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キーワード:体育の授業幅跳び子どもたちの動きと学び

I はじめに
ウ 用具の準備や片付けを友達と一緒にすること。
工

本稿は、小学校 3年生での体育の授業「幅跳び Jの
実践場面における子どもたちの

すること。
(
3
) 思考・判断
自己の能力に適した課題をもち、動きを身に付けるた
めの活動や競争の仕方を工夫できるようにする。
ア 走の運動や跳の運動の動きを身に付けるための練習の
仕方を知り、自分の力に応じた練習方法や練習の場を
選ぶこと。
イ 走の運動や跳の運動の動き方や動きのポイントを知り、
自分の力に合った課題を選ぶこと。
ウ 仲間との競走(争)の仕方を知り、競走(争)の規則

動き"に着目し、そ

こに内在する子どもたちの豊かな

場の危険物を取り除いたり、用具の安全を確かめたり

学び"を読み解い

ていくものである。
さて、平成 2
3年度から全面実施されている小学校学
習指導要領;小学校学習指導要領解説(体育編)には、
第 3学年及び第 4学年の体育領域の目標、ならびに幅
跳びの扱いに関する内容として、次のような記載がさ
れている。

を選ぶこと。
第 3学年及び第 4学年

目標

記載された内容からは、小学校中学年という発達段

(1)活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにすると
ともに、その基本的な動きや技能を身に付け、体力を養

階を踏まえる中で、幅跳びの動きや技能の修得につい

つ
。
(
2
)協力、公正などの態度を育てるとともに、健康・安全に

れる。それは助走に関しての「 短い"助走から踏み切

留意し、最後まで努力して運動をする態度を育てる。

って跳ぶ j としサ記載、また、〔例示〕による「 踏切

ての

(
3
) ‑保健領域

基本的"な学習が求められていることが読み取

り足を決めて"前方に踏み切り、遠くへ跳ぶこと」と

内容

いう記載からも察せられるところであり、この

C 走・跳の運動

助走"と

(1)技能
幅跳びでは、短い助走から踏み切って跳ぶこと。

短い

決められた踏切り足"による、まさに「基

本的な幅跳びの動きや技能の獲得j が当該授業におい
て目指されているとも言えよう。

ウ幅跳び
短い助走から調子よく踏み切って遠くへ跳ぶ。

しかしその一方で、「思考・判断」の記載においては、

〔例示) 0短い助走での幅跳び

比較的高度で発展的な学習が求められていることが読

.5‑10m程度の短い助走から踏切り足を決め
て前方に踏み切り、遠くへ跳ぶこと。
‑膝を柔らかく曲げて、両足で着地すること。

み取れ、それは「動きを身に付けるための練習の仕方
を知り、自分の力に応じた練習方法や練習の場を選ぶ
こと j や「動き方や動きのポイントを知り、自分の力

(
2
) 態度

に合った課題を選ぶこと j、さらに「仲間との競争の仕

運動に進んで取り組み、きまりを守り仲よく運動をし
たり、勝敗を受け入れたり、場の用具の安全に気をつ

方を知り」いう記載からも察せられる。
ここの「自分の力に応じた "
"
"
"
'
j や「自分の力に合っ

けたりすることができるようにする。
かけっこ・リレーや小型ハードル走、幅跳びゃ高跳び

た'
"
'
‑
'
J に見合う思考・判断の学習を展開するには、ま

に進んで取り組むこと。
イ きまりを守り、友達と励まし合って練習や競走(争)

ずもって、子どもたち自身が、 自分の力"の現状を見

ア

極める活動が不可欠であろう。「幅跳びj における 自

をしたり、勝敗の結果を受け入れたりすること。
静岡大学教育学部附属静岡小学校
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分の力"を、見極めるためには、おそらくは相当数の
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幅跳び の試技が必要であ り、それ は 「ただ試 しに眺 ん
「自分
でみる」とい う安易な感覚 か らの試技ではなく、

幅跳びの授業は屋外の砂場を利用することが多 いが、

は今 どの くらいまで跳 べ るのか 、一度思いつき リチャ

下記 の安全対策を施 しつつ 、屋内で実施す る場合 の幅

レンジ してみよ う。」といつた 自分 の力 "を 見極める

跳びの授業 の可能性 を探 つた。

び)」 の授業 の実施場所は、
体育館 とした。一般的には、

ための意欲的な取 り組みが必要 となるであろう。そ し

着地 の場所 の安全対策 としては、踏み切 り後に着地

て、 自分 の動 きの課題 を発見す る活動や動きのポイン

の可能性がある場所 に対 して、
セーフテ ィーマ ッ ト(厚

トを知る知的な活動を踏 まえなが ら、現状 の

さ約 30cm〜 40cmlを 敷 き詰め、跳んでい く方向の床面

自分 の

力 "を さらに高めてい く練習方法 を考 えた り選 んだ り
する活動へ の展開が期待 され る。同時 にそれは、仲間
と相談・ 競争 した り、試行錯誤 した りしなが ら上達 し

を広 く覆 った。 これによ り、着地 の際の体 の痛み

(足

や臀部)の 軽減を図 つた。
また 、踏み切 りの場 所 の安全対策 としては、60 cm

てい く過程 の 中で、また新規に生まれて くる課題に立

四方の滑 り上 めの効 いた

ち向かう営みが、脈々 と発展的に繰 り返されてい くも
のでもあろう。
「基本的」な
その意味では、この幅跳びの授業では、
「
ものだけでなく、自分の力を見極める活動を踏まえた、

踏み切 り板 を用意 し、
それ
を高 さ約 15 cmの 木製 の台
に固定 し、
そ の台をセー フ
テ ィーマ ッ トにつ ける こ

知的で発展的な学習」が 目指 されているとも言えよ う。
いずれにしても、体育の授業に限らず教育活動とい
うものが「基本的な学習」 と「発展的な学習」がバ ラ

とで踏み切 り時 の足 のす
べ りを無 く した。(右 写真 )

ンスよく共存しながら展開されるものであるとするな
ら、授業のなかで育ちゆく子どもたちの個々の特徴を

「両足で しつか
運動 の技能面での安全対策 としては、
り着地す ること」、「膝 を柔 らか く曲げなが ら着地する

踏まえながら、その実態に応 じた質の高い体育の授業
の実践、楽しい体育の授業の実践が、期待 されるとこ

こと」 を徹底 させた (写 真 A)。

ろである。

線を示す ことによ り、試技をした後 にす ぐ、 自分で ど
れはど跳 べ たかを確認 できるよ うに した。

静岡大学教育学部附属静岡小学校体育部においても、
子どもたちの学びの深まりを目指 した幅跳びの授業研
究が進められてお り、平成 24年 11月 には全校的な研
「どうした らもつと遠 くへ跳 べ るかな
究授業 のなかで、

カロえて、着地地点には色 を変えたテー プによる記録

以上 のよ うな場 の設定 と安全対策 によつ て、子 ども
たちの積極的 な学習活動を保障す ることを 目指 した。
(写 真

A:1か ら 3へ の連続写真

)

(幅 眺び):7時 間扱 い」を実践 した。 ここでは『 問い

をつな ぐ学び』とい う附属静岡小 の研究テーマの もと、
子 どもたちの様 々な問い 。探究過程 に対 して、教師が
寄 り添い、適切な支援 を加 えることで 、そ の子 どもた
ちに豊かで多様な動きを表出させて いった。
実践 の詳細については「体育科学習指導本時案 」ま
た 「追究過程1を 参照 されたいが 、本稿 ではその実践
場面において表出された子 どもたちが織 り成す豊かな
動きに着 日し、それ らを分析・ 検討す るなかで、実践
された
うした らもっ と遠 くへ跳 べ るかな (幅 跳び)」
'ど

の授業における子 どもたちの学び の豊か さと、 この授
業 に含まれ るさらなる授業開発 の可能性の芽を見 出 し
てい きたい。

られる。また、着地点に記録測定用の線が明示でき、跳躍のあと、自分
の記録が瞬時に確認できる。加えて、セーフティーマット上への着地とい

Ⅱ 豊かな動きと学びを引き出すための配慮・支援

fど

うしたらもつと遠 くへ跳べるかな

うことで、砂が靴や衣服内に入ることは無いことから、跳躍の後、次の練
習にすぐに取り組むことが可能である。

2)学 び合い、高め合いへの配慮・支援

1)基 本的な場の設定と安全対策
今回の

※跳躍と着地場面の連機写真 (と から右へ)。 膝を柔らかく曲げていく両
足での着地により、安全性を高めた。セーフティーマットに守られ、仮に
臀部から着地することがあっても、こ外の砂場で時折その発生が報告
される尾てい骨骨折等の臀部 のけがの危険性は低減できるものと考え

(幅 跳

遠くへ跳ぶための効果的な動きの探究過程において、
その時点の子どもたちの「問い」が明確にされ、解決
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り成す豊かな動きと学び

加 えて 、練習 のための場所 づ くりの配慮 として、 1)
踏み切 り板 に踏み切 り足 を合わせ るための練習 コース、

に向けての積極 的な学習 が展開 されるように、次 の よ
うな配慮・支援 をした。

2)踏 み切 つた後 に足を前方へ高 く上げてい く感覚を

まず、相棒 (ペ ア)を 組む中で 、練習や記録取 りを
お互いの動 きを観察 し合 った り、
行 ってい くもの とし、
お互 いが意味づ けた効果 の ある動 きをア ドバ イ ス した

意識するための練習 コース (進 行方向に対 して直角に
設置 した ゴムのロープ を越 えてい く練習 )を 用意 した

りしながら、学習が進め られ るように した (写 真 B)。

その場にお いて教師 は、子 どもたちの主体
的で積極的な活動 を見守 り、遠 くへ跳ぶた めの効果的
(写 真 D)。

また、両者 の跳躍記録による得点 を合算 し、そ の合計
得点を他 の相棒 の得点 と競わせ る環境 を作 ることで、
相棒同士が 「協力 しなが らお互 い に高ま り合お う、記

な動 きに対す る探究の姿 を褒 めた り認 めた りすること
で、子 どもたちの学習へ の意欲 が維持 され るようにし
た。また、 ゴムのロー プの高 さの設定・ 調節 につ いて

録を伸 ばそ う」 とす る意識 が維持 され るよ うに した。
(写 真 B)

は 、子 どもたちの 動 きの探究 が よ り深ま つてい く適
切・最善な高 さを求め、
積極的 に関与す るように した。
(写 真 D)

trメ ル●―
■

※相棒の跳躍を寄り添うように観察したり、跳躍の成功を共に喜び合つた
りしながら、学響を進めていった。課題 が見つかつた場合は、それを指
摘し合いながら、お互いの記録向上を目指していつた。

なお、この時の記録 の得 点化 について は、以前実施
した立ち幅跳 び と 50m走 の タイ ムか ら算 出 した各 人
の 日標 の 目安 注1)と なる跳躍距離 の基準に照 らして各

また、助走距離 については、子 どもたちの探究過程

人に応 じた得 点を与えるもの とした。 よって 2mの 距

の中で、 自分に合 つた (相 棒 に合つた)適 切な距離を

離を跳躍 した として も、子 どもに応 じてそ の得 点は異

試行錯誤 しなが ら見つ けていけるよ う支援 した (写 真

なって くる。
また、授業 の導入場面や中盤 にお いて、子 どもの幅
跳び の映像 をモ ニ ターで適宜提示 し (写 真 C)、 その動

学級全体や個別的な対応 の 中で、子 どもたちか ら
の提起 された考えで もある 「助走で勢 いをつ けると、
遠 くへ眺べ るか ら、助走は長 いほ うがいい」、「スピー

きを学級 の全員で評価・ 分析す ることによつて 自分 自

ドを出 して、助走 したほ うが遠 くへ眺べ てい い」、「距

身や相棒同士のその後 の練習課題 を明確 に し、意識的
で活発な学習 が展開 され るよ うに した。加 えて、相棒

離 が長す ぎた リスピー ドが 出す ぎた りすると、今度は
踏み切 りが難 しくなつて眺べ な くなるJ等 々の子 ども

同士によるそ の意識的な学習 の様子 を教師がタブ レッ

たちの考えを、重要な「問 い」として明確 に位置 づけ、

ト型 の PCで 適宜撮影・提示す る ことによつて、子 ども

試技 の回数 と時間を十分 に保障 しなが ら、そ の解決に

た ちが 自分 の幅眺び の様子 を リアル タイ ムに観察・確

向けた主体的で活発 な学習が展開 され るよ うに した。

E)。

(写 真 E)

認 で きるよ うに し、練習効果 が高まるよう配慮 した。
(写 真 C)

ヽ羹

・

‐1

※助走距離については、その距離を少しずつ長くしながら跳麗を経り返す
ことで、子どもたちは自分にあつた距離を見つけていつた。また、相棒同

※左写真は大型モニターを利用し、仲間の跳饉の長所を学級全体で確認
している様子。有写真はタプレットPOて 撮影 した映像を、跳躍後すぐに

士で助走スピードについても観察・評価を行つた。写真のをは約5m、
有は約 10mの 助走距離での試枚の様子。その後、約 16mの 距離から

子どもたちに視聴させることで、相棒同士の評価 分析の取り組みを活
性化している様子。ここでの 、評価・分析 のノウハウや観察の観点が、こ

の助走も試していつた。

の後のII棒 同士での学習に活かされていく。

Ｏι
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また、その授業時間の 目標や課題、成果や記録を書
き込んでい くワー クシー トを用意 し、
子 どもたちの「遠
くへ跳ぶための効果的な動 きの探究」が、一時間ごと
に明確な 目的意識 をもつて展 開 されてい くように した
(写 真 F)。 ワー クシー トに書き込まれた内容は、授業
中・ 授業後に教師によ り確認 され 、学習を深めてい く
ための適切な支援 に役 立て られた。カロえて、 ワークシ
ー トは相棒 との コ ミュニ ケー シ ョンツールの役割 も担

子 どもたちは、相棒 との関わ りのなかで、試行錯誤
を繰 り返 し、自分 の「遠 くへ跳ぶための効果的な動き」
「自分 の力に応 じた練習方
を導 いていつた。そこには、
「自分に
法 とは どの ようなものなのか」とい う問いや、
合 つた課題 とはどの ようなもの なのか」 とい う問 いを
つ ないでいきなが ら、今回の授業 の最も大 きな 「どう
した らもつ と遠 くへlJLべ るかな」とい うテ ーマ (問 い)
に対 して 、意欲的・主体的 に立ち向かつてい く姿 があ

つてお り、部分的 でもその記載内容 を相互に確認 し、
相棒が 「今 日どんな課題 をもつて動きの探究を進 めて

った。

い くのか」 についての相 互理解 を深め られるよ うに し

可能であるが、授業実践 と授業観察による分析 を踏ま
えて垣間見ることのできる 「子 どもの豊かな動 きと学

てお くことに よって、授業中の相手 の試技に対する助
言 が、相手 の 目標や課題 に対応 した内容 となるよ うに
「助走 のス ピー ドを落 とさな
配慮 した。端的にいえば、

授業中における子 どもたちの全てを捉えることは不

び」について、部分的・ 断片的なが ら、その具体を以
下に提示 したい。

い」とい う目標・課題が ワー クシー トに記載 された際、
それを相棒が確認できて いれば、相棒 による観察 の視
点は必然的に 「助走 ス ピー ド」 に向けられ、それに対

くAさ ん (17番 )の 豊かな動きと学び >

す る適切な評価・ 助言 が行われやす くなるとい うこと
踏 み切 りの方法について
,
準備運動を行 い、今回 の走 り幅跳 びの授業 の進め方

である。試技者 が意識 している 目標・ 課題 と、観察者
の観察 の視点を同調 させ ることは、ペ ア (相 榊 学習

①

の効果を高めるためにも重要な ことで あろ う。

や安全 のためのルール を確認 したのち、Aさ んの学び

さらに (前 述 したことではあるが)、 そ の 日のお互 い

がスター トした。

の記録に加 え、記録から算出 された得点を、相棒 (ペ
ア)と の 「合算 Jと して ワー クシー トに明記す ること

第一時では、早速 「遠 くへ跳 びたいな」 とい う思い
ベ るのかな」
を膨 らませ、「ど うした らもつと遠 くヘリヒ

により、その得点を 「これまで の 自分たちの得点」や
「他 の相棒たちとの得点」 と相対的に比較 で きるよ う

と問い を持ち、助走 の距離を、5m、 10m、 16nlと 少 し

に した。合算 した得点 での比 較によつて、 自分たちの
今 日の 「遠 くへ跳ぶための効果的な動きの探究」 の評

ず つ伸 ば しなが ら、そ の助走 ス ピー ドも速 めていき、
「長 い距離 か らのス ピー ドの速 い助走 が、遠 くに跳ぶ
ことにつ ながるので はないか」 とい うAさ んの動きの

「相棒 としての一体感」を持 った形で行われ るよ
価 が、
うに したのである。 この二体感 がその後 の相棒同士の

探究が行われていつた (前 述 の写真 E)。
ただ、以前行 つた 「立ち幅跳 び」 の動 きのイメージ

関わり・探究活動に良い影響を与え、より活発な学習

が残つていたのか、 ここでの踏み切 りが 「両足踏み切

が展開 され る こ とを期待 した。

り」 となつてお り、長 い距離 か らのスピー ドの速 い助

(写 真 F)

走をしても、踏 み切 りの手前に くると両足 を揃えるた
めに減速 して しまい 、結果的 に遠 くには跳 べ ない状況
が連続 6回 ほ ど続 いた (写 真 G:両 足踏 み切 りの様子)。
「片足踏み切 り」 が行われたのは 7回 目か らの試技
「片足踏み切 りJと 「両足踏み切 り」
となった。その後、
の両方 の跳び方 を、比較す るよ うに何度 も試 し、その
「片足踏み切 り」の方が遠 くへ跳 べ る
試行錯誤 の結果、

※ワークシートの内容をお互いに確認し合い、相棒としての仲間意識 (―
体感)を 高めながら、その後の探究活動を進めていった

こ とを確認 していつた。最終的 には、授業 の最後 の
回分を 「片足踏み切 り」 による試技でま とめ

̀

(こ

2

の日

「片
は計 14回 の試技が行われた)、 動きの探究 として、

Ⅲ 子 どもたちが織 り成す豊 かな動きと学び

足踏み切 りの方 が、助走 の距離 とス ピー ドか ら生まれ
る助 走の勢い をそのまま跳躍に活 かす ことがで きるの

7時 間構成 の授業場面 か ら、時系列に沿 う形で、抽

で、遠 くまで跳ぶのに効果的である。」とい うことをA

出児の 「幅跳び」の動 きその ものに着 日し、その学び

さんは学 んでいった と考えられ る。

を読み解 いてい く。
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写真 G

;「 幅跳 び

Jの 授業における子 どもたちが織 り成す豊 かな動きと学び

(1か ら 6へ の連続写真

写真 H‑1

)

==ifγ :

イ可

Aさ んの次の課題意識は 「踏み切 り板をどう踏み込め
ば (踏 み切 りの強さ)、 結果 として遠 くへ跳べるように
なるのか」に移 り、
それに向かつた学びが展開された。

第二 時か ら第四時においては 、第 一 時の 「片足踏み
切 り」 の効果 の学びを踏まえ、次 のよ うな課題意識に

写真 I(ab6)は 、踏み切 り板に右足をIIIみ 込んで
い く時の最後の一歩の写真であるが (3枚 とも別々の
試技)、 助走のスピー ドを維持 しながら、かなりの「大

よる動きの探究 が行われ ていった。
「右足 と左足 とでは、どちらの方が 自分 のカ
それは、
を最大限発揮 で き、結果 として遠 くへ跳 べ るよ うにな
るのかJ、 「踏み切 り板 をどう踏み込 めば (踏 み切 りの

また」で踏み切 り板を踏み込もうとしてい る様子が見
られる。「踏み切 りを右足に合わせる」とい う意図 と同

「空
強 さ)、 結果 として遠 くへ跳 べ るよ うになるのか」、

「踏み切 り板を強く踏む」とい う意図が感 じられ
時に、
「
る。 右足で強く踏むことJで 「遠 くへ眺ぶ」とい う課

中姿勢 において、振 り上げ足を どうすれば、結果 とし
て遠 くへ跳 べ るよ うになるのか」等 である。
写真 H‑1と

り :1か ら 3へ の連続写真)

写真H‑2(右 足踏み切 り :1か ら

=L

踏み切 り足 について

②

(左 足踏み切

題意識による動きの探究である。第二時から第四時ま
で、この「大また1で の踏み込みが何度も試技された。

H‑2は 、「左足踏み切 り」 と「右足踏み

切 り」 の 2種 類 の動 きであ り、眺び上が りの際 の上半

写真 1(大 またでの踏み込み

身 の使 い方 も異なる。 Aさ んは相棒か らの観察・評価

F第 二時 bc=第 四時)

も受けなが ら、両方の跳び方 を比較す るよ うに何度 も
試 し、そ の試行 9EL誤 の結果、「右足踏み切 り」の方が遠
くへ跳 べ る ことを確認 していつた。 これ 以降 の試技は
「右
ほとん ど右足踏み切 りとな り、動 きの探究 として、
足踏み切 りの方が、今 の 自分 の力を最大限発揮できる
跳び方であ り、遠 くまで跳ぶのに効果的 で ある。」とい
うことを学 んでいった と考 えられる。
なお、Aさ んは跳躍 の際 の右腕 の使 い方が特徴的 で
あり

(写 真

H‑2の 3)、

しかしながら、Aさ んが取 り組む 「踏み切 り板を強
く踏むJた めの 「大また」の動きは、跳躍の記録の伸

肘 を曲げた状態で腕 を横に上

げて、肩全体 で上 半身を持 ち上げてい くよ うな動 きが

びにはなかなか結びついていかず、逆にその動きが、
踏み切つた後の空中姿勢において も、足が前に上がつ

見 られる。本 時では、この よ うな特徴的な動 きも、子
どもの探究 の過程のあ りの ままの姿 として尊重・認 め

ていかない (跳 躍の際に高さがでない=距 離がでない)

なが ら授業を進 めていった。

ことにつながつている状況にもあつた。そ うしたとき、
Aさ んは 自分の相棒から「足を前に出す (上 げる)練

踏み切 り板 へ の踏み込み方 と空中姿勢について
前述 の 「右足踏み切 り」 の効果 の学びを踏 まえ、

③

習を しよ うよ」 といつた言葉を掛けられ、それに応 じ
て写真 」にあるゴムのロープを張つた練習場所での練
ゆ乙

望月

正 ・ 黒柳哲也 ・ 井鍋佐紀 乃・ 赤 田信一

習 を開始す ることになった。そ こで 、振 り上げ足を前

録 とな つた。 なお 、 この 第 四時 の写真 Kの 眺躍 が 、全

に出 して (上 げて)い く動きの効果を確認 していつた。

7時 間 の授 業 の 中で も、最 も長 い 距離 を眺 んだ もの と
な つた。

写真 」

今 回 のAさ んの学 び の 中にあ る成果 と課題 が 、今後
の上の 学年 での走 り幅眺 び の授 業 につ なが つてい くこ
とが期待 され る。

くTく ん (1番 )の 豊 か な動きと学び >
ゴムのロープ を張 つた練 習場所 では、必然的に 「ロ

① 踏み切 りの方法について

ー プに足を引 つ掛 けない よ うにするために、足 を前に

Aさ んの相棒でもあるTく ん も、準備運動 を行 い、

上げて、高 く跳ばな くてはい けない」 とい う意識 を持
た ざるを得ず、それによ り、写真 」のよ うな 「振 り上

今回の走 り幅跳びの授業 の進 め方や安 全 のためのルー
ル を確認 したのち、学 びをス ター トさせた。
第一 時では、早速 「遠 くへ跳びたいな」 とい う思い

げ足が前に上 がつてい く動 きJは 生まれやす い。 とは
いえ、スムーズな 「足 を前に上げる動き」のためには、

を膨 らませ、「どうした らもつ と遠 くべ眺 べ るのかな」

にも意識 を向けなければな らないことをAさ んは感 じ

と問い を持 ち、助走 の距離 を、5m、 10m、 16mと 少 し
「長 い距離か らの助走が、
ずつ伸ば しなが ら試技を重ね、

ているよ うであ り、Aさ んはこの 2つ の動きをスムー

遠 くに跳ぶ ことにつ なが るのではないか」 とい うTく

ズに行 うため、そ の探究 の試技を何度 も繰 り返 した。

んの動きの探究が行われていつた。

写真 K

ただ、16mか らの助走 に取 り組む ものの 、そ の助走
「中程度 のス
ス ピー ドは全力疾走 とい うものではなく、

「足を前に上げやす くす るための(踏 み切 りの動 き」

(1か ら 6へ の連続写真

)

ピー ド」の、力を加減 した助走であ つた。 この時点の
Tく んの踏み切 りは特徴 的であ り、 いわゆる 「ギ ャロ
ップ」 の足 さばきによる踏み切 り (写 真 L)と な つて
い る。「遠 くへ跳ぶため」に、この時点では他 の踏み切
「ギャ ロ ップ踏み切
りの方法が無 いTく んに とつては、
り」を成功 させ る必要 があ り、そ のために も 「中程度

躙

でのス ピー ドの助走 が適切である」 とい う結果 を、 こ
れまでの動きの探究 の 中で導 いたもの と考 えられ る。
実際、全力疾走 での助走 も複数回試 してい るTく んで
「ギ
あるが、助走 スピー ドの勢 いに体 がついてい けず、
ャ ロップ踏 み切 り」は出来 るものの、その後 のマ ッ ト
ヘ の着地 に失敗 している。 このよ うな試行錯誤 を踏ま
「中程度 のスピー ドでの助走」に
えたTく んの学びが、
集約 されて い る。

試行錯誤 の結果、踏み切 り板 へ の踏み込み は、写真
Iに 見 られる腰が伸びき った 「大また」 の状態 にお い
て踏み切 り板 を踏みつ けて い くとい うものではな く、
腰 を少 しだけ落 とした状態で足 を運び (写 真 Kl、

2)、

そ の足を踏み切 り板 の うえに駆 け上 がってい くよ うに
載せなが ら力強 く踏 んでい くとい う動 きの方が、踏み
切 りがスムーズ にな り、空中で も足を前に上げやす く
なるとい うことを、学んで いった。第 4時 の終盤 の試
技である写真 Kは 、そ の学びの成果 としての跳躍 とも
いえ、 この眺躍 の記録は、 Aさ んのこれまでの最高記

なお、 Tく んの 「ギ ャ ロ ップ踏み切 り」 は、第一時
の授業中ず つ と続 いたが、教師 との関わ りの なかで、
どの ような練習を行 えばいいのか を確認 し合 つた結果、
第 二時の最初 の跳躍 か らは、その踏み切 りは姿 を消 し、
「全力疾走」 の助走に よる 「片足での踏み切 り」 の動
きの探究 となつた (写 真 M)。 ギャ ロ ップ踏み切 りとは
明 らかに跳躍 の距離 が変わつたことを実感す ることに
な つたTく んは、第 二時が終わ つた時 のワー クシー ト
ヘ の書込みに、
『 片足 だけで跳んだ方が遠 くへ跳 べた』
「片足踏み切 りは助走 の距離 とス ピー
と記載 してお り、

小学校体育科

;「

幅跳び」の授業における子 どもたちが織 り成す豊かな動きと学び

ドから生まれ る助走 の勢 い をそ のまま跳躍に活かす こ

して上半身 を持ち上げてい くよ うな動きが見 られ る。

とがで き、遠 くまで跳ぶ のに効果的である。」とい うこ

本時では、 このよ うな特徴的な動 きも、子 どもの探究

とを学んで いった と考えられ る。

の過程 のあ りのままの 姿 として尊重・ 認 めなが ら授業

写真 L

を進めていつた。

(1か ら 3へ の連続写真 :第 一時)

③

踏み切 り板へ の踏 み込み方 と空 中姿勢 について
また第 二時 から第四時にお いては、前述 の f左 足踏

み切 り」 の効果 の学びを踏 まえ、 Tく んの次 の課題意
識は「踏み切 り板を ど う踏み込 めば (踏 み切 りの強 さ)、
結果 として遠 くへ眺べ るよ うになるのか」 とい うもの
と、「空中姿勢にお いて、振 り上げ足 をどうすれば、結
果 として遠 くへ跳 べ るよ うになるのか」 に移 り、それ
写真 M

(1か

ら 3へ の連続写真

:

に向かつた学びが展 開 され た。 ここで も相棒 のAさ ん

第 二時)

と同調 した動 きの探究 が行われ、 Aさ ん と一緒 に ゴム
の ロープ を張 った練習場所 での練習 (写 真 N)を 開始
「足が前に出て (上 がっ
す ることにな つた。相棒同士 、
て)い るか どうか」、や 「助走 ス ピー ドが適切であるか
どうか」 について活発 な観察 と評価が行われ、相棒か
らの コメン トを踏まえた上 での試行錯誤 が続 いた。
この練習 の価値 については、前述 した通 りであ りこ
こでは害1愛 す るが、振 り上げ足を前に出 してい く (上
げてい く)動 きの効果や、踏み切 りの際、腰 を少 しだ

踏み切 り足 について

②

第 二時か ら第四時にお いて は、第二時 の 「片足踏み

け落 とした状態で足を運び、そ の足を踏み切 り板 の う

切 り」 の効果 の学びを踏 まえ、次 の ような課題意識 に

えに駆け上が ってい くよ うに載 せなが ら力強 く踏んで
い くとい う動 き (写 真 O‑1、 2)の 方が、lllみ 切 りがス

よる動 きの探究 が行われていつた。
「右足 と左足 とでは、どちらの方が 自分 の力
それは、

ムーズになつて空中でも足を前に上げやす くなるとい

を最大限発揮でき、結果 として遠 くへ跳 べ るよ うにな
るのか」、「踏み切 り板 をどう踏み込めば (踏 み切 りの

うことを学 んでいつた。
写真 N

「空
強 さ)、 結果 として遠 くへ跳 べ るよ うになるのか」、
中姿勢において、振 り上げ足を どうすれば、結果 とし
て遠 くへ眺 べ るよ うになるのか」等 である。
Tく んは前述 のAさ ん (17番 )と 相棒 の関係 であ り、
動きの探究 の進度 と方向性 が同調す ることも多い訳で
あるが、ここにお いて も、「踏み切 り足」は 「左足 」が
いのかの選択については、相棒
いいのか 「右足」 力れ ヽ
か らの観察・評価 も受けなが ら、両方 の跳び方 を比較
「左 足踏
するよ うに何度 も試 し、そ の試行錯誤 の結果、

この ゴムの ロー プ を張 つた練習場所 での動きの探究
は、
第四時 の多 くの時間を費や して行 われた。そ して、

み切 り」 の方が 自分に合 つているこ とを確認 していつ

この第 四時 の最後 の試技 である写真 0は 、 これまでの
学びの成果 として の跳躍 ともいえ、この跳躍 の記録は、

た。 これ 以降の試技はほ とん ど左足踏み切 りとな り、
「左足 踏み切 りの方が、今 の 自分 の
動 きの探究 として、

Tく んのこれまでの最高記録 となつた。なお 、 この第

力 を最大限発揮 で きる眺び方 であ り、遠 くまで跳ぶの

四時の写真 Kの 跳躍は、全 7時 間 の授業 の 中でも、最

に効果的 である。」とい うことを学んでいつたと考え ら

も長 いFE離 を眺んだ もの とな つた。

れる。

今回 の Tく んの学びの 中にある成果 と課題が、上 の

なお、 Tく んは跳 躍 の際 の両腕 の使 い方が特徴的で
あ り (写 真 Lの 3、 写真 N、 写真 0の 4)、 両腕 を 「バ

学年で の走 り幅跳 びの授業 につ ながってい くことが期
待 され る。

ンザイ」 の よ うな形で上にあげ、その力 をきつか けと

″′

望月

写真 0

正・黒柳 哲也・井鍋佐紀乃・赤 田信一

(1か ら9人 の連続写真)

写真 P

(1か ら 9へ の連続写真

)

れた。カロえて、踏み切 りの足については、本人 は 「左
足 」 を自分 の踏 み切 り足 として強 く意識 してい るもの
の、右足 で も左足で もどちらでも踏み切 ることができ

<Dく ん (12番 )の 豊かな動 きと学び >
踏み切 り足、踏み切 り方、空中姿勢について

①

準備運動 を行 い、授業 の進 め方や安全 のためのル ー
ル を確認 したのち、Dく んの学びがス タ‐ 卜した。
Dく んは地域 の陸上教室にも所属 してお り、走 り幅
跳びの試合にも出場 した経験を持 つ。写真 Pは 第二時

て しま う器用 さをDく んが もつてお り、それがかえつ
て、踏み切 り後 の動き の探究 (主 に空中姿勢)を 曖味
なものに している感 もあ つた。先 に示 した 「足 を前 ヘ
高 く上げたい」、「助走 スピー ドを落 とさない」、「思 い
つきり踏み切 る」 とい う課題 が全体的に意識 されて い
るものの、その個 々の課題 に対 しての集中的 な探究は

の早い段階での試技であるが、経験者 とい うこともあ

低調な状況にもあ り、Dく んの学び の姿の一 面 として、
「ダイナ ミックな跳躍による試技が意欲的に継続 され

り、そ のダイナ ミックな跳躍が特徴的である。記録 を

る」一方で、結果 として 「記録 が伸び悩んでい る」 と

伸ぼす ことについての本人 の意識 は強 く、 ワー クシ‐
卜にも r足 を前へ高 くあげたい」、「助走 スピー ドを落

い う状況 が第五時 の 中盤 ごろまで続 いた。
そ のよ うな時間を過 ごした Dく んではあるが 、第 五

r思 いつき り踏み切 る」 といつた端的な言

時 の中盤以降は、相棒 か らの『 助走 のスピー ドは良い

葉 によって 自分 の課題 を示 し、 クラスの仲間全員 にも
「強 く踏み切 つた方が遠 くへ跳 べ るよ」、「踏み切 り後

けど、(跳 んだ ときに)両 足が前に伸びなくなつて、足

とさないJ、

は足を前に伸ば した方がいいよ」 と自分 の考えを積極
的に伝えなが ら、相棒 と協力 し、意欲的に動 きの探究
を行 つていつた。

が上がっていなかったよ。
』とい う内容の指摘・ア ドバ
「ゴ
イスや、
教師による ムのロープを張つた練習場所」
での 「跳躍の高さJに ついての意図的な関わ りを踏ま
え (写 真 Q)、 「足を前に上げていく空中姿勢の動き」

「さらに遠 くへ眺ぶための
けてい るDく んだけあって 、

の探究に、集中的に向き合 う学びの機会を得た。
課題を明確にし、それに集中的に取 り組むこの探究

明確な課題Jと い うものが設定 されにくい一面 も見 ら

の時間をきらかけとして、Dく んはそれまで本人が意

ただ、幅跳び についてある程度以上 の動きを身に付

小学校体育科

写真 Q

,「

幅跳びJの 授業における子 どもたちが織 り成す豊 かな動きと学び

写真 R

(1か ら 3へ の連続 写真 )

(1か ら9へ の連続写真

)

識 して きた 「自分 の踏み切 り足は左足 」 とい う強 い思
「右足 の踏み切 り」で ゴ
いか ら解放 され るかの よ うに、
ムのロー プを越 え、左足が前 に上がってい くスム…ズ

Ⅳ

おわ りに

な跳躍の動きを作 り上げていった。 この時点の 自分 に
とつて、右足 での踏み切 りの方が、足を前に上げて い

「どうした ら、もつ と遠 くへ跳べ るかな (幅
本稿 では、

く空中姿勢を取 りやす く、その ことによつて結果的に
遠 くへ跳 べ る可能性が高 くなるとい うことを、 ここま

眺び :3年 生)」 の授業 における子 どもたちが織 り成す

での一連 の試行錯誤 の なかで、 Dく ん は学んで いった

による分析 を踏 まえなが ら読み解 いていつた。

具体的な映像記録 (写 真 )
豊 かな動きと学 びについて、

3名 の児童 の動 きの探究 に限定 した分析 ではあつた

と言えよ う。
これ以降 の授業 においては、 Dく んの踏み切 り足は
す べて右足 とな り、これまで (第 五 時まで)の おお よ

ものの、子 どもたちが 自分 自身 の課題 を見出 し、それ
を探究 し解決 しなが ら、遠 くへ跳ぶための効果的 な動

そ左足右足半 々での時 と比べ 、「自分の踏み切 り足は、

きについて学びを深めてい く様子を捉 えることが出来

左足ではな く、右足 である」 とい う明確な意識 の もと
試技を繰 り返 してい ることが感 じられた。そ して第 六

た。 またそこに、相棒 (ペ ア)と の関わ りや教師か ら
の適切な支援 の価値 ・重要性 について も、 あらためて

時 の最後 の試技では、写真 Rの 跳躍

確認す ることが出来 た。

(右 足踏み切

り)

を行 い、 これまで記録が伸び悩んで いた状況 をいよい

小学校 の体育 の授業にお いての、子 どもたちの豊か

よ打開 し、跳躍距離 の 自己最高記録 を出すに至 つた。

な動き と学びの成立は、様 々な要因 (学 級構成員の人
間関係か ら、子 どもの特性、意欲、態度、学級 を包む
雰囲気、それまでの学習 の進度、また、教師 の支援内
容、問い、展開、教材、教具、場 の設定、等 々)が 、
複雑 に影 響 し合 つての結果 ではあるが、本稿 において
具体的な映像記録 の分析 を踏 まえて見えてきた ことは、
先 のⅡの章で示 した 「配慮や支援 の内容 」 が、子 ども
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たちの豊かな動き と学びを引き出す ために、極めて大
きな影響を持 つ とい うことで ある。

最後 に 、本稿 の教 育実 践研 究 にお いて は、そ の授業
の指導案 の 作成 か ら授 業 開発・ 授 業実践 に関す る こと

詳 しい内容は前述 の ■の章を参照 されたいが、 どの

は望月正 が担 当 し、撮影 ・ 映像 分析 とそ の記録・ 記載

領域・ 内容 の体育 の授業にお いて も、子 どもたちの実

等 につい て は赤 田信 一 が担 当 した。 附属静 岡小学校 と

態 を踏 まえつつ 、意欲的にそ の運動 に取 り組み た くな

大学 との協働 的 な教 育実践研 究 を行 えた こ とを 、大変

るような場 の設定、
適切な支援、
仲間同士の関わ り方、
ワー クシー トの活用等に対する配慮が、子 どもたちの

嬉 しく思 う。

向上心を高めさせ、子 どヽたちの動 きと学びを豊かな
ものへ導 くことに大きく貢献す ることは間違 いない。

謝辞
授 業 開発 ・ 検討 にあた りご丁寧 な ご指導 ご助 言 をい

授業研究の重要性 をあらためて実感する ものである。
また、子 どもたちの学び の 「発展性」を感 じさせ ら

協力委員 の各先 生方 に対 しま して 、心 よ り感謝 申 し上

れ る授業場面がいくつ かあつたが 、そのひ とうが、跳

げます。

ただ きま した 静 岡市教育委員会 の 門間一徳 先生 、また 、

躍にお いて最高記録を出 した時の 、子 どもたちの動き
である。それ は、踏み切 り前 の助走にお ける 「最後 の

た り、授 業 中の 写真 の掲 載 をお 許 しい た だいた児童 の

一歩 の歩幅」についてである (写 真 K‑1,2、 写真 01,2、

皆 さん とそ の保護者 様 、ま た学校 関係者 の方 々 に対 し

写真Rl,2)。 一般的 に走 り幅跳び の競技 では、踏み切

ま して 、 心 よ り感 謝 申 し上 げます。

りの前 の最後 の一歩

(あ

最後 にな りま したが 、教 育実践 の研 究論 文作成 にあ

るい は数歩)を 、それまでの

助走の歩幅よ り狭 くす る こ とが多 い。り

の距離を伸

ばす ための技術・ 技能であるが、今回 の̀躍
3年 生の授業

注 1)

では、その発達段階を踏まえ、教師はそ のことについ

子どもの幅跳びの 目安 となる目標記録の算出については、

ては一言も言及 してい ない し教 えて もい ない。そ うで

今回は以下の方法で行 つた。

あるにも関わ らず、子 どもたちは跳躍 の時に足 を前に

目安 (cm)=立 ち幅跳びの記録 (cm)× スピー ド指数

上げてい く動きを探究す る 「ゴムのロー プ」を越 えて

50mの 記 録

い く試技のなかで、副次的にも 「助走 の最後 の一歩」

7秒 台

2

8秒 台
9秒 台

19
18

$e

17

の重要性 を自ら感 じとり、そ の一歩 を狭 くする ことで 、
結果的に「遠 くへ跳 ぶ」「高 く跳ぶ」こ とを実現 させて

r0

11秒 台

いつたのである。教師の期待・ 予想 を上回る探究を行
「遠 くへ跳ぶ」ための効果的な動きを学んでいった
い、
子 どもたちの姿 には、ただただ驚 か された。見方を変
えれば、「ゴムのロー プ」 を越 えてい く課題・ 動きに、
それまで意識 されなか った子 どもたちの身体感覚を呼
び覚ます効果 が秘 められているとも考えられ、この よ
うな練習課題の開発研究 を今後 さらに進 めることは、
授業研究において も有意義なことであると思われ る。
なお、今回の幅跳びの授 業は体育館で の実施 であっ
たがtケ ガの発生の リス クを最大限に低減 させ るため
の安全対策を講 じたことについては、 Ⅱの章 で述べ た
とお りである。対策 の 甲斐あ つて今回 の全 7時 間の授
業 では大 きなケガの発生は無 かった。屋外 の砂場であ
れ、今回の ような体育館 での授業であれ、そ の場に応
じたケガ防止 のための細心 の注意を払 う必要性 につい
ては、変わ りはない と思われ る。その意味では、安全
対策を講 じることが出来れば、中学年段 階 での体育館
での幅跳びの授業は実施可能であ り(本 稿 で示 した子
どもたちの豊 か な動きと学びの姿 か らも、それ による
メ リッ トは大 きい ものがあると言えよ う。

ス ピー ド指数

16
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