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1. 緒言 

平成 20 年に改訂された学習指導要領をみると、

従来強調されていた生徒の自主的・自発的学習と

いうよりは、むしろその前段階の指導として基礎

的・基本的な知識や技能を確実に習得させ、それ

らを活用したり応用・探求させる学習指導が求め

られている。 

 しかしながら、単に知識や技術を習得させるの

みが強調される授業では、生徒の学習意欲を引き

出せない可能性も容易に予想される。 

 このような問題意識を持つとき、アメリカのシ

ーデントップによって提案されたスポーツ教育プ

ログラム理論は、おおいに示唆を与えてくれる。

この理論は基本的にスポーツの本質的な魅力にふ

れさせることを重視し、チームへの所属意識や公

式試合を重視することに加え、明確な成果を示す

ための競技記録の保持を重視したり、祭典性を強

調しようとする指導プログラムである。 

本研究では、スポーツ教育プログラム理論を学

びつつ、中学校の体育授業を対象にハードル走の

授業づくりを行なうとともに、その有効性につい

て事例分析的に検討することを目的とする。 

 

2．方法 

2-1 対象授業 

 平成 20 年 10 月 20 日から 12 月 15 日までの約 2
か月間、茨城大学教育学部附属中学校で実施され

た計 6 回の選択授業（ハードル走・短距離走）を

対象にした。対象生徒は、選択教科を選択した 1
年生から 3 年生までの生徒 26 名（男子 16 名、女

子 10 名）である。指導者は茨城大学教育学部保健

体育選修の学生（陸上競技歴 13 年、ハードル歴 6
年）が行ない、T.T として茨城大学の教員 1名、茨

城大学教育学部保健体育選修の学生 4 名が参加し

た。なお、授業は同中学校のグラウンドで行なわ

れた。 

2-2 単元計画 

 表 1 は、本研究における単元計画を示している。

単元 1 時間目は、オリエンテーションと試しの記

録会を行なうこととした。2時間目から5時間目は、

授業の前半で各授業のねらいとなる内容の練習を

した後にミニ記録会を行なうこととした。2 時間目

から 5 時間目までの主な学習内容は表 1 の通りで

ある。6時間目は競技会を行なうこととした。 

 また、ミニ記録会の内容は、走順が奇数の生徒

が 50ｍハードル（ハードル 5 台）を走り、走順が

偶数の生徒は 50ｍを走って折り返してくるという

ハードル走と短距離走を組み合わせたリレーであ

る。 

2-3 タイムの計測及びハードリングの評価 

 技能の変容を明らかにするために①50ｍハード

ル走のタイムの計測②動作の評価を行なった。タ

イムの計測は、ミニ記録会・競技会におけるリレ 

表 1 単元計画（全 6 時間） 
時間 学習内容 
１ ・オリエンテーション 

・記録会 
２ ・練習（遠くから踏み切る） 

・記録会 
３ ・練習（３歩のリズムで走る） 

・記録会 
４ ・練習（振り上げ脚を真っ直ぐ出す） 

・記録会 
５ ・練習（１台目を勢いよく入る） 

・記録会 
６ ・競技会 

ー中の個人のラップタイムを測り、動作の評価は、

ルーブリック形式で作成したハードリング技術の

評価基準（踏み切り位置 2 段階、3 歩のリズム 4 段

階、振り上げ脚 3 段階、1 台目の入り 3 段階）に基

づき行なった。ちなみに動作の評価は、ハードル

走の競技歴 6 年以上の大学生 2 人が行ない、各項

目の観察者間の一致率は、踏み切り位置 86％、3
歩のリズム 83％、振り上げ脚 86％、1 台目の入り

85％と全ての項目で 80％以上であった。 

 また、タイムの変容については、授業毎の違い

をそれぞれ対応のあるｔ検定を実施し、動作の変

容については、同様に授業毎の違いについて、ウ

ィルコクスンの符号付き順位検定を実施した。有

意水準は全て 5％未満とした。 

2-4 授業記録 

 授業後に、その授業での生徒の様子や発言をま

とめるため日誌を記述した。 
 
3．結果と考察 

3-1 授業の実際 

 1 時間目は、オリエンテーションとして授業の流

れ、練習、記録会についての説明をした。リレー

の説明の際、大学生が演示すると、生徒は大きな

歓声をあげ、とても興味を示した。また、「早くや

りたい」と言うなど意欲が感じられた。 

 2 時間目・3 時間目は、練習を適当にやる生徒も

いて徐々にやる気が下がっているように感じた。

中には「練習は飽きたから早くリレーがしたい」

と言う生徒もいた。 

 4 時間目から、記録をとるだけではなく、チーム

の順位やラップタイムの個人ランキングなど記録

の提示を行なった。すると、記録会の直後にチー

ムや自分の記録を確認しに来る生徒が多く見られ

るようになった。 

 5 時間目は、チームへの所属感を高めるためにウ

ォーミングアップをチーム間の競争にしたり、チ

ームの記録が残るようにした。結果的にそれらに

より生徒は熱中して取り組むようになり、その後

もそれまでより一層授業に集中するようになり、
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私語も減った。 

 6 時間目は、競技会を行なった。内容は、毎回行

なっていたリレーだが、より実際の競技会に近づ

けるため、応援場所を決めたり、競技用紙雷管を

使用するなどの工夫をした。また、イベントとし

て、優勝チームと大学生チームの競争もした。 

3-2 技能の変容 

図 1 はハードル走の平均タイムの変容を示して

いる。単元前半の 1 時間目は 9.87 秒、2 時間目 9.88
秒、3 時間目には 10.00 秒と記録が下がった。反対

に単元後半の 4 時間目には 9.70 秒、5 時間目 9.50
秒、6 時間目 9.27 秒と徐々に記録は向上していっ

た。 
各授業で指導したハードリングの技術は、以下

のような状況であった。 
まず、踏み切りについては 1 時間目の評価平均

は男子 1.56、女子 1.20、指導した 2 時間目は男子

1.87、女子 1.70 であったが統計的な有意性は認め

られなかった。 
3 歩のリズムについては、1 時間目は男子 2.94、

女子が 2.90 であったが、指導をした 3 時間目は男

子が 3.50、女子が 3.70 となり、統計的な有意性も

認められ、3 歩のリズムの指導における効果が認め

られた。（男子 z=-2.530、p<.05、女子 z=-2.060、p<.05）。 
振り上げ脚については、1 時間目は男子が 2.00、

女子が 1.90 であったが、指導した 4 時間目には男

子が 2.64、女子が 2.70 となり、男女ともに有意性

が認められた。（男子 z=-2.653、p<.01、女子 z=-2.309、
p<.05）。 

1 台目の入りでは、1 時間目は男子が 2.50、女子

が 2.00 であったが、指導をした 5 時間目には男子

が 2.69、女子が 2.70 となった。これらの有意性の

検定を行なったところ、女子においては有意な差

が認められた（女子 z=-2.236、p<.05）。 
また、1 時間目と 6 時間目においては、すべての

ハードリング技術で有意性の検定を行なった所、

全ての項目で有意な差が認められた（踏み切り：

男子 z=-2.449、p<.05、女子 z=－2.121、p<.05、3 歩

のリズム：男子 z=-2.810、p<.01、女子 z=-2.456、
p<.01、振り上げ脚：男子 z=-2.810、p<.01、女子

z=-2.309、p<.05、1 台目の入り：男子 z=-2.646、p<.01、
女子 z=-2.333、p<.05）。 
以上のように、ある特定の技術指導を行ない、

記録会のみを行なった単元前半は、さほど大きな

技術改善は認められなかったが、チームへの所属

意識を高めたり、公式記録を発表したり、イベン

トを実施した単元後半には、明らかにタイムが向

上し、スポーツ教育プログラム理論で示されたチ

ームへの所属感を高め、イベントや公式記録、試

合、祭典性を取り入れることの有効性が明らかと

なった。 
 
4．摘要 

本研究では、スポーツ教育プログラム理論を学 
びつつ、中学校の体育授業を対象にハードル走の

授業づくりを行なうとともに、その有効性につい

て事例分析的に検討することを目的とした。 

茨城大学教育学部附属中学校で実施された計 6
回の選択授業（ハードル走・短距離走）を対象に 
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図１ 平均タイムの変容 

した。技能の変容を明らかにするために①50ｍハ

ードル走のタイムの計測②動作の評価を行なった。 
タイムの変容については、授業毎の違いをそれぞ

れ対応のあるｔ検定を実施し、動作の変容につい

ては、同様に授業毎の違いについて、ウィルコク

スンの符号付き順位検定を実施した。有意水準は

全て 5％未満とした。また、授業後に、その授業で

の生徒の様子や発言をまとめるため日誌を記述し

た。 

単元前半では、意欲的な発言はあまり見られな

かったが、チームへの所属意識を高めたり、記録

を発表したり、イベントを実施した単元後半には、

意欲的な発言も見られ、それまでより一層授業に

集中するようになった。 

ハードル走の平均タイムは、単元前半の 1 時間

目は 9.87 秒、以下 2 時間目 9.88 秒、3 時間目には

10.00 秒と記録が下がった。反対に単元後半の 4 時

間目には 9.70 秒、5 時間目 9.50 秒、6 時間目 9.27
秒と徐々に記録は向上していった。 
各授業で指導したハードリングの技術は、以下

のような状況であった。踏み切りについては統計

的な有意性は認められなかったが、3 歩のリズム、

振り上げ脚については男女ともに統計的な有意性

も認められ、指導における効果が認められた。1 台

目の入りについては、女子において有意性が認め

られた。 
また、1 時間目と 6 時間目においては、すべての

ハードリング技術で有意性の検定を行なった所、

全ての項目で有意な差が認められた。 
以上のように、ある特定の技術指導を行ない、

記録会のみを行なった単元前半は、さほど大きな

技術改善は認められなかったが、チームへの所属

意識を高めたり、公式記録を発表したり、イベン

トを実施した単元後半には、明らかにタイムが向

上し、スポーツ教育プログラム理論で示されたチ

ームへの所属感を高め、イベントや公式記録、試

合、祭典性を取り入れることの有効性が明らかと

なった。 
 

5． 参考文献 

1) ダリル・シーデントップ（2003）新しい体育授 

業の創造，-スポーツ教育の実践モデル．大修 

館書店 

2) 中学校学習指導要領（平成 20 年改訂版）．文 
部科学省． 

3) 中学校学習指導要領解説 保健体育編（平成 
20 年改訂版）．文部科学省． 


