
【研究主題】 「子どもが夢中になって取り組む体育学習」

　　　ー運動の楽しさや喜びを感じる体育学習ー

【領　　域】 　ボール・ゲーム運動　《タグアメフト》

　 		田原本町立	北小学校　　鷲	尾		隆	哉

１．題材

　　　タグアメフト

２．単元の目標

　　◎	味方にボールを手渡したり、パスを出すことができること。（技能）

　　◎	規則を守り、友達と励まし合って練習をし、ゴール型ゲームに進んで取り組む

　　　こと。（態度）

　　◎	ゲームの型の特徴に合った攻め方を知り、簡単な作戦を立てること。（思考・

　　　判断）

３．指導について

　（１）児童の実態　　

　　　 近の傾向として、児童のスポーツに触れる機会の二極化が感じられる。本校に

　　おいても、地域の社会体育が盛んで、男子は主に野球とサッカーを、女子はバレー

　　ボールをしている児童が多い。または、習い事等で運動をする時間があまりとれな

　　いという結果が、１学期に実施した県のスポーツテストのアンケートからも読み取

　　れる。

　　　本校４年生の児童《平成２３年度》（１組	男子１２名、女子１０名、２組	男子

　　１１名、女子１１名）は、男女共に活発な児童が多く、休み時間には運動場で、球

　　技のサッカーやドッチボール、鬼ごっこなどをして元気に遊んでいる。特に、男子

　　はサッカーチームに所属している児童が多く、遊び時間には上級生ともよく試合を

　　している姿が見受けられる。

　　　体育の授業においても、準備運動や練習に取り組む姿勢も一生懸命で、勝ち気な

　　面が、良い方向に向くとすごいパワーを発揮する能力を持っている。

　（２）教材について　　

　　　実際、本校において上記の種目等の社会体育のチームに所属をして、低学年から

　　特定の種目の技能を習得することが多く見られる。よって、小学校の教科としての

　　体育の中で、中学年から高学年にかけての球技の授業は、ここ 近、社会体育を経

　　験しているか、いないかで習得技能の差が、顕著に見受けられ、指導上大変難しい

　　問題であると感じていた。

　　　今までも、サッカー、野球、バレーボールを授業でする場合、経験者をキャプテ

　　ンとしてチーム作りをしてきたが、その児童達のゲームに対する欲求を満足させる

　　という面では難しさを感じていた。そこで、みんながあまり経験のないバスケット

　　ボールを種目として取り組んできたが、それ以上に未知の種目としてアメリカンフ

　　ットボールを基本として北小オリジナルの種目として考えたのが『タグアメフト』

　　である。
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　◎　ボールパス
　　　　・まずは、ボールに慣れるために下投げでパスを練習する。

　　　　・ボールの回転をうまくつけて先端から飛ぶ練習をする。

　　　　・慣れてくると、上投げで投げる練習をする。

　　　　・トスの練習をする。《ボールは、たてのまま回転をつけずに》

　　QB（クォータ－バック）から、RB（ランニングバック）に

　　　　・隠して、ボールを手渡す。

　　QB（クォータ－バック）から、RB（ランニングバック）に

　　　　・投げたパスをキャッチする。《胸で、しっかりと受け止める》

　　QB（クォータ－バック）から、W R（ワイドレシーバー）に

　◎　攻守の配置
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○	QB（クォータ－バック）
　　　チームの司令塔で、パスを投げたり、パスを渡したり、作戦を立てながらゲームを進めて

　	いく重要なポジション。

○	RB（ランニングバック）
　　　QBの後方より走り、QBからボールを隠すようにもらって、ゴールエリアを目指して走る。

　　　場合によっては、QBよりボールをパスしてもらい、パスを投げるもよし。

○	WR（ワイドレシーバー）
　　　攻撃スタートラインより走り、パスを受け、ゴールエリアを目指して走る。

　◎　ゲームのルール
○	ゲームは、攻守ともに５人ずつでおこなう。

○	攻守は、２分ずつで交代する。　（何回繰り返すかは、オリジナルに）

○	ゲームのスタートは、審判のホイッスル後、QBが一歩下がったところから攻守のプレイヤー

　	が動ける。　（事前に動くと、それぞれにライン１つ分、抜退する）

○	Q B又はRBがボールを投げられるのは、攻撃スタートラインより後方からのみ。

○	ボールのパスは、１回のみとする。

○	守備のプレイヤーは、ボールを持っているプレイヤーのタグを取ると攻撃終了。

○	攻撃のプレイヤーが膝をつく（ニールダウン）、ボールを落とす、パス不成功、サイドライン

　から出ると攻撃終了。

○	得点になるのは、ゴールエリア内でパスをキャッチ、パスを受けて又はボールを持って走り

　込めば得点となる。

○	得点は、男子が持ち込めば１点、女子が持ち込めば２点とする。

○	守備のプレイヤーが、インターセプトして相手側ゴールに持ちこめば、男子３点、女子６点。
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　◎　主な攻撃パターン

　　　 パターンA

○	Q Bが下がる。

○	その間に、W Rが前方へ走り込んでおく。

○	Q Bより、W Rにパスを投げてキャッチして、ゴールエリアへ走り込む。

○	攻撃の全プレイヤーは、おとりとして動く。

○	守備のプレイヤーは、マンツーマンで守りに動く。

パターンB

○	Q Bが下がる。

○	その間に、W Rが前方へ走り込んでおく。

○	Q Bは、後方から走り込んできたRBにボールを隠して渡す。

○	RBは、そのままゴールエリアを目指して突っ走る。

○	攻撃の全プレイヤーは、おとりとして動く。

○	守備のプレイヤーは、マンツーマンで守りに動く。

パターンC

○	Q Bが下がる。

○	その間に、W Rが前方へ走り込んでおく。

○	Q Bは、すばやく後方のRBにボールを縦パスで投げる。

○	RBは、パスをキャッチすると同時にQBのようにパスをW Rへ投げる。

○	RBより、W Rにパスを投げてキャッチして、ゴールエリアへ走り込む。

○	攻撃の全プレイヤーは、おとりとして動く。

○	守備のプレイヤーは、マンツーマンで守りに動く。



４．指導計画（全１２時間・・・特別活動の時間も含む）

第１・２時 用具に慣れる

　　タグ・ベルトの装着、ボールでキャッチボール、

　　タグ取りゲーム

第３時 チーム分け

　　全員で４人のキャプテンを選出

　　キャプテン４人により、練習の様子を観察し、チーム

　　のメンバーをドラフト選出

第４時 チームの旗作成

（特別活動） 　　各チームのオリジナルデザインの旗を作成

第５・６時 チームごとに基本練習

　　チーム内をいくつかのセット（少人数）に分ける

　　ボールパス、キャッチの練習、ボールを持っての走行

　　ＱＢ、ＷＲ、ＲＢの役割決め、練習

第７～１０時 リーグ戦の実施

　　４チームが各チームと３回戦制で実施

　　対戦していないチームから、計時係、ライン係を担当

　　第９時を授業参観として、保護者が観戦

第１１時 DVDの視聴機器を活用しての学習

（教室にて） 　　天理大学の糸賀さんによる「フラッグフットボール」

　　の学習

チームごとにフォーメーションの作戦

　　天理大学のアメフト部の部員とともに、作戦会議

第１２時 「フラッグフットボール」としてのまとめ練習

　　運動場で、初めての「フラッグフットボール」の練習

　　と試合を体験し、まとめとする

　　《天理大学アメフト部とのコラボ》

　　　　　リーグ戦が始まってから、本格的な技術を学べないかと考えていたところ

　　　　本校の職員の中に、天理大学の出身者がおり、アメフト部との交流が始まる。

　　　　ゼネラルマネージャーの糸賀さんを始め、『クラッシングオークス』の部員

　　　　の方々には、何回も来校していただき、技術指導をしていただいた。４年生

　　　　だけでなく、他の学年もそれぞれに応じた内容で、楕円形のボールに触れた

　　　　り、タグの取り合い鬼ごっこなどを体験できた。

５．活動の過程
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チーム旗の完成	
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チームごとに準備運動	

キャプテンを中心に
各チームごとに、旗
の所に集合	
そして、円陣を組ん
でオリジナルの柔軟
や縄跳びなどを入れ
て準備運動	

QBからWRへの
パス練習	

ミニゲームを通して
の実践練習	

天理大学の学生と練習	

「ハドル」の合図で、元気に
素早く集合	

「クラッシングオークス」の
選手たち	

選手の話をしっかり
と聞いて、練習に活
かします	

糸賀さんから、
QBからRBへの
ボールをうまく
渡す練習	

QBからのパスの	
ボールをWRが	
ナイスキャッチで	
きるように選手に	
パスしてもらい	
キャッチする練習	
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リーグ戦の開始と授業参観	

保護者の方は、舞台からの参観に	

◎・・・児童の活動及び教師の指導　　●・・・保護者

【導入】 １０分

◎	集合をさせて、服装（ゼッケン・タグ）の着用、チーム練習の予定について

　連絡を聞く。《堀田》

◎	チーム別に分かれて、練習をする。

●	練習参観。

【展開】 ３０分

◎	簡単なルールの説明を見せる。《鷲尾》

数人の児童を使い、QB・W R・RBのポジションの説明をする。

いくつかの攻撃パターンを説明する。

●	ポジションを含め、ルールについて知る。

◎	チームごとに、フィールドを使って練習をする。《堀田》

２分ごとに、交代をして練習をする。

●	解説を聞きながら、攻撃パターンを知る。《鷲尾》

◎	リーグ戦を戦う。

《進行・審判･･･堀田、解説･･･鷲尾》

攻撃は、２分で終了し、攻守交代する。

よって、１試合４分とする。

(1)　〔　RED	シャークス　〕　VS　〔　ラッキー	DO RAG O N　Z　〕

(2)　〔　イエロー	SUNEKU　〕　VS　〔　ブルー　スター　〕

(3)　〔　RED	シャークス　〕　VS　〔　イエロー	SUNEKU　〕

(4)　〔　ブルー　スター　〕　VS　〔　ラッキー	DO RAG O N　Z　〕

●	解説を聞きながら、リーグ戦の試合を観戦する。《鷲尾》

【まとめ】 ５分

◎	試合を終えての寸評と次時の対戦に活かすアドバイスをする。

《堀田、工藤、大森、鷲尾》

タグ アメフト授業案  ２０１２．２．７．
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教室での学習	

糸賀さんから、	
フラッグフットボ	
ールのDVDを活
用しての学習	

天理大学アメフト部の学生の方のアドバイ
スをもらいながら、チームのフォーメーショ
ンを考える作戦タイム	

考えた作戦
は、しっかり
とメモに	

児童の作戦ノート	

この児童は、ノート２冊に３０ほどの作戦を考え、それぞれの攻撃にもネーミング	

「フラッグフットボール」への取り組み	

作戦カード	 ハドル	 セット	 攻撃開始	

フラッグフット	
ボールにむけて、	
センターの練習	

	



６．成果と課題

　　　この「タグアメフト」の種目を体育の授業で扱って一番に良かったなと感じた

				のは、回数を重ねるごとに、児童が自ら楽しんできているのが私を含め、学年で

				一緒に取り組んだ先生方も感じ取られた。それは、教材観でも述べたように、ほ

　　とんどの児童が「アメリカンフットボール」は、未知の競技で体験もなく、同じ

　　スタートラインでやれたのが大きかったと思われる。

　　　小学校の児童へのアンケート結果でも、低学年から高学年まで共通で人気の遊

　　びは「鬼ごっこ」である。タックルの代わりにタグを取る行為は、鬼ごっこ遊び

　　の延長と考えられ、１年生～６年生までの全学年で実施した結果、児童は楽しん

　　でやれた。また、楕円形のボールをきれいに、回転をつけて投げるのは、容易で

　　はない。本校に以前からあったアメフトのボールは、大きいものであり、それを

　　使用した。けれども、児童たちは練習を積んで、上手く投げられるようになった。

　　球技の得意な児童でも、コツを掴むまで苦労をしていた。そして、回数を重ねて

　　くると、得意・不得意な分野ができてきた。投げるのが得意ならQB、受けるのが

　　得意ならWR、走って間をすり抜けるのが得意ならRBに、守りでは相手のタグを取

　　るのがすごく上手いスペシャリストの児童も出現した。

　　　そして、大きな転機は途中から協力いただいた天理大学のみなさんだった。初

　　めて来校された時、ヘルメットをかぶりフル装備でぶつかられる姿を見て、感激

　　していた児童の顔が忘れられない。ボールは、この時からやや小さい「フラッグ

　　フットボール」用のものに替えたが、リーグ戦は始まっていたので、ルールは本

　　校独自の「タグアメフト」で行い、技術面・作戦面への協力をしていただいた。

　　リーグ戦終了後、新指導要領にも採用された「フラッグフットボール」を教えて

　　いただき、センターもつけての練習もすることができた。

　　　アメフトを基にしているので「ハドル」の合図で、みんなが元気に集合し、話

　　合いの後は「ブレイク」で解散をする。また、ゲームは１プレイごとに止まるの

　　で、作戦を考えたり、セット（少人数）がどんどん入れ替われるので、自分の役

　　割やゲームの進行を外で第三者として観察してから、参加もできた。これは、連

　　続でゲームが進行するサッカーにはない良い点であります。あまり運動の得意で

　　でない児童の参加意識も満たし、ケガなどで見学の児童も作戦面の指示やサポー

　　ターとして、ゲームに参加できるという良い点もある。

　　　課題としてはアメフトという競技に、教職員が観戦経験も少なく、ルール等で

　　体育の授業としての抵抗感が考えられる。今年度は夏休みの職員研修に天理大学

　　の全面協力のもと、視聴覚室での映像と体育館での実技研修を実施した。

　　　今年度は１１月から１２月にかけ、低学年は「タグ取り」中学年は「ミニゲー

　　ム」高学年は「フラッグフットボール」を体育の時間に取り組む予定となり、天

　　理大学には連携して協力をお願

　　いをしている。

　　　この場を借りて、今回の取り

　　組みに全面協力してくださった

　　天理大学アメリカンフットボー

　　ル部「クラッシングオークス」

　　の糸賀さんを始め、部員及びス

　　タッフの方々にお礼を申し上げ

　　ます。
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