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リラックス感に着目した体ほぐしの運動の教材研究 
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1．緒言 

平成10年に公刊された旧学習指導要領の改正に

よって、体操は、「体つくり運動」に改称され、「体

力を高める運動」に加えて、「体ほぐしの運動」が

位置づけられた。「体ほぐしの運動」が導入されて

早くも10年が過ぎ、平成20年には学習指導要領が再

び改訂された。今回の改正において、学習指導要領

には以下のようにその内容を示している。

 
「体ほぐしの運動」は、心と体を一体としてとら

える典型的な運動として導入された運動である。高

橋１）は「体ほぐしの運動は、子どもの心と体の開

放をテーマにした第三の運動である」と位置づけて

いる。また、「心と体の問題」と「学校問題」に関

わって、強く要求された運動であると述べている。 
学習指導要領の文面から・体への気付き・体の調

整・仲間との交流を設定した研究は多く見られるが、

設定の背景を考慮すれば、「心身の開放」やリラッ

クス感といった観点から教材研究や授業研究を推

し進める必要性があると考えられる。 

そこで、本研究では、大学生の学生を対象にリラ

ックス感を引き出す教材について実践的に検討す

ることを目的とする。 

 
2． 研究方法 
2-1 対象 

参加者は、茨城大学教育学部体育系の協力の得ら

れた女子 8名である。実施期間は、11 月 24 日から

12 月 22 日(計 5回)である。場所は茨城大学小体育

館で実施した。適用した教材は、表１に示す通り全

部で 25 の教材である。一回目及び二回目の実践的

研究では、大塚２）らによる研究を参考に「体ほぐ

しの運動」で適用されることの多い教材を実施した。

三回目及び四回目・五回目は、体育の副読本及び体

育授行で「体ほぐしの運動」として多く用いられる

教材を実施した。 

   表１ 日程及び実践した教材 
11月24日 12月8日 12月15日 12月22日

ペア ラ ッシュ ストレッチ ストレッチ

ストレッチ アワー ポール

バラ ンス 負け ヘビ鬼

崩し ジャンケン

教 こおり鬼 時間あてゲーム

材 （個人）

地蔵 膝たたき ブラ イ ンド ドッヂ

持ち上げ ボール

時間あてゲーム

（集団）

野口体操

ことろ
フェ ンシング

トラ スト

フォ ール

ホグコール
つま先

ラ イ ンナップ
ダイ ブ

地蔵倒し
人間

山登り
知恵の輪

12月1日

背中で

スタンダップ

トラ スト

 

2-2 快感情の評価 
実施した教材の快感情に対する影響力をみるた

めに橋本３）らによる快感情調査 MCL-S を参加者に

実施した。調査は、「爽快感」（５項目）「不安感」

（２項目）「リラックス感」(５項目)の３因子１２

項目により構成されている。これらの調査を各プロ

グラム実施後に各参加者に配布し、その後の感情に

ついて解答させた。調査用紙は、各調査後、その場

で回収した。 
解答用紙は、各項目に「まったくそうである」(＋

3 点)から「まったくそうでない」(－3 点)の７段階

により構成されている。教材毎の快感情状態を把握

するために、８人の平均および標準偏差を因子毎に

算出した。 
 

2-3 運動強度の評価 
 実施した教材の運動強度と快感情との関係を見
るために、運動強度の測定に多く用いられる主観的
運動強度（RPE）を実施した。 
解答用紙は、安静(6 点)から限界(20 点)までの１４
段階で構成されている。 教材毎の主観的運動強度
を把握するために、８人の総合得点の平均および標
準偏差を算出した。 
 
3．結果と考察 

3-1 一回目及び二回目の実践と教材の評価 
一回目と二回目の活動は、大塚２）らの研究を参

考に「体ほぐしの運動」で多く用いられる教材から、

ランダムに１０の教材を選択し実施した。結果は、

表 2 の通りである。 
表２ リラックス得点及び総合得点の平均と標準

偏差(一回目、二回目)       n=8 
活動名 リラックス感 総合平均 

  M SD M SD 

ペアストレッチ 2.40 0.67 1.57 0.62

地蔵持ち上げ 1.37 1.11 1.14 0.58

人間知恵の輪 1.20 1.42 1.48 0.67

背中でスタンダップ 0.93 1.09 1.29 0.67

地蔵倒し 0.17 1.56 0.45 0.81

トラストダイブ -0.13 2.00  0.38 1.29

ホグコール -0.15 1.58 0.13 0.77

つま先フェンシング -0.38 1.35 1.01 0.56

バランス崩し -0.40 1.63 0.73 0.68

トラストフォール -2.05 1.30  -1.15 0.48

上位 2 教材の結果は以下の通りである。「リラッ

クス感」が最も高い活動はペアストレッチ平均

=2.40(SD=0.62)である。ペアストレッチは、運動強

度平均=7.62(SD=0.91)が低い活動で、軽い身体接触

が伴う活動である。リラックスはしているが、「不

安感」が平均=0.56(SD=1.71)と、不安得点が比較的

高い傾向にあった。 
次にリラックス得点が高かった教材は、「地蔵持

ち上げ」である。「地蔵持ち上げ」は、体を固め、

数人の協力によって持ち上げられるような教材で、

数人の協力体制によって不安感が軽減され、リラッ

【第１学年及び第２学年】  

ア 体ほぐしの運動では、心と体の関係に気付き、

体の調子を整え、仲間と交流するための手軽な

運動や律動的な運動を行うこと。  

【第３学年】  

ア 体ほぐしの運動では、心と体は互いに影響し、

変化することに気付き、体の状態に応じて体の

調子を整え、仲間と積極的に交流するための手

軽な運動や律動的な運動を行うこと。  
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クス感における得点が及び総合平均得点が高くな

ったと考えられる。 
相対的に低い評価を得た 4 つの教材は以下の通

りである。トラストフォールは、仲間と協力して安

全に人を受け取るような協力や調和を伴う活動で

ある。トラストフォールは「リラックス感」得点に

おいて平均=－2.05(SD=0.48)と最も低い値になった。

これは、全体重を協力者に委ねることへの恐怖心や

飛び込んだ後の痛みを想像することが不安感をあ

おり、安寧状態にほど遠い結果になったと考えられ

る。このことが、不安感平均＝－2.63(SD=1.50)とリ

ラックス感平均=－2.05(SD=0.48)得点の低さからわ

かる。バランス崩しは「爽快感」において平

=1.85(SD=1.67）と高いが、「リラックス感」は平

均=－0.40(SD=1.63)と低くなっている。バランス崩

しは、互いに向き合い手のみでバランスを崩しあう

ゲームである。つま先フェンシングは、互いに相手

のつま先を足のみを使ってタッチしあう運動であ

る。「爽快感」平均=1.95(SD=1.28)と高く、「不安

感」平均=2.1(SD=1.31)と高いが、「リラックス感」

が平均=－0.3(SD＝1.35)と低くなった。このように、

勝敗が明確に分かれているゲームの要素が強い運

動で活動中に笑い声や歓声のあがるような活動は、

「リラックス感」を高めるには有効ではないと考え

られた。またホグコールは、目をつぶったままペア

の声を頼りに移動する活動で、「リラックス感」平

均=－0.35(SD=1.58)と低いことから、ブラインドに

よって恐怖心が高まったといえる。「ブラインド」

や「恐怖心」をあおる高い場所や、身をゆだねるよ

うな教材は、「リラックス感」を高めない傾向にあ

ることがわかった。 
 
3-2 三回目及び四回目・五回目の実践と分析評価 

一・二回目の結果を踏まえ三回目は、ゲーム型の

教材を 4 教材と協力体制を必要とする教材１教材

を実施した。四回目の活動では、リラックス感を高

めると思われる教材を５教材とブラインドの１教

材を行った。五回目の活動は、リラックス感を高め

ないと思われる運動を３教材と、最もリラックス感

が高まると予想できる１教材を行なった。 
表２ リラックス得点及び総合得点の平均と標

準偏差(三・四・五回目)      n=8 
活動名 リラックス感 総合平均 

  M SD M SD 

ストレッチポール 2.91 0.28 2.45 0.30 

ストレッチ 2.63 0.65 2.16 0.66

野口体操 2.63 0.73 1.79 0.94

時間あて（個人） 2.31 1.32 1.22 0.98

負けジャンケン 2.15 1.02 1.77 0.52

時間あて（集団） 1.80  1.62 0.98 0.82

ヘビ鬼 0.29 1.30  1.08 1.00 

ブラインド -0.31 1.73 -0.83 0.68

ラインナップ -0.54 1.58 0.11 0.99

山登り -0.60  1.25 0.25 0.65

ラッシュアワー -0.63 1.17 0.92 0.58

凍り鬼 -0.68 1.33 0.58 0.53

ドッチボール -0.94 1.28 0.50 0.54

膝たたき -1.20  1.16 0.31 0.41

ことろ -1.30  1.09 0.24 0.42

評価得点の上位３教材の結果は以下の通りであ

る。ストレッチポールは、ストレッチポールを利用

した背中部分のストレッチ及びマッサージである。

総合平均が平均=2.45(SD=0.30)と高く「リラックス

感」が平均=2.91(SD=0.28)とほぼ全員がリラックス

状態にいたと考えられた。ストレッチは、ペアスト

レッチと違い個人で行った。個人でのストレッチで

はどの感情においても、高い値を示した。特に「リ

ラックス感」において平均＝2.6(SD=0.65)と高い値

を示した。このことから、ペアストレッチよりも個

人でやるストレッチのほうが総合的な快感情が高

まったと考えられる。野口体操では、二人組みで行

い、リラックス感が平均=2.63(SD=0.73)と高くなっ

ている。これは、ペアストレッチと近い運動である

ことから、リラックスを引き起こすには適した運動

といえる。以上のことから、適度な身体接触は「リ

ラックス感」だけを見ると数値の変化は少ないため

「リラックス感」にはあまり影響しないことが読み

取れる。以上のように、共通して運動強度が低い活

動がリラックス感を高めたことがわかる。 
評価得点の下位３教材は以下の通りである。こと

ろは、全員がチームとなり一人の鬼と対戦し、鬼が

毎回変わる。活動中は笑い声が絶えず歓喜の感情が

高かった。「リラックス感」は平均＝－1.3(SD=1.09)
と低い値であった。膝たたきは、互いに相手の膝を

手でタッチしあう運動である。「リラックス感」も

平均＝－1.20(SD=1.16)と低くなっている。ドッヂボ

ールでは、ボールにあたる恐怖心があり、「リラッ

クス感」は平均=－0.94(SD=1.28)と低い値になった

と考えられる。以上のように、歓喜の感情が高い教

材は、リラックス得点が高くはならない結果となっ

た。 
 

4．まとめ 

本研究の目的は、リラックス感を引き出す体ほぐ

しの運動における教材を実践的に確かめることで

あった。橋本３）らによる快感情調査を教材毎に実

践後調査・分析した結果有効な教材の特性として明

らかになった点は、以下の三点である。 
・恐怖心や歓喜など強い感情への刺激を与えない教

材。 
・勝敗を求めるよりは、協力を求める教材。 
・運動強度が比較的おだやかな教材。 
である。 
今回は、実験的な教材研究をねらいにしたため模

擬授業形式による研究を行なったが、今後は、本研
究の結果を踏まえ、児童・生徒を対象にした実践研
究を重ね、リラックス感を保障できる授業に貢献し
ていきたいと考える。 
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