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器械運動における動感呈示方法論に関する一考察
冨澤

祐太
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A study of the Dynamic Exhibition Methodology in apparatus gymnastics
Yuta Tomizawa
Abstract
In order to make sure students understand the correct forward roll, I will aim to be
performed the development of various lessons by incorporating the information and
communication technology equipment into the teaching scene. It’s about observing and
analyzing their own movements that they can’t usually see, so that they can lead to new
movements that they’ve never experienced before. I can lead to new movements that
they’ve never experienced before. In addition to this, I aim to convey this correct method
to leading the way of the forward roll to many leaders.
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Ⅰ．緒言

る努力や自分の感覚と実際の動きの違いを

高 等 学 校 学 習 指 導 要 領（ 平 成 30 年 告

理解しなければならない難しさがあること

示）より、運動する子どもとそうでない子

を学ばせたい。

どもの二極化傾向が見られること、子ども

器械運動とは、器械・器具を用いて自

の体力について、低下傾向には歯止めが掛

分の身体を操作することが求められ、「で

かっているものの、体力水準が高かった昭

きる」「できない」がはっきりすることや、

和 60 年頃と比較すると、依然として低い

非日常的な感覚を必要とすることから他種

状況が見られることなどの指摘がある。こ

目に比べ特に難しい領域に属し、苦手意識

の原因としては、情報化が進展する社会で

を持つ生徒が多い。ICT 機器を導入するこ

子どもを取り巻く環境が大きく変わり、外

とで、器械運動に少しでも興味・関心を持

遊びなどの仲間と身体を動かす機会や、コ

たせ、生徒の学習意欲を引き出したい。さ

ミュニケーションをとる機会が減少し、運

らに、高等学校学習指導要領の改訂（平成

動に関しての意識の低下が現状として挙げ

30 年）でポイントとして挙げられている

られる。

主体的・対話的で深い学び（アクティブ・

「平成 30 年度全国体力・運動能力・運

ラーニング視点での授業づくり）の実践、

動習慣等調査結果」の報告によると、保健

ただ運動が「できる」だけではなく、運動

体育の授業で「わかる」「できる」ように

のやり方が「わかる」ことまで追究してい

なったことがある生徒は、運動やスポーツ

きたい。グループ学習を通して、互いに指

に対する意識や意欲が高いことを示してい

摘し合うことで生徒同士が「できる」「わ

る。この結果は、自分の体力・運動能力に

かる」など楽しさや喜び、達成感を共感で

自信がない生徒や運動やスポーツをするこ

き、「学び合い」「教え合い」につながると

とが好きではない生徒についても、同じ結

考える。このような多くの課題解決を実践

果であることを示している。このように保

するために、授業づくりにおいては思考・

健体育の授業においては、「わかる」「でき

判断の場面を取り入れるなど様々な工夫が

る」を生徒が実感できるような知識と技能

必要であり、PDCA サイクル（計画→実行

の関連を図った指導を行うとともに、課題

→評価→改善）を利用した授業づくりを徹

の発見・解決に向けて生徒同士が話し合っ

底し、研究を進めていくことにした。

たり助け合ったりする活動の充実を図るこ
とが、生徒の運動やスポーツに対する意識

Ⅲ．研究方法

や意欲を高める他、体力の向上にもつなが

１．調査対象

ることが期待できる

本研究では、Ｍ県内高校 2 年生女子 35
名を調査対象とする。スポーツコースであ

Ⅱ . 研究目的

ることから対象者の全員が運動部に所属

器械運動の指導場面において、ICT 機器

し、体育の授業以外にも定期的に身体を動

を技（前方回転）の習得過程に導入するこ

かしていることが、事前のアンケートで分

とによって、新たな動きの発生とどのよう

かっている。

に関わっているのかを明らかにしていくこ
とを目的とする。また、ICT 機器の活用で、

２．調査方法

普段見ることのない自分の動きを映像で見

・紙媒体による質問紙法を用いたアンケー

ることによって自らが新たなコツを見つけ

ト
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・生 徒の実態把握を行うための事前アン

みると自分の身体がどのように動いている

ケート

のか分からず、思うように動かそうとして

・授業の振り返りと自己評価を行うための

も動かない。いわゆるコツの発見までいく

授業後アンケート

ことができない状態であることが分かる。

・研究結果のまとめを行うための事後アン

以下の図 1、図 2、図 3 は、この時点では

ケート

指導者のアドバイスは行わず、生徒同士で

・ICT機器（iPad・カメラ）を用いて動き

映像やグループでの助言をたよりに試行錯

の撮影

誤し、行った前方回転の連続写真である。

・遅延操作・スローモーション再生を使用
し分析
３．調査日程
令和元年 5 月 16 日（木）〜 6 月 6 日（木）
の体育の授業時間

図 1．生徒 A の前方回転

（2 コマ× 4 時間）
Ⅳ．考察
１．技のポイントの発見

図 2．生徒 B の前方回転

初めの段階として、示範の映像をグルー
プごとに見させて実際に行う技のイメージ
を持たせた。その映像を見て持ったイメー
ジやポイントを意識させ、実際に前方回転
を行わせてみた。その後自分が行った動き
を映像化し、遅延操作を使用し確認させた。

図 3．生徒 C の前方回転

２．前方回転におけるポイントになる局面

また自分の動きだけでなく、他者の動きの
動感構造の違いをグループで分析させた。

次に前方回転におけるポイントとなる局

映像を見て、「ここができていない」「ここ

面として補助練習を取り入れる。補助練習

が示範の映像と違う」という修正点・改善

として首倒立〜立ち上がり、頭支持倒立〜

点を発見することができ、生徒達は以下の

前方回転の 2 つを行った。

点に気づくことができた。

この補助練習を行う要因として、金子は

・足が上がらない

次のように述べている。「首上で支えなが

・足が伸びていない

ら、斜前方に膝を投げ出してやるように胸

・お手本に比べると、みんなは前に倒れる

から離していくと、より大きな回転力を生

のが早い

むことができる。」そして「伝動の技術とは、

・腰が曲がっている

前転の場合では、下体の投げ出しによるエ

また、グループでお互いに指摘し合い、

ネルギーを上体に伝える技術であり、具体

思考・判断を繰り返し練習する様子が見ら

的には腰角の変化となって現れる。」（金子

れた。この段階では、示範の前方回転と自

明友，1975，器械運動の神話，p3）

分達の行った前方回転を比べ、良い点・悪

2 つの補助練習を繰り返し行ったのち、

い点を頭で理解しているが、実際に行って

再び前方回転の実施を繰り返し行う。補助
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練習をする前とした後で明らかに動きに変
化が見られ、「少しできた気がする」「何と
なくわかるような気がする」という生徒が
出てきた。これは、指導者が前方回転のポ

図 7．生徒 B の補助練習を行なった後

イントになる局面と、二つの補助練習のア
ドバイスを行いコツの発見へと手助けをし
たことで、経験したことのない新たな運動
感覚を自分の身体で覚えることが出来たか
らではないかと考える。またグループごと

図 8．生徒 C の補助練習を行う前

の話し合いにおいて、生徒達から以下の発
言が出た。
・頭支持倒立のイメージがすごく分かりや
すい
・頭支持倒立を行うと、足を振り上げるタ

図 9．生徒 C の補助練習を行なった後

イミングが分かった

４．分析結果

・前方回転で手を少し前に出すと、足が振
り上がった

前方回転において、指導者は授業で撮影

・手をつく位置を考えてやると良い

した映像をもとに以下の二つの観点から評
価を行った。

３．補助練習を行う前と行った後の試技の

一つ目は、前方回転の運動経過時に腰

比較

の位置に上昇があるか、ないかを見る。こ
れは、授業の中で行った頭支持倒立〜前方
回転の補助練習がいかに習得できたかであ
る。これを習得できた生徒は、足を振り上
げる感覚をつかんだことによって腰の位置
に変化が見られたと考える。

図 4．生徒 A の補助練習を行う前

二つ目は、立ち上がり時にスムーズに立
てたか、立てなかったのかを見る。これは、
授業の中で行った首倒立〜立ち上がりの補
助練習がいかに習得できたかである。これ
は立ち上がり時に、足を振り下ろす感覚を

図 5．生徒 A の補助練習を行なった後

つかんだことによって立ち上がりに変化が
見られたと考える。以上の観点から結果と
して、前方回転の運動経過において前半の
足を振り上げる感覚（倒立の意識）を習得
図 6．生徒 B の補助練習を行う前

するには、もう少し時間がかかりそうであ
る。後半の足を振り下ろす感覚は多くの生
徒が習得できているが、前半の足を高く振
り上げることができればさらに勢いよく立
てると考える。そして、前方回転の感覚を
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つかんだ生徒は「蹴った時に足がふわっと

が技術理解をした上で技を覚えるまでの練

浮いた感覚がした。」「回っている時に浮い

習段階やポイントの呈示、また助言の仕方

ている感覚があった。」「立ち上がる際に勢

やアドバイスのタイミングは非常に重要に

いがつき、おしりが浮いた感覚がした。」

なってくるであろう。

ということを言っていた。外部視点から見
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