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「平泳ぎからバタフライへ」
～歴史を追体験する水泳の授業～

牧野満（王寺北小）

１．はじめに

本実践は、一昨年度の実践「クロールの
歴史を学ぶ」と同様、歴史の追体験を通し
て、泳法の技術や競泳の意味について子ど
もたちに文化的な認識を育てることを意図
して取り組んだ実践である。
ここ数年、水泳の歴史を教材化し、追体

験を通しながら子どものわかり具合を深め
る授業の展開を考えてきた。９４年「平泳
ぎはどうしてカエル足なのか」、９８年
「クロールの歴史を学ぶ」そして、今回の
「平泳ぎからバタフライへ」本実践もその
途上にあると位置づけている。
歴史を素材に教材化し追体験の授業を行

う所以は、以下の二点に集約される。
一つ目は、現在の教育改革の流れに対峙

する必要性からである。新しい指導要領が
告示され、教育内容が軽減（激減）され、
子どもたちの学びが本当に薄っぺらいもの
にされている。「総合的な学習」に代表さ
れるように、教えるべき内容を問わず、体
験そのものを重視する授業が確実に増えて
きていると最近特に感じる。体育では７７
年の「楽しい体育」以来、真に学ぶべき内
容が「楽しさ体験」にすりかわってしまっ
ている。今改訂によって登場する「体ほぐ
し」によって、さらにそれが強化され、体
育の授業は、教室の授業での不満を発散す
る一時的な場や、心を開放する癒しの場と
なるのだろうか。お楽しみ会や学級びらき
でやるような内容が体育の授業に入ってき
て、体育でなくてもよい授業が増えること
が予想される。「体ほぐし」の文言を指導
要領に加えた人たちは、この経験がいじめ
や学級崩壊に立ち向かえると本気で考えて
いるのだろうか？私にはどうも理解できな
いのである。時間数も減る上に、学ぶべき
内容が、薄っぺらなものにされている。こ
れは子どもに対して、失礼に値すると言え
よう。子どもを馬鹿にしていはいけない、
子どもの力を見くびってはいけないと思う。
小学校高学年ともなると、良質の教材を与
えれば、それに食らいついてくる。教師が
予想もしなかった答えを導き出してくる。
子どもの可能性の芽を摘み取る今の教育改
革の流れにて向き合わなければならないと
いう危機感を持ち実践に臨むのである。
二つ目は、スイミングスクールと同じよ

うに出来映えだけを追求する授業をしない
という決意からである。スイミングスクー
ル花盛りであり、私の学級でも２６人中１

９名がスイミングスクールの経験がある。
一つの泳法を教える前に既に泳げている子
どもがおり、その一方で、泳げない子ども
がいるので、学習前から技能差が大きく開
いている。このような現状を受けて、教師
はどの様な水泳指導を行えばよいのかとい
うことであるが、一般的に見られるのが、
能力別（泳力別）の学習である。指導する
教師の数によって、能力別グループを編成
し、自分の力に応じたグループで指導を受
けることになる。泳げる子にはどんどん泳
がせ、泳げない子にはその子なりの指導を
受ける。一見もっともらしい指導に思われ
るが、このような指導では、子ども同士の
技術の交流がないので、下手な子どもはう
まくならず、能力差を拡大する危険性があ
る。
この問題をどの様に吸収していけば良い

のかということであるが、ただ単に「でき
ばえ（技能）」だけを、学習の対象とする
から出てくる問題であり、「泳がせる」だ
けの指導であれば、スイミングスクールで
の指導と何ら変わりない。もちろん発達段
階によっては、ある泳法で泳げるようにな
ったり、泳げるようになる技術を学ぶこと
は大切な教科内容であるが、それが水泳の
最終的な目的だとは考えていない。「泳
ぐ」とか「泳げる」という事実を通して、
学ぶ何かが必要であり、その「何か」を本
実践では、「泳法の歴史（発展史）」に求
めたのである。
これまでにも「泳げてなんぼの水泳指導

はやめよう」と、出来映えのみを追求する
水泳の授業を批判してきたが、学校教育で
行われる水泳指導であるなら、スイミング
スクールと同じ内容であってはならず、泳
力検定を最終目標におく水泳指導とは手を
切るべきであると考える。学校でしか教え
られない水泳の授業の追求から、その課題
を歴史に求めたのであり、今はその教材化
が私の関心事である。

２．実践のねらい

①歴史の追体験による系統性の見直し
（泳法の発展史を辿らせて、習熟は可能
なのかどうか）

②歴史の教材化の可能性
（どこまで文化的認識は育つのか）

以上２点のねらいを持って実践に臨んだ。

３．対象児童（２クラス５４名）と子どもの目標
○ドル平、平泳ぎ、（５０ｍ）バタフライ（２５ｍ）泳ぐ。
○平泳ぎからバタフライができた道筋を知る。
○バタフライの大切な技術ポイントを追体験の中から知る。
○ペア（トリオ）やグループの友だちと教え合ってみんなで泳ぐ。

４．授業経過（全１６時間 プール１２時間、教室４時間）

月日 水泳の授業（12時間） 学習活動

6／ 12 オリエンテーション（授業の流れを説明）
<教室> 「速く泳ぐために平泳を変化させてバタフライは生まれたが、その過程でど
<1> の様な技術の発見があり、開発されたのか」をグループで考え、バタフライ

の大切ポイントを発見する。

6／ 20 ドル平、ワンキックドル平で泳ぐ ドル平や５年時の学習を思い出す。
(2)

(ﾉｰﾄ①)

6／ 23 スーパードル平、平泳ぎで泳ぐ
(1) (ﾉｰﾄ②)

6／ 26 平泳ぎ→？→バタフライ（Ⅰ） ・平泳ぎ～バタフライへと速く泳ぐ
<教室> ために泳ぎを変化させたことを知ら
<1> せる。

平泳ぎとバタフライの間にどの様な
泳ぎが生まれていたのかを予想し、
図示する。次時の練習計画を立て
る。 (ﾉｰﾄ③)

6／ 27 平泳ぎ→？→バタフライ（Ⅱ） ・自分たちで考えた泳ぎからで実際
(2) に泳いでみる。→発表。

・実際にあった泳ぎ（バタフライ式
平泳ぎ） (ﾉｰﾄ④)

6／ 30 速さ比べ① ・自分たちの考えた泳ぎと、平泳ぎ
(1) 「平泳ぎＶＳ自分たちが考えた泳ぎ」 の速さを比べる。

・実際にあった泳ぎ(バタフライ式平
泳ぎ)を見せる。 (ﾉｰﾄ⑤)

7／ 4 速さ比べ② ・バタフライ式平泳ぎで泳ぐ。
「平泳ぎＶＳバタフライ式平泳ぎ」 ・平泳ぎと、バタフライ式平泳ぎの

(2) 速さを比べる。 (ﾉｰﾄ⑥)

7／ 10 速さ比べ③ ・平泳ぎと、バタフライの速さを比
「平泳ぎＶＳバタフライ」 べる。 (ﾉｰﾄ⑦)

(1)

7／ 11 バタフライの完成 ・「うねり」の技術をバタフライ完
成に生かす。

(2) (ﾉｰﾄ⑧)

７／ 12 まとめの感想を書く ・学習でわかったことをまとめる。
<教室> (ﾉｰﾄ⑨⑩)
<１>

９／７ バタフライの完成 ・バタフライの泳力調査
(1) 着衣泳



５．バタフライのスポーツ文化研究

バタフライは泳ぎが蝶の飛んでいる姿と似ていることから名前が付けられた泳ぎである
が、元々は平泳ぎを改良して作られた泳ぎであり、平泳ぎ→バタフライ式平泳ぎ→ドルフ
ィンキックの開発→うねりの技術の開発という流れで発展してきた。1933 年にアメリカ
のメイヤー選手が平泳ぎ種目で初めてバタフライ式平泳ぎで泳いだが、この泳ぎが平泳ぎ
とし合うのかどうか国際水泳連盟で検討された。その結果、ルール上は違反ではないが、
元の泳法と逸脱しているためにしばらくの間は認められなかった。しかし、1936 年、第
11 回オリンピック大会（ベルリン）の同連盟総会で、この泳法が認められ、それ以降は
国際大会でも平泳ぎの種目の中で泳がれるようになった。ただし、平泳ぎの種目のため、
ドルフィンキックは許されずカエル足であった。1953 年、バタフライが平泳ぎから独立
し、第 16 回オリンピック大会（メルボルン）から、公式種目として実施されるようにな
った。同時にカエル足に加えてドルフィンキックも許されたのである。

(1)バタフライ式平泳ぎ<1933年ごろ>
平泳ぎのスピードアップをねらいとして腕のかきの改良に注目した結果この泳法が生み

出された。平泳ぎは腕の戻しを水中で行うために抵抗を受けやすい。その抵抗の軽減を図
るために水上で腕を戻す工夫がなされたのである。当時は、横泳ぎからクロールの発展形
としてオーバーアームサイドストローク(1871 年)トラジオンストローク(1873 年)が相次
いで発表されていることから、腕を水上でぬく工夫が少なからず影響されたものであると
考える。キックはカエル足で、腕も足も左右対称、体は平らに伏せ、両肩を水平に保つと
いう平泳ぎのルールの中で行われていた。水上での腕の戻しには強い筋力が必要であり、
短距離には向いていたが、長距離では続かない選手が続出したようである。

(2)ドルフィンキックの開発<1935年>
アメリカのアイオワ大学の学生の主任コーチ、アームブルスターは、カエル足の改良に

目をつけた。彼が指導した選手ジークは、両足を横にして打つという新しいキックを考え
出した。ジークは当初体を横にしてこのキックを行ったが、さらに練習を重ねて両足をそ
ろえて上下に打つ技術を身につけた。この脚のキックがイルカの尾びれの動作に似ている
ことからドルフィンキックと名付けられた。

(3)長沢二郎のバタフライ（１ストローク２キック）
長沢二郎はヨーロッパ遠征時にドルフィンキックを習得し、１ストローク２キックのコ

ンビネーションが最適であることを発見し、創始した。この技術がアメリカにも逆輸入さ
れ、国際的にも広まった。
（注：スポーツ大辞典のジークの記述の中には、「･･彼は１ストロークに脚を２回打つと
いう現在と同じバタフライで、当時既に 100 ヤードを１分 00 秒で泳いでいる」と書かれ
ている。長沢二郎以前にも現在のバタフライのコンビネーションが既に発見されているこ
とになり、矛盾した書き方がなされている。他の文献では、長沢二郎がコンビネーション
を発見し、それがアメリカに逆輸入されて現在のバタフライのコンビネーションになった
とされる記述が多いので、実践では、ジークをドルフィンキックの発見、長沢二郎をコン
ビネーションの開発と位置づけた。）

６．授業づくり
子どもへの課題提示（共通課題） 個人ノートの表紙

オリンピックなどの大会では、平泳ぎ、クロール、背泳、バタフライの４泳法が泳がれています。みんなも

学習するこれらの泳ぎは、近代泳法と呼ばれ、速く泳ぐために開発された泳ぎです。この４つの泳ぎの中で

も、平泳ぎは古くから泳がれてきた泳ぎです。人々は速く泳ぐために平泳ぎを変化させ、いろんな泳ぎを開発

しました。その中には、今ではもうだれも泳いでいない泳ぎもあり、工夫をくりかえしながら今の４つの泳ぎ

方になったのです。

これから学習するバタフライも、平泳ぎを変化させてできた泳ぎです。速く泳ぐために平泳ぎの一部を変化

させて今のバタフライができました。速く泳ぐために昔の人々はどんな知恵を出して新しい技術を開発したの

でしょう。その技術をみんなで発見することを６年の水泳の授業の目的とします。

平泳ぎ → ？ → ？ → バタフライ

まずは、元となる泳ぎ「平泳ぎ」で泳げるようになってほしいと思います。そして、平泳ぎからどのようにし

てバタフライになったのか、その歴史の道すじをみんなで解き明かしてみたいと思います。

バタフライの歴史をただ単にたどらせるのではなく、歴史の一場面に立たせ、「当時の
人々がどの様考えの下に技術の発見と開発をくり返してきたのか？」予想→実験→総括と
いうサイクルの流れで、バタフライの歴史をたどらせる授業の流れを組んだ。大まかな流
れとしては、次の３つの段階をたどらせた。

(1)実験のための平泳ぎの習熟
平泳ぎとバタフライを比較実験するので、最低限平泳ぎの習熟は必要である。５年時に

平泳ぎを学習しているが、再び、習熟の時間を設定し、タイムをとった。

(2)平泳ぎ→？→バタフライ
平泳ぎをどのように発展させたのか、？にあたる泳ぎをグループで考え、練習し、修正

を加えた上で発表する。そして、自分たちの考えた泳ぎは、実際に平泳ぎよりも速く泳げ
るのかを確かめる。次に、バタフライの歴史をたどる中で、開発された技術は何の目的で
考え出されたのかを考えさせる。（本実践では、水面下の抵抗力の軽減のために腕を水上
から抜くこと・推進力のためのうねりの発見）

(3)バタフライの習熟
歴史から発見したバタフライの技術を、自分の泳ぎに生かす。

７．グループ学習

学習は全て４人～５人のグループ学習（異質協同学習）で行い、グループ内でペア（２
人組）、トリオ（３人組）を組織した。このグループで、実験や習熟を行い、単元の最後
までメンバーは固定した。ペアやグループで泳ぐ場合は、一方の子どもが、リズムの声か
けや、技術のアドバイスを常に行うように指示した。

８．授業の実際

(1)実験のための習熟の段階（6/20、23）
子どもたちは、５年時に、ドル平から平泳ぎの学習を行っており、ペアやトリオで泳ぐ

ことも経験している。追体験の授業では、常に平泳ぎとのタイムを比較するため、最低限
必要な平泳ぎの学習を再度行った。追体験の学習までに、２６人中１名を除いて、平泳ぎ
は２５ｍ以上泳げている。バタフライでは既に１４名の子どもが泳げている。

(2)歴史の追体験の段階（6/26、27、30、7/4、10）

①平泳ぎ→？→バタフライ
以下の流れで授業を進めた。

<1>平泳ぎ→？→バタフライの？にあたる泳ぎを考える。
<2>考えた泳ぎが実際に泳げるのか泳いで確かめる。
<3>考えた泳ぎの発表
<4>実際に速くなっているのか、タイムをとり確かめる。 （→学級だより No62）

今子どもたちが学ぶ水泳は競泳の歴史であり、より速く進むために泳法を開発して多く
の泳法が生まれたことを知らせ、バタフライは平泳ぎを変化させてできた泳ぎであること
を押さえた。その上に立って、平泳ぎとバタフライをつなぐ泳ぎが存在しており、その泳
ぎを考えること課題とした。以下各グループが考えた泳法である。
Ｇ 名前 手 足 リズムなど
１ バタヒライ 平泳ぎと同じ ばた足 「トーン・スー・パッ」
２ バタ平 バタフライの手だが カエル足 「トーン・スー・スー・パッ」

水面に上げない

３ 平フライ バタフライの手 カエル足 「トーン・スー・パッ」
真ん中で合わさない

４ おしひらい 「スースー」 カエル足 「トーン・スー・スー・パッ」
のとき後ろにおす

５ 逆平 手足は平泳ぎと同じ。
※どうもわからないので、５班の絵を見てください。

６ ドルかき バタフライの手 ドル平のキック 「トーン・スー・パッ・スー」



※注 バタフライ式平泳ぎ→腕はバタフライの手・キックはカエル足
バタフライ式バタ足→腕はバタフライの手・キックはバタ足
平泳ぎ式バタ足 →腕は平泳ぎの掻き・キックはバタ足

史実では「バタフライ式平泳ぎ」となるが、史実に一番近い泳ぎを考えたのが３班であ
る。しかし、キックはカエル足ではなく、あおり足であり、足を開いたドルフィンキック
を行っていた。ＶＴＲを見る限り、１班は「平泳ぎ式バタ足」、４班、６班は「バタ足バ
タフライ」。２班、５班は「平泳ぎ」と見なすことができる。２班は、平泳ぎのかいた手
を極端に引きつけて戻すのが、バタフライの前段階だと考えたようである。また、５班の
泳ぎは、平泳ぎの掻き手を逆にする泳ぎ方で、よく泳げるものだと私も感心するくらい変
わった泳ぎで泳いでいた。４班は、１人の子どもの意見で泳ぎはできたものの、他のメン
バーにその泳ぎが伝わらず、（私も理解できず）意味不明。そして修正の結果「バタ足バ
タフライ」を考え出した。まとめると以下のようになる。

○バタフライ式平泳ぎ→腕はバタフライの手・キックはカエル足････３班
○バタフライ式バタ足→腕はバタフライの手・キックはバタ足･･････４班、６班
○平泳ぎ式バタ足 →腕は平泳ぎの掻き・キックはバタ足････････１班、
○平泳ぎもどき →腕は平泳ぎの掻き・キックはカエル足･･････２班、５班

②速さ比較「平泳ぎＶＳグループで考えた泳ぎ」
速さ追求に
よって泳ぎが
生まれたこと
を前提に新し
い泳ぎを考え
たので、果た
して自分たち
の考えた泳ぎ
は速くなって
いるのかどう
か、確かめた。
その結果が以
左のようにな
る。
おもしろい

結果が得られ
た。速くなる
泳ぎを考え、
史実に近い泳
ぎを考えた３
班は平泳ぎよ
りも全員遅く
なっている。

(→ No.69)

Ｇ 考えた新しい泳ぎ 名前 平泳ぎのタイム 考えた

泳ぎのタイム

１ バタヒライ 田所 ◎３０．１ ●３２．４

(ばた足平泳ぎ) 田仲 ●４９．３ ◎４８．１

中山 ●３６．９ ◎４２．４

原 ◎３５．１ ●３６．０

２ バタ平 吉村 ◎３０．５ ●３５．６

（カエル足バタフライ） 森田 ◎３０．２ ●３０．９

※ただし手は水上に上げない 山田 ◎４５．６ ●４９．４

堀口 ◎５１．０ ●５９．１

３ 平フライ 竹田 ◎３２．５ ●３６．８

（カエル足バタフライ） 森脇 ◎４３．６ ●６４．８

池田 ◎５３．６ ●６７．２

土田 ◎５６．４ ●７０．２

４ おしひらい 金谷 ◎３２．２ ●３２．８

福井 ●３６．３ ◎３０．９

（？）よくわかりません 阪本 ●３８．０ ◎３１．５

５ 逆平 今出 ◎３８．９ ●４８．４

片山 ●６７．９ ◎５２．８

（平泳ぎの腕を逆にかく） 市村 ●３４．１ ◎２９．７

浅井 ●６７．２ ◎４７．３

西口 ●４６．１ ◎４０．０

吉谷 ●４０．７ ◎３９．０

６ バタかき 横山 ●３０．９ ◎２７．６

（バタフライの手ドル平のキ 原田 ●５９．２ ◎４９．０

ック）※発表会ではキックは 森本 ●５３．９ ◎４６．８

ばた足だった 中野 ◎２７．１ ●２９．４

１３／２５ １２／２５

③国際大会(1930年ごろ)のＶＴＲを見る
平泳ぎの歴史に触れた後、昔の人は、どの様な泳ぎを考え出したのか？当時の競泳の１

９３０年ごろの国際大会の様子を収めたＶＴＲ（「９２個の金メダル・競泳ルールとの闘
い」から）を見せた。ほんの数秒の短いＶＴＲだが、平泳ぎの種目の中で、ただ一人水上
に手を抜いて泳ぐ選手が映っていた。これがバタフライ式平泳ぎであることを示した。

（→学級だより No70）
その後、実際に「バタフライ式平泳ぎ」で泳いだ。リズムは「トーン・トンパッ」を示

した。その結果
＊平泳ぎよりもしんどくて疲れる泳ぎ。
＊手がなかなか上がらない
など、ほとんどは、バタフライ式平泳ぎのやりにくさを泳いでみてわかったようである。

④速さ比較「平泳ぎＶＳバタフライ式平泳ぎ」
平泳ぎとバタフライ式平泳ぎの

速さを比べた結果、

平泳ぎの方が速い･････１７人
バタフライ式平泳ぎ
の方が速い･･･････････７人

となり、多くの子どもは平泳ぎの
方が速いという結果が得られた。
その理由として、「バタフライ式
平泳ぎはとてもつかれる」とか、
「キックと息つぎのタイミングが
合わない」と言った声が聞かれ、
子どもたちにとってはとてもしん
どい泳ぎだったようだ。
予想していた授業の流れとして

は、速さ追求のために泳法が改良
され、平泳ぎからバタフライ式平
泳ぎが生まれたのであるから、当
然、平泳ぎと比べて、バタフライ
式平泳ぎは速いタイムで泳げるは
ずであった。そして、速く泳げる
ようになった技術の変化に目を向
けさせ、水の抵抗を軽減する技術
にを導き出す。このような流れを
考えていた。
しかし、子どもの実験から導き

出された結果は、バタフライ式平
泳ぎは、遅いという結果だった。
もちろん習熟を保障していないこ
とも多いに関係するが、史実とは
全くちがう結果となりこの先の授
業の流れをつくるのにおおいに迷
ったのである。
史実では、当時の人が、短期間

ではあれ、バタフライ式平泳ぎで
泳いでいたことから、次のような発問をした。 （学級だより No.74）

発問① みんなとはちがってどうして昔の人は、平泳ぎよりもバタフライ式平泳ぎを
速く泳げたのだろう？

↓

◎平泳ぎｖｓバタフライ式平泳ぎ

班 名前 平泳ぎ バタフライ式
平泳ぎ

１ 田所 ◎２９．３ ●３３．６
田仲 ◎４３．０ ●４３．３
中山 ◎３９．８ ●４１．６
原 ●３４．２ ◎３２．６

２ 吉村 ◎３２．２ ●３４．３
森田 ◎２９．８ ●３０．２
堀口 ●５７．６ ◎５３．９
山田 ◎４７．３ ●５１．７

３ 竹田 ◎３２．９ ●３３．６
森脇 ●４６．９ ◎４２．７
池田 ◎５９．３ ●６５．０
土田 ◎４９．２ ●５１．９

４ 金谷 ◎３１．５ ●３６．０
福井 ●３３．８ ◎３０．９
阪本 ◎３５．０ ●３６．１

５ 西口 ●４９．５ ◎４９．４
浅井 ◎５２．１ ●５４．５
今出 ◎４０．８ ●４９．５
市村 ●３５．０ ◎３４．８
吉谷 ◎４１．０ ●４６．６

６ 横山 ◎３２．９ ●４０．４
森本 ◎６８．５ ●１０３．９
原田 ●５６．７ ◎５４．５
中野 ◎２４．０ ●３０．２

１７／２４ ７／２４



その結果、

①バタフライ式平泳ぎでは、手をあげると
前の水を後ろに持っていけるので、速くなる。 ･････５人

②バタフライ式の手は、平泳ぎの手と比べて
いきおいがついているので、速くなる。 ･･････４人

③バタフライ式の手は、水上でかいているので
かく量が多く、速くなる。 ･･････２人

④平泳ぎは水の中で手を前にもどすので、水
の流れにさからってしまっておそくなる。だか
ら 、バタフライ式平泳ぎは、手を上にあげる
と、水に逆らわないので速い。 ･･････２人
⑤バタフライ式平泳ぎのリズムは「トーン・ト
ン・パッ」で、平泳ぎよりも「トーン」の回数
が多くこげるので、速い。 ･･･････１人
その他、意味不明な答え ・・・・・１２人

問いに対して意味不明な答えが１２人もいたが、その他の答えは、バタフライ式平泳ぎ
を体験したからこそ出てくる的を射た答えであると言える。水のかく量に目を付けたり、
バタフライのリズムから「速さ」が速い理由を挙げている。正解④を示し、かいた手を水
に戻すときの水の抵抗を軽減することから、腕を水上に抜く技術が生まれたという説明を
した。つまり、水から受ける抵抗力を少なくするために、手を水上にぬいた。その腕のか
きが、バタフライのかきにあたるということ押さえた。

⑤速さ比較「バタフライ式平泳ぎＶＳバタフライ」
バタフライ式平泳ぎからバタフライへ、キックがカエル足からドルフィンキックへ変わ

るが、ただ単にキックを変化させただけではなく、「うねり」の技術を開発することによ
ってバタフライが速く泳げるようになることをつかませるのがこの授業のねらいである。

まず、キック
をカエル足から、
ドルフィンキッ
クに変えてバタ
フライで泳がせ
た。そして、タ
イムをとった結
果が以下のよう
になった。

◎平泳ぎ vsバタフライ vsバタフライ式平泳ぎ
班 名前 平泳ぎ バタフライ バタフライ式

７／４ ７／７ 右は vsバタフライ式平泳ぎ 平泳ぎ
１ 田所 ●２９．３ ３２．０ ◎２６．７ ●３３．６

◎
田仲 ◎４３．０ ４８．９ ●４６．８ ◎４３．３

●
中山 ３９．８ ●３７．８ ◎３３．５ ●４１．６

◎
原 ◎３４．２ ３５．０ ●３７．７ ◎３２．６

●
２ 吉村 ３２．２ ●３１．０ ◎２８．９ ●３４．３

◎
森田 ２９．８ ●２９．２ ◎２６．５ ●３０．２

◎
堀口 ５７．６ ●５１．５ ◎４８．７ ●５３．９

◎
山田 ●４７．３ ５１．２ ◎４８．９ ●５１．７

◎
３ 竹田 ３２．９ ●３４．９ ◎３２．４ ●３３．６

◎
森脇 ４６．９ ◎４６．８ ●４８．４ ◎４２．７

●
池田 ◎５９．３ 見学 見学 ６５．０
土田 ◎４９．２ 見学 見学 ５１．９

４ 金谷 ３１．５ ◎２９．０ ●３５．７ ●３６．０
◎

福井 ３３．８ 見学 見学 ３０．９

◎バタフライと平泳ぎでは（19人中）

平泳ぎの方が速い人 ー 11人(58％)
バタフライの方が速い人 ー８人(42％)

◎バタフライとバタフライ式平泳ぎでは（19人中）

バタフライ式平泳ぎの方が速い ー６人(32％)
バタフライの方が速い ー 13人(68％)

実験の結果から、バタフライは、バタフライ式平泳ぎよりは、速く泳げるが、平泳ぎと
比べると、平泳ぎの方が速いという子どもが多かったようだった。そこで、子どもたちに
次のような発問をした。 （→学級だより No.76）

発問②
バタフライの方が速く泳げている人は、そうでない人とどこがちがうのだろう？

バタフライの方が速く泳げている子どもを観察して、どこがちがうのか、発見させた。子
どもたちが見つけてきた技術のポイントは以下のようになる。
バタフライの方が速い人は
①「パッ」の後アゴをひいている。
②うでを大きくかいている。
③体をくねらしている。
ここから、「あご」の先導動作を取り上げ、それがバタフライの「うねり」につながっ

ていることを説明した。また、下敷きを用いて、アゴの上下動で体がどの様に変化するの
かを説明した。

Ａ Ｂ

Ａ･･･まがった所は下からの力を受けて、 Ｂ･･･まがった所は上からの力を受けて、下
下じきは上にあがる。 にしずむ。

最後に、バタフライの技術を次の２点でまとめた。

◎水の抵抗力を少なくするためにうでを水上でかくという技術
◎推進力を得るためにうねりをつくる技術

最後の水泳の授業であったため、うねりがどの様に作られるかグループで確かめる時間
的な余裕が無く、子どものつぶやきに乗っかかり答えを強引にまとめてしまったという反
省が残る。

（３）バタフライの習熟の段階

歴史から発見したバタフライの技術を、自分の泳ぎに生かす段階である。子どもの中に
は、アゴを意識して上下することにより、タイムが縮まった子どもがいた。最終時の習熟
の結果は以下のようになった。
○バタフライ習熟の結果 ※１名は初日のみの水泳
以上 未満 学習前 （人） 学習後（7/13） （人）
０ｍ～２５ｍ スイミングなどで、既にバ １※

２５ｍ～５０ｍ タフライで泳げている者は ７
５０ｍ～ 100ｍ １４名。１２名はバタフラ １０
１００ｍ イの初めての学習となる。 ７
※１名は平泳ぎが習熟できていないが（12.5ｍ）、ドル平では５０ｍ泳げる

トン・パッ
トーン



９．授業を終えて

☆ねらいに関して ↓自己評価（◎○△▲●）

①歴史の追体験による系統性の見直し
（泳法の発展史を辿らせて、習熟は可能なのかどうか）→◎
②歴史の教材化の可能性
（どこまで文化的認識は育つのか） →▲？

（１）歴史の追体験による系統性の見直し～バタフライの技術指導の系統性について

これまでのバタフライの指導では、以前は、ドルバタ→バタフライへの指導がなされて
きた。ドルバタの指導は、腕をぬくというバタフライの型だけ教えるため、うねりの技術
が課題と成らず、うねりの獲得のないままのバタフライで泳ぐこととなった。
教える中身を「うねり」に焦点化し、ドル平→ピッチングドル平→バタフライと言う技

術系統が考えられた。初めにアゴの先導動作によってうねりを獲得させてから、バタフラ
イへ移行させる。初めの段階からの「うねり」を獲得させることこそバタフライで泳げる
近道であると考えられていた。しかし、「うねり」の技術を作りだすことが困難な子ども
にとっては、ピッチングドル平ができないとバタフライはできないという課題も含まれて
いた。
今回は、史実に沿って、平泳ぎ→バタフライ式平泳ぎ→バタフライの流れで教えた。バ

タフライ式平泳ぎを経験させた後にバタフライに入るが、カエル足をドルフィンキックに
変えるだけでは、速く泳げないことに気づかせた。このつまずきを克服するためには、
「うねり」がどうしても必要であることに気づかせ、それを課題としたのである。課題を
教師側から与えるのではなく、子どものつまずきの克服が課題となる。つまり、「うね
り」の必然を子どもの泳ぎから導き出す方法としては、今回の系統の方が有効ではないだ
ろうか。大変疲れるバタフライ式平泳ぎを経験しそれを克服することによって、初めて

◎平泳ぎ・バタフライ式平泳ぎ・バタフライの比較
班 名前 平泳ぎ バタフライ式平泳ぎ バタフライ

１ 田所 △２９．３ ●３３．６ ◎２５．１
田仲 ◎４３．０ △４３．３ ●４６．８
中山 △３９．８ ●４１．６ ◎３３．５
原 △３４．２ ◎３２．６ ●３６．２

２ 吉村 △３２．２ ●３４．３ ◎２７．５
森田 △２９．８ ●３０．２ ◎２４．６
堀口 ●５７．６ △５３．９ ◎４４．８
山田 ◎４７．３ ●５１．７ △４８．９

３ 竹田 △３２．９ ●３３．６ ◎３０．１
森脇 ●４６．９ △４２．７ ◎４１．３
池田 △５９．３ ●６５．０ ◎４０．６
土田 △４９．２ ●５１．９ ◎４５．０

４ 金谷 ◎２９．０ ●３６．０ △２９．９
福井 ●３３．８ △３０．９ ◎２８．５
阪本 △３５．０ ●３６．１ ◎２９．２

５ 西口 ●４９．５ △４９．４ ◎４４．４
浅井 △５２．１ ●５４．５ ◎５１．４
今出 ◎４０．８ △４９．５ ●５１．４
市村 ●３５．０ △３４．８ ◎２６．９
吉谷 ◎４１．０ △４６．６ ●４７．５

６ 横山 ◎３２．９ ●４０．４ △３４．３
森本 ●６８．５ ◎６３．９ △６４．２
原田 ●５６．７ ◎５４．５ △５５．６
中野 ◎２４．０ △３０．２ ●３０．４

※速い順に（●おそい→△→◎速い）

「うねる」という技術の良さや素晴らしさが分かるのではないだろうか。バタフライ式平
泳ぎが「うねり」の技術の伏線としての役割が大きいと考えるのである。習熟の結果から
見てもわかるように、バタフライ式平泳ぎを経験しても充分にバタフライに到達でき、し
かも、技術的な「わかり」を深めながらバタフライを獲得できたと言える。
残念ながら、実際の授業では、時間的なことから、「うねり」については、教師の教え

込みになってしまった。この部分が丁寧でなかったために子どもの感想も平凡なものに終
わってしまった。
ピッチングドル平に見られるように、近代スポーツの指導というのは、泳法のエキス

（バタフライなら「うねり」）を先に教えることによって、子どもたちが難なく泳法の完
成にたどり着く合理的な指導法である。子どもにとってもそれが近道と言えるだろう。し
かし、「出来映え」に重きを置くのではなく、「わかる」授業だとか、文化的認識を育て
るという視点に立ったとき、一見遠回りな指導の方が、わかり具合が深まると言えるので
はないだろうか。

（２）歴史の教材化の可能性

①平泳ぎ→？→バタフライ

昨年度の実践では、横泳ぎとクロールをつなぐ泳ぎを考えさせることから、体のどの部
位を変化させたのかに着目させた（オーバーアーム・トラジオンともに腕のかきを変化さ
せている）。そこからどの様な技術を生み出したのか？（→戻す腕の抵抗の軽減）、更に
はそれは何のためなのか？（→速さ追求のため）という流れで、競泳理解（クロールとい
う泳法は速く泳ぐために考え出された泳ぎであること）にたどり着かせたのである。しか
し、横泳ぎとクロールをつなぐ泳ぎを考える際に、何の視点も持たないまま泳ぎを考えた
ため、思いつくままの（近代泳法の体の部位の複合体）のような泳ぎにしかならず、平泳
ぎからの発展という発想は出てこなかった。（それでも、実践をしてわかることだが、子
どもの柔らかい頭で考え出す泳ぎは、歴史に発展過程でも様々な泳ぎが試されていたので
はないかという感想を一方では持った。）そこで、本実践では、初めに、「近代泳法は速
さ追求のために考え出された泳ぎである」という事をまず提示し、常に、速く泳ぐために
泳ぎをどう変えていったのか、という視点で、泳ぎの技術を追求させた。
まず、１つ目の課題が、平泳ぎ→？→バタフライの？の部分を考えさせることであった。

子どもたちが泳法を考えた後で、？にあたるバタフライ式平泳ぎを示し実際に泳ぐ。そし
て、タイムを取り速くなっていることから、速くなる技術（腕のかき）は何か？（→水の
抵抗の克服）に導くはずであった。しかし、本来ならバタフライ式平泳ぎの方が平泳ぎよ
りも速く泳げるはずであったが、スイミングの子ども達が多いことや、バタフライ式平泳
ぎの習熟の時間をとっていないため、速さからの発展という結果は得られなかった。その
ために、「みんなの泳ぎはそうではなかったけど、史実ではバタフライ式平泳ぎの方が速
かったんだ。どうして速かったのか。」という変な問い方をするしかなかった。

（プラン） （実際）

バタフライ式平泳ぎは平泳ぎより速い バタフライ式平泳ぎは平泳ぎより遅い
↓ ↓

どうして速いのか しかし、史実では速かった。昔の人はど
↓ うて速く泳げたのだろう

水上で手をぬくから ↓
↓ 水上で手をぬくから

水上で手を抜いたらどうして速くなるのか ↓
↓ 水上で手を抜いたらどうして速くなるのか

◎水の抵抗の克服 ↓
◎水の抵抗の克服

私の苦しい問いかけにも関わらず、子どもたちは幾つかの仮説を立てた。意味不明の答
えを書く子どももいたが、水のかく量を問題とする子ども、腕の勢い、抵抗力、キックの
回数などを予想した。これは、バタフライ式平泳ぎを経験するからこそ仮説を立てること
ができたのではないかと考えるのである。しかし、子どもが遠回りの実験をすることが果
たして有効になっているのか疑問であるし、実験の結果が出ない実験を行う意味合いはあ
るのだろうかと思う。その点が、混沌としている。



②文化的認識は育ったのか (→学級だより No.79感想)
子どもの感想を見る限り、「水泳にも歴史があったんだ」「昔の人はすごいことを考え

るな」という歴史学習をすればよく出してくる感想を書いていた。しかし、感想の多くは、
技術と歴史を関連させておらず、自分の泳ぎ（多くは習熟）に関する記述が多かった。こ
れは、バタフライの一番おいしい所である「うねり」に時間をかけていなかった表れでは
ないかと考える。
記述の多くは、泳ぎに関する技術的なものが多かった。この実践は、歴史から学んだ技

術を習熟に生かす実践だったのかもしれない。

１０．おわりに

１０月の終わりに本実践を奈良の教研で報告した。教材別の分科会ではなく、発達別の
分科会なので、体育についての論議は深められなかったが、私の報告に対して次のような
意見を頂いた。「牧野先生の学校はとても進んでるからこのような授業ができるのでしょ
う。私の学校などは、２５ｍも泳げない子どもがたくさんいるので、とてもじゃないけど
できませんわ。」きっとこの様な受け止められ方をされることは予想がついていたので、
私は、「２５ｍが泳げない子どもがたくさんいても私は同じような授業をします。」と返
したのだった。
私はどちらかというと子どもの実態を気にせず実践を進める方なので、実際に泳げない

子どもがいても今回の授業をしていたただろう。しかし、そう言い切ったものの、子ども
の文化的な認識を高めるとは、どの様な子どもになったときにそう言えるのだろうか。実
践を「習熟」で判断するのはたやすいことである。また子どもの技術的な認識も何となく
わかるような気がする。しかし、文化的な認識はどの様な感想を書いてくれたらいいのだ
ろうか。実践を自分なりに総括しても、その点が曖昧であると思うし、曖昧さが実践を詰
まらせているのだと思う。その指標を持ちたいと強く思うのだ。今回の実践報告会でその
糸口でも掴めたらよいと考えるのである。


