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Ⅰ．はじめに
学校体育において、学習者から敬遠されがちな

運動領域の一つとして器械運動が挙げられる。器
械運動は技の出来映えを追求する運動であり、技
が「できる」という喜びや、「できない」技が「で
きる」ようになる過程を楽しむことが魅力の一つ
といえる。しかしながら、「できない」技が「で
きない」ままで終わってしまった場合、器械運動
の魅力を味わうことなく、むしろ、器械運動への
苦手意識が生まれるきっかけとなることも少なく
ない。そして、器械運動に対する苦手意識が一度
でも生まれてしまった場合、それを払拭するのは
容易ではない。水島はこの問題に対する解決策と
して幇助を挙げながら、学習者の初期段階におけ
る指導の重要性について述べている1）。同時に、
小学校学習指導要領2）における器械運動の学習内
容が昭和33年からほとんど変わっていないにも関
わらず、技の習得、指導状況が好ましくないこと
を挙げ、器械運動の前段階に位置する器械・器具
を使った運動遊びの内容改善が肝要であることを
指摘している。

器械・器具を使った運動遊びは、低学年の児童
を対象として固定施設、マット、鉄棒、跳び箱を
使った回転、支持、懸垂等の運動で構成されてい
る。中学年以降における各種運動とは異なり、運
動遊びの指導においては、運動の楽しさに触れら
れるよう、遊びの要素を取り入れることが求めら

れる。その上で、各種運動の基本的な動きを身に
付けさせることが目標となってくる。そのため、
遊びの要素を含んだ運動の中で、基本的な動きが
習得できるような内容及び環境設定について検討
していく必要がある。そこで、効果的な学習法の
一つとしてアナロゴンの活用が挙げられる。

アナロゴンとは、「まだやったことのない運動
を表象したり、投企したりするために、運動経過
を臨場感をもって思い浮かべる素材として用いら
れる類似の運動例」とされており3）、習得目標と
なる動きに類似した運動を指す言葉である。アナ
ロゴンは主運動の下位教材として用いられること
が多く、成功体験が得やすいため、学習の初期段
階や技、動きの習得に困難を示している学習者の
指導に有効であるとされている4，5，6）。同時に、各
種目の初期段階に位置する運動遊びの指導におい
ても有効であることが報告されている7，8，9）。

このように、運動遊びの指導において有効とさ
れるアナロゴンであるが、同種目はもちろんのこ
と、異なる種目の動きが活用されることも少なく
ない。例えば、紙鉄砲を鳴らすという動作はボー
ルを投げる動作と腕の動きが類似しており、紙鉄
砲で大きな音を出せる子は、ボールを遠くに投げ
られる可能性が高い。実際の授業においても、小
山は鉄棒遊びの指導において、鉄棒に対する抵抗
を感じさせないよう、単元の導入は雲梯やジャン
グルジムで遊ばせ、基本的な運動感覚を養ってい
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る10）。その結果、鉄棒は単なる器械の一つという
認識になり、鉄棒に対する抵抗が薄れたと報告し
ている。このように、異なる遊び、種目だと思っ
ていた動きの中にも、習得目標と類似している動
きが隠されている可能性がある。そして、その動
きは子ども達の自由な遊びに隠されていることが
多く、どのような運動を遊びと感じており、どの
ような遊び方で運動を楽しんでいるかということ
を把握することが、アナロゴンを最大限に活用す
る方法であると考える。

そこで、本研究では器械・器具を使った運動遊
びの中でも苦手意識が生まれやすい、鉄棒を使っ
た運動遊びの導入において、子ども達の自由遊び
の様子から有効なアナロゴンを検討することと
した。

Ⅱ．研究方法
1．実施時期
2015年5月～6月

2．対象者
Ｋ小学校1年生28名

3．抽出手順（単元計画：表1）
単元計画の2時間目までは鉄棒、ジャングルジ

ム、登り棒、雲梯、肋木でそれぞれ遊び、固定施
設遊具で見られた動きからアナロゴンを抽出した。
アナロゴンは自由に遊んでいる状況をデジタルカ
メラで撮影し、抽出した動きを下り系、上り系、
回転系、支持系、振り系の5つに分類した。アナ
ロゴン抽出時には教員から動きを誘導するような
声かけは行わないよう注意した。

Ⅲ．研究結果
鉄棒、ジャングルジム、登り棒、雲梯、肋木に

おける遊びを抽出し、下り系、上り系、回転系、
支持系、振り系の5つに分類した。

その結果、鉄棒では全部で24種類の動きが見ら
れ、上り系3種類（12．5％）、下り系4種類（16．7％）、
回転系3種類（12．5％）、支持系8種類（33．3％）、
振り系6種類（25．0％）の動きがそれぞれ見られた。

ジャングルジムでは全部で16種類の動きが見ら
れ、上り系1種類（6．3％）、下り系1種類（6．3％）、
回転系2種類（13．0％）、支持系8種類（50．0％）、
振り系4種類（25．0％）の動きがそれぞれ見られた。

登り棒では全部で7種類の動きが見られ、上り
系5種類（71．4％）、下り系1種類（14．3％）、回

表1 単元計画
次 1次 2次 3次

時数 1 2 3 4 5 6 7 8
時間
0

45

・オリエンテー
ション

・固定施設遊具を
使った基礎感覚
づくり

・ランドめぐりの
仕方を覚える

・学習カードの使
い方を知る。

支える学習
・かえるの足打ち
・様々な動物走り

基本学習（ランド学習）
・いろいろな場で固定施設遊びや

鉄棒を使った運動遊びを楽しむ
・できる遊びをより上手にする。

発展学習
・できそうな遊びに挑戦したり、

新しい遊びをみつけたりする。

支える学習
・かえるの足打ち
・様々な動物走り
・がんばりっこ競争
・前回り下りリレー
・ぶたの丸焼きじゃんけん

基本学習（ランド学習）
・いろいろな場で固定施設遊びや鉄棒を

使った運動遊びを楽しむ。
・固定施設でできた遊びを、鉄棒を使いな

がら挑戦してみる。
発展学習

・鉄棒を使いながら、
できそうな遊びに挑
戦したり、新しい遊
びをみつけたりする。

発表会
・できる遊びを

紹介しよう
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転系1種類（14．3％）の動きがそれぞれ見られた。
雲梯では振り系の動きが1種類だけ見られた。
肋木では全部で5種類の動きが見られ、上り系

1種類（20．0％）、下り系1種類（20．0％）、支持
系2種類（40．0％）、振り系1種類（20．0％）の
動きがそれぞれ見られた。（図1）

Ⅳ．考 察
本研究では、鉄棒を使った運動遊びの導入にお

いて固定施設遊具を活用し、それぞれにおける自
由遊びの様子から鉄棒を使った運動遊びに有効な
アナロゴンを検討することとした。

今回は、主運動となる鉄棒以外に4つの固定施
設遊具において子ども達の遊びを観察したが、そ
れぞれの固定施設遊具の特性から動きが制限され
てしまい、必ずしも鉄棒を使った運動遊びに類似
した動きが見られたわけではなかった。しかしな
がら、各固定施設遊具の特性が効果的に作用する
と考えられるアナロゴンも見られたため、各固定
施設遊具別に考察していくこととする。

1．ジャングルジム
ジャングルジムにおいては、鉄棒で見られる遊

びとほぼ同様の遊びが見られた。特に支持系の遊
びで楽しむ児童が多く、鉄棒遊びにおける「つば

め」に類似した動きが見られた（図2）。また、「つ
ばめ」から踵を後ろのバーに引っ掛け、上体を固
定することで「ひこうき」へと遊びが発展してい
る場面が多く見られ、この「ひこうき」で必要と
なる反る動きは、「こうもりふり」などの反動を
必要とする動きへと発展していく可能性が考えら
れた。

支持系と同様に、振り系の遊びで楽しむ児童も
多く、「こうもり」に類似した動きに挑戦してい
る児童が多く見られた（図3）。ジャングルジム
における「こうもり」は、左右上下の手の届く範
囲にバーがあるため、鉄棒では実践が難しい児童
も安心感をもって取り組めている様子であった。

図1 各固定施設遊具で見られた動きの分類

図2 つばめ
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しかしながら、バーによって動きが制限されるこ
ともあり、大きく体を振る動作は見られなかった。

回転系については、「ふとんほし」に類似した
体勢から「前回り下り」や「足抜き回り」に挑戦
している児童が多く見られた（図4、図5、図6）。
しかしながら、上下左右にバーが存在するためか、
振り系の遊びと同様に回転系の遊びはそれほど多
く見られなかった。

ジャングルジムはあらゆる場所に足場を作るこ
とができるため、鉄棒で跳び上がりやよじ登りが
できない児童にとっては、支持以降の遊びの感覚
を養う有効な遊具であると考えられた。また、「こ
うもり」などの逆さ感覚が必要となる動きに関し
ても、上下左右にバーが存在することから、バー
をつかみながら徐々に逆さの姿勢に移行すること
ができる。これは、逆さの姿勢を習得するための
アナロゴンとして有効であると考えられる。これ
らのことから、ジャングルジムにおける遊びは、

鉄棒を使った運動遊びの支持系、振り系のアナロ
ゴンとして特に有効であることが示唆された。

2．登 り 棒
登り棒においては、2本の登り棒を使った上り

系の遊びが多く見られた。また、2本の棒を使っ
て逆上がりに挑戦する児童や、逆さ姿勢を維持す
る児童が見られた。（図7）

登り棒は遊具の特性上、上り、下りの動きが大
半を占めるが、鉄棒に上がることができない児童
に対しては、よじ登りの感覚を体験させるアナロ
ゴンとなる可能性が考えられた。（図8）

3．雲 梯
雲梯においては、遊具の特性上回転系の技がで

きないこともあり、懸垂移行と振り系の遊びしか
見ることができなかった。懸垂移行についても、
降旗の報告にもあるように、握力が弱いためか、

図3 こうもり 図4 ふとんほし

図5 前回り下り 図6 足抜き回り
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折り返し地点まで進めたのはごく僅かであった
（図9）。これらのことから、振り系のアナロゴ
ンとなる可能性はあるものの、鉄棒遊びにおける
動作との類似性は低いと考えられた。

4．肋 木
肋木においては、雲梯と同様に遊具の特性上、

回転系の技ができないものの、壁に張り付いてい
るわけではなかったため、基本的なぶら下がりか
ら「こうもり」といったぶら下がり、支持系の遊
びを楽しむ姿が見られた。また、反り系の遊びも
見られ、予想以上に遊びの幅が広いことを確認す
ることができた（図10）。しかしながら、遊具の
設置場所によっては支持系の遊びに限定されてし
まうことから、逆さ姿勢を含めたぶら下がりや支
持系のアナロゴンとして活用できる可能性が考え
られた。

最後に、鉄棒を使った運動遊びで見られた動き

を踏まえながら、有効なアナロゴンを検討してい
くこととする。鉄棒では、ジャングルジムと同様
に支持系、振り系の遊びで楽しむ児童が多く、「つ
ばめ」や「こうもり」といった姿勢が見られた（図
11、図12）。このことから、ジャングルジムにお
ける遊びは鉄棒に上ることのできない児童にとっ
ても、支持、振り系の遊びに親しむ場となり得る
ことから、有効なアナロゴンとして活用できると
考えられた。また、上りに関しては「よじ登り」
「跳び上がり」「逆上がり」が見られたが、よじ
登りで鉄棒の上に上がる児童が多く、登り棒での
遊びがアナロゴンとなる可能性が考えられた（図
13）。しかしながら、雲梯と肋木に関しては棒を
つかむ感覚や支持、振り系の遊びにはアナロゴン
として活用できる可能性があるものの、限定的な
活用となることが考えられた。

図7 逆さ姿勢 図8 よじ登り

図9 懸垂移行 図10 反り動作
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Ⅴ．ま と め
今回の研究では、鉄棒を使った運動遊びの導入

に有効なアナロゴンの検討を行ったが、その結果、
ジャングルジムにおける遊びは幅広くアナロゴン
として活用できることが明らかとなり、登り棒、
雲梯、肋木においては、限定的ながらもアナロゴ
ンとして活用できる可能性が示された。

鉄棒を使った運動遊びでは、技の発展において
技術的類縁性が重要とされており、導入段階での
アナロゴンの活用は系統的な技術の発達に有効で
あると考えられる。同時に、遊び要素を取り入れ
た学習が発展することで、他の器械運動に対する
苦手意識を取り除くことにもつながることから、
今後も児童の自由遊びに即したアナロゴンの検討
が必要となると考えられる。
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図11 つばめ 図12 こうもり

図13 よじ登りからの支持
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