感」の高まりが見られた。

　③　マット運動【側方倒立回転競争】
　　 ・  運動しながら見つけたポイントを高めたい

動きのめあてとして設定し，本時の自分の
めあてを設定させた。そのことにより，振
り返りも具体的であり，記録の伸びと結び
つけて考える児童が多く見られた。また，
脚を高く振り上げるために腕や体の振り下
ろしのスピードを高めるための走り高跳び
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のバーにゴム紐を張ったり，壁倒立用マッ
トにビニールテープでラインを引たりして
振り上げる脚の高さを可視化したことに
よって具体的な数値目標をもって練習に取

り組む児童が多くなった。これらの高まり
が側方倒立回転競争の記録の伸びにつな
がったと考えられる。「統制感」を高める
ために有効であると言える。

表 3.　授業で取り上げた運動の全国平均と本学年の伸びの比較
　男子

上体起こし（回） 反復横跳び（点） 20Mシャトルラン（回） 立ち幅跳び（cm）

H27本校 4年生 15.58 38.58 34.04 137.21

H28本校 5年生 21.29 46.25 56.29 162.08

伸びポイント 5.71 7.67 22.25 24.87

H27全国平均（4年） 18.32 39.44 46.81 145.72

H28全国平均（5年） 19.67 41.97 51.88 151.42

伸びポイント 1.35 2.53 5.07 5.7

　女子

上体起こし（回） 反復横跳び（点） 20Mシャトルラン（回） 立ち幅跳び（cm）

H27本校 4年生 15.77 35.75 26.42 34.58

H28本校 5年生 21 46.25 50.77 159.23

伸びポイント 5.23 10.5 24.35 124.65

H27全国平均（4年） 17.44 37.51 36.98 137.37

H28全国平均（5年） 18.6 40.06 41.29 145.34

伸びポイント 1.16 2.55 4.31 7.97

表 4.　授業で取り上げなかった運動と全国平均と本学級の伸びの比較
　男子

握力（kg） 長座体前屈（cm） 50 m走（秒） ボール投げ（m）

H28本校 5年生 16.33 35.13 9.16 22.17

H27本校 4年生 13.83 32.63 9.64 17.54

伸びポイント 2.5 2.5 －0.48 4.63

H28全国平均（5年） 16.47 32.88 9.38 22.41

H27全国平均（4年） 14.8 30.82 9.56 20.21

伸びポイント 1.67 2.06 －0.18 2.2

　女子

握力（kg） 長座体前屈（cm） 50 m走（秒） ボール投げ（m）

本校 5年生 15.08 38 9.77 14.62

H27本校 4年生 12.54 35.08 10.14 11.69

伸びポイント 2.54 2.92 －0.37 2.93

H28全国平均（5年） 16.13 37.22 9.61 13.87

H27全国平均（4年） 13.77 34.13 9.93 12.12

伸びポイント 2.36 3.09 －0.32 1.75



人間発達文化学類論集　第 25号 2017年 6月60

　　 ・  具体的な数値目標及び技能のポイントがめ
あてであったために見る視点が明確にな
り，グループ内のアドバイスも具体的で
あったことが学習感想の記録による調査よ
り明らかになった。

　2　体力・運動能力の調査より
　（1）　体力を高める運動
　　 ・  今回，授業で取り上げた運動の全国平均と

本学級の伸びの比較（表 3）と取り上げな
かった運動の全国平均と本学級の伸び（表
4）の比較をすると，明らかに授業で取り
上げた運動の全国平均と本学級の伸び幅が
大きいことが分かった。

　　ア　ライバルシャトルラン
　　　・ 全員，昨年度の新体力テスト（5年生・シャ

トルラン）の全国平均及び昨年度（4年
生）の自分の記録を超える好成績となっ
た。

　　イ　みんなで反復横跳び
　　　・ 全員，昨年度の新体力テスト（5年生・

反復横跳び）の全国平均及び昨年度（4

年生）の自分の記録を超える好成績と
なった。

　　ウ　どこまで跳べるか！チーム立ち幅跳び
　　　・ 19名中 18名の児童が，昨年度の新体力

テスト（5年生・立ち幅跳び）の全国平
均及び昨年度（4年生）の自分の記録を
超える好成績となった。

　　エ　ライバル上体起こし
　　　・ 19名中 18名の児童が，昨年度の新体力

テスト（5年生・上体起こし）の全国平
均及び昨年度（4年生）の自分の記録を
超える好成績となった。

　（2）　陸上運動【ハードル走リレー】
　　 ・  個人記録を 1時目，3時目，6時目に計測

した。6時目には始めに測定した 40 m走
のタイムよりもハードル走のタイムが上回
る児童が 3名も現れた。また，個人記録の
平均のタイムも 1.17秒向上した。

　（3）　マット運動【側方倒立回転競争】

　　 ・  かかとの着く位置が平均 3.3ポイント（約
30 cm）も伸びた。これは，側方倒立回転
の技能（脚を高く振り上げるために腕や体
の振り下ろしのスピード，腰をバランスよ
くあげることなど技を美しく見せるための
動き）の高まりを示していると言える。

VI　成果と課題

　○ 　「体力を高める運動，ハードル走，マット
運動といった個人種目において，「身体的有
能さの認知」「統制感」「受容感」を視点とし，
記録の向上」のみならず体力差の影響を受け
にくい「技能の向上」にも視点を置き，児童
自らが主体的にめあてを設定するよう工夫す
ることと個人スポーツを工夫し，集団ゲーム
化することにより，子ども一人ひとりの運動
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表 5.　ハードル走　個人記録の伸び
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表 6.　側方倒立回転の脚の高さと距離の伸び
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有用感を高めることができると言える。
　○ 　新体力テストの運動の中で取り上げた運動

の全国平均と本学級の伸びの比較（表 3）及
び新体力テストの総合得点の全国平均と学級
の平均の比較（表 7）より「運動有能感」の
高まりは，体力・運動能力を向上させると言
える。

　○ 　ライバルシャトルランやライバル上体起こ
しのように，より「受容感」を高めるために
は，チームでの競い合いだけでなく，個人同
士の競い合い，教え合いの方が効果を得られ
る。

　○ 　「運動有能感」の高まりは，体力・運動能
力を向上させることにも寄与すると言えるが
明らかな相関関係を明確にしきれていない。
このことから数名の児童を抽出し，運動有能
感の変容と体力向上との関係を明確にするよ
う分析を進めていきたい。

（注）　運動身体づくりプログラム
　福島県教育委員会の策定した（平成 26年度 3月）《改訂》
運動身体づくりプログラム　解説によれば，「運動身体（運
動身体）」とは，「動ける体」と「動きたい体」を統合させ
た身体という意味で名付けた言葉であり，「運動身体づく
りプログラム」は体力向上だけでなく，体育の諸目的を視
野に入れ，「動ける」「動きたい」を合わせ持った身体を育
てるプログラムである。
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表 7.　新体力テストの総合得点の全国平均と本学級の平均の比較
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Methods for P.E. Instructors in Raising Self Confidence in Exercise and 

Measuring Physical Strength Improvement 

── Through Self-Implemented Goal Setting Methods and Individual 

Activities Turned Into Group Games ──

MORI Tomotaka and KOBAYASHI Shinichi

  The purpose of this research is to see through physical education lessons if raising each child’s self-con-

fidence in exercise will lead to improvements in physical strength and exercise competence.　This experi-

ment measures from the perspective of skill improvement, which is harder to be influenced by an individual's 

athleticism.　For a period in time, students were allowed to set their own goals and transform individual 

sports activities such as strength building exercises, hurdling, and mat exercises into group games.

  The subjects are 19 fifth grade elementary school children. Self-confidence in the exercise was mea-

sured on a self-marked 5 point scale, inspection of self-written class reflection cards, physical strength test 

results, and individual exercise and skill improvement logs.

  As a result, by having the students independently set goals for themselves and transform individual ac-

tivities into group games, each child’s self-confidence in exercise increased. In conclusion, the data showed 

a positive relationship of how increase in self-confidence in exercise can increase physical strength and exer-

cise competence.


