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文化女子大学室蘭短期大学講師�＊�

トライアスロンにおける初心者児童への�
技術・戦術指導�
森　谷　直　樹＊�

【要旨】我が国のトライアスロンの指導において，体系的な指導理論が構築されていないこと

が大きな問題となっている。初心者から上級者まで段階的にトライアスロンを学習できる指導

理論を構築することは，今後のさらなる普及・発展に役立つと考えた。そこで本研究ではその

第一歩として，初心者児童でも本質的なトライアスンができるようになるための教授プログラ

ムを作成した。さらに，それに基づき実験授業を行った。これらの結果から教授プログラムの

検証を行い，到達点と課題を明らかにする。�

【キーワード】トライアスロン，技術，戦術，教授プログラム�

�
１．はじめに�

　トライアスロンは１９７４年に誕生した比較的歴史の浅いスポーツであり，今日まで世界中で

急速な発展をとげた。国内では毎年２００以上の大会が開催され，愛好者は２０万人以上いると

言われている１）。しかしながらトライアスロンの指導法は競技の歴史が浅いことだけでなく，

教授学的な研究がほとんど行われていないため，十分には確立されていない。そのため今後

のさらなる普及と発展を考えると，初心者から上級者までの体系的な指導理論の確立は不可

欠である。そこで本研究では指導理論確立にむけた基礎的な研究として初心者児童への教授

プログラムを構築することをねらいとする。これにより初心者がトライアスロンを確実に完

走できるようになるための教授学習過程を明らかにすることができる。また本研究を起点と

して，体系的な指導理論の構築が可能となる。�

　本研究では教授学および運動学の視点から教授プログラムを作成する。それを検証するた

めの実験授業として，北海道トライアスロン連合，室蘭市教育委員会ならびに関係各位の協

力を得て「トライアスロン教室」（以下，教室とする）と「第１回エンルムマリーナｉｎ室

蘭　Ｊｒトライアスロン　ボルタカップ」（以下，大会とする）を実施した。教室は大会に先

立ち５日間開催した。参加者は室蘭市内に在住している小学生５・６年生児童７名であった。

また教室参加者全員はその後に行われた大会に出場した。ここでの教室と大会を含めたトラ

イアスロンの教授学習過程とその評価から教授プログラムを検証する。�
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２．教育目標�

　トライアスロンは水泳，自転車，マラソンおよびそれらの引き継ぎ運動２）を連続して行う

複合競技である。また同時に水，路面，地面など運動を働きかける対象とその手段が刻々と

変化するスポーツでもある。このような変化に富み時間を競う競技であるから，３つのパー

トをどのようなペースで運動するかはトライアスロン特有の課題といえる。この課題の達成

の仕方によっては，レースの成績が大きく左右される。そこで本研究ではトライアスロンの

特質を「競技主体が水，路面，地面，他競技者などの客体と対峙しながら，水泳運動―引き

継ぎ運動―自転車運動―引き継ぎ運動―走運動を連続して実施し，自己の技能に応じ持続可

能な最高水準での運動強度を維持し，総体としての速度を競う競技」と規定する。�

　本研究の教授プログラムは初心者児童を対象としたが，本来であれば年齢や技能に制限を

設けるべきではないかもしれない。しかし本研究のねらいを達成するために１）小学５・６年

生であること，２）１００ｍ以上泳げることを参加条件とした。大会では小学３・４年生の部を

設けているが，コースレイアウトが周回コースにはなっていない。これでは先に規定した特

質を活かしたレースを学習者が達成できたかどうかを客観的に判断することは困難であり，

授業者も指導し評価することが難しい。したがって周回コースでのレースが可能な小学５・

６年生のみを対象とした。周回コースであれば学習者だけでなく，授業者にとっても客観的

に認識しやすい。一方，本研究では教室・大会ともにヨットハーバー内の水域（水深５ｍ）

で水泳を行う。そのため学習者にはライフジャケットを着用させ，救助艇と救急救命士を配

備し安全に務める。しかしながら学習者が息つぎのできない技能水準であれば，技術の習得

はおろか安全に参加することも難しいと判断した。以上のことから学習者の技能条件として２）

を設けた。�

　これらを踏まえ，学習者がトライアスロンの特質を理解し，それを体現するために次の３

点を教育目標とした。�

１） トライアスロンの特質を理解し，安全かつ合理的・経済的に競技を行うことができる必

要不可欠な技術と戦術を習得する。�

２）個別の課題に対して自己の技能水準を認識し習熟する。�

３）自己の思い描いた通りに技術と戦術を行使し，競技を行う。�

�
�

３．教育内容・教材編成論�

　ここではトライアスロンを教材とした教授プログラムの教育内容をどのように抽出し，そ

こから教材としてどのように編成するのか，その視点を述べる。�

　一般的な教授―学習活動における教育内容を高村は「人類の歴史的な実践の中でたくわえ

られた経験やその一般化としての科学的な概念や法則の体系」として捉えている３）。しかし

運動学習では，認識し習得すべき対象が運動の技術や戦術となるため，科学的な概念や法則

よりもこれらを教育内容として位置付けるべきである。そこで本研究では進藤による「ある

スポーツ種目やその運動材に含み込まれている学習者に認識し習得されるべき客観的な法則

性を持った技術や戦術」を首肯し４），教育内容と捉える。まずは教育内容を導き出すために，

拙稿５）で明らかにしたトライアスロン競技の技術・戦術構造から，トライアスロン初心者で
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ある小学校高学年の学習者が習得すべき必要不可欠なものを抽出する。また教室と大会の学

習条件・環境を鑑み，学習者がトライアスロンの本質により迫るために本実験授業に限って

必要なもの，あるいは本実験授業特有の課題に対して安全に学習する上で不可欠なものを教

育内容として加える。�

　このようにして導き出された教育内容をトライアスロン教室・大会という教授学習場面に

おいて，学習者である小学５・６年の児童が確実かつ安全に認識し習得することができるト

ライアスロン教材として編成する。その際には１）学習の対象者は，１００ｍ以上クロール泳が

できる小学５・６年生男女（１５名以内）とする６），２）授業時間は１２０分×５日，計６００分

とする，この２点が教授プログラムの条件となる。その上で本教材は以下の視点で編成する。�

１）学習者が安全に学習できる教育内容と時間的・物理的条件を満たしていること。なお

個別の種目は危険性の高い種目から先に学習を行う。したがって安全に水泳ができるた

めの技術の習得が最優先となる。�

２）合理的・経済的に競技を行うことができるための知識と技術・戦術を習得できること。�

３）実践的な３種目の連続実施の中から，どのようにして３種目を連続させるのかを学習

させる。�

４）各教材は学習者の認識が時間的・空間的・力動的に漸次拡大するよう，発展させ配列

する特に３）によって導き出される実践的な教材は，日ごとに条件（距離）を拡大させる

ことで，トライアスロンの本質的な取組みが可能となるよう習得させる。�

５）各日の最後に学習者個人が各自の取組みを主観的にふり返り，学習を深めさせること。

また，各日のはじめに前日の学習の客観的な結果を把握することを通し自己の学習を深

めさせる。�

　以上の視点から教授プログラムを５日間のプログラムとして，日ごとに「本時の目標」「教

育内容」「教材の構成」「授業の展開」「学習者の評価」の５項目から構成する。�

�
�

４．教授プログラム�

　前章で示した視点を元に編成した教授プログラムを示す。本プログラムには３種目を連続

して行う教材が中核として位置づく。個別の運動課題に対する学習だけでなく，実践的に３

種目を連続して行う学習を通して，トライアスロンの特質である運動強度のコントロールを

身につけることを意図した。３種目を実践的に学習するには水域での水泳が安全に行えるこ

とが必須となる。そこで学習者のレディネスとしてＯＷＳ７）を安全に行えることが必要となっ

てくる。これにより学習者が危険性の高い種目から先に習得し，より安全に学習を進めるこ

とを優先すべきであると考え，１日目のみをプール８）で行うこととした。プールでＯＷＳの

ための必要な技術を習得してから，２～５日目は一部大会コースを使用しながら９）指導する

ことを想定し内容を構成した。各日の授業時間は２時間とした。なお２日目以降の教室会場

は下図のようになる。�

　また本教授プログラムを実施する上で，アシスタント１名とスタッフ４～５名を配置する

ことを前提とした。アシスタントは示範を見せるなど，より良い学習環境を用意するためで

あり，スタッフは救助艇からの監視や学習者誘導，交通整理など安全な学習環境を整備する

ため，あるいは学習者の取組みの様子をビデオカメラで撮影するためである。�
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図１．教室会場図（Ｓｗｉｍコース・トランジットエリア付近）�

図２．教室会場図（Ｂｉｋｅ・Ｒｕｎコース）�

　本プログラム中の「本時の目標」では学習の到達点となる目標，「教育内容」は学習者が

認識し習得すべき技術や戦術など，「教材の構成」では各教材の方法と配列，「授業の展開」

は授業者がどのように授業を展開するのか，「学習者の評価」には教材ごとの評価の観点を

それぞれ表している。�
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１日目�

【本時の目標】�

　　１）トライアスロンの特質（構成，順序，ルール）を理解する。�

　　２）トライアスロンにおける自己の水泳技能を認識し，習熟させる。�

　　３）ライフジャケットの特質を理解し，その着衣泳を習得する。�

　　４）集団泳で自己の技能，状況に応じた泳ぎ方を選択し行使することができる。�

�

【教育内容】�

　　１）トライアスロンの構成，順序，ルール�
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�
　　２）クロール�

　呼吸のタイミングとして，水をかき始めると同時に顔を横に向け，呼吸を行うこ

とを理解する。�

　　３）ライフジャケットの着用の仕方と特徴�

　ライフジャケットの正しい着用の仕方を理解する。それにより，沈むことのない

大きな浮力を得ることを理解する。またクロール泳を行うと上半身が強く浮き，下

向きのままになりやすい（ローリングが制限される）ことを理解する。�

　　４）ヘッドアップクロール�

　顔を上げるタイミングとして，水をかき始めると同時に顔を前へ向け始め，前方

目視を行う。�

　　５）コースに合わせた方向転換技術�

　進みたい方向に内側の腕を入水させ，そこから体に向かって水をかくことにより

進路が変わることを理解する。外側の腕は内側腕のリードに従い，同様にストロー

クする。�

　　６）集団泳�

　ヘッドアップにより自分がコース上のどこを泳いでいるのか，他の選手がどこに

いるのかを把握し理解する。さらに自分の泳ぎたいコースを進むために，状況に応

じて方向転換の仕方を理解する。�

�

【教材の構成】�

　　１）ガイダンス�

　　２）準備体操�

　　３）クロール泳　２８ｍ×４回�

　　４）ライフジャケットの着用�

　　５）ライフジャケット着用での背浮き（１５秒），伏し浮き（１５秒），潜行（２回）�

　　６）ライフジャケット着用でのクロール�

　ライフジャケットを着用した状態で泳ぐことに慣れる段階から，ヘッドアップク

ロールでの実践的な前方目視まで漸次的に認識が拡大することをねらいとしている。

クロール（２８ｍ×１回），ヘッドアップクロール（２８ｍ×１回），目標確認しな

がらのヘッドアップクロール（２８ｍ×２回）の順に取組む。�

　　７）ライフジャケット着用でのＵターン　�

　ヘッドアップ技術と方向転換技術を用いながら目標となるブイまで泳ぎ，そこか

ら折返す課題である。１２ｍ×２回：１人ずつ，１２ｍ×１回：２～３人ずつ，３０ｍ

×１回：３～４人ずつの順に取組む。�

　　８）ライフジャケット着用での集団泳�

　教材７）より実践的な条件で，ヘッドアップ技術・方向転換技術・コース取り戦術

の習得をねらいとする。４０ｍ×２回を全員同時に取組む。�

�

【授業の展開】�

　　１）集合，挨拶（３分）�
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２）ガイダンス（２５分）　プール内の会議室で行う。学習者には本教室のねらい，トラ

イアスロンの構成，順序，ルールなどを説明する。また学習を確かなものにするために，

教室参加にあたっての心構え，注意事項を説明する。終了後学習者は更衣し，プール

サイドへ移動する。�

　　３）準備体操（５分）�

４）クロール泳（１０分）　２８ｍコースのプールで３レーンに分かれて行う。学習者には

各自のゆっくりとしたペースで泳ぐよう指示する。授業者は学習者の技能を観察する。�

５）ライフジャケットの着用（７分）　学習者をプールサイドに移動させ，ライフジャ

ケットを配布する。正しい着用の仕方を示範を見せながら説明する。その後学習者に

着用させ，正しく着用されているか確認する。�

６）ライフジャケット着用での背浮き・伏し浮き・潜水（５分）　それぞれ説明と示範

の後に，学習者に試行させる。背浮き・伏し浮きでは全身の脱力状態をしっかりつく

ることを働きかける。潜水では全力で試行させることで，浮力の大きさを逆説的に認

識させるよう働きかける。�

７）ライフジャケット着用でのクロール（１０分）　通常のクロールを取組ませ，ライフ

ジャケットの着用によりボディポジションが高くなることを理解させる。その後，ヘ

ッドアップ技術を説明し示範する。学習者には学習者前方目視を定着させるために，

泳者前方のプールサイドに目標物１０）を示し，その変化を観察させる。�

　　８）休憩（１０分）�

　　９）ライフジャケット着用での方向転換（１０分）�

　　　 ．方向転換必要性・仕方を説明する。�

　　　 ．アシスタントによる示範を見せながら，教育内容の理解となるよう解説を行う。�

　　　 ．学習者は１０ｍ離れたブイを回って戻ってくる。２箇所に分かれて４回行う。�

　　１０）ライフジャケット着用での集団泳（１０分）�

　　　 ．トライアスロンにおける水泳パート（集団泳）の特徴を説明する。�

．学習者を２グループに分け，それぞれ一斉に１０ｍ離れたブイを往復させる。１回

行う。�

．２５ｍ離れたブイを往復させる．全員で同時に１回行う。�

　　１１）まとめ（２５分）�

　　　 ．学習者をプールサイドに集める。�

　　　 ．本時のまとめ（説明）を行う。�

　　　 ．学習者は感想レポートを記入し，提出する．�

　　　 ．挨拶�

�

【学習者の評価】�

　　１）クロール泳�

　　　 ．水をかくと同時に呼吸を始めている（ローリングと同期したブレス）�

　　     →指導者による観察・確認�

　　２）ライフジャケット着用でのクロール・ヘッドアップクロール�

　　　 ．ライフジャケット着用の状態で浮くことができる�
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　　　 ．上半身が高いポジションのまま，クロール泳ができる�

　　　 ．ストロークに合わせた呼吸ができる�

　　　 ．水をかくと同時に，顔を前に向けることができる�

　　　 ．前方目視により，障害物を確認することができる�

　　  　→指導者による観察・確認�

　　３）ライフジャケット着用での方向転換�

　　　 ．内側腕からの舵取りができる�

　　　 ．入水地点からのストロークができる�

　　　 ．最短距離となるライン取りができる�

　　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

　　４）ライフジャケット着用での集団泳�

　　　 ．自分の位置，コース，他選手の位置を確認できる�

　　　 ．他選手に接触しないように，最短距離を泳ぐことができる�

　　　   →指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

�

２日目�

【本時の目標】�

　　１）トライアスロンの特質を理解する。�

　　２）ライフジャケットの特質を理解し，海洋での泳ぎ方を習得する。�

　　３）トライアスロンにおける自己の技能を把握する。�

�

【教育内容】�

　　１）トライアスロンの構成，順序，ルール�

　　　 ．競技は水泳，自転車，マラソンの順に行う�

．水泳が終わったら，Ｔ１エリアで移動する。ゴーグルと水泳帽を置き，ウエアと

ヘルメットを身につける．運動靴を履く．自転車を乗車ラインまで押していき，乗

車ラインを超えてから乗車する。�

．バイクパートの交差点では手前で一時停止し，左右の安全確認を行ってから渡る。�

．バイクパートの折返し地点では，前後の交通を確認してから折り返す。�

．バイクパートで２往復が終わったら，降車ラインの手前で降車する。�

　　２）ライフジャケット着用でのＯＷＳ�

　　　 ．プールに比べ，海洋のほうが，体が浮く。�

　　　 ．ヘッドアップでの方向転換により，自分の場所とコース，他の選手を確認する。�

　　　 ．他の選手にぶつからないよう最短距離を泳ぐ。�

　　３）Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ①�

　　　 ．３種目を１つ１つ行うのとは違い，連続して行うと体が思うように動かない。�

�

【教材】�

　　１）ガイダンス�

　　２）ライフジャケット着用でのＯＷＳ　�
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　　３）Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ①（Ｓｗｉｍ：１００ｍ，Ｂｉｋｅ：２．０㎞，Ｒｕｎ：５００ｍ×２周回）�

�

【授業の展開】�

　１）集合，挨拶（３分）�

　２）ガイダンス（４７分）�

．本時の目標を説明する。�

．Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ①の取り組み方（コース，順序，適切なペース配分，注意事項など）を

説明する。�

．コースの下見をしながら，動線を確認させる。�

．各自の道具をトランジションエリアに準備させる。�

　３）準備体操（５分）�

　４）ライフジャケット着用でのＯＷＳ（１５分）�

．水着に更衣し，ライフジャケットを着用させる。�

．斜路上で水に慣れさせる（泳がせる）。�

．桟橋に移動し，そこから指導者と共に水域に入る。�

．立ち泳ぎに慣れ，体が浮くことを理解させる。�

．５０ｍ離れたブイまで１往復させる。各自のペースで安心して泳がせる。�

．戻ってきた学習者は桟橋に上がらせる。�

　５）Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ①（３５分）�

．教材の取り組み方を説明（順序・ルールなどの再確認）する。�

．学習者全員を水域に移動させ，一斉にスタートさせる。�

．学習者の取り組みはビデオ撮影（４台）と計時により記録する。�

　　ビデオ配置場所　Ｓｗｉｍ １台　ブイ（方向転換・ヘッドアップの様子）�

　　　　　　　　　　Ｔエリア ２台�

　　　　　　　　　　Ｂｉｋｅ １台　折返し（登坂走行・折返しの様子）�

　　　　　　　　　　Ｒｕｎ １台　コース途中（Ｓｗｉｍと共有）�

．終了した学習者は更衣させる。�

　６）まとめ（１５分）�

．学習者をホールに集める。�

．本時のまとめを行う。�

．学習者は感想レポートを記入し，提出する。�

．挨拶�

�

【学習者の評価】�

　１）ライフジャケット着用でのＯＷＳ�

．集団の中でヘッドアップによる前方目視により自己及び周囲の位置関係が把握できる。�

．それにより自己の戦術（ペースやコース取り）を選択・行使できる。�

　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

　２）Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ①�

．ルールを守って安全に取り組むことができる。�
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�

　　　 ．３種目ともペースの変動を抑え，一定ペースで取り組むことができる。�

　　　　（ラップタイムの推移をグラフ化して，翌日にフィードバック）�

　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

�

３日目�

【本時の目標】�

１）Ｔ１を素早く，確実に行うことができる。�

２）コースに応じた適切な自転車の乗車方法を身につける。�

３）トライアスロンの特質（構成，順序，ルール，３種目の積み重ね方）を理解する。�

４）前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ①の結果から自己のレース展開を理解し，本時のレースで課題を

克服する。�

�

【教育内容】�

　　１）Ｔ１�

　　　道具の準備�

　　　 ．ヘルメットを被りやすいように配置する。�

　　　 ．ウエアを着やすいように配置する。�

　　　 ．ランニングシューズを履きやすいように配置する。�

　　　 ．自転車のギアは，乗車したときに漕ぎ出しやすいギアに合わせておく。�

　　　動作の順序�

　　　 ．水泳を終えると，帽子とゴーグルを外す。�

　　　 ．自分のトランジットスペースまで移動する。�

　　　 ．ウエア，シューズ，ヘルメットを順に身につける。�

　　　 ．自転車を起こし，乗車ラインまで押していく。�

　　　 ．乗車ラインを越えてから，自転車に乗る。�

　　２）Ｂｉｋｅ�

　　　 ．登りにさしかかった時に，スピードが落ちる前にギアを軽くする。�

　　　 ．登りでは軽いギアで走る。�

　　　 ．周囲の交通を確認してから折り返す。�

．下り後の交差点手前で，一時停止を行う。ブレーキをかけるときは重心を後ろに

移動させる。ブレーキはタイヤをロックさせないように握る。�

　　３）Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ②�

　　　 ．Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ①の結果から，自分のレースの特徴を理解する。�

　　　 ．Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ②での課題を理解し，解決に取り組む。�

�

【教材】�

　　１）Ｔ１�

　　２）Ｂｉｋｅ（登坂）�

　　３）Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ②（Ｓｗｉｍ：１００ｍ×２周回，Ｂｉｋｅ：２．０㎞×２周回，Ｒｕｎ：５００ｍ×２周回）�

�
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【授業の展開】�

　　１）集合，挨拶（３分）�

　　２）Ｔ１（２０分）�

　　　 ．Ｔ１で行うべきことを順番に説明し，示範を見せる。�

．水泳終了の擬似状態からバイク乗車までのトランジットを行う。１人ずつ２回，

集団で１回行う。�

　　３）Ｂｉｋｅ（２０分）�

．「登坂走行・折返し・交差点停止」の説明と示範を見せる。�

．１人ずつ登坂から折返しまでを３回行う。�

　　４）休憩（１０分）�

　　５）Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ②（５２分）�

．教材の取り組み方を説明する。前日のレース結果を知らせ，本時の課題を理解さ

せる。�

．学習者全員を水域に移動させ，一斉にスタートさせる。�

．学習者の取り組みはビデオ撮影（４台）と計時により記録する。�

　　　　　ビデオ配置場所　Ｓｗｉｍ １台　ブイ（方向転換・ヘッドアップの様子）�

　　　　　　　　　　　　　Ｔエリア ２台�

　　　　　　　　　　　　　Ｂｉｋｅ １台　折返し（登坂走行・折返しの様子）�

　　　　　　　　　　　　　Ｒｕｎ １台　コース途中（Ｓｗｉｍと共有）�

　　　 ．終了した学習者は更衣させる。�

　　６）まとめ（１５分）�

　　　 ．学習者をホールに集める。�

　　　 ．本時のまとめを行う。�

　　　 ．学習者は感想レポートを記入し，提出する。�

　　　 ．挨拶。�

�

【学習者の評価】�

　　１）Ｔ１�

　　　 ．使用する道具を適切に配置することができる。�

　　　 ．トランジットの順番を正しく行うことができる。�

　　　 ．トランジットを素速く行うことができる。�

　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

　　２）Ｂｉｋｅ（登坂）�

　　　 ．安全に留意し取り組むことができる。�

　　　 ．適切なギアを選んで，登坂走行を行うことができる。�

　　　 ．下り後の交差点手前で安全に一時停止ができる。�

　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

　　３）Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ②�

　　　 ．ルールを守って安全に取り組むことができる。�

　　　 ．３種目ともペースの変動を抑え，一定ペースで取り組むことができる。�
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　　　　（ラップタイムの推移をグラフ化して，翌日にフィードバック）�

　　　 ．自己の課題の解決ができる。�

　　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

�

�

４日目�

【本時の目標】�

　　１）トライアスロンの特質（構成，順序，ルール，３種目の積み重ね方）を理解する。�

２）前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ②の結果から自己のレース展開を理解し，本時のレースで課題を

克服する。�

　　３）自転車での適切なペース配分ができる力を身につける。�

　　４）Ｔ２を素早く，確実に行うことができる。�

�

【教育内容】�

　　１）Ｂｉｋｅ�

　　　 ．２往復を通して均等なペースとなるよう，ペースを配分する。�

　　２）Ｔ２�

　　　動作の順序�

　　　 ．降車ライン手前で，自転車から降りる。�

　　　 ．自転車を押しながら自分のトランジットスペースまで移動する。�

　　　 ．自転車を置く。�

　　　 ．ヘルメットを脱ぎ，置く。�

　　 ．ランコースへ向けて走り始める。�

　　３）Ｒａｃｅ①�

　　　 ．本番のコ－ス（自分の動線）を理解する。�

　　　 ．Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ②までの自分のレースから特徴を理解する。�

　　　 ．Ｒａｃｅ①での課題を理解し，解決に取り組む。�

�

【教材】�

　　１）Ｂｉｋｅ（ペース走）�

　　２）Ｔ２�

　　３）Ｒａｃｅ①（Ｓｗｉｍ：１００ｍ×２周回，Ｂｉｋｅ：２．０ｋｍ×２周回，Ｒｕｎ：５００ｍ×４周回）�

�

【授業の展開】�

　　１）集合，挨拶（３分）�

　　２）Ｂｉｋｅ（２７分）�

　　　 ．上り下り区間でのペース走。１往復毎のタイムを知らせながら，２往復行う。�

　　３）Ｔ２（１５分）�

　　　 ．Ｔ２で行うべきことを順番に説明し，示範を見せる。�

　　　 ．自転車終了の擬似状態からランニング開始までのトランジット２を行う。１人ず�
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　　　　つ２回，５人ずつ１回行う。�

　　４）休憩（１０分）�

　　５）Ｒａｃｅ①（５０分）　※Ｓｗｉｍ以外は大会と同様のコースで行う。�

．教材の取り組み方を説明する。前日のレース結果を知らせ，本時の課題を理解させる。�

　　　 ．学習者全員を水域に移動させ，一斉にスタートさせる。�

　　　 ．学習者の取り組みはビデオ撮影（４台）と計時により記録する。�

　　　　　ビデオ配置場所　Ｓｗｉｍ １台　ブイ（方向転換・ヘッドアップの様子）�

　　　　　　　　　　　　　Ｔエリア ２台�

　　　　　　　　　　　　　Ｂｉｋｅ １台　折返し（登坂走行・折返しの様子）�

　　　　　　　　　　　　　Ｒｕｎ １台　コース途中（Ｓｗｉｍと共有）�

　　　 ．終了した学習者を更衣させる。�

　　６）まとめ（１５分）�

　　　 ．学習者をホールに集める。�

　　　 ．本時のまとめを行う。�

　　　 ．学習者は感想レポートを記入し，提出する。�

　　　 ．挨拶。�

�

【学習者の評価】�

　　１）Ｂｉｋｅ（ペース走）�

　　　 ．第３日の学習内容を活かした走りができる。�

　　　 ．２往復をできるだけ速い均一な速度で走ることができる。�

　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影，所要時間計測�

　　２）Ｔ２�

　　　 ．使用する道具を適切に配置することができる。�

　　　 ．トランジットの順番を正しく行うことができる。�

　　　 ．トランジットを素速く行うことができる。�

　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

　　３）Ｒａｃｅ①（Ｓｗｉｍ：１００ｍ×２周回，Ｂｉｋｅ：２．０ｋｍ×２周回，Ｒｕｎ：５００ｍ×４周回）�

　　　 ．本番のコースに慣れ，正しく安全に取り組むことができる。�

　　　 ．３種目ともペースの変動を抑え，一定ペースで取り組むことができる。�

　　　　（ラップタイムの推移をグラフ化して，翌日にフィードバック）�

　　　 ．自己の課題の解決ができる。�

　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

�

５日目�

【本時の目標】�

　　１）トライアスロンの特質（構成，順序，ルール，３種目の積み重ね方）を理解する。�

２）前日のＲａｃｅ①結果から自己のレース展開を理解し，本時のレースで課題を克服する。�

　　３）Ｔ２を素速く，確実に行うことができる。�

　　４）ランニングでの適切なペース配分ができる力を身につける。�
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　　５）大会の距離に慣れ，ペースコントロールを身につける。�

�

【教育内容】�

　　１）Ｔ２�

　　　４日目と同じ�

　　２）Ｒｕｎ�

　　　 ．Ｒａｃｅ①での平均周回時間で走る。�

　　　 ．歩幅を広げずに，脚の回転を速くして走る。�

　　３）Ｒａｃｅ②�

　　　 ．本番の距離に慣れる。�

　　　 ．Ｒａｃｅ①までの自分のレースから特徴を理解する。�

　　　 ．Ｒａｃｅ②での課題を理解し，解決に取り組む。�

�

【教材】�

　　１）Ｔ２�

　　２）Ｒｕｎ（ペース走）　５００ｍ×３�

　　３）Ｒａｃｅ②（Ｓｗｉｍ：１００ｍ×２周回，Ｂｉｋｅ：２．０ｋｍ×２周回，Ｒｕｎ：５００ｍ×４周回）�

�

【授業の展開】�

　　１）集合，挨拶（３分）�

　　２）Ｔ２（１５分）�

　　　 ．前時の復習。交差点からＴ２，ランスタート（２００ｍ）までを一人ずつ行う。�

　　３）Ｒｕｎ（２５分）�

．ペース走（５００ｍ，３本）の取り組み方を説明する。学習者にＲａｃｅ①でのランニング

周回所要時間を伝え，自己のペースを理解させる。�

．降・乗車ラインから全員一斉に行う。学習者全員が５００ｍを走り終えてから３分

後に再びスタートする。ゴール後に所要時間を伝える。�

　　４）休憩（１０分）�

　　５）Ｒａｃｅ②（５２分）�

　　　大会と同様の距離で行う。�

．教材の取り組み方を説明する。前日のレース結果を知らせ，本時の課題を理解さ

せる。�

．学習者全員を水域に移動させ，一斉にスタートさせる。�

．学習者の取り組みはビデオ撮影（４台）と計時により記録する。�

　　ビデオ配置場所　Ｓｗｉｍ １台　ブイ（方向転換・ヘッドアップの様子）�

　　　　　　　　　　Ｔエリア ２台�

　　　　　　　　　　Ｂｉｋｅ １台　折返し（登坂走行・折返しの様子）�

　　　　　　　　　　Ｒｕｎ １台　コース途中（Ｓｗｉｍと共有）�

．終了した学習者を更衣させる。�

�
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表1．被験者の属性�

　　６）まとめ（１５分）�

　　　 ．学習者をホールに集める。�

　　　 ．本時のまとめを行う。�

　　　 ．学習者は感想レポートを記入し，提出する。�

　　　 ．挨拶。�

�

【学習者の評価】�

　　１）Ｔ２�

　　　 ．第４日より安全，確実，速く行うことができる。�

　　　→指導者による観察・確認�

　　２）Ｒｕｎ�

　　　 ．目標となるペースで３本走ることができる。�

　　　 ．ストライドを広げすぎず，ピッチをあげて走ることができる。�

　　　→指導者による観察・確認，所要時間計測�

　　３）Ｒａｃｅ②�

．本番の距離に慣れ，正しく安全に行うことができる。�

．３種目ともペースの変動を抑え，より一定ペースで取り組むことができる。（ラ

ップタイムの推移をグラフ化して，大会当日にフィードバック）�

．自己の課題の解決ができる。�

　　　　→指導者による観察・確認，ビデオ撮影�

�

５．実験授業評価・考察�

　本章では，前章で作成した教授プログラムを展開した教室および大会の結果から，１）学習

者がどれくらい教育目標を達成したのか，また２）学習者がどれくらい教育内容を理解し習得

したのかを評価し考察する。分析するのは学習の結果としての１）学習の様子を撮影したビデ

オ映像，２）各教材への取組みの計測記録，また学習者による学習のふりかえりとしての３）感

想レポート，実験授業の前後に実施した４）アンケートである。これらは個々に分析するので

はなく，必要に応じて横断的に分析する。また，検証にあたっては運動学的視点による動作

の質的検討，教授学的視点による教材編成の妥当性の検討を加える。教育目標および教育内

容の達成度が８０～９０％以上の水準をもって適切であったと評価したい１１）が，本研究では被

験者数が少ないためにこのような画一的な判断は避け総合的に判断したい。�

　ここでは実験授業としての５日間のトライアスロン教室と１日のトライアスロン大会を検

証の対象とする予定であったが，教室５日目は雨天により中止した。そのため４日間の教室

と１日の大会をもって，本実験授業と位置付ける。また，本実験時は７名の被験者が集まり，

毎日全員が参加した。被験者の属性は表１の通りである。�

�

�

�
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５．１．実験授業１日目�

　初日となった７月３０日の実験授業には，７名の被験者が参加した。本時は室内温水プール

および会議室で２時間の指導を行った。本時の目標は以下の４つである。�

　１）トライアスロンの特質（構成，順序，ルール）を理解する。�

　２）トライアスロンにおける自己の水泳技能を把握し，発展させる。�

　３）ライフジャケットの特質を理解し，その着衣泳を習得する�

　４）集団泳で自己の技能，状況に応じた泳ぎ方を選択し行使することができる�

　実験授業に先立って実施したアンケートによると，７名中１名の被験者がクロール泳の自

己技能として「１００～２００ｍ」泳ぐことができると回答し，他の６名は「２００ｍ以上」泳ぐ

ことができると回答していた。実験授業の参加条件は「１００ｍ以上泳げること」であったが，

ほとんどの被験者はそれ以上の技能を有していると回答していた。本時の学習において学習

者が理解し習得すべき教育内容と学習者が運動を働きかける運動課題，学習の結果を表２に

示した。学習の結果は，授業者から見て学習者が教育内容を「十分に習得した」場合は「○」，

「さらなる習熟が必要」な場合は「△」，「ほとんど習得できていない」場合は「×」とした。

以下に個別の運動課題について取り上げる。�

　運動課題１「クロール」では，どの学習者も正しい呼吸動作を行っていた。技能について

の大きな課題は見られない。運動課題２では５名の学習者が初めてのライフジャケット着用

であったが，全員が適度な締具の調整を理解し着用することができた。運動課題３～５では，

初めはライフジャケットの浮力を信頼できない様子であったが，学習が進むにつれ浮力の大

きさを実感し信頼できるように変化した。とくに運動課題５では，ライフジャケットを着用

したまま学習者に潜行をさせることで，ライフジャケットを着用すると沈むことはないとい

う浮力の強さを認識させることができた。また運動課題６でライフジャケットを着用しクロ

ールを行うと「呼吸がしにくいことやスピードが落ちて泳ぎにくい」ことに気づくなど，着

衣泳の特徴を理解した学習者もいた。運動課題７「ヘッドアップクロール」は授業者による

説明と示範の後に，ヘッドアップクロールに取組んだ（写真１）。３名の学習者（Ｃ，Ｄ，Ｇ）

がプル動作終了までの周辺目視動作の完了ができなかった。これは準備局面で体幹の反り返

り動作の位相が長いことが原因であった。しかし，この３名は次第に習得し，運動課題１１で

はプル動作終了と周辺目視動作終了が同期できるようになった。学習者の中には「自分のき

き手をかく時にかおをあげればやりやすかった」と適切なタイミングを発見した者もいた。

次の運動課題８では，全課題と同様にヘッドアップクロールに取組ませたが，ここでは学習

者の進行方向上のプールサイドに目標物を配置し，学習者に泳ぎながら確認させた（写真２）。

学習者が２８ｍ泳ぐ間に目標物の向きを変え，泳ぎ終えた学習者に矢印の向きの変化を聞いた。

その結果，すべての学習者が泳いでいる間に目標物を目視することができていた。次に方向

転換技術とコース取り戦術を運動課題９～１１で学習させた（写真３）。ここでは学習条件を

漸次的に発展させることで，個別技術としての方向転換技術が集団戦術としてのコース取り

戦術に繋がるよう教材を配列させた。ほとんどの学習者が個別技術としてはスムーズに習得

したが，人数が多くなり条件が難しくなるとコース取り戦術を思うように行使できない学習

者もいた。また学習とともに方向転換時の泳速は上昇した。最後の運動課題１２では学習者全

員での集団泳を行った。他の学習者にコースを塞がれ思うようなコース取りができなかった

学習者が２名いたが，他の５名は思うようコース取りをしながら泳ぐことができていた。「速
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表２．教育内容―運動課題―学習結果（１日目）�

�

写真１．ヘッドアップクロール� 写真３．Uターン�写真２．ヘッドアップクロール�
（目標確認）�

く泳ぐのも大変だけど，ぶつかりそうになるのを気をつける方がもっと大変だという事がわ

かった」ように，本時の学習だけでは集団泳への戸惑いが見られた。�

　本時を振り返ると，実験授業初日の目標として４つを掲げたがいずれも達成することがで

きたと考える。１）についてはガイダンスで説明し学習者への理解をはかった。２）はヘッドア

ップ動作や方向転換技術の質的な高まりから評価できる。３）については感想レポートにも記

述があったが，ボディポジションの違いからくる特徴を理解していた。４）は十分とは言えな

いが，各自の泳力に応じたコース取りが見られた。�

�
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５．２．実験授業２日目�

　気象条件　天候曇り・気温１８．８℃・湿度８７％�

　本時からは大会会場となるエンルムマリーナ及び周辺にて行った。スイムは水深５ｍのヨ

ットハーバー内の水域，バイクは一般道，ランは歩道でそれぞれ行った。本時の目標は以下

の３点である。�

　１）トライアスロンの特質を理解する。�

　２）ライフジャケットの特質を理解し，海洋での泳ぎ方を習得する。�

　３）トライアスロンにおける自己の技能を把握する。�

本時は，前時の学習をＯＷＳでどう活かすかが重要な課題となる。また３種目を安全に連続し

て行うことができるか，あるいは３種目をどのよう積み重ねることができるかも課題となる。

また教材「Ｍｉｎｉ－Ｒａｃｅ①」をトライアスロン学習としてのプレテストとして位置付けた。１

日目同様に学習の内容と結果を表３に示した。�

　本時ではまず，屋内外でガイダンスを行った（写真４）。本時の運動課題であるＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ

①のルール・コース，必要となる道具の扱い方，注意事項などを教えた。その後運動課題１

に移った。水域内に設置された浮き桟橋から学習者は入水した。被験者Ｆ・Ｇはライフジャ

ケットの浮力は理解していたが，怖さのため直ぐには海に入れなかった。予定であれば，マ

リーナ構内の斜路で足の着く範囲で入水させ，水に慣れさせるはずであったが，事情により

斜路を使用することができなかった。事前アンケートでは２名とも海で泳いだことがないと

回答しており，初めて海に入る学習者のための配慮が不足していたと考える。ライフジャケ

ットを着用してのＯＷＳでは，５名の学習者がほぼ顔を上げたままで泳いでいた（写真５）。

これはプールよりもボディポジションが高くなることで，顔を水につけにくくなることと，

海への恐怖により顔を水につけたくないことなどが起因していると考える。前者の場合は，

今後の学習でも顔を上げたままになるが，後者の場合は以後の泳ぎに変化が見られるはずで

ある。被験者Ｃはライフジャケットではなく，ウエットスーツを着用した。当然ながら顔を

上げたままのクロールは困難であり，他の学習者に比べ前方目視の時間が減少した。そのた

めロスの多いコース取りとなってしまった。多くの学習者は「まっすぐ泳げなかった。何回

も水をのんだからおなかがいたくなった」というように，プールと海洋との泳ぎやすさの違

いを認識できていた。しかしＦとＧは「プールとちがった所は，あまりうかばなかった」こ

とと，恐怖からか間違った認識をしてしまっていた。�

　次は本実験授業最初のトライアスロンとなる運動課題３である。ここでは本質的なトライ

アスロンの学習が目的ではなく，学習者自身が自己の技能を確認すること，またトライアス

ロンのプレテストとして学習者の技能を把握することが目標となる。学習者全員が初めての

取組みとなったが，どの学習者も本時冒頭のガイダンスの説明を守り，安全に取組むことが

できた（写真６）。ルールの理解という点では，トランジションエリア内でのバイク乗車がＴ１・

Ｔ２ともに多く見られ課題を残した。事前アンケートではＴ１およびＴ２での準備順序を質問し

たが，いずれも正解した学習者はいなかった。このことから初心者には説明だけではなく運

動課題としてＴ１・Ｔ２を学習させる必要があると考えられる。またスイムパートは前運動課題

同様に，顔を上げたままのクロールが多く見られた。学習者の感想には「３種目を連続して

やると，前にやったことで疲れて思うように体が動かなかった」や「一番つらかったのはマ

ラソンです。一番最後だから足が思うように動かなくて，いきが上がってすご～くつらかった」
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表３．教育内容―運動課題―学習結果（２日目）�

�

表４．教材「ＭｉｎｉーＲａｃｅ①」計測結果�

写真４．ガイダンスの様子� 写真６．Ｂｉｋｅでの下り走行�写真５．OWSでのヘッドアップ�

と書かれてあり，初めて３種目を連続させたことで，その難しさを認識していた。学習者の

計測結果は表４の通りである。また，ＲｕｎでのＬａｐ間の変動量を明らかにするために，学習者

ごとに「Ｌａｐ間の変動時間／Ｒｕｎパート所要時間」を算出し，表５に示した。本時はあくまで

もプレテストなので，次時以降にこれらの記録を比較し検討する。�

　本時の目標と学習の結果を照らし合わせると，２）では習得が十分でない学習者が見られた。

これはプールとＯＷＳの変化に対応できなかったことが原因である。今後はスムーズに対応で

きるようになるための段階的な学習が可能な教材編成が課題と言える。１）３）については概ね

達成できたと考える。しかし，トライアスロンのルールや水域での泳ぎ方には課題を残して

いる。�

�

�
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表５．教材「ＭｉｎｉーＲａｃｅ①」変動量��

�

�

�

�

�

�

�

�

５．３．実験授業３日目�

　気象条件　天候晴れ・気温２３．４℃・湿度８３％�

　本日も前日同様にエンルムマリーナ及び周辺で行った。本時の目標は以下の４点である。�

　１）Ｔ１を素早く，確実に行うことができる。�

　２）コースに応じた適切な自転車の乗車方法を身につける。�

　３）トライアスロンの特質（構成，順序，ルール，３種目の積み重ね方）を理解する。�

４）前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ①の結果から自己のレース展開を理解し，本時のレースで課題を克

服する。�

　本時はＴ１とＢｉｋｅを個別に学習し，その上で前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ②に前時の前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ

①結果を踏まえ，どのように取組むかがポイントである。学習の結果を前時同様に表６に示

した。また教材「前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ②」の測定結果を表７，Ｓｗｉｍ・Ｂｉｋｅ・ＲｕｎおよびＴｏｔａｌ

での変動量を算出１２）し表８にまとめた。�

　教材１）では前日の前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ①でのＴ１と比較し，より正しい順序と方法でＴ１を行

うことができるようになった。しかし，Ｔ１全体を通して素早く動くという観点では，不十分

な学習者も見られた。教材２）では，ポイント１からポイント２までの登り区間での変速技術

に大きな変化は見られなかった。前時の前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ①で見られたように登坂始めでス

ピードが落ちてからの変速だと，平地でのスポードを活かすことができない。一方でポイン

ト２からポイント１までの下り区間では，ペダルを漕ぎ続けながら下ることができるように

なった。教材３）では前時よりも距離が伸びたが，どの学習者も無事に取組むことができた。

感想には「きのうより長かったけど，けっこうなれてきた。水泳と自転車がはやくできた。

その分マラソンがすごく遅かった」とあるように距離の変化に適応しようとしているのがわ

かる。Ｓｗｉｍパートでは，前時よりもコース取りが全体的に的確になったが，１名だけコース

取りが不十分であった。また２名は顔を上げたまま泳いでいた。続くＴ１とＢｉｋｅではそれまで

の教材への取組み同様に習得の足りなさが現れた。本時での定着には至らなかった。Ｒｕｎパ

ートの所要時間を見ると７名中５名のタイムが向上し，平均所要時間は２０秒短縮した。また

ＲｕｎパートでのＬａｐ変動量は，前時の１１秒（３．３％）に対し，本時は９秒（２．７％）と僅か

ではあるが短縮した。Ｔ１とＴ２の所要時間が前日より低下したのは，前日はトランジットエリ

ア内でＢｉｋｅに乗車した学習者が多かったのに対し，本日は１名を除き他の６名はルールを守

ったために時間がかかったと考えられる。�

　以上のことから，本時の学習で教育目標がどれくらい達成できたのかを考察する。１）２）と

もに本時の学習では十分な習得が見られないが学習者が認められた。これらは教育目標とし
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表６．教育内容―運動課題―学習結果（３日目）�

表７．教材「ＭｉｎｉーＲａｃｅ②」測定結果�

�

表７．教材「ＭｉｎｉーＲａｃｅ②」計測結果�

ての設定が不適切だったのか，あるいは本時の教材が不適切だったのか次時以降の学習を観

て判断したい。３）と４）は教材「前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ②」での取組み結果，特に変動量を見ると

ペース変化を抑えて完走していることからも，特質を意識した取組みができていると判断する。

また変動量は前時よりも減少している。よってこれらは達成できたとみなす。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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表８．教材「ＭｉｎｉーＲａｃｅ②」変動量��

�

�

�

�

�

�

�

�

５．４．実験授業４日目�

　気象条件　天候晴れ・気温２８．３℃・湿度７８％�

本時は以下の４点をねらいとし実施した。また，本時の結果として，学習者の取組みを表９に，

教材「Ｒａｃｅ①」における測定結果，パート及び全体での変動量をそれぞれ表１０，１１に示し

た。�

１）トライアスロンの特質（構成，順序，ルール，３種目の積み重ね方）を理解する。�

２）前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ②の結果から自己のレース展開を理解し，本時のレースで課題を克

服する。�

３）自転車での適切なペース配分ができる力を身につける。�

　４）Ｔ２を素早く，確実に行うことができる。�

　教材「Ｂｉｋｅ」では，自己のペースコントロールをねらいとしたペース走を指示した。ペー

スは前日前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ②での平均Ｌａｐタイムとした。しかし，学習者全員が全力で取組ん

だため，学習者ごとに設定した目標タイムを大きく上回るタイムで走り切ってしまった。学

習者への課題提示の仕方に課題を残した。教材Ｔ２は前日のＭｉｎｉ－Ｒａｃｅ①および②で既に取組

んでいるためか，どの学習者も素早く課題を解決することができた。前時まで動きと比べて，

より的確で無駄のないトランジットであった。�

　教材「Ｒａｃｅ①」では，Ｓｗｉｍ以外は大会と同じコースを使用する予定であったが，事情に

よりＢｉｋｅのみが使用可能となった。しかし大会とは３種目とも距離を同一にし，大会結果と

比較できるよう実施した。Ｓｗｉｍでは全員が適切なヘッドアップ技術を行使することで，コー

ス取り戦術が上手く実施できるようになった。被験者Ｆとは顔を水につけて泳げるようになり，

泳速が向上した。これらにより全員がＳｗｉｍパートの所要時間を向上させた。Ｔ１ではエリア

内で乗車した学習者，また更衣がスムーズではない学習者がそれぞれ１名いた以外は素早く

的確に取組んでいた。Ｂｉｋｅパートでは，どの学習者も上手に取組むことができていた。それ

により全員が前日より所要時間が短縮できた。Ｔ２では教材３）での学習を活かし，素早い引き

継ぎができていた。Ｔ１と共通して言えることは，学習者に焦りがあるとスムーズなトランジ

ットができないことである。学習者への教材説明時に素早さだけを求めるのではなく，確実

に取組むことを習得させるべきであった。一方Ｒｕｎパートは４周回走るのが初めてであったた

めか，ペース配分が乱れる学習者がいた。また当日は外気温が高かったため学習者には途中

での積極的な給水を働きかけ，全員がＲｕｎパートで給水を行っていた。変動量を見るとＳｗｉｍ

パートでは全体的に１周目から泳速を上げて，２周目に泳速が落ちる傾向があった。中でも

ＣとＧが２周目で大きく減速し，ペースを乱した。２名とも２周回通してのペースコントロ
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表９． 教育内容―運動課題―学習結果（４日目）�

ールが課題である。ＢｉｋｅパートではＦが２周目を１周目より約１分短縮させた。この場合は，

Ｂｉｋｅスタートからのペースコントロールが課題といえる。それ以外の学習者は２周回を的確

にペース配分することができた。ＲｕｎパートではＡとＢが４周目でタイムを低下させた。４

周回通してのペースコントロールが課題といえる。�

　本時のねらいの達成度を考察する。１）については大きな課題はなく，達成できたと考える。

２）は前時よりもペース配分がより適切になったが，ほとんどの学習者がいずれかのパートで

課題を残した。特に前時よりも距離が伸びたことに対しての適応は課題である。３）は１名課

題を残した学習者がいた他は，変動量も減少し速度も向上しているので達成できたとしたい。

４）については急ぐあまり動作が雑になることもあったが，自ら修正することができた。素早

く行うという点では７名中６名がタイムが向上している。このことからＴ２の学習が十分にで

きたと判断する。�

�
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表１０．教材「Ｒａｃｅ①」測定結果�

�

表１１．教材「Ｒａｃｅ①」の変動量�
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５．５．実験授業５日目�

　気象条件　天候雨�

　この日は台風通過に伴う悪天候のため，実験授業開始前に中止の判断を下した。そのため

本実験授業では５日目のプログラムを実施することができなかった。教室は４日目をもって

終了となった。�
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表１２．大会測定結果�

５．６．大会当日�

　気象条件　天候晴れ・気温２１．１℃・湿度９３％�

　教室での４日間の学習のポストテストとして本大会を位置付けた。大会ではこれまでの学

習を活かし，また教室での課題を解決させながら，より本質的なレースを行うことが目標と

なる。大会は教室４日目同様にＳｗｉｍ２００ｍ，Ｂｉｋｅ４．０㎞，Ｒｕｎ２．０㎞のコースで行った。Ｂｉｋｅの

み教室と同じコースを使用した。本時は教室参加者に加え８名の出場者がおり，計１５名でレ

ースを行った。筆者は当日，大会運営を行っていたためレース中の学習者の観察は十分には

できなかった。計測結果（表１２）と変動量（表１３）を以下に示した。表１２にある「Ｒｕｎ 

Ｇｏａｌ」とは４周目を終えてからフィニッシュラインまで向かう直線区間（約３０ｍ）である。

学習者は教室で習得した技術と戦術を駆使しながら，全員無事に完走することができた。表

１２を見ると，大会での記録は教室４日目より全体的に向上しており，すべての平均区間所要

時間が短縮した。一方変動量は，３区間全てで減少した。このように大会では教室に比べ速

度が向上し，変動を抑えて取組むことができたといえる。しかしＳｗｉｍパートとＲｕｎパートで

若干の変動が見られた。一般的なレースでは，Ｓｗｉｍパートのスタート直後はコース取りのた

めに泳速が上がる。本大会でも，これによる影響が大きく作用したのではないかと考える。�
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表１３．大会変動量��
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６．おわりに�

　本研究のねらいを達成するために作成した教授プログラムは無事実験授業を終えることが

できた。初心者児童がトライアスロンを完走できるようになるための教授プログラムとして

は一定の成果を得ることができた。特に実践的な３種目の継続を主たる教材とし，そこでの

より速いペースの維持を課題に位置付けたことで，学習者が認識と習得を深めながら，より

本質的なトライアスロンが体現できるようになった。このような指導法は既存の指導法とは

異なり，本研究の特色といえる。しかし教授プログラムそのもの，あるいはその教授学習過

程では，以下に挙げる課題が残った。�

１） 実験授業の被験者が７名では少ない。授業を安全に展開しうる最大人数として，１５名度

は必要と考える。�

２）プールでの学習から海洋での学習に移る際の段階的な学習が不足していた。学習者の不

安を取り除く教材を配列すべきであった。�

３）教材「Ｂｉｋｅ」で学習者の変速技術を高めることができなかった。学習者の変速技術に対

する認識を変容させる教材が必要であった。�

４）教材「Ｂｉｋｅ」でのペース走の指示が学習者に伝わらなかった。ペースコントロールの能

力を高める初歩的な学習が必要であった。�

５）５日間を予定していた実験授業が，悪天候により４日間となってしまった。そのため５

日目のプログラムの検証ができなかった。�

６）実験授業の評価基準が不明確であった。教授プログラム教材の妥当性と変動量の評価基

準を客観的な根拠を持って明らかにする必要がある。�

７）大会中に筆者が学習者の取組みをしっかり観察できるような，大会運営が必要であった。�

　この他にも，細部を見るとたくさんの課題が明らかになった。このままでは誰にでも追試

可能な優れた教授プログラムとは言えない。今後は本研究の成果を反映させた，より精査な

教授プログラムを作成する。今夏には改訂された教授プログラムを用い，もう一度実験授業

を行う。そこからより精選された初心者児童への教授プログラムを明らかにしたい。�

�

�
謝　　辞�

　本年度をもって退官される進藤省次郎教授には指導教官として，これまでにたくさんのご
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指導ご鞭撻を頂きました。また公私にわたり，物事の真理や本質を見極める大切さを学ばせ

ていただきました。この場を借りて，心よりお礼申し上げます。�

　本研究にご助言下さった体育方法ゼミの皆さん，実験授業である教室と大会の実施に協力

下さいました全ての人々，そして勇気をもって教室と大会に参加してくれた全ての子どもた

ちに感謝申し上げます。�
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日本トライアスロン連合ＨＰ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｔｕ．ｏｒ．ｊｐ／�
トライアスロンでは種目間の引き継ぎ運動のことをトランジションという。本研究ではＳｗｉｍからＢｉｋｅへ
の引き継ぎをトランジション１（Ｔ１），ＢｉｋｅからＲｕｎへの引き継ぎをトランジション２（Ｔ２）とする。�
高村泰雄（１９７６）「教授過程の基礎理論」，五十嵐顕ら編『講座日本の教育６』新日本出版社，ｐ５６�
進藤省次郎（２００３）『バレーボールの初心者に対するパスの技術指導』北海道大学大学院教育学研究科
紀要第８９号，ｐ６７�
拙稿（２００４）『トライアスロン競技の技術・戦術構造と指導について』北海道大学大学院教育学研究科
修士論文�
１５名以内とあるのは，教室の物理的条件や安全性を考慮したためである。従って教室の参加定員を１５名
とした。�
ＯＷＳ　Ｏｐｅｎ Ｗａｔｅｒ Ｓｗｉｍｍｉｎｇの略。プールではなく，河川や湖沼などでの水泳のこと。�
室内温水プール（２８ｍ×４レーン，水深１．２ｍ）を使用した。�
２～５日目の中で，各日ともＢｉｋｅのみが大会と同じコースが使用可能であった。�
目標物とは６０㎝×６０㎝の白いボードに，大きな矢印（黒）を示したものである。�
高村泰雄（１９７６）前掲書，ｐ６７�
Ｓｗｉｍ・Ｂｉｋｅ・Ｒｕｎはそれぞれ“Ｌａｐ間の変動時間／区間所要時間”により，Ｔｏｔａｌでは“Ｌａｐ間の変動時間
の総和／総合時間”により算出した。�
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