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1. 緒言 

2008 年 9 月に小学校学習指導要領が改訂され、

これまで低・中学年に位置づけられていた「基本

の運動」や「ゲーム」領域は廃止され、代わりに

それぞれの領域で示されていた内容が格上げ的に

領域として位置づけられることとなった。特に高

学年において位置づけられている「体つくり運動」

領域は低・中学年においても位置づけられること

となり、「体力を高める運動」に対応する内容とし

ては「多様な動きをつくる運動（遊び）」が新たに

加えられ、今回の学習指導要領改正の中で最も大

きな変化の内の一つとなっている。 

「多様な動きをつくる運動（遊び）」で取り扱う

運動例(文部科学省 2008)をみると、3・4年生では

18 種類の運動が示されている。例えば、バランス

を保持する運動や移動する運動などが具体的な内

容とされているが、これらの運動を取り扱う授業

を展開する場合、単に児童に課題を与え続けるだ

けでは学習意欲を引き出すことが難しくなると予

想され、このような問題を解決するためには児童

らの試行意欲を触発し、継続的な学習が保障され

る教材を開発していく必要がある。 

学習指導要領改訂後、2年後には完全に実施され

る状況下で、「多様な動きをつくる運動」の教材開

発は喫緊の課題だと考えられる。 

本研究では児童の意欲的な活動を引き出す「多

様な動きをつくる運動」の教材づくりを行い、そ

の有効性について検討することを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 対象 

茨城大学附属小学校の 3 年 1 クラス 38 名(男子

19 名、女子 19 名)を対象に、「多様な動きをつくる

運動」として実施した4授業を分析の対象とした。

指導にあたったのは茨城大学に内地留学している

男性教諭（教職歴 20 年以上）と茨城大学教育学部

の保健体育選修、スポーツコースの学生が T.T と

して指導に加わった。実施時期は平成 20 年 10 月

30 日から 11 月 19 日までの約 1 ヵ月間である。ま

た「多様な動きをつくる運動」では、5つの内容（18

個の例示）が学習指導要領解説には記載されてい

るが、今回は内容「用具を操作する運動」や「力

試しの運動」が従来の基本の運動領域に設定され

ていたという理由で除き、また対象とした児童が 3

年生であったということの 2 点を考慮し、例示の

中の「回る」「バランスを保つ」「跳ぶ」「登る」の

4 つの運動を主な学習内容として取り扱うことと

した。 

2-2 教材づくり 
 子どもの意欲的な活動、あるいはより多くの試

行を引き出すために以下の 3 点を工夫し教材を作

成した。 

・子どもの運動欲求を触発する教材・教具 

・目安を設定し運動目標や運動の結果がより詳細

に把握できる教材・教具の作成 

・ステージクリア制による 4つの運動のゲーム化 

（初級・中級・上級・特級コースの設定） 

1時間目から4時間目までの各々の運動で提示し

た技能の評価は以下のとおりである。 

（1）回る動き：点数の書かれている円盤の中でジ

ャンプしながら回転する。ジャンプをする際は

体を捻り真上にジャンプしながら回転すること。 

（2）バランスを保つ動き：バランスボード（3種

類用意）に乗りバランスを取りながら立つこと。 

（3）跳ぶ動き：5つのフラフープ間を跳ぶ。ジャ

ンプする際には腕を振りながら勢いよく斜め前

方にジャンプすること。着地の際には脚をそろ

えて着地すること。 

（4）登る動き：2m、3m の印が付いた登り棒を登る。

登る際には両脚で登り棒を挟み両腕で力強く体

を上方へ引き付けること。その後に両脚で体を

押し上げること。またそれら 2つの動きを「腕、

脚、腕、脚」と連動させながら登ること。 

2-3 教材の評価 
 適用した教材の善し悪しをみるために、指導者

（教師）並びに学習者（児童ら）へのインタビュ

ーを実施した。指導者に対しては単元終了後、半

構造化面接法によりインタビューを行い、児童ら

に対しては単元最後の授業のまとめの部分で、授

業に対する印象を質問した。 
 教師に対する質問は適用した教材の評価を中心

に対話し、その状況に応じて教師が受けた教材の

印象を分析検討した。 
 児童らに対しては授業に対する印象を対象児童

全体に質問し、挙手により受けた印象を順次発言

してもらった。 
 得られた発話データは文書として書き起こし、

文章毎にテーマ化、カテゴリー化を行い、教材の

評価に対応した発話をもとに今回適用した教材の

評価を行うことにした。 
2-4 技能成果の分析 

 授業毎に児童らが達成した記録を学習カードに

記述させ、それらの記録を技能成果として単元内

の記録の変容から技能面の成果を分析した。特に

単元 4 時間内に技能成果として授業間での記録の

違いがみられるかについてはフリードマン検定を

実施し、有意な差が認められた場合には、授業毎

の違いについてウィルコクスン符号付順位検定を

実施し検討した。有意水準は全て 5％未満としてい

る。 
 
3. 結果と考察 

3-1 教材の評価 

 教師に対して教材への印象を聞いたインタビュ

ーでの発話を分析した結果、対象教師が今回適用

した教材に対して抱いた印象は以下のように 3 点
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に整理することができた。 

①子どもの挑戦的な運動欲求の引き出し 

「（今回提示した課題は子ども達の）挑戦欲求をか

き立てるものだったと思います」 

②具体的な運動目標の持ちやすさ 

「（子ども達は）目標値が（予め）設定されている

から、目標を持って取り組みやすかったと思いま

す」「基準をハッキリ決めると子どもが頑張れる」 

③細分化された達成基準の幅広い設定による持続

的な試行の保障 

「全体的に（達成基準としての）級や秒などを設

定したことで、取り組みやすい」「細かく（達成基

準を）数値化したことで、（子どもは）目標を持続

的に持ちやすく、（適用した教材が）試行回数を持

続させる効果があった」 

 一方児童らに聞いた授業の印象からは運動その

ものの楽しさ（「回る運動が楽しかった」）や記録

の伸び（「幅跳びで記録が伸びて嬉しかった」「登

り棒の特級ができなくて悔しかった」）に対する喜

びやゲームそのものの楽しさに関する意見がほと

んどであった。 

 以上のことを整理すると、今回適用した教材に

より、運動そのもの楽しさから、あるいは細かな

達成基準が定められていたことによる児童らの運

動意欲の引き出しに成功していたことがわかる。

また、設定された達成基準は幅広いものであった

ため、子ども達の試行が途切れることなく多くの

子ども達の運動に対する試行回数を保障するのに

成功していたのがわかる。 

3-2 記録の変化からみた技能成果 

表 1 は 1 時間目から 4 時間目において児童がゲ

ームで達成したゾーン毎の記録（達成した級）の

変化について、単元 4 時間分の平均ランクを示し

たものである。各授業の平均ランクは表 1 に示す

通り、総じて授業を重ねるたびに高くなる傾向に

あった。これらの結果についてゾーン毎に有意性

の検定（フリードマン）を行ったところ、すべて

のゾーンで有意な差が認められ（ターンゾーン；

χ2＝28.698, p‹.001, バランスゾーン；χ2＝

41.827, p‹.001, ジャンプゾーン；χ2＝31.782, 

p.<001, クライミングゾーン；χ2＝14.238, p

‹.01）児童の運動能力は全体的に改善傾向にあっ

たことが分かる。 

クライミングゾーンにおいて 3 時間目と 4 時間

目で記録が下がったが、このことは 1時間目から 3

時間目までは実施日に最大 3 日程度の期間がある

だけであったが、3時間目と 4時間目においては 1

週間の期間があった。他の運動が比較的神経系の

改善が要求されるものであるのに比べ、「登る」運

動は筋力、パワー系の改善が要求されるものであ

り、クライミングゾーンでは、安定した登る動き

の習得まではならなかったのかもしれない。 

 また児童がそれぞれの授業で取得した級をゾー

ン毎にまとめた結果は、級なし、初級については

全体的に取得する児童が授業を重ねるごとに減り、

中級、上級、特級に挑戦している様子がわかる。

クライムについては級なしの取得者は減ったが初

級以上の伸びがあまり見られないことから児童に

とって困難な内容であったことが伺える。学習カ

ードの記入の様子からは、授業初め、クラスの中

で下位に位置していた児童の授業ごとの伸びが顕

著に見られた。上位に位置していた児童も上級、

特級に挑戦している様子が見られた。 

 

表 1 1 時間目から 4時間目のゲームの記録の変化 

  
1 時

間目 

2 時

間目 

3 時

間目 

4 時

間目 
χ2 値  

ターン 1.39 2.00 2.35  2.44  31.782***  
バランス 1.58 2.38 3.00  3.09  28.698***  

ジャンプ 2.06 2.59 2.85  2.85  41.827***  
クライム 1.81 2.16 2.38  2.21  14.238**  

     **‹.01,***‹.001 

 
4. 摘要 

今回小学校学習指導要領に新しく導入された

「多様な動きをつくる運動」を対象に子ども達の

学習意欲を喚起し、継続的な試行を引き出す教材

（「回る」「バランスを保つ」「跳ぶ」「登る」の 4

つの動きについて）を作成し、小学校 3 年生 1 ク

ラスを対象（単元 4 時間）に実践しその効果につ

いての分析を通して、作成した教材の有効性につ

いて検討した。 
分析した結果、次の諸点が明らかになった。 

(1）対象授業に参加した教師並びに児童へのイン

タビューから今回作成し適用した教材は①子ども

の挑戦的な運動欲求を引き出す、②運動目標を持

ちやすい、③子どもの持続的な試行を保障できる

という点で評価できるものであった。 
(2)単元 4 時間でジャンプ（立ち幅）、ターン（回

る動き）、バランス（バランスを保つ）、クライム

（登る）を指導したが、全ての運動において授業

毎に明らかな向上傾向が認められた。 

(3)全ての運動（ジャンプ、ターン、バランス、ク

ライム）において存在していた「級無し」の児童

らも、単元後半になるとクライムを除く全ての運

動で何れかの級を取得することができた。また授

業が進む度に下位の級から上位の級へ進む児童ら

が大半であった。 

 以上のことから、今回作成したステージクリア

制による教材は子ども達の運動欲求や挑戦欲求を

触発し、幅広い達成基準の設定よって持続的な試

行が保障され、結果として児童らの技能成果を保

障できる可能性の強いものであったと捉えること

ができる。 

今回はアラカルト的に取り扱う運動を決めて授

業を展開したが、18 種類もあげられている運動を

どのように構造化し授業で取り扱うのかを考える

ことも必要なことと考えられる。 
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