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Ⅰ．はじめに
小学校段階の体育授業では、勝敗を競い合う運

動がしたいという児童の欲求を満たすため、ボー
ル運動系の領域が設定されている1）。ボール運動
系の領域は、集団対集団での競い合いを主として
おり、集団の中での個人の動きや役割が重要とな
る。そのため、2008年に改訂された小学校学習指
導要領には、「ボールを持たない時の動き」を習
得させることが明記され、学校現場においては戦
術的な動きの習得を目指した授業が盛んに行われ
るようになった2）－4）。しかしながら、戦術的な動
きの実践は基礎的技術を習得していることが前提
であり、「ボールを持たない時の動き」の先にあ
るものは「投げる」「捕る」「蹴る」等の基礎的動
作となる。
基礎的動作は幼児期（1～5歳）から児童期前

期（6～8歳頃）に習得されることが望ましいと
されており5）6）、投動作学習の適時期も小学校低学
年とされている7）。しかし、キック動作学習の適
時期はバランス能力が成人レベルに達する小学校
中学年（9～10歳）以降とする研究報告があり8）、
小学校低学年までは専門的なフォーム等の学習が
難しいと考えられる。また、キック動作は投動作
よりも飛距離がでやすいことから、ある程度狙っ
た場所にボールを蹴ることができない場合、ボー
ルを回収することに時間を割くこととなり、ボー

ルに触れる時間が短くなる。そのため、小学校低
学年の授業ではボールに触れる機会を確保するた
めに、ドリブルゲーム等の足でのボール操作に慣
れさせる学習9）が行われることも少なくない。
しかしながら、小学校低学年までのボール蹴り
トレーニングに効果がないわけではなく、西村
ら10）は幼児を対象にボールを蹴って的に当てる実
験を行ったところ、実験群において有意な改善が
みられたことを報告している。また、ボール操作
が未習熟であるとはいえ、ボールを全力で蹴るこ
とが楽しいと感じている児童は非常に多いと考え
られる。教育現場においても、膝や踵でボールを
遠くに飛ばそうとする姿も見られたことから、体
育授業においても、全力でボールを蹴ることので
きる授業モデルが必要だと考えた。
そこで本研究では、ボール操作が未習熟な小学
校低学年において、「蹴る」という基礎的動作に
できるだけ多く触れさせるとともに、ボールを遠
くに飛ばしたり、的に蹴って当てたりする楽しみ
を味わうことのできる授業モデルについて検討し
た。

Ⅱ．実践授業
1．授業の概要
1）実施時期
2015年10月～11月
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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、細かいボール操作を設定せ

ず、ボールを勢いよく蹴ること、ある程度ねらっ
た方向に蹴ることを目標とした。
態度については、屋内でボール蹴りゲームを

行うことから、安全に気をつけて、ボールにた
くさん触れようとすること及びランド学習や
ゲームの際にルールを守り、友達と仲良く楽し
く運動することを目標とした。
思考・判断については、遠くに飛ばすための

ボールの蹴り方やゲームの際の攻め方、守り方
について考えることを目標とした。また、協調
性を養う面から、友達と見合い、教え合い、励

まし合いながら学習することを目標とした。
単元は9時間で構成した（表2）。支える学
習はボールを全力で蹴ることに特化しており、
単元の初回と最終回を除く全ての授業で行った。
基本学習については、3つのランドを回りなが
らいろいろな蹴り方を経験させることを目的と
した。そして、4時間目からは攻めと守りに分
かれるゲーム要素を体験させるために発展学習
を取り入れた。
授業は体育館を利用し、ランドによっては壁
面を利用しながら授業を行った。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3つの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

表1 単元目標
⑴技能
○ボールを勢いよく蹴ることができる。
○ある程度ねらった方向に蹴ることができる。

⑵態度
○安全に気をつけて、ボールにたくさん触れようとすることができる。
○ルールを守り、友達と仲良く楽しく運動することができる。

⑶思考・判断
○ボールの蹴り方や止め方について工夫し、攻め方をみつけてゲームをすることができる。
○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。

表2 単元計画
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図1 けりだしランド

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。ボールはソフトドッ
ジボールを使用した。

2．支える学習
①場の目的・構成
支える学習では、全力でボールを蹴ることを

目的として、段ボールで作製した高さ約2m、
横幅約4mの壁を倒すことに取り組んだ。ボー
ルは2人で1つを扱うこととし、児童は14名ず
つ2つのグループに分かれた。それぞれ3m
離れた地点から一斉にボールを蹴り、どちらが
先に壁を倒すことができるかを競い合うゲーム
を行った。ゲームは2回行い、ゲーム毎にボー
ルを蹴る人と回収する人に分かれて行った。
②安全面の配慮
児童は3m以内には入ることができないた
め、ボールが壁の近くで止まってしまった場合、
「ストップ」という掛け声でボールを蹴ること
を止めさせ、ボールを回収することとした。
③児童の様子
壁は約2m×4mと大きいため、勢いよく

ボールを蹴ることに集中しても、的に当てられ
ない児童はほとんど見られなかった。児童はど
こを狙えば倒れやすいか考えたり、友達と同じ
タイミングでボールを蹴り、ボールの威力を高
めようとしたりしていた。蹴り方には個人差が
見られたが、全力でボールを蹴るという課題に
何度も挑戦することができていた。

3．基本学習
1）けりだしランド
①場の目的・構成
けりだしランドでは、ある程度狙いを定め

ながら勢いよくボールを蹴ること目的とした。
学習の場として、直方体のブロックに絵を

貼り付けたものを3つ用意し、ブロックの後
方には支える学習で使用した壁を設置した。
ブロックはボールを蹴り始める位置からの距
離がそれぞれ異なっており（1．5m、2m、
2．5m)、一定の距離まで動かすことができた

ら（30cm）課題達成とみなして、ブロック
を壁の前から移動させた。3つのブロック課
題を達成した後は、支える学習と同様に、壁
を倒すことに取り組んだ。
②安全面の配慮
支える学習と同様に、壁の近くでボールが
止まってしまった場合やブロックを移動させ
る際には「ストップ」と声をかけることをルー
ルとした。
③児童の様子
ブロックに狙いを定めるだけでなく、勢い
のあるボールを蹴らなければいけないため、
難易度の高い課題となった。しかし、後方に
壁が設置されていたからか、狙いを定めるこ
とに集中してボールの勢いがなくなってしま
う児童は見られなかった。距離の近いブロッ
クから1ステージ、2ステージと呼び、ゲー
ム感覚で楽しんでいる様子が見られた。

2）まとあてランド
①場の目的・構成
まとあてランドではある程度狙いを定めて
ボールを蹴ることを目的とした。学習の場と
して、体育館の壁面に高さの異なる絵を貼り
付けた。絵は壁面に設置した磁石に貼り付け
られるようになっており、ボールが当たると
落下する仕組みとした。ボールを蹴る位置は
壁面から2．5mの位置とした。
②安全面の配慮
狙う絵の正面からボールを蹴ることをルー
ルとして、隣の絵を狙わないよう注意した。
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図2 まとあてランド

図3 くるくるランド

③児童の様子
ボールが当たると絵が落下するため、課題

の達成がわかりやすく、課題達成時にはチー
ムで喜ぶ姿が見られた。また、難易度の高い
絵はボールを浮かせないと当てることができ
ないため、ボールを浮かせるための蹴り方に
ついて考える様子も見られた。的を狙う課題
ではあるが、ボールを蹴る位置を近く設定し
たため、ボールが的に当たらず、運動を忌避
するような児童は見られなかった。

3）くるくるランド
①場の目的・構成
くるくるランドは、勢いのあるボールを浮

かせることなく（グラウンダーで）蹴ること
を目的とした。
学習の場として、支柱に金網の的を3枚取

り付けたものをカラーコーン上部に挿し込み、
的が支柱にぶら下がっている状態をつくった。
的と支柱の接合部にはスポンジを使用し、
ボールが的に当たると回転するような仕組み
とした。児童は的を挟んで向かい合い、的か
ら約2mの位置からボールを蹴ることとし
た。課題の評価については、ボールが的に当
たった時の的の回転数を評価した、
②安全面の配慮
互いに向かい合っているため、相手が蹴る

様子をしっかり見るとともに、自分が蹴ると
きは必ず合図を出すことをルールとした。
③児童の様子
グラウンダーのボールを蹴ることが難しく、

勢いのあるボールを蹴ろうとすると、ボール
が浮いてしまう児童が多く見られた。そのた
め、勢いのあるボールを蹴ることよりも狙い
を定めて的に当てようとしている児童が増え
ていった。

4）発展学習
①場の目的・構成
発展学習では「たまごわりサッカー」を行っ
た。たまごわりサッカーは、攻撃側がコート
の両端から中央に描いてある線を越えるよう
にボールを蹴り、守備側は中央線を囲むよう
に描かれたたまご型のライン内で攻撃阻止す
るという攻防分離型のゲームである。ゲーム
は前半と後半に分かれ、各3分間とした。ま
た、頭の上を通過するボールについては無得
点とした。
②安全面の配慮
隣のコートからボールが入ってきた場合は
一時プレーを中断し、ボールを返してからプ
レーを再開することとした。
③児童の様子
攻撃側と守備側のそれぞれにおいて、蹴る
位置や守る位置を話し合いながらゲームを進
めていた。やはり攻撃側のほうが盛り上がり、
得点した際には声を出して喜ぶ姿が見られた。
しかし、グラウンダーのボールを蹴ることが
中心となるため、勢いを抑えてボールを蹴っ
たり、ボールを浮かせて蹴ってしまったりす
る児童が多く見られた。
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表3 単元前後における技能の変化
単元前
（人）

単元後
（人）

ステップを踏んで蹴ることができる
3m以上ボールを飛ばすことができる
5m以上ボールを飛ばすことができる

7
19
5

20
25
20

Ⅲ．単元前後の技能の比較
単元の実践前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。

単元前後の技能の変化を表3に示した。全ての
項目で技能に変化が見られたが、ステップに関す
る項目と5m以上の飛距離を出す項目について
は、能力の顕著な向上が見られた。

Ⅳ．考察及びまとめ
本研究では、小学校低学年児童を対象に「蹴る」

という基礎的動作にできるだけ多く触れさせると
ともに、ボールを遠くに飛ばしたり、的に蹴って
当てたりする楽しみを味わうことのできる授業モ
デルについて検討した。
支える学習から発展学習までの流れについて、

支える学習ではボールを全力で蹴ることを目的と
していたが、発展学習では守備のいない隙間を狙
うことが目的となっており、系統的な学習のつな
がりを見ることができなかった。実際の授業から、
小学校低学年においては全力でボールを蹴ること
がボール蹴りゲームにおける最大の楽しみである
と感じたため、今回の授業モデルでは、ボールを
遠くに飛ばしたり、勢いのあるボールを蹴ったり
することを中心とした発展学習を設定する必要が
あった。
今回の実践は屋内で行ったため、学習の場が狭

く感じるのではないかとの懸念もあったが、学習
の場に不満をもらす児童はおらず、むしろ、壁面
でボールが跳ね返ることから回収の時間が短縮さ
れ、主活動に取り組む時間が十分に確保できたと
感じる。蹴ったボールがどの方向に飛ぶのかが定
まらない低学年においては、屋内でのボール蹴り
ゲームは効果的であると考えられた。
単元前後の技能の変化については、単元を通し

て、全力でボールを蹴る機会に数多く触れさせた

結果であると考えられる。そのため、「蹴る」と
いう基礎的動作に関しては、ほとんどの児童が習
得できたと思われる。ステップ技術の向上に関し
ては、小学校中学年以降の指導が適時期であると
されているが、今回の結果から小学校低学年にお
いても指導の効果がみられることが示唆された。
また、ボールの飛距離の向上にステップ技術の習
得は必要不可欠であるため、遠くに飛ばしたいと
いう欲求が強い低学年において指導することが効
果的ではないかと考えられた。
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