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1．緒言 
 常総市立岡田小学校では，文部科学省指定研究
「子供の体力向上」「学校体育の充実」における「武
道指導実践事業」を 2006（平成 18）年度から 20 年
度までの 3年間にわたり実施した。本研究は，岡田
小学校独自の取り組みとして継続して実施される
体育科武道(柔道)授業にゲストティーチャー(GT) 
として参加し，以下の仮説をもとに，過去 3年間の
実績にどのような成果が加えられるか検討し，授業
を充実させるための基礎的なデータを得ることを
目的としている。 
[仮説１] 柔道の授業を発達段階に応じた計画に
沿って実践することで，柔道の楽しさを味わわせる
ことができ，武道に興味をもつ児童が育つであろう。 
[仮説 2] 「相手がいて成りたつ柔道」を児童に伝
え，武道の特性である礼儀作法や公正な態度，相手
を尊重する態度を強調して指導することで，礼儀作
法を身に付けた，仲良く助け合う子が育つであろう。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 
 柔道授業の対象・授業時間数は以下の通りである。 
1・2年生 5時間（45 分授業）3・4年生 6 時間（90
分授業）5・6年 8時間（90 分授業） 
＊上記の授業に参加した 335 名の他，3年生，4年
2組,5 年 2組は，新型インフルエンザのため授業が
実施できなかったため，3 学期に実施される予定。 
 なお，事前研修に岡田小教員 24 名，アンケート
に保護者 335 名(1 児童 1名扱い)・柔道担当教員 12
名・石下西中生徒 364 名を加え，総計 1058 名を対
象とした。 
2-2 研究方法 
2-2-1 研修会 
 柔道授業は担任主体で行われるため，岡田小の教
員全員に対する事前の実技研修が行われた。2回の
研修会に参加し，研修内容を資料の参考とした。 

2-2-2 授業 
 柔道の授業に GT として参加し，子供たちの活動
を補助することを通して，小学校における柔道授業
のあり方を調査・検討した。授業は 2009（平成 21）
年 11 月 4日～12 月 15 日に行われた。 
2-2-3 アンケート 
 調査は以下 5種類の質問紙を作成し，担任教員を
通して配布・回収した。質問紙は多肢選択法と自由
記述を用いて作成した。結果は，全体の傾向を把握
するため単純集計を行い，その後，回答傾向を詳し
く探るためのクロス集計を行った。 
1．児童事前用，2．児童事後用，3．教員用，4．

保護者用，5．石下西中生徒用 
2-2-4 ケガの調査 
 過去 3年間の柔道授業中に起こったけがと，その
他の体育の時間(球技・器械運動・持久走・短距離
走)に起きたけがを調べ比較した。 
2-2-5 体力の調査 
 過去 4年間の体力テストの結果を用いて，柔道授
業開始後の体力の移り変わりを比較検討した。 
 
3． 結果と考察 
3-1 研修会について 
 2 年目の平成 19 年度より，学級担任が主となり

授業を進めてきた。継続的に参加している教員にと
っては技能向上の機会となり，転入者で柔道未経験
の教員も抵抗なく参加できていた。研修会は，尾形
敬史茨城大学教授が講師として行われた。 
 今年度の研修会は，前年度までより 1 回少なく，
内容にも違いが見られ，実際に授業で扱う内容が多
く，精選されたものになっている。過去 3年間の経
験があるので，研修会はスムーズに行われた。また，
教員同士で教え合う場面もみられ，指導ポイントが
明確になったことが窺えた。 
3-2 授業 

3-2-1 授業担当 

平成 18 年度は研究主任及び柔道担当教員が主と

なり，学級担任及び GT が補助として授業を行った。

平成 19 年度からは，授業開始前に全教員が研修を

行い，学級担任が主となり，研究主任及び GT が補

助として授業が行われた。 

学級担任のほとんどが柔道未経験者であるが，児

童の個性や特徴などを把握しているため全体を見

つつ個にも対応する事ができ，授業の展開がスムー

ズであった。低学年では，授業を進める上で問題と

なる行動などを未然に防ぐことができ，高学年では

内容が高度になり指導が難しいと不安の声もあが

ったが，毎時間 2人から 3 人の TT や GT・スポーツ

少年団等で経験のある生徒を活かすことで，より良

い授業が展開されたと考えられる。 

3-2-2 授業内容 

 授業は，敷地が隣接する石下西中学校武道場で行

われ，整列し，歩いて移動した。柔道衣は，教材と

して用意されており，オリエンテーション時に身体

に合わせたものを着用した。毎授業後，通気性の良

い「ふれあいルーム」に吊して管理し，授業終了後

は，各家庭で洗濯し，再び学校で保管される。低学

年用の柔道衣は，着替えに手間取らないように下穿

のウエスト部にゴムが入れられ，上衣の腰部に帯が

縫い付ける工夫がなされていた。 
3-2-3 アンケート 
(1) 児童の事前・事後アンケートについて 
・「楽しかった内容」で一番多かった回答は 1，2
年生ともに「うごき」，4年生はうごき」に続いて
「試合」「固め技」が 50％を超える回答，5･6 年生
は「なげ」に続いて「試合」，が多い回答。4年生
から「礼」や「ストレッチ」の回答が減り，「なげ」
「固め技」「試合」の，柔道本来の動きに関する項
目が人気となっていた。 
・「いやだった内容」で回答が 30％を超えたのは，
6 年生の「うごき」のみであった。6 年生になると
運動強度に対する抵抗感が，回答が 30％を超えた
要因として推測できる。 
・「もっとやりたい内容」で一番多かった回答は
1･2 年生ともに「うごき」であった。4年生でも「う
ごき」は 50％を超える回答だが，「試合」の回答
が「うごき」を上回る 65％。5･6 年生では「試合」
が も多い回答となっており，「礼」「ストレッチ」
「うごき」「うけみ」で 25％を超える回答はない。 
・授業前後での柔道に対する意識は，毎年向上して
おり，全体的に児童たちは楽しく授業に取り組んで
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いたと思われる(下図)。 

 [柔道の授業好きか→柔道の授業楽しかったか] 

H19 岡田小学校 484 人 

   
H20 岡田小学校 481 人 

    
H21 岡田小学校 346 人 

   
 
（2)保護者へのアンケートについて 
「体育の授業で柔道を行うことについて」では，柔
道を行うことを「大変よい・よい」と答えた保護者
が 94％となっている。昨年度の 90％より 4％増加
しており，柔道の授業が継続されていることで，保
護者の理解も進んでいることが分かる。「なぜよい
か」の質問で も多かった回答は，どの学年も回答
率が 40％を超えて「礼儀作法が身につく」であっ
た。また，柔道を授業で行うことは「あまりよくな
い」「たいへんよくない」という回答が少数（6％）
あり，理由として「ケガの心配」が約 10％あった。
この要因として，岡田小の柔道授業では児童の発達
段階にあわせ無理なく行っていることに対して，保
護者の理解が十分ではないことが考えられる。 
(3)石下西中生徒へのアンケートについて 
 柔道の授業を行ったことについて，また，小学校
で柔道を続けていくことについて「大変良い」「よ
い」と答えた生徒は，84％であった。「プラスにな
ったこと」では，3学年とも も多かった回答が「礼
儀作法が身についた」であった。2・3 年生では，
「授業が理解しやすくなった」が 2番目に多い回答
であった。「マイナスになったこと」では，「ケガ
をした」と「柔道衣が不潔である」の回答が多く，
19％を超えていた。昨年までの「柔道の授業中に起
きたケガ」の調査結果でみる限りごく少数であり，
「ケガをした」の回答は，擬問の残る部分である。
しかし，投げ技による受け身練習の結果として，首
の周囲の筋肉における「筋肉痛」が「ケガをした」
という回答につながったことが推察される。 
3-2-4 ケガの比較 
 「怪我」「恐さ」に関して，授業が安全に行われ
たことを検証するために，過去 4年間の柔道授業中
に起こった怪我と，その他の体育の時間（球技・器
械運動・短距離走・持久走）に起きた怪我を比較し
た。下図は，平成 21 年度のケガ数を単位時間当た
りで示したものである。柔道でのケガは，3％にと
どまっている。 
 

 

3-2-5 体力の比較 
 小学校での柔道実践の目標の一つに「柔道の特性
を生かし，楽しく授業に取組むことで，体力の向上
を図る」がある。そこで，過去 4年間の岡田小にお
ける体力テスト結果を検討した。結果のよかった児
童「A+B」から，結果のよくなかった児童「D+E」を
ひいた数をもとめ，グラフにした(下図)。児童の体
力は，柔道を行う前(平成 18 年度)が も低く，平
成 20 年度に一度低下したが，今年度には増加し，
全体的にみて増加傾向にあることが分かる。 
 

 
 
4． まとめ 

[仮説１]について 
 「柔道あそび」や「柔道」の単元を「年間指

導計画」に位置付け，担任の先生の工夫を加え

ながら 6年間の発達段階に応じて授業を進め

ることで，児童は柔道の楽しさを知り，柔道に

興味をもつことができた。 

課題として，柔道を継続して実施していくた

めには，実技指導法研修の継続や，GT を確実

に確保する体制整備が必要である。また，「や

りたくない」児童や「やらせたくない」保護者

の理解を深めることが必要となってくる。 

[仮説 2]について 

 柔道の授業において礼儀作法を経験するこ

とによって，黙想や正座を通してのメリハリを

身につけることができた。また，「○○くんと

おててをつないで，じゅうどうのおべんきょう

をした」(1 年女児の絵日記)などの感想が見ら

れ，柔道の授業で友達と助け合いながら学ぶこ

とができた。 

課題として，柔道で身につけた礼儀作法や態

度を，柔道の授業だけでなく，日常の生活に活

かしていけるよう，働き掛けをしていくことが

必要である。 
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