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1. 緒言 

身体活動を行う上で重要な場とされているのが、

子どもが多くの時間を過ごす学校であり、学校生

活の中でも、体育の授業と休み時間が主な身体活

動実施の時間である（佐藤ほか、2011）。佐藤ら（2011）
は、カリキュラムに依存し毎日実施されない体育

に対し、休み時間はすべての子どもが同じ条件下

で活動でき、かつ毎日位置付けられている時間で

あるため、日常的に身体活動を推進できる有効な

場面であるとしている。また、外遊びやスポーツに

不可欠な要素である時間、空間、仲間が減少してい

るという三間の問題（文部科学省、2002）が指摘さ

れており、問題解決のために児童の身体活動を確

保できる休み時間に焦点が当てられている。文部

科学省（2016）は、各教科等において基礎的・基本

的な知識を習得しながら、社会における様々な場

面で活用できる概念としていくことが重要である

と述べている。体育においても、授業での学習が授

業外の様々な場面に波及する授業が求められてお

り、児童の身体活動促進に繋げるためには、活動量

が確保できるとされている休み時間の運動遊びに

波及するような体育授業を展開する必要があると

考える。金川ら（2017）によると、休み時間の運動

遊びに繋がる体育授業の特徴は①プログラム（教

材）について 4 項目、②学習環境について 2 項目、

③学習成果について 4 項目の 3 つの観点、計 10 項

目であると示されている。これらは、実際に休み時

間に遊びを行った児童から抽出した知見であり、

10 項目の特徴を満たしている授業を受けたことで

休み時間に繋がるかどうかという点については明

らかになっていない。この知見の有用性を確かめ

る研究はほとんどされておらず、明らかにするた

めには介入的な授業研究を行う必要がある。 
 本研究では、先行研究で抽出された 10 項目の特

徴を満たす授業（ゲーム）を考案・実践し、介入し

た授業で取り扱ったゲーム経験のない児童を対象

に、介入した授業で取り扱ったゲームが休み時間

の運動遊びに繋がるかどうかを検討することを目

的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 対象授業 

茨城県内の公立小学校に通う 5 年生 20 名（男子

12 名、女子 8 名）に実施されたベースボール型の

授業を対象とし、2018 年 2 月中旬から 3 月上旬に

かけて実施された。本実践で取り扱う授業は、小学

校教諭 1 名、I 大学教授 1 名、体育科教育学を専攻

している学生 1 名の計 3 名で考案した。指導した

教師は小学校教諭 1 名である。 
2-2 単元過程 

表 1 に示すように単元は 8 単位時間で実施され

た。すべての時間でウォーミングアップとして口

伴奏投球・打球運動を取り入れた。2 種類のドリル

ゲームを毎時間行い、メインゲームは岩田ら（2016）
により考案された「あつまりっこベースボール」を

単元前半に、「フィルダーベースボール」を単元後

半に行った。毎授業終了後、形成的授業評価（高橋

ほか、1994）と反省（記述式）を含む学習カードの

記入を行ってもらった。形成的授業評価の結果を

長谷川ら（1995）の診断基準に照らし合わせてみる

と、単元が進むにつれて「4」から「5」へと評価が

高まっており、実施した授業は児童から比較的高

く評価されていた。 

 
2-3 教材の工夫 
本実践では、「アウトをねらえ！」（投げる系のゲ

ーム）、「ホームラン競争！」（バッティング系のゲ

ーム）といった 2 種類のドリルゲームを実施した。

これらは、金川ら（2017）の研究により抽出された

10 項目の特徴の観点から考案した。口伴奏投球運

動は、紅白帽子を使用し「かに ボルト ひねって 

ポン！」というリズムで行い、投球のイメージがつ

かめるようにした。口伴奏打球運動は、新聞紙バッ

トを使用、「いきまーす 1・2・3！」というリズム

で行い、打球のフォームやバットの持つ位置が確

認できるようにした。「アウトをねらえ！」では、

新聞紙ボールを使用し児童が自分に合った距離を

選択し、アウトゾーンの上に向かって投球し続け

た。ボールを投げる際は口伴奏投球運動と同様に

「かに ボルト ひねって ポン！」のリズムに

合わせて投げ、時間内であれば何球でも投げてよ

いということにした。5 球連続で命中したらプロ、

4 球連続で命中したら 1 級…というように位をつ

けた。「ホームラン競争！」では、ボールがバット

に当たらなくても“カキーン”と音が鳴るカキーン

バットを、ボールは大きさや重さの異なるものを

使用した。3 種類あるティー（カラーコーン）から

自分に合った高さを選択し、ホームランゾーンに

向かってボールを打つ。口伴奏打球運動と同様に

「いきまーす 1・2・3！」というリズムに合わせて

行った。1 人 5 球行い、5 球命中したらプロ、4 球

命中したら 1 級…というように位をつけた。 
2-4 データ収集の項目 

1）休み時間の運動遊びに繋がる特徴に関する調査 

児童の運動遊びに繋がる体育授業の 10 項目の特

徴を満たす授業であるかを検討するため、調査票

を作成した。調査票は単元前半・後半に、授業を受

開始前 1 2 3 4 5 6 終了後

オリエンテー

ション

表１　単元過程（8単位時間）

後片付け・振り返り・次回の予告・挨拶

集合・整列・挨拶・準備運動

記録測定

（投・打）

記録測定

（投・打）

ドリルゲーム① アウトをねらえ！（投げる）

ドリルゲーム② ホームラン競争！（打つ）

メインゲーム①

あつまりっこベースボール

メインゲーム②

フィルダーベースボール
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けた児童から収集した。10 項目の特徴と照らし合

わせ作成した 9 つの質問項目に対して、4 段階で評

価してもらった。 

2）休み時間の運動遊びに関するデータ 

本実践で取り扱ったゲームが児童の休み時間の

運動遊びに繋がったかどうかを知るため、休み時

間（始業前・中休み・昼休み）の遊びについての調

査票を作成し、授業終了毎に授業を受けた児童か

ら収集した。 

3）授業実践における学習カード 

毎授業終了後に、授業を受けた児童から収集し

た。授業のふり返りを記述式で記入してもらった。 

2-5 データ分析 

1）統計処理 

 休み時間の運動遊びに繋がる特徴に関するデー

タおよび休み時間の運動遊びの実施状況に関する

データの結果について、SPSS を用いて単純集計を

行った。 

2）学習カードの評価 

学習カードの記述内容を休み時間の運動遊びに

繋がる 10 項目の特徴の観点から、質的に分析した。 
 

3. 結果と考察 

3-1 休み時間の運動遊びに繋がる特徴と授業実

践の試み 
投げる系のドリルゲームでは、単元前半・後半の

合計ですべての質問項目において 80％以上の児童

が「そう思う」と回答しており、10 項目の特徴を

満たしていると感じた児童が多いということがわ

かる。バッティング系のドリルゲームでは、単元前

半・後半およびその合計で、すべての質問項目にお

いて 85％以上の児童が「そう思う」と回答してい

る。投げる系のドリルゲームと比較して、より多く

の児童が 10 項目の特徴を満たしていると感じたと

いうことがいえる。いずれにしても、2 つのドリル

ゲームを①プログラム（教材）②学習環境③学習成

果の 3 つの観点からみたとき、児童が高い評価を

しているということがわかった。本実践では、10 項

目の特徴が満たされた授業（ゲーム）が考案、実施

されたということがいえる。 
3-2 休み時間の運動遊びの実施状況 

単元開始前の調査では、今回取り扱うゲームも

しくは既存のベースボール型のゲームを行う児童

は見られなかった。単元 1～3 時間目の授業後には、

数名の児童が休み時間に遊ぶようになった。単元

全体を通して 20 名中 7 名の休み時間の運動遊びに

繋がった。その 7 名の児童全員が、バッティング系

のドリルゲームを行ったと回答している。7 名の児

童の中には 4 回遊んだ児童もいれば、1 回しか遊ば

なかった児童もいた。単元 4 時間目以降は、遊びを

行う児童はいなかった。単元全体を通して、全く遊

びが行われていなかった状況の中で、7 名の休み時

間の運動遊びに繋がったということが明らかにな

った。以上のことから、10 項目の特徴を満たして

いる授業（ゲーム）が実施されたことにより、それ

らが実際に休み時間の運動遊びに繋がったという

ことがいえる。 
 
 

3-3 休み時間の運動遊びに繋がる特徴と休み時

間の運動遊びの関連性 

 児童は実施された授業を高く評価しており、休

み時間の運動遊びに繋がる 10 項目の特徴も満たし

ていると感じたことがわかった。そのうち、実際に

休み時間の運動遊びに繋がった児童は、バッティ

ング系のゲームを行った 7 名であった。バッティ

ング系のゲームに関しては、10 項目の特徴をすべ

て満たしていると 7 名全員が感じていた。また、学

習カードの記述内容から「もっと上手くなりたい」

「遠くにとばしたい」等の試行欲求が喚起されて

いる記述が得られた。学習カードの内容から、遊ん

だ児童には試行欲求に関する記述があったことが

わかった。試行欲求に関する項目は 10 項目の特徴

の中に含まれており、調査結果および学習カード

の記述から、休み時間の運動遊びに繋がった児童

は 10 項目の特徴を満たしていると感じたというこ

とがわかった。よって、休み時間の運動遊びに繋が

る要因として、10 項目の特徴を満たしているとい

うことが考えられる。 
 

4.まとめ 

本研究では先行研究（金川ほか、2017）を追証し、

その先行研究で抽出された、休み時間の運動遊び

に繋がる体育授業における 10 項目の特徴を満たし

ている授業が展開されたとき、実際に休み時間の

運動遊びに繋がるかどうかを質的に分析検討した。 
分析を行った結果、休み時間の運動遊びに繋が

る 10 項目の特徴を満たしている授業が展開された

とき、20 名中 7 名の児童の休み時間の運動遊びに

繋がった。よって、10 項目の特徴が満たされたと

感じることは、休み時間の運動遊びに繋がる要因

であり、先行研究の知見には有用性があることが

明らかになった。 
本実践で取り扱ったゲームに対し 10 項目の特徴

を満たしていると感じていながらも、休み時間の

運動遊びに繋がらなかった児童もいる。今後の課

題として、遊びを行った児童と行わなかった児童

の違いを明らかにしていく必要がある。また、研究

対象として実践を行った学級は 20 名と比較的小規

模な学級であった。規模が広がった際にも波及す

るかどうかの検討が必要となると考える。 
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