
小学校低学年におけるボール投げゲームの授業実践

蛯 原 正 貴・白 石 景 一

Teaching practice of ball-throwing games in the lower grades of elementary school

Masataka EBIHARA・Keiichi SHIRAISHI

キーワード：ボール投げゲーム、小学校低学年、楽しむ

Ⅰ．はじめに
近年、子どもの体力の低下が深刻化し、社会問

題となっていることは周知の事実である。文部科
学省が毎年行っている全国体力・運動能力調査
（文部科学省、2014）によると、子どもの体力は
昭和60年ごろから現在に至るまで低下傾向を示し
ている。特にソフトボール投げに関しては、現在
の子どもの親世代である30年前に比べて、投げら
れる距離が約5メートルも短くなっている。一方
で、身長や体重などの体格に関しては向上が見ら
れており、体格の向上に伴って運動能力が向上し
ていない現状は、体力低下の深刻さを示している。
そして、子どもの体力の低下は将来的な国民の体
力低下につながることから、生活習慣病の増加や
疾病に対する抵抗力の低下等が懸念されており、
将来の国民の健康が危ぶまれている。
子どもの体力が低下の一途をたどっている原因

の一つに、子どもを取り巻く「環境」の変化が挙
げられる。村瀬ら（2007）は、子どもの遊びを取
り巻く環境の変化について調査し、現在の子ども
の外遊びが、その親世代と比べて減っていること
を明らかにしている。この環境の変化の背景には、
インターネットやテレビゲームの普及により、室
内遊びで「楽しい」と感じるものや機会が増えて
いることが挙げられる。そして、情報技術が日進
月歩で進んでいく現代においては、ますます外遊
びや運動の機会が減っていくことが予想される。
しかしながら、子どもの頃に外遊びや運動に親し

むことは非常に重要であり、子どもの頃の運動経
験はその後の様々な能力の形成に関わっている。
小林（2007）は、幼稚園児の最大酸素摂取量が中
学期の最大酸素摂取量に大きく影響することを明
らかにしており、子どもの頃の運動経験が大人の
運動能力に影響していくことを示唆している。ま
た、文部科学省が示している幼児期運動指針（文
部科学省、2012）によると、幼児期の運動経験は、
その後の社会適応力や認知的能力の発達にも影響
を与えるということが示されており、幼児が自発
的に体を動かして遊ぶ機会を十分保障することが
重要であるとされている。
現代を生きる子ども達が自発的に体を動かそう
と思うためには、外遊びや運動が楽しいものであ
ると思わせる手立てが必要である。木村ら（2009）
は、幼稚園児を対象として「リレーごっこ」や「鬼
ごっこ」で遊んだ後の様子を2カ月にわたって調
査し、遊びの楽しさを感じさせることで、園児の
運動量が増えていったことを報告している。また、
友達と一緒に集団で遊ぶことで、運動遊びに取り
組む機会が増えたことも報告している。このこと
からも、「楽しみながら運動遊びに取り組む」と
いうことが、子ども達の運動に対する意欲を高め、
結果的に、体力の向上や運動技能の向上だけでな
く、子どもの健康増進や対人関係形成能力にもつ
ながっていくと考えられる。
そこで、本研究では、ボール投げゲームを題材
として、運動技能の低下が指摘されている投能力
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について、「楽しむ」ということに重点を置きな
がら、技能を向上させることを目標として授業を
行った。

Ⅱ．実践授業
1．授業の概要
1）実施時期
2015年9月～10月

2）対象者
Ｋ小学校1年生28名

3）授業計画（単元目標：表1、単元計画：表
2）
授業は技能、思考・判断、態度の3つの観

点別に目標を設定して行った。
技能においては、ボールを両手で投げてい

る児童が多く見られたため、体全体を使いな
がら、片手でボールをコントロールできるよ
うになることを目標とした。
思考・判断については、支える学習から基

本学習やミニゲームまでの学習の流れを理解

し、楽しくボール遊びに取り組むことを目標
とした。また、ボール遊びに取り組む中で、
友達と見合う、教え合う、励まし合うなどの
関わり合いを深めることも目標とした。
態度については、安全に気をつけながら、
友達と楽しくボール遊びに取り組むことを目
標とした。楽しくゲームを行うためには、き
まりや順番を守る必要があることに気が付か

表1 単元目標
（1）技 能
○1歩踏み出して、腕を後ろに引き、足を踏み込んで、
前方にある程度の距離を投げることができる。
○ある程度ねらったところに投げることができる。

（2）思考・判断
○ボールゲームの進め方を知り、楽しくゲームができる
場を考えることができる。
○友達と見合い、教え合い、励まし合いながら学習する
ことができる。

（3）態 度
○運動の順番やきまりを守り、友達と仲良くゲームをし
たり、勝敗を受け入れたりすることができる。
○用具の準備や片付けを、安全に気をつけながら、協力
して行うことができる。

表2 単元計画
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せ、ゲームに勝った時の喜びや、負けた時の
悔しさを忘れないように声かけを行った。
単元は9時間で構成した（表2）。ボール

を少しでも多く投げられるように、単元を通
して、授業の後半には基本学習を必ず取り入
れた。また、4時間目以降は授業の最後にミ
ニゲームを行い、授業中に学習したことを試
すとともに、友達と関わり合う機会を増やす
ようにした。
授業は屋外の芝生の上で行い、登り棒と木

造の固定施設を利用しながら実施した。ラン
ド学習時は、4名で1グループを編成し、計
7グループでランドをローテーションした。
ランド学習中は音楽をかけ、音楽が変わった
らランドを移動するように指示をした。音楽
は2分で曲が変わるように設定した。また、
ランドで遊ぶときにはペアで見合いをして、
ボールを投げる人が交代する時には、ハイ
タッチをしてから交代することを約束とした。

2．基本学習
1）バトンランド
①場の目的・構成
バトンランドは、目標物に対して半身で構

え、肘をしっかり上げながらボールを投げら
れるようになることを目的とした。
学習の場として、屋外の固定施設である木

造の遊具（高さ約10m）を利用した。遊具上
部から、地面に埋め込まれているフックへと
ロープ（バトンが通してあるもの）を繋ぎ、
遊具上部を目がけてバトンを投げていった。
ロープには赤、青、緑の印をつけ、投げられ
た距離を自己評価できるようにした。

②安全面の配慮
遊具上部へと投げられたバトンは、手元に

勢いよく戻ってくるため、戻ってきたバトン
が静止するまでは触らないことを約束とした。

③児童の様子
最初は目標物に対して半身で構えられな

かったり、走りながら投げたりしている児童
が多く見られた。しかし、何度も投げていく
うちに肘が上がり、踏み込みながら投げられ
ている児童が少しずつ増えていった。また、
バトンランドでは常に進行方向の斜め上を
狙って投げるため、より遠くに投げるにはど
のくらいの角度でボールを投げたらよいのか、
ということが自然に身についているようで
あった。

図1 バトンランド

2）ペットボトルランド
①場の目的・構成
ペットボトルランドは、踏み込みながら
狙ったところにボールを投げられるようにな
ることを目的とした。
学習の場は、平均台の上に色水の入った
ペットボトルを置いて作成した。色の違いに
よってペットボトルに入れる水の量を変え、
重さを調節した。投げる人と平均台の距離は
1．5mとした。

②安全面の配慮
倒したペットボトルを戻す際、ボールを投
げている人がいないかどうか確かめてから戻
すことを約束とした。

③児童の様子
目標物との距離が1．5mということもあり、
多くの児童がペットボトルを倒すことができ
ていた。しかし、ペットボトルを倒そうとす
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るあまり、正しいフォームで投げられていな
い児童がいたため、投げる時の踏み込みや肘
を上げること等を忘れないように声かけを
行った。目標物が小さいということと、当た
れば比較的簡単に倒れるということから、確
実に当てることを意識している児童が多かっ
たように感じた。

図2 ペットボトルランド

3）ポリタンクランド
①場の目的・構成
ポリタンクランドは、勢いのあるボールを

狙ったところに投げられるようになることを
目的とした。
学習の場として、ビールケースの上にポリ

タンクを置いたものを5つ用意した。ポリタ
ンクの中には水を入れて重さを調節し、得点
の書かれた紙を外側に貼った。得点は最も軽
いポリタンクを10点とし、重くなるにつれて
10点ずつ増加させた。投げる人とポリタンク
の距離は2mに設定し、両側からボールを
投げ合い、ビールケースからポリタンクを落
とした方の得点とした。ボールはハンドボー
ルを使用した。

②安全面の配慮
ポリタンクを戻す際、ボールを投げている

人がいないかどうか確かめてから戻すことを
約束とした。また、場の準備をするときに、
重いポリタンクの持ち運びに注意をさせた。

③児童の様子
単元の最初はポリタンクに当てることさえ
難しい児童が多かったが、単元の後半ではほ
とんどの児童が威力のあるボールをポリタン
クに当てることができていた。そのため、単
元の最初はポリタンクに「当てる」という目
標をもつ児童が多かったのに対し、単元の後
半は、ポリタンクを「落とす」という目標を
もつ児童が多くなっていた。また、最初は両
手で狙おうとする児童が何名か見られたが、
思うように勢いが出せず、徐々に片手で投げ
るようになっていった。

図3 ポリタンクランド

4）どすこいランド
①場の目的・構成
どすこいランドは、踏み込みながら腕を
しっかりと振り、勢いのあるボール投げるた
めの基礎的感覚を養うことを目的とした。
学習の場は、2本の支柱にゴム紐をつけて
作成した。バウンドさせたボールがゴム紐を
越えられるように、ゴム紐の位置には高低差
をつけ、約1m～1．5mで設定した。ボール
はバウンドしやすいソフトドッジボールを使
用した。

②安全面の配慮
ゴム紐が絡まって支柱が倒れてしまわない
ように、少し距離をとりながらボールを投げ
るように声かけをした。
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③児童の様子
バウンドさせたボールでゴム紐を越えると

いうことが難しく、最初は両手で地面に叩き
つけているだけの児童が見られた。しかし、
腕が上手に振れないことから、片手で投げる
児童が増えていった。上手にゴム紐の上を越
えられない児童もいたが、バウンドしたボー
ルの高さがゴム紐を越えていれば課題達成と
した。

図4 どすこいランド

5）はねかえりランド
①場の目的・構成
はねかえりランドは、踏み込みながら遠く

の目標物を狙えるようになることを目的とし
た。
学習の場として、ボールを投げる位置から

2m、2．5m、3mの位置にそれぞれ斜面板
を設置した。

②安全面の配慮
跳ね返ってきたボールが足元を転がってく

るため、戻ってくるボールをキャッチしてか
ら交代するように声かけを行った。

③児童の様子
ほとんどの児童が全ての斜面板にボールを

当てることができていた。しかし、ボールに
十分な勢いがついていないため、自分の手元
に戻ってこない児童が見られた。そのため、
山なりに投げられたボールよりも、直線的に

投げられたボールの方が勢いがあることを理
解させ、ボールの軌道を意識するように声か
けを行った。

図5 はねかえりランド

6）わっかランド
①場の目的・構成
わっかランドは、目線を高く保ちながら、
ボールを高く、遠くに投げられるようになる
ことを目的とした。
学習の場として、登り棒に磁石の付いたフ
ラフープを設置し、その輪の中をボールが通
るようにした。フラフープは高さを変えて3
つ設置した。ボールは靴下の中にテニスボー
ルを入れて作成した「靴下ボール」を使用し
て、ボールが遠くまで転がっていかないよう
にした。

②安全面の配慮
ボールが高い位置に設置してあるフラフー
プに当たり、落ちてしまった場合は、教師が
設置し直すこととした。

③児童の様子
目標が高い位置にあるため、児童の目線や
肘も自然と高くなっていった。高い位置にあ
るフラフープにボールを通せない児童には、
体全体を使って投げられるように、ボールを
投げる手と反対の手でフラフープを指さすよ
う声かけを行った。
支える学習でライン越えを行っていること
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もあり、ほとんどの児童が高い位置にあるフ
ラフープにボールを通すことができていた。

図6 わっかランド

3．単元前後の技能の比較
単元に入る前と単元が終わった後に技能調査を

行った。調査項目は以下の3項目であった。

表3 単元前後の技能の変化
単元前（人） 単元後（人）

ボールを5m程度投
げることができる。

21 25

狙った所にボールを投
げることができる。

7 17

投げる手と反対の足を
踏み出して投げること
ができる

24 27

単元前後の技能の変化を表3に示した。投げる
距離、姿勢に関する項目ついては、単元を行う前
から学級の半数以上が課題を達成していたという
こともあり、大幅な増加は見られなかった。一方、
ボールコントロールに関する項目については、多
くの児童に技能の向上が見られた。

Ⅲ．考察及びまとめ
ボールコントロールに関する技能が向上した理

由として、片手での投動作に慣れてきたというこ
とが考えられる。単元が始まる前に行った技能調
査では、片手でのボールの投げ方を知らない児童
もおり、両手でしかボールを投げられない児童が

多く見られた。両手でボールを投げた場合、それ
ぞれの手の力の入れ具合が微妙に変わり、狙いが
上手く定まらないことが多いため、片手での投動
作慣れてきたことによって、狙いが定まりやすく
なったことが考えられる。また、基本学習として
設定した6つのランドのうち、4つのランドに「狙
いを定める」という課題が設定されていたため、
ランドで遊んでいる中で、ボールコントロールの
技能が向上したのではないかと考えられた。
また、投げる距離、姿勢については、単元開始
前の技能調査の時点で課題を達成している児童が
多かったこともあり、単元後の技能調査では、課
題を達成した人数に大きな変化は見られなかった。
しかし、投げる距離、姿勢に関しても変化は見ら
れ、特に投げる距離に関しては、多くの児童が5
mを大きく超えることができるようになってい
た。投げる距離が伸びた理由としては、ボールを
投げる角度が高くなったことが考えられる。上手
にボールを投げられない児童には、ボールを地面
に叩きつけてしまったり、低い軌道でボールを投
げてしまったりしている場面が多く見られた。そ
のため、「わっかランド」や「バトンランド」に
おいて、ボールの軌道を高く保つ経験がボールの
飛距離を伸ばす要因となったのではないかと考え
られた。
今回の実践では、授業の最後にポリタンクを倒
し合う「ミニゲーム」を取り入れたが、回数を重
ねるにつれて、円陣を組むチームが出てきたり、
作戦を立てるチームが出てきたりした。また、基
本学習での教え合いの回数も増え、ミニゲームに
向けた学習ができていた。このような児童の様子
から、授業を忌避していた児童はいなかったと推
察される。このことから、前述の技能調査の結果
も踏まえ、「楽しみながら技能を向上させる」と
いう本研究の目的を達成できたのではないかと思
われる。
しかしながら、今回の実践は学習の場が広く、
教員の指示が届きにくかったり、児童の実態を把
握しきれなかったりすることがあった。そのため、
今後も学習の場の広さや内容に関して検討を重ね、
児童の能力を最大限に伸ばす手立てを考える必要
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があると思われた。
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