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恐怖心へのアプローチ～マット運動と跳び箱運動を超えて～ 
発 表 者 吉宮 敦子 

                         指導教員 篠田 明音 
キーワード：恐怖や不安、感覚、目線 

 
1. 緒言 

学校体育では、「器械運動」が必修である。「器械

運動」は「できる」「できない」がはっきりしてし

まう。苦手意識や不安、恐怖を抱え、その恐怖や不

安とどのように付き合えば、与えられた課題が達

成できるのか悩む子どもたちが多くいる。筆者も

そんな子どもたちと同様な経験をしている。筆者

は小学校の教員となり、苦手意識を抱えている器

械運動を教えることになる。その際に、子どもたち

が抱える恐怖や不安に寄り添える自信はあるが、

指導者の立場から子どもたちが抱える恐怖や不安

の基となる原因を探り、その原因を軽減させる方

法を指導するには至らないと考えていた。三木は

「教師はたんに励ましや勇気づけだけでなく、子

どもの動きや悩みに共感できる言葉かけであった

り、動き方の感じを伝えたりすることができる指

導力が必要とされる。」¹⁾と述べている。実際に苦

手意識を持っている先生から教わると苦手意識を

子どもたちが抱いてしまうのではないかと考える。

苦手意識を持っているものに対して、指導のポイ

ントがわかっていないと自信を持って指導できな

いだろう。筆者自身は、実際に器械運動に対して苦

手意識を持ち、逃げてきてしまったため、筆者が教

員となった際には、逃げる・やらないという選択肢

ではなく、違う方法や取り組むことができる選択

肢を与えたいと考えている。 
そこで本研究では、器械運動に焦点を当てるこ

ととした。器械運動に関して、自分自身が恐怖や不

安を抱える原因を探り、実践を通して、どのように

向き合い克服していくか、その過程を明らかにす

ることで、子どもたちへの指導法を探求する一助

とすることを目的としている。 
 

2. 研究方法 

2-1 文献調査 

器械運動の恐怖心との向き合い方や苦手意識へ

の指導法の検討 

2-2 調査対象 

器械運動（マット運動の倒立前転と跳び箱の開

脚跳び）に恐怖心を抱える筆者と同じ「マット運動

（倒立前転）」と「跳び箱運動（開脚跳び）」に恐怖

心を抱えるＩ大学教育学部体育科に在籍している

学生２名と筆者を含む計３名を対象とする。 
2-3 調査方法 
1) データ収集 
筆者と対象者２名は、マット運動（倒立前転）と

跳び箱運動（開脚跳び）を実際に行う。実技を行う

中で感じた恐怖や不安について、実際に感じたこ

とを記録をしつつインタビューにより、検討した。 
2) 分析方法 
 筆者と対象者２名にとってマット運動（倒立前

転）と跳び箱運動（開脚跳び）における「恐怖心を

抱える原因とは何か」についてＫＪ法を用いて明

らかにした。 

 
3. 結果と考察 

3-1 マット運動（倒立前転）について 

表１ 対象者３名の倒立前転における恐怖心 

 
まず筆者が考えている恐怖心の大きな原因の１

つは、倒立の際に自分の体を支える自信のなさか

らくるものであるだろう。今まで自分に力がない

ということで支持をする動きに不安を感じていた。

自分を支えることができないという不安から、顔

から落ちて怪我をすることや体を強く打ち付ける

ことを想像してしまうことが考えられる。そのよ

うな不安からなかなか足を振り上げることができ

ないことにつながっていると考える。さらに、恐怖

心を煽る原因として倒立をした後の体の処理の仕

方がわからないことにより、倒立しようとしても

どうしたらよいのかわからない不安というものが

あるだろう。倒立をしようとするも、体が逆さにな

ることへの不安から、手で何とかしようとして手

でバタバタしてしまい、顔面から落ちるような感

覚を促すこととなってしまっている。普段私たち

が立っている時や歩いている時には、自然と足で

地面をつかむようにしているが、手で支える感覚

が備わっていない。手で地面やマットをつかむ感

覚がないことにより、うまく支える感覚を体で理

解することができていないことにも原因があるだ

ろう。 
倒立をする感覚というのは、普段過ごしている

感覚とは、全く逆の感覚である。腕で自分の体を支

える感覚というのは、そう簡単に備わるものでは

ない。倒立では、しっかり自分の体重が肩にのるこ

準
備
局
面 

・足を離すのが怖い  ・足がすくむ 

・足を強く蹴り上げることができない 

・変な力が入ってしまう（手や足に）  

・倒立をしようとする気持ちに体（主に足）がついてこない 

・常に首が怖い  ・手の保持力が左右で違うから不安 

・以前に経験した痛みを考えてしまう 

・どのくらいの力で地面を蹴ればよいかわからない 

・失敗することを考えてしまう 

主
要
局
面 

・体を支える自信がない  ・顔から落ちそう 

・逆さになる感覚がよくわからない ・逆さになるのが怖い 

・前転の動作に移ることができない 

・倒立をする時の勢いに体がついていかない 

・首を痛めそう ・頭を打ち付けそう ・足が前の方にできない 

・腕が震える  ・前のめりになる感覚が怖い 

・体を大きく使うことができない（体が縮こまる） 

・顔をマットの方に向けるのが怖い 

・倒立をする時にはマットを見ている感覚はない 

・倒立をしていると潰れてしまいそう 

・どのあたりを見るのかわからない 

・マットと首を平行にするのが怖い  

・首を後屈することができない 

・重心を一直線にできない ・倒立の保持ができない 

・倒立をするポイントがわからない 

・頭に血が上るのが嫌だ 

・足が宙に浮く感じがしてその時間が長いと嫌だ 

終
末
局
面 

・体を強く打ち付けそう 

・前転時にマットから目を離すのが怖い 

・腰を痛めそう  ・体を痛めないように前転をする自信がない 

・すぐに前転に移ってしまう  

・後転をして首を痛めた経験がある 

・すぐに回りたくなる（自分が自信のある前転に頼ってしまう） 

・背中から勢いよく倒れて怪我をしそう 
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とが重要となるため、その感覚を養う必要がある。

そのためには、体つくり運動や遊びの中で多くの

経験を積むことが必要になると考える。その感覚

を手に入れてしまうことによって、自分の体を支

えることへの自信や倒立をすることへの不安や恐

怖心を軽減することができると考える。 
 

 
3-2 跳び箱運動（開脚跳び）について 

表２ 対象者３名の開脚跳びにおける恐怖心 

 
跳び箱運動において、一連の動きとなっている

ことを考えると、恐怖心においても連鎖反応のよ

うに感じているのではないだろうか。踏み切りま

でに関して言うと、勢いよく助走できないことや

強く踏み切ることができないことというのは、空

中局面への不安によるものなのではないかと考え

る。さらに、着地にいくまでの空中での動きがわか

らないことの不安から着地に関しても怪我をする

不安が生まれていると考えることもできる。三木

は、「動きを連続して組み合わせるためには、あと

につづく動きがどんな感じで動くのかわかってい

なければなりません。もし、その次につづく動きか

たが過去の運動経験から運動感覚意識として呼び

起こすことができなければ、それは未知の動きか

たとなり『感じの呼び込み』は当然できません。」

¹⁾と述べており、実際筆者は、踏切をしてから空中

に放たれた時の動きがわからないということから

先の動きを理解していないことがわかる。そこか

ら、未知の動き方となり、『感じの呼び込み』はで

きていないということになるだろう。 
さらに、恐怖心を感じる大きな原因の１つとし

て、頭部の動かし方（目線の送り方）が深く関係し

ていることがわかった。目線が下にいくことによ

り頭が下がり、前のめりになる感覚が助長されて

いた。このことにより、高さを余計に感じたり、距

離感がつかめなかったりすることへの不安や恐怖

につながっているだろう。跳び箱の高さを感じな

いようにするために、視覚的に騙すことが有効な

手段の１つであることがわかった。着地するマッ

トをエバーマットにし着地点の高さを出すことに

よって、手前の跳び箱が低く見え課題が低く感じ

るものであった。さらに、跳び箱運動は流れがある

ため、１つ１つの局面ごとに練習を行い、１つ１つ

の局面の能力が向上した上でメロディーを捉える

ようにつなげ合わせることで、１つ１つの局面に

感じていた不安や恐怖が軽減されるだろう。 
 

4. まとめと今後の課題 

筆者や対象者の恐怖心の原因について向き合う

ことで、どのような場面で躓いているのか、教員と

なった際にどのような視点で恐怖心を抱える子ど

もたちに指導をしていけばよいのかがわかった。

恐怖心は人それぞれ抱えているものが異なる。そ

のため、子どもたちの動きを見て、子どもたちが抱

える問題にどのようにアプローチするべきなのか

を判断していかなければならない。そのために本

研究で明らかになったことを活かしていきたい。 
 さらに、器械運動に関して普段の生活ではなか

なか経験のできない動きであり、多くの体験をす

ることが重要であることがわかった。体つくり運

動や遊びの中に器械運動で養おうとしている能力

の動きを取り入れていくことが大切だと考える。 
 本研究を進める上で、人が持っている恐怖心に

関しては軽減をすることができても完全に消える

ものではなく、少しは持っているべきものなので

はないかと考えた。「怖い」は打ち消そうと思って

も消えず、付き合い続けるものであると考える。恐

怖心があることにより、「危ない」と感じる「安全

感覚」に関して優れているとも言えるだろう。恐怖

心がないことの方が逆に怖いことでもあるだろう。

このことを踏まえた上で、今後も恐怖心と向き合

い教員となり子どもたちとも向き合っていくこと

が重要であることがわかった。 
 恐怖心がわかった上で適切な指導法に関しても

考えていくことを今後の課題としていきたい。さ

らに、私が恐怖心を抱えているが、今回季節や施設

の問題で研究することができなかった水泳につい

ても恐怖心との向き合い方について検討すること

を今後の課題とする。 
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準
備
局
面 

・跳び箱が高い壁に見える ・ジャンプ力が足りない 

・ロイター板の使い方がよくわからない ・思い切りがでない 

・勢いよく踏み切ることができない ・助走のスピードが落ちる 

・足が震える ・跳び箱が長く感じる ・跳び箱に近づくと怖い 

・両足踏み切りの感覚がよくわからない 

・怪我をすることを考えてしまう 

・どのくらい跳べば越えられるのかわからない 

・怪我をすることを考えてしまう 

・自分の実力に自信がない   ・体が重くて上に跳べなそう 

・周りと比べると自分の身軽さが足りないと感じている 

主
要
局
面 

・高さが怖い       ・逆さになる感覚 

・体が支えられない    ・頭から落ちそう 

・足が引っ掛かりそう ・縮こまる ・跳び箱から落ちそう 

・力が入らない    ・手を遠くにつけない 

・手をついた後に体を起こすのが怖い 

・跳び箱におしりを打ち付けそう 

・距離感がつかめない ・跳び箱に手をついたら失速する 

・手をついた後の体のさばき方ができない 

・目線は恐怖から手元や下ばかりにいく ・腰が上がってない 

・跳び箱を押す感覚がない（強く押せない） 

・見ているよりも高いことを想像してしまう 

・おしりを打って痛い思いをした 

・手をつく位置を奥にすると体が追い付かなくてどこか打ちそう 

・前のめりになって顔から落ちそう→跳び箱の前の方に座る 

・手をつく時に変についてしまう 

・手をつくところを間違えてしまいそう・手が滑ってしまいそう 

終
末
局
面 

・着地点がよくわからない ・うまく着地できなそう 

・着地をする時に怪我をしそう ・着地の安心感がほしい 

・頭から落ちそう 

・前のめりになって足の着地が追い付かなそう 

・着地を失敗して顔面から落ちることを考えてしまう 

 


