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1．はじめに

　小学校体育科において、走運動に関する学習内
容として「かけっこ」や「短距離走」が挙げられ
る。小学校学習指導要領解説体育編 1）によると、
短距離走に関連した内容は、低学年においては

「走・跳の運動遊び」、中学年においては「走・跳
の運動」、そして高学年では「陸上運動」の領域
が設定されている。また、走運動に関する技能と
して、低学年の「走・跳の運動遊び」では「いろ
いろな方向に走ったり、低い障害物を走り超えた
りすること」、中学年の「走の運動」では「か
けっこ・リレーでは、調子よく走ったりバトンの

受渡しをしたりすること」、高学年の「陸上運動」
では「短距離走・リレーでは、一定の距離を全力
で走ったり、なめらかなバトンの受渡しをしたり
すること」が示されている。さらに、具体的な走
運動の技能について、中学年の「30～50 m 程度
のかけっこ」では、「真っ直ぐ前を見て、腕を前
後に大きく振って走ること」、高学年の「40～
60 m 程度の短距離走」では、「体を軽く前傾させ
て全力で走ること」が例示されている。このよう
な技能について、白旗ら2）は、体育科における学
習成果の評価においては、身体能力ではなく基礎
的な動きや技能が身に付いているかを評価する必
要があると述べている。
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要　旨
　本研究は、教職経験 5 年以内の初任期にある小学校教員と教職経験 15 年以上の熟練期にあ
る小学校教員を対象に、疾走動作の観察的評価における着眼点の相違について検討することを
目的とした。撮影された小学校 5 年生の 50 m 走を動画資料とし、設定された身体部位ごとの
着眼点によって「良い」または「要改善」の 2 段階で評価を行わせ、その回答率を初任期教員
と熟練期教員との間で比較した。その結果、疾走動作の観察的評価における着眼点において、
小学校学習指導要領解説体育編に例示されている上肢や体幹の技能の評価については教職経験
による明らかな相違は見られないものの、初任期教員においては例示されていない下肢の技能
や、四肢の動きのタイミング等に関する評価については、観察した動作と明示された着眼点と
の違いを識別することが困難である可能性が示唆された。
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　体育科の授業における走運動系の実践研究にお
いては、学習成果としてタイムや距離の評価に加
え、疾走動作の変容を多角的に分析する必要性が
指摘されている3）。走運動における疾走動作の発
達過程に対する評価について、小学校全学年を対
象に行われた調査の結果、高学年の 80％以上に
おいて走運動の基本的な動作が身に付いているこ
とが報告されている4） 5）。一方、高本ら6）は、小
学校全学年を対象に走運動の疾走動作を評価した
ところ、男子では 5 年生以降、女子では 4 年生以
降に発達の遅滞がみられたことを報告しており、
この発達の遅滞については走運動における基本的
な疾走動作がほぼ完成した時期と捉えているが、
成人にみられる高度に完成された動作を意味する
ものではないと指摘している。また、鈴木ら3）は、
動作の発達過程を評価する手法としての観察的評
価法の有効性を指摘した上で、合理的な動作に関
する指導が必要とされる小学校高学年を対象に、
疾走速度との関係から検討することによって疾走
動作を適切に評価できる観察的評価法を作成して
いる。
　小学校体育科において、かけっこや短距離走の
授業を行う際、教員は「合理的な動き」や「技能
が身に付いているか」といった児童の疾走動作を
適切に評価し、動作の習得状況に応じた助言をす
ることが必要であると考えられる。しかしなが
ら、走運動の技能に関する学習指導は、その達成
水準を問わなければ誰にでもできる運動であるこ
となどの理由から十分な検討が行われてこなかっ
たことが指摘されており7） 8）、小学校教員が授業
実践において走運動の疾走動作に対する観察的評
価の着眼点についても明らかになっていない。運
動における動作の評価や識別能力は、運動経験や
観察経験の影響を受けることが指摘されてお
り9） 10） 11）、陸上競技系の運動経験あるいは指導経
験を持たない小学校教員の場合、児童の疾走動作
を的確に観察し評価することは容易ではないこと
が予想される。加えて、授業実践の経験が少ない
初任期にある教員においては、経験の多い熟練の

教員に比べて動作の観察および評価に関する知識
や経験の蓄積も少ないと思われるが、観察的評価
の着眼点などを教職経験によって比較した報告は
ほとんど見当たらない。観察的評価の着眼点を異
なる教職経験の教員間で比較することによって、
教職経験の少ない教員における観察的評価の着眼
点などの傾向を把握できるとともに、体育科の授
業実践における観察的評価のポイントを提示する
ための基礎資料を得られるものと考えられる。
　そこで、本研究では、教職経験の異なる小学校
教員を対象に、疾走動作の観察的評価における着
眼点の相違について検討することを目的とした。

2．方法

⑴　調査対象者
　本研究の調査対象者は、都内の公立小学校に勤
務し、3 年生から 6 年生の学級担任を務める小学
校教員 18 名（男性 10 名、女性 8 名）であり、そ
のうち教職経験 5 年以内の初任期にある教員（以
下、初任期教員）は 8 名（男性 4 名、女性 4 名、
年齢 25.5±1.5 歳、教員歴 3.1±1.1 年）、教職経験
15 年以上の熟練期にある教員（以下、熟練期教
員）は 10 名（男性 6 名、女性 4 名、 年齢 40.8±
2.7 歳、教員歴 18.4±2.5 年）であった。調査対象
者の選定にあたっては、陸上競技の専門的な競技
経験および指導経験はなく、初任期教員において
は臨時採用等による教職経験がないことを条件と
した。調査対象者には、研究の趣旨、方法、およ
びデータの取り扱いについて文書および口頭で十
分に説明し、同意を得た上で実施した。

⑵　観察的評価資料
　観察的評価の資料は、本研究の調査対象者が勤
務する都内の公立小学校に在籍する 5 年生 34 名

（男子 16 名、女子 18 名）の協力を得て撮影した
50 m 走の動画を用いた。児童には、十分な準備
運動の後、全力疾走による 50 m 走を 2 回行わせ、
ストップウォッチによってその記録を測定した。
また、スタートから 30 m 地点の右側方 30 m に
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設置したデジタルビデオカメラによって疾走中に
おける全身の動作を撮影した。2 回測定した
50 m 走のうち、記録の良い方を評価資料として
採用した。評価資料として採用した 50 m 走の平
均タイムは、男子 9.3±0.8 秒、女子 9.5±0.7 秒で
あり、令和元年度における 50 m 走の全国平均値

（男子 9.43 秒、9.63 秒）12）と比較しても同程度の
走力であったことから、本研究における観察的評
価資料が一般的な 5 年生の疾走動作であると判断
した。

⑶　データの分析
　対象者には、児童 34 名の 50 m 走を撮影した
動画を見せ、疾走動作全体のフォームが「良い」
または「要改善」のどちらに当てはまるかの評価
を行わせた。評価に際して、「良い」または「要
改善」のどちらとも言えない場合、あるいは判断
できない場合には、回答しないよう指示した。ま
た、対象者が評価資料である動画を視聴する回数
については、実際の授業場面における評価を想定
して 1 回とした。観察的評価の信頼性について
は、観察者間における評価の一致率が概ね 80％
以上であることをもって信頼性があると判断され
ている13）ことから、児童 34 名の評価において教
員 18 名中 15 名が「良い」あるいは「要改善」と
している場合に「信頼性あり」とした。その結
果、児童 34 名の疾走動作において 11 名が「良い

（以下、優良群）」、17 名が「要改善（以下、要改
善群）」、6 名が「どちらともいえない、または判
断できない」に分類された。そこで、本研究にお
いては、優良群に分類された児童 11 名、および
要改善群に分類された児童 17 名を観察的評価の
対象とした。
　児童 34 名の疾走動作に対する詳細な観察的評
価においては、梶ら14）が作成した走動作の観察
的動作評価基準を用いた。身体部位を「上肢」

「体幹」「下肢」の 3 つのカテゴリーに分類し、
「上肢」では「肘の引き出し」「肘の曲げ伸ばし」
「腕振りの方向」、「体幹」では「背中の湾曲・体

幹の前傾」、そして「下肢」では「遊脚膝関節の
屈曲」「脚の振り出し・脚の振り戻し」「挟み込み
動作のタイミング」を評価項目として設定した。
また、各評価項目には「良い」または「要改善」
の 2 段階で評価させるための基準となる着眼点を
設けた。観察的評価資料における身体部位のカテ
ゴリー、評価項目、および着眼点を表 1 に示す。
　対象者には、優良群および要改善群それぞれの
疾走動作を着眼点ごとに評価を行わせ、「良い」
または「要改善」の回答率について初任期教員と
熟練期教員で比較した。着眼点ごとの評価におい
ても、どちらとも言えない場合、あるいは判断で
きない場合には回答しないよう指示した。なお、
疾走動作のフォーム評価および観察的評価基準に
よる疾走動作の評価にあたっては、調査対象者間
で協議しないよう個別に行うよう指示した。

3．結果

　観察的評価の基準による、優良群 11 名の疾走
動作に対する初任期教員および熟練期教員の評価

（「良い」または「要改善」の回答率）を表 2 に示
す。上肢の動作に関する評価をみると、評価項目

「肘の引き出し」については初任期教員の 87.5％、
熟練期教員の 80.0％、「肘の曲げ伸ばし」につい
ては初任期教員の 100.0％、熟練期教員の 90.0％
が「良い」と評価した。着眼点を 2 つ設定した

「腕振りの方向」については、「前後方向にまっす
ぐ腕を振っている」は初任期教員、熟練期教員と
もに「良い」の回答率は 100.0％であったが、「後
方への腕振りで脇が開くが、前方への腕振り時に
は脇を締めている」は初任期教員が 0.0％、熟練
期教員が 60.0％であった。また、「背中の湾曲・
体幹の前傾」における「良い」の回答率は、「顔
が正面を向いている」は初任期教員、熟練期教員
ともに 100.0％、「体幹が軽く前傾している」は初
任期教員の 87.5％、熟練期教員の 90.0％であった。
そして、下肢の動作において「良い」と評価した
回答率をみると、「遊脚膝関節の屈曲」は初任期
教員が 25.0％、熟練期教員が 90.0％、「脚の振り
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出し・脚の振り戻し」は初任期教員が 0.0％、熟
練期教員が 80.0％、「挟み込みの動作のタイミン
グ」は初任期教員が 37.5％、熟練期教員が 90.0％
であった。
　一方、要改善群 17 名の疾走動作に対する初任
期教員および熟練期教員の評価を表 3 に示す。上
肢の動作に関する評価をみると、評価項目「肘の
引き出し」における「要改善」の回答率は初任期
教員が 50.0％、熟練期教員が 40.0％、「肘の曲げ
伸ばし」における「要改善」の回答率は初任期教
員が 37.5％、熟練期教員が 40.0％であった。評価
項目「腕振りの方向」の「前後方向にまっすぐ腕
を振っている」における「要改善」の回答率は初
任期教員が 25.0％、熟練期教員が 20.0％、「後方
への腕振りで脇が開くが、前方への腕振り時には
脇を締めている」における「要改善」の回答率は
初任期教員が 25.0％、熟練期教員が 50.0％であっ
た。また、「背中の湾曲・体幹の前傾」について、

「顔が正面を向いている」における「要改善」の
回答率は初任期教員が 25.0％、熟練期教員が
20.0％、「体幹が軽く前傾している」における「要

改善」は初任期教員の 50.0％、熟練期教員の
60.0％であった。そして、下肢の動作に関する評
価をみると、「遊脚膝関節の屈曲」における「要
改善」の回答率は初任期教員が 0.0％、熟練期教
員が 80.0％、「脚の振り出し・脚の振り戻し」に
おける「要改善」の回答率は初任期教員が 0.0％、
熟練期教員が 50.0％、「挟み込みの動作のタイミ
ング」における「要改善」の回答率は初任期教員
が 0.0％、熟練期教員が 60.0％であった。

4．考察

　本研究では、教職経験の異なる小学校教員を対
象に、疾走動作の観察的評価における着眼点の相
違について検討した。調査対象者である小学校教
員によって分類された疾走動作全体のフォームが
良い「優良群」と改善点のある「要改善群」のそ
れぞれにおいて、設定された身体部位ごとの着眼
点によって「良い」または「要改善」の 2 段階で
評価を行わせ、その回答率を初任期教員と熟練期
教員との間で比較した。
　調査対象者によって疾走動作全体のフォームが

身体部位のカテゴリー 評価項目 着眼点

肘の引き出し 肘が体側より前後に大きく引き出されている。

肘の曲げ伸ばし 腕振り時において肘を曲げたままの状態が維持され
ている。

前後方向にまっすぐ腕を振っている。

後方への腕振りで脇が開くが、前方への腕振り時に
は脇を締めている。

顔が正面を向いている。

体幹が軽く前傾している。

遊脚膝関節の屈曲 支持脚が接地したとき、遊脚の膝が鋭角に屈曲し、
踵と臀部が近い。

脚の振り出し・脚の振り戻し 脚の振り出しが大きく伸びがあり、振り戻し動作が
見られる。

挟み込みの動作のタイミング 足底の一部が接地してすぐに遊脚が支持脚を越す。

腕振りの方向

背中の湾曲・体幹の前傾体幹

上肢

下肢

表 1　観察的評価の基準
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「良い」と評価された優良群において、熟練期教
員では着眼点全体的で「良い」と回答される傾向
にあった。それに対し、初任期教員では上肢およ
び体幹の着眼点については「良い」と回答される
傾向にあったが、下肢の着眼点については回答率
が低かった。これは、初任期教員において、下肢
の動作に対する観察的評価が、「良い」「要改善」
のどちらとも言えない、あるいは判断できないと
する回答が多かったことを示している。下肢の評
価における初任期教員の回答率の低さは、疾走動

作全体のフォームに改善点があると評価された要
改善群においても同様の傾向であった。小学校学
習指導要領解説体育編1）では、中学年の「30～
50 m 程度のかけっこ」において「真っ直ぐ前を
見て、腕を前後に大きく振って走ること」、高学
年の「40～60 m 程度の短距離走」において「体
を軽く前傾させて全力で走ること」など具体的な
走運動の技能が例示されている。小学校教員に
とって、学習指導要領解説体育編に例示されてい
る疾走動作の技能は具体的で分かりやすく、観察

表 2　優良群を対象とした観察的評価における着眼点ごとの回答率

良い 要改善 良い 要改善

肘が体側より前後に大きく引き出されている。 87.5% 0.0% 80.0% 0.0%

腕振り時において肘を曲げたままの状態が維持されている。 100.0% 0.0% 90.0% 0.0%

前後方向にまっすぐ腕を振っている。 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

後方への腕振りで脇が開くが、前方への腕振り時には脇を締めている。 0.0% 12.5% 60.0% 10.0%

顔が正面を向いている。 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

体幹が軽く前傾している。 87.5% 12.5% 90.0% 0.0%

支持脚が接地したとき、遊脚の膝が鋭角に屈曲し、踵と臀部が近い。 25.0% 0.0% 90.0% 0.0%

脚の振り出しが大きく伸びがあり、振り戻し動作が見られる。 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%

足底の一部が接地してすぐに遊脚が支持脚を越す。 37.5% 0.0% 90.0% 0.0%

初任期教員 熟練期教員
着眼点

良い 要改善 良い 要改善

肘が体側より前後に大きく引き出されている。 25.0% 50.0% 30.0% 40.0%

腕振り時において肘を曲げたままの状態が維持されている。 37.5% 37.5% 50.0% 40.0%

前後方向にまっすぐ腕を振っている。 62.5% 25.0% 80.0% 20.0%

後方への腕振りで脇が開くが、前方への腕振り時には脇を締めている。 12.5% 25.0% 30.0% 50.0%

顔が正面を向いている。 62.5% 25.0% 70.0% 20.0%

体幹が軽く前傾している。 37.5% 50.0% 40.0% 60.0%

支持脚が接地したとき、遊脚の膝が鋭角に屈曲し、踵と臀部が近い。 25.0% 0.0% 10.0% 80.0%

脚の振り出しが大きく伸びがあり、振り戻し動作が見られる。 0.0% 0.0% 20.0% 50.0%

足底の一部が接地してすぐに遊脚が支持脚を越す。 0.0% 0.0% 30.0% 60.0%

着眼点
初任期教員 熟練期教員

表 3　要改善群を対象とした観察的評価における着眼点ごとの回答率
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的評価の着眼点として「良い」あるいは「要改
善」の判断がしやすかったものと考えられる。一
方、疾走動作における下肢の技能については具体
的に例示されていないものの、熟練期教員の評価
においては下肢の技能に関する着眼点についても

「良い」の回答率が概ね高い値を示していた。こ
のことから、小学校学習指導要領解説体育編に技
能が具体的に例示されている着眼点については、
教職経験に関わらず技能の優劣を判断しやすいの
に対し、具体的な例示のない技能については、初
任期教員にとって観察的評価が困難である可能性
が示唆された。熟練者は、非熟練者に比べて小さ
な兆候を敏感に感じ取り、正しく評価できること
が指摘されている15）ことから、熟練期教員と比
べて非熟練者である初任期教員は下肢の着眼点に
おける兆候を発見し、技能を評価する知識や経験
が少なかったことも要因ではないかと推察され
る。加えて、短距離走の指導者は主に接地時の脚
に着目して疾走動作を評価しており16）、疾走速度
の速い走者は遊脚の大腿部が前方に位置している
こと17）、キックした脚を離地後に大きく後方へ流
すことは速度の低下につながること18）が指摘さ
れていることから、疾走動作における下肢の技能
についても観察的に評価し、習得状況を把握する
ことは技能向上のためにも重要であると考えられ
る。
　優良群に対する評価において、熟練期教員はい
ずれの着眼点においても「良い」の回答率は全体
的に高かったが、初任期教員による評価において
は、腕振りにおける脇の締め具合（着眼点「後方
への腕振りで脇が開くが、前方への腕振り時には
脇を締めている」）や下肢の技能に関する着眼点
のいずれも低い回答率であった。回答率の高い上
肢の「～肘を曲げたままの状態が維持されてい
る」や体幹の「顔が正面を向いている」「体幹が
軽く前傾している」が身体部位の向きや角度など
の状態を評価しているのに対し、下肢の技能に関
する着眼点が、「脚の振り出しが大きく伸びがあ
り、振り戻し動作が見られる」や「足底の一部が

接地してすぐに遊脚が支持脚を越す」など身体部
位の動きやそのタイミングを評価する着眼点で
あった。このことから、初任期教員は疾走動作の
観察的評価において、身体部位の向きや角度など
状態を評価することは比較的容易であるのに対
し、四肢の動きやそのタイミングについては観察
した動作と明示された着眼点との違いを識別する
ことが困難である様子も伺えた。しかし、本研究
における観察的評価では、事前に疾走動作を評価
するための着眼点を明示し、それに基づいて評価
を行わせたため、教員個々の評価に関する技量を
反映しているとは言い難い。身体部位ごとの評価
項目について、自由記述等による評価の傾向を初
任期・熟練期間で比較することによって、観察的
評価の着眼点の相違をより明確化できるものと考
えられる。
　要改善群に対する評価においては、初任期教
員、熟練期教員ともに「良い」「要改善」の評価
が分かれ、要改善群であるにもかかわらず「良
い」の回答率の方が高い着眼点も見られた。疾走
動作全体としては改善点があると評価したフォー
ムであっても、身体部位別の技能に焦点を当てた
場合には「良い」と評価できる項目があることを
示しており、要改善群に対する評価においては教
職経験の差による相違は見られなかった。また、
要改善群においても「良い」の回答率が高い値で
あった着眼点を見ると、「前後方向にまっすぐ腕
を振っている」や「顔が正面を向いている」など
小学校学習指導要領解説体育編に例示されている
技能に関連するものであった。この傾向につい
て、疾走動作全体としては改善点のあるフォーム
の児童であっても、走運動における上肢や体幹の
技能は比較的習得されていたことによるものか、
前述したように評価が容易な着眼点であったこと
によるものかは定かではない。今後、陸上競技を
専門とする指導者による評価なども加え詳細に検
討する必要があると考える。
　以上のことから、疾走動作の観察的評価におけ
る着眼点において、小学校学習指導要領解説体育
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編に例示されている上肢や体幹の技能の評価につ
いては教職経験による明らかな相違は見られない
ものの、初任期教員においては例示されていない
下肢の技能や、四肢の動きのタイミング等に関す
る評価については、観察した動作と明示された着
眼点との違いを識別することが困難である可能性
が示唆された。今後は、疾走動作の観察的評価に
おける着眼点の相違について、陸上競技を専門と
する指導者の着眼点を参考に、自由記述による具
体的な着眼点の相違について検討する必要がある
と思われる。
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