
 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに  

 

初めての教材「タグラグビー」。同志会全国

高学年分科会では、何度か取り上げられては

いたが、当時フラッグフットボール（フラフ

ト）に実践の足場があり、やろうという気持

ちがわかなかった。ただ自身は、昔からラグ

ビーは好きでよく見ていた（決してにわかで

はない）。ルールが難しいと言われるが、「ボ

ールを前に放らない。」だけわかっていたら十

分楽しめるスポーツであると思っていた。き

っかけは、やはりワールドカップが日本で開

催されるということ。「流行りに乗る」という

ことと、「この学年の子どもたちが楽しめるの

ではないか？」という気持ちからだった。さ

らに初めての実践という教師自身の楽しさも

加味されて「やってみよう」という気持ちに

なった。  

 

２．子どもたちと教材  

 

小規模校小学校 4 年生、男子７名、女子６

名計１３名のクラスである。1 学期は、運動会

（㋅初旬）、水泳しかできず、実践らしい実践

をしていない。クラスの男子は元気で女子は

人間関係が難しい。男子は、いつも運動場で

遊び、女子は教室内では元気だが、チマチマ

していることが多い。1 学期に女子の一人が、

その人間関係により不登校に陥った。（現在は

復帰している）男女共通なのは、人の話を聞

けないこと。行動に起こすのが異常に遅いこ

と。しかし、全員とてもやさしい面を持って

いること、などが特徴である。また、男子 7 人

中 3 人が支援学級対象児童である。学力的に

も俗にいう「しんどい」子が多く、算数は担

任も含め、ほぼ毎時間 3 人が担当している。  

タグラグビーは、ラグビーのタックルのか

わりに「タグ」（フラフトのフラッグと同じ）

をとることで次の展開が生まれるスポーツで

あるととらえている。フラフトとちがうのは、

タグラグビーにはプレーの連続性があること。

フラフトとの共通項としては、「陣取り合戦」

であり「シュートがない」という点である。

元気なこの子どもたちにはぴったりだと思わ

れた。今回は、6 人と 7 人で 2 チームを作り、

ゲームには 3 人ずつ出る。試合時間は 3 分と

いう形式で、練習とゲーム、その分析という

サイクルで授業を進めていくことにした。  

 

３．実践のねらい  

 

（1）－空間を見つけ（使って）ボールを運び、

トライする方法を考え、実行する。  

（2）－タグをとられても、すぐに次のプレー

を行い、速い攻撃を目指す。  

（ディフェンスも相手の攻撃が始まるま

でに守りの体制を整える。）  

（3）－タックルポイントをつくり、づくり出

した空間を使ってボールを進める。  

 

４．実践の経過（学習の流れ）  

 

（１）第１次…タグラグビーのルールと動き

方を知ろう。（３ｈ）  

第１回 研究部例会（実践報告２）  

 

「タグラグビー」をやってみた 
―ボール運動におけるタグラグビーの意義は ?－ 

研究部 楠橋 佐利（豊能町立吉川小）  

 

 



①しっぽとり、宝取りゲーム、宝運びゲー     

 ム 

・空いている場所とタイミングを見つけ、

走り抜ける。  

・しっぽ（タグ）のとり方を知り、慣れる。  

②試しのゲーム  

・簡単なルールを知るために、ゲームを

する。  

〈ルール〉  

   前パスはダメ。（スローフォワード）  

   ボールを前におとしてはいけない。  

（ノックオン）  

   タグをとられたら、とられた者がその

場からパスをしなければならない。  

   タグをとられずに、マットにボールを

置いたら、「トライ」となり得点が入る。 

 

（２）第 2 次（前半５時間）  

①…ルールや動き方に慣れ、トライができ

る方法をチームで考え、ゲームをしよう。 

《１時間目》  

2 次のスタートから楕円ボールも使ってみ

る。（タグは、豆しぼり）この日は、VTR どり

を予定し、用意していたが、ゲームを裁くこ

とに夢中になり、録画するのを忘れていた。

あわてて最後の１試合だけ録画した。子ども

たちは、少し慣れた感じ。A グループ（のちの

グリーンチーム）は、ゲームを始める前に集

まってミーティング。B グループ（後のイエロ

ー）は、バラバラ。運動技能的には、公平に

分けたつもりであったのだが…。この日初め

てグループノート（以下Ｇノート）を書いた。

以下は、初日のＡグループのＧノートとメン

バーの紹介。（○は、G ノート記述）  

ＵＹ（男子）…運動技能的には普通。遊びは

好き。計算は速いが、よく間違えている。い

いかげん。話を聞いていない。手遊び。考え

るきっかけを与えると、そこそこ考えようと

する。  

〇パスがうまく続けば、強くなるし、（タグを）

とられてもなげれば、トライできると思う。  

（グループのメンバーへのアドバイス） 

つっこんで取られてもいいから、トライ地点

近くに行って投げれば、トライできると思う

よ。（OK へ） 

ＯＫ（男子）…運動技能高い。遊びも読書も

好き。漢字ていねい。話は聞いていないこと

も多い。手遊び。きっかけを与えると、よく

考える。  

〇うまいといわれるけど、ふつうです。 

（アドバイス）  

たのしくやろうね。（自分以外のクラスさんへ） 

ＯＣ（女子）…運動技能普通。（体操をやって

いて得意）屋外遊びをほとんどしない。本好

き。女子の中では、比較的さばさばしている。

話は聞いて、よく考えてはいるが、発言はほ

とんどしない。  

〇ボールがいろんな人にいかないことがある

から、その人は勝っても負けてもたのしくな

いと思う。  

（アドバイス）  

タグをとられてもいから、ボールを落とさな

いようにがんばろうね！（チームのみなさん

へ） 

ＫＫ（女子）…運動技能は、普通よりやや高

い。気が弱いが、負けん気が強い。（→トラブ

ルのもとになる。悪口、ちょっかいなど。た

だし今は、ずいぶん改善されている。）1 学期

不登校（㋄～㋅）になる。（友だち関係が発端。

今は、ずっと来ている。）かまってほしい（教

師にも）。実は、やさしい。  

〇ボールをもっていない人もいるから（後記

述なし）  

（アドバイス）  

いつもトライしてくれているけど、 TA や SK

もボールを持ってないから、持たせてあげた

ら。（OK さんへ）  

ＳＫ（男子）…支援対象児（自閉症）。運動技

能は、高くない。自己肯定感が低く、自分は

何もできないと思い、閉じこもることもある。



（教室に専用のスペースがあった）。この頃は、

さそわれて→自分から外で遊ぶようになった。

（サッカー）放っておいたら、何もしていな

いことが多い。かかわっても、行動するまで

に時間がかかる。したがって、 G ノートへの

記述もないことが多い。  

〇ぜんぜんやくだたない！  

（アドバイス）  

―なし―  

ＴＡ（女子）…運動技能は、普通。ボールに

関しては、あまり経験がない。クラスの中で

唯一リーダー的な動きができる。きついとこ

ろもある。ミーティングは、TA 中心に行われ

ており、全体を仕切ることができる。KK との

関係がぎくしゃくしていたが、現在は、お互

いが意識して改善の方向で動いている。よく

考えて記述できる。  

〇自分は、ボールが回ってきても（他の人も

やけど）強い人にパスを回して強い人同士で

パスしてゴールになるから、自分も得点を入

れるようにしたい。  

（アドバイス）  

自分のチームは、タグをとられても、すぐに

ボールパスができるのがすごいと思う。もう

ちょっと線を越さないように気をつけよう。

（チームのみなさんへ）  

ＷＫ（男子）…支援対象児（知的障害。精神

遅延。ウイスク検査の結果は、かなりしんど

い。3 歳程度の知的段階だと言われているが、

そうは見えない部分もある。）運動技能は、そ

こそこある。（地域でサッカーをしている）遊

び好き。話を聞けない。手遊び。すぐふざけ

る。授業中に友だちに話しかけて、いやがら

れることも。感想文など、文章を書くことが

難しい。  

〇前にちゃんと行けるようにしたいです。フ

ラッグ取られてもいい。  

（アドバイス）  

すぐパスしてください。  

 

《２時間目》  

 さらに学習を続けていくと、少しルールも

理解できた児童が増え、タグをとられたら、

すぐ攻撃を始める様子もしばしば見られた。

技術的には、フェイントやジグザグ走りはす

でに出ているが、それが良いプレーであると

いう認識はあまりない。さらに、タグをとら

れるのを気にしてディフェンス（以後 DF）を

抜けない。また、DF は、オフェンス（以後 OF）

の位置に対応しようとする動きも見られた。

そして、偶然ではあるが、「役立たない！」と

記述していた SK が、２トライを決めた。後に

この映像を見せて、なぜ SK がトライできたの

かを考えさせ、タグをとられるかどうかは気

にしないで走ることが大切であることに気づ

かせた。  

《３時間目》  

だが、全体の様子では、タグをとられない

ようにと、①後ろに逃げてしまう。②とられ

ていないか確かめる動作で走り抜けない。な

どの様相が見られる。ゲームがおもしろくな

ってきたせいもあって、何とかトライしたい

という気持ちが強くなり、ついこのような行

動に出てしまうのではないかと思われた。ビ

デオを給食の時間などに見せていたが、やは

り、学習時間に教室で見せて、自分たちで実

感させる必要があると思われた。次の週から

の学習形態を変更した。幸いクラスは、13 名

（６人、７人の 2 チーム）であるため、20 分

もあれば、3 分のゲームが 4 試合はできる。1

時間の体育の時間の中で  

①  「VTR を見る」「感想を交流する」「練習（習

熟）する」などをバランスよく行う。  

②  その後の時間でゲームをする。  

という形で行うことにした。また、DF が準備

できないうちにリスタートする光景も見られ

るようになった。しかし、速くしようとしす

ぎて、味方さえも準備できていない内にゲー

ムをスタートする光景も見られた。  

 



《４時間目》  

作成したマイタグを使用してゲーム。ボー

ルは、これまでに使ってみて一番使いやすい

と子どもたちが考えたスポンジの丸いボール

を使用。DF が、横一線を意識できているのが

A グループ。B は、理解不十分か…。VTR で確

認し、有効であったと思われる手立てを意図

的にとろうとする姿が見られた。 VTR で見た

後の感想を書いたせいか、それを読み合う中

で、意識したプレーが出始める。特に「ジグ

ザグ走り」が有効であることは、どちらのチ

ームもわかっているようであった。  

《５時間目》  

いつもと同じように話し合いをしてから体

育館へ。動いている時間としては短いが、こ

れがないとただゲームを流すだけになってし

まってなかなかうまくいかない。その成果も

あってか、意識したプレーが A グループを中

心に出始めてきた。そして、A グループは、

全員トライすることができた。  

授業後に、中間総括として、これまでで気

づいたことをまとめて書いてもらった。（攻め

方について。守り方について。チームがえに

ついてなど）この中で、チームとして秘密に

しておきたい気づき以外のことで、有効と感

じたものについて、共有することにした。  

 

〈中間総括感想（A グループ）〉 

ＵＹ 

攻め方  

〇形（フォーメーション）は、◇の形で、両

端の部分を少し前に出した方がいいかな、と

思う。  

〇自分は、あまり足が速くないから、パスや

相手のすきをねらおうかなと思っている。  

〇走り方は、ジグザグや空いているところを

ねらったらいい。  

〇パスは、空いている所と、できるだけ近い

所（トライするマットに）にいる人に投げて

投げた相手とよこならびでパスし合っていく

といいかも。  

守り方  

〇守りの形は、ひし形か横ならびの形がいい

と思う。  

〇あまり足が速くないので、後ろで待ちぶせ

したい。  

ＯＫ 

もっと走りを速くして、守りと攻めを強化し

たらいいと思った。スピンをしてよけてもい

いのかなあ？  

相手チームのパスを読んで動いたらな、と思

う。 

ＯＣ 

もっと前に行った方がいいと思う。自分は、

あまりとれてないので（とろうとしはしてい

るけど）とりに行った方がいいと思う。ギリ

ギリでタグをとるより、できるだけ早く取っ

た方がいいと思う。前パスは、へってきたか

らよかったと思う。ならび方（せめ）は、ダ

イヤモンドの形は、いいと思った。ダイヤモ

ンドではなくていろんなところに広がるのも

いいな～と思った。守りのならび方は、前に

いっぱい人がいた方がいいと思うけど、むり

だったら後も行けるように一人ぐらいは（後

ろに）いてもいいと思う。  

ＫＫ 

強い人にボールが行くから弱い人に「ボー

ルをわたしたらトライできるんじゃないか

～。」とずっと思っていた。タグを気にして後

ろに下がったから、それはやめた方がいいと

思う。タグを取られたら、自分のボールだけ

ど、前パスをしたら相手チームのボールだか

ら、タグをとられることを気にするより、前

パス（をしないこと）を気にしたらいいと思

う。相手がボールに近づくから、パスをした

方がいいと思う。でもパスで、前パスだけは

しないように気にしないといけない。タグを

取られたら、すぐにパスする。  

守り方（並び方）  

相手がボールを持っていたら、その人につい

て行きすぎて、反対がわがガラあきの時があ



るから、ボールに注目するのもいいけど、反

対がわも気にした方がいいと思う。  

ＴＡ 

〇守りがついていけていない。  

〇前パスしない！  

〇パスの時に後ろに下がったらそんするだけ。 

〇投げる前に、同じチームの位置（いち）を

かくにんする。  

〇タグを気にせず走る!! 

〇相手のタグをとったら、（相手は）すぐパス

するから。守りをはやくする。  

〇多分相手は、強い人にパスすると思ってい

るから、そんなパスが回ってきていない人に

パスするとよい。  

〇チームがえは、したくない。理由は、前は

よゆうで勝っていたけど、（Ｂチームには悪い

けど）今は、だんだんおいついてきて、まだ

ちょっとだけ勝っているけど、白チームも強

くなってきてるから、いい勝負になるまでや

ってみたいから！  

〇まだ、たまに（ボールを）おとしたりして

相手ボールになっているから、近くにいる人

に無理せずパスするといいと思う。  

ＷＫ 

 とられる前にすぐにパスすれば、相手にタ

グをとられずにトライできるから、すぐにパ

スした方がいいと思います。  

 全力で前にすすめばトライできるから、で

きないと思ったら本当にできなくなるから、

できると思って行けばいい。  

 

 上記のように、「パス」という言葉は出てき

てはいるが、この時点では、どのタイミング

でのパスが有効かというような話には至って

いなかった。  

 

（3）2 次 後半の学習（7 時間）  

 ここからは、実践のねらい（2）の「タグを

とられても、すぐに次のプレーを行い、速い

攻撃を目指す。」と（3）の「タックルポイン

トをつくり、その際につくりだした空間を使

ってボールを進める。」を目標として取り組ん

だ。しかし、この 2 つは、子どもたちが見つ

け出せるようにこちらからは何も言わなかっ

た。 

《６・７時間目》  

ＶＴＲと感想文の交流で 1 時間とった後に、

体育館で練習とゲーム。相変わらず A グルー

プは、しっかりと集まり打ち合わせ。Ｂグル

ープは、束ねる人間がいない。この差が勝敗

にも出ている。しかし、セットプレーの前に

は、話し合う姿も…。タグをとられそうにな

った時に手ではらう動きが目立ってきたので、

事前に注意していたが、出てくる。片手でボ

ールを持てるのが原因か…、とも思い両手で

持って走ることをルール化してみたが、うま

くいかなかった。  

7 時間目には、Ｂチームも DF のよせが速

くなり、ゲームが膠着してきた。こちらが気

づいてほしいことを踏まえたゲーム様相に、

なかなかならない。「どうすればいいか。」に

気づかせたいという気持ちが強かった。ただ、

ジグザグ走り以外にも、「タグをとられた後の

速い攻撃」やそれに加えての「逆サイドへの

パス」などがわかってできているのではない

か、という場面も見られるようになった。  

《８時間目》  

この時間あたりから、VTR を見ながら話し

合い、考えてきたことを少しずつ実行に移そ

うと試みているのがわかってきた。ただ、Ｇ

ノートの記述に現れなかったり、ゲームの中

では、流れの中で、どうしてもうまく使えな

かったりしている。さらに、横一線にひかれ

た DF ラインによる OF へのプレッシャーが

強く、追い詰められての前パスなども、つい

やってしまうという状況もある。ただ、空い

ているスペースを見つけてボールを運ぶ（ト

ライする）ということは、ずい分できてきた

ように思った。  

〇A グループのＧノートより  

せめる時は、（DF ラインを）ななめでやっ



た方がいいと思う。すぐパスできるから。と

られたら、すぐもどる !!相手が位置について

なかったら、あいてる方にいって、トライで

きるかもしれないから。（OC）  

自分は、ギザギザに動いたらいけないと思

ったけど、やってみたら行けたから、やった

方がいいと思います。（WK）  

《９時間目》  

OF は、タグをとられたら、すぐにもどりラ

インを引き攻撃する。DF も、一直線のライン

でプレッシャーを与えるのがうまくなった。

そのせいもあってか、試合展開は、速くなっ

た。ただ、こちらが考えているような「タグ

をとられた直後か、直前にパスを出す。」や「わ

ざとタグをとられに行って、スペースを作る

動き」などは、出てこない。この日のビデオ

もじっくりと見せて、タグをとられる直前の

パスか直後のパスが出せるような指導が必要

だと感じた。  

《10・11 時間目》  

10 時間目に VTR を見て、練習方法を決める。

その上で、11 時間目にチーム練習を行い、ゲ

ームをした。チーム練習では、ボール保持者

に対して、アタックしに行くはずなのに、パ

スありきだと思っているので、スペースが生

まれない。もう一つスペースが生まれない原

因は、ボール保持者が適当に走ってしまう「意

図のない走り」をしているからであると思わ

れる。また、パスありきなので、DF がボール

保持者におびき寄せられる前にパスしてしま

う光景も。ただ、その中でもうまくいったプ

レーもあった。しかし、ゲームで活かせたか

というと、難しかった。再度この VTR を見せ

ることで改善を図ることにした。  

《12 時間目》  

直前・直後パスを意識したゲームも生まれ

てきてはいるが、パスがリスクになっている。

いいかげんなパス、追い詰められてからのパ

スが多い。それでも、逆サイドを意識したパ

スはあり、これまでの学習の上に立って判断

しているのではないか、と思われるプレーも

見られた。ただし、パスの重要性が増せば増

すほど、キャッチできるか否かの問題が生ま

れる。この日は、B グループの KS のキャッ

チミスで、A グループ OK のターンオーバー

からのトライが何回か生まれた。明らかに習

熟不足である。  

〇A グループのＧノートより  

練習でしたことは、通用したと思います。

なぜなら、トライがいっぱいできたからです。 

トライするコツ  

トライするには、「ヘイ」と言ってパスを受け

て走ったりする事がいいと思います。相手の

ゴール前の時は、空はくをねらってつっこん

だらいいよ。（OK）  

今日は、相手がボールを落として３トライ

できたけど、相手がボールを落とさなくなっ

たら負けてたかもしれないから、作戦がちゃ

んとあるから作戦をちゃんと使って。トライ

できるときは したらいいけど、作戦もわす

れずにしたらいいと思った。（KK）  

 

５．実践を振り返って  

 

この時点で学習発表会を控え体育館が使え

なくなった。ひとまずここで一区切りだが、

子どもたちが次への課題に取り組む意欲を持

っているかは疑問である。原因は、直前直後

のパスからの攻撃に至るまでに時間をかけす

ぎたことが挙げられる。学習がややマンネリ

状態になった。ＡグループのＵＹは、授業が

終わるたびに「楽しいわ～、タグラグビー！」

と言っていたが、直前・直後のパスの学習に

入るあたりから同じＡグループのＫＫやＴＡ

は、「もう終わろ。」「飽きてきた。」などと言

っていた。（学習中は、生き生きとやってはい

るのだが…。）実践者側の「見つけさせたい。」

という気持ちと「もういいから、この次どう

すればいいのか早く教えてほしい。」という子

ども側の気持ちがうまくリンクしなかったた



めかもしれない。いずれにしても 2 学期のタ

グラグビーは終了。しばらくたって、「またや

ろう！」なのか「え～！またやるの？」なの

か、と考えたが…。2 学期終了の時点で実践を

終えることにした。  

＜これまでをふり返って＞  

（１）コートの広さ…体育館で行ったため、

これが限界の広さであった。しかし運動

場なら、もう少し大きなコートにするか

…。ただ運動場なら、トライは、エリア

への走り込み（オフィシャルルールの通

り）しかできない。しかし、ラグビーら

しさ＝子どもたちは、「トライが好き」。  

（２）チームについて…男女混合の 7 人と 6

人の２チーム。ゲームに出る人数は 4 人

で、男女交互に通し番号をつけ、その番

号順にゲームに出場する。そして、番号

順に交代でセンタープレイヤーやセット

プレーでのスターター（ボール保持者）

を務める。  

（３）ルールについて  

  今回のタグラグビーは、オフィシャルル

ールといくらか違うルールを採用した。  

①  ゲーム開始…「センタープレイヤーは、  

自らのランから始めてもパスしてもよい。 

オフィシャルではセンタープレイヤー

からのパスで始まる。しかし、こうする

とランの得意な子どもへのパスが増える

と予想した。セットプレーごとにボール

保持者が交代するようにしたため、全員

がボールを持ってスタートできる状況を

つくった。  

②  ボールがサイドラインから出た時→    

味方のボール（攻守交替にしない。）  

本来なら相手ボールになるのであるが、

サイドラインすれすれに走る傾向の強い

ゲームであるから体育館で行う狭さを考

慮し、「タックルを受けた時と同じ」扱い

にした。攻撃を一定継続できるようにす

るための配慮であった。  

③  ノックオン…純粋にボールを前に落   

とした時のみ「ノックオン」とした。  

スポンジ系のボールを使っていたこと、

苦手な子どももボールを保持するチャン

スを得られるようにするため。後ろにそ

らした場合や体の真下に落とした場合は、

初めに触ったメンバーのいるチームのボ

ールとした。しかし、この判断は難しく、

子どもたちで相互審判をする際のネック

になりかねないと考えている。  

④  4 回タグをとられても、攻撃権は移動   

しない。  

   簡単に言えば、攻撃側をより有利にし、

初期の段階で攻撃の楽しさを味わわせる

ためであった。攻撃をどのように進めた

らよいかをチーム内で考えながら学習を

進めるためには、このルールが邪魔なの

ではないかと考えた。  

⑤  スローフォワード…基本的に前パス  

は禁止。  

しかし、ＴＳi の場合、走っているうち

に方向が分からなくなってしまい、前に

投げてしまうケースが続いたため、意図

した前パス以外は、反則として扱わなく

した。そのうち、彼もランすることに慣

れてきたため、オフサイドに関わるルー

ルを一定とれるようになった。  

⑥  守備側がタグをとったら「タグ」と大   

きな声で言い、その場所から再度攻撃に

移る。→その都度ホイッスルを吹くよう

にした。  

「タグ」の声が小さかったり、ほかの

声に紛れたりすることもあったためであ

る。しかし、これは回を重ねるごとにで

きるようになったのではないかとも思わ

れ、ホイッスルに頼る状態をつくってし

まい、子どもたち同士の自己審判制を妨

げる原因にもなったのではないかとも考

えられる。 

 



（４）攻撃の変遷  

３－（１）について  

走り抜けようとする動きも、トライも圧倒

的に両サイドが多かった。これは、正面にデ

ィフェンスがいるためで、自然と両サイドを

走る動きがふえたからであると考える。また

個々の動きでは、フェイントをつかったり、

ジグザグに走ったりと、うまく空間を作り出

そうという動きも見られた。さらにこれらの

ことからも、（１）については、攻撃の上で大

切なポイントになるのではないかと思われる。 

３－（２）について  

オフィシャルルールの中には、「タグをとら

れたら止まらなければいけない」というもの

があるが、これを言いすぎるとタグをとられ

たかどうかをどうしても見てしまう。本実践

では、オフィシャルルールを採用しなかった

ため、その分タグをとられても走り抜けてし

まう動きがふえた。そのことにより次の攻撃

が開始するまでにディフェンスが整ってしま

い、なかなか前に進むことができなくなると

いう状況が生まれた。この状況打開のために

攻撃は、タグをとられたら素早くその位置に

もどり、より速い攻撃（リスタート）をする

ように心がけるようになった。その延長線上

として、タグをとられたらその場からすぐに

パスをして攻撃を続行する動きもみられるよ

うなった。  

３－（３）について  

（２）の速いリスタートが表れ始めたこと

で（３）の「タックルポイント」をつくる、す

なわちわざとタグをとられにいって「攻める

空間をつくる」ことも可能ではないかと思わ

れたが、ここは子どもたちの共有する課題と

はならなかった（というか、させられなかっ

た）。子どもたちの記述から「タグをとられる

前にパスを出せばよい。」というものがあった

が、そこから「タグをとられに行き、せめる

空間をつくり出す」までに、「パス出しのタイ

ミング（ディフェンスを引き付けてのパス）」

の段階があり、それに加えて「タックルポイ

ントを作りそこから攻める」までには随分と

ギャップがあった。  

（５）まとめに変えて  

《実践から抱いた疑問・問題点》  

○子どもが「わかる」ための資料として、心

電図や触球数、ボールの軌跡図などの記録か

ら考えさせることについては？  

○審判の問題…ルールやゲーム様相がわかれ

ばチームの相互審判制も必要になるが、どこ

までさせられるかは、未知数。これは、ルー

ルの問題とも関係し、オフィシャルルールと

教材としてのタグラグビールール、子どもた

ちの実態、などとを実践者が考えた上で、ど

のタイミングでどんなルールをどのような形

で加えていくかを考えなければならない。  

 

いずれにしても、目標であった。（１）の「ス

ペースを使っての攻め」については、「ジグザ

グ走り」や「逆サイドへのパス」などが生ま

れた。また、（2）の「速い攻撃からのトライ」

については、一直線に引かれた DF ラインを

引くことに、子どもたちが気づいたおかげで、

「タグをとられてからの速い攻撃」＋「逆サ

イド」が有効であることにも気づき、ゲーム

に取り入れていった。また、タグをとられる

前、タグをとられた直後のパスについても、

ちらほらと出始めていたが、（３）の「わざと

タグをとられに行く（ポイントをつくる）こ

とでスペースを作る」については、ノートの

記述で「とられる前にパス」について見かけ

られたものの、実際にそれを実行するための

習熟が不足していた。しかし、もうちょっと

やれば…か、4 年生では難しいのか…。 

 例会では、このように報告したが、この点

を検証するのは、続く実践にゆだねることと

する。  


