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集団的活動が児童に及ぼす仲間づくりの成果 
－体ほぐしの運動とシンクロマットの抱き合わせ単元に着目して－ 

発 表 者 赤地 龍也 
                         指導教員 大津 展子 
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１. 緒言 

 経済産業省(2006)は、「職場や地域社会で多様な

人々とともに仕事をするうえで必要な基礎的な能

力」として、まえに踏み出す力(アクション)、考え

抜く力(シンキング)、チームで働く力(チームワー

ク)の能力を掲げ、さらにそれらを 12 の能力要素に

細分化した社会人基礎力を提言している。今回私

が重要視したのは、社会人基礎力の中の、チームで

働く力である。学校教育の中では、キャリア教育で

育成を目指す基礎的汎用的能力の具体的内容であ

る人間関係形成・社会形成能力が、チームで働く力

の素地を育てると考える。この人間関係形成・社会

形成能力は、小学校キャリア教育手引き(2011)の中

で、小学校中学年における主なキャリア発達課題

として挙げられている。具体的には，自分のよいと

ころを見つけるとともに，友達のよいところも認

め，励ましあうような人間関係づくりを心がけた

い、としている。このようなことから、学校は教育

活動全体の中で、チームで働く力の素地を育てる

ために他者とのかかわり合いを重要視しているこ

とが見て取れる。さらに、新学習指導要領では、態

度ではなく新たに学びに向かう力、人間性等とし

て各運動領域にちりばめられている。「学びに向か

う力、人間性等」に示されている、「粘り強く取り

組む、挨拶する、協力する、仲間の考え方や取り組

みを理解する」等の、態度は体育科固有の教科指導

の課題ではなく生活指導上の課題でもあると考え

られる。 
これらのことから、高橋ら(2003)は、これまでの

体育において周辺的に扱われることが多かった

「社会的行動」に関する学習、とくに人間関係、仲

間づくりに焦点化した体育授業が再び注目される

ようになってきた、と述べている。 
 そこで本研究では、小学校中学年の児童を対象

に体ほぐしの運動と器械運動系のシンクロマット

を抱き合わせ単元にして授業を行い単元の最後で

発表会(集団演技)をすることで、仲間づくりの成

果が表れるかを検証した。 
 
2．研究方法 

2-1 対象授業 

対象は茨城県 M 市立 O 小学校 4 年生 1 クラスに

対して行われた体ほぐしの運動とマット運動の抱

き合わせ単元の授業である。授業に参加した児童

は男子 17 名、女子 15 名の計 32 名である。授業は、

T1 は 40 代のベテラン女性教師(専門科目は国語、

体育主任は経験したことがない)であり、T2 は I 大
学教育学部保健体育に所属する学生が担当するテ

ィームティーチングで行われた。授業は 5 授業時

間で構成を予定していたが、対象の小学校の都合

上 4 授業時間で、2019 年 11 月上旬から 11 月中旬

にかけて実施された。単元計画は表 1 のとおりで

ある。 

表 1 単元計画 

2-2 単元構成の留意点 
シンクロマットの授業づくりに際して、松本ら

(2011)の授業実践を参考にして以下の点に留意し

た。 
〇今できる技で取り組む―苦手意識を持たずに取 
り組めるように、今できる技を組み合わせて発 
表する。 

〇少人数化―技能レベルが違うできるだけ小さい 

人数による集団化(3～5 人の小集団)を図ること

で、一人一人がかかわりあえるようにする。本

実践では、令和元年 11 月 5 日現在での生活班

(給食班)を１班とし 7 班作った。。 
〇「空間構成」「時間的な構成」に取り組む－技

をきれいに見せたり高めたりグループで考えて

協力していったりするために学習課題として

「空間構成」「時間的な構成」を考えて工夫す

ることとした。 
2-3 仲間づくり調査 

小松崎ら(2000)が作成した仲間づくり調査票を

適用した。回答は、「はい」・「どちらでもない」・

「いいえ」の 3 段階の選択肢の中から回答すると

いったもので、内容は表２のとおりである。 
2—4 分析方法 

 仲間づくり調査の得点の推移は、Excel 2016 の

一元配置分散分析を用いて検討した。 

 

3. 結果と考察 

表３は各次元の得点の推移を示したものである。 

3-1 集団的達成 

4 授業時間において一元配置分散分析を行った

ところ、有意に向上している(*p<0.05) ことが分か

った。 
シンクロマットは、マット運動を苦手とする児

童も複数人で演技することによって安心感を得る

ことができるだけでなく、やさしい技でも見栄え

がするため達成感を味わうことができると考えた。

さらに、普段のマット運動では味わうことができ

① ② ④

発表前練習

・グループ練習
発表練習

・発表を見合い、

 お互いの演技を
 認め合う。

③

グループ練習

(3分間7か所の練習場所で

ローテーションして練習)
・技を練習する

・演技構成を考える。

・タイミングを考える。
・隊列や技を行う方向を

考える。

オリエンテーション

〇本単元の見通しを持つ。

・準備の方法
・運動の説明（集団

 演技の説明）

・試しの運動(模範

 演技をグループで
 マネして練習する)

片付け・学習のまとめ

準備運動
みんなで取り組む体ほぐし運動

・ワハハダンス

・風船レース
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ない集団的喜びが本実践での集団的達成につなが

ったと考える。 
3-2 集団的思考 

4 授業時間において一元配置分散分析を行った

ところ、有意差は認められなかった。 
 本実践では、教師側からの意図的な認知的学習

場面を設けていなかった。そのため、話し合う活動

よりも演技の練習がメインになってしまい集団的

思考の成果につながらなかったと考える。 
3-3 集団的相互作用 

4 授業時間において一元配置分散分析を行った

ところ、有意に向上している(*p<0.05)ことが分か

った。 
 本実践では練習の時からグループの友達同士で

の補助やサポートが見て取れた。さらに、発表会終

わりの振り返りから、グループの仲間から励まし

の言葉をもらったというコメントが見られた。こ

れらが集団的相互作用につながったと考える。 
3-4 集団的人間関係 

4 授業時間において一元配置分散分析を行った

ところ、有意に向上している(*p<0.05)ことがわか

った。 
 本実践では、子どもたちから発表会を終えて一

体感を味わえた・協力して活動に取り組めたとい

う振り返りのコメントが散見された。これらが集

団的人間関係につながったと考える。 
3-5 集団的活動への意欲 

得点は低下傾向であったが、4 授業時間において

一元配置分散分析を行ったところ有意差は認めら

れなかった。しかし、2.50 点を超える高い水準で推

移していたことがわかる。 
 本実践では、練習でマットの数が限られており、

グループ練習の時にとても窮屈そうに練習してい

た。さらに、単元の時間が短く学習課題の難易度が

児童の興味・関心やレディネスが合わずに終わっ

てしまったと考える。これらが成果につながらな

かった要因であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．まとめ 

本研究では、体ほぐしの運動とマット運動のシ

ンクロマットの抱き合わせ単元が、子どもたちの

仲間づくりの成果につながるかを「仲間づくり調 
査」の分析を通して検討した結果、集団的達成・

集団的相互作用・集団的人間関係において成果が

あった。 
 
5．今後の課題 

集団的思考・集団的活動への意欲の成果につな

げることが今後の課題である。また、今回は個技

の追及がおろそかになってしまった。今後は、運

動技能の成果につながるかを検討していく必要が

ある。 
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①(ｎ＝26)②(ｎ=29) ③(ｎ＝27) ④(ｎ＝29)

集団的達成 2.52 2.59 2.35 2.73

集団的思考 2.54 2.41 2.26 2.54

集団的相互作用 2.13 2.33 2.26 2.63

集団的人間関係 2.23 2.29 2.09 2.54

集団的活動への意欲 2.77 2.67 2.67 2.61

表 3 各次元ごとの得点の推移 

次元 質問項目

1．あなたのグループは、今日課題にしたことを解決することができましたか。

2．あなたは、グループのみんなで成し遂げたという満足感を味わうことができましたか。

3．あなたのグループは、友達の意見に耳を傾けて聞くことができましたか。

4．あなたのグループは、課題の解決にむけて積極的に意見を出し合うことができましたか。

5．あなたは、グループの友達を補助したり、助言したりして助けることができましたか。

6．あなたは、グループの友達をほめたり、励ましたりしましたか。

7．あなたは、グループが一つになったような感じがしましたか。

8．あなたは、グループのみんなに支えられているように感じましたか。

9．あなたは、今日取り組んだ運動を楽しむことができましたか。

10．あなたは、今日取り組んだ課題をもっとやってみたいと思いますか。

集団的達成

集団的思考

集団的相互作用

集団的人間関係

集団的活動への

意欲

表 2 仲間づくりの調査票 


