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多様な投てき物を用いた体育授業が投能力に及ぼす効果 

―小学 2年生を対象として― 
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1. 緒言 

投動作は、非日常的で個体発生的な動作である

ため、投運動経験の多少により習熟度に個人差が

生じる 1）。そのためオーバーハンド投げでは適切な

指導と十分な運動経験が必要である 2）。小学生にお

いて新体力テスト項目の 1 つであるソフトボール

投げの全国平均値は低下する傾向にある 3）。その背

景には児童たちのスポーツや外遊びの中で「投」に

関わる類似の運動を経験する機会が減少している

ことが挙げられる。 
また、学習塾や習い事などに行っていることや

昔のように野球などができる遊び場としての「空

き地」のような自然の遊び場が少ないことなど、父

母や祖父母の時代には従属されていた「遊び時間」

「遊び場所」「遊び仲間」が十分に保障されていな

いと述べている 4）。このことは、学校生活以外の時

間で経験できる投動作を含む運動遊びなどを通し

て運動学習量が減少しているとも考えられ、体育

授業において投動作を学習することへの期待は大

きいといえる。 
現在、我々の周りには丸いボール以外に様々な

投げて遊ぶおもちゃが存在している。ブーメラン

やフリスビーは以前からあった。ラングス社が販

売している「X-ZyLo」は筒のような形状をした投

てき物で、強いスピンをかけることでジャイロ効

果を生み出し、100m 以上も飛ばすことができる。

アメリカンフットボールにねじれた羽が 2 つ付い

ている「ロケットフットボール」も同じような原理

で、遠くまで飛ばすことができる。NISHI 社が販売

している「ジャベボール」は、楕円形の頭部の後方

に羽をつけた構造である。これは、2018 年度から

全国小学生陸上競技交流大会の「ジャベボール投」

で正式に採用されている。このように、丸いボール

以外にも投てき物は存在するが、これらを使うこ

とでオーバーハンド投げのパフォーマンスやフォ

ームがどのように変化するのかを明らかにした研

究は見当たらない。 
そこで本研究は、様々な形状の物体を投げるこ

とで子どもの投能力がどのように発達するのかを

明らかにする。もし、この研究によって投能力を高

めることができれば、「投」に関わる類似の運動を

経験する機会を増加することができ、投能力の改

善の一助になると考える。 
 

2. 方法 

2-1 対象 
対象者は茨城県内の小学 2 年生 35 名（男子 17

名、女子 18 名）であった。 
2-2 多様な投てき物を用いた体育授業 

この授業は体つくり運動の単元で実施した。単

元の数時間にわたって木っ端、フリスビー、ブーメ

ラン、ジャイロを投げて楽しむ内容である。木っ端

は、投げると大きくカーブしたり、スクリューのよ

うに飛んだり、音が鳴るなど奇妙な飛び方をする。

フリスビーはポピュラーな用具であるが、ウレタ

ン素材の柔らかいものを用意した（ラングス社、ド

ッヂビー）。ブーメランもウレタン素材の柔らかい

物である。3 枚の羽根があり、うまく投げられると

直径約 2.5m の円を描いて自分のところに戻ってく

る（ラングス社、ルームブーム）。ジャイロは、ラ

ングス社の X-ZyLo を参考にして自作した。バドミ

ントンのシャトルケースを 5cm の厚さで切り、片

方の端にビニールテープを 10 周巻いた。投げる際

にはビニールテープに指を置き、穴を前に向けた

まま強くスピンをかけるようにして投げる。それ

によりジャイロ効果が生じて遠くまで飛ぶ仕組み

である。授業では、全員が 4 種類すべてを投げるこ

とができるよう 4 つの班を構成し、時間で区切っ

てローテーションした。指導者（学級担任）は投げ

方に関してスナップを効かせるように「ピュッ」と

投げることを強調するとともに、児童から上手に

投げるためのコツを聞き出したり、お互いに教え

合うことを促していた。 
授業の目標は以下の通りであった。 

〇遊び方を理解し、様々な物を遠くに投げたり、速

く投げたりすることができる。（知識・技能） 
〇遠く、または、速く投げるためのポイントを自分

や友達の動きから見つけ、自分の動きに取り入

れたり、友達に伝えたりすることができる。（思

考・判断・表現） 
〇自分に適した課題を見つけ、遠くに投げたり、速

く投げたりしようと仲間とかかわり、楽しみな

がら繰り返し運動に取り組んでいる。（主体的に

学習に取り組む態度） 
2-3 測定項目 

本研究では、投能力の変化を測定するにあたっ

て授業の前後にボール投げを実施した。その際、被

験者には事前に投げ方のアドバイスは行わずにで

きるだけ遠くに投げるよう指示した。ボールは硬

式テニスボールを使用し試技を一人 2 回行い、優

れた記録を採用した。その後撮影動画をもとにボ

ールの初速および投動作を評価した。 
1）初速 

ボール投げの測定の際、1m ものさしを被験者の

前方（投てき方向）に置き、対象者の側方から撮影

した。動画は 30fps で撮影した。その後三点計測器

（フリーソフト）を使ってボールが指先から離れ

た直後の 1 コマ分の移動距離から初速（km/h）を

算出した。 
2）投動作 

動作評価は中村ほか 5）の観察的評価法を参考に

5 つのポイントでまとめた（表 1）。対応する動作が

できている場合にのみ 1 点とし（できていない場

合は 0 点）、5 点満点で評価した。また、今回のボ

ール投げは試技を 1 人 2 回行い、共通している点

のみ得点とした。 
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表 1 投動作の評価得点 

評価得点 
・利き足が前に出ているか 

（右投げなら左足、左投げなら右足） 

・横向きの状態から投げる動作に移っているか 

・利き腕を大きく後ろに回しているか 

（テークバックがしっかりとれているか） 

・前後にスムーズな体重移動がとれているか 

・違和感なく投げることができているか 
 

2-4 調査期間 

2019 年 1 月下旬に授業前測定を行い、2 月下旬

まで体育授業を行った。そこから事後測定の 3 月

中旬にいたるまでは実質 1 か月ほど期間が空いた。

体育授業は授業時間で計 6 時間（270 分）行った。 
2-5 統計処理 

介入前後の初速や投動作得点の比較に、対応の

ある t 検定を用いた。本研究における統計的有意水

準は 5%とし、統計分析には JMP14.0.0 を用いた。 
 

3. 結果と考察 

表 2 は、授業前後における初速、投動作の平均値

と標準偏差である。 

結果として、授業前後において女子の初速は有意

に低下したが、男女とも投動作に変化はなかった。 
3-1 初速 

子どもの投能力低下は運動遊びやスポーツの経

験の減少によるものだと強調している 6）。本研究で

授業を担当した指導者へのインタビューによると、

今回授業で使用した 4 種目のうち、「ジャイロ」は

投げるのにある程度コツが必要であるため、投げ

るのが得意でない女子などは投げるのを避ける傾

向にあった。また、「木っ端」においては全力で投

げてもあまり遠くに飛ばないため人気が出ず、す

ぐに興味・関心がなくなっていた。「ブーメラン」

は投げると自分の手元に戻ってきたり、強く投げ

ると奇妙な飛び方をするのが面白いようで得意な

子よりも苦手な子がよく取り組んでいた。しかし

これらの投てき物は重量がテニスボールよりも軽

く、また投げるためのコツを追求しようとしてい

たことから全力で投げる場面は少なかったと思わ

れる。「フリスビー」においては苦手な子でも安易

に遠くに飛ばすことが可能であり、なおかつ当た

っても痛くないことから人気があった。しかしな

がら、フリスビーは投げるという動作においては

測定の時に使用したテニスボールのようにオーバ

ーハンド投げで投げることはない。そのため初速

の増加にはつながらなかったと考えられる。 
3-2 投動作 
小学生における投動作向上の要因は教師の働き

かけによるものが大きいことを示している 7）。本研

究では、授業の中で投げ方に関するアドバイスで

は「シュッ」「ピュッ」のような擬音語を用いて投

げ方のコツを教えていたがそれぞれの種目特有の

投げ方に関してはあまり説明をしていなかった。

そのため被験者は測定の時のようにオーバーハン

ド投げで正しいフォームで投げることよりも、そ

れぞれの投てき物を上手に投げる操作性の方に特

化してしまい、投動作得点の増加につながらなか

ったものと思われる。 
低学年の体つくり運動遊びの中の「多様な動き

をつくる運動遊び」において、「用具を操作する運

動遊び」というものがある。これは、用具をつかむ、

投げる、などの動きで構成される運動遊びを通し

て、用具を操作する動き等を身に付けることを目

的としている。今回の授業を通して指導者は、それ

ぞれの投げ方は、授業を重ねるにつれて上手にな

っていったと話していた。つまり、今回の研究では

ボールを使ったオーバーハンドの投能力の向上と

いうよりも多様な投げ方の向上に繋がったのでは

ないかと考えられる。 
 

表 2 授業前後の初速および投動作の変化 

*P<0.05 **P<0.01 

 
4. まとめ 

小学 2 年生を対象とした多様な投てき物を用い

た体育授業による投能力の変化を調べた結果、次

の結果が得られた。 
1）初速に関して、女子にのみ有意な低下が認めら

れた。 
2）投動作においては男女ともに有意差は認められ

なかった。 
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 授業前         授業後 

平均±標準偏差   平均±標準偏差 
P 値  

全体 

初速（km/h）  31.3±8.7        23.0±4.47     < 0.01＊＊  

投動作（点）   2.6±1.1         2.4±1.3        0.62 

男子 

初速（km/h）  25.0±5.6        25.1±5.1        0.35    

投動作（点）   2.8±1.3         2.8±1.6        0.54   

女子 

初速（km/h）  38.4±5.3        20.9±2.4      < 0.01＊＊   

投動作（点）   2.2±0.9         2.1±0.9        1.00 


