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３．なぜ “オフサイドライン上の
　　連続的な攻防” なのか

ラグビーの試合では、ボールを最前線（オフ

サイドライン）とした攻防がプレーの大部分を

占めます。特に、ライン（横に一列に並んだ隊

形）からの連続攻撃と、ラインを作ってそれを

阻止するディフェンスとの攻防は、ラグビーの

大きな魅力です。ラグビーの歴史からもそのこ

とがうかがえます。

①ラグビーやサッカーの元になったと言われ

ているマスフットボールでは、町対町で何百人

という男たちがボールを中心に何時間も押し合

います。ボールを最前線とした延々と続く” お

しくらまんじゅう” です。

②サッカーの母体と言えるフットボールアソ

シエーションの設立は、ボールを持って走るこ

とと、危険なコンタクトの禁止が特徴です。そ

れを不服としてラグビーフットボールユニオン

が生まれたのですから、ボールを持って走り、

最前線でぶつかり合うおもしろさがラグビーら

しさといえます。

③北米に渡ったフットボールは、ボールがと

まったらプレーをやり直す（スクリメージライ

ンからのスタート）ダウン・アンド・ディスタ

ンス制（４回ずつの攻撃）そしてフォワードパ

ス（前へのパス）を導入し、アメリカンフット

１．これまでのタグラグビー実践

これまでのタグラグビー（以下タグラグ）実

践の印象は、「前パスなしのフラッグフットボ

ール」でした。たとえば、タグをとられないよ

うな走り方やタグをとられる前のパスのしかた

を工夫する、相手の意表を突く作戦を考え実行

するというような学習が行われてきたように思

います。ラグビー独自のおもしろさを子どもた

ちに味わわせているのか疑問に感じていまし

た。

２．ラグビーのおもしろさは？

2019 年ラグビーワールドカップで日本は予

選リーグを突破し、決勝トーナメントへ進みま

した。手に汗を握り、前のめりになりながら心

躍らせて観戦しました。２m、120 ㎏超の筋骨

隆々の男たちがぶつかり合う迫力、前へ進むの

に前に投げられない（オフサイドルール）のも

どかしさとおもしろさ、バックス、フォワード

一体となった華麗な連携。

たくさんの魅力の中で、特にラグビーらしい

おもしろさは “オフサイドライン上の連続的な

攻防” ではないかと思いました。

「みんなで攻める・みんなで守る
タグラグビー」（小学校 3、4年）
―ラインをつくっての連続攻撃がタグラグのおもしろさだ―

私の
実践
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ボールへと変化していきます。特に、攻撃回数

を限定したことで連続攻撃のおもしろさをそこ

なってしまったと考えます。

４．タグラグの授業でめざすおもしろさ

タグラグの授業では、タックルの代わりにタ

グを取ります。タグを取られたら後の人にパス

をし、受け取った人が、また敵のラインに突進

します。これを何度も何度もくり返し、自分の

陣地を少しずつ前に進めます。そして、ディフ

ェンスラインを突破し、トライを決めるのがオ

フェンスのおもしろさです。一方ディフェンス

は、必死でタグを取り、相手の攻撃を止めるお

もしろさがあります。連続的に攻撃するために

は、ラインを作って順番に攻撃する必要がある

と考えていました。

５．タグラグビー実践報告

（1）子どもたちについて  
私の学校は小規模校なので、体育は常に３年

生（５人）と４年生（11人）の合同体育です。

この中には、特別支援学級の子どもいます。タ

グラグビーは、全員初めてだったので、ゲーム

のイメージを作っていくことや段階的な丁寧な

指導が必要と考えていました。また特別支援の

子も含めて楽しめるタグラグビーにしたいと思

っていました。

（2）実践のねらい
①タグラグ（ラインをつくって攻防）を理解し、

楽しむことができる。

・	 ボールを持ったら、タグを取られるまで前方

向に走る。タグを取られたら、後方にパスす

る。

・	 ボールを持っていない人は、次のプレーを考

えてラインをつくるように動く。

・	 ディフェンスは、ボールの位置、攻撃側のラ

インを意識して、ラインをつくって守る。

②簡単な作戦を考えて、ゲームをする。

③楕円形のボールの取り扱い

（3）指導計画

（4）実践の経過
タグラグのプレーイメージをつくる（第１時）
全員が初めて取り組む教材だったので、ゲー

ムイメージを作るために、ラグビーのビデオを

見せることからスタートしました。

教室で、ラグビーワールドカップの日本対ス

コットランドのトライシーンを見せながら、ラ

グビーの迫力、ゲームの様子、得点方法（トラ

イ）、前になげてはいけないこと、ラインを作

って攻防すること、タックルの代わりにタグを

取ることなどを話しました。

その後、チーム（４人の４チーム）や役割（キ

ャプテン等）を決めました。タグは、ひも状の

物よりも布状の物がとりやすいので、フラッグ

時数 学　習　内　容
1 オリエンテーション

ラグビーについて  ビデオでイメージをつかむ
タグラグビーについて  用具やルール  チーム
決め

１ パスの学習  金魚パスの練習  タグを取る練習
１ ボール運びゲームⅠ  ４こボール２チャンス
１ ボール運びゲームⅡ  ボール４個生き返る
１ ボール運びゲームⅢ  ボール２個
１ ボール運びゲームⅣ  ボール１個
１ タグラグのゲームを覚えよう
２ ラインをつくって攻めたり守ったりする

作戦を立ててゲームをしてみる
２ 作戦を考えてゲームをしよう
１ まとめの作文を書く。
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フットボール用の物を使いました。　ボールは、

ミカサの「タグラグビーボール」を使いました。

手触りがよく、大きさも手頃でした。

まずはパスの学習（第２時）
子どもたちは、ラグビーボールを扱うことが

はじめてなので、思うように投げられないし、

前や横にパスがずれるとポロポロボールをこぼ

していました。そこで、いろいろなパスの練習

を行いました。

①往復パス…４人が１列になって、パスを往復

する。

②四角パス…４人で四角形をつくり、パスを回

す。内向きの左右回し、外向きの左右回し。

ボールの持ち方、ボールを下から投げること、

相手の胸の前にボールを投げること、投げる方

向の足を前に出すこと、パスは投げる方と受け

取る方の両方で成立することなどを指導しまし

た。

りながらパスを受け取ること、ボールをもらっ

たら前に走っていくこと、ボールをパスしたら

後ろにまわることなどたくさんの学習がつまっ

ています。以降は、準備運動で必ず行い、技能

習熟に大いに役立ちました。
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げる方向の足を前に出すこと，パスは投げる

方と受け取る方の両方で成立することなどを

指導しました。

金魚パスが基本  

金魚パスはチームの４人が走りながらパス

をします。ボールを持っている人が”金魚”，

金魚にくっついて後から走り，パスをもらう

人が”うんこ”です。（子どもたちは，なぜ

か”うんこ”を喜びます。）

走りながら後ろ方向にパスを投げること，

走りながらパスを受け取ること，ボールをも

らったら前に走っていくこと，ボールをパス

したら後ろにまわることなどたくさんの学習

がつまっています。以降は，準備運動で必ず

行い，技能習熟に大いに役立ちました。

ボール運びゲームⅠ（第３時）

 

同志会の「じゃまじゃまサッカー」を参考

にして，プレゲームを考えました。

「ボール運びゲームⅠ」は４人が１個ずつ

ボールを持って，じゃまゾーンを通過しゴー

ルにボールを運ぶゲームです。相手はジャマ

ゾーンでタグをとります。一人２枚タグを付

けているので，チャンスは最低でも２回あり

ます。オフェンスは，タグを取られてもいい

ので，逃げ回るのではなく，敵に向かって前

 ＜金魚パス＞

      ←走る方向
                 ②

         ①               ④

        金魚      ③

  ①は金魚（ボールを持っている人）

  ②以下はフン。①にくっついて走る。

  ①が後ろの②か③にパス。

  パスをもらったら金魚になり先頭へ。

  金魚になった方へ④が入る

  パスした①は後ろの④の位置へ。

ボール運びゲームⅠ（ボール１人１個）

                     （☆ボールを持っている児童）
       ボールおき    
    ☆  ☆     ☆  ☆

・1人1個ボールを持っ
てじゃまゾーンをくぐ

り抜け，ゴールへボ

ールを入れたら１点。

・相手はジャマゾーン

でタグをとる。

・タグを２個取られる

までは，何度でもトラ

イできる。

・時間は１分。

  ●   ●   ●   ●
   ＜じゃまゾーン＞

ゴール
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金魚パスが基本
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します。ボールを持っている人が “金魚”、金
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“うんこ” です。（子どもたちは、なぜか “うんこ”
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走りながら後ろ方向にパスを投げること、走

同志会の「じゃまじゃまサッカー」を参考に

して、プレゲームを考えました。

「ボール運びゲームⅠ」は４人が１個ずつボー

ルを持って、じゃまゾーンを通過しゴールにボ

ールを運ぶゲームです。相手はジャマゾーンで

タグをとります。一人２枚タグを付けているの

で、チャンスは最低でも２回あります。オフェ
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ンスは、タグを取られてもいいので、逃げ回る

のではなく、敵に向かって前進すること、ディ

フェンスはタグの取り方の学習になりました。

ボール運びゲームⅡ（第４時）
全員ボールを１個もち、じゃまゾーンでタグ

をとられなければそのままゴールし１点、とら

れれば、そこでタグを受け取り、ボールかごに

タッチして再スタートします。タグをとった時

に、「タグ！」と大きな声で言うことや、タグ

を受け取り付けなおしてプレーを再開すること

を学習しました。

ボール運びゲームⅢ（第５時）
ボールを減らし、２人で１個のボールにしま

した。

うラグビーらしい動きになっていきました。

「ボール運びゲームⅣ」（第６時）
４人で１個のボールにしました。

タグを取られたら、取られた場所に戻り、後

ろむきで味方にパスをすることや、パスをもら

う人は、ボールを持っている人に付いて行き、

パスをもらってアタック（デフェンスラインに

攻撃すること）するという学習です。はじめは

焦ってしまい、タグを取られたところまでもど

らないでパスをしてしまったり、ボールを持っ

ている人を追い越して前でパスをもらってしま

ったりすること（スローフォワード）が多かっ

たのですが、慣れてくると、ボールを止められ

たところから後ろにパスを出して攻撃するとい
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進すること，ディフェンスはタグの取り方の

学習になりました。

ボール運びゲームⅡ（第４時）
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グをとられなければそのままゴールし１点，

とられれば，そこでタグを受け取り，ボール

かごにタッチして再スタートします。タグを

とった時に，「タグ！」と大きな声で言うこ

とや，タグを受け取り付けなおしてプレーを

再開することを学習しました。

ボール運びゲームⅢ（第５時）
ボールを減らし，２人で１個のボールにし

ました。

 

タグを取られたら，取られた場所に戻り，

後ろむきで味方にパスをすることや，パスを

もらう人は，ボールを持っている人に付いて

行き，パスをもらってアタック（デフェンス

ラインに攻撃すること）するという学習です。

はじめは焦ってしまい，タグを取られたとこ

ろまでもどらないでパスをしてしまったり，

ボールを持っている人を追い越して前でパス

をもらってしまったりすること（スローフォ

ワード）が多かったのですが，慣れてくると，

ボールを止められたところから後ろにパスを

出して攻撃するというラグビーらしい動きに

なっていきました。

「ボール運びゲームⅣ」（第６時）
４人で１個のボールにしました。

 

 

攻める方は，ラインをつくって順次アタック

していきます。自分がタグを取られても，後

ろにパスをすることで攻撃が続けられること

（連続攻撃），ディフェンスでは，タグをと

った場所より後ろに下がって，ラインを作っ

て攻撃に備えることを学習しました。ここで

は，ボールの位置を基準とした攻防のライン

（タグを取った場所）が意識されるので，オ

フサイドの学習にはとてもわかりやすいと思

いました。

ゲームでは，タグを取った場所（オフサイ

ドライン）があやふやになってしまうので，

私がタッチラインを移動し，「タグにもどっ

て」「ライン，作って！」「ディフェンス下

がって」など，積極的に試合をコントロール

しました。ボール運びゲームⅣは，タグラグ

のゲームの攻撃場面そのものです。

いよいよゲーム開始（７時～）

＜ボール運びゲームⅢ ２人でボール１個＞

         ボール

  ☆  ○     ☆  ○

  ↓        ↓

２人でボール１個。

最初にボールを持って

いる人が攻撃。

タグを取られないですり

抜ければゴール。

タグを取られたら後ろの

人にパスをして２人目が

アタック。

   ●   ●   ●   ●

   ＜じゃまゾーン＞

ゴール

                          

ボール運びゲームⅣ(４人でボール１個)

ボールかご ４人でボール1個。

ボールを持った人はジ

ャマゾーンへ攻撃する。

タグを取られなければそ

のままゴール。タグ取ら

れたら順次後ろの人に

パス。

時間内に何回トライでき

るか。

      ○  ○   ○

  ☆

  ↓

   ●  ●  ●  ●

   ＜じゃまゾーン＞

     トライゾーン
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していきます。自分がタグを取られても，後

ろにパスをすることで攻撃が続けられること

（連続攻撃），ディフェンスでは，タグをと

った場所より後ろに下がって，ラインを作っ

て攻撃に備えることを学習しました。ここで

は，ボールの位置を基準とした攻防のライン

（タグを取った場所）が意識されるので，オ

フサイドの学習にはとてもわかりやすいと思

いました。

ゲームでは，タグを取った場所（オフサイ

ドライン）があやふやになってしまうので，

私がタッチラインを移動し，「タグにもどっ

て」「ライン，作って！」「ディフェンス下

がって」など，積極的に試合をコントロール

しました。ボール運びゲームⅣは，タグラグ

のゲームの攻撃場面そのものです。

いよいよゲーム開始（７時～）

＜ボール運びゲームⅢ ２人でボール１個＞

         ボール

  ☆  ○     ☆  ○

  ↓        ↓

２人でボール１個。

最初にボールを持って

いる人が攻撃。

タグを取られないですり

抜ければゴール。

タグを取られたら後ろの

人にパスをして２人目が

アタック。

   ●   ●   ●   ●

   ＜じゃまゾーン＞

ゴール

                          

ボール運びゲームⅣ(４人でボール１個)

ボールかご ４人でボール1個。

ボールを持った人はジ

ャマゾーンへ攻撃する。

タグを取られなければそ

のままゴール。タグ取ら

れたら順次後ろの人に

パス。

時間内に何回トライでき

るか。

      ○  ○   ○

  ☆

  ↓

   ●  ●  ●  ●

   ＜じゃまゾーン＞

     トライゾーン

攻める方は、ラインをつくって順次アタック

していきます。自分がタグを取られても、後ろ

にパスをすることで攻撃が続けられること（連

続攻撃）、ディフェンスでは、タグをとった場

所より後ろに下がって、ラインを作って攻撃に

備えることを学習しました。ここでは、ボール

の位置を基準とした攻防のライン（タグを取っ

た場所）が意識されるので、オフサイドの学習

にはとてもわかりやすいと思いました。

ゲームでは、タグを取った場所（オフサイド

ライン）があやふやになってしまうので、私が

タッチラインを移動し、「タグにもどって」「ラ

イン、作って！」「ディフェンス下がって」など、

積極的に試合をコントロールしました。ボール

運びゲームⅣは、タグラグのゲームの攻撃場面

そのものです。

いよいよゲーム開始（７時～）
ボール運びゲームⅣで、攻撃場面のプレーが

できるようになったので、試合の始め方や攻防

の切り替え、ルールなどを指導し、ゲームをス

タートしました。



50

はじめは、攻撃が３回、４回と続くとライン

が作れなくなりだんご状態になりました。特に、

ボールを持った人が敵をかわそうと、大きく横

に逃げるような動きをすると、後ろのラインが

付いて行けず混乱してしまいました。自分だけ

で動き回り、敵を突破しようとするのではなく、

自分は少しでも前進して、タグを取られたら、

落ち着いて後ろの仲間にボールを託すというプ

レーを強調しました。

しそうでした。

- 5 -

ボール運びゲームⅣで，攻撃場面のプレー

ができるようになったので，試合の始め方や

攻防の切り替え，ルールなどを指導し，ゲー

ムをスタートしました。

はじめは，攻撃が３回，４回と続くとライ

ンが作れなくなりだんご状態になりました。

特に，ボールを持った人が敵をかわそうと，

大きく横に逃げるような動きをすると，後ろ

のラインが付いて行けず混乱してしまいまし

た。自分だけで動き回り，敵を突破しようと

するのではなく，自分は少しでも前進して，

タグを取られたら，落ち着いて後ろの仲間に

ボールを託すというプレーを強調しました。 

 

また，特別支援学級のＡさんは，動きが遅く

ボールを持ってもすぐタグを取られてしまっ

ていたので，Ａさんがボールを持ったら８歩

進むまでタグを取らないというルールを子ど

もたちと話し合って決めました。Ａさんのチ

ームは，そのルールをチームの作戦として位

置付けるようになりました。Ａさんも必死で

ボールの後を付いていき，パスをもらいトラ

イを決めてうれしそうでした。 

 

 

 

 

 

（ ）実践を終えて

各ポジションの役割が明確
  タグラグのいいところは，ラインを作って

順次攻撃に参加するので，各ポジションの役

割がはっきりしており，次に何をやるのか見

通しを持ってプレーできることです。 

②のポジションでいえば，「ボールを持っ

ている人に付いていき，パスをもらったらア

タック！すり抜けたら大成功！タグを取られ

たら後ろの人にパスしてラインの端に行って

ラインを作る」となります。どのポジション

からスタートしてもやることは同じなので

＜ゲームの場＞   △ディフェンス ○オフェンス

          ☆ボール保持者

    ←タッチライン→   ↓センターライン    
↑

エ

ン

ド

ラ

イ

ン

↓

           ← 歩→

          △
↑

△

ｍ

↓         △

           △

☆フリーパスで開始

    ○

       ○

          ○

↑

エ

ン

ド

ラ

イ

ン

↓

      ← ｍ→        ← ｍ→

＜ゲームのルール＞ （４人対４人 試合時間５分）
 ・フリーパスで試合開始。
 ・エンドラインを通過し地面にボールをつければ得点。
＜相手ボールになる場合＞

・得点が入ったとき ・スローフォワード（前に投げる）

・ノックオン（パスを前に落とす） ・タッチラインから出る

＜反則＞･･･注意した後プレー再開

・タックル ・スライディング 

・ボールの前でのプレー（オフサイド）

＊タグラグのオフィシャルルールでは，攻撃回数は４回

までに制限されているが，あえて攻撃回数の制限はしな

かった。

＜各ポジションの役割＞  

   ＜オフェンス＞ 

         ③  ④

      ②

  ①

  ●  ●  ●  ●

  ＜ディフェンス＞

  タグを取る。

①ボールを持ったらアタック。

タグを取られたらその場に戻

って後ろにパス。④へ。

②①についていく。①がタグ

を取られたらパスをもらって

アタック。

③ラインを意識して②に付い

ていく。

④ラインを意識して③に付い

ていく     エンドライン

（5）実践を終えて
各ポジションの役割が明確
タグラグのいいところは、ラインを作って順

次攻撃に参加するので、各ポジションの役割が

はっきりしており、次に何をやるのか見通しを

持ってプレーできることです。

- 5 -

ボール運びゲームⅣで，攻撃場面のプレー

ができるようになったので，試合の始め方や

攻防の切り替え，ルールなどを指導し，ゲー

ムをスタートしました。

はじめは，攻撃が３回，４回と続くとライ

ンが作れなくなりだんご状態になりました。

特に，ボールを持った人が敵をかわそうと，

大きく横に逃げるような動きをすると，後ろ

のラインが付いて行けず混乱してしまいまし

た。自分だけで動き回り，敵を突破しようと

するのではなく，自分は少しでも前進して，

タグを取られたら，落ち着いて後ろの仲間に

ボールを託すというプレーを強調しました。 

 

また，特別支援学級のＡさんは，動きが遅く

ボールを持ってもすぐタグを取られてしまっ

ていたので，Ａさんがボールを持ったら８歩

進むまでタグを取らないというルールを子ど

もたちと話し合って決めました。Ａさんのチ

ームは，そのルールをチームの作戦として位

置付けるようになりました。Ａさんも必死で

ボールの後を付いていき，パスをもらいトラ

イを決めてうれしそうでした。 

 

 

 

 

 

（ ）実践を終えて

各ポジションの役割が明確
  タグラグのいいところは，ラインを作って

順次攻撃に参加するので，各ポジションの役

割がはっきりしており，次に何をやるのか見

通しを持ってプレーできることです。 

②のポジションでいえば，「ボールを持っ

ている人に付いていき，パスをもらったらア

タック！すり抜けたら大成功！タグを取られ

たら後ろの人にパスしてラインの端に行って

ラインを作る」となります。どのポジション

からスタートしてもやることは同じなので

＜ゲームの場＞   △ディフェンス ○オフェンス

          ☆ボール保持者

    ←タッチライン→   ↓センターライン    
↑

エ

ン

ド

ラ

イ

ン

↓

           ← 歩→

          △
↑

△

ｍ

↓         △

           △

☆フリーパスで開始

    ○

       ○

          ○

↑

エ

ン

ド

ラ

イ

ン

↓

      ← ｍ→        ← ｍ→

＜ゲームのルール＞ （４人対４人 試合時間５分）
 ・フリーパスで試合開始。
 ・エンドラインを通過し地面にボールをつければ得点。
＜相手ボールになる場合＞

・得点が入ったとき ・スローフォワード（前に投げる）

・ノックオン（パスを前に落とす） ・タッチラインから出る

＜反則＞･･･注意した後プレー再開

・タックル ・スライディング 

・ボールの前でのプレー（オフサイド）

＊タグラグのオフィシャルルールでは，攻撃回数は４回

までに制限されているが，あえて攻撃回数の制限はしな

かった。

＜各ポジションの役割＞  

   ＜オフェンス＞ 

         ③  ④

      ②

  ①

  ●  ●  ●  ●

  ＜ディフェンス＞

  タグを取る。

①ボールを持ったらアタック。

タグを取られたらその場に戻

って後ろにパス。④へ。

②①についていく。①がタグ

を取られたらパスをもらって

アタック。

③ラインを意識して②に付い

ていく。

④ラインを意識して③に付い

ていく     エンドライン

また、特別支援学級のＡさんは、動きが遅く

ボールを持ってもすぐタグを取られてしまって

いたので、Ａさんがボールを持ったら８歩進む

までタグを取らないというルールを子どもたち

と話し合って決めました。Ａさんのチームは、

そのルールをチームの作戦として位置付けるよ

うになりました。Ａさんも必死でボールの後を

付いていき、パスをもらいトライを決めてうれ

②のポジションでいえば、「ボールを持って

いる人に付いていき、パスをもらったらアタッ

ク！すり抜けたら大成功！タグを取られたら後

ろの人にパスしてラインの端に行ってラインを

作る」となります。どのポジションからスター

トしてもやることは同じなのです。（バスケッ

トボールなどは、動き回るので、不確定な要素

が多すぎて、苦手な子は混乱します。）

ゲームでは、何度も何度も攻撃をくり返し、

ディフェンスはそれを必死で止め（攻撃は 10
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回を超えることもありました。）うまくすり抜

けてトライを決めた時のみんなのうれしそうな

表情が印象的でした。また、普段はおとなしく、

消極的な子が、ボールを受け取った瞬間、敵に

向かって突進していく姿も見られました。

「作戦」を考えてゲームをしよう
各チームには、作戦ボード、作戦プリントを

配り、毎時間「作戦やがんばること」を決めて

ゲームを行い、やってみてどうだったかを記録

させました。

を持っていない時の動きがある程度決まってい

るので、作戦が実行しやすいと思いました。

まとめの作文

〈各チームの作戦：第 10時〉

チーム 作戦やがんばること
Ａ いろいろなところをせめる。
Ｂ １人とばしではじっこにせめていく。

右と見せかけて左にパス。
ボールをできるだけ落とさない。
１人とばしの時にもらう人より前に行か
ない。

Ｃ Ａちゃんが、８歩でいけるところでパス
をする。
すぐタグをつける。
すきをねらってダッシュ。

Ｄ じゃまの集まっているところへ行かない。
前の人も少し後ろにいる。

「たのしかったよタグラグビー」

わたしは，はじめにタグラグビーといわれ
たときに，どんなきょうぎなのかなと思って
いました。ボール運びゲームでは，さいごに，
やった４人でボール１このは，４人できょう
りょくしてやるところがたのしかったです。
心にのこったプレーは，ラインをつくってプ
レーをしたときに，わたしは，タグを取られ
てしまいました。そして，はじっこにいたＢ
くんにパスをしたら，Ｂくんがトライしてく
れてとてもうれしかったです。タグラグビー
のいいところは，みんなできょうりょくして
やることです。野球だと１人でがんばるけれ
ど，タグラグビーは，みんなできょうりょく
してやれるところがいいところです。
＜中略＞
タグラグビーをやってみて，どんなことを
かんじたかというと，タグラグビーは，みん
なときょうりょくしてたたかえるというきょ
うぎで，たのしくやれるゲームです。タグ
ラグビーをやってみてとてもたのしかったで
す。さいごに，みんななかよくなれるのがい
いなあと思いました。

6．おわりに

ラグビーのおもしろさは何かを考え、子ども

たちと手探りで実践を作ってきました。

ラインを作って攻撃をくり返すことで、オフ

サイドライン上の連続的な攻防が見られるよう

になり、そのおもしろさを味わえたし、連続攻

撃をすることで、みんなで攻める（守る）こと

が実感できたと思います。

子どもたちは、①ポジショニング（どの順番

でラインを作るか）②どこを攻めるのか（真ん

中、端、敵が少ないところ）③どのようなライ

ンで攻めるかなどの作戦を考えました。ボール


