
事 例 中学校 保健体育科 第２学年女子 陸上競技「ハードル走」

段階的なハードリングの技術指導によりテーマ

より速く走ることができるハードル走の授業

授業改善の ・ハードリングを『形 ・ 動き ・ リズム』で捉えた練習方法の明確化』『 』『
ポイント ・一定のインターバルにおける指導の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

以下の（１）から（４）により学習状況を把握した。
（１）ハードル走に対する意識調査の結果
（２）ハードル走に対する意識調査の分析
（３）小学校での学習内容の調査
（４）小学校での学習内容の分析

学習状況の結果と分析

（１）ハードル走に対する意識調査の結果

《 好き」の主な理由》「
・走るのが好き ・正しく跳べた時の達成感があった
・ぴょんぴょん跳ぶのが好き ・完走できると嬉しい
・普通に走るより楽しいしおもしろい

《 どちらでもない」の主な理由》「
・走るのが遅い ・タイムが伸びるのは嬉しいけど、跳ぶのが苦手
・高さによって違う ・転がるのが嫌
・やっていくうちに楽しくなるがやり始めが怖い
・跳ぶ時反射的に「転ぶかも！怖い！」と思ってしまう
・おもしろくもつまんなくもない

《 嫌い」の主な理由》「
・上手く跳べない ・つまずいて倒した
・倒した時足が痛い ・転んで痛かった
・一定のリズムで跳べない ・走りながら跳ぶのが難しい
・あまり楽しくなかった
・足に当たってしまいそうで心配して自信がもてない
・タイムを計るのが嫌い ・３歩でいけない

（２）ハードル走に対する意識調査の分析
ハードル走の学習では、ハードルに触れ転んでしまうことへの恐怖心や思い通り振り
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上げ足や抜き足を動かすことができないことから、意欲をなくし積極的に課題解決に取
り組むことができない生徒が多い。つまりハードリングに対して不安を抱いているとい
うことである。しかし、難しいハードル走だからこそ、技能の上達に向けた練習方法を
理解し、高い目標をもって取り組むことが大切であると思っている。

（３）小学校での学習内容の調査の結果

上体リズム スピード 足
・手を大きく振る・１台目までは全力 ・利き足を決めておく

・高く跳ばない・３歩でリズムよく ・前へ向かって走る ・足をしっかり上げる

・腰の高さを変えない・１．２．３で跳ぶ ・勢いを付ける ・前足の膝を伸ばす

《校区の小学校での学習条件》

小学校 距離 台数 高さ インターバル 設定コース

Ａ小 ５０ｍ ５台 ６０ｃｍ ５ｍ ３コース

Ｂ小 ５０ｍ ５台 ６０ｃｍ ６ｍ ５コース

Ｃ小 ５０ｍ ４台 ６０ｃｍ １０ｍ ４コース

（４）小学校での学習内容の調査の分析
３歩のリズムを重点にするがあまり、ハードル間の距離を個に応じて変え、３歩のリ

ズムで走りきるようにしてきた。そうすると、ハードルの高さを低くしていたりインタ
ーバルを短くしていたりした生徒は、単元の後半で条件を揃えて競技を行うと３歩で行
けない場合があり、リズムよく走りきれず終わってしまっている。中心の考えはリズム
で、次にスピード→足→上体というようにだんだん意識が低くなっている。

授業改善へ

２ 実態分析に基づく授業改善
（１）授業改善の方針

生徒の実態 教師の願い
・ハードリングの恐怖感が強い。 ・正しいハードリングを身に付けさ
・ハードリングが身に付いてな せたい。
く上手く跳べない。 ・より速く走りきらせ、５０ｍ走の

・タイムを速くしたいという願 タイムに対する接近値でも評価す
いが強い。 べきではないか。

①ハードリングを『形 ・ 動き ・ リズム』で捉えた練習方法の明確化』『 』『
②一定のインターバルにおける指導の工夫

（２）改善の具体的方途と実践
①ハードリングを『形 ・ 動き ・ リズム』で捉えた練習方法の明確化』『 』『
『振り上げ脚の膝の伸び 『振り上げ脚の向き 『振り上げ脚と逆の手の位置（ディッ』、 』、

プ 『ハードル上での抜き脚の膝の位置 『着地時の抜き脚の膝の上がり』など、ハード）』 』、
リングの技術の指導として、それぞれ課題解決の練習方法を『形』→『動き』→『リズム』
というように段階的に表で示し、自分の課題となっている部分の練習を毎時間、ペアやトリ
オで確実に行えるようにする。調整力を高める意味でも、左右の足で交互に行うことが大切
だと考える。



ウォーミングアップで股関節の柔軟性を高めるために、ハードルを使
ったストレッチングを入れる。

◎１つ目は股関節と大腿二頭筋を伸ばすために、振り上げ脚の踵をハー
ドルの上に置いて足首に力を入れてつま先を垂直に立てウ
る。ォ

｜
◎２つ目は、より股関節の稼働域を広げるために反対側かミ
ら両手でハードルの板を押し、ハードルの足を立てて前ン
に傾けて片脚をハードルの横棒に乗せ前後に動かす。グ

ア
◎３つ目に、抜き脚の股関節の開きを大きくするため、片脚を大きく横ッ
に振って肩の高さまで上げ柔軟性と内転筋強化も図る。プ

振
振り上げ脚をハードルの端の上に置き、重心移動で腰をのせて膝を前方にり

出しリードさせ、身体を高い位置にキープする。地面に接地している軸脚の上
かかとを上げて真っ直ぐ伸ばす。げ

脚

デ
地面に腰を下ろし、身体の正面に振り上げ脚を真っ直ぐ伸ィ
、 。ッ ばし 抜き脚の股・膝・足首の３つの９０度をつくって座る

プ

ハードルの左右の高さを変えて傾斜を作り、ハードルの
横に立って抜き脚の土踏まずをハードルの高い方の上に上抜
げる。膝の高さが胸の前まで上がり、つま先が９０度外側き
に向いている。上体のバランスを保つために、肩の高さの脚
鉄棒を両手で持って形をつくる。

形づくりで行った振り上げ脚の形から着地までを一連の動きとし
て行う。ハードルの端に振り上げ脚がかかる所で、ハードルの上か振
ら靴の裏を滑らせるように重心移動を意識し、体重を着地した脚にり
かける。この時も地面に接地している軸脚の踵を上げて真っ直ぐ伸上
ばす。また、振り上げ脚を真っ直ぐに出すためと遠くから踏み切るげ
ために、助走をして遠くから振り上げ脚の裏で壁を蹴ると同時に、脚
反対の手も足に近いところに着く。

地面に腰を下ろし、身体の正面に振り上げ脚を真っ直ぐ伸ばし、抜き脚のデ
股・膝・足首の３つの９０度をつくって座る。振り上げ脚と同じ側の手を前ィ
に出し「１」として 「２ 「３」と振り 「４」で反対の手をつま先につけッ 、 」 、
て前傾動作をつくる。プ

ハードルの傾斜を使った形づくりで行った抜き脚の形をつくり、肩
の高さの鉄棒を両手で持ち、抜き脚の土踏まずをハードルの低い位置抜
から高い位置へ引き上げる。このとき地面に接地している軸足のつまき
先は真っ直ぐ前方を向いている。膝の高さが胸の前まで上がり、つま脚
先が９０度外側に向いている。



○振り上げ脚の歩行
膝を真上ではなく前方に進めるようリードする。膝を伸ばし

て勢いよく引きながら振り下ろし、なるべく早く足裏から地面
。 （ ） 。に着地する 振り下ろしの勢い 反動 を使って腰を前へ出す

地面に着地した後は体重の全てをのせ、反対の脚（インターバ
ルの１歩目）を胸まで引き上げる。
○振り上げ脚のもも上げ振
膝を真上ではなく前方に進めるようリードする 「１，２」り 。

のリズムに合わせてもも上げと着地を行う。膝でリードし、ハ上
ードルを越えても膝が開かないようにする。振り下ろして着地げ
した時に重心をしっかりのせる。脚
○振り上げ脚のツースキップ
ツースキップのリズムをつかむ （振り上げ脚のももを高く。

上げ、脚の入れ替え動作を速くする ）振り上げ脚の膝からリ。
。 、ードして上げる 膝を伸ばして勢いよく引きながら振り下ろし

なるべく早く足裏から地面に着地する。軸足は膝を曲げずに真
っ直ぐ伸ばしてかかとを上げる。

全力に近いスピードでの振り上げ脚の練習の時に、身体の正面に振りデ
上げ脚を真っ直ぐ伸ばし、振り上げ脚と反対の手でつま先をさわり、前ィ
傾姿勢を保つ。両腕でバランスを取り、着地した後も前傾姿勢を崩さずッ
２歩目を出せるようにする。プ

○抜き脚の歩行
抜き脚の膝を中心にハードルの上からさらに最高点

まで、抜き脚と反対側の腕を使って最短距離で引っ張
る。つま先が下を向かないように足首の９０度をつく抜
る。抜き脚が地面に接地したら、次の１歩目の脚を上き
げる動作まで行う。抜き脚を「１」のリズムで引き上脚
げ、次の「２」で脚を入れ替えて反対の脚のももを上
げる。
○抜き脚のツースキップ
ツースキップのリズムをつかむ （抜き脚の膝を高く上げ、脚の入れ替え動作を速く。

する）抜き脚の膝からリードして最高点まであげる。抜き脚を強く下ろし地面に着地さ
せ、同時に１歩目になる脚のももを上げてランニングフォームをつくる。軸足は膝を曲
げずに真っ直ぐ伸ばしてかかとを上げる。

②一定のインターバルにおける指導の工夫
小学校での学習内容の調査の分析の結果、小学校では、３歩のリズムで調子よく走る感覚

をつかませることを中心に据え、自分に合ったインターバルを選んで取り組んでいた。そう
なると、インターバルの条件が低いレベルに留まっていると考えられる。今回の実践では、
高さを６０ｃｍ、インターバルを７ｍ（インターバル７ｍというのは、従来の２年生女子の
設定としては、かなり高いレベルと考える）というように全てのコースを一定の高さと距離
にして、生徒全員が同じ条件でタイムを競うことにした。５０ｍ走のタイムと５０ｍハード
ル走とのタイムの比較をする場合、同じ条件でなければ公平な評価はできない。走力のない
生徒にとって、今までのように３歩のリズムでは厳しくなる。そのため、インターバルを４
歩や５歩で行く生徒も出てくる。インターバルを５歩よりも４歩、４歩よりも３歩で走る方
が、タイムを確実に縮めることができる。４歩の場合は、振り上げ脚・抜き脚が交互に変わ
っていくため、跳びやすい方と跳びにくい方との差が大きいとバランスを崩してしまうこと
も考えられる。その場合、どちらの足でも振り上げられてどちらの足でも抜けられる調整力

。 、 。が必要になってくる 調整力も含めて考えると 両脚の部分練習も考えていく必要があった
片方の足だけの練習と違ってより高度になっていくが、その分タイムのロスが少なくなり、
接近値にこだわって課題解決の工夫ができる。



…インターバル３歩の生徒には

より低く素早いハードリングを目指すために、写真のような柔らか
、いプラスチック板と恐怖心をとる為のスポンジをハードルに取り付け

自分のハードリングの高さを実感させるとともに、振り上げ脚と抜き
脚の高さの目標となるようにした。
青い方はハードルから１６ｃｍ出ている。赤い方はハードルから１

２ｃｍ出ている。１・２台目に青を付け、３・４台目に赤を付け、最
後の５台目は何も付けないようにした。
高く跳び上がらないようにするために、プラスチックによってディ

ップの意識が持続できているか、振り上げ脚と抜き脚の高さの自己評
価の目印として実感させた。また、振り上げ脚の踵で蹴るイメージを
することで膝からのリードができ、膝が伸び、遠くから踏み切れるよ
うにもなる。
高く跳び上がらないようにするアドバイスとしては、振り上げ脚と

反対の手でつま先を触るようにディップの意識を高める声を掛けた。

…インターバル４歩の生徒には

リズミカルな『３歩』の走りを目指すために、遠くから踏み切るこ
とと抜き脚の２歩目を大きく踏み出すことを意識させるようにした。
振り上げ脚の膝をリードして真っ直ぐに振り上げ、踵でプラスチッ

ク板を蹴るように跨ぐ。
抜き脚は、ハードルと平行に抜いた後の膝がおへその前まで高くキ

ープさせる。
１・２台目はディップの形を低くしてスピードを落とさないようにできれば、２台目まで

３歩、３台目から４歩というような走り方もできる。その場合は、何台目までディップを意
識してスピードを落とさずに走ることができるかがポイントになる。

…インターバル５歩の生徒には

『４歩』でバランス良くハードリングができるように、両手を大きく使い
第１ハードルまでのスピードを落とさないようにする。
振り上げ脚よりも抜き脚の膝の位置がハードルと平行でなかったり、抜き

脚の膝の上がり位置が低かったりして着地のバランスを崩す場合が多い。
逆の方の振り上げ脚と抜き脚の部分練習を行い 『４歩』に対応できるよ、

うにする。部分練習で身に付いたと思われる技能を確認する為には、全力で
コースを走って実際のスピードでも同じ動きのハードリングができるのかど
うか試してみる。できなければ、部分練習に戻り繰り返し『形 ・ 動き ・』『 』
『リズム』の順番で徐々に実際の走りのリズムに近付けて練習していく。

３ 授業改善後の成果
（１）記録の伸び

初期計測から最終計測まで
のタイムの伸びの平均は、約
１．５秒である 「振り上げ。
脚」の膝の伸びや向き 「デ、
ィップ」のときの手の位置、
「抜き脚」の膝の位置と上が
り 「インターバル」という、
ように、段階を踏んで練習を
行った。ウォーミングアップ
から『形』を意識して、その
『形』から『動き』につなげ、より全速力に近いスピードの『リズム』で部分的・段階的
に練習を行うことは、できるようになり自己評価をして、楽しいと感じるハードル走の授
業にするためにとても有効であると思われる。
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接近値 ＝ ５０ｍＨＴ － ５０ｍ走Ｔ

均１０．９５秒 － 平均８．７２秒平均２．２６ ＝ 平

《中学校２年生女子の場合》

８．７２ 秒５０ｍ走の平均タイム

身長の平均 ◎このような設定で行うと、接近値は１５４．８ ｃｍ

ハードルの高さ となった。６０ ｃｍ 平均２．２６

７ ｍインターバル

※走力や身長の平均に応じて高さやインターバルを変えることが望ましいが、簡単すぎた
り、逆に難しすぎたりすることのないように設定し、目指す接近値を考えることが重要
である。

（２）単元後のアンケート結果

《 楽しかった」の主な理由》「
・普通に走るよりハードルの方が楽しかった。 ・タイムが上がった。
・接近値のグラフが上がった。 ・ベストタイムが出た時に達成感がある
・教え合いができた。 ・励まし合えた。
・脚の向きや抜き脚の位置を意識するといつ ・練習方法がおもしろかった。
もと違う感じで跳べた。 ・最後に自己ベストが出せた。

・自分の評価がはっきりしてどこを直せばよ ・自信がついた。
いのかよく分かった。 ・インターバルを５歩から３歩にできた。

・ハードルの他にいろんな道具を使った。 ・インターバルを５歩から４歩にできた。
・スポンジがあって当たることを気にしなく ・４歩にしたらタイムが上がった。
て良かった。

・いかに速く姿勢良く跳べるかを追求するの
が楽しかった。

・振り上げ脚や抜き脚、インターバルなど意
識してできた時が嬉しかった。

・見学しても教えてあげられて参加できた。

《 楽しくなかった」の主な理由》「
・ハードルに当たると痛い。 ・自分が納得できる走りができなかった。
・跳ぶのが恐い。 ・タイムが伸びない。
・インターバルが長い。 ・ハードルが高い。
・全部のことを意識できない。

9 0 .5 %

9 . 5 %
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（３）抽出生徒の変容
（ ）①Ａ子の変容 単元の反省より

５０ｍ走タイム ８．４秒
初期計測 １２．０秒
最速タイム ９．３秒
接近値 ０．９

《３時間目》
ここで上がったのは、振り上

げ脚を徹底して練習したから上
がったと思います。あと、仲間
との声の掛け合いでアドバイス
を利用して自分の悪いところを知ることが大切だと思います。
《６時間目》
かなりタイムが上がりました。それはインターバルを５歩から３歩にしたことが関係して

いると思います。やっぱり３歩の方がスピードがあって跳びやすいです。
《７時間目》
タイムが落ちたのは、インターバルを意識しすぎたことがあると思います。自分で意識す

ることも大切だけど、インターバルを３歩にする為には、１歩の幅を大きくするともっとよ
かったと思います。
《８時間目》
振り上げ脚と抜き脚の個人課題別のグループに分かれて個人練習をしたことが良かったと

思います。やっぱり一人一人の課題が違うので、その部分だけをやるのは、かなり苦手が克
服できていいと思います。振り上げ脚を真っ直ぐにしたら速くなったので真っ直ぐの方が速
く走れると思いました。

初めてハードルを跳んだ時は、自分でも変だと分かるほど遅くてインターバルも５歩でし
た。でも、振り上げ脚を真っ直ぐにして横から出さないことを意識して練習して速くなった
のでよかったです。抜き脚はハードルと平行に出して、１歩を大きくすることがコツだと思

。 、 ， 。います 最後にはインターバルも３歩になって 接近値も０ ９になったのでよかったです

②Ｂ子の変容（単元の反省より）

５０ｍ走タイム ８．６秒
初期計測 １２．５秒
最速タイム ９．８秒
接近値 １．２

《２・３・４・５時間目》
始めの４回ぐらいは、歩数が全然合

っていなくてハードルの前で立ち止ま
ってしまったり、全速力で走ってもな
かなかハードルを越すことができなか
った。それに、歩数が合わなくて、４
・５台目ぐらいではちょっとやる気が
なかったように思えた。つまり、ハードルから逃げていたからタイムは伸びず…。
《６時間目》
歩数を３歩に合わせてリズム良く跳ぶ練習をした。その結果、計測の時に始めは３歩で行

けなかったけど、最後の３台ぐらいで３歩で行くことができた。タイムもすごく上がった。
《７時間目》
このときも歩数を３歩に決めて、３歩で行くことができた。それと、１台目までを全速力

で走ることに気をつけたからタイムが上がった。
《８時間目》
このとき完璧に３歩で行けるようになった。１台目までを全速力で走って、低い姿勢で跳

ぶことを意識してやれた。これもタイムが上がった。
《１０時間目》
ディップに気をつけて、低い姿勢で跳ぶことができた。インターバルも３歩で跳ぶことが

できた。
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始めは３歩で行けなかったけど、最後には３歩で行くことができた。それに振り上げ脚の
伸びに気を付けて、低い姿勢で跳べるようになった。あとディップにも気をつけて跳べた。
課題は、抜き脚をもっと横向きにするとタイムＵＰ。

４ 授業改善についての考察
（１）ハードリングを『形 ・ 動き ・ リズム』で捉えた練習方法の明確化について』『 』『

今までは「着地第一歩を大きく踏み出す 「抜き足を横から回すようにハードルと平行」
に抜く 「遠くから踏み切り振り上げ足を膝から振り上げ伸ばす」といった「３歩のリズ」
ムで走る」ことにつながる技術ポイントを示し、追求するという授業が多かった。その場
合の指導に用いる図や絵は、全力で走った時のハードリングをコマ送りのように描いてあ
り、それぞれのポイントが書かれている。フォームの練習として、歩きながらハードルを
またいで着地の第一歩を大きく踏み出す。抜き脚を横から回すようにするためには、地面
でハードリングの動作をして膝がハードルと平行になるようにする。遠くから跳ぶイメー
ジをするために、ラインを引き踏み切る位置の目安にする。３歩のリズムをつかむ為に、
ハードルの高さを低くし、インターバルを短くする。このような大まかな練習とコースの
５台を使い全力で何本も走りきってみるといったような動きの練習が多かった。
今までの方法をさらに細かく部分的な『形』と捉えたことで、生徒はめざす形をはっき

りと認識できた 『形』も「振り上げ脚 「ディップ 「抜き脚」と分け、身体の部分で示。 」 」
すこととハードルや鉄棒を使うことで、確実に身に付けなければならない『形』を意識し
て練習できた。振り上げ脚と抜き脚の実際に動く形を丁寧につくることで、実際のハード
リングの動きをイメージすることが可能となった。ウォーミングアップの中にハードルを
使った動きを入れストレッチングを行い、その形を維持しつつ稼働域を体に覚えさせるこ
とができた。
『形』からより大きく正確な『動き』に発展させるために、ハードリングの形からゆっ

くりとした動きに変えていく。実際の動作に近い動きのポイントを示し、繰り返し行うこ
とで身体の動かし方を覚えることができた 「振り上げ脚」で言えば、ハードルの上から。
靴の裏を滑らせるように重心移動を意識し、体重を着地した脚にかけ、地面に接地してい
る軸脚のかかとを上げて真っ直ぐ伸ばすように示したことで、ハードルを越えてからの重
心のバランスを保つことにつながった 「抜き脚」では、肩の高さの鉄棒を両手で持った。
状態で抜き脚の土踏まずをハードルの低い位置から高い位置へ引き上げるときに、鉄棒に
膝が当たるくらいの高さと方向を示したことで正確な動きを身に付けられる生徒が増え
た。また鉄棒など上体を進行方向に固定させてやることで、正確で実際の動きに近い『動
き』につながったと考えられる。
動きづくりのゆっくりとした『動き』から、より全速力に近い速い『リズム』のハード

リングを行ったことで、全力で走っても身体をコントロールすることができた。段階を踏
むために、ハードルの端の部分を使って振り上げ脚だけや抜き脚だけの練習を個人の課題
に合わせて行った。５歩から４歩にしたい生徒は、振り上げ脚や抜き脚の逆を片方ずつ練
習した。左右のそれぞれの動きに違和感がないように見えた。３歩にしたい生徒は、速い
『リズム』でもディップの意識を高めるように、振り上げ脚と逆の手でつま先を触るよう
にしたり、プラスチックに両脚が触れるよう
にしたりすることで、重心が高くならないよ
うになりタイムがさらに縮まっていった。
自己評価をして自分で個人課題を見付ける

ことは困難である。そのため、グループで同
じ課題同士のペアをつくった。ペアがハード
リングチェックカードの項目ごとに見て、◎
○△でチェックしてペアの課題を見付けやす
く、また個人課題を把握しやすくすることが
できた。
部分的な練習→コースでの全力練習→課題

が見つかる→課題の部分的な練習→コースで
の全力練習がとても効果的であると感じた。

（２）一定のインターバルにおける指導の工夫について
２年生女子で５０ｍＨ、ハードルの高さ６０ｃｍ、インターバル７ｍの設定は高いが、

ハードリングの上達と共にインターバルの歩数を減らすことによってもタイムを縮めるこ
とができる。５０ｍ走のタイムが、７秒後半から８秒前半の生徒が３歩で走りきることが



できた。中には、５０ｍ走のタイムが９．２秒の生徒でも、３歩で行くことができた。
５０ｍ走のタイムが速いからといって３歩で走りきることができるとは限らないことが分
かった。
（１）の実践により、ハードリングの個人の課題がはっ
きりとしてくる。インターバルが５歩のままの生徒のタ
イムには関係なく 「抜き脚」がハードルと平行になっ、
ていない。そのため膝も高く上がらず、着地後第一歩が
小さくバランスを崩している。ここでバランスを崩さな

、「 」 『 』 『 』、いようにするためには 抜き脚 の 形 から 動き
『リズム』というように、もう一度部分練習に戻ること
が重要であった。部分練習で繰り返し行った後、コース
に行き全速力で試し、まだ身に付いてなければ部分練習
に戻るようにしていくと効果的であった。ここではイン
ターバルを４歩にするために、両脚で行うことにした。
時間はかかるが、両脚ともスムーズなハードリングに近づき、タイムは格段に上がった。
４歩から３歩にできた生徒は、ディップの意識を高めることを中心に考え、振り上げ脚

と逆の手でつま先を触ることで、上に跳び上がらないようにして重心を低く保つようにな
っていった。全力のスピードで空中動作から着地後のバランスを崩さないためには、前傾
姿勢を保ち続けることがポイントとなることが分かった。


