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I

緒言
の改訂 の要点は、
しい学習指導要領における体育科
新
児童 の発達の段階を踏まえることによつて指導内容の

ではないか と調査研究 し、速度 の低減率 だけで判断す
の観点、
るのではなく、最高速度 の レ レ、動
〜
の
疾走距離に対す る楽 しさな どの意識 因子構造な どに

明確化を図ること、そして運動技能 が確実に定着でき
るように運動技能 の系統性 を測ることと同時にその内
容をより,層 弾力的に取 り上げることになった 蚊 部

ついて再検討 し、5・

67/Lに は 50mか ら 61h程 度 の

距離 が望ま しいのではないか と提案 していた。 また、

ガ愴 ら (1997)や 大田・イリII(1998)は 、児童・生徒
の短距離疾走速度 に対する主観的強度 (自 分自身によ
る走強度に対する感 じ方)と 客観的強度 (実 際の■凍

科学省 2∞ 8、 以下文科省 と記う 。
陸上運動 の学習内容の改訂に際 しては、これまでの
多くの研究成果が踏まえられてきてい る。主な研究成

度の水動 の対応性について検討し、小学生 6年生か
らは主観的強度と客観的強度が一致 し、主観的 により

果を挙げてみる と、鈴木 (19571の 児童の疾走能力 の
発育発達の変容を科学的 に捉え、疾走中の最大速度 の

速 く走ろうと意識すると、ス トライ ドよりもピッチを
より菌載する傾向があると報告している。

逓減率から 1∞巨 とい う距離は児童にとって過負荷に

さらに、これらの研究成果を踏まえて、山川 ら(1977)
の解説Jの 中で、短距離走につ
はヽ「ガ
「
いて、 短距離走の指導が、とか くスター トダッシュの
ー
練習が中′
いとなりがちで、80メ ートルとか100メ ート

なつているのではないかとい う研究報告から始ま り、
その後、猪飼 ら (1963)、 刷 ‖(1975)、 カロ
賀谷 (19881
らが横断的に児童 の短距離疾走能力を分析 し、宮丸
(211112)￨ま 1975年 から幼児から青年までを対象 に分
析 し、短距離疾走能力の発育発達の全体像の把握を行
なつた。加藤 ら 1201Xl、 20061は 、発達特性を踏 まえ
た授業研究を行ない、疾走タイム、疾走速度 の変化 か

ル といつた一定の距離 を しっか り走 らせ るとい うこと

ら、学習効果についての検討 を行ない、記録向上には、
歩幅の伸びが貢献 していると報告 している。 さらに、

提案 した。押切・ 有吉(19851は 、運動技術 の指導 より
も走る事による指導 が効果約 である とし、六つの指導
課題 を挙げてい る。 その一つ 目は、ペ ース と作戦、二

が少なかつた ことか ら、高学年では、 リレー を中心に
しなが ら短距離走 も指導 す る リレー・短距離走方針を

伊藤 0000,2001,2007)は 、授業 を行 う際、児童 自ら
楽 しんで取 り組むためには、適切な疾走距離があるの

つ 目は、ス ター ト、三つ 目はス ター トダ ッシュ、四つ
目は中間走、五つ 日はラス トスパー ト、六つ 目はテー

お静岡大学教育学部
辮 富士市立田子ノ薦′
卜学校

プの切 り方であった。
また、麒

1988bは 、「リレー・短距離走 の学習 と指

導 の見直 し」の観点 か ら、 日標 の考 え方、学習 内容の
考 え方 、学習者 の条件、学習活動、特に学習過程 の考

辮十富士官市立黒日小学校
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え方、学習集団の編成、施設用具の活用法、学習資料
の猛ヽ 、教師の働きかけ (指 導)学習指導 を詢成する

純

ター トからゴールまでの各地点の通過時間の測定方法
は伊藤 (21X10)の 計波防 法で行い、その計測方法は図

諸要因との関係 を重視 しなければないと指摘 し、特に
児童の運動への興味関心、欲求・意欲などを考慮に入
れ、さらに短距離走の特性を今一度吟味する必要があ
る」と述べている。「/1ヽ 学校 体育 指導資料 指導計
画の伯成と学習榊

臨

199Dで は、陸止運動の

特性を、機能的樹 生を踏まえた立場から欲求の充足を
求めて行われる運動、他人に挑戦 し、勝ち負けを競い
合 うことが楽 しい運動 として挑戦欲求を持 った運動特
性 として捉 えた。さらに、授業の展開では、「今もつて
いる力で運動を楽 しむ」から、「新 しいェ夫を加えて運
動を楽 し詢 過程 の二段階で構成 し、それ らを 「ねら

I購 か,唸で麟●過亀慮●Inに 力
動
…

い lJ(め あて 1)か ら「ねらい 2」 (め あて 2)と 学
習活動 の 「はじめ」「な力」「まとめ」の 「な力」 の段

目1鍮

●―ンなどを出 て 綺螢颯 颯コゥ峰コーン
'―
ハt計 ″ 。力
触t用 い
卜刃ヽ
ビグチ自疇が目
…
…
̀二

の■過タイムとストライトの関定法

1に 示 した。

階で学習内容 を展開させる学習指導が重要だとの方針
を示 した。

3 分レ
栃,買 日

今回の研究では、最高速度を高めることを目指 した
短距離走 を学習する 5年 生の男女児童を対象に、短距

前項のデー タ収集で得 られた各通過時間から、1ス
ー
タ トから51hま での上記で定義した各通過時間、2

離走の学習成果を 50m走 タイムで評価する陽k従 来の
走 タイ ムだけで評価するのではなく、各児童の学習課
題 がよ り解 りやす くなる評価方法を新たに付けカロ
える

左記の通過時間から得られる各区間の平均速度 絡 区
間距離を各区間の所用時間で除 して求めた)、 32Qn走
タイム、440m走 タイム、5中 間疾走タイム 140m走
タイムか ら
た時間)、 6中 間疾走
走タイムを;ル ヽ

ことによって得 られ成果を確認することと、学習前後
の児童 の感想文をテキス トマイニングすることによっ

速度

て児童 の短距離走に対する気詩 ちの変容も合わせて考
察することによって、短距離走学習 の評価はどのよ う

"血

(卸 巨を中間疾走タイムで除し
たもの)を算出し

た。

になるの力つ いての知見を求めた。

形態値 と 田巨 走タイムの全国児童の平均値の比較
には、直接確立計算 ヽ
浜・ 宮本 20061を 用いた。ま

I

た、児童 の感想文 のテキス トマイニ ングには、Tc離
ⅣL導 ¨
ソフ ト 鯉 システム倒
を用いた

1/」

研究方法

1麟

4関h走 における疾走局面の定義

被験者は富士市内の Tガ 洋 校 5鵠 女児童 33名
と富士官市内の Kガ ■校 5年 生男女児童 34名 であっ
た。表 1に 身長・体重と511m走 タイムの平均値

mと 表す)と 標準偏差

(以 下 sdと 表う

疾走 中の凍産の変化を知るために疾走中の最高速度
を 100%と して各疾走区間の平均速度がその最高速度
の何パーセン トになるかを各区間ごとに算出 した。今

(以 下

を示 した。

回は最高速度維持率から加速・最高速度・持久の 3つ
局面に分けて分析を行 つた。各局面定義については伊

2デ ータの収集
本研究で収集 した mm走 タイムは、Tガ ヽ
学校での短
で測定された 厠巨 走タイムである。
距離走申
Kイ ヽ
学校の5年生児童の 511m走 タイムは体カテス トで

藤ほとOIXXl)濃 121X101の 定義を用い次の通 り
に行 った。
カロ
速局面 :ス タ‐卜から最高凍庁の 製%ま での区間。

測定された時のものである。さらに、各 関m走 に対し
ての気持ちの変容を分析するために 厠巨 疾走後 の感

最高速度局面 :最 高速度を 98%以 上維持 している区
間。

想文を書いてもらい、それ らについてテキス トマイニ
ング分析を行った。

持久局面 :最 高速度の 980/。 から̲r― ルまでの区間。
5各 練習後の絲摺 したことに対する感想文 のテキス
マ
ト イニング分析
テキス トマイニングとは、テキス ト 蚊 章)を 分析

5年 生男女児童の 50m走 タイムは、授業研究での指
導前の もので、これ らの計測は一般的には、デジタル
ス トップウオッチで計時されるが、今回 は関h疾 走中
の 5m、

lllm、

21h、 31h、

し、分析者にとつて有益な知識や情報 を取 り出そ うに

4匠 、鵬hの 通過地点の

イニング壮山山0と い う分析手法であり、多量のテキ
ス トの中から必要な情報を出刀に、客観的に導きだし、
それ らを要約 し、論 旨を明確にす る手法である
(林 ,2006)。 分析 に用いたソフ トは、TNISOext

計時も行 うのでスター トからゴールまでをビデオカメ
し、得 られた映像を PCに 取 り込
ラでパ ンニン催
み、各通過時間をシリコン コーチ ソフ ト (フ ォーア
シス ト例

を用いて求めた。 ビデオカメラによるス

∞

小学校 5年 生 の50m走 に対す る記録 の評価 と意識 のテ キ ス トマ イ ニ ングにつ い て

NL血嗜Stud10,数 理 システム社製 これ以下、TMSと 記
→ 今回は、51h走 測定終了に、その 50m走 に対す

加速局面については両学校 とも同一で

20mま でで

あった。最高速度局面は Tイ ヽ
学校が 45mま でξ K小
学校￨ま 40mま でであった。伊藤・野 中 (2000)の 報

る感想を書いて もらい、それらを表計算 ソフ ト ExcDl
に個人 ごとに記入 し、それ らを CSV(コ ンマ区切 りcsv)
フォーセ ット形式で保存 したデー タを 鴨 ISで 分析を

告でも同様な結果であ り今回の評価分析は K小 学校 の
40mま での区間を最高凍席局面 として考察を行つた。

行なった

これは実際の授業 中で途 中経過時間を求 める際、加速

(イ

沐 ,2011)。

疾走局面が 20m、 最高速度局面が
III結 果

40mだ と実際にス

トップ ウォ ッチで計時 し、評価す る際 も最高速度局面

1身 長・ 体重・511m走 タイムの特徴
全国 とT小 学校、K小 学校の身長および体重を比較す

の距離 が 211mに なるので、カロ
速疾走局面 の 20mと 比
較す る上で計算が簡便 になるか らである。

ると、身長では両校の方が有意に大きい値であつた。
体重では身長 とは逆に両校 とも有意に軽い値であつた。
50m走 タイムでは、両校 とも全国と比較すると有意差
は認 められず同程度 のタイムであった。表 1参 鷹

3 51bl疾走タイムの評価
表 3に 加速疾走局面 を評価するために 20m走 タイ ム、
最高速度局面を評価す るための

20m区 間タイ ム、最高速度 を示 した。それぞれの評価
基準 を求 めるために平均値 (0に 標準偏差 ed)の
1倍 の±sd、 さらに 12倍 の土sdを 乗 じて 5段 階評価

表1被 験者の形態値と50m走 タイムの
平均値(m)と 標準偏差(sd)
T小 学校
A畷 女

K小 学校

33

全国

00

110,

身長 (om) 1412(700)・

1410(380・

1395(637)

357(673)*
962(0801

363(641)￨
965(060)

33,0(336)

体重 (kじ

50m(秒 )

40m走 タイム とその

基準 を示 した 今回の評価表 は、Tガ ヽ
学校 とK4洋 校
の 50m走 測定デー タを用いて、それぞれのデー タに基
づいて二通 りの評価 を御 成した

941(0フ 51

4 5Klm疾 走に対する児童の感想文 (意 識
マイニ ング

全国体菫人数 11091全 国50m走 人数:● 02
010

+*pく 0001 *pく005 + 005く pく

のテキス ト

感想文には、団m走 に対す る思い、願 い、期待、不

50m疾 走 中の疾走速度変化 と最 高速度 を

安感 な どが述べ られてい るが、今回の分析 ではこれ ら
すべてを児童の 60唖 走に対 する意識 として捉 えた。表

100%と した時の各疾 走 区間の割合 と本研究の測定方

4に 児童の 50m走 を学習 した感想文、表 5に 体カテス

2 511nl疾 走中の疾走局面

表 2に

ト時の 50m走 を走 つた ことに対す る感想文の単語頻
度解析表を示 した 今回の児童 の 511m走 に対す る意識
が述べ られてい る感想文 を形態素解析 (分 ち書き)に

法 4で 定義 した速度局面を示 した。 さらに疾走速度変
化 を図 2に 各区間の速度平均値 に標準偏差 の± 12を
乗 じて示 した。

よるマイニングすることによって、1児 童のこれまで

表2最 高速度維持事における疾走局面0定 義
*tet
5. 1e" 16; ,06 ,s* 30. 35- ion 45s 50'
露腱 政
=小

鞭

・‐ ●
"●

̀

疾走局面

栞造遠魔
K小 学松 椰 転中o
疾結局面
ヽMlx,,。

I

29 5

短距離走の学習教材 として用い られていた 511m走 そ
の ものに対す る態度傾 向や思 い を今 一度観察 する、2

557 5,2 57, 53‐ 586 586 96 5Ю 6
95 90 00 1∞
1∞ 100 椰 06

51
30' 401 640 590 533 676 575 575 568 501
52 30 92 1∞
', 98 o8 03 00 00

̀̀各

走 ることの速 い子や遅 い子 の走 ることへ の全体像を知
る、3児 童 の好き嫌い傾向を知 る、4今 後 の指導評価方
針 の情報 として利用す る、等 々の多面的な情報 がもた

区購連度を最高速鷹ではして,で 壼したもの 藤椰毬底 ・
′●
●
̀輛
最高速度局面
l
l持 久贅定局面
は

I力 1速 局面

らされ る。児童 の短距離走に対す る思い は複雑に絡み
合 つてお り互いに因果関係 があ り、多数 の変数 を解 き
は ぐし、総合的に理解する必要が求め られてい る 続

700
650
600
550
500

450
400
350
300
250
200

日,20■ 1)。
図 3、 図 4は 表 4、 表 5で 抽出 された単語間の共起 蘇
Iノ

/ ・

綸

エ

〃

り受け)関係 を示 した ことばネ ッ トワー ク図である。
この解析によつて児童 の 詢m走 に対す るニー ズ と指

エ
…

導 との関係 を記述 した。

̲̲〃 ̲̲̲

/― ―理 鋼

IV考 察

V

1短距離走における 60m走 タィ ムの新 しい評価 につい
5m10m

20m

30■

40m

て

501n

新 しい評価法の考察 を展開す る前に、これまでの評

図2K小 学校 の各区間速度 ±1/2乗 じた速度 曲線

価法 の変化 の背景 をふまえる必要がある。平成

12年

12月 の教育課程審議会 の答 申で、評価 を今までの相対

αυ

伊藤 宏・和久洋子・伊藤

純

評価から、目標に準拠 した評価 (い わゆる絶対評価)
へ改めることが提言された (教 育謀程審議会 ,cln Lne)。

習内容力堤 示されて こないと思われる。
そこで新しい評価基準を提案す るために、表

この提言をふまえ、評価 の機能 とこれからの評価の
基本的な考え方 と課題が以下のようにまとめられた。

40m地 点の通過タイムの評価基準を示 した。 こ
の評価基準の設定方渕 ま結果 3で示 してある。A+が 一
番良く、Cは 課題が大であることを示丸 50m走 タイ
ムの測定方法をこれまでの児童がスター トしてゴール

3に

20m、

1評価 の機能は、児童生徒のよさや可能性を評価 し、
豊かな自己実現に役立つようにすること。2児 童生徒
個人の学習状況等の評価 の充実を図る こと。3児 童生

した時の計測ではなく、疾走途中の 20m地 点、411m地
点の通過タイムを研究方法のデータ収集で述べた方法

徒の学習状況等について、各学年、各学校段階等の 目
標を実現 しているかどうかを的唯 に評価す る。

で測定すれば、それぞれのタイムから練習課題のより

引コの研究では、上記の 3の 段階の児童が学習課題
をどのよ うに把握 し、その課題をどのように解決して

具体的な方法と目標力澱 定 しやすくなる。
その前提 に、T小 学校の 50m走 とその 20m、 40mの

いくかの基礎的な知見を提供 していくことを目的にし
ている。授業での評価活動 として具体的に評価観点を
ら、絶対評価に移
見てみると、静岡県では平成 14■ 功ヽ

タイムとの相関係数を求めてみると095、 099で あり、
20mと 4Clmと の相関係数は 0"で あり、
それぞれ 1%
水準で有意な相関関係がみられた。 これ ま、50m走 は
一連 の速さで走るのでそれぞれの通過区間タイムと

行 してきてお り、授業実践の場で、何がどれだけ身に
付いたかという確かな 「見取 り」と指導改善が大切で
あると指摘 している (静 岡県校長会,400)。 静岡県の

50m走 タイムとの関連性が非常に高いと理解され る。
そこで、20m走 タイムが速ければ 40m走 も速 く、50m

評価基準モデルは、陸上運動 (第 5学 年、第 6学年)
の 目標の学び方として 「自己の能力に適 した課題を決

走タイムも速く、その逆 も推察される。
しかし、この前提が違ってくると、なぜそ うなったの
かの疑問やその理由を思考・判断をしなければな らな

め、課題 の解決 の仕方 を工夫することができる」を挙
げている。そしてこれ らに対 して A評 価基準は、短距

い。具体的な例を挙げてみるとA男 は 50m走 を 927

離走について 自己の目標に向けて、競走 したり記録を
高めたりするための技能 を確実に身に付けているとな

秒で走ったが、表 3に よると 20m区 間タイムは 424
秒で B評価になり、4Klm区 間タイムは 7 Fo3秒で A評

り、B評 価基準は、短距離について競走したり、記録
C
を高めたりするための技能を身に付けて いるとなり、

価 になる。また、1023秒 で走った C刊 ま20m区 間タ
イムが 444秒 で B評 価になり41m区 間タイムは 829

評価基準は、短距離走について、簡単な技能 を身に付
けつつあるとい う評価基準を示している。

秒で C暉調面になる。このように、20m区 間タイムが B
評価以下 になると、スター トの仕方や、加速走 の走 り

実際、A子 の短距離走としての 50m走 タイムを測定
し、965秒 だったしてもそのタイムから具体的に短縮

方に工夫が必要になり、40m区 間タイムも 20m区 間
タイムと同様に B評 価以下になると持久疾走やベース

するための学習課題が見えてこない。実際には、スポ
ーツテス ト(文 部科学省,2012)の 50mの 評価基準は、
10段脇 点表で成 り立っており、
平均は 100秒〜10.6

配分の工夫が必要になると判断される。
このような課題が見つかった児童は、Tガ 戦

では

秒の範囲内であり、上記の 965秒 は 6点 と評価され、

32人 中 5人 (156%)、 K小 学校では30人 中 7人 (233埼
であった。この新しい評価には、すべての児童に当て

表350m走タイムの評■のための20m.40mタ イムと中間疾走タイムと速度

はまるものではな い力ヽ 各児童の加藤局面や最高速度
区間や持久疾走局面の客観的な判断が可能になると思

師 群 ランウ

われる。
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この他に、最高速度局面のタイムとして 4Clm地点か

耐3d

て求めた中間疾走タイム、
ら 20m地 点のタイムを弓ルヽ

455 450470 4"―

20mを 中間疾走タイムで除して求めた中間疾走
速度の評価基準 を表 3に 記載した。
250m走 に対する感想文のテキス トマイニングについ
その

―
449‑4o2 4
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T小学校の児童に研究授業終了後の学習 した内容に
ついて感想文を書いて もらった。K小 学校の児童には
体カテス トalm走測定後に記述 してもらった。それ ら

― 366‑370 380‐
a"̀365

mm走 タ
文椰科学省0ス ポ=ツ テスト
より]l用 .
イムは、

"3 59'021 022‑

m:平 均値 sI椒 峰偏甍

記述された文章を WSで 分かち書きをし、抽出され
た単語を度数の高い順に並べた頻度分析を行つた。 こ

￨で きばえ」はやや速いと見なされる。評価はそ
こまでであり、それ以上児童も教師にとってなんら技
能の課題解決に対 しての思考・判断のための観点や練

その

の頻度分析は、どのような言葉が感想文の中に多く含
まれているのかを見る事によって児童の 50m走 に対
する児童の全体的な意識傾向を把握できる。その頻度
62
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解析で上位 に挙げられたキー ワー ド間における共起関
係 (積 極的,消 極的など)関 係を把握 し「ことは ネット
ワーク図Jを 求め、それ らを図 3と 図 4に 示 した。
Tイ ヾ
学校の児童は、頻度解析からは 「走る」、唆 形

い」
、「良いJ、
「走る」
「感 じJ「 配h」 などの言葉 が上位に挙げられ、
、
図 4の ことばネッ トワーク図では 「走る」 ことに対 し
て 「長い」
「悔 しいJ「 10秒 台」などの言葉 と「速い」
のことばに 「長い」
、峻 れる」、順 張る」「遅いJな ど

Kイ ヽ
学校の児童 は、頻度解析 から

'速

ダッシュ」「練習法J「 中間疾走」な どが上位 に挙げて
お り、それ らを図 3の ネットワーク図に表す と「走る」
に対 して 「スター ト」
、「変形ダッシュJ、 助口
迦 、「中

の言葉に共起関係 がみられ、全体的にことばネットワ
ー ク図を俯廠してみる と 鵬ほ 走に対して色々な言葉

(「色々」
間疾走J、 「練習法」
、「うれしいJ、 「手J、 「速
い」な どの言葉 と連携 している事が読み取れる。研究
授業として 50m走 をい力,こ 速 く走るかを学習 した児

が挙げられ、意識が分散 している事が読み取れた。 こ
の事は、学習 目的を持 つて指導された T小 学校の児童
とは違い、体力波1定 の走力判定のためだけに走った K
小学校の児童の 50m走 に対する意識は、感想文 の TM

童は、色々な変形スターダッシュを学びスター トから
加速 し、中間疾走で手を使つて速く走れるようになっ
て うれ しいとい う気持ちが感想文 の中に 「走るJと 他

分析の結果にも明確に表れている事がわかった。

の言葉 との共起関係 として意識 していたことが読み取
れた。

図 3T4ヽ 学 校 児 童 050m走 の ことば ネ ットワ ー ク図
塾終

=ヽ

｀￨

道お

̀t顔
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図 4κ ′
l呻 機 児 童 の 50m走 に 対 す る ことば ネ ットワ ー ク図
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伊藤

宏・ 和久洋子・伊藤

以上のことから、
児童の 関匠 走、の意識 は、
によつて明ら力,こ 違 って くることが確認

純

学 D31p105・ 113.

告 申

伊藤宏 12001)児 童・ 生徒の短距離走に対する意識
構造 について 静岡大学教育学部研究報告 い

学習内容
された。

弓
考扁D ,32 p107・ 113
Ⅳ 要約
今回の研究の 目的は、短距離走を学習す る 5年 生

伊藤宏 (2007)イ 洋 高学年の望ましい短距離疾走距
離についての研究 スプ リン ト研究 17:32‐ 40
伊藤信之 (20001 トップアス リー ト出可が違 うのか

の男女児童を対象に、短距離走 の学習成果を 50m走
タイムで評価する際、従来の 50m走 タイムだけで評
価するのではなく、各児童の学習課題がより解 りや
す くなる評価方法 と児童の感想文 のテキス トマイニ

体靖蒲睦畔19:5053
加賀谷熙彦 (1988)イ ヽ
学生 の短距離走 学校体育

,

pp132‐

1

・ 関戸康雄・ 岡崎秀充¨
カロ
小学 6年生の
ー
体育授業 における疾走能力 の練習効果 体育学研究
45:530‐ 542

ングを新たに付けカロ
えることによつて得 られ成果を
確認することであつた。

1新 しい評価基準は、
60に 走タイムの他に 20ぃ 、
411m
地点の通過タイムを設 けそれぞれの評価基準を設定
した それぞれの通過タイムを計ることによつて、

カ萌婦鮨一 宮丸凱史 12006)一 般高校生の疾走動作の
牛
宇停た 体育学研究 51:165‐ 175
菰田文男 12011)単語セ ットの進化によるテキス トマ
イニ ング 特許情報 のテキス トマイニ ング, 豊 田裕
貴・菰田文男続 ミネル ヴァ書房 :東 鳥 pp15・ 64

より具体的な練習課題 とその解決方法が設定 しやす
くなる。
具体的な例として A男 は 60ヒ 走を 927秒 で走つ
たが、新たな評価基準か ら 刻匠 因問タイムは 424
秒で B評価にな り、40m区 間タイムは 753秒 で A

官丸凱史 121X2)疾 動
まで 体育識

評価になる。また、1023秒 で走つた C子 は 20m区
間タイムが 4 秒で B評 価にな り411m区 間タイム

の発達 :走 り始 めから成人

47 p607・ 614

文部省 (1991)小 学校体育指導資料 指導計画のわ成
と学習指導 東洋館出版社 21・ 30
文部科学省 (2008)ガ ヽ
学校学習指導要領解説 体育編

は 829秒 で C垢 爾面になる。 このように、20匝 区間
タイムが B評価以下になると、スター トの仕方や、

p22・ 85

力雌 の走り方に工夫が必要 になり、如血 区間タイ
ムも
区濶 タイム と同様にB評 価以下に持久疾走
"贖
べ‐
ス
や
配分の工夫が必要になると判断される。
2mm走 に対する児童の感想文のテキス トマイニ

教育課程審議会答申α X10児 童生徒 の学習 と教育課
程の実施状況の評価の在 り方について

ングか ら、Tイ ヾ
学校の児童は、単語頻度解析から「走
る」、「変形ダッシュ」「練習法」「中間疾走」を上位

小木 しのぶ0011)特 許 テキス トデー タを利用 した
Tet Mmm Stud10チ ユー トリアノ′ 特許情報のテ
キス トマイニンえ 豊田裕貴・菰田文男続 ミネル ヴ

hm功 い躙w ner,い .動 口¨
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に挙げてお り、言葉のネ ットワーク図から「走る」
「中
に対して「スター ト」
、「変形ダッシュ」
、助哺麹、
「
「
「
々
い
、色 」
間疾洵 、囀 法」
、 うれし 」
、 手」、聴

ァ書房 :東 鳥 pp201‐ 232
小倉幸雄・清水茂華・尾縣貢・ 関岡康雄・ 永井純・ 宮

い」などの言葉 と連携 している事が読み取れた
研究授業 として質h走 をいかに速 く走るかを学習
する児童に対 して、知h、 知匝 の通過タイムを計測

下憲 (199つ 短距離における動
強度 と客観的強度
の対応性 中学生男子を対象 として スポーツ教育学

することによつて、 より具体的な学習課題を提示す
ることができた。また、感想文のテキス トマイニン

は
17129‐ 36
太田涼・利 1秀 之 (19981短 距離走における主観的強
度と客観的強度の対応関係に関する研究 陸上競技研

グによつて児童は、績習法、加速、中間疾走 の走 り
つていることが読み取れた
方に興味関 喘
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