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体育分野の知識に対する映像を使った指導の効果についての研究
―ハードル走の授業を対象として―
髙橋

賢人

キーワード：体育，ICT，知識
Study on the effect of instruction using video for knowledge in field of physical education
―for hurdle running―
Yoshito Takahashi
Abstract
The purpose of this study is to clarify the effects of using ICT on "acquisition of body
knowledge" in addition to teaching kinesthetics that are effective in physical education
classes. Classes that utilize ICT and those that do not utilize ICT were compared. As a
result of comparing the skill test and the 50m hurdle run time, no effect was recognized
by using ICT. Based on the above results, it is important for the instructor to give
guidance to the student's sense of movement when aiming to acquire body knowledge. If
the guidance enables students to gain body knowledge and understand formal knowledge,
the skills of the students can be improved by the guidance and exercise experience
without using ICT equipment.
Key words: physical education. Information and Communication Technology. Knowledge

97

髙橋

賢人

Ⅰ．緒言

であるため，ポランニー（1980）14 の提唱

平成 29 年 3 月 31 日に『中学校学習指導

する暗黙知を理解したうえで，ここにおけ

要領解説 保健体育編』（以下，新学習指導

る暗黙知を学校教育の体育分野の「知識及

18

要領解説・保体） の改訂が行われた．改

び技能」に沿ったものとする．『新学習指

訂の内容として「平成 20 年改訂の学習指

導要領解説・保体』18 の体育分野の知識及

導要領の成果と課題」の中では，「習得し

び技能の「目標」にある「運動の合理的な

た知識や技能を活用して課題解決すること

実践を通して，運動の楽しさや喜びを味わ

や，学習したことを相手に分かりやすく伝

い，運動を豊かに実践することができるよ

えること等に課題があること」また，同じ

うにするため，運動，体力の必要性につい

く「改善の具体的事項」では，「体育分野

て理解するとともに，基本的な技能を身に

の知識については，言葉や文章など明確な

付けるようにすること」を目指すための必

形で表出することが可能な形式知だけでな

要な知識として捉える．暗黙知は技能を身

く，勘や直感，経験に基づく知恵などの暗

に付けるうえで形式的に表せない運動にお

黙知を含む概念であり，意欲，思考力，運

ける知識であり，学習者自身が実際の運動

動の技能などの源となるものである．（中

から感知するコツやカンといった身体化さ

略）その際，動きの獲得を通して一層知識

れる知識（身体知）とする．

の大切さを実感できるようにすることが必
２．運動技能の指導について

要である」と示されている．この内「暗黙
知」については運動学の観点から身体知と

体育の授業やスポーツ指導といった運動

捉えることができる．つまり，今回の改訂

技能を指導している現場では，その目標と

において形式知と暗黙知から体の動かし方

する運動技能に対して「指導者が言ってい

の理解とその学習した知識を伝えられるよ

ること」「正しい形」は分かるが，実際に

うにさせること求められるのである．これ

は「できない」「思うように動けない」な

まで多くの先行研究から身体知の獲得・技

ど形式的には理解できても，身体的には理

能の習得のために動感発生指導は効果的で

解できていない生徒がいるケースも多くみ

あると示されてきた．一方，ICT 機器の活

られる．これは，運動ができない人への身

用も多くの先行研究において効果的である

体知に対する指導の不足，もしくは指導自

とされている．しかし，佐藤毅ら（2006）

体されない，できないといった要因が考え

7

の研究では，形式的技術指導と自らの画

5
られる．金子明友（2005） は「学校体育

像のフィードバックの組み合わせでは学習

の領域では，動感分析能力が教師にとって

意欲，有意な運動技能の伸び（身体知の獲

決定的な必須能力だという認識はまだない

得）は認められなかった．

ようです．」と述べている．ここでいう動

このような背景から，暗黙知（身体知）

感分析能力とは，「子供の微妙な動感形態

の獲得を目指す指導として，動感発生指導

（動き方）の変化にも敏感に共振して，そ

と ICT 機器の活用を組み合わせた指導が

の子供と交信できる能力」である．
さらに柴田（2013）9 は「自分ができる

有効であるのではないかと考えた．

運動のやり方を形として伝え，あとは管理
Ⅱ．先行研究

的な授業マネージメントを上手くやってい

１．体育分野の知識

けば，運動の学習が楽しく経験できると考
えている教師が多数いるのも現実である．」

本研究では体育分野の知識に関する研究
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Ⅲ．目的

と述べている．つまり，形式的にしか理解
できていない生徒に対し，指導者側は自分

本研究では動感発生を含んだ指導に加え

ができる運動のやり方の教授，管理的な授

て，ICT を用いることによる「身体知の獲

業マネージメントのみを授業として行うの

得」への効果を明らかにすることを目的と

ではなく，その目標とする動きをできるよ

する．

うに，動き方，動きの感覚に入り込んだ指
導を行わなければならない．こうしたこと

Ⅳ．研究方法

から学校体育の領域において動感に入り込

１．指導者・対象者・内容

んだ指導が求められるのである．

・指導者
保健体育教諭（ハードル走競技歴 9 年）

３．ICT 機器の活用

筆者（陸上競技歴 12 年）

ICT の活用について，『新学習指導要領

・対象者

18

解説・保体』 の「第 3 章指導計画の作成

M 県中学校 2 年生 78 名（男子 )

と内容の取扱い」では，
「コンピュータや

・内容

情報通信ネットワークなどの情報手段を積

全 4 クラス「ハードル走」5 時間扱いの

極的に活用して，各分野の特質に応じた学

授業を行った．1 組と 2 組合同クラスをコ

習活動を行うように工夫すること．
」と示

ントロール群とし，3 組と 4 組合同クラス

されている．情報活用能力についても「世

を ICT 群とした．

の中の様々な事象を情報とその結びつきと
２．研究の手順

して捉えて把握し，情報及び情報技術を適
切かつ効果的に活用して，問題を発見・解

（１）場の設定

決したり自分の考えを形成したりしていく

ハードル，タブレット，台跳び降り，川

ために必要な資質・能力のことである．」

跳びの配置は図 1 の通りに行った．指導者

と示されている．保健体育科に関しては，

をハードルレーンと ICT ハードルレーン

これらを踏まえ情報及び情報技術の活用例

それぞれに配置し指導に当たった．

として，
「学習に必要な情報の収集やデー
タの管理・分析，課題の発見や解決方法の
選択などにおける ICT の活用が考えられ
る．」と示された．また，高桝ら（2014）13
の ICT 利活用の効果についての研究では，
運動の際のイメージ・意欲，コミュニケー
ションの補助，現状・課題の把握，技能の
伸び，技の理解，「わかる」と「できる」
のつながりに関して ICT 利活用は効果的

図 1．場の設定

と示された．
以上から，ICT 利活用は身体知の獲得を

（２）ICT 機器（タブレット）の設定

目指した指導を行うにあたり有効であると

タブレットに「Dartfish Express」のア

示唆される．

プリケーションをインストールしたものを
使用．録画再生機能とスローモーション再
生機能から自由に映像を見ることができる
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ように設定．

今回は技能を測るために 1 回目と 5 回目

（３）指導の実際

の授業でハードルのスキルテストと 50 ｍ

男子合同クラス，4・5 人の 8 グループ

のハードル走のタイム測定を行った．スキ

に分かれ各レーンで練習を行う．ローテー

ルテストではハードル走の動きを評価する

ションで ICT ハードルレーンにて映像を

ためハードリングとインターバルに評価基

使った即時フィードバック・動感指導を

準（表 1）を作成した．ハードリングとイ

行った．指導者はタブレットの付近に立ち，

ンターバルそれぞれの動きについて 5 点満

生徒の動きの映像から指導を行っていく .

点の減点方式で採点した．

（４）動感指導の実際

評価基準（表 1）は『新学習指導要領解説・

本研究における動感指導とは、動感，カ

18
保体』 の C 陸上競技［第 1 学年及び第 2

ンとコツから目標とする運動の動き方を身

学年］のハードル走の技能の内容や例示を

につけ身体知を獲得するための指導を指

参考にし，陸上競技ハードル走を専門とす

16

す．本研究では水谷彰吾（2013） が行っ

る研究者の協力を得て作成した．採点の実

たハードル走の動感促発の指導研究を参考

際は授業と同様の位置に ICT 機器を配置

に動感指導を行った．実際の動感指導の例

し，スキルテストを撮影した．撮影後，体

をあげる．ハードルの跳から走へ（ハード

育科教育を学んでいる研究者と筆者 2 名で

ルを越えて着地）の場面の動作において着

評価基準に基づき採点を行った．50 ｍハー

地後スムーズに走れない生徒がいる．この

ドル走のタイム測定の設定は，スタートラ

生徒に対し，「台跳び降り」という指導を

インから 1 台目の間（アプローチ）を 11m

行う．生徒が恐怖心を感じない程度の高さ

に設定し，各インターバルの間を 7 ｍで 5

（本研究では跳び箱の 1 段目の高さ）の台

台並べ，5 台目からフィニッシュラインの

を用意しその上から跳ぶ．着地脚（振り上

間を 11 ｍの設定で行った．

げ足）から着地しその衝撃に耐えながらも

表 1．スキルテスト評価基準

地面からの跳ね返りを意識し走り出させる
ことでスムーズに走り出す感覚を体験させ
る指導である．指導者は生徒自身の「着地
からの走り出し」の動きに適切な動感やコ
ツを伝え、生徒の運動感覚に入り込み運動
の共感を基とする指導を行う．特に，でき
ない生徒に対し「動感を含む動き」を伝え
る指導を行った．
（５）データの回収
全 5 回の授業を行い，各クラス 5 回目の

３．統計処理

授業後に今回の体育授業によるコツ，伝え
合いなどについてのアンケートを行った．

体育の授業を行ったことによる効果を見

アンケートは担当の体育教諭が回収した．

るために ICT 群と C 群での「技能」の時

アンケート結果に基づき指導実践の結果を

系列の変化と群間の差を検討するために二

コントロール群と ICT 群での差を明らか

要因分散分析を行った．また，「アンケー

にする．

ト集計結果」を検討するために対応のない
ｔ検定を行った．

（６）技能の測定
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分析ソフトは，IBM SPSS Statistics 25

以上の①，②の結果を踏まえて考えら

を使用．

れることは，陸上競技ハードル走の授業に
おいて，授業前後の有意な技能への効果か

Ⅴ．結果・考察

ら本研究の体育授業は，動感に入り込んだ

１．体育授業での技能の変化

指導，映像を使った指導，などの授業全般

①スキルテストの結果

における準備や指導により，技能の向上に

・授業前後のスキルテスト合計点（平均）

対し有効であったと考えられる．群差の比

の変化の結果，C群とICT群ともに有意

較から動感発生を含んだ指導に加えた ICT

水準5％で有意な向上が認められた．

機器の有効性は認められないことが明らか

・C 群とICT群のスキルテスト合計点（平

になった．このことから，動感に入り込ん

均）の変化の結果を図2に示す．C群と

だ指導を指導者が行い，生徒自身が身体知

ICT群において，交互作用と群差に有意

の獲得，形式的な知識の理解をさせること

水準5％で有意な結果は認められなかっ

ができれば，ICT 機器を活用するまでもな

た.

く指導と授業での実際の運動経験から生徒
の技能は向上するということである．
２．自己評価式アンケート
①「コツをつかめたか」
コツを掴めた感覚の自己評価の項目にお
い て 平 均 が C 群 で 4,61

ICT 群 で 4,42 と

ともに高い評価であった（図 4）．C 群と
ICT 群では有意水準 5％で有意差は認めら

図 2．スキルテスト合計点（平均）の変化

れなかった．

② 50 ｍハードル走のタイムの結果
・授業前後の50ｍハードル走のタイム（平
均）の変化の結果，C群とICT群ともに
有意水準5％で有意な向上が認められた.
・C 群とICT群の50ｍハードル走のタイム
（平均）の変化の結果を図3に示す．C
群とICT群において，交互作用と群差に
有意水準5％で有意な結果は認められな
かった．

図 4．コ ツを掴めた感覚の自己評価の C 群と ICT 群の違
い（平均）

以上の結果を踏まえて考えられること
は，C 群は ICT 群に比べ ICT 機器の活用
がなく運動経験の時間が確保できたため，
動感的な指導と運動経験の量からコツを掴
める機会が多かったこと，同時に ICT 群
は ICT 機器の活用により運動経験は減少

図 3．50 ｍハードル走のタイム（平均）の変化

101

髙橋

賢人

したものの動感的な指導に加え，自分の動

の向上から生徒は「できる」という自己評

きの感覚と客観的な視点から自分の動きの

価につながったと考えられる．

確認ができる．自己の課題が明確化された
ことによって形式的な知識の理解ができ，

③「コツを伝え合うことはできたか」

生徒自身が意識する動感が絞られる．それ

コツを伝え合うことができたかの自己評

により，明確化された動きの改善点を修正

価の項目において C 群で 3,81 ICT 群で

し再びハードル走の動きとしてとらえるこ

4,13 とともに高い評価であった（図 6）．C

とで動きの改善ができ，減少してしまう運

群と ICT 群では有意水準 5％で有意差は認

動経験からでもコツを掴むことができたと

められなかった．

考えられる．このことは，ポランニー（1980）
14

が示している細部を明確化したことによ

る崩壊から再び内面化をすることによって
技能の改善につながったと考えられる．
②「できるようになったか」
できるようになった感覚の自己評価の項
目において平均が C 群で 4,61 ICT 群で
4,45 とともに高い評価であった（図 5）．C

図 6．コツを伝え合うことができたかの自己評価の C 群と
ICT 群の違い（平均）

群と ICT 群では有意水準 5％で有意差は認
められなかった．

以上の結果を踏まえて考えられること
は，ハードル走における「形式的な知識」
と動きのコツなどの「身体的な知識」の 2
つの体育分野の知識を学んでいくことによ
り，その知識が話し合い・教えあいの基盤
となり，共通のコツや生徒それぞれのコツ
から話し合い・教えあいが進んだと考えら
6
れる．このことは小坂ら（2014） が行っ

た「わかる・できる・かかわる」の関連性

図 5．で きるようになった感覚の自己評価の C 群と ICT
群の違い（平均）

の事例研究においても示され，『［わかる］
こと（運動認識の獲得）が［できる］（技
能の獲得）に向けた効果的な［かかわり］

以上の結果を踏まえて考えられること
は，①「コツをつかめたか」と同じく，C

を生み出す．』と明らかにされている．つ

群は ICT 群に比べ運動経験の時間が多い

まり，技能の獲得に向けた知識の定着から

こと，ICT 群は明確化された動きの改善

今回の実践授業においても話し合いなどの

点を修正し再びハードル走の動きとしてと

かかわりを生み出したと考えられる．

らえることで動きの改善ができ，コツを掴
むことができた．このことから C 群，ICT

３．記述式アンケート

群ともにコツを掴めたことから身体知の獲

①「ハードル走の動きのコツの理解（C 群，

得ができ，技能の向上と測定によるタイム

ICT 群）」について，典型的（1.5 秒以下
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の向上）な生徒たちの場合，

や感覚だけより理解しやすいことがあげら

・C群の記述は，「着地の仕方」「脚の動

れる．他にも映像を基にした指導者からの

き感じ」が分かったなど形式的な共通の

フィードバックの内容以外に生徒が自分の

コツと形式的なコツからの個人の感覚の

映像から自らの課題を見つけさらに技能の

内容が多い．

向上を図る生徒も見られた．このことから，

以上の結果を踏まえて考えられること

ICT 機器の活用は，主観以外の視点から動

は，動感指導，模範試技で示された動き・

きを把握できることで動きのイメージを捉

感覚を目指して取り組んだことによるコツ

えやすいこと，形式的な動きの課題を把握

の理解であると考えられる．

しやすい利点があると考えられる．

・ICT群の記述は，「跳ぶ瞬間に前に進む
Ⅶ．まとめ

ように体をしめたり，前に出す感じでや
ること」「ハードルを飛び越えた後の着

本研究は，中学生を対象に体育分野の

地の足で少し前のめりにしたらできるよ

知識を担う暗黙知（身体知）に対して，有

うになった」など，C群の記述よりも形

効性があると示されてきた動感発生を含ん

式的な動きの感覚を基盤に，自己の感覚

だ指導に加えて ICT を用いた体育授業を

に関する記述がされている．

行った . 授業前後のスキルテストとタイム

以上の結果を踏まえて考えられること

の結果から C 群，ICT 群の分析・比較で

は，ICT 機器の活用により自分の動きを主

は，スキルテストとタイム，自己評価式ア

観と客観から確認できたことで動きに対す

ンケートにおいて ICT 機器の活用による

る視野が増えたことに加え，運動経験から

有意な効果は認められなかった．記述式ア

自分の感覚，模範試技，動感指導などから

ンケートにおいては①「ハードル走の動き

自分の動きの感覚について具体的に理解で

のコツの理解」では C 群，ICT 群に実施

きたと考えられる．

した結果，典型的な生徒たちの場合，C 群
は形式的な共通のコツと形式的なコツから

②「映像により役に立ったこと・気づいた

の個人の感覚の内容が多いこと．ICT 群は

こと（ICT 群）」について，典型的（1.5

C 群の記述よりも形式的な動きの感覚を基

秒以下の向上）な生徒の記述は「自分で

盤に，自己の感覚に関する記述が示された．

は気づけない欠点を知れた」「脇の開き

②「映像により役に立ったこと気づいたこ

があったので閉じたら走り出しがスムー

と」では ICT 群のみに実施した結果，具

ズに走れた」「映像を見たとき言葉や感

体的な記述により動感指導と ICT を合わ

覚だけよりわかりやすかった」など，自

せて授業を行うことで課題の発見，形式知

己の感覚だけでは知ることができなかっ

の理解，リズムやタイミングの把握などの

た課題を発見し把握することができたこ

効果が示された．

と，見つけた課題に対して映像を踏まえ

以上の結果を踏まえて身体知の獲得を

ての自分の動きのイメージから課題を克

目指すにあたり，指導者が動感に入り込ん

服することでスムーズに走れたなどとい

だ指導を行うことで生徒自身が身体知の獲

う内容の記述がされている．

得，形式的な知識の理解をさせることがで

以上の結果を踏まえて考えられること

きれば，ICT 機器を活用するまでもなく指

は，映像を活用することで普段見ることの

導と授業での実際の運動経験から生徒の技

ない自分の動きを客観視できたこと，言葉

能は向上することが考えられる．
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Ⅷ．今後の課題
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