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小学生中学年における剣道の学習内容の検討 
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1．緒言  

日本はすでに少子高齢化社会を迎え，子どもの教育

と長寿社会の基本である健康の保持・増進の条件とし

ても，適度な運動・スポーツは欠くことができない重

要な課題である。特に学校体育は，これらの課題を解

決していくためにはとても重要な役割を担っている。

平成 20 年 3月 28 日の小・中学校学習指導要領改訂を

うけ，平成 24 年度から中学校保健体育では武道必修化

となる。武道は，我が国固有の文化であり，子どもた

ちに我が国の文化や伝統を尊重する態度を身につけさ

せ，自分を律し，相手を尊重する人間性を養う上でと

ても有効なものである。しかし，武道は保健体育の運

動領域では中学校で初めてとり扱われたが，小学校体

育科の運動領域では扱われていない。中学校で武道が

必要とされている今，小学校の体育の授業で武道の特

性に触れる機会ができることは，幅広い運動経験だけ

でなく，その後におけるスポーツ活動や日常的な生活

行動の基礎・基本を身につけるとともに，中学校の武

道授業の下位教材の役割を担うことにもなるとも考え

られる。 

 本研究では，実際に小学生中学年を対象に剣道授業

を行い，技能分析及び形成的授業評価の結果から，児

童の発達段階に応じた学習内容や武道未経験の小学校

教師でも出来る指導内容と方法について考え，小学生

が剣道の特性に触れながら楽しく取り組める剣道授業

を検討することを目的とする。 

 

2．研究方法 

2-1 対象授業 

 平成２０年２月１３日から３月４日までに行われた

I 大学教育学部附属小学校の４年１組，４年２組，４

年３組の剣道授業を対象とした。対象児童は４年１組

の３７名，４年２組の３６名，４年３組の４４名の計

１１７名である。各クラス計４回，同じ学習指導案及

び指導者の剣道授業を行った。 
2-2 学習内容 

[1 時間目] 
・オリエンテーション（剣道の技の観察をする） 
・中段の構え（小学生用の簡易竹刀を使用する） 
・正面打ち素振り（「その場」で，「送り足」で） 
・発声（「ヤー！」「エイッ！」と声を出す） 
・剣道の作法・礼法（立礼，整列，正座，座礼） 
[2 時間目] 
・足さばき（すり足，送り足）※最初はスリッパを使

用して練習する。 
・グループ対抗リレー（スリッパを履いて足さばき） 
・正面打ち素振り，発声（「メン！」と声を出す） 
・剣道の作法・礼法（立礼，整列，正座，座礼） 
[3 時間目] 
・剣道着と袴を着装する。 
・足さばき（踏み込み足）※最初は長い棒を床に並べ，

それを飛び越える練習をする。 
・グループ対抗リレー（踏み込み足で竹を越えていく） 
・剣道の作法・礼法（立礼，整列，正座，座礼） 

[4 時間目] 
・剣道着・袴の着装。 
・正面打ち（発声，足さばきを意識しながら行う） 
・踏み込んで正面打ち ※最初は風船を吊るし，真っ

すぐ打ち込む練習をする。 
・グループ対抗リレー（風船を連続で打っていく） 
・剣道の作法・礼法（立礼，整列，正座，座礼） 
2-3 分析方法 

 剣道授業では全員に１~１０番のゼッケン（赤・青・

緑・黄）を身につけてもらう。赤色（１～１０番）の

ゼッケンを身に付けた１０人の児童を対象とし，『技

能分析（表 1）』を行う。また，毎時間終了時に『形

成的授業評価』の調査票を配布し，回答してもらう。 
ねらい①：中段に構えて，正面打ち素振りができる。
ⅰ.右手を前にして竹刀を持っている（1点） 

ⅱ.ⅰの状態で，右足を前に出して構えることができる（2点）

ⅲ.ⅰとⅱの状態で，「エイッ」と声を出している（3点） 

ねらい②：基本的なすり足，送り足ができる。 
ⅰ.左足が右足を追い越さない（1 点） 

ⅱ.左足が外を向かず，前を向いている（2 点） 

ⅲ.ⅰとⅱの状態で，左足の引き付けをスムーズに行うことが

できる（3 点） 

ねらい③：剣道の礼法ができる。 
ⅰ.竹刀を左脇に置くことができる（1点） 

ⅱ.正座姿勢がきちんとできる（2 点） 

ⅲ.座礼ができる（3 点） 

ねらい④：基本的な正面打ちができる。 
ⅰ.まっすぐに振り上げて打つことができる（1点） 

ⅱ.右手，右足を前に出した状態で打つことができる（2点）

ⅲ.ⅱの状態で手が前方に出ていて，打ちおろしになっていな

い（3点） 

表１ 技能分析の評価基準表 

 

3．結果と考察 

3-1 技能分析 

 表 1の基準表に従って VTR で児童を観察した検者 A

と検者 Bの分析結果はほぼ一致し，1時間目～4時間目

まで観察した児童の8割以上が3点となった。よって，

剣道授業のねらい①～④の技能はほとんどの児童が身

につけることができたと考えられる。 

3-2 形成的授業評価（総合評価） 

形成的授業評価は 2.77 以上の評価が得られると大

変評価の高かった授業といえ，逆に 2.33 以下であれば

かなり低い評価の授業と言える。この方法で児童が剣

道授業をどのように捉えているかを知ることができ，

毎時間その授業を反省し授業内容を検討することがで

きる。図１の全体の総合評価の結果をみると，

2.67,2.65,2.66,2.74 と全ての時間において 5 段階評価

が 4 であり，授業としては成功であったと言える。特

に 4 時間目は，前回に比べ得点が高くなった。風船を

打つ楽しさと，正面打ちという全身運動を行うことで，

児童は心身共に満たされていたと考えられる。 
図 2 のクラス比較では，4 年 1 組と 4 年 3 組の評価

に比べ，4 年 2 組は 2.51，2.41，2.50，2.57 で 5 段階

評価も 3 であり，評価が低かった。3 クラスとも同じ
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剣道の学習内容を行っているが，クラスごとに評価得

点の差が見られた。また，全体の男女比較と各クラス

の男女比較したところ，全体の男女比較では，全ての

時間において有意差が見られた(表 1)。クラス内の男女

比較では,1 組ではどの時間も男女の差は見られず，ど

ちらも高い評価であったが，2 組では 3，4 時間目で男

女の評価に有意差が見られた(p<0.01)。3 組は 1 時間

目から男女の得点に有意差があり，4 時間目でその差

は最も大きくなり，女子の評価の方が高くなった。こ

のような差は，各クラスの雰囲気や取り組み方の違い

などが考えられるが，各クラスの男女間の差は，『形

成的授業評価は女子の方が高くなる』(1 という原因だ

けでは考えにくい。また，男子は 1，2 時間目の評価

が高く，女子は 3，4 時間目の評価が高い傾向にある

ことが分かった。このことから，男子は新しいことを

学習すること，女子は学習したことを身につけること

に満足感を感じているのではないかと考えられる。        
時間 男子（S.D） 女子（S.D） t-test
１ 2.59（0.39） 2.75（0.23） ** 
２ 2.59（0.38） 2.73（0.29） * 
３ 2.57（0.36） 2.75（0.27） ** 
４ 2.62（0.44） 2.87（0.20） ** 

表 1男女の比較 (*P<0.05 ,**P<0.01) 
 

図1　形成的授業評価結果
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図２　形成的授業評価　クラス別
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3-3 形成的授業評価（次元別評価） 

次元別評価では，「成果」「意欲・関心」「学び方」

「協力」の評価を得ることができ，この 4次元の評価

を合わせると授業の総合評価になる。各次元の評価推

移を見ることで，学習活動が児童に与える影響を知り，

学習内容の検討に役立てていく。まず，各次元の全体

評価では，「意欲・関心」が最も高く，1時間目から 4

時間目までずっと 2.80 以上であった。ほとんどの児童

が剣道に興味を持ち，一生懸命取り組んでいることが

分かった。1時間目の評価が最も高いのは，実際に剣

道具を身に付けた大学生が剣道の技を披露したためと

考えられる。近くで剣道の迫力を感じることは，これ

から剣道を初めて行う児童にとっていい刺激になるは

ずだ。「成果」は，2時間目，3時間目と少し評価が下

がった。素振りや足さばきなど日常生活では行わない

動作のため，指導者の真似をすることで精いっぱいだ

ったとも考えられる。また，3時間目の授業は剣道着

と袴の着装に時間がかかってしまい，剣道の基本動作

の練習時間が短くなってしまったことも評価が下がっ

た原因の一つと考えられる。「協力」は 1時間目から

4 時間目に授業が進むにつれて評価が高くなっている。

剣道はどちらかというと個人競技に近く，他のスポー

ツのようにチーム全員で同時に戦うことがないため剣

道授業の中で児童が協力する場面は比較的少ないと思

っていたが，評価は上がっていった。学習内容に取り

入れた『グループ対抗リレー』での仲間の協力と，3

時間目から行われた『剣道着・袴の着装』が理由の一

つとしてあげられる。グループ対抗リレーでは仲間と

アドバイスや応援をし合い，楽しく体を動かすことが

でき，剣道着・袴の着装では，お互いに袴の紐を結び

あったり，着方を確認したり助け合う機会が増えた。

このような児童の協力は剣道授業に限らずこれから出

会う様々なスポーツを身につけていく上で大切な能力

である。「学び方」は，4時間目の評価が高くなって

いた。これは，児童による「自主的・自発的」学習で

あり，特に最後の授業では，今までの学習で身に付け

た基本動作をしっかりと生かし，積極的に正面打ちの

練習に取り組んでいた。 
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4．まとめ 

・技能分析の結果から，今回の学習内容（中段の構え，

足さばき，素振り，正面打ち，礼法など）で指導した

技能はほとんどの児童が身につけることができた。 
・形成的授業評価分析の結果から，各クラス，男女ご

とに評価に差が見られたが，総合評価結果から見ても

5 段階評価ではどの時間も３以上であり，子どもたち

にとってよい授業であったといえる。しかし，個人の

授業評価を分析していると，評価にバラつきがあり，

指導内容や指導方法を改善すべき点があるといえる。 
・剣道具を着用せず，竹刀のみの剣道授業であったが，

基本動作や礼法，発声など剣道の特性にふれさせると 
同時に，児童の意欲・関心を高める内容であった。ま

た，剣道未経験の小学校教諭でも指導可能な学習内容

であったといえる。 
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