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1.緒言 

ボール運動に着目して、現在の小学校学習指導

要領(1998)を見ると、低学年で扱う基本の運動とゲ

ームの 2 領域うち、ゲームの内容には、ボールを

保持した状態に焦点を当てたボールゲーム(ボール

投げゲーム、ボール蹴りゲーム)とボールを保持し

ていない状態に焦点を当てた鬼遊びに分けられる。

だが、中学年になると、それらを複合したゲーム(バ
スケットボール型、サッカー型、ベースボール型)
が位置づけられる。このことから、鬼遊びの学習

は、ボール運動で必要なボールを持たない時の動

きを高めるなど、ボール運動につながる学習が理

想的であると考えられる。 
また、鬼遊びは子どもの運動神経の向上に理想

的であるといわれている(ゲロ・ビザンツら.1999)。
ドイツのサッカー界で提示している子供向けの育

成プログラムにも身のこなしのドリル＆ゲームと

して組み込まれているし、日本のサッカー協会で

提示している子供向けの育成プログラム(JFA キッ

ズプログラム.2004)にも鬼ごっこが用いられてい

た。このことからも、鬼遊びはボール運動、中で

も、ゴール型ゲームに関係があると考えられる。 
しかしながら、現状を見てみると、意識してボ

ール運動につながる鬼遊びを行っている学校は少

ない。また、鬼遊びの研究として羽崎ら(1996,1999、
2006)はしっぽとり鬼ごっこの移動軌跡に関する研

究、鬼ごっこ系遊びにおける運動量と平衡性の関

係（効果的な運動および体力向上の方策に関する

研究）、小児肥満のプログラムへの鬼遊びの導入の

研究を行い、それぞれ興味深い結果を残している

が、ゴール型ゲームの動きと、鬼遊びの動きの関

係性を明らかにする研究は見受けられない。 
そこで本研究では、鬼遊びで学習される動きと、

ゴール型ゲームで学習される動きの関係について

明らかにすることを目的とする。 
 

2.方法 

1) 実施時期及び対象者 

 国立大学法人Ｉ大学の附属小学校 3年生 20名を

対象とし、平成 19 年 12 月 17 日、同小学校体育館

にて実施した。 

2) 適用したゲーム教材 

 鬼遊びとして「タッチ鬼」「氷鬼」「宝取り鬼」

を、ゴール型ゲームとして「ポートボール」を行

った。 

3) ゲームパフォーマンスの観察及び分析 

 映像データの撮影には、SONY のビデオカメラ

を用いた。さらに、その映像データを用いて、ポ

ートボールは７項目に、鬼遊びは 5 項目にそれぞ

れ分類したカテゴリーの出現回数を集計し、1分あ

たりの出現回数に換算して、各ゲームパフォーマ

ンスの実態を捉えた。又、鬼遊びで出現したパフ

ォーマンスとポートボールにおけるパフォーマン

スとの関係を見るために、両者の相関分析を行っ

た。すべてのデータは SPSS プログラムパッケージ

を用いて処理された。 

 

3.結果と考察 

1) 実態 

まずは、実態として観察したカテゴリー別に、

平均と、標準偏差を算出した。 

 

表 1 ポートボールで出現したゲームパフォーマ

ンス 

観察項目 M SD 

ベース OF 0.4 0.4
抜く 0.0 0.0
OF への切り替え 0.2 0.3
前へのﾉｰﾏｰｸ 0.6 0.4

攻 撃

的 

逃げるﾉｰﾏｰｸ 0.9 0.9

ベース DF 1.2 1.0守 備

的 DF へ切り替え 0.8 0.9

表 1 はポートボール前半で出現したゲームパフ

ォーマンスの実態を示している。表 1 に示したと

おり、ゲームパフォーマンスの出現頻度で も多

かったのは DF にかかわる位置取りを示す項目「ベ

ース DF」（M=1.2 回、SD=1.0 回）、ボールを持っ

ている味方プレーヤーを助けるためにノーマーク

になることができることを示す項目「逃げるノー

マーク」がその次に多かった(M=0.9 回、SD=0.9
回)。 

反対に少なかった項目は相手を抜き去る動きを

示す項目「抜く」(M=0.0 回)で、ほとんどこのパ

フォーマンスは観察されなかった。 

全体的に各カテゴリーにおけるゲームパフォー

マンスの出現回数を見ると、ほとんどポートボー

ルの観察項目が出現していないことがわかる。特

に、協力者の中にはボールから逃げるように遠ざ

かって立っているだけのケースも見られた。 

 

表 2 鬼遊びで出現したゲームパフォーマンスの

実態 

観察項目 M SD 

ベース追う 2.1 0.7

ベース逃げる 1.6 0.9

抜く 0.2 0.4

スピード 1.9 1.0

正対できる 0.2 0.4

表 2 は宝とり鬼で出現したゲームパフォーマン

スの実態を示している。表 2 に示したとおり、ゲ

ームパフォーマンスの出現頻度で も多かったの

は追うことにかかわる位置取りを示す項目「ベー

ス追う」（M=2.1 回、SD=0.7 回）、逃げることにか

かわるスピードに強弱をつけて動くことができる
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ことを示す項目「スピード」がその次に多かった

(M=1.9 回、SD=1 回)。 

反対に少なかった項目は相手を抜き去る動きを

示す項目「抜く」と、相手と対峙した時に正対で

きることを示す項目「正対できる」(M=0.2)で、

ほとんどこのパフォーマンスは観察されなかった。 

以上のことは、この他のタッチ鬼、氷鬼でも共

に述べることができ、逃げる際に、ベースポジシ

ョンを取り、ある程度、鬼や逃げるスペースを意

識していることが分かるが、正対して相手を観察

し、自分の行動を判断したり、相手をかわして抜

き去るような行動はまだ養われておらず、スピー

ドに任せて走り回る、といった行動が多く発生し

たと読み取ることができる。 

2)ポートボールと鬼遊びの関係 

 ポートボールで学習される動きと鬼遊びで学習

される動きの関係を検討するために、ゴール型ゲ

ームの観察結果と、鬼遊びの観察結果との相関関

係を分析した(ピアソンの関率相関係数)。 

表 3 はゲームパフォーマンスの出現頻度からみ

た宝とり鬼とポートボールの関係について分析し

た結果を示している。表 3 に示したとおり、ポー

トボールの「抜く」と、宝とり鬼の「抜く」(r=.763, 
p < .01)で有意な相関が認められた。また、ポート

ボールの「抜く」と宝とり鬼の「正対できる」(r=.856, 
p < .01)で有意な相関が認められた。 

また、タッチ鬼、氷鬼を含め、ポートボールの

「OF への切り替え」とタッチ鬼の「抜く」(r=.727, 
p < .01)やポートボールの「前へのノーマーク」と

氷鬼の「抜く」(r=.545, p < .05)などで有意な相関

が認められた。 

以上のことから、宝とり鬼で養われる「抜く」

という動きや「正対する」動きは、ゴール型ゲー

ムで必要な「抜く」動きを養うことができ、その

他の鬼遊びについても「抜く」動きが「ノーマー

クになる」動きや、「OF への切り替え」の動きを

養うことができると考えられる。 

 

4.まとめ 

 本研究は、鬼遊びで学習される動きと、ゴール

型ゲームで学習される動きの関係性を明らかにす

ることを目的とし、実際に児童に協力を得て実施

した。ゴール型ゲームとして「ポートボール」を、

鬼遊びとして「タッチ鬼」「氷鬼」「宝とり鬼」の 3

種類を用いて、それぞれのゲームパフォーマンス

を観察し、両者の相関分析を行った。 
 その結果、ポートボールの「抜く」と宝とり鬼

の「抜く」、ポートボールの「抜く」と宝とり鬼の

「正対する」がそれぞれ有意な相関が認められ、

宝とり鬼はポートボールで必要な「抜く」技術を

養うことができるという点でその有効性を明らか

にすることができた。 
 また、その他の項目においてもポートボールの

「OF への切り替え」とタッチ鬼の「抜く」や、ポ

ートボールの「前へのノーマーク」と氷鬼の「抜

く」などにおいても有意な相関が認められたため、

「抜く」動きがふんだんに出てくる鬼遊びを適用

する必要があると考えられる。  
 このことから今回の実践では宝とり鬼がより

「抜く」動きが多く、適用すべき教材であるとい

える。 
今回の研究では、全体的に各カテゴリー間の強

い相関は見られなかった。このような結果をまね

いた理由は、一つ目に、適用した教材を対象者が

未習熟であったことを挙げることができる。二つ

目にポートボールと鬼遊びの観察項目の分類と観

察方法に問題があったのかもしれないと推察する。 
 今後は、以上の問題点を解決し、さらに観察し

やすい項目を作成し、動きの関係をより明らかに

することと、今回観察し切れなかった映像内での

動きのみの関係ではなく、個人の判断や、動きと

動きの関係も明らかにしていきたい。 
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表 3 出現したゲームパフォーマンスから見たポートボールと鬼遊びの関係 

  ポートボールのゲームパフォーマンス 
    BOF BDF 抜く OF 切替 DF 切替 前方 NM 逃 げ る

NM 
宝とり鬼ベース追う 0.038 -0.350 -0.111 -0.387 -0.070 -0.360 -0.559*

宝とり鬼ベース逃げ

る 
-0.076 -0.192 0.520 0.094 -0.183 0.354 -0.021

宝とり鬼抜く -0.467 -0.340 0.763** -0.245 -0.397 0.311 0.028

宝とり鬼スピード -0.222 -0.762** 0.016 -0.338 -0.523 0.062 0.164

鬼
遊
び
の
ゲ
ー
ム
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス 

宝とり鬼正対 -0.458 0.066 0.856** -0.178 0.156 0.127 -0.241

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001  


