
【新指導要領を生かした体育授業】

ビートにのって楽しくエアロビック

公益社団法人　日本エアロビック連盟



        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAF 普及指導委員会　高岡綾子

１．「エアロビック」は「有酸素運動」から生まれたスポーツ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「エアロビック」は、全身持久力を高めるエアロビクス（有酸素運動）の中でも米国で開発さ
れた「エアロビックダンス・エクササイズ」を運動技術の面から体系化したもので、今では、
文部科学省が定めたスポーツ種目として認知されています。つまり、その起源や発展過程から
みてフィットネス・エクササイズとしてだけでなく、健康体力づくり、動きづくり、友達と協
力して活動する仲間づくり、音楽とともに動きの創造性を引き出す表現活動などの特徴があげ
られることから、学校体育においても有用に活用することができると考えられます。

２．体育の授業で活用しよう！ 
　

　エアロビックの特徴の一つとして「音楽のリズム（ビート）に同調して連続的に全身で動く
こと」があげられます。軽快なテンポの音楽に合わせて、全身を使って大きく動く中で、様々
なステップや床を使って体を支持する動きなどを組み合わせて律動的に動くことが可能です。
また、動きの多くは「はずむ」「歩く」「走る」「跳ぶ」「振る」といった基本的な動きから成り
立っています。
　これらのことから、小中学校の「体つくり運動」や「表現リズム遊び」「リズムダンス」で
の内容を学習する具体的な方法の一つとして適した運動であるといえるでしょう。
　また、授業だけでなく体育祭での演技発表や、全校生徒で行う業間体育（体操）としても活
用することができます。

１. エアロビックを使った「授業づくり」の
　　考え方とすすめ方

■新学習指導要領の体系

小学校 中学校 高等学校

１・２年 ３・４年 ５・６年 １・２年 ３年 入学年次 次の年次 それ以降

体つくり運動 体つくり運動 体つくり運動

機械運動 機械運動 機械運動 機械運動 機械運動
機械・器具を使っ

ての運動遊び

走・跳の運動遊び 走・跳の運動 陸上競技 陸上競技 陸上競技 陸上競技

水遊び 浮く・泳ぐ運動 水　泳 水　泳 水　泳 水　泳

表現リズム遊び 表現運動 表現運動 ダンス ダンス ダンス

ゲーム ゲーム ボ ー ル 運 動 球　技 球　技 球　技

武　道 武　道 武　道

体育理論 体育理論

保健領域 保健分野 科目保健
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①「体つくり運動」として取上げる

　体つくり運動は、学習指導要領において小学校から中学校・高等学校を通して行われる領域
で、それぞれの対象年齢に応じた内容でエアロビックを活用することができます。
　小学校低・中学年では、「体ほぐしの運動」１）2）における「リズムに乗って、心が弾むよう
な動作を行うこと」や「多様な動きをつくる運動遊び」3）「多様な動きをつくる運動」４）にお
ける、跳ぶ、はねるなどの動きで体を移動させる運動
やそれらを組み合わせた運動として、また高学年の「体
ほぐしの運動」５）では低・中学年と同様に、そして「体
力を高める運動」６）における「体の柔らかさ及び巧み
な動きを高めるための運動」や「力強い動きや動きを
持続する能力を高めるための運動」として、これらを
音楽に合わせて楽しく行うことができます。
 さらに、行い方や発表会をするなど方法を工夫するこ
とにより、この授業で学んだ内容を、家庭や地域のイ
ベント等でも活かすことができます。

　　中学校1・2年生７）では、小学校での体つくり運動の学習を踏まえた上で、さらに「学
校の教育活動や実生活で生かすことができるようにすること」７）が求められています。エア
ロビックでは、ここに挙げられている仲間と交流するために律動的な運動を行うことや、体の
柔らかさや、巧みな動き、力強い動き、動きを持続する能力を高める運動を行うことなどを、
ねらいに応じて組み合わせ、軽快な音楽のリズムに合わせて楽しく行うことができます。
　3年生８）では、１・２年生での学習を受けて以下の内容などを理解させるようにすることが、
ねらいとして挙げられており、生涯スポーツとして老若男女に親しまれているエアロビックは、
この点でも適しているといえます。
　○健康の保持増進や体力の向上を図り、目的に適した運動の計画を立てて取り組むこと
　○グループで活動する際には各自の体力の違いに配慮すること
　○楽しく継続して運動を行うことは健康や体力の増進に役立つこと
　○豊かなスポーツライフの実現は、地域とのコミュニケーションを広げて余暇を充実させ生
　　活の質を高めることができること
さらに、3 年生では「体の構造（体のつくりと働き）や運動の原則を理解すること」９）があ
げられています。
　エアロビックでは、上半身、下半身とも左右差のない、バランスの取れた様々なステップや
床での支持系の運動を、関節の使い方や負荷のかからない姿勢、どこの筋肉をどのように使っ
ているかなどを重視しながら行うので、これらを学習するのにもとても適した運動内容といえ
ます。
　以上のことを理解してエアロビックに取り組むことで､ 楽しく体を動かしながら体つくり運
動のねらいを学習することが可能です。
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②「リズム遊び ･ リズムダンス ･ 現代的なリズムのダンス」として取上げる

　学習指導要領では、小学校低学年における「表現リズム遊び」10）について、「リズム遊びでは、
軽快なリズムに乗って踊ること」、中学年における「表現」11) についても「リズムダンスでは、
軽快なリズムにのって全身で踊ること」とあります。また、中学校のダンス 12）領域における「現
代的なリズムのダンス」では、「リズムの特徴をとらえ変化のある動きを組み合わせて、リズ
ムに乗って体幹部（重心部）を中心に自由に弾んで踊ること」がねらいとして挙げられていま
す。そこで、「踊る・創る・見る」といった要素を持ち、ダンスの授業で行うのに適した教材
として日本エアロビック連盟が勧める『チーム・ダンスエアロビック』を提案します。
　スポーツクラブ等でよく行われているエアロビックダンス・エクササイズは、決まったステッ
プを前で示範する先生に合わせて動くだけ、というイメージがあるかもしれませんが、「チー
ム・ダンスエアロビック」はそうではありません。チームを編成して音楽を選曲し、テーマを
考えながらステップを組み合わせた一連の動きを練習し発表する、また、作品づくりの過程で
は、弾みながら全身で踊る、友達と関わりあって楽しく踊る、運動に進んで取り組み誰とでも
仲よく練習する、自分の能力に適した課題を見つけ練習や発表の仕方を工夫できるようにする
など、ダンスの授業に必要な様々なねらいを達成することができます。
　具体的な内容は、指導要領に例示されている 13）手拍子（クラップ）、足拍子（スタンプ）、スキッ
プ、片足とび（ケンケン）、蹴る（キック）、歩く（マーチ）、走る（ジョグ）、ねじる（ツイス
ト）、回る（ターン）、転がる、振る（スウィング）、曲げるなどであり、＜リズムと動きの例
示＞ 13）にも適応するものです。
　リズムに乗って全身で踊るというエアロビックの特徴を生かしながら、軽快なビートに合わ
せて連続的に動きを連結した動きの中に、素速く動くところやポーズを入れるなど、自由に動
きのリズム変化もつけられます。
　動きのリズムは、身体の中心（おへその辺り）で捉え、しっかり床を蹴るようにして律動的
に弾むことが大切です。また、腕は背中から伸びるようにイメージして動くことを心掛けるよ
うにします。
　ステップを覚えて間違わないように模倣しながら動くだけでは、小さくこぢんまりとした動
きになってしまいがちです。本来、エアロビックは持続的に動くだけでなく、いろいろなステッ
プを組み合わせて音楽に合わせてダイナミックに動いたり、軽快に踊るという特徴があります。
この特長を生かして、簡単なステップを組み合わせて踊ったり、一連の運動の中にテーマを持っ
て創作した動きを取り入れるなど、自由な表現を楽しむこともできます。

　以上のように、エアロビックは､「体つくり運
動」の授業において、また「リズムダンス・現
代的なリズムのダンス」の授業としても、指導
者のねらいに応じて行う事ができる教材です。
具体的な方法については、後に挙げる事例を参
考にして下さい。
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⒊　エアロビック指導のポイント　

（1）テンポのいい音楽を選ぶ

　エアロビックと音楽を切り離して考えることはできません。授業においても、どのような曲
を選択するかということが問題となるでしょう。音楽のリズム（ビート）に合わせて動くこと
に慣れてくれば、ジャンルを問わず生徒の嗜好に合わせて選曲することで、生徒たちが興味を
持ち、やる気を引き出すことができるでしょう。
　テンポがゆっくりした曲で動くのは簡単で、速くなると難しいとは一概に言えません。速す
ぎても遅すぎても躍動感のあるステップから生まれる体の柔らかさ、巧みな動き、力強い動き、
動きを持続する能力等をうまく引き出す事はできないからです。まずはエアロビックの基本で
ある弾む（バウンス）がしやすいスピードから始めるのがよいでしょう。

　『選曲のポイント』
　① リズムやビートがはっきりとした聞き取りやすい曲
　② 曲調が明るく構成（前奏・間奏・主旋律）がわかりやすい曲
　③ 曲のスピードは，1 分間に四分音符が 120 拍から 150 拍ぐらいまで。
　　目安として最初は　125 拍から 135 拍ぐらいまでのテンポの曲を使用。

　指導場面では、音楽を使う場面と、使わない場面とをうまく使い分ける必要があります。最
初から音楽に合わせて指導することもできるし、最初は音楽を使わずに、動きの確認や練習を
してから音楽に合わせた方が進めやすい場合もあります。子ども達の習熟度や授業の進度に
よってうまく組み合わせて指導する事をお薦めします。

（2）簡単な動きで組み立てる
　エアロビックでは、難しい動きを覚えて動かないといけないと思いがちですが、実際は簡単
なステップを基本にして「変化発展」させることで一連の運動を作ることができます。
　具体的にはいくつかの動きをつなげて「変化」させる方法と一つの動きを簡単なものから難
しいものに「発展」させていく方法、この二つをうまく組み合わせて一連の運動を作ります。
　また、エアロビックでは四分音符で８つ分の８カウントを基本にステップを組み合わせるこ
とが多く、これを長くして連結部分を少なくする、もしくは短かくして複雑に組み合わせるな
ど、ねらいや対象者によって課題を変えてみましょう。

動きを変化させる　　（A ＋ B ＋ C ～）
例１）　マーチ　+　ステップタッチ　+　マーチ　+　ジャンピングジャック　+　マーチ〜
例２）　マーチ　+　ヒールタッチ　+　ニーリフト　+　キック〜　
例３）　マーチ　+　ジョギング　+　フロア（床面）へ移行　+　プッシュアップ
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動きを発展させる　　　　　（A → A’→ A”～）
例１）　両足で弾むバウンス→その場で右足左足交互に体重を乗せ換えて小さく弾む（ツイス
ト）→ツイストで大きく弾む→両足で弾みながら移動する（ギャロップ）

例２）　その場で歩く→前に移動してその場で歩く→後ろに戻って元の場所で歩く→右に大き
な円を描いて歩く→左に大きな円を描いて歩く（直線の移動→曲線の移動）
例３）　その場ジョギングから垂直ジャンプに繋げる→その場ジョギングから開脚ジャンプに
繋げる　→その場ジョギングからターン・ジャンプに繋げる

（3）躍動感を引き出す
エアロビック動作の指導では次の点に気をつけて、児童生徒のダイナミックな動きや、生き生
きとした躍動感を引き出したいものです。
　●足首と膝を柔らかく使った、常にボールが弾むような上下の弾み（バウンス）を意識さ　
　　せる
　●重心を大きく移動させる
　●水平面での移動距離を意識させる
　●しっかりと床を踏みこむ動作をさせる
　●動きと動きをスムーズに連結できるように、切り替え直前の動きを意識させる

（4）フロア（床面）も利用してみる
　エアロビックのステップは比較的背中を伸ばして、真っすぐな姿勢を保つものが多くありま
す。立位だけでなく、床面を使った腕立て伏せ「プッシュアップ」や手の平で体重を支えて腰
を浮かす「サポート」など上半身を強くする動作を取り入れて、動き全体の流れにメリハリを
つけることもできます。
　例えば、立位のステップから低い姿勢の座位や伏臥位になるために、そのつなぎ方を工夫し
ながら動きを考える事によって、様々な面白い動きを引き出すことが可能です。

（5）チャレンジしたい動きを取り入れてみる
　空中で大きくジャンプする、空中でターンする、など課題を敢えて高く設定して挑戦するの
も楽しいものです。体の面を 180 度回転する、1 回転するなど縦軸の回転もよいでしょう。ア
クセントとしてムリのない側転やブリッジなど大きく体を使う動きも児童生徒の能力に合わせ
て組み合わせてみましょう。

（6）一人や二人、チームでもやってみる
　一連の動き（ルーティン）ができるようになったら、同じ動きを複数の組になって行うこと
もできます。一人で動いていた動きをペアで動くようにする、さらにグループで動くという方
法もあります。
　立ち位置を変える隊形変化を使いながら動くことによって、また別の課題ができて意欲的な
取り組みが期待できます。隊形変化は覚えたステップで無理に移動するのではなく、マーチや
ジョギングといった簡単なステップでダイナミックに行うことをお薦めします。
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隊形変化には、位置の変化、形の変化、体の向きの変化が含まれます。簡単な動きでもこれら
を工夫することで、繰り返しても変化に富んだ全身運動が持続できます。

（7）ポーズを入れてアクセントをつけてみる
　律動的に動き続ける中に、瞬間的に静止する「ポーズ」を入れることで一連の運動にアクセ
ントをつけることができます。ポーズは、自由な発想でユニークな表現ができるので作品づく
りの際にも効果的です。ただ止まるだけでなく、自分をアピールするつもりで思い切って大き
なポーズを取るように指導してみてください。

（8）運動の強度に気を付ける
　同じステップでも移動距離に変化を付けて、上下運動を大きくする、上肢を高く上げる、動
きの反復を多くするなどで、運動量が増して運動強度も高くなります。児童、生徒の成長過程
に合わせて適正な運動強度になるよう動きの選択に気を付けましょう。

【引用・参考文献】
　1）文部科学省『小学校学校学習指導要領解説　体育編』2010，pp.23 − 24  

　2） 文部科学省『小学校学校学習指導要領解説　体育編』2010，P40

　3）文部科学省『小学校学校学習指導要領解説　体育編』2010，P24-26

　4）文部科学省『小学校学校学習指導要領解説　体育編』2010，P41-42 

　5）文部科学省『小学校学校学習指導要領解説　体育編』2010，P62

　6）文部科学省『小学校学校学習指導要領解説　体育編』2010，P62-63 
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【小学校／「体つくり」「リズムダンス」の授業】　
子供も先生も授業が楽しい！～わくわくエアロビックを通して～　
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島県／鹿児島市立草牟田小学校　五代 孝輔

　『わくわくエアロビック』を通して、子どもたちは、リズムに乗って動く楽しさや踊りやポー
ズを創るおもしろさ、自分の体への気づき、友だちと協力することの大切さなどたくさんのこ
とを学ぶことができました。私自身も子どもたち同様、楽しく授業ができました。うまく踊れ
ないときは一緒に練習したり、ポーズがなかなか決められないときは一緒に悩み考えたりしま
した。
　授業で大切にしたことが 2 つあります。1 つ目は、「一つひとつの動きをしっかり！」とい
うことです。「足を上げる！」「回るときは軸足でその場で！」など、身につけさせたいことを
はっきりさせ、授業をしました。
　また、毎回準備運動の時は、柔軟体操で自分や友だちのからだとも向き合い、ゆっくり伸ば
したり曲げたりしました。
　2 つ目は、「友だちと創る」ということです。体育の学習が個別の練習で終わるのではなく、
友だちとの豊かな関わりの中で展開していきたいと考えています。そのため、最後のポーズを
子どもたちに考えさせるなど、友だちとの関わりをもたせる授業にしました。
　今回の授業では、【体つくり運動領域】と【リズムダンス領域】とを合わせて授業を構成し
ました。エアロビックを行いながら自分のからだがどうなっているのかを考えることで、常に
自分のからだと向き合えたのではないかと思います。教師自身が、体つくり運動に重点を置く
のかリズムダンスに重点を置くのかで授業を変えていける点からもこの『わくわくエアロビッ
ク』は、優れた教材だと感じています。
　自分で動いてみて、授業前から楽しみでたまらなかった「わくわくエアロビック」でした。
授業では、子供たちも私自身も楽しく笑顔で動くことができました。今年もどんなドラマが待っ
ているのか、楽しみです。

２. 実際の指導とすすめ方

　初めはおどるのがはずかしかったけど、みんなでおどっているうちにとても楽しくなってきました。
最初は足も上がらなかったけど、友だちと合わせて練習するとうまく上がるようになりました。友だち
や先生に「きれいにそろっていて、かっこいいね。」と言われ、とてもうれしかったです。
　ぼくたちは、最後のポーズを自分たちで考えました。側転をして集まってみんなでポーズをかっこよ
く決めます。自分たちで考えた最後のポーズがぼくはとても気に入っています。
　グループのみんなと協力して、発表会ではみんな楽しくおどれました。また、準備運動で体を曲げた
りして、家でもお母さんと一緒にやったりして、体がやわらかくなったような気がします。わくわくエ
アロビックは、とても楽しかったです。また、みんなでおどりたいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（感想より）
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【中学校／「ダンス」の授業】　　　　　　　　　

「初めは恥ずかしかったけれど、どんどん楽しくなった」

　　　　　　　　　　　　山梨県／ JAF 認定キッズジュニアエアロビック指導員　齊藤晴美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（韮崎市立韮崎西中学校）

　平成 23 年、地域の中学校が『平成 24 年度　中学　武道・ダンス必修化に向けた地域連携指導』

の実践校となり、市内在住の指導者として体育の授業をさせていただく機会を得ました。以来、

この学校ではエアロビックが体育の授業に導入され、毎年２年生の全クラスの指導をさせてい

ただいております。

 昨年は、県下の新任の教員を対象とした研究授業も担当させていただきました。

 授業後の研究会では『生徒たちの積極性に驚いた』『みんな楽しそうだった』という感想と『自

分のダンス授業では、実際こんなに生徒が動いてくれないのだが、工夫している点はなにか？』

などの質問も受けました。

 また本校の他教科の先生方からは、『教室とはまったく違う生徒たちの様子、見せたことのな

い良い顔に驚いた』といった声が多くきこえました。

 現場の先生方の多くは、メディアで盛んに取り上げられているダンスを難しいと感じ、指導

方法にも苦労されているようです。エアロビックは、十分な運動量もあり、誰でも楽しく簡単

に動けるので、指導する側もされる側も取り組みやすいということを広く知っていただけたら

と思います。

 さて、男女一緒のダンスの授業・・・生徒たちの最初の印象はどんなものでしょう？『はず

かしい』『嫌だな』大半がそんな気持ち・そんな態度です。ところが、集団での関わりを多くし、

相互理解を深めるために遊びの要素を取り入れたウォーミングアップで心と体をほぐしていく

と、すぐにあちらこちらで歓声や応援の声が自発的にあがり、明るく楽しい雰囲気になってい

きます。私は、ここを一番大事にしています。回を重ねる度に、リズムに乗って動くことの心

地よさや、仲間と一緒に取り組む楽しさを実感していくようです。各グループで協力して動き

を完成させ、作品として仕上げ、発表会を行うことを目標にします。

 まず、体のどこの部分を使うのか意識して動き、皆で振付を覚えます（すべて考えさせるの

は無理なので３分の２程準備するとよい）。意見を出し合ってフォーメーションを作っていき

ます。途中、創作に詰まっているグループにはアドバイスをしたりもしますが、生徒たちのア

イデアの方が面白く、良い作品が沢山できあがります。大勢の前での発表会は、緊張もします

がドキドキする気持ちを楽しんでいる様にもみえます。発表会に向けて休み時間や早朝に集

まって練習するほど真剣に取り組み、発表会では、大きな拍手とともに、グループごと互いに

きちんと評価をし合うことで、友達の良さを再発見する機会にもなるではないかと思います。

　各クラス８時間という短い期間ですので十分な指導できませんが、生徒たちは皆明るく素直

で、授業は中身が濃く充実しています。授業が終了したときの生徒たちの感想は、毎年、『初

めは、恥ずかしかったけど、どんどん楽しくなった』『初めは、絶対に嫌だと思ったけど、やっ

てよかった』『またやりたい』『体育が好きになった』というものがほとんどです。学校体育を

通して、運動の楽しさを知り、基礎を学ぶことで、生涯スポーツを楽しみながら健康で豊かな

生活が送れるきっかけになればいいなと思います。

８


