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1. 緒言 

平成 20 年 3 月の小・中学校学習指導要領の改訂

を受け，平成 24 年度から中学校保健体育では武道

必修化となる。その背景には，教育基本法の改正

により，教育内容の改善事項の一つに上げられて

いる「伝統や文化に関する教育の充実」政策に関

連していると思われる。こうした中，文部科学省

は，平成 18 年から「小学校における武道指導実践

事業」を立ち上げ，小学校における武道の在り方

の検討を始めている。しかし，現行の小学校体育

科の運動領域には未だ武道のみが位置付けられて

いない。新学習指導要領では，発達の段階に応じ

た指導内容を明確化，体系化する方向で進んでい

る。こうした観点から，生涯に亘って取り組める

ようにするためにも，武道を他の運動領域と同様

に小学生から慣れ親しませる必要があると考えら

れる。 

そこで本研究では，小学校高学年（5・6 年生）

で可能な学習内容を検討して，将来，小学校体育

科に武道領域を位置づけることを試みた。       

学習内容を検討する上では，第一に，中学校の

指導要領に示されている学習内容と系統化できる

ように留意した。第二に，小学校教員誰もが担当

可能なものを考えることとした。 

 作成した学習内容は，ねらいの達成度を評価す

るための技能分析と学習者からの授業評価の二つ

の観点から検討した。 

 なお，本研究の授業では，市販の竹刀や剣道具

を使用せず，巽らが開発した教材用簡易竹刀及び

簡易剣道具を用いて行った。 

 

2. 研究方法 

2-1 対象及び実施時期 

 国立大学法人 I 大学附属小学校 5 年 1 組 37 名（男

子 18 名，女子 19 名）を対象とし，平成 20 年 11
月 4 日～11 日の期間に計 4 回の授業を同小学校体

育館にて実施した。授業は同一教員で行った。 

2-2 学習内容作成上の留意点 

 4 年生に履修した学習内容（正面素振り，足さば

き，礼儀作法，正面打ち等）を踏まえて高学年の

学習内容を検討した。その際，①防具を使用する

こと，②対人的技能を導入することに重点を置い

た。 

2-3  学習内容とねらい 

1 時間目：剣道の間合いを理解し，相手の動きに応

じた足さばきができる。 

｛剣先と剣先の距離が，50cm 以上（1 点），20cm
～50cm 以内（2 点），20cm 以内（3 点）｝ 

2 時間目：相手の打ちをかわして打つことができる。

｛相手の竹刀を避けることができる(1 点)，         

上体で避けて打つことができる(2 点)，左右の方向

に移動して打つことができる(3 点) ｝ 

3 時間目：剣道着・袴の着装，連続しての面打ちが

できる。 

｛連続 3 回を，止まらないで 2 回打つことができ

る（1 点），止まらないで 3 回とも打つことができ

る（2 点），2 点の状態でスピーディーに打つこと

ができる（3 点）｝ 

4 時間目：面，胴の打突部位をとらえることができ

る。 

｛面・胴各 2 回のうち，いずれかの部位を 1 回打

つことができる（1 点），いずれかの部位を 2 回打

つことができる（2 点），面・胴の部位とも 1 回以

上打つことができる（3 点）｝ 

2-4 授業評価 

高橋らの作成した形成的授業評価法を用いた。 
2-5 技能分析 

 3 段階の評価基準（上記）を定め，VTR 観察法

を用いて検者２名で行った。 

 

3. 結果と考察 

3-1 形成的授業評価    
3-1-1  全体の評価 

表１に,形成的授業評価の結果を示した。総合  

をみると，1 時間目から 3 時間目は評定 4 であり，

4 時間目は評定 5 であった。長谷川²⁾らの研究によ

ると，評定 3 を子どもの目から見て普通の授業，

評定 4 以上をよい授業，評定 5 は特に優れた授業

としてとらえることができるとしている。したが

って，1～3 時間目の授業がよい授業，4 時間目に

おいては非常に優れた授業であったと評価された。 

表１ 形成的授業評価の結果 （）は５段階評価 

また，高橋ら¹⁾は，「よい授業」の評価に強い規

定力をもっているのは「意欲・関心」であるとし

ている。本結果の「意欲・関心」は４時間共，４

評定で評価された。以上のことから，作成した学

習内容は，学習者からみて，いずれの因子を満た

すものであったと考えられる。また，授業評価が

低下せず，維持できたことは，学習内容の配列も

適切なものであったと思われる。 

 

3-1-2 男女での比較 

 表 2 に，男女別にみた剣道授業の評価を示した。

ここでは，各因子ごとに男女別の平均得点を算出

し，有意差検定を行った。いずれの項目において

も有意差は 5%以下（P＜0.05）とした。 

 成果 意欲 
関心 

学び方 協力 総合 

① 2.5 
(4) 

2.86 
(4) 

2.67 
(4) 

2.85 
(5) 

2.69 
(4) 

② 2.55 
(4) 

2.93 
(4) 

2.79 
(4) 

2.77 
(4) 

2.74 
(4) 

③ 2.58 
(4) 

2.97 
(4) 

2.77 
(4) 

2.81 
(4) 

2.76 
(4) 

④ 2.66 
(4) 

2.99 
(4) 

2.85 
(5) 

2.72 
(4) 

2.79 
(5) 

平

均 
2.57  
（4） 

2.94
（4） 

2.77  
（4） 

2.79 
（4）  

2.75 
（4） 



31 

表 2 男女別にみた剣道授業の評価 
  男子 

平均 

   
S.D 

女子 
平均 S.D 

ｔ 

成果 2.46 
(4) 

0.07 2.72 
(5) 

0.13  * 

意・関 2.93 
(4) 

0.07 2.95 
(4) 

0.05   

学び方 2.67 
(4) 

0.06 2.85 
(5) 

0.1 * 

協力 2.63 
(4) 

0.09 2.94 
(5) 

0.04 * 

因

子 
 

 

総合 
 

2.64 
(4) 

0.01 2.85 
(5) 

0.07 
 

* 
  

「成果」「学び方」「協力」の 3 因子，また，総合

評価において有意差がみられた。この結果からも明

らかなように，全体的に女子の方が高い得点を示し

ていた。小学生の段階では，女子の方が体育授業を

好意的に評価する傾向のあることを長谷川ら²⁾は
報告しているが，本研究もそれを支持する結果を示

した。したがって，学習内容を考える上では，男女

差を考慮することの必要性があると考えられる。 

 
3-2 技能評価 

3-2-1 全体の評価 

 図１に,各時間ごとの達成率を示した。「1 時間

目」は 3 点が 89.5%，2 点が 10.5%であった。「2 時

間目」は 3 点が 77.8%，2 点が 16.7%，1 点が 5.5%
であった。「3 時間目」は 3 点が 89.5%，2 点が 10.5%
であった。「4 時間目」は 3 点が 79%，2 点が 10.5%，

1点が 10.5%であった。 
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図 1 技能分析の結果 

 「1時間目」の，一足一刀の間合い（剣先が 10cm
程度交差し，1歩踏み込めば相手を打突でき，1歩

退けば相手の攻撃をかわすことができる距離）で

構え，その距離を保ったまますり足で前後移動を

するという動作は約 9 割の児童が習得できた。4 年

生ですり足を学習していたこともあり，呼吸を合

わせ，相手の動きに合わせて移動するという対人

動作は５年生の学習内容として可能なものと判断

された。「2 時間目」の相手が打ってきたところを

体をさばいて（移動して）打突する動作について

も約 8 割の児童が習得できていた。相手の動きを

よく見て，タイミングよく左右に移動しながら打

突する対人動作は可能な学習内容と思われる。「3
時間目」の連続しての面打ち動作は約 9 割の児童

が習得できた。これは基本動作の面打ちを連続し

て行ったもので，困難な内容とは判断されなかっ

た。また，「4 時間目」の面・胴の各部位をとらえ

るという動作においても，約 8 割の児童が習得で

きていた。構えたところから，1m の竹刀を用いて

相手の面・胴をとらえる動作は５年生にとって可

能な内容と思われる。 

  

3-3-2 男女の比較 

男女差によって，技能評価に差がみられるかど

うかを総合及び時間別に平均得点を算出し，有意

差検定を行った。いずれの項目においても有意差

は 5%以下（P＜0.05）とした。 
総合及び，「1 時間目」，「2 時間目」，「3 時間目」，

「4 時間目」については，男女間に有意差はみられ

なかった。 
男女間に有意差がみられなかった理由として，

対人技能をまじえながらの学習であったためだと

考えられる。対人技能とは，相手との技の攻防を

成立させる技能である。それは，相手自身による

隙を打突したり，相手の打ち（力）を利用し，相

手の打ちを抜いて（かわして）打つ技などがあり， 

このとき必要となる技術は，素早い動きの中で竹

刀を用いて行う動作的な技術はもちろんであるが，

それに加えて相手の目を見て相手の動きを読んだ

り，相手と呼吸を合わせて行うことが大切である。 

したがって，陸上競技やバスケットボールなど

と異なり，体力・体格に左右されにくい競技であ

ると考えられる。本研究では，竹刀を用いて行う

高度な技術ではなく初歩的な技能での学習内容で

あったこと，小学校高学年の発達段階では男女に

よる体格差が顕著にみられなかったことが男女間

で技能に有意差がみられなかった理由であると推

察する。 

 

4. まとめ 

  本研究は，小学校高学年を対象に剣道の学習

内容を作成し，４回の授業を実施した結果，以

下の知見が得られた。 

1）作成した学習内容の形成的授業評価は，総合評

価では 2.75 であり，5 段階評価にすると，4 の

評定であった。 

2）男女間の評価では，「総合」及び，「成果」，「学

び方」，「協力」因子において有意差（P＜0.05）
が認められ，女子の評価点が高かった。 

3）技能の内容は，各時間とも児童の習得率は 75％

以上であり，小学校高学年に可能なものと判断

された。 

4）技能評価における男女差は各時間共，有意差は

みられなかった。 
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