
長距離走が不得手な生徒に対する実践アプローチ 

～生涯にわたる豊かなランニングライフを実現するために～ 

 

１ はじめに         

一般的に体育の領域の中で陸上競技、その中でも長距離走を好む傾向は低い。特に走

るのが嫌いな生徒にとっては、苦しいと感じる時間が長く、より苦痛の度合いが高いと

思われる。 

いっぽうで、近年のランニング志向は非常に高く、余暇参加人口を見ても 2000万人以

上といわれる人が健康や体力の向上を目的にジョギングやランニングを実施している

（レジャー白書 2010）。 

そこで今回、体育の授業において長距離走に積極的に参加し、生涯スポーツへの契機

となるような取組について考察した。 

 

２ 授業イメージ（仮説） 

比較的走るのが遅い生徒にとっては、長い時間心地よく走れるように、ランニング

フォームなどを意識させることを主なねらいとするとともに、絶対的な筋力不足も影響

していると考え、週に 1回筋持久力のトレーニングも併せて行った。 

その結果、以前よりも長い期間、楽にかつ速く走れるような姿をイメージして取り組

める。 

 

３ 方法 

（１）対象 

本校 1 年生においては、持久走の結果（新体力テスト）が、全国平均よりも１％水

準で男女とも有意に高いこともあり、対象を 1年生とした。   

    さらに、新体力テストで実施している男子 1500m 走（女子 1000m 走）のタイムによ

り二つのコースに分けた。どちらかといえば、走るスピードが速い生徒はランニング

することに自信をもって取り組むことができるが、遅い生徒はできれば走りたくない

と考え、体育以外でも運動することは好きではないと思われる。 

     そこで男子 6 分、女子 5 分を基準に、アンケートによる希望も加味してコース分け

を行った（Ａコース、Ｂコース）。今回の実践事例は、タイムの遅いＢコースの集団で

行った。 

    該当者数は、クラスによって異なり、タイムの遅いＢコースに属した生徒数は①3

名(女子のみ)、②8 名（男子 4 名、女子 4 名）、③22 名（男子 1 名、女子 21 名）の 3

クラス計 33名である。なお、1年生の体育は単位数 3である。 

 

（２）ランニングコース 

25m 四方を回るランニングコース（1 周 100m）で実施した（資料１中央）。この場所

で実施することによるメリットを以下に挙げる。 



①遅いことが目立たない 

②指導がしやすい 

③場所が確保しやすい 

 

（３）実施内容（単元指導計画）（資料２） 

     Ｂコースは距離と時間を他のコースよりも長く行う中で、ランニングすることの楽

しさやウィークポイントの改善を図っていった。そのために、ランニングについての

用語やトレーニングで鍛えられる筋肉名、さらには意識、考え方を変える意味も含め

た教材をラミネート表示教材(資料３)として準備し、意識付けを行った。走る前に一

度教材を見せながら説明し、走っている最中にも忘れないように手に持たせ指示を与

えながら、視覚的にも伝えた（資料４）。  

 

（４）指導ポイント 

     15～30分間走を実施する中での指導ポイントを以下に挙げる。これらのポイントに

ついては、B4版のラミネート表示(資料３)で視覚と聴覚両方による言語活動を設定し

て指導した。 

① 呼吸 

② 接地 

③ 腕振り 

④ ストライド 

⑤ ピッチ 

⑥ ペース 

  例えば、①、②を意識してランニングする際には、呼吸の仕方を三つ、接地の仕方

を四つの計七つのラミネート表示を準備し、1周毎に異なる表示板で指導することを 2

回りした。この場合、14周目までは指示された方法で走り、15周目からは自分なりに

工夫しながら、楽な走り、気持ちよい走りを追求させた。 

  

（５）筋持久力トレーニング 

     週３回の授業のうち、1 回を筋持久力の強化日とした。走ることが遅い生徒には、

遅いなりの要因が必ずあるはずである。その一つに筋力的な問題も考えられるため、

週の最後の授業では筋持久力の向上もねらいとして行った。 

① クオータースクワット 5分 

② クランチ・ヒールタッチ 3分 

③ カーフレイズ 2分 

④ 水入りペットボトル（100～500ml）を持っての 15分ランニング 

 

（６）個人記録用紙（資料５：男子のみ掲載）                                                                      

      記録用紙の 1 枚目は、ＡコースとＢコースの第 3回目までをそれぞれ表裏として印

刷し、2枚目はそれぞれのコース毎に表に第 4～7回目を、裏に第 8～11回目を印刷し



た。 

授業開始時には、体調、睡眠、食欲、意欲の状態をコンディションチェック（5 段

階）として行った後、準備運動に入った。記録用紙にはその他、授業課題の記録全般

を記入するとともに、教材の運動強度を確認する手段として、平常時の脈拍 15 秒、

運動後 30～45秒、1分 30～45秒、2分 30～45秒の脈拍を記録させた。 

 

（７）アンケート（資料６、７） 

      第 1回目の授業と最後の授業にアンケートを実施した。最後の授業ではさらに、反

省・感想の自由記述（17字×21字）を含む自己評価票も併せて記入させた（資料８）。 

 

４ 結果・考察 

(１）アンケート  

   ①授業前アンケート結果（資料９） 

  （ア）肯定的な回答 

       肯定的な回答（①、②を合せた回答）をＡ、Ｂコース受講生徒で比較した結果、

20％以上の差があった設問を挙げると、以下のとおりであった。 

＜１＞ 「毎日の学校生活は楽しいですか」Ｂ:55％（Ａ:75％）、 

＜２＞ 「体育は好きですか」Ｂ:12％（Ａ:55％）、 

＜３＞ 「体育は得意ですか」Ｂ:6％（Ａ:26％）、 

＜８＞ 「自分の体力を高めることは必要だと思いますか」Ｂ:64％（Ａ:85％）、 

＜９＞ 「これまでの体育を通して体力の向上を感じていますか」Ｂ:33％

（Ａ:54％）。 

（イ）否定的な回答 

         いっぽう否定的な回答（④、⑤を合せた回答）をＡ、Ｂコース受講生徒で比較

した結果、30％以上の差があった設問を挙げると、以下のとおりであった。 

＜２＞ 「体育は好きですか」Ｂ:45％（Ａ:13％）、 

＜３＞ 「体育は得意ですか」Ｂ:79％（Ａ:24％）、 

＜４＞ 「陸上競技は好きですか」Ｂ:73％（Ａ:40％）、 

＜５＞ 「陸上競技は得意ですか」Ｂ:91％（Ａ:46％）、 

＜６＞ 「長距離走は好きですか」Ｂ:97％（Ａ:67％）、 

＜７＞ 「長距離走は得意ですか」Ｂ:97％（Ａ:59％）。 

        これら両面から、Ｂコースの対象者は体力向上への意識の低さや体育、長距離走

に対する苦手意識を強くもっている生徒であった。 

   ②授業後アンケート結果（資料 10） 

   （ア）Ｂコースの生徒が上回った点 

      授業前アンケート同様に、肯定的な回答率で分析すると、Ｂの生徒がＡの生

徒を上回った設問が二つあった。一つは「コース選択がＢでよかったこと」

Ｂ:91％（Ａ：76％）と、もう一つは「ランニングフォームを考えて走ることが

できたこと」Ｂ:63％（Ａ：40％）であった。今回対象とした生徒にとって、こ



の授業実践が悪かったと回答した生徒が一人もいないことは大きな成果であっ

た。さらに指導のポイントとして、ランニングフォームの改善に重点を置いた

点も効果的であった。走る前に指導したことを、もう一度ランニング中にも継

続して口頭とラミネート表示で伝えたことが要因として挙げられる。 

   （イ）長距離走への抵抗感 

      12 回の授業を通して、決して「長い距離を走ることが好きになった」Ｂ:0％

（Ａ：20％）わけではなく、さらには将来、「フルマラソン等にチャレンジした

いと思う」Ｂ:3％（授業前：3％）割合が増えたわけでもない。ただし、授業前

には「絶対」チャレンジしたくないと思っていた 24名のうち、10名が「できれ

ば」チャレンジしたくないと、やや肯定的に変化した点は小さな成果といえる。

残念ながら、「長距離走の授業を楽しく行うことができた」生徒はＢ:22％

（Ａ:40％）だけであったことからすると、まだまだ授業改善の余地が残されて

いる。 

   （ウ）その他 

      その他の設問を肯定的な回答の割合で示すと以下のとおりであった。 

＜２＞ 「速く走れるようになった」Ｂ:59％（Ａ:81％） 

  ＜３＞ 「意欲的に行うことができた」Ｂ:56％（Ａ:78％） 

 ＜４＞ 「体力の向上が感じられた」Ｂ:66％（Ａ:71％） 

 ＜８＞ 「ペースを考えて走ることができた」Ｂ:81％（Ａ：90％） 

 ＜10＞ 「今後の取り組みに自信を持って取り組める」Ｂ:53％（Ａ:69％） 

  ＜11＞ 「脈拍の取り方が上手くできた」Ｂ:81％（Ａ:81％） 

 ＜12＞ 「コンディションを整えて、授業に臨むことができた」Ｂ:72％（Ａ:75％） 

高等学校でも平成 25年度入学生から新学習指導要領になるが、長距離走の

ねらいとして「自己に適したペースを維持して走ること」が書かれている。

本校の 1 年生は、ほぼ 9 割の生徒がペースを考えて走ることができている

ので、大きなねらいとしても十分効果的であった。 

 

（２）個人記録用紙 

長距離走の単元は、11 月下旬から 12 月までの年内での 12 回を計画していたが、

どのクラスも 2 時間分を 1 月に実施するなどの日程的な変更や天候状態による実施

場所の変更などを余儀なくされた。さらには 5 分短縮授業等で予定していた時間走

ができなかったこともあり、クラス間で若干の違いはあるが、以下の分析について

は同等に検討してみた。 

以下の項目については、Ａコースと異なる内容を実施した 2～7回目までを対象と

した。 

①自己評価 

    授業の最後に、本日の自己評価として 5 段階評価を行った結果、平均は 4.0（2.7

～5.0）であった。2点台が 2名、3点台が 10名、4点台が 16名、5点が 5名で 

    あった。 



②脈拍 

     15 秒間の脈拍を測定したが、導入時における脈の測り方をみて、驚きを感じた。

事前調査はしなかったが、半数以上の生徒が脈の測り方を十分理解していないよう

であった。アンケート結果より、最終的には 80％以上の生徒が脈拍を測れるように

なったため、結果としてまとめた。 

     平常時の脈拍は平均 85 拍／分（61～122 拍／分）、運動後 30 秒からの脈拍は平均

150拍／分（118～196拍／分）、運動後 1分 30秒からの脈拍は平均 130拍／分（109

～164拍／分）、運動後 2分 30秒からの脈拍は平均 119拍／分（97～154拍／分）で

あった。なお、これらの数字は 15 秒間の脈拍を 4 倍し、1 分間あたりに換算したも

のである。 

     10回目、11 回目に実施したタイムトライアルの結果と 30分間走（15分間走含む）

の距離、さらには走っている様子を見ると、脈拍結果に疑問が残る生徒もいるが、

概ね適切な運動強度であったのではないかと感じている。 

③ランニング距離 

     30分間走における平均走行距離（授業によって 20～30分）は 3430m（2400～4500m）、

15分間走における平均走行距離（授業によっては 10～15分）は 1730m（1100～2350m）

であった。1 回ごとの授業でみると、30 分間走における走行距離（授業によって 20

～30 分）は男子で 2500～5600m、女子では 1500～5100m であった。15 分間走におけ

る走行距離（授業によっては 10～15分）は男子で 1600～2700m、女子では 1000～2600m

であった。 

     Ｂコースの生徒は最終的には、タイムトライアルの距離にあたる女子 3000m、男子

4500mを超える距離をランニングしたことになっている。更にＢコースの男子で最も

走った生徒の距離を積み重ねると、37.3km となり、準備運動等で走った距離を加え

ると、42.195km を超える走行距離になったことは大きな財産になるのではないだろ

うか。女子の最も尐ない生徒であってもハーフマラソン以上の距離（27.4km）は走っ

ている。 

④トレーニング回数 

結果的に、トレーニングができた日は予定していた 3回ではなく、2回しかできな

かったが、2回分を分析対象とした。 

   （ア）クオータースクワット 

今回は、ランニング中の下肢の動きを意識して、下肢の関節を曲げ過ぎない

クオータースクワットを採用し、リズミカルに 5分間実施した。 

その結果、男子平均で 483 回（326～574 回）、女子平均で 360 回（200～634

回）であった。 

1 分間に 100～120 回を目標にして実施したためなのか、特に女子では曲げる

角度がバラバラで角度によって回数が多くなったり、尐なくなったりした。授

業でこのスクワットのことを聞いたところ、筋肉痛になるほど負荷はかかって

いないようであった。また、自由記述（資料 11）による感想を読んでもこのス

クワットについてはほとんど触れられていなかった。普段の準備運動で、ハー



フスクワットを実施していることも尐なからず要因として考えられる。 

（イ）クランチ・ヒールタッチ 

仰臥位で股関節、膝関節、足関節を 90度曲げた状態からリズミカルにかかと

にタッチする方法で 3 分間実施した。他にも腹部を刺激するトレーニングはあ

るが、リズミカルに数多くできることでこの方法を採用した。 

その結果、男子平均で 292回（196～341回）、女子平均で 218回（92～419回）

であった。 

このトレーニングでは、お腹ではなく首にきつさを感じる生徒が多かったり、

下半身のわずかな反動を利用できなかったりして、リズミカルに実施すること

が困難であった。 

（ウ）カーフレイズ 

通路の手すりに両手を置き、5～10cm 程度の段差（上がコンクリート、下が土）

を利用して、母指球から先をコンクリート上に置き、できるだけかかとが大き

く上下するように両足同時に 2分間実施した。 

その結果、男子平均で 81 回（55～102 回）、女子平均で 92 回（36～179 回）

であった。 

翌日に最も筋肉痛を起こした種目でもあり、後半はほとんど動きが止まって

しまった。そこから腕の力も利用しながら、とにかく膝を伸ばしたままかかと

の上げ下げを行わせた。このトレーニングを最後に入れたことで、ねらいとし

た疲労状態で 15分間走に入ることができた。疲労した状態で、如何にランニン

グフォームが維持できるか、意識できるかが課題となった。 

（エ）水入りペットボトル（100～500ml）を持ってのランニング 

       ペットボトルに 100ml 毎の目印をマジックで付け、水量で重さを変えて取り

組ませた。しかし、こちらで 100、200、300、400、500ml の水量で用意したも

のを生徒のほとんどがそのまま使用していた。最初に持った時には、重量感を

感じなかったようだが、走るにつれて重さを感じ、随分と腕に疲労がきたよう

であった。ペットボトルをただ持っているだけで、握って腕を振る動きが尐な

くなってしまったことは大きな反省点であった。最初はすべて 100ml にして、

重くできる生徒は次回から量を増やすようにすればよかった。 

 

５ まとめ 

 長距離走の指導は、なかなか生徒同士の教え合いや学び合いが実施しにくい種目であ

る。特に最初に指示を出したら、その後は生徒自身、体を動かしながら指示を受ること

になる。私自身のこれまでの指導が、まさに大きな声でペースを伝えることに主眼を置

いていたものであった。しかし、一生懸命に走りながら活動している生徒にどれだけ伝

わっているかは本当に疑問である。さらには遅いペースの生徒に対してどのようなアド

バイスを送ってきたかも自信がない。 

 個に応じた指導の重要性は認識しているものの、現実的には体育の中では難しさも感じ

る。今回は体育科の中でチャレンジできる環境をいただいたので、まとめとしては、数



字としてみえなかった部分（課題・反省）を中心にした。参考になれば幸いである。 

 

（１）生徒数 20 名を超えると、場所が手狭になったり、指導内容が十分に伝えられなく

なったりしたので、15名以下が最適である。 

（２）雤天時は体育館内で、雤ではないがグラウンド状態不良の時はアスファルトの駐車

場で行った。対象とする生徒にはできるだけ同じ 25ｍ四方の環境を用意するとよかっ

た。一度一クラスだけ体育館周囲のランニングで実施したところ、教員の目の届かな

いところで歩く生徒が複数いた。遅い生徒の中には、きついことから逃げたり、諦め

たりする傾向が尐なくない。教員の目が届き、声かけができる環境で見守らなくては

いけない。 

（３）外でのラミネート表示教材は活動中の生徒に対して、声だけでは十分に伝えられな

いことを伝えるのに効果的であった。ただし、序盤に周回が異なるような場合には 2

枚同時に見せられるだけの準備が必要であり、慌ててしまったことがあった。 

（４）ランニングフォーム改善を意識させたため、周回数を記憶することが難しかった。

毎回、数名の生徒に異なる色のビブスを着させ、ストップウォッチのラップ機能を活

用することで周回チェックを補った。その日のいわゆるペースメーカー役となり、そ

の生徒に何回抜かれたかを記憶させた。 

（５）最終的な総走行距離は指導者が算出したが、ランニングフォームが固まった次年度

は、走行距離を積み上げる形のグラフで走る励みにすることも今後の課題としたい。

さらには、本校では体育祭や強歩大会、ロードレース大会などのランニング系の学校

行事が現在ないため、関連させて実施することでモチベーションアップにつなげてい

きたい。 

（６）アンケートの結果からも、今回の取組は概ね良好であったと感じている。今回ラミ

ネート表示教材の一つに「走姿顕心」の言葉を作成した。生徒の今後の指導につなげ

たい。 


