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Ⅰ．緒　言
１．組体操と組立体操
　濱田（1996）は，組体操について，「パートナー・
エクササイズ（partner exercise）とかペア・ギムナ
スティクス（pair gymnastics）といい，二人以上の
人たちが組んで行う体操です．すなわち，互いに力
を貸したり，体重を利用し合ったり，体のもつ特質
や技術を提供し合うことによって，一人では得られ
ない効果をねらう体操」とその特徴について説明し
ている．一方，組立体操については，「スタンツ・
ピラミッド（Stunts Pyramid）とかピラミッド・ビ
ルディング(Pyramid building)と呼ばれる表現性の
強い体操の一領域です．すなわち，組立体操は体育
的効果を期待するだけでなく，ピラミッドのような
モニュメントや自然界の景勝など，空間に互いの意
図する造形を構築し，美の共同感ともいうべき雰囲
気を味わうもの」とし，組体操と組立体操における
異なる趣を述べている．さらに，荒木（2016）は，
両者の違いについて，「組体操が2人以上で互いの
力を利用し合って動く，動的な運動であるのに対し
て，組立体操は人間を2段，3段と積み上げて造形
美を表現する，静的な運動形態」と述べた上で，「組
体操」と「組立体操」の区別が曖昧なまま学校現場
では実施されていることに苦言を呈している．濱田
と荒木による組体操と組立体操の主張に従い，いく
つかの代表的な技を分類すると表１のようになっ

た．本研究では，濱田や荒木が述べているように，
組体操と組立体操の両者を区別して述べていくこと
とする．

表1　代表的な技の分類
 （日本体育大学体操研究室，2017参照）
組体操 知恵の輪，背中合わせしゃがみ立ち，

手押し車，地蔵倒し，馬とび　など
組立体操 扇，ピラミッド，飛行機，サボテン，垣根，

補助倒立，肩乗せ，タワー　など

２．学校体育における組体操・組立体操
　組立体操は，その内容が1951年改訂中学校・高
等学校学習指導要領保健体育科体育編（試案），お
よび1956年改訂高等学校学習指導要領保健体育編
に示されている．「巧技」という領域の中に記載さ
れ，具体的には「組立型」の実施内容として中学校・
高等学校男子は「1.肩車　2.ひざ上立　3.肩上立　
4.肩水平　5.ひざ上倒立　6.やぐら　7.扇　8.積み
俵　9.大ピラミッド」の9つの技，女子は「1.肩車
　2.ひざ上立　3.肩水平　4.積み俵　5.扇　6.大ピ
ラミッド」の6つの技が示されていた．しかしなが
ら，組立体操が学習指導要領およびその解説にお
いて明記されたのは，この時限りであった．濱田
（1996）は，「巧技に対する抗議もあり，次の改訂
で巧技という名称は消えてしまい，組立という教材
もなくなってしまった．しかし，現場では運動会や
発表会の中で生きつづけており，毎年行われる国民
体育大会，高体連の行事などでは必ずといってよい
ほどさかんに行われているのが現状である」と述べ
ている．さらに，荒木（2016）は，「その後スポー
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ツ中心のカリキュラムに変化していく中で，『巧技』
領域の一部は『徒手体操』『器械運動』へ引き継がれ，
組立体操に関する記述は姿を消していった」と説明
している．そのため，現行学習指導要領においても
組立体操の表記は見当たらないが，長谷川（2016）
は，体つくり運動との連携を図る可能性を次のよう
に述べている．「小学校の低・中学年段階の『多様
な動きをつくる運動（遊び）』でいえば，『力試しの
運動』として『人を押す，引く，運ぶ，支えるなど』，
小学校高学年と中学・高校段階の『力強い動きを高
めるための運動』として『自己の体重，人や物など
の抵抗を負荷として，それらを動かしたり，移動し
たりする』ことが例示されている．これらは，人と
組んで実施する運動であり，組体操・組立体操のバ
リエーションの一つと理解してよい」と述べている．
さらに，組体操は「心と体を一体として，仲間と交
流を目指す『体ほぐしの運動』のねらいと，見事に
一致する」とも述べ，名称は異なるものの組体操・
組立体操の内容が体つくり運動領域として現在も取
り扱われていることを説明している．しかしながら，
多くの学校では組体操・組立体操を運動会のために
実施しており，「『ハレ』のイベントにおける組立体
操は，伝統という名のもとに形骸化し，安全性と教
育的意義が問われている」と長谷川（2016）は述べ，
単元学習として取り組まれていない実態を危惧して
いる．同様に，濱田（1996）は，「従来は体育祭や
運動会，実技発表会の時だけのエキジビション性だ
けが表に出すぎたきらいがあった．したがってこれ
からは，学校などでは平時の授業で随時扱って授業
の中に埋没させながら，時に地上に出て開花させる
ような地下茎的植物のような存在にしなければなら
ない．運動会用の教材と考え，運動会の間際に計画
し，その時期にこの運動だけ時間をかけ，叱咤激励
するようなやり方はこの運動の指導法としてはふさ
わしくない」と組立体操の指導計画や指導法につい
て，その在り方に警鐘を鳴らしている．つまり，付
け焼き刃的に指導するのではなく，現在の体育科の
目標である「生涯にわたって運動に親しむ資質や能
力の基礎を育てる」（文部科学省，2008）という視
点から組体操・組立体操の指導内容および指導法に
ついて再考する余地があるものと考える．

３．組体操・組立体操の国内動向
　平成28年3月25日，スポーツ庁は，「組体操等に
よる事故の防止について」を主題とした通知を出し
た．その内容は，1つ目に，組体操のねらいを全教

職員で共通理解を図ること，2つ目には，児童生徒
の状況把握と指導内容，指導計画の見直し，怪我が
発生した場合の原因究明について明文化された．さ
らに3つ目として，大きな事故につながる可能性が
ある技の実施については適切な判断をすることが求
められた．4つ目は，小学校における危険度の高い
技への慎重な選択が明記された．5つ目には，各教
育委員会による組体操の障害事例の現場教員への周
知徹底が示された．すなわち，組体操・組立体操の
実施の可否や実施技についての判断は各学校および
市区町村教育委員会に委ねるという通知であった．
厳重な予防策が提示された背景として，運動会等で
実施される組体操・組立体操では年間8000件を上
回る負傷者が毎年発生していることがあげられた．
この通達を受け，方針転換をした市区町村は少なく
ない．組体操・組立体操を廃止した自治体，段数を
制限して対応した自治体は表2の通りであった．

表2　各自治体の対応の3類型 （内田，2017抜粋）
段数を制限 長久手市，大野市，篠栗町，愛

知県，名古屋市，八尾市，静岡県，
春日井市，三重県，神戸市，岡
山県，岡山市，熊取町

組体操（あるい
はピタミッドや
タワー）廃止

大阪市，柏市，流山市，野田市，
鎌ケ谷市，東京都，東京都北区，
松戸市，金沢市，奈良県，福岡市，
北方町，御宿町，香美市

ほぼ従来どおり その他多数の自治体

　全国的に各自治体が事故防止に取り組んだ結果，
2016年度の組体操・組立体操による事故件数が
5271件と大幅に減少したと日本スポーツ振興セン
ターより報告された．しかしながら，内田（2017）
は，まだ5000件もの事故が起きていることを危惧
し，安全な指導法の確立が急務であるとしている．
あわせて，「すべての状況にリスクは付いてくるも
のであり，ゼロリスクは夢物語である．大事なのは，
仮にリスクが大きいものがあるとするならば，それ
をゼロにするのではなく，低減させることである（中
略）問題とされる部分を改善して，より安全で意義
のある内容に是正していけばよい．組体操もその危
険な部分を取り除いていけばよい．それこそが現実
的な対応である」と意見を述べている．加えて，町
支（2016）は，「一部の学校や自治体では，組体操
の全面的な中止を決定した．これは，批判の回避を
優先させてしまったからではないだろうか．つまり，
萎縮の結果であると考えられる」とし，実施方法や
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指導方法の見直しなどの根本的な部分を解決させず
に，騒動を終息させていることに異を唱えている．
さらに，荒木（2016）は，「極端な事例を取り上げて，
過度に一般化し，組立体操すべてを悪者扱いするの
は間違っている．また，高さの規制がすべての解決
策になるとも到底思えない．大事なのは，子どもた
ちの実態に応じて，教師が適切に指導すること」と
述べている．つまり，組立体操における大きなけが
の問題を解決させるためには，組体操・組立体操の
全廃ではなく，子どもたちの実態に即した実施内容
や指導法の再検討である．さらに，溝口（2016）は，
「組体操を行うのは，教員でも保護者でもなく子ど
もたちです．子どもたちの目線になってゼロベース
で組体操を検討することが急務」と検討の視点を述
べている．加えて，牧野（2016）も「いわゆる『組
体操問題』は，子ども不在で全てが進められていく
今の運動会への一つの警鐘と捉えるべきでしょう．
組立体操という集団演技，そして運動会という行事
全体において，学校がどれだけ子どもと合意の上で
進められているのかを点検すべき」と子どもとの合
意形成がないまま進められていることを問題視して
いる．つまり，組体操・組立体操の昨今の議論は，
大人の目線から考えられたものが多いため，その実
施内容や指導方法を再検討する場合には，まず子ど
もたちの声に耳を傾け，実施者の実態を把握するこ
とが必要であると考える．そこから議論をスタート
させることで，児童の実態に即した組体操・組立体
操指導について検討することができると考える．し
かしながら，児童の組体操・組立体操に関する内省
調査をまとめた報告は少ないのが現状である．

４．研究目的
　そこで，本研究は，組立体操の経験がある児童を
対象にアンケートを実施し，児童の組体操・組立体
操に対する内省を明らかにすることで，その指導法
について検討することを目的とした．

Ⅱ．方　法
１．対象者
　平成28年度に組体操・組立体操を運動会などで
実施した兵庫県加古川市の小学校5校の6年生児
童，計517名を対象とした．なお，実験参加に際し
ては，学校長にヘルシンキ宣言に準じて文書ならび
に口頭による実験内容の説明を行った上で，児童の
研究参加への同意を得た．本研究は，新潟大学保健
体育学倫理審査委員会の承認を得て実施したもので

ある．

２．アンケート実施日　
　平成28年7月上旬に各小学校に配布し，7月下旬
に回収した．回収率は100％であった．

３．アンケート項目
　アンケート項目を以下に示す．なお，アンケート
は自記式質問紙で実施した．学校名，性別，自由記
述以外は，「はい・いいえ・どちらでもない」の3

件法で回答させた．
１）学校名，性別について
２）自分から進んで組体操に取り組めましたか．
３） 仲間と協力して仲良く組体操に取り組めました
か．

４） 組体操は楽しかったですか．それはどうしてで
すか（自由記述）．

５） 深く心に残ることや感動することはありました
か．

６）もう一度組体操をやりたいですか．

４．集計方法
　調査で得られた結果をMicrosoft Excelを用いで集
計し，表を作成した．パーセントの値は小数第二位
を四捨五入し，小数点第一位まで求めた．

Ⅲ．結果および考察
１．対象者
　小学校5校，517名を対象に実施したアンケート
の有効回答者数は，502名（97.1％，男子280名，
女子222名）であった．未回答項目が含まれたアン
ケートは，本研究の対象からは除外した．学校別の
回答者数は，表3の通りであった．

表3　学校別の集計数

A校 75名 3クラス
B校 127名 4クラス
C校 32名 1クラス
D校 113名 4クラス
E校 155名 5クラス
計 502名 17クラス
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２．アンケート項目別および男女別の集計結果
　各項目における全体(n=502)の結果と男子
(n=280)，女子(n=222)に分けた結果を表4に示し
た．

2-1.自主性について
　「自分から進んで組体操に取り組めましたか」
の質問に対して，「はい」と回答した児童は425名
（84.7％），「いいえ」と回答した児童は20名（4.0％），
「どちらでもない」と回答した児童は57名（11.4％）
であった．
　男女別に見ると，「はい」と回答した男子は
234名（83.6％），女子は191名（86.0％），「いい
え」と回答した男子は10名（3.6％），女子は10名
（4.5％），「どちらでもない」と回答した男子は36名
（12.9％），女子は21名（9.5％）であった．
　性差に関係なく，「はい」と回答した児童が8割
を超えていたため，自主的に組体操・組立体操に取
り組めた児童が多くいる実態が示され，児童は様々
な技に進んで挑戦していたことがわかった．

2-2.協力について
　「仲間と協力して仲良く組体操に取り組めまし
たか」の質問に対して，「はい」と回答した児童
は471名（93.8％），「いいえ」と回答した児童4名
（0.8％），「どちらでもない」と回答した児童は27名
（5.4％）であった．
　男女別に見ると「はい」と回答した男子は257名
（91.8％），女子は214名（96.4％），「いいえ」回答

した男子は3名（1.1％），女子は1名（0.5％），「ど
ちらでもない」と回答した男子は20名（7.1％），女
子は7名（3.2％）であった．
　仲間との協力についても，全体的に高い値が示さ
れた．特に，女子においては，96.4％の児童が友だ
ちと協力をして仲良く活動ができたと答えた．濱田
（1996）によると組体操とは，「体と動きによる会話」
であり別名「触れ合い体操」とよび，「お互いに協
力し協調し，連携して身体的にも精神的にもよりよ
い刺激を与え合う運動」と述べている．つまり，お
互いに支えあったり，息を合わせて動いたりするこ
とで，必然的に協力することを学ぶことができるの
が，組体操・組立体操の教材としての魅力であると
言える．

2-3.楽しさについて
　「組体操は楽しかったですか」の質問に対して，
「はい」と回答した児童は426名（84.9％），「いいえ」
と回答した児童は22名（4.4％），「どちらでもない」
と回答した児童は54名（10.8％）であった．
　男女別に見ると，「はい」と回答した男子は
228名（81.4％），女子は198名（89.2％），「いい
え」と回答した男子は17名（6.1％），女子は5名
（2.3％），「どちらでもない」と回答した男子は35名
（12.5％），女子は19名（8.6％）であった．
　楽しさについても8割以上の児童が「はい」と回
答しており，特に，女子では，男子よりも7.8ポイ
ント高く，肯定的に捉えている児童が多かった．体
育において運動の楽しさを実感することは，最も重

質問内容 はい いいえ どちらでもない
自分から進んで組体
操に取り組めました
か

425（84.7％） 20（4.0％） 57（11.4％）
男子 女子 男子 女子 男子 女子

234（83.6％）191（86.0％） 10（3.6％） 10（4.5％） 36（12.9％） 21（9.5％）
仲間と協力して仲良
く組体操に取り組め
ましたか

471（93.8％） 4（0.8％） 27（5.4％）
男子 女子 男子 女子 男子 女子

257（91.8％）214（96.4％） 3（1.1％） 1（0.5％） 20（7.1％） 7（3.2％）
組体操は楽しかった
ですか

426（84.9％） 22（4.4％） 54（10.8％）
男子 女子 男子 女子 男子 女子

228（81.4％）198（89.2％） 17（6.1％） 5（2.3％） 35（12.5％） 19（8.6％）
深く心に残ることや
感動することはあり
ましたか

391（77.9％） 50（10.0％） 61（12.2％）
男子 女子 男子 女子 男子 女子

204（72.9％）187（84.2％） 36（12.9％） 14（6.3％） 40（14.3％） 21（9.5％）
もう一度組体操をや
りたいですか

342（68.1％） 67（13.4％） 93（18.6％）
男子 女子 男子 女子 男子 女子

175（62.5％）167（75.2％） 46（16.4％） 21（9.5％） 59（21.1％） 34（15.4％）

表４　項目別および男女別の結果
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視される観点である．仲間を支えたり，仲間を自身
の身体の上に乗せたり，力を入れて姿勢を保持した
りする組立体操は，決して楽な運動ではないが，児
童はその活動の中で楽しさを感じている実態が示さ
れた．一方で，楽しく感じていない児童も少数いる
ことから，これらの児童への細心の配慮が課題とし
てあげられた．

2-4.感動体験について
　「深く心に残ることや感動することはありまし
たか」の質問に対して，「はい」と回答した児童は
391名（77.9％），「いいえ」と回答した児童は50名
（10.0％），「どちらでもない」と回答した児童は61

名（12.2％）であった．
　男女別に見ると，「はい」と回答した男子は204

名（72.9％），女子は187名（84.2％），「いいえ」
と回答した男子は36名（12.9％），女子は14名
（6.3％）「どちらでもない」と回答した男子は40名
（14.3％），女子は21名（9.5％）であった．
　自主性や協力，楽しさについての項目と比較する
と「はい」と回答した児童の割合は低かったものの，
8割弱の児童が感動体験を得ており，この項目にお
いても，女子で高い割合が示された．組体操・組立
体操は，感動することを前提として実施されるもの
ではない．そのため，練習期間を含めた全て取り組
みの結果として，最終的に感動を得た児童がいたと
いうことになる．副次的に深く心に残ったり，感動
できたりした組体操・組立体操の実施は，子どもた
ちにとって価値のある意義深いものであったと考え
る．

2-5.再実施の希望について
　「もう一度組体操をやりたいですか」の質問に対
して，「はい」と回答した児童は342名（68.1％），「い

いえ」と回答した者は67名（13.4％），「どちらでも
ない」と回答した児童は93名（18.6％）であった．
　男女別に見ると，「はい」と回答した男子は175

名（62.5％），女子は167名（75.2％），「いいえ」
と回答した男子は46名（16.4％），女子は21名
（9.5％），「どちらでもない」と回答した男子は59名
（21.1％），女子は34名（15.4％）であった．
　組体操・組立体操の再実施を希望した児童は，全
体では68.1％，男子においては62.5％にとどまった．
組体操・組立体操にもう一度取り組みたいか否かに
ついての回答は，児童の組体操・組立体操への評価
と捉えることができ，重要な観点と考える．なぜな
ら，いかなる運動教材においても児童に再びやって
みたいという気持ちを持たせるような取り組みが必
要であり，そのことが生涯にわたって運動に親しむ
資質や能力を育む素地になると考えるためである．
　そこで，再実施を希望した児童と希望しなかった
児童における，他項目との関係をみることで，どの
ような点を特に配慮しながら組体操・組立体操指導
を行えばよいのかを検討したい．

３．再実施希望の有無と他項目との関係
　「もう一度組立体操をやりたいですか」の質問
に対して，「はい」と回答した342名（再実施希望
群）と「いいえ」と回答した67名（再実施否希望群）
における，他の質問項目とのクロス集計結果を表5

に示した．

3-1.再実施希望の有無と自主性の関係
　再実施希望群342名のうち，自分から進んで組体
操に取り組めたと回答した児童は312名（91.2％），
取り組めなかったと回答した児童は7名（2.1％），
どちらともいえないと回答した児童は23名(6.7％ )
であった．

再実施希望群（n＝342） 再実施否希望群（n＝67）
質問内容 はい いいえ どちらでもない はい いいえ どちらでもない

自分から進んで組体操
に取り組めましたか 312（91.2％） 7（2.1％） 23（6.7％） 42（62.7％） 8（11.9％） 17（25.4％）

仲間と協力して仲良く
組体操に取り組めまし
たか

330（96.5％） 1（0.3％） 11（3.2％） 56（83.6％） 2（3.0％） 9（13.4％）

組体操は楽しかったで
すか 323（94.4％） 2（0.6％） 17（5.0％） 37（55.2％） 16（23.9％） 14（20.9％）

深く心に残ることや感
動することはありまし
たか

303（88.6％） 16（4.7％） 23（6.7％） 32（47.8％） 23（34.3％） 12（17.9％）

表５　組立体操再実施希望の有無と他項目との関係
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　一方，再実施否希望群67名のうち，自分から進
んで組体操に取り組めたと回答した児童は42名
（62.7％），取り組めなかったと回答した児童は8名
（11.9％），どちらともいえないと回答した児童は17

名（25.4％）であった．
　再実施希望群では，進んで取り組めたと回答した
児童は9割にのぼったが，再実施否希望群では28.5

ポイント低い，約6割に止まり，その差が明らかに
なった．組立体操は，技をできるようにする達成型
の種目であるため，自分や仲間の課題を見つけて，
その課題解決に向けて行動できることが重要であ
る．その活動が困難な児童には，教師が易しい運動
課題を設定し，課題を解決できる喜びを感じさせる
など，自分から進んで運動ができるような支援をし
ていく必要があると考えられた．

3-2. 再実施希望の有無と協力経験との関係
　再実施希望群のうち，仲間と協力して仲良く組体
操に取り組めたと回答した児童は330名（96.5％），
取り組めなかったと回答した者は1名（0.3％），ど
ちらでもないと回答した者は11名（3.2％）であっ
た．
　一方，再実施否希望群のうち，仲間と協力して
仲良く組体操に取り組めたと回答した児童は56

名（83.6％），取り組めなかったと回答した者は2

名（3.0％），どちらでもないと回答した者は9名
（13.4％）であった．
　再実施希望の有無と協力経験の有無には，他の項
目と比較すると明らかな差は示されなかった．両群

において協力できた児童が多かったため，協力の有
無と継続の意思とは強い関係はないものと推察され
た．つまり，どのように協力ができたのかや，仲間
と協力できたことを肯定的に捉えられているかどう
かという点が，重要になるものと考えられた．

3-3. 再実施希望の有無と楽しさとの関係
　再実施希望群のうち，楽しかったと回答した児童
が323名（94.4％），楽しくなかったと回答した者が
2名（0.6％），どちらでもないと回答した児童が17

名（5.0％）であった．
　一方，再実施否希望群のうち，楽しかったと回答
した児童は37名（55.2％），楽しくなかったと回答
した児童が16名（23.9％），どちらでもないと回答
した児童が14名（20.9％）であった．
　再実施希望群における肯定的な回答が94.4％で，
再実施否希望群が55.2％にとどまったことから，再
実施希望の有無で39.2ポイントの差が示された．
　組体操・組立体操が楽しくなかったと回答した
16名における楽しくなかった理由の自由記述を表6

に示した．「しんどさ」や「きつさ」，「練習におけ
る疲労」や「暑さ」，「ふまれることへの嫌悪感」，「痛
さ」等があげられた．これらの組立体操への批判的
な児童の声は少数派ではあるものの，見過ごすこと
ができない児童からの警鐘と捉えることができる．
児童にとって何がつらいのか，何がしんどいのか，
何が痛いのかを教師は理解しておく必要がある．細
川（2016）は，全国的に事故が多い「倒立」や「サ
ボテン」が演技の前半部分にタワーやピラミッドを

しんどいからです ひざがとてもいたいし，背骨をふむのをやめてと
いってるのにふんだりしてきたから．

練習がしんどかった． そこまで大きなこともしてないし，４人や３人にな
ると下ばかりで上の人にふまれているような感じが
とてもいやだった．

きつかったから． 足とかかとがいたくて，うしろにおちそうになった
から．

練習でつらかったりしたから． 運動場の石や砂がいたかったから．けがをしたから．
楽しいいこともあったけど，楽しくないことだらけ
だったから．

思ったよりもむずかしかったから．

暑すぎてとてもつかれたから． きんちょうして楽しくできなかった．
暑くてつかれるし，自分は失敗していないのに他の
人が失敗すると失敗したとなるから．

せいいっぱいしたので楽しさをわすれていた．

いたかった．おもかった．おちた． 失敗したらけがをするから，楽しいと思うよゆうが
なかった．

表６　再実施否希望群における楽しくなかった理由（自由記述）
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最後の見せ場にする演技構成に対して「『倒立』や
『肩車』『サボテン』は決して初歩的ではなく，事故
が起きやすい技であることを認識した上で，学校の
先生方には無理のない組体操のメニューに取り組ん
でいただきたい」と実施者の立場になって切なる願
いを述べている．さらに荒木（2016）は，「教師は，
自分で体験し，学ばなければならない」と教師自ら
が体験する大切さを唱えている．すなわち，教員に
は，個々人の体力・体調への配慮，運動場など実施
場所の整備，練習期間や運動経験を児童の立場に
なって考慮した指導計画の立案が求められていると
いえる．

3-4.再実施希望の有無と感動体験の関係
　再実施希望群のうち，深く心に残ることや感動す
ることがあったと回答した児童は303名（88.6％），
「いいえ」と回答した者は16名（4.7％），「どちらで
もない」と回答した者は23名（6.7％）であった．
　一方，再実施否希望群のうち，深く心に残るこ
とや感動することがあったと回答した児童は32名
（47.8％），「いいえ」と回答した者は23名（34.3％），
「どちらでもない」と回答した者は12名（17.9％）
であった．
　楽しさと同様に，再実施否希望群の肯定的な回
答が47.8％と低い値にとどまり，再実施希望群とは
40.8ポイントの大きな差が示された．内田（2017）
は「組体操にはたしかに，『一体感』や『感動』を
得られるという教育的意義はある」と述べているよ
うに，児童にとって，「感動」を得られる体験がそ
の後の組体操・組立体操への意欲に強い影響を与え
ることがわかった．すなわち，目標を達成したり，
仲間と一生懸命に取り組んだりした結果，副次的に
得られる「感動」は，児童にとっては重要な体験で
あると考える．しかしながら，「『一体感』や『感動』
を得るには，あまりにリスクが大きいと言わざるを
得ない」と内田（2017）は述べ，ピラミッドやタワー
の高層化は，感動を得るための手段にはならないと
指摘している．さらに荒木（2016）は，「組立体操
の教育価値を問われたときに，高さを追求すること
で子どもたちが「感動」や「達成感」を味わえるか
ら，と答える人もいる．しかし，『感動』や『達成
感』といった価値は他の運動でも味わえる。（中略）
大切なのは，はじめから高さを追求するのではなく，
しっかりとプロセスを経ていくこと．そのプロセス
の先に組立体操に固有の教育的価値がある」と述べ
ている．そのため，教師は日頃の教育活動から児童

の身の丈にあった組体操・組立体操の目標を明確に
児童に示し，それを一つ一つ成し遂げることで得ら
れる達成感や感動を児童に保証できるような指導方
略を検討することが必要であると考えられた．
　
Ⅳ．まとめ
　本研究は，組立体操の経験がある児童を対象にア
ンケートを実施し，児童の組立体操に対する内省を
明らかにすることで，その指導について検討するこ
とを目的とした．その結果，以下のことが明らかに
なった．

１） 組立体操を運動会で実施した児童502名からは，
自主性，協力，楽しさ，感動の有無について，
全体的に肯定的な回答が多く得られ，特に女子
においては男子よりも肯定的な回答率が高かっ
た．

２） 組体操の再実施を希望する児童は342名，希望
しない児童は67名となった．各群における自
主性，協力，楽しさ，感動の有無については再
実施希望群において肯定的な回答率が高くなっ
た．特に，自主性と楽しさ，感動経験の有無で
は，再実施希望群と再実施否希望群で大きな差
が示されたことから，児童の組立体操指導にお
いては特に配慮を要する観点であることが明ら
かになった．

３） 再実施否希望群において，組立体操が楽しくな
かったと回答した児童は16名であった．その
児童の自由記述より，組立体操実施による「し
んどさ」や「つらさ」や「練習の疲労感」，「踏
まれることへの嫌悪感」，「痛さ」などがあげら
れた．よって，これらの声に正対した指導法の
改善が急務であることが確認された．

　濱田（1996）は「重さを利用する運動にはバーベ
ルやダンベル，鉄亜鈴，その他各種のトレーニング
の器械があるが，組体操はそのような無機物を媒介
とするのではなく，お互い，生命のある感受性をもっ
た人間が相手であり，対象であるところに特徴があ
る」と述べている．人と人が触れ合って，支え合っ
て実施する組体操・組立体操には，その運動でのみ
で可能な運動経験も内在する．本研究からは，多く
の児童は，組体操・組立体操に自ら進んで取り組み，
友だちと協力もでき，楽しく実施できていた実態が
把握できた．さらに，組立体操を通して感動を得て
いた児童も数多くいた．これが児童の組体操・組立
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体操に対するありのままの声と捉えると，一部の危
険な技の無謀な実施のために，組体操・組立体操を
完全に廃止するのは，極論と言わざるを得ない．子
どもたちの声に耳を傾け，児童の実態に合わせた内
容を指導することで組体操・組立体操の可能性はよ
り広がっていくものと考えられた． 

　
Ⅴ．研究の限界
　本研究の成果は，加古川市立の小学校5校を対象
に行った調査である．したがって，地域や学校種が
異なれば結果が異なる可能性も考えられるため，確
信を持って結論づけるには至っていない．今後，そ
れらの点を考慮に入れた検証が必要である．
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