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1．はじめに 

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 2008(平成

20)年度までの 3 年間実施した。2009(平成 22)年度

からは岡田小学校独自の取り組みである｢体育科武

道授業｣を行っている。 

本研究は 2010(平成 22)年度の体育科武道授業に

GT(ゲストティーチャー)として参加し、以下の仮説

をもとに、過去 4 年間の実績にどのような成果が加

えられるか引き続き調査研究し、授業実践のための

基礎的データを得ることを目的としている。 

[仮説 1] 発達段階に応じた柔道の指導をすること

で、柔道の楽しさやおもしろさを味わい、武道に興

味をもつ児童を育てることができる。 

[仮説 2] 柔道の基本である“受け身”を習得する

ことで、児童の学校生活の中でのケガ防止につなげ

ることができる。 
 
2． 研究方法 

2-1 対象について 
 常総市立岡田小学校の｢体育科武道授業｣および
全児童と保護者・教員、石下西中学校生徒を対象と
した。児童は、1 年生 73 名、2 年生 85 名、3 年生
90 名、4 年生 73 名、5年生 78 名、6 年生 90 名の計
489 名である。 

2-2 研究方法について 

1) アンケート 

調査は岡田小学校児童・教員・保護者、石下西中

学校生徒を対象に 6 種類(児童事前・事後，保護者，

教員，生徒事前・事後)を作成し担任教諭を通して

配布・回収を行った。質問項目は、昨年度までの項

目や結果を参考にして 5～7 項目を選択法と自由記

述式で用意した。 

2) ケガの調査                 
 武道(柔道)授業が始まった平成 18年度から 21年
度まで、過去 4 年間のケガの発生率・部位について
年度ごとや他校との比較調査を行った。 

3) 体力の調査 
 過去 5 年間の体力テストの結果を用いて、柔道授
業開始前から開始後の体力の移り変わりを比較検
討した。 

4) 分析方法 
 始めに全体の傾向を把握するために単純集計を
行い、その後それぞれを学年別や学校別、あるいは
項目ごとに比較検討を行った。 
 
3．結果と考察 

3-1 授業について 

1) 研修会 

研修会は、平成 22 年 8 月 5 日に常総市立石下総

合体育館で行われた。今年度の研修会は 1 回だけ行

われたが、教員の大半は過去に研修会の受講および

授業担当の経験があり、初めて経験するのは今年度

に転勤してきた教員のみであった。経験者と初心者

が組むことにより、初心者は効率的に指導内容を理

解・体得することができ、経験者は指導法をより実

践的に確認することができたといえる。 

2) 授業時間と柔道衣  

 小学校で柔道授業を行う場合、授業の本活動とは
別の時間が多く取られる。そのため、3 年生以上は
2 時間連続(45 分×2 単位時間)の扱いとした。 

低学年の授業は、着用に時間がかからないように
工夫された柔道衣を使用して１時間で行われた。低
学年でも柔道衣を着用することで授業への意識が
高まり、意欲的に取り組むことができていた。 

3) 授業内容 

今年度の授業では昨年度までと同様、学級担任と

GT が主体となって授業を行った。学級担任の半数

以上が柔道指導未経験者であるが、児童の個性や特

徴などを把握しているため全体を見ながら個に応

じた指導を行うことができ、展開がスムーズであっ

た。高学年では技が高度になり指導が難しいと不安

の声もあがったが、GT やスポーツ尐年団等で経験

のある児童を活かすことで、より良い授業が展開さ

れたと思われる。 

3-2 アンケートについて 
1) 児童事前・事後アンケート 

｢柔道の授業は楽しかったか｣という質問では、今

年度は 95％の児童が｢とても楽しかった｣｢楽しかっ

た｣と回答している。このことから、段階を踏んだ

指導や児童同士で教え合う機会を設けることで、で

きるようになる喜びを感じ、柔道授業を楽しむこと

ができたと思われる(下図)。 

 
事前アンケートにおいて、「楽しみなこと・やっ

てみたいことは何ですか」の質問に対し、どの学年

も「動き（くま・かえる・くも）」を選択している

児童が多い。 

「柔道授業で不安なこと・やりたくないことは何

ですか」の質問では、全体を通して投げ技・試合（ゲ

ーム）を選択している児童が非常に多かった。これ

には、投げられるのが痛そう、友だちと競争するの

が嫌だ（負けるから）というような意見がある。 

事後アンケートにおいて、「楽しかったことは何

ですか」の質問に対し、低学年は基本である礼法・

受け身やストレッチ、中学年は固め技や投げ技、高

学年は投げ技や試合と答える児童が多かった。高学

年は、投げ技を学び試合（ゲーム）を経験すること

で、競い合いをすることの楽しさを感じることがで

きたと思われる。また、各学年で新しい技を覚える

ことで、「柔道らしい動きを見につけることができ

た」という満足感や達成感を得ることができたと考

えられる。 



「柔道授業で嫌だったことは何ですか」の質問で

は、投げ技や試合を選択する児童は尐なかった。こ

のことから、練習を行う中で投げること・投げられ

ることへの恐怖感が薄まり、互いに技を掛け合う・

受け合うことの楽しさを感じることができたので

はないかと思われる。 

2) 生徒アンケート 

今年度の石下西中学校柔道授業は、選択科目で行

われた。事後アンケートにおいて、｢柔道授業は楽

しかったですか｣の質問に対し、76％の生徒が｢とて

も楽しかった」｢楽しかった｣と回答している。また、

「柔道授業で楽しかったことは何ですか」の質問に

対し、試合・投げ技・固め技と答える生徒が多い。

中学生も小学校高学年と同様“競い合い”をするこ

とで向上心を高め合い、技能が上がり、それにより

柔道が楽しいと感じるようである。 

「柔道授業で嫌だったことは何ですか」の質問で

は、2・3 年生共に動きと答える生徒が最も多い。

これは、初心者に対する柔道の基礎的な指導（礼

法・受け身・動き）に時間がかかり、もっと技（投

げ技・試合）の練習がしたいという欲求から嫌だっ

たと答える生徒が多かったと思われる。 

3) 保護者アンケート 

「柔道の授業を行うことについてどう思います
か」という質問で、｢大変良いと思う｣｢良いと思う｣
と回答した保護者が平成 21 年度・22 年度共に 94％
であった。19 年度・20 年度のデータからも高い数
値は得られているが、21 年度からは 90％以上の支
持である。｢大変良いと思う｣｢良いと思う｣と回答し
た保護者に対する｢柔道授業が良いと思う理由は何
ですか｣という質問では、21 年度と同様に｢礼儀作
法が身に付く｣を選択している保護者が多く、武道=

礼儀というイメージが強いと思われる。また、22

年度は｢日本の文化に触れられる｣｢体を鍛えること
ができる｣の選択率も高く、柔道授業で経験できる
ことや学べることを通して、児童の身心の成長を期
待している保護者が多いと考えられる。  
3-3 ケガの比較について 

柔道の受け身は頭を守るためにすることから、顔
の負傷について比較を行った。他小学校のデータが
年度ごとにばらつきがあり、統一性がないことに対
し、岡田小学校の平成 18～21 年度の数値 4.2％、
3.3％、5.9％、3.6％は平均的に低いことがわかる(下
図)。柔道の授業開始前の 17 年度は 18.9％だったが、
授業開始後の 18年度は 4.2％と 14.7％も減尐してい
る。このことから、柔道授業で習う受け身を習得し
たことで、転んだときに受け身を取り、頭部を守る
ことができたので顔の負傷発生率が下ったと思わ
れる。 

 
3-4 体力の比較について 

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、楽しく授業に取り組むことで、体力の向
上を図る｣がある。そこで、過去 5 年間の岡田小学
校における体力テスト結果の比較を行った。ここで

は、体力テストの評価 A・B・C・D を A＋B、C＋
D に分類し、(A＋B)-(C＋D)を求めると、この数値
が高くなるほど体力が向上したことになる。データ
から、平成 18 年度~20 年度では、16．2％、27．8％、
19．3％であり、11．6％増加した後に 8．5％減尐
している。しかし、21 年度・22 年度共に 31．9％、
34．6％と増加傾向にあることから、柔道授業開始
前の 18年度から 22年度にかけて体力が向上したと
考えられる(下図)。 

 
 
4．まとめ 

[仮説 1]について 

 6 年間の発達段階に応じて作成してある、「学習

の内容」「単元の展開」に沿って授業を行うことで、

児童は柔道の楽しさを感じ、興味を持つことができ

た。 

課題として、中心となる学級担任が“柔道のやさ

しい指導方法”と“柔道に対する共通理解”を持つ

ために実技指導法研修会の継続や、学級担任と共に

授業を進めていくGTを確実に確保する体制整備が

必要である。 

[仮説 2]について 

柔道の授業開始前(17 年度)から授業開始後(22

年度)にかけて、ケガでの保健室利用者数が 96％減
尐した(下図)。児童の保健室利用は、転んで負った
ケガだけでなく対人的なケガも多い。このことから、
保健室利用数が減った背景として受け身だけでな
く、柔道の体さばきを習得することで、｢転ばない｣
｢ぶつからない｣能力が向上し、ケガに対する予防的
な効果もあったと考えられる。 

課題として、本授業は岡田小学校独自の取り組み

として、研究事業（平成 18～20 年度）に引き続い

て行われているが、今後も継続して柔道授業を行え

る環境・体制づくりが必要である。 
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