
2018（平成 30）茨城大学教育学部保健体育選修・スポーツコース・健康コース 卒業研究発表会抄録集 
 

56 
 

特別支援学校生徒の跳び箱「開脚跳び」の学習可能性について 
発 表 者 岡田 恭平 
指導教員 松坂  晃 

キーワード：特別支援学校、知的障害児、運動技能、跳び箱、学習プログラム  
 
1. 緒言 

 知的障害のある人の肥満予防、健康維持のため

には、子どものうちから運動の習慣をつけること

が大切である。しかし、知的障害児は定型発達児に

比べて運動経験が少なく、運動に対する苦手意識

をもっていることが多い。特別支援学校における

生活の中でも、外で遊んだり、徒歩や自転車で登下

校したりするような運動機会は、限られてしまう。

このように運動機会が限られた特別支援学校の中

で、体育授業は運動機会を獲得できる大切な時間

である。その中で、跳び箱運動は、小学校、中学校、

高校の器械運動領域において扱われる種目である

とともに、苦手としている児童、生徒が多い種目で

ある。開脚跳びについては、多様な下位教材が開発

されるとともに、それらに関連した指導技術が提

案されてきた(三浦と山形、1997)。しかし、これら

の下位教材についての研究は、定型発達児を対象

にしたものがほとんどであり、知的障害児を対象

とした研究は見当たらない。特別支援学校教員を

対象とした調査によると、跳び箱で開脚跳びがで

きる生徒は中学部男子で 20.1％、女子で 15.2％と

推定されており、習得することが難しい課題とさ

れている(松坂ら、2013)。そこで、本研究では、特

別支援学校に在籍する知的障害児を対象とし、跳

び箱運動の学習プログラムを作成し、それらの学

習の機会を増やす。そして、知的障害児にも学習の

可能性があるのかといった課題を検討するため、

跳び箱運動のフォームの改善に力を入れ、学習前

と学習後ではどのような変化がみられるかを検証

し、今後の特別支援学校の体育授業に活かせるよ

うにすることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 対象 

茨城県内Ａ特別支援学校中学部の生徒 17 名(男
子 13 名、女子 4 名)で、学校長及び保護者から承

諾の得られた者を対象とした。トレーニングは、

朝の運動の時間に実施し、跳び箱運動に関する基

礎的運動課題の習得を図るよう設定した。 
2-2 学習内容 

トレーニングは、短い時間の中で生徒がなるべ

く多く練習ができるよう、サーキットトレーニン

グ方式を採用した。練習は技能の習熟に合わせ

て、定期的に新しいメニューを導入した。トレー

ニング内容は、両足踏み切りジャンプ、着手時の

両手支持に焦点を当て、以下の 5 つを実施した。 
・ロイター版ジャンプ 
・ワニ歩き 
・うさぎ跳び 
・川跳び 
・またぎ乗り(助走なし、助走あり) 
 

2-3 評価方法  

当該体育館で、学習の前後に立ち幅跳び、川跳び、

開脚跳びのフォームのビデオ撮影を行った。なお、

跳び箱は高さ 80 ㎝、長さ 80 ㎝の五段の跳び箱を

使用した。観察的動作評価法に基づいて、それぞれ

のフォームを評価、得点化した。各種目における局

面ごとの動作目標を作成し、それを観察的動作評

価項目とした。各項目を達成することが「できる」

が 3 点、「中位」が 2 点、「できない」が 1 点という

動作得点を与え、学習プログラム実践前と実践後

の比較を行った。また、評価者が 2 回評価を行うこ

とで、評価の再現性を確認した。 
 

3. 結果と考察 

3-1 評価の再現性 

表 1 は、評価の再現性を確かめるため、同一評価

者が評価を２度行った際の、1 回目と２回目の得点

の相関係数を示したものである。全ての種目の学

習前後において、正の相関がみられたことから、評

価の再現性を確かめることができた。 
表 1 各種目の動作得点の再現性 

 
 

3-2 学習前後の動作得点の比較  

表 2 は、各種目の学習前と学習後における合計

得点の平均値と標準偏差(ＳＤ)を示したものであ

る。立ち幅跳びの得点はほとんど向上しなかった

が、川跳びと開脚跳びの得点は大きく上がった。こ

のことから、川跳びと開脚跳びのフォームには、有

意な改善がみられ、学習の成果を獲得することが

できたと考えられる。 
また、学習前は、教師側が補助をしなければ跳び

箱に上ることもできなかった生徒が多数いた。し

かし、生徒が、自分の力だけで跳び箱に跳び乗るこ

とができるようにするために、トレーニング中は

できるだけ補助をせず生徒自らの力でトレーニン

グを実践させるようにした。その結果、学習後には、

またぎ乗りからまたぎ下りの動作ができるように

なった生徒が増えた。そして、学習後には、5/17 人

の生徒が跳び箱を跳び越すことができるようにな

った(学習前は安全の配慮から跳び越す課題は行わ

なかった。) 
表 2 各種目の学習前後の結果 

 
 
3-3 局面ごとの学習の結果 

表 3 は、開脚跳びにおける局面ごとの学習の成

果を示したものである。踏み切り板に向かって走

ることや減速せずに踏み切り板に乗ることができ

学習前 学習後
立ち幅 0.785 0.899
川とび 0.601 0.802
開脚跳び（助走なし） 0.939 0.928
開脚跳び（助走あり） 0.750 0.963

平均 SD 平均 SD
立ち幅 22.2 3.6 22.6 4.8 0.366 0.765
川とび 14.4 4.8 17.9 4.2 0.658 0.001
開脚跳び（助走なし） 15.2 5.9 19.7 5.4 0.671 0.001
開脚跳び（助走あり） 19.8 6.0 25.5 6.9 0.852 0.000

学習前 学習後
r p
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る生徒が増えている。徐々に跳び箱に慣れ、跳び越

すことへの恐怖心が薄れてきたということが考え

られる。また、着手～着地における運動動作で最も

成果があった。両手支持で前方移動できる生徒が 7
名から 14 名に増え、両手支持で両足同時着地でき

る生徒が 4 名から 15 名に増えた。これは、着手時

の両手支持のトレーニングである、ワニ歩きやう

さぎ跳び、またぎ乗りの学習の成果であると考え

る。また、着手時に指を開いて支えることができる

生徒が、4名から13名へと増えていることからも、

これらのトレーニングの成果があったと思われる。 
表 3 観察的動作評価項目ごとの学習成果  

 

3-4 川跳びと開脚跳びの関係 

図 1 は、学習前の川跳びと開脚跳び(助走あり)にお

ける合計得点の相関図を示したものである。相関

係数は 0.62 であり正の相関がみられた。このこと

から川跳びの得点が高い生徒は、開脚跳びの得点

も高いということがわかった。 

図 1 川跳びと開脚跳びの動作得点の関係(学習前) 

図 2 は、川跳びと開脚跳び(助走あり)の合計得点

の学習前後の差を示したグラフである。相関係数

は 0.35 であり、弱い正の相関がみられた。川跳び

の得点が向上した生徒は、開脚跳びの得点も向上

している傾向がある。このことから、両手支持の能

力の向上が、開脚跳びの指導上重要であると思わ

れる。 

図 2 川跳びの変化と開脚跳びの変化との関係 

3-5 学習プログラム終了後の面接調査結果 

今回の研究にご協力くださった特別支援学校の

教員 6 名に、半構造化インタビューを行った。その

中で、今まで運動動作を細かく教える機会がなく、

本研究で生徒の運動技能の向上がみられ、学習の

成果を感じることができたという意見をいただい

た。また、生徒が達成感を味わえ、気持ちの面でも

前向きになり、内面の成長がみられたという。なお、

体育の授業に導入していくためには、生徒が達成

感を味わえるようなゲーム性や得点性を取り入れ

た学習内容が望ましい。また、指導者の説明、師範

の仕方も工夫する必要がある。生徒が運動動作を

イメージしやすいよう掲示物や iPad を使用したり、

オノマトペを織り交ぜながら繰り返し師範したり

することも大切である。また、週に 1 度という限ら

れた体育授業の中で、いかに密度の高い授業を行

うか、教員数の不足をどう補うかという課題もあ

げられた。 
 

4. まとめ 

特別支援学校中学部の生徒を対象として、朝の

運動の時間に跳び箱の開脚跳びの学習プログラム

を実施し、次のことが明らかになった。 
1）立ち幅跳びにおける観察的動作評価得点はほぼ

横ばいであったが、川跳び、開脚跳び(助走なし)、
開脚跳び(助走あり)における観察的動作評価得点

は有意に向上し、学習の成果がみられた。 
2）学習前には跳び箱に乗れなかったが、学習後に

は跳び箱にまたぎ乗り、下りることができるよう

になった生徒が増えた。 
3）川跳びの得点が高い生徒は開脚跳びの得点も高

く、川跳びの得点が向上した生徒は開脚跳びの得

点も向上している傾向があることがわかった。 
4）教員から、体育授業に取り入れるためには、運

動の中にゲーム性を取り入れる、説明や師範の工

夫、道具に慣れさせるなどの段階的な指導をする

などして、生徒が無理せず楽しみながら運動動作

を身に付けるようにすることが重要との意見があ

った。また、限られた時間の中でのどのように学習

指導をしていくか、また、教員数の不足をどう補っ

ていくかなどの課題を指摘された。 
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できた生徒の人数
学習前 学習後

助走 ①踏み切り板に向かって走る 7 14
～ ②減速せずに踏み切り板に乗る 3 8

踏切 ③両足で踏み切る 6 8

④奥側に着手する 1 8

踏切 ⑤指を開いて支える 4 13
～ ⑥とび箱を跳び越す 0 5

着手 ⑦両足同時に開脚する 8 5

⑧第一滞空期がある 0 0

着手 ⑨両手支持で前方移動する 7 14
～ ⑩両手支持で両足同時着地する 4 15

着地 ⑪上体を起こして着地する 5 9

⑫第二滞空期がある 0 2


