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マットを使った運動遊び
マット運動
【校舎内】

跳び箱を使った運動遊び
跳び箱運動
【校舎内】

震災の影響に伴う体育指導Q＆A
「児童の運動の機会を確保し，健やかな体を育むために」

Ａ 小学校学習指導要領解説体育編（平成２０年８月）では，「指導内容の確実な定着を図ることが

できるよう，運動の取り上げ方を一層弾力化し，低学年，中学年及び高学年に示されている『体

つくり運動』以外のすべての指導内容について，２学年のいずれかの学年で取り上げ指導するこ

ともできるようにする。」〔２ 体育科改訂の趣旨 イ 改善の具体的事項(イ)〕と示されています。

よって，今年度実施予定だった指導内容を次年度重点的に指導することや，前年度に指導内容

の定着が図られているような場合は，今年度取り扱わないことも可能です。

なお，上記の学習に取り組む場合，運動の特性に応じ，校舎内の比較的広いスペースや校庭を

活用しての実施が考えられます。以下に，上記の学習の取り組み方の例を示します。

※ 校舎内における運動では，危険物を取り除くとともに，人数や広さ，運動の種類等を考慮

するなど，無理な運動や危険な運動は絶対に行わないようにしましょう。

運動 【活動場所】 取り組み方の例

・校舎内の比較的広いスペースに一定期間マットを移動し，「マット週間

（月間）」などと名付け，全校で集中的に取り組む。

・校舎内での跳び箱（遊び）は安全上，実施が困難であることが想定される

ため，今年度の実施は見合わせる。ただし，マットの場などを活用し，発達

段階や児童の実態に応じて，跳び箱運動につながる動きを身に付けさせる。

（例）・かえるの足打ち ・アザラシ歩き ・馬跳び ・タイヤ跳び

・うさぎ跳び ・動物歩き ・ライン越し跳び など

表現リズム遊び ・「表現遊び」「表現」は体育館で取り組む予定だった内容を校舎内の広いスペース

表現運動 で実施する。室内なら題材に応じて，横になったり転がったりすることも可能。

【校舎内】

※ 広いスペースを確保できない場合は，今年度の実施を見送る。

【校庭】 ・「リズム遊び」「リズムダンス」「フォークダンス」は，校庭での実施が可能。

バスケットボール ・校庭でバスケットボールを行うことは難しいため，ハンドボールやタグ

【校庭】 ラグビー，フラッグフットボールなどその他のボール運動・ゴール型に

↓ 取り組む。→小学校学習指導要領解説体育編では，「・・・，これらに

他のゴール型の種目へ 替えて，それぞれの型に応じたハンドボールなどのその他のボール運動

を指導することもできる」と示されている。（第3節第５学年及び第６

学年の目標及び内容 ３内容の取扱い）

Ｑ１ 体育館が当分使用できない場合に，通常体育館で学習することの多い「マットを使った運動

遊び」「マット運動」「跳び箱を使った運動遊び」「跳び箱運動」や「表現リズム遊び」「表現運動」，

「バスケットボール」「ソフトバレーボール」などの学習をどのように扱ったらよいでしょうか？



- 2 -

ソフトバレーボール ・ネットは，高跳び用のスタンドにゴムひもを張るなど工夫して，設置する。

【校庭】 ・ボールは，風の影響を受けないように，ビニール

↓ 製ではなく，重みのあるゴム製ソフトバレーボー

↓ ルをボールなどを使用して実施する。 倒れないようにおもりなどを置く。

他のネット型の種目へ ・別案として，学習指導要領解説体育編のネット型で例示されている「プ

（プレルボール） レルボール」を実施する。

Ａ 小学校学習指導要領解説体育編では，ゴール型の「サッカー」は，ハンドボールなどその他の

ボール運動に変えて指導することができ，ベースボール型の「ソフトボール」は，運動場が狭い

などの学校の実態に応じて取り扱わないことができる旨が示されています。〔第３節第５学年及び

第６学年の目標及び内容 ３内容の取扱い〕

このことを踏まえ，学校の実態によっては，年間指導計画の見直し等が必要になります。

なお，上記の学習に取り組む場合の参考として，通常の体育でも実施されているものの中から，

狭い校庭でも実施できる場の設定や用具の工夫例を以下に示します。

サッカー

【場の設定例】

・ラインによって児童が動ける範囲に制限を加え，ボールへの密集を防ぐとともに，一人一

人がボールに触れる機会を多くし，運動量を確保する。

攻撃は相手陣内，守備は自陣から出て ３ラインの区域の例。発展的には，縦方向の中

プレーできない。制限のないフリーマ 央区域にいるフリーマンとのパス交換で数的優

ンは，関係なくプレーできる。 位な状況をつくる攻撃に結び付けたい。

【用具の工夫例】

・柔らかいソフトサッカーボールや空気を少し抜いたゴム製ボールの使用。

Ｑ２ 校庭が狭くなってしまった場合，広いスペースを必要する「サッカー」や「ソフトボール」

の指導はどのように工夫したらよいでしょうか？

○ 用具
・ボールは，ゴム製ソフトバレーボールまたはソフトド

ッジボールなどの柔らかくて弾力性のあるものを使用
する。

・ネットはゴムひもでも代用でき，高さは 50cm ～ 60cm。
支柱は三角コーンやハードルなどでも代用できる。

○ ルール
・ボールは打ち上げてはならず，必ず地面に打ちつける。

相手からの返球や味方へのパスは，必ず自陣でワンバ
ウンドさせてから打つ。

・相手コートに３回でボールを返球できなかった場合や
バウンドさせないで直接ボールに触れた場合は，相手
チームの得点となる。
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ソフトボール

【場の設定例】

・１ベースのゲームとする。１塁ベースを２つ置き，攻撃側と守備側が１塁上で交錯するこ

を避ける。 【ルールの工夫例】

・投手は攻撃側が行う。

・ティーを使ってよい者をラッキーマ

ンとして設定。

・アウトゾーンを設定し，打者がベー

スを踏む前にアウトゾーンへボール

を送球し，アウトゾーンの守りがボ

ールを捕ることができたらアウトと

する。 など

【用具の工夫例】

・柔らかいボールやプラスチックバットの使用。

☆ これまでに示した指導例は，「小学校体育（運動領域）まるわかりハンドブック」

（文部科学省平成 23 年 7 月）に掲載されています。

小学校体育の円滑な実施を図るための教師用指導資料。低学年（全 50 ページ）中学

年（全 54 ページ）高学年（全 54 ページ） インターネット配信のみ。→「小学校ま

るわかりハンドブック」で検索

Ａ 各学校に配布されている「アクティブ☆チャイルド☆プログラム」（財団法人

日本体育協会 平成２２年１０月）からご紹介します。

○ 進め方

① 参加者全員がティッシュ（レジ袋でも可）を胸

やおなかの位置に置く。

② 鬼を２人決め，手を使わずにティッシュを落と

さないように走りながら，鬼ごっごを行う。

③ 途中でティッシュを落とした人は５秒間動けない。

ただし，５秒たったら再び参加できる。

☆ 走るスピードが落ちるとティッシュが落ちてしまうた

め，常に一定のスピードを保つ必要があります。鬼だけ

でなく，参加者全員が一定程度の運動量を確保すること

ができます。

※ DVD で実際の活動の様子が紹介されています。

☆ その他，たくさんの運動遊びや伝承遊びが紹介されています。インターネットからガイドブッ

クや動画のダウンロードも可能です。→「アクティブチャイルドプログラム」で検索

☆ 狭い場所での運動量を確保するには，なわとび（短なわ，長なわ）も効果的です。例えば，学

校で「たてわり（or 学級）対抗長なわ大会」を実施すると，大会だけでなく，それまでの練習過

程で運動量が確保されるとともに，たてわりグループ（or 学級）の和も深まります。

Ｑ３ 狭い校庭でも効果的に運動量を確保できるような運動例を紹介してください。
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Ａ ストレッチには，筋肉を伸ばすことで血液の流れをよくし，気分をリラックスさせる効果などが

あります。朝の会や児童に疲れが見られる時などに，積極的にストレッチを取り入れてみましょう。

以下に，教室でも簡単に行うことができるストレッチの一例をご紹介します。力を入れすぎずに

ゆっくりと大きな動作で，１０秒程度行うことがポイントです。

○ 座ったままでもできるストレッチの例

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

○ ペアで行うストレッチの例

みやぎっ子！元気アップエクササイズ （宮城県教育委員会 平成２０年９月）

仙台市体力向上プログラム （仙台市教育委員会 平成22年3月冊子・平成23年2月DVD）

☆ DVD の動画を見ながら，楽しく動きを身に付けていくことができ，運動量も豊富です。授業や

休み時間，集会活動，運動会，PTA 行事等，様々な場面で活用することができます。

Ｑ４ 児童のストレスや疲れを和らげ，元気に生活できるような教室でも簡単にできるストレッチ

を教えてください。

参考指導資料 （各学校に配布済）

頭の上で手を組

み，天井に向け

て押し上げるよう

に伸ばします。

片腕のひじを

胸の前で押さ

え，反対の肩

の方に向かっ

て引き寄せま

す。左右行い

ます。

体の前で手を

組み，前に押

し出すように

伸ばします。

頭の後ろで手

組み，胸を張

り 左 右 の

肩胛骨を近づ
けんこうこつ

けるように伸

ばします。

頭の上で片方の

手を逆の手でつ

かみ，引っ張りな

がら体を横に倒し

ます。左右行いま

す。

体の後ろで手を

組み，肩の位置

は変えずに，頭

をゆっくりと右に

倒します。左右

行います。

頭の後ろで片

方のひじに逆の

手を当て，下方

に押します。左

右行います。

両肩を耳に引

き寄せるように

持ち上げ， 2,3
秒止めた後，

一気に力を抜

きます。

お互いに背を向けて立ち，上体を

右方向にゆっくりねじりながら後

ろを向き，両手を合わせて止めま

す。ゆっくり戻って，反対側も行い

ます。

互いに会話しながら，腕を

マッサージしたり，肩もみ

や肩たたきをしたりするの

もよいでしょう。

☆ 子どもたちに体を動かすきっかけをつくり，体の動きを高めていくことをねらいとしており，

子どもたちの体力つくりに必要な２３の動きを取り上げています。宮城県教育委員会HPの「や

ってみよう みやぎっ子！元気アップエクササイズ」から動画や音楽，図解のダウンロードがで

きます。 【内容 ○みやぎっ子！元気アップエクササイズ ○ショートプログラム A ○ショ

ートプログラム B 付録 ○動きごとのメニュー〔No.1 ～ No.23〕，ベガルタチアリーダーズ 】

☆ 立ち幅とびの能力アップにつながるジャンプ力の向上や器械運動種目の達成率アップに効果

が期待できる回転感覚・支持力をクローズアップしたプログラムです。

【内容 ○リズム体操（ジャンケン体操・大きなロケット発射前！） ○ジャンプ力アップ！

（立ち・正座バージョン） ○回転感覚支持力アップ！（立ち・支持バージョン） ○体操（リ

ズム体操の前に・マットを使って） ○マット運動・跳び箱運動の示範】

学級で！学年で！全校で！

《 仙台市教育委員会 健康教育課 》


