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小学校体育学習におけるディジタルコンテンツの活用

長期研修員 村 島 幹 男○○○

Murashima Mikio○○○

要 旨

小学校における体育科教育の学習目標を達成するための一つの道具として、ICT

の有効的な活用方法について考察した。また、ICTを活用した教材を制作すること

による効果的な指導法について研究した。

キーワード： 関心や意欲、自信、体力向上プラン、ディジタルコンテンツ

１ はじめに

新しい『小学校学習指導要領』（以下、新学習指導要領）は、平成20年１月の「幼稚園、小

学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」（中央教育審議

会答申）で示された学習指導要領の改善の方向性を踏まえて公示された。その答申の基本的な

考え方の一つに「豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実」があり、具体的には「徳

育や体育の充実のほか、国語をはじめとする言語に関する能力の重視や体験活動の充実により、

他者、社会、自然・環境とかかわる中で、これらとともに生きる自分への自信をもたせる必要

がある」（「小学校学習指導要領解説体育編」文部科学省）という説明がなされている。

体育学習において、児童に体を動かしたり運動したりすることの楽しさや心地よさを味わえ

る活動をさせることで、児童は、関心や意欲をもつことができるようになる。そして、自分が

もっているよさや可能性などを発見、発揮しながら、自らの伸びを実感する運動経験や振り返

りができるようになる。それこそが、体育学習における「児童が自分に自信をもてるような指

導の在り方」だと考える。

新学習指導要領の全面実施に向け、児童一人一人に、体育学習や運動に対する「自信」をは

ぐくみ、その経験の積み重ねによっておのずと体力の向上を図ることにつながる指導の工夫の

一つとして、ICTの活用が考えられる。ICTの活用については、新学習指導要領の総則の第４「指

導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」の中でも記述されており、体育という教科に関し

ても例外ではない。今回、奈良県の今日的教育課題である児童の体力向上に関する学習に焦点

をあて、その課題解決の一つとして体育学習におけるICTの活用について研究した。

２ 研究目的

体育学習において、児童一人一人が関心や意欲をもって取り組むために、ICTを活用した指

導について考察し、ディジタルコンテンツの制作を行う。
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３ 研究方法

（１）奈良県児童の体力についての分析

（２）体育学習におけるICT活用についての考察

（３）新体力テストや体育学習の実施に関わるディジタルコンテンツの制作

４ 研究内容

（１） 運動の生活化

ア 奈良県児童の体力の状況

奈良県児童の体力の状況を知るために、平成11年度から実施されている「全国体力・運動

能力、運動習慣等調査」（以下、新体力テスト）の、10年間における奈良県児童の体力に関

するデータを分析した結果、「反復横跳び」や「上体起こし」、「20ｍシャトルラン」のよう

に10年前の数値より向上している運動種目もあり、一概に低下しているとは言い切れないこ

とが分かった。むしろ、運動を積極的に行う児童と運動をほとんど行わない児童といった、

運動に対する「行い方の二極化」が大きな課題である。

イ 運動に取り組むために

運動をほとんど行わない児童が、自らの体力の状況に関心をもち、基礎的な身体能力を高

め、進んで運動に取り組むことができるようにするためには、自分の生活や体力の状況に目

を向けさせ、規則正しい生活を送ることの必要性を児童の発達の段階に応じて理解させるこ

とが大切である。そのためにも、児童の学校生活全体における「運動の生活化」、つまり、

児童が運動に親しみ継続して取り組むことを意図的、計画的に図っていく必要があると考え

る。そのことから「運動の生活化」を実践するために、高知県教育委員会の「体力アッププ

ログラム」を参考にし、学校独自で取り組むための体力向上プラン｢体つくり運動を中心に

した体力向上10分間エクササイズ」（表１及び資料１）を作成した。

表１ ディジタルコンテンツ「体つくり運動を中心にした体力向上10分間エクササイズ」

【コンテンツの構成内容】

「体つくり運動（全16種目）」 「器械・器具を使っての運動遊び（全15種目）」

「走・跳の運動遊び（全４種目）」

【コンテンツの活用場面】

（例）体育の授業を通して「運動の生活化」を図る場合

年度当初にこの取組について児童に説明する。その際、児童に、より具体的に取組の内容

を理解させるためにDVD画像を利用する。また、授業にICT機器を持ち込むことにより、その

場で運動の仕方を確かめたり課題を変更したりするために視聴させることも可能である。

低・中・高学年の体育の授業のはじめを利用し、10分間エクササイズに取り組む。低・中

学年という時期は将来の体力の向上につなげていくために「様々な動きを身に付ける時期」

（平成21年度「学校体育必携」奈良県教育委員会事務局保健体育課）ととらえ、基本的な動

きを培えるよう、教師が10分間のテーマを考え、それに合わせた運動を選択して取り組ませ

ていくようにする。高学年という時期は「多くの運動を体験する時期」（同上）ととらえ、

教師が提案したテーマに合わせ、一人で、あるいはグループで、そのテーマに合わせた運動

を選択しながらプログラム作りを行うようにする。テーマとしては、児童の体力の状況に応

じたプログラムや授業の主運動につながるプログラム、多様な動きをつくる運動を中心とし
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たプログラム、体の柔らかさや巧みな動きを高める運動を中心としたプログラムなどが考え

られる。児童の中には、自分で運動を選択しプログラム内容を決定することが難しい児童が

いるかもしれないので、取り組む運動やその順番等を教え、取り組みやすくそして継続して

運動ができるように支援していく。また、取り組む際には、低・中・高学年用の学習カード

をそれぞれ作成し、自らのがんばりやグループの成果などを目に見える形で記録させていく。

【コンテンツの操作方法】

① 画面が現れると、各運動の画像にカーソルを移動させ、左クリックをする。

② 内容が終了し、違う運動を視聴したい時は、画面下の

▲

印を左クリックする。

③ DVD画像を終了させたい時は、右クリックをして「閉じる」を左クリックする。

【エクササイズの計画案】 【10分間エクササイズのDVD画像】

クリック！

クリック！

【エクササイズの運動名と実施方法】

クリック！

【コントロ―ルしよっ！】

低・中学年向き。

二人組でする運動。

風船やソフトバレ

ーボールを使う。

体を巧みに動かす

力が求められる運

動。
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【鉄棒ジャンケン】

【バックへジャンプ】

【跳び箱でジャンプ！】

【タイヤ渡りアラカルト】

【ホップ・ジャンプ・ステップ】

（２） これからの体育学習

ア 課題の解決のために

奈良県児童の体力及び学習意欲について考えた時、その課題の解決のためには、児童一人

一人に体育学習や体育的行事に興味・関心、意欲をもたせることが必要不可欠な条件になっ

てくる。そのために、児童が興味・関心、意欲をもつことができるであろう教材を準備する

必要がある。

イ 学ぶ意欲の向上のために

新学習指導要領の総則の第４の２では、「情報教育の充実」について以下のように記述さ

低・中学年向き。

足でジャンケンを

する。体を巧みに

動かす力が求めら

れる運動。

低・中学年向き。

足を前後にふって

後ろにジャンプす

る。調整力が求め

られる運動。

低・中学年向き。

跳び箱の上から両足

跳びをする。調整力

が求められる運動。

低・中学年向き。

チーム対抗でゲー

ム形式で行える。

調整力が求められ

る運動。

中・高学年向き。

曲に合わせて行うと

運動量が確保できる。

調整力が求められる

運動。
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れている。

（９） 各教科の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手

段に慣れ親しみ、コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モラルを身に

付け、適切に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに、これらの情報手

段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。

児童の「精一杯体を動かしたい」「運動したい」という 気持ちを満足させ、運動の楽し

さや喜びを味わわせ、運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるために役立つであろう工夫の

一つとして、ICTの活用が考えられる。これからの体育学習においては、特に、「情報活用の

実践力」を身に付けさせることをねらいにした学習支援にかかわるICTの活用が重要になっ

てくると思われるが、その時に活用できる教材としてどのようなものを準備すれば、奈良県

児童の体力及び学習意欲についての課題解決につなげることができるのであろうか。

課題解決のための一つの手立てとして、各学校において体育・健康に関する指導を効果的

に進めるために取り組まれる新体力テストに活用できるディジタルコンテンツ「下学年（上

学年）用新体力テスト」（表２）を制作してみた。このコンテンツでは、児童が新体力テス

トに関心や意欲をもつことができるよう、動きと音を通して提示することを大切にした。

表２ ディジタルコンテンツ「下学年（上学年）用新体力テスト」

【コンテンツの構成内容】

「運動のやり方」「注意点」「記録の求め方」「平成20年度の奈良県と全国の平均記録」

【コンテンツの活用場面】

（例）体育の授業において新体力テストを実施する場合

新体力テストは、通常、新しい年度が始まって間もない４月から５月にかけて実施される。

小学校生活にまだ十分慣れていない第１学年の児童や一度しか経験していない第２学年の

児童にとっては、このコンテンツを視聴させることで新体力テストがどのようなものかを知

る（思い出す）ことができ、新体力テスト実施に向け事前学習として活用することができる。

また、第３学年及び第４学年の児童は、２年または３年間取り組んできているため、事前

学習時あるいは新体力テスト実施時に視聴させることで、どうすればよかったのかを確認さ

せ、記録や運動そのものに興味・関心、意欲をもたせることができる。

さらに、第５学年及び第６学年の児童は、学年として新体力テストに取り組むだけではな

く、低・中学年児童にアドバイスする立場でいっしょに取り組む機会が多いと思われる。こ

のコンテンツを視聴させることで、学年だけで取り組む際には、自分たちの体力の状況を正

しく把握させることやより正確に実施させることができるとともに低・中学年児童といっし

ょに取り組む際には、運動の仕方や注意するところ、記録の求め方などを伝えさせるのに役

立つ手段の一つとして活用することができる。

【コンテンツの操作方法】

① 「男の子」「女の子」等の各イラストの上で左クリックをすると、各構成場面の画面

に変わる。

② 新体力テストの運動種目別に表示されているので、各運動名の先頭にあるイラストの

上で左クリックをする。

③ 内容が終了すると黒い画面があらわれる。その後、画面上どこでもよいので左クリッ

クをすると②に戻る。
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④ 「下学年（上学年）用新体力テスト」の表紙に戻る場合は、イラストや文字のない所

を左クリックする。

５ 研究結果

これまでの小学校体育学習におけるICT活用の多くは、運動技能習得に向けた運動イメージ

の獲得を意図したものが中心であったといえる。それは、題材となる運動のモデルやつまずき

場面を、動画や文字とともに提示することによって、その運動における技術的ポイントや練習

方法に対する児童の理解を図ることができたからである。その結果、児童の学習に対する関心

・意欲は高まり、その運動に対する理解につながるといった効果はあると考える。

しかし、新学習指導要領が目指す「生きる力」には、体育学習において習得すべき内容は「技

能」だけではなく、関心や意欲、協力、責任、フェアプレーなどといった「態度」や学習課題

それぞれのイラストを

左クリック

（例）「20ｍシャトルラン」のイラストをクリック

運動の行い方 注意点

記録の求め方 記 録 の 平 均
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の達成に向けて運動の工夫をしたり児童相互の教え合いをしたりするといった「思考・判断（学

び方）」も含まれている。このように考えると、これからの小学校体育学習におけるICT活用で

は、新学習指導要領が求めている上記三つの要素を統合的にとらえ、基礎的な身体能力を児童

に身に付けさせ、実生活においても運動を豊かに実践できる資質や能力を培い、児童の自信を

はぐくめる「学習支援ツール（道具）」としての活用をより一層工夫していく必要がある。

６ おわりに

今、奈良県教育においては、「体力の向上」「学習意欲の向上」「規範意識の向上」が今日的

課題としてとらえられている。特に、学校体育においては、児童の学習意欲を向上させながら

「運動の行い方の二極化」に歯止めをかけ、その上で「生きる力」の基盤である健康増進・体

力づくりを学校教育全体を通じて積極的に実践していくことが求められている。そのためにも、

我々教師は、児童一人一人を見つめ直し、学校体育における創意工夫ある取組を実践していか

なければならない。

創意工夫ある取組を実践することは、課題となる運動の特性を児童が正確に把握でき、運動

する楽しさを味わいながら正しい運動につながる学び方が理解でき、技能のレベルを上げるた

めの検証ができ、自己の成長を実感できる体育学習を展開することである。また、食生活など

児童一人一人の生活習慣の改善を視野に入れ、家庭や地域社会と連携した体育学習を展開する

ことも大切である。

今後、児童が夢中になって体を動かしたり運動したりする機会を計画的、積極的に設け、進

んで運動や運動遊びに取り組む意欲や態度を育てていけるよう、そして、一人でも多くの運動

好きの子どもを育てていけるよう、本研究の成果を実践に生かしていきたいと考えている。
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（資料１）

（案）

【１】エクササイズの実施時間

※体育の授業のはじめ10分間

分

時
１ ２ ３ ４ ５ ８ 程度を利用し、エクササイズ

を毎時間実施しましょう。

０ 集合・挨拶・健康観察・準備体操など

10

主 運 動

45

【２】エクササイズの運動内容

主運動につながるように、新学習指導要領の「領域別」に表しています。

Ａ「体つくり運動」 Ｂ「器械・器具を使っての運動遊び」 Ｃ「走・跳の運動遊び」

【３】テーマに合わせたオリジナルのプログラム作り

（１）テーマの設定の仕方（例）

・主運動につながるプログラム ・児童の体力の実態に応じたプログラム

・「多様な動きをつくる運動」を中心としたプログラム

（２）テーマに合わせたプログラム作り－ 時間のことを考え、あまり欲ばらせない

（例）テーマ：主運動につながるプログラム

※この日の主運動が「なわとび」だとすると、選択する運動は、①「縄跳び操作術」②「２

人で縄跳び２in１」③「ジャンケンポーン」などが考えられます。

※児童の中には、自分で運動を選択し、プログラムを決定することが難しい児童もいるか

もしれません。担任の方からテーマを決めたり取り組む運動やその順番などを教えたり

して、取り組みやすいプログラムの内容になるような支援をこころがけましょう。

※単なるトレーニングにならないよう、運動内容や取り組む方法を工夫させましょう。

【４】記 録

学習カードなどにプログラム内容や感想、がんばったところなどを記録させ、児童一人一人

の評価に生かすようにしましょう。

体力向上10分間エクササイズ

体力向上 10 分間エクササイズ
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【体力向上10分間エクササイズの運動内容】（案）

運動名 と 身に付く体力 実 施 方 法

Ａ「体つくり運動」

～用具（長縄・短縄）を操作する運動編

（１）縄跳び操作術 ○短縄を二つにおり、片手で持つ。頭の上で縄を３・４回転させ、続けて足の下で回転させながら縄を３・４回跳ぶ。

（低・中学年向） 縄を回した後に跳ぶことに慣れてきたら、２回ずつ、１回ずつと回数を減らして行うと楽しい。

体力要素－調整力 ○両足をそろえて立ち、前跳びのやり方で縄を回す。縄の回転に合わせて、つま先とかかとを連続してタイミングよく

・巧緻性 上げ、ジャンプせずに縄を通す。慣れが必要な運動。

・平衡性 ○両方の手で縄を持ち、右でも左でもどちらか片方のグ

リップを胸の前にもってくる。もう片方の腕は伸ばし、

闘牛士のようなポーズをとる。縄を前後に数回揺らし

ながら、横に伸ばした腕をタイミングよく回転させ、

縄をその腕に巻き付ける。巻き付いた縄を逆回転で再

度同じ腕に巻き付ける。左右どちらの腕ででもできる

ようになると、一つの技として成立する。

（２）調子を合わせてピョン ○３・４人一組でグループを作る。一人が縄を持ち、縄を

（中・高学年向） 持たない人は、片手等間隔で横一列に並ぶ。並んだ人は、

体力要素－調整力 正面で前回し跳びをしている人の跳ぶリズムに合わせて

・巧緻性 ジャンプを繰り返す。短縄で跳んでいる人は、一人ずつ

・平衡性 横に移動しながら、縄の中に正面でジャンプしている人

を入れ一緒に跳ぶ。長く続くと運動量もかなりアップ>

ゲーム化するのも一つの工夫。

（３）長縄跳び ○３・４人一組でグループを作る。二人が長縄

（低・中・高学年向） を回し、最初はかぶり縄（頭の上から縄が覆

体力要素－調整力 い被さるように回る）で跳び、入ってきた側

・巧緻性 と同じ方向へ出て行く。次はむかえ縄（足下

・平衡性 から上に向かって回る）で跳び、入ってきた

・敏捷性 側と同じ方向へ出て行く。二人でこれを連続

して繰り返したり、グループ対抗連続跳びに

挑戦するのも工夫の一つ。長く続くと、運動量もかなりアップする>

（４）２人で縄跳び～２ｉｎ１・２ｉｎ２ ○向かい合って、１本の縄を回す（縄を持つ腕に注意）。一人が回している縄に入って跳び、元に戻る。これを交互に

（低・中学年向） 繰り返し、途中で同時に縄に入り、二人で跳ぶ。慣れてきたら、二人の向く方向を違えて跳ぶのも工夫の一つ。

○二人組になり、縄をそれぞれに持って横に並ぶ。ペアになっている人の内側の手で相手の内側の縄を持ち、前回し跳
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びや後ろ回し跳びを行う。慣れてきたら、二人あや跳びや交差跳び、多人数跳びに挑戦するのも楽しい。

体力要素－調整力

・巧緻性

・平衡性

～用具（フ―プ）を操作する運動編

（５）フープ操作術 ○フープジャンプ：バックスピンをかけてフープを転が

（低・中・高学年向） し、戻ってきたフープのスピードに合わせてその場で

体力要素－瞬発力 高くジャンプしてフープを跳び越す。フープが倒れな

調整力 いうちに二人組、三人組で連続して跳び越していくの

・巧緻性 も工夫の一つ。

・平衡性 ○フープ足回し：片足をフープに入れ、その足でフープ

・敏捷性 を回しながら前に進んでいく。足の入れ替えや後進、

遅めの駆け足など、リズムや動きをかえて行うのも工夫の一つ。

○フープくぐり：逃げていくフープや向かってくるフープのスピードに合わせて、できるだけフープにふれないように

くぐり抜ける。一人でできるようになれば、二人組になり同じ方向や違う方向からくぐり抜けたり、フープの大きさ

を変えたりするのも楽しい。

（６）フープ回してキャッチング～ ○一人１個のフープを持ち、円になって、中心を

（低・中・高学年向） 向いて立つ。合図があると同時にフープを立た

体力要素－瞬発力 せたまま回転させ、みんなが同じ方向にまわり、

調整力 決められた場所（例えば右どなり）のフープを

・巧緻性 キャッチする。少人数グループでの運動に慣れ

・敏捷性 てきたら、グループの人が回る方向やフープを

・平衡性 回す方向、つかむ手、キャッチする場所、グループの人数など様々な運動のやり方が考えられる。

～多様な動きをつくる運動編
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（７）ヒップ・ウォーキング ○スタートラインに長座の姿勢（足を前に投げ出す姿勢）で座り、合図でゴールラ

（低・中・高学年向） インに向かってお尻の筋肉を使って歩いていく。歩く距離は学年に応じて変え、

体力要素－筋力 慣れてきたら決められた距離を競争したり、後進したりするのも工夫の一つ。短

調整力 い距離でも、結構な運動量が確保できる。

・巧緻性

（８）ザ・サーフィン ○二人組を作る。一人がバランスボードの上に立ち、もう一人がバランスボード上

（中・高学年向） の相手を支える。足を肩幅に広げ、ボード上でバランスが保てる位置に立つこと

体力要素－調整力 ができれば、ゆっくりと手を離してもらい、体重を左右に動かし、遠くを見なが

・巧緻性 ら、ボードから落ちないようにバランスを調節する。調整力がかなり求められる

・平衡性 運動。

（９）コントロールしよっ！ ○二人組を作る。おたがいの背中やおなか、後頭部で風船（ソ

（低・中学年向） フトバレーボールやライトドッジボールなど素材のやわらか

体力要素－調整力 いもの）を挟み、割らないように（落ちないように）一定の

・巧緻性 距離を歩いたり、サイドステップで移動したりする。

○二人で手をつないだまま、風船が落ちないように、体のいろ

いろな部分を使ってはじき続ける。

○風船を高く上げ、指示されたおたがいの体の部位（例えば、

ほほやおしりなど）で風船を割らずに（落とさずに）はさむ。

（10）ジャンケン・キャッチング！ ○二人組を作る。二人が向かい合って立ち、握手をするようにお互いの手の平どうしをくっつける。もう片方の手でジ

（低・中・高学年向） ャンケンをし、勝った人はくっつけている手を引き、負けた人はくっつけている手で素早く相手の手を握る。手を引

体力要素－調整力 くか手を握るか、その素早さの勝負をする。利き腕でしたり、長座の姿勢でしたりするのも工夫の一つ。

・敏捷性

（11）手押し車でジャンケンポン ○二人組で手押し車を作る。合図でスタートし、他の手押し

（中・高学年向） 車と出会った所で片手ジャンケンをする。負けた組は、そ

体力要素－筋力 の二人がともに体を支持する側（手押し車）になり、勝っ

調整力 た組はそれぞれの負けた組の人の足を持ち上げる側になっ

・平衡性 て、違う二つの手押し車を作る。新しい手押し車ができれ

ば移動して、ジャンケンを繰り返していく。
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（12）片手でジャンケンポン ○二人組になり、腕立て伏せの姿勢で向かい合う。片手

（低・中・高学年向） をあげ、ジャンケンをする。負けた時は片足を地面（床）

体力要素－筋力 から上げ、ジャンケンを繰り返す。（勝った時はあげて

調整力 いた足をおろす）高学年では、あっち向いてホイを組

・平衡性 み合わせてすると、姿勢保持の時間が長くなり、運動

量の確保につながる。

（13）ボールでストレッチング～ ○縦一列になって並び、先頭が

（低・中・高学年向） ボールを持つ。足を動かさず

体力要素－調整力 に体を反らしたり、横にねじ

・柔軟性 ったりしながらボールを後ろ

の人に渡していく。最後まで

ボールが渡ったら、最後尾の人が声を出し、その声を合図に列の向きを逆にし、ボール渡しを繰り返す。低・中学年で

はリレー形式で、高学年ではスローテンポな曲に合わせてゆっくりと行うのも工夫のひとつ。

（14）ゴールめざしてブリッジ作り ○スタート地点からコーン（中間点）までの距離

（中・高学年向） を10ｍぐらいとっておく。１グループの人数を

体力要素－筋力 ４・５人とし、ブリッジを最初にくぐる人を一

調整力 人決める。後の人は、スタートラインから間を

・柔軟性 空けないようにしてブリッジを作る。スタート

の合図でブリッジを腹這いでくぐり抜け、くぐ

り終わったらすぐにブリッジを作る。コーン（中

間点）までブリッジを交代で作ったりくぐり抜けたりすることを繰り返し、グループ全員がコーン（中間点）を越え

た時点でグループ全員が手をつなぎ、スタート地点まで走って帰ってくる。

（15）前屈したまま右から左 ○ポートボール台の上に乗って、前屈をする。膝を曲げずに前屈をし

（中・高学年向） たまま、バケツの中にあるお手玉（玉入れ用の玉）をもう一方のバ

体力要素－調整力 ケツに移す。二人一組で行い、体が痛くなったら交代し、お手玉を

・柔軟性 全部移し終えられたら終了。四人一組を作り、グループ対抗のリレ

・平衡性 ー形式で行うのも工夫のひとつ。

※前屈姿勢を得意としない児童もいるかもしれないので、まずはこの

運動に慣れることから始めること。また、台の下には必ずマットを

引いておくこと。
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（16）ジャンケン・ポーン ○二人組になり、向かい合って立つ。足でジャンケンをする

（低・中・高学年向） が、「ジャンケンポーン」で、同時にできるだけ高くジャン

体力要素－調整力 プし、着地寸前に足で「グー」、「チョキ」、「パー」を表す

・敏捷性 ジャンケンを出す。他の運動と組み合わせてする（例えば、

・平衡性 34番の運動）のも工夫の一つ。

Ｂ「器械・器具を使っての運動遊び」

～マットを使った運動編

（17）カエルだピョーン ○両手をぴったりとマット（床）につけ、両足を同時に振り上げ足を打つ。足を打つ回数を増やしながら、逆さになる

（低・中・高学年向） （倒立の姿勢になる）時間を徐々に延ばしていく。

（18）カエル逆立ち ○両手をぴったりとマット（床）につけてしゃがん

（中・高学年向） だ状態から、両膝の内側に両腕を入れる。肘の外

体力要素－筋力 側に膝をつけた状態でバランスを取りながら足を

調整力 少しずつ浮かせ、両腕で姿勢が崩れないようにバ

・巧緻性 ランスをとり、数秒間体を支える。手元ではなく、

・平衡性 少し遠くの方を見ながらすると体のバランスがとれてやりやすくなる。

（19）背筋のばしてウォーキング ○マットの上で正座をした状態から、腰を

（低・中学年向） 浮かして膝で体を支える（両膝立ちの姿

体力要素－調整力 勢）。背筋を伸ばした状態で、腕を大きく

・巧緻性 振りながら膝でゆっくり進む。慣れてき

・平衡性 たら、手で足首を持ち、姿勢を崩さずに

バランスをとりながら進むのも楽しい運

動になる工夫の一つ。

（20）足を使って逆立ち姿勢 ○手の平をぴったりとマット（床）につけ、肘をしっかり伸ばした状態で、視線を両手の間に固定させる。両肘を曲げ

（低・中・高学年向） ずにおなかに力を入れて、壁をのぼるようにして少しずつ足を上げていく。逆さ姿勢や足の動かし方に慣れを要する

体力要素－筋力 ので、両足でのぼっていく高さを少しずつ高くしていくこと。慣れてきたら、遠くを見ながら手を少しずつ壁の方に

調整力 近づける。

・巧緻性

・平衡性
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（21）片足あげてケンケン逆立ち ○最初は手の平をマット（床）にぴたっとつけた状態か

（低・中学年向） ら、片足をあげる。その状態からケンケンをしながら

体力要素－筋力 前に進む。慣れてきたら、立った状態から両手を振り

調整力 下ろし、できるだけ腰と足を高く上げた姿勢で進むよ

・巧緻性 うにする。つまり、ほとんど逆立ち姿勢のまま、両腕

・平衡性 だけで前へ進んでいくことになる。

（22）正座で…、ジャンプ！ ○正座の姿勢をマットの上でとり、

（低・中・高学年向） 腕を大きく前後に振り、その反動

体力要素－調整力 を使ってジャンプし、両足でマッ

・平衡性 トの上に立つ。慣れてきたら、立

・巧緻性 つ時に向きを変える回転を入れた

・敏捷性 り、手を叩いたりするのも工夫の

一つ。

（23）ペア・マット ○１枚のマットに二人が内側の腕を組んで並

（中・高学年向） ぶ。外側の手をマットにつき、呼吸を合わ

体力要素－調整力 せて二人で同時に後ろに転がり、ゆりかご

・平衡性 から手をつかずにタイミングを合わせて立

・巧緻性 ち上がる。慣れてきたら、人数を増やした

り左右の入れ替えや前転、後転に取り組んだりするのも工夫の一つ。

～鉄棒を使った運動編

（24）鉄棒ジャンケン ○低い鉄棒に二人でぶら下がる。ぶら下が

（低・中学年向） ったまま足でジャンケンをする。勝った

体力要素－筋力 ら、鉄棒の上に上がりツバメの姿勢で足

調整力 ジャンケンをする。ジャンケンに勝った

・平衡性 ら、ツバメの姿勢からふとんほしになり、

ジャンケンをする。ジャンケンに勝ったら、

前回りで下りる。負けた時には、一つ前の姿勢に戻る。ジャンケンをする時は、手または足で危なくないように行う。

（25）バックへジャンプ ○ ツバメの姿勢から、足を前後に振り、タイミングよく腕を突き放し、後ろに大き

（低・中学年向） くジャンプする。両足をそろえ、決められた地点をねらってジャンプすることに

体力要素－調整力 する。決められた地点が鉄棒から離れていれば、少し大きい目の足の振り（イラ

・巧緻性 ストのようになるまで足を振り上げなくてもよい）が必要。

・平衡性

・瞬発力
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（26）ムーンサルト ○鉄棒に跳び上がり、一旦ツバメの姿勢を保持する。その状態から静かにゆっくりと前回

（低・中学年向） り下りをしながら、地面の円の中に両足でそっと着地する。

体力要素－筋力 ○イラストのように鉄棒の上に座り、前回り下りや後ろ回り下りをして、地面の円の中に

両足でそっと着地する。肩関節を柔らかくする運動でもある。

～跳び箱を使った運動編

（27）跳び箱でジャンプ！ ○助走をつけ、踏み切り板で片足踏み切りをして跳び箱に跳

（低・中学年向） び上がる。次に、片足踏み切りや両足踏み切りで斜め上に

体力要素－調整力 向かってジャンプし、マットの上に両足着地する。

・平衡性

・巧緻性

○慣れてくると、跳び箱を跳び越えて着地するようにさせるのも、陸上運動（走り幅跳び）につながる工夫の一つ。く

れぐれも床のマットや跳び箱がずれないように注意すること。

（28）タイヤ渡りアラカルト ○タイヤの上に立ち、次々にタイヤの上を渡って歩いていく。

（低・中学年向） ○タイヤを跳び箱に見たてて、連続して開脚や閉脚で跳んでいく。

体力要素－調整力 ○タイヤを連続して跳ぶことに慣れたら、両端から跳んできてぶつかったところでジャンケンする。勝てばそのまま跳

・平衡性 び続け、負ければ次の人がスタートするというゲームにして取り組むのも楽しい。

・巧緻性

～平均台を使った運動編

（29）勝負、一本橋！ ○平均台の両端に各グループ（チーム）が一列に並ぶ。ス

（低・中学年向） タートの合図で平均台の上を歩いていき、出会った所で

体力要素－調整力 ジャンケンをする。負けたら「負けた！」と味方に合図を

・平衡性 送り、次の人がスタートする。これを繰り返し、片方の

・巧緻性 チームが平均台に付けられた印の所まで来たら終了。も

ちろん、途中で落ちてもアウト。
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（30）アメンボだよ ○平均台にまたがり、腕をしっかりついて１回ずつゆっく

（低・中学年向） り馬跳びをして進んでいく。自分のリズムで連続して手

体力要素－調整力 をついて跳んでいく。最初は近くに手をつき、跳ぶこと

・巧緻性 に慣れるようにする。慣れてきたら、手をつく場所を少

・平衡性 しずつ遠くにしていく。※手をつき損ねると大きなけが

につながるので、ゆっくりと丁寧にさせること。

（31）ホップ・ジャンプ・ステップ ○片足を平均台に乗せ、軽くジャンプする。反対側に足を

（中・高学年向） 下ろすと同時に、もう片方の足を、入れ違いに平均台に

体力要素－調整力 乗せる。これをリズムよく繰り返し進んでいく。曲に合

・巧緻性 わせて行うとより楽しいリズミカルな動きが生まれる。

・平衡性 ○低い平均台を用意し、またいで立つ。ジャンプして両足

で平均台の上に立つ。慣れるまでは高いジャンプを心が

け、両足で上に乗れるよう丁寧に取り組むこと。慣れて

きたら、進行方向を意識したジャンプになるようにする。

Ｃ「走・跳の運動遊び」

（32）コーンタッチ走 ○縦三、四列で、同じ間隔になるように小さめのコー

（中・高学年向） ン（玉入れ用の玉も可）を置く。スタ―トの合図で、

体力要素－調整力 サイドステップでジグザグに全てのコーン（玉）に

・敏捷性 タッチしながらゴールまで進んでいく。はじめは、

・平衡性 横の動き（コーンの間）だけサイドステップで行い、

・巧緻性 慣れてきたら、縦の間隔を不規則にし、全ての移動

をサイドステップで行うのも運動量を確保する工夫の一つ。

（33）つかめ！タオル・フラッグ ○一人の人が両手にタオルを持ってゴールに立つ。

（低・中・高学年向） 二人がスタートラインにうつぶせ（あおむけの

体力要素－調整力 姿勢や体育座りも可）になる。 指導者は「『タ

・敏捷性 オル』の時だけスタートしよう。」と伝えておき、

・巧緻性 「た」のつく言葉を言う。「タオル」と言われた

時だけ素早く起き上がり、ゴールのタオルを早

くとった方が勝ちとなる。



- 17 -

（34）ジャンケン鬼さんこっちだよ ○10ｍ程度の間隔で３本のラインを引き、真ん中の

（低・中・高学年向） 線を挟んで二人が向かい合い、決められた姿勢で

体力要素－調整力 ジャンケンをする。勝った人は追いかけ、負けた

・敏捷性 人は素早くまっすぐ後ろに逃げる。ラインまで逃

・瞬発力 げるか、タッチされるかで勝敗を競い合う。声出

しジャンケンや体ジャンケン、仰向け姿勢ジャン

ケン、長座姿勢ジャンケン、などジャンケンをす

る方法を工夫するのもよい。

（35）走りゴム跳び ○走り高跳びのスタンドなどを利用して、地面（床）から離してゴムを１本はる。ゴムに引っかからないように両足や

（低・中・高学年向） 片足で踏み切って跳び越す。跳んだ後、あえてゴムを踏むように着地するのも工夫の一つ。くれぐれも高跳び用のス

体力要素－調整力 タンドが倒れないように、ゴムのはり方には注意すること。

・平衡性

・巧緻性

（高知県教育委員会 体力アッププログラム 参考）
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