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1.適用

 この指導要領は伊丹ラグビースクールの基本指導方針に適用する。

なお、指導要領は以下の参考資料を要約した内容である。

 参考資料

  ミニ・ラグビー指導の手引き2002

      日本ラグビーフットボール協会 普及育成委員会ミニ・ラグビー小委員会

2.序章「体力ではなくスキルがこの段階の学習課程の中心でなければならない」

運動には、大脳皮質の運動野からの命令によって行われる随意運動と、

大脳皮質が関与せずに無意識のうちに行われる不随意運動（反射運動）が

あります。いずれも神経系によって調整されています。

運動技術を上手に行うためには、反射による調節を必要としますが、反射

の多くは紋切型であって融通がきかない一面を持ち、ときには反射が邪

魔になることもあります。したがって、動作を起こしたり、切り換えたり

するには、どうしても大脳皮質の意識的な調節が必要なのです。

 この辺の事情をプレースキックを例にとって、図２-１から説明しま

しょう。初めてキックする場合、意識的にボールをけろうとすると、大脳皮

質の運動野から錐体路を経て脊髄のアルファ運動ニューロン（神経単位）

へインパルス（刺激、衝動）が下降します。そのときインパルスの写しが

小脳へ送られます。

 アルファ運動ニューロンの興奮は筋線維に伝えられ、筋紡錘によって察知

された情報は小脳へ送られます。小脳では運動野から送られてきた写しと、

筋紡錘からの情報を照合してその結果を大脳皮質に送ります。

その結果、大脳皮質は筋へ補正信号を送ることになります。

 このようにして、新しい技術が獲得されると、

次からはその動作の命令の発進地は前運動野に移り、そこから錐体外路を

通して発せられるようになり、一連の動作は無意識のうちに円滑に、かつ

正確に行われるようになるのです。

 だんだんキックを練習していくと、小脳に運動モデルが形成されるよう

になり、例えば目をつぶっていても、正確な運動ができるようになります。

同じ環境条件では、何回キックしても同じ箇所にあたり、ほぼ同じ目標へ

ボールが行くように反射化、定型化されるわけです。自転車に乗れるよう

になったり、スキーの技術が上達するようになったりするのも、すべて

このように初めは大脳皮質が関与した随意運動が、小脳の働きを中心と

した不随意運動と脊髄レベルの反射が一体となった運動へ移行するのです。
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 練習とは同じ動作を繰り返すことです。初日は難しいが２日目は少し

やりやすくなり、３日、４日と日を重ねるにしたがってだんだん楽になっ

て、終わりには一向気にもとめなくなります。動作が反射化された結果、

大脳皮質の負担が取り去られたか、軽減されて気が楽になってきたからで

す。これはいちいち大脳に相談せずに、神経系より下部の組織で事が進行

するので、それだけの時間の浪費が少ないこと、つまり動作の反射化が進

んだためであると理解できます。

 練習によって反射化や定型化が進行しただけで動作は上達するものでは

ありません。プログラミングの組みかえによって新型へ移行することも必

要です。これには大脳皮質の運動野が関与します。

脳幹、脊髄、小脳による反射化と大脳皮質による新企画の繰り返しによって

動作が一層高いレベルのものになるのです。つまり「考える」ことと、「身

体で覚える」ことの両方がなければ、高度な技術の獲得は望めないといえ

ましょう。

 子どもの頃はどちらかというと、直観的に「身体で覚える」ことが多く、

それの発達が顕著です。大脳を「思考的知識の倉庫」というならば、小脳

は「すべての動作に関する知識の倉庫」といってもよいでしょう。成人して

からラグビーのプレーを上手に行うには、子どもの頃に無意識のうちに

ラグビーに関連する多くの経験を小脳にしまい込んでおく必要があります。

小脳の記憶は意識にのぼらないが、一度覚えたら生涯忘れないものにな

ります。

 一方の体力はエネルギーを発揮する様式や能力からみるのが一般でしょう。

 エネルギー発揮の様式は、力強さ（筋力）、粘り強さ（持久力）、スピード

に区分できます。これらの年間発達量をみると、図２-２の年齢別変化に示す

ように、スピードが最も早く発達し、次に持久力、最後に筋力となります。

ただし小学校時代のスピードは、走る動作に関連するスキル（動作の習得）が、

成人レベルに近づいてきたためです。

 持久力や筋力に関係する体力トレーニングは、小学校時代よりも中学校期

以降に行うのが適切であり、小学校時代は動作の習得のトレーニングに

適していることがわかります。

 エネルギーを制御する能力から体力をみると、調整力の発達は小学校期に著

しく、スキルを習得させる基底となる神経系の発達は小学校期に著しいことに

なります。

 これで、ミニ・ラグビーを行う小学校段階での学習課題の中心が体力でなく

てスキルであることを十分に理解していただけたものと思います。
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図2-1 スキルの神経回路（Mathews &Fox,1976 をもとに青木,1981）

〔注〕随意運動は、運動野のインパルスが、錐体路、脊髄、ア

ルファ系を経て筋繊維へ伝えて起こる。その結果としての運動

情報は、筋紡錘（ガンマー系によって賦活）から小脳へ伝えら

れる。小脳は前もって大脳から伝えられていたインパルスの写

しと、この情報を照合して大脳へ伝える。

 トレーニングの進行に伴い、インパルスの発信地が前運動野

に移り、錐体外路を通して発せられるようになり、動作が自動

化し、定型化する。
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図2-2 運動能力・体力の年間発達量の年齢別変化（男子）
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3.カテゴリー別 ミニラグビー指導目標、指導内容

  表3-1に示す。

4.カテゴリ別指導一覧

  表4-1に示す。
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表3-1 ミニラグビー 指導目標・指導内容

ミニ・ラグビー指導の手引き2002 日本ラグビーフットボール協会 普及育成委員会ミニ・ラグビー小委員会 抜粋

カテゴリ 指導目標 具体的な目標 指導内容

低学年 ・簡単なゲームが出来る ・ラグビーは楽しい遊びであることを感じさせる ・ボールを持って勢いよく走ること

1,2年生 ・スポーツに親しむ態度を育てる ・ゲームにおいてボールを持って自由に走ることを促す ・パスされたボールを恐がらずにキャッチすること

・ルールを守る態度を学ばせる ・地上にあるボールを止まらずに拾い上げること

少人数の簡易ゲームを導入

 １対１や２対２のゲームから始める。

 ・走りながらパスし、またキャッチする

 ・ボールを持っている相手に向かって防御にでる

 ・ 相手をかわして走ろうとする

課題

低学年では、ボールコントロールとボディコントロール、

言い替えれば、個人とボールとの関係をいかにスムーズ

に理解させるかが課題
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表3-1 ミニラグビー 指導目標・指導内容

ミニ・ラグビー指導の手引き2002 日本ラグビーフットボール協会 普及育成委員会ミニ・ラグビー小委員会 抜粋

カテゴリ 指導目標 具体的な目標 指導内容

中学年 ・やや組織的なゲームが出来る ・個人スキルを理解させ、その習得をはかる  ランニング、ハンドリング、コンタクト、キッキング

3,4年生 ・フェアな態度を育てる ・チームを構成するユニットとその役割を理解させる という四つの個人スキルがあることを理解させ、その

・自らルールを守り、レフリーに従う態度を学ばせる 習得をはかる。そのためにはグリッドやチャンネ

ルを使った練習を工夫し、子どもたちに多様な練習

機会を提供する。

チームはＦＷ、ＨＢ、ＢＫ （ＨＢ以外のＢＫ） の三つ

のユニットからなり、それぞれボールゲッター

（ボール獲得役）、リンクプレーヤー（つなぎ役）、

ペネトレイター（突破役）としての役割を担っている。

これを理解させるためには、低学年よりやや

組織的なゲームを準備する。

日頃から「ルール遵守」、「レフリー絶対」

を子どもたちに訴え続けなくてはならない。
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表3-1 ミニラグビー 指導目標・指導内容

ミニ・ラグビー指導の手引き2002 日本ラグビーフットボール協会 普及育成委員会ミニ・ラグビー小委員会 抜粋

カテゴリ 指導目標 具体的な目標 指導内容

高学年 ・組織的なゲームができる ・個人スキルをさらにシェイプアップする 高学年では、それらのスキルをより早いスピードで、

5,6年生 ・よりフェアな態度とフェアプレー ・ユニットスキルを理解・遂行させる そしてプレッシャー下で行えるようにならなくてはなり

 の精神を理解させる ・相手そしてレフリーに対し敬意の念を持たせる ません。そのためには、個人スキルの練習において

常に相手を意識させ、またプレッシャーのかかった状

態で練習する工夫が重要

ユニットスキルを理解・遂行させるためには

高学年では中学年で扱われたユニットスキルを、人

数の上でもレベルの上でも発展させます。人数

が増えることで味方とのより一層の協同、プレッシャー

のかかった状況での相手への対応、プレーのスピード

アップ
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表4-1 学年カテゴリ別 目標及び練習一覧標準
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 5.その他 学年カテゴリー別 練習方法
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低学年練習方法
１．個人スキル

(1) ランニング

・低学年の練習

 低学年の子どもたちは走るのが好きです。しか

し、ひとたびラグビーボールを持つと、どうしても

動きが制限されてぎこちなくなりがちです。そこで

ラグビーボールを持っても、普段遊んでいるときの

ような自由奔放でスピード感のある動きができる

ように、練習を工夫して導いていく必要がありま

す。

 ボールを持ってのランニングの練習で最初に教

えなくてはいけないのは、ボールをみぞおちの前あ

たりで、両手で正しく持つことです。（写真１）そ

してこれはハンドリングの基本でもあります。

練習１ ボールを持ってのランニング（自由走） 

グラウンド：１グリッド 

人数：５～６人 

用具：ボール人数分

活動：グリッドの中に５～６人が入り、それぞれ 

   ボールを持つ。お互いにぶつかり合わなよ 

   うにしながら、グリッドの中を自由に走  

   る。徐々にスピードを上げていく。    

練習２ ボールでタッチ

グラウンド：１グリッド 

人数：５～６人 

用具：ボール１個         

活動：グリッドの中に５～６人が入り、そのうちの

   一人が⿁となりボールを両手でしっかり持

   ち、ボールを持たない者をボールでタッチす

   る。ボールを持たない者はタッチされないよ

   うグリッドの中を自由に走って逃げる。

   タッチされた者はグリッドの外に出る。全員

   タッチされたら、⿁を変える。

発展：⿁がボールを落としたら、それまでにタッ

   チされた者全員がグリッドに戻れる。
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練習３ ピックアップ＆トライ（図7-1）

グラウンド：２グリッド 

人数：１人 

用具：ボール１個

活動：笛の合図でグリッドの端に立っているプレー

   ヤーはスタートし、グリッドの反対側の端に

   置いてあるボールを拾い上げ、もう一つ先の

   グリッドの線を越えてトライする。

発展：⾧座、うつ伏せ、仰向け等の姿勢からスター

トする。

もう一人のプレーヤーを防御者として数ｍ後ろに

位置させ、笛の合図で追

走させる。ボールキャリ

アーがトライする前に腰

に両手タッチできれば防

御者の勝ち。 図7-1

練習４ 走り込んでトライ（図7-2）

グラウンド：２グリッド 

人数：１人 

用具：ボール１個

活動：連結した二つのグリッドの中央にコーチが

   ボール持って立つ。プレーヤーはグリッド

   の端からスタートし、声を出して勢いよく

   コーチからパスを受け、グリッドを走りに抜

   けて反対側の端を越えてトライする。

発展：中学年の「練習３ スペースへのランニング｣

   へ発展させる。

図7-2
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練習５ 抜いてトライ    

    （図7-3）

グラウンド：３グリッド（横を広めに取る）

人数：１人 

用具：ボール１個

活動：連結したグリッド

   の境界線上に左右

   にしか動けない防

   御者（コーチ）を１

   名ずつ配し、これ

   を抜いてトライす

   る。

注意：コーチは抜くこと

   のできるスペース

   をわざと明確に

   作ってあげる。

図7-3

練習６ １対１（トライゲーム）（図7-4）

グラウンド：１グリッド 

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：グリッドの対角に２人が位置し、その内の一

   人が攻撃者としてボールを持ち、もう一人が

   防御者となる。攻撃者がスタートしたらゲー

   ムは始まり、攻撃者はグリッドの端の線を越

   えてトライしようとする。防御者はトライさ

   れる前に攻撃者の腰に両手タッチする。

発展：ゲームのスタートを、攻撃者が持っている  図7-4

   ボールをその場で軽く投げ上げ、キャッチし

   た時にする。
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(2) ハンドリング

・低学年の練習

 この段階では、静止した状態であれば確実にパス

とキャッチができることをまず目指します。その上

で、走りながらのパスとキャッチへ発展させ、ノッ

クオンとスローフォワードを理解させます。パスに

関しては、ランニングの最初に示したボールの正

しい持ち方が大切です。キャッチングに関しては、

ボールを怖がって顔を逃がしたり上体を後ろに引

いたりすることなく、むしろボールに向かうように

してキャッチできるように指導します。

 指導者が低学年の子どもにパスをする際は注意

が必要です。というのも、指導者が立った状態から

子どもにパスをしようとすると、ちょうど子どもの

顔の高さぐらいからボールが出てくるため、子ども

にとっては大変キャッチしにくい、怖いパスになる

からです。

練習１ ボールに慣れる

グラウンド：指定なし 

人数：一人 

用具：ボール（人数分）

活動：静止した状態でボールを腰の周り、首の回

   り、すねの周りを回す。足を開き、８の字を

   書くようにボールを股の間で回す。

   左右の手で交互にボールを投げ上げ、キャッ

   チする（ジャグリング）。

発展：上記の活動をグリッドで動きながら行う。あ

   るいはリレー形式で行う。

注意：ボールに慣れる練習は、この他にもいろいろ

   なバリエーションが考えられる。学年やレベ

   ルに関係なく、ウォーミングアップ活動とし

   て行うのも有効である。
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練習２ 手渡しパス

グラウンド：１グリッド 

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：グリッド中央付近で、４人が内向きになって

   手渡しパスが出来る程度に広がりパスをす

    る。

発展：少しずつ間隔を広げて行き、次のスクエアパ

   スへ発展させる。

練習３ スクエアパス

グラウンド：１グリッド 

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：グリッドの各コーナーの内側にプレーヤーが

   位置し、順番にパスをまわす。

発展：ボールを地面に置きそのボールをパスする 

   （地上にあるボールのパス）、パスをしたら 

   ボールを追い、パスしたコーナーにタッチ 

   し、またもとの位置に戻る（パス＆フォ  

   ロー）など、いろいろな発展が考えられる。
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練習４ 高いボールのキャッチング

グラウンド：指定なし 

人数：１人 

用具：ボール１個

活動：自分でボールを頭上に投げ上げ、それを自分

   でキャッチする。ボールが空中にある間に手

   をたたく（手をたたく回数が多いほど難し 

   い）。

発展：二人でお互いに高いボールを投げあい、  

   キャッチする。二人の間にもう一人のプレー

   ヤーを立たせることで、ボールの高さを規定

   できる。

練習５ ピックアップ （図7-12）

グラウンド：１グリッド 

人数：４～６人 

用具：ボール１個

活動：グリッドの対角のコーナーに二組に別れて

   向い合う。ボールを持ったプレーヤーは対角

   のコーナーに向かって走り、グリッドの中心

   を過ぎたらボールを地面に置き、そのまま進

   んで対角のコーナーの後ろに付く。対角の

   コーナーにいる先頭のプレーヤーは、ボール

   が地面に置かれたらスタートし、

   そのボールを拾い上げ、グリッドの中心を過ぎ

   ドの中心を過ぎたらボールを地面に置き、その

   まま進んで対角まま進んで対角のコーナーの後ろに付く。

   これを繰り返す。

27/78



練習６：三角パス（パスとパスカット）（図7-13）

グラウンド：１グリッド 

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：３人がグリッドの中で一辺が３～４ｍの正

   三角形を作り、パスをする。動くことはでき

   ない。三角形の中に一人のプレーヤー（⿁）

   が入り、パスカットを試みる。⿁がパスカッ

   ト（ボールに触れただけでもよい）、⿁と

   カットされた者とが役割を交代する。

発展：習熟度に応じて⿁の勝つ条件を変えること

   で練習を発展させる。例えば、キャッチミス

   （ボールを地面に落とす）、パスミス（パスが

   ノーバンドで届かない、三角の頂点から著し

   く逸れる）も⿁の勝ちとする。あるいはボー

   ルを持っているプレーヤーへタッチしたら⿁

   の勝ちとする。

注意：ボールを持っている者へのタッチは、コン

   タクトプレーへの導入としてとらえることが

   できる。
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練習７ ランニングパス（二人ランパス）

グラウンド：５～６グリッド（縦に連結） 

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：グリッドの端から反対側の端まで、二人で

   ランニングパスを繰り返す。

注意：スローフォワードをしないという指導では

   なく、ボールキャリアーの後ろに位置するこ

   と（ポジショニング）を強調する。

   この練習をやり過ぎると、パスした後にフォ

   ローしない悪い癖がつく可能性があるので注

   意。

練習８ マーカーを回ってパス （図7-14）

グラウンド：４グリッド（あるいは大グリッド） 

人数：４人

用具：ボール１個、マーカー１個

活動：グリッドのコーナーに４人が位置し、その

   内の一人がボールを持つ。コーチの笛の合図

   でボールキャリアーを先頭にスタートし、グ

   リッド内に置かれたマーカーを周り、それか

   ら側方へパスをする。グリッドの線を越えた

   らトライ。
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(3) キッキング

・低学年の練習

低学年のゲームではキックは許されていません。

従って、ゲームのための練習という観点からは低学

年でキック練習を行う必要はありません。しかし、

子どもたちがキックに対して強い興味を持ってい

ること、将来的にキックはラグビーにおいて必要不

可欠なスキルであるという観点から、基本的な指導

をこの段階でも行いたいものです。

 子どもたちの足関節は、その周囲の筋も含めて未

完成であり、キック動作、特に自分で落としたボー

ルを自分で蹴るというような動作は大変未熟です。

そんな子どもたちに初めからラグビーボールを思

いっきりキックさせたのでは、スキルの獲得に多大

な時間を必要とするばかりか、意欲をそぐことにさ

えなりかねません。楕円球にこだわらず、ソフトバ

レーボールのような軟らかくて軽くて丸いボール

を用意して、脚のスイングから学習していく方法も

考えられますし、サッカーの指導方法も参考になる

かもしれません。ラグビーボールを使ってキックの

練習を始めようとするのなら、ミートの感覚を養う

方法から入るべきでしょう。

練習１ 押し出しキック（写真２）

グラウンド：指定なし（ラインを利用） 

人数：１人 

用具：ボール１個

活動：ライン上に横向きに置かれたボールに対し

   て、足首を伸ばして押し出すようにして、

   キックする。軸足はラインに平行に置き、

   フォロースルーはライン上に来るようにす

   る。

注意：足首の伸展・固定、足の甲をボールの中心

   （重心）に当てるミートの感覚をつかませる

   とともに、軸足の位置も指導する。
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練習２ パントキック

グラウンド：１グリッド 

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：グリッドのライン上に、５～６ｍの間をあ

   けて、２人が向い合う。１人がボールの両端

   を両手で支えるように⾧軸を横にして持ち、

   相手に向かってパントキックする。相手は

   キックされたボールを受け、同じようにキッ

   クする。これを繰り返す。

注意：ボールは持っているその位置から落とすよう

   にさせ、決して放り投げないよう指導する。

   一歩の踏み込みでキックできるようにする。

練習３ キックゲーム

子どもたちの興味、発達段階に応じ、中学年、高

学年の練習に示すようなキックゲームを工夫する。
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(4) コンタクト

・低学年の練習

 確かにコンタクトプレーはラグビーにおける重要

なプレー要素ですが、この段階の子どもたちにまず

考えることは、コンタクトプレーだけを取り上げて

練習させることではなく、押し相撲や「輪の中の雄

牛」、ボールの取り合い等を行い、自然にコンタクト

プレーが生じる状況を提供することです。見逃しが

ちですが、地面とのコンタクトもラグビーでは重要

な要素です。そこで、前転や後転、受け身等の練習

をこの段階では積極的に行います。

 ゲームの求められる要素として１対１のハンドス

クラムは、ユニットスキルというより個人スキルと

して、コンタクトの中に含めてよいでしょう。また

タックルは、姿勢の指導から入り、習熟度にあわせ

て発展させることが出来ますが、性急に成果を求め

ることなく、辛抱強く指導する必要があります。

練習１ 倒れ方（地面へのコンタクト）

グラウンド：指定なし 

人数：１人 

用具：なし

活動：前転、後転、横受け身、後ろ受け身等を行う。

発展：しゃがんだ状態から、コーチあるいは友達に

   軽く押してもらって倒れる。

   ボールを持って倒れる。

注意：安全に、大きな痛みを伴わずに倒れることに

   対して確信がないと、タックルの練習につな

   がって行かない。   
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練習２ しっぽにタッチ

グラウンド：１グリッド 

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：グリッドの中に４人が入り、その内の１人

   がボールを両手で持ち、⿁となる。残りの３

   人は１人が腕を胸の前で組み先頭となり、そ

   の後ろにもう１人が先頭のプレーヤーの左右

   の腰をしっかりバインドし、さらにもう１人

   がその後ろに同じように付く。⿁は両手で

   持っているボールでつながった３人のプレー

   ヤーの最後尾のプレーヤーにタッチしよう

   とする。タッチしたら⿁の勝ちで、⿁は交代

   する。つながった３人がバインドを解いた

   り、グリッドの外に出たりしても⿁の勝ち。

注意：バインディングの練習であるが、⿁は両手

   でしっかりボールを持ってのランニングの

   練習でもある。

練習３ 押し相撲

グラウンド：小グリッド（３ｍ四方程度） 

人数：２人 

用具：マーカー４個

活動：グリッドの中央に50・ぐらいの間隔をお

   いて、２人のプレーヤーが低く構える。コー

   チの笛の合図で相手をグリッドの後ろの線

   まで押し込もうとする。

発展：練習３を参照。

注意：グリッドのサイドのラインを意識させ、ま

   っすぐ押させる。
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練習４ トライゲーム

グラウンド：小グリッド（３ｍ四方程度） 

人数：２人 

用具：ボール１個、マーカー４個

活動：練習２にボールを導入する。２人のプレー

   ヤーの間にボールを置く。ピクアップする

   プレーヤーを予め決めておき、コーチの笛

   の合図でそのプレーヤーがボールをピック

   アップし、グリッドを越えてトライしよう

   とする。相手はそれを阻止する。

発展：ボールの争奪（スタート時、スタート後あ

   るいはともに）を認める。

練習５ タックル姿勢（写真３）

グラウンド：指定なし 

人数：１人 

用具：スクラムマシン（可能であれば）

活動：動かないもの（子どもが安心して体重を預

   けられるもの）、例えばスクラムマシン、立

   木、コーチに対し、どちらかの肩をあて、足

   を少し前後させて（肩を当てた方の足が前）、

   体重をかける。

注意：両足を平行（スクエア）にして肩幅程度ある

   いは肩幅より少し広めに開くことで、スクラ

   ム姿勢になる。

   正しい姿勢で体重をかけることを学ばない

   限り、正しいタックル、スクラムにつなが

   らない。

(5) ユニットスキル

・低学年の練習

 ５人制ラグビーを行う上でもスクラムをはじめと

していくつかのユニットスキルは含まれます。しか

しこの段階でのプレーは個人スキルの一部として取

り扱い、特にユニットスキルとして取り上げて練習

を行う必要はないでしょう。
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(6) 簡単なゲーム

・低学年の練習

 すでに述べた練習の中にも、ゲーム性を持ったも

のがたくさんありました。大切なことは、実際に指

導している子どもたちの能力や習熟度、興味に応

じて、子どもたちが積極的に取り組むような単純な

ゲームを工夫することです。そのようなゲームをし

ていると、子どもたちの方から新しいルールやルー

ル変更を提案してくるかもしれません。それを面倒

くさがらずに聞いてやれば、子どもたちのラグビー

への興味もより一層深まることでしょう。

練習１ ロブザネスト（巣の卵取り、盗人ゲーム）

    （図7-34）

グラウンド：１グリッド 

人数：４人 

用具：ボール７個

活動：グリッドの中央にボールを７個置き、各コー

ナーにプレーヤーが１人ずつつく。コーチの笛の合

図で、プレーヤーは中央に置かれた

   ボールを一つずつ自分のコーナー（巣）に持

   ち帰る。中央のボールがなくなったら、他の

   コーナーに置かれたボールを持ってくるこ

とができる。自分のコーナーにボールを３つ集めた

ら勝ち。

発展：各コーナーにもう１人ずつプレーヤーを置

   き、そのプレーヤーの指示（コール）を聞き

   ながら、ゲームを行う。
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練習２ オープンゲーム

グラウンド：10 × 20 ｍ 

人数：一チーム４ー５人 

用具：ボール１個

活動：それぞれのチームのゴールラインを予め決

 める。コーチがボールを持ち、グラウンドの

  中央に立つ。プレーヤーはコーチを境に自分

  のゴールライン側に位置する。コーチは任意

  のプレーヤーにボールを渡す。ボールを受け

  たプレーヤーは、相手ゴールラインを越えて

  トライしようとする。パスは許されない。相

  手側のプレーヤーはそれを阻止する。阻止す

  る方法は特に制限しない（タックルも許され

  る）。阻止されたらコーチは笛を吹き、ボー 

  ルを回収する。それぞれのプレーヤーは直ち

  にコーチを境に自分のゴールライン側に位置

  する。コーチは再び任意のプレーヤーにボー

  ルを渡す。トライが起きたら、中央からコー

  チが任意のプレーヤーにボールを渡してゲー

  ムを再開する。

発展：ガットパス、リッピングを許す。

   パスを許す。

注意：一見ラフに見えるゲームだが、非常に活発

   で楽しいゲームである。

  コーチの裁量次第ですべてのプレーヤーを

  ゲームに参加させ、トライする機会が与える

  ことができる。
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中学年練習方法
１．個人スキル

(1) ランニング

・中学年の練習

低学年がボールを持って勢いよく走ることを主眼

においたランニングであったのに対し、中学年では

相手を意識した対応動作としてのランニング、巧み

なランニング、考えるランニングを主眼においた指

導へと発展させて行きます。

練習１ シャドーランニング         

 グラウンド：１グリッド 

人数：６人（二人一組） 

用具：ボール（二人に１個）

活動：二人一組となり、その内の一人がボールを持

   ちグリッドの中を自由に走り、もう一人がそ

   の後ろを影のように付いていく。一つのグ

   リッドに三組入り、お互いにぶつかり合わな

   いようにする。コーチは適当な間隔で笛を吹

   き、その合図で役割を変える。

練習２ 直線交差（対角に向かってのダッシュ）（図7- ５） 

グラウンド：大グリッド（あるいは４グリッド） 

人数：16~20 人 

用具：ボール４個

活動：グリッドの各コーナーに４～５名のプレー

   ヤーが、ボールを持った者を先頭にグリッド

   の中心を向いて一列に並ぶ。コーチの合図 

   で、ボールを持ったプレーヤーは対角のコー

   ナーを目指して一斉にスタートする。グリッ

   ドの中心付近を他のプレーヤーとぶつから

   ないように走り抜け、対角のコーナーでボー

   ルをパスする。パスを受けたプレーヤーは同

   様の動きを繰り返す。

注意：この練習方法には

   いろいろなバリエーションが考えられるが、

   ただ形を行うだけでなくコーチが指導ポイ

   ントをしっかり理解していることが重要で

   ある。
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練習３ スペースへのランニング（図7- ６）

グラウンド：２グリッド 

人数：１人 

用具：ボール１個

活動：連結した二つのグリッドの中央にコーチが

   ボール持って立ち、真後ろにもう一名コーチ

   が付き、プレーヤーがスタートしたら、左右

   どちらかに動く。プレーヤーはコーチの動か

   なかった側（スペース）でパスを受けられる

   よう動き、パスを受けたらグリッドを走りに

   抜けて反対側の端を越えてトライする。

図7-6

練習４ １対１（トライゲーム）（図7-7）

グラウンド：１グリッド 

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：低学年で行われた１対１と同じ活動。ただ

  しここでは引き出したい相手を抜くランニン

   グスキル（スワーブ、サイドスッテプ等）に

   応じて指導者が攻撃者（①～③）、防御者

   （①～③）の位置関係を工夫する。

(2) ハンドリング

・中学年の練習

 低学年が静止した状態での確実なボールの受け

渡しを第一に考えたのに対し、中学年ではダイナ

ミックな動きの中でのパスとキャッチが確実にで

きるように指導します。低学年でもノックオン・ス

ローフォワードが反則であることは習熟度に応じ

て指導されますが、中学年では技術的な指導ととも

により明確な理解を促し、最終的にラグビーがパス

に関してはサッカーやバスケットボールなどとは

違い、 180 度のゲームであることを悟らせます。
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練習１：ラウンドパス

グラウンド：１グリッド 

人数：４_ ６人 

用具：ボール１個

活動：４～６人一組でグリッド内を自由に動きな

   がらパスを繰り返す。

発展：５回パスしたらボールを地面に置き、近く

   のプレーヤーがそのボールを拾い上げ再び

   パスを繰り返す、あるいはパスをしたらグ

   リッドの外に地面にタッチするといったよう

   に、いろいろなバリエーションを工夫し、活

   動を発展させることができる。

練習２：スピン＆チェイス（動きながらのパスと

    パスカット）

グラウンド：１グリッド 

人数：５人 

用具：ボール１個

活動：グリッドの中で３人対２人になり、３人の

   側は自由に動きながらパスを繰り返す。一

   方、２人の方はパスカットを試みる。パスが

   10 回できたら組替えをする。パスカット、

   ボールあるいはボールを持ったプレーヤーが

   グリッドの外に出た場合も組替えをする。

発展：カットされなくてもパスミス、キャッチミ

   スが起こったら組替えをする。

   パスする側の一人がボールを持っていられる

   時間を制限する。

   パスする側とカットする側の人数を同じ（２

   対２、３対３）にする。
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練習３：ランニングパス（サイドパス）（図7-15）

グラウンド：ゴールラインからハーフウェイライン

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：ゴールラインからハーフウェイラインの間

   にチャンネルを設定して、４人で走りながら

   サイドパスを行う。

注意：ポジショニングの

   練習でもあること

   を忘れない。

練習４：２対１（図7-16）

グラウンド：１グリッド 

人数：３人 

用具：ボール１個

活動：攻撃側の一人がボールを持ち、もう一人が側

   方に位置する。防御者はグリッドを隔てて

   ボールキャリアーの正面に立つ。ボールキャ

   リアーがその場で軽くボールを投げ上げ

   キャッチしたら防御者は前に出ることができ

   る。ボールキャリアーは防御者を引き付け、

   ノーマークプレーヤーにパスする。攻撃側が

   ボールを持ってグリッドのラインに走り込み

   トライする。防御側はボールキャリアーの腰

   に両手タッチすることでこれを阻止する。

発展：防御者の立つ位置をボールキャリアーの正

   面ではなく、ボールキャリアーの外側から、

   内側から、二人の間から等、変える。

注意：ノーマークプレーヤーを活かすことに主眼

   を置く。パスタイミングが重要。
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練習５：２対１（コーナーを回って） （図7-17）

グラウンド：１グリッド 

人数：３人 

用具：ボール１個、マーカー２個

活動：グリッドの辺の中央に３人が位置し、その

   内の２人は攻撃側として１人がボールを持

   ち、残りの１人は防御者となる。コーチの笛

   の合図で、攻撃側の二人は立っている辺の片

   方のコーナーを回って攻撃する。一方防御

   者はもう一方のコーナーを回って防御する。

   攻撃側がボールを持ってグリッドのライン

   に走り込みトライする。防御側はボールキャ

   リアーの腰に両手タッチすることでこれを

   阻止する。

発展：３対２にする。

２対２、３対３と攻防同人数にする。

(3) キッキング

・中学年の練習

 低学年ではミート感覚を養うことを中心に指導

しましたが、中学年ではパントキックである程度の

距離を正確に蹴れることを目指し、あわせてキック

されたボールのキャッチング（高いボールのキャッ

チング）のスキルの向上をはかります。

子どもの興味・能力に応じて、ゲームの開始・再開

の手段としての、あるいは得点手段としてのプレー

スキック、ドロップキックも、この段階で指導され

てよいでしょう。

練習１ ロールキック

グラウンド：１グリッド 

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：２人一組でグリッドの１辺の端と端に立っ

   て向い合い、⾧軸を横にしてボールを保持し

   た状態から相手の胸にボールを蹴る。

注意：ボールの中心をとらえることを指導する。

   正しくミートすれば自然にボールに回転

   （ロール）が生まれる。
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練習２ パントキック（図7-21）

グラウンド：２グリッド（縦に連結） 

人数：２人 

用具：ボール１個、マーカー８個

活動：グリッドを隔てて２人一組で向い合い、目標

   地域内に正確にボールを蹴る。 まずグリッ

   ドを二つ連結し、これを縦割りに二分割する

   ことで縦⾧のグリッドを作る。このグリッド

   の両端から３～４ｍの地域を自分の陣地と

   してそれぞれ１人ずつ入る。キックする者は

   相手陣にノーバウンドでボールが落ちるよ

   うに蹴る。一方キックを受ける者は自陣内に

   蹴られたボールを確実にキャッチし、相手に

   蹴り返す。

発展：目標区域を小さくする。距離を⾧くする。

注意：キャッチングの練習でもある。

練習３ キックゲーム（キック＆ラン）（図7-22）

グラウンド：20 ～ 30 ｍ四方（図参照） 

人数：12 人 

用具：ボール１個、マーカー２個

活動：６人一組になる。攻撃側のプレーヤーは１人

   ずつ順番にキッカーとなり、ホームの後方

   からパントキックを行い、キックしたら直ち

   にマーカーに向かって走り、マーカーを回っ

   てホームに帰って来る。守備側は蹴られた

   ボールを取り、ボールを取った者を先頭にし

   てホームに向かって一列に並ぶ。キッカーが

   ホームに帰ってくるのが早ければ１点、守備

   側が一列に並ぶのが早ければアウト。３アウ

   トで交替。適当なイニングを行う。

注意：ルールをいろいろと工夫・変更することが

   可能である。例えば、ボールを取った守備側

   のプレーヤーがボールを持って動くことを

   許すかどうか、キックの種類をプレースキッ

   クにする、ダイレクトキャッチをアウトにす

   るなど。
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(4) コンタクト

・中学年の練習

低学年では勢いよく走り込む相手に押され気味であった防御側も、中学年になると

それに対抗して前に出て防御できるようになり、必然的にコンタクトプレーが増加します。

しかし、コンタクトプレーはあくまでボールを活かし続けるために行うものであり、

強く当たることや相手をはね飛ばすことが目的ではないことをしっかり理解する

必要があります。

また、コンタクトの際には自分の体重は自分で支え、安易に倒れないということを

強調しなければなりません。

 コンタクト練習ではコンタクトバッグは大変有益な道具ですが、それに頼りすぎる

傾向があるので注意が必要です。試合の相手はコンタクトバッグではないことを

しっかり理解してください。

防御側ではダイナミックに走り込む相手を止めるスキル、つまりタックルの指導が不可欠

になってきます。まずサイドタックルの習得を目指し、次いでフロントタックル、

リアタックルへと進みます。重要なのは、漸進的な指導でプレーヤーにタックルは危

険であるとか恐いといった気持ちを抱かさず、タックルがラグビーでは当たり前のプレー

であるとの考えを植え付け、自信をもって行えるように導くことです。

 モールに関しては、リッピングの延⾧としてのミニ・モールに止め、意図的にモールを

形成するような練習は必要ないでしょう。

練習１ コンタクトバッグへのコンタクト

グラウンド：１グリッド 

人数：２人 

用具：ボール１個、コンタクトバッグ１個

活動：グリッドの端のライン上に一人のプレー

   ヤーがボールを両手でしっかり持つ。その

   ３ｍぐらい前にもう一人のプレーヤーがコン

   タクトバッグを保持して立つ。ボールキャリ

   アーは低い姿勢からしっかり踏み込んで当た

   る。

発展：コンタクトバッグを使わない。

   次に示す練習２、練習３。 

注意：コンタクトバッグを利用してコンタクトに

   慣れるのが目的である。

   コンタクトバッグはコーチではなくプレー

   ヤーが持つ。コンタクトバッグを持つのも練

   習である。ペアの体格を考慮する。
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練習２ コンタクト（バンプ）からフィード（スクリーンパス）

グラウンド：１グリッド 

人数：３人 

用具：ボール１個、コンタクトバッグ１個

活動：練習１の要領でボールキャリアーはスター

   トし、コンタクトバッグにコンタクトした 

   ら、後ろ足を引き込んで体をターンし、後方

   から走り込むプレーヤーにスクリーンパスを

   する。スクリーンパスを受けたプレーヤーは

   グリッドの端のラインを超えてトライする。

発展：コンタクトバッグを使わない。

   コンタクトバックを持つプレーヤーの後ろに

   もう一人プレーヤーを置き、そのプレーヤー

   はボールキャリアーがスタートしたらコン

   タクトバックの左右どちらかに出ることで、

   攻撃側に攻めるべきスペースを示す。   

注意：コンタクトしたら弾けることを忘れない。

練習３ リッピング（ワインディング）

グラウンド：１グリッド 

人数：4 人 

用具：ボール１個、コンタクトバッグ１個

活動：練習２の状況でターンした時に相手に絡ま

   れたことを想定し、ターンしたプレーヤー

   リッピング（もぎ取り）に入り、その勢いを

   利用して体を回転させながら前に出る。そこ

   に三人目のプレーヤーが走り込んでパスを受

   け、グリッドの端のラインを超えてトライす

   る。

発展：コンタクトバッグを使わない。

 ミニ・モール（練習４）に発展させる。
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練習４ ミニ・モール

グラウンド：１グリッド 

人数：４人 

用具：ボール１個、コンタクトバッグ１個

活動：練習３の状況で、ターンしたプレーヤーの

   保持しているボールに対し、もう一人の

   プレーヤーがしっかりとボールに入り込み、

   ドライブする。鋭く数歩ドライブしたら、二

   人目のプレーヤーはターンしてボールを三人

   目に出す。三人目のプレーヤーは走り込ん

   でくる四人目のプレーヤーにパスする。パ

   スを受けた四人目のプレーヤーはグリッド

   の端のラインを超えてトライする。

発展：コンタクトバッグを使わない。

   コンタクトバッグの後ろに防御側のプレー

    ヤーを加える。

練習５ サイドタックル（膝つき）

グラウンド：指定なし（芝生、柔らかい場所が好

      ましい） 

人数：２人 

用具：なし

活動：タックルする者も、される者も両膝を地面

   につけ、サイドタックルを行う。

   タックルされる者はボールを持たない。頭

   を打たないようにタックルされた時に相手

   の背中を持つように指導する。（写真４）

発展：タックルする者もされる者も歩いている状

   況でサイドタックルを行う。

   タックルされる者が安全な倒れ方が出来る

   ようであれば、ボールを持たせる。

注意：タックルに関する漸進的な指導法及び練習

   方法はイーブンベターラグビーを参照の

   こと。
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(5) ユニットスキル

・中学年の練習

 中学年での７人制のゲームを行うためには、ある程度のユニットスキルが必要となります。

しかしこの段階で多くのことを求めるべきではありません。

チームを構成する三つのユニットの役割を理解させた上で、その最も基本となるスキルの

習得をはかります。

・．ＦＷ（ボールゲッター）のスキル

この段階では、７人制のゲームでのＦＷの第一次局面でのボールゲッターとしての役割

を果たすためのスキル習得を目標とします。具体的には、３対３のスクラム、相手との競争的

な要素を含まないラインアウト（スロー、ジャンプ、キャッチ）を指導します。

子どもにとってオフサイドは理解しやすいルールではありませんが、中学年では

セットプレーでのオフサイドのルールを紹介し、その理解をはかります。

この段階でＦＷスキルとしても、コンタクトスキルとしてもモールを指導する必要は必ずし

もありません。

ボールの停滞を避け、動かし続けることが重要なのであり、へたにモールを強調し指導

することは、ゲームの流れを寸断することになりかねません。

練習１ スクラム（１対１）（写真５・6）

グラウンド：指定なし 

人数：２人 

用具：なし

活動：左手は相手の右腕の内側、右腕は相手の左

   腕の外側になるようにして、相手のジャー

   ジーの背中または脇をしっかりバインドし、

   １対１の膝つきスクラムを組む。その状態

   から、コーチの合図で肩幅程度に開いた両足

   で地面を押しながら立ち上がり、１対１のス

   クラムを組む。両足はスクエア（平行）にし、

   前後させない。

発展：安定したスクラムが組めたら、スクラムを

   組んだままで前後左右に移動する。

注意：膝つきから立ち上がるときに頭が下がって

   落ちないように、コーチが２人の背中をつか

   んで補助する。安全には十分に注意する。

   事前に、壁などを使ってスクラム姿勢を練

   習するのも有効である。（写真7）

   ※スクラムについては、「高学年の練習」の

   項を参照。
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練習２ スロー＆キャッチ

グラウンド：指定なし（ラインの引いてある所） 人

数：２人 

用具：ボール１個

活動：ライン上に５ｍ離れて向い合い、交互にス

   ローイングを行う。はじめはボールの⾧軸

   に対し利き手の手の平を直角に当て片手で

   投げ、これに慣れたら利き手の手の平をボー

   ルに対し斜めに当て、よりスピンをかける。

   この際、反対の手をボールに軽く添える。 

   ボールを受ける者は、親指同士が付くように

   して手の平をスローワーに向けて頭上少し前

   にかざす。

発展：ジャンプして取るようなボールを投げ合う。

   スローワー、ジャンパーを決め、ＳＨ役の

   プレーヤーを加え、ジャンパーはキャッチし

   たらターンして、ＳＨ役のプレーヤーにボー

   ルを出す。

・．ＨＢ（リンクプレーヤー）のスキル

 地上にあるボールのパスは、すべてのプレーヤー

が習得するべきスキルとしてハンドリングですでに

扱われていますが、ここでは特にＳＨのパスとして、

深めに位置するプレーヤー（ＳＯを想定）に対する

パスを指導すると共に、ＳＨに対するＳＯのポジ

ショニングの感覚を養います。そしてＨＢの位置関

係は他のＢＫ同士の位置関係とは異なること、ＨＢ

がリンクプレーヤー、すなわちボールゲッターとペ

ネトレイター（突破役）とのつなぎ役という重要な

役割を担っているという認識を持つよう導きます。

練習１ ＳＨのパス（図7-27）

グラウンド：１グリッド 

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：２人一組となり、地上からのパスを交互に

   繰り返す。２人の位置関係（広さ及び深さ）

   はＳＨとＳＯのそれに見立てる。ストレート

   パス、ピボットパスを左右両方向行う。
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練習２ スタート（図7-28）

グラウンド：指定なし

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：ＳＨのパスに対するＳＯのスタート、パス

   キャッチの練習を行う。

発展：外にもう一人プレーヤーをつけることで、

   ＳＯのパスアウトの練習へと発展させる。

注意：ＳＯのスタートタイミングを決めなくては

   いけない。

・．ＢＫ（ペネトレイター）のスキル

 突破の最も簡単な方法は個人による突破ですが、

ＢＫのユニットプレーとしては、ノーマークプレー

ヤーを見つけ出し、そのプレーヤーにボールを渡す

か、あるいはノーマークプレーヤーを作り出し、そ

のプレーヤーにボールを渡すことが考えられます。

この段階では、前者のスキルを中心に指導します。

また、ＨＢと連動したラインとしての基本的な動き

も、この段階で指導され、習得がはかられるべきで

す。
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練習１ ハンドリングゲーム

グラウンド：６グリッド（１５ｍ×２５ｍ程度） 

人数：５人 

用具：ボール１個

活動：攻撃側３人、防御側２人として、予め攻撃側

   が人数的に優位な状況でハンドリングゲーム

   を行う。攻撃側は中央よりパスアウトでゲー

   ムをスタートし、走りながらパスをつなぎト

   ライを目指す。一方防御側にボールキャリ

   アーの腰に両手タッチすることで防御する。

   タッチされたプレーヤーは直ちにパスをす

   る。タッチによりオフサイドラインが生じ

   る。タッチ５回されるまでに攻撃側がトライ

   すれば、攻撃側の勝ち。トライできなければ

   防御側の勝ち。

発展：タッチを３回にする。

   攻撃側４人、防御側３人とする。

注意：ノーマークプレーヤーを探し出し、ボール

   を渡すことが目的である。

   オフサイドをしっかり理解させる。

練習２ ３対２（図7-29）

グラウンド：４グリッド 

人数：６人 

用具：ボール１個

活動：ＳＨのパスアウトから、攻撃側３人に対し防

   御側２人の攻防を行う。防御側のプレーヤー

   はボールの線より５ｍ下がった位置からス

   タートする。防御側のプレーヤーの位置、

   動きによってノーマークプレーヤーが変わる

   ので攻撃側の攻撃も変化する。防御側にボー

   ルキャリアーの腰に両手タッチすることで

   防御する。攻撃側はタッチされても、お互い

   にサポートしあい、トライまで攻撃を継続する。

発展：防御方法を両手タッチからタックルへと発展させる。

注意：防御側の基本はプレッシャー。
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練習３ ５ー４ー３（図7-30）

グラウンド：指定なし 

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：ＳＨーＳＯーＣＴＢーＷＴＢのラインを作る。

   ＳＨはＳＯにパスアウトしＷＴＢまでボールを回す。ＷＴＢはボールを受けたら直

   ちにボールを地面に置く。このボールが次のポイントとなる。ＳＨは素早くボールに

   到達し、一方他のプレーヤーはこのボールの外を

   回って、最初の攻撃とは反対の方向に攻撃するために布陣する。コーチはボールが

   地面に置かれてから５秒の後にボール出しを指示し、その指示に従ってＳＨはボールを

   ＳＯにパスし、再びＷＴＢまで展開する。ＷＴＢはボールを受けたら最初と同様

   にボールを地面に置き、他のプレーヤーは最初と同様にプレーする。

   そして今度はコーチがボールを地面に置かれてから４秒の後に、ボール出しを指示する。

   コーチの指示に従ってＳＨはパスを出し、同様の動きを繰り返し、最後は

   ボールが地面に置かれてから３秒の後にコーチはボール出しを指示する。

   

(6) 簡単なゲーム

・中学年の練習

７人制ゲームに至る過程としてのリードアップゲームとしては低学年で示したゲーム、

そして５人制ゲームが上げられます。これらに加えて、ダイナミックな動きの中での

ハンドリングスキルの向上を計るようなゲーム、味方とのコミュニケーション

を促すようなゲーム、サポートと継続を意識させるようなゲーム、

ボールを活かすコンタクトプレーの練習が集中的に行われるようなゲームが工夫され

るべきです。
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練習１ コーナーボール（図7-35）

グラウンド：１グリッド 

人数：５人 

用具：ボール１個

活動：一つのグリッドに５人のプレーヤーが入る。

  そのうち一人は⿁となりグリッドの中を自由

  に逃げる。他の４人はボールをパスしながら

  ⿁を追い込み両手で持っているボールで⿁に

  タッチする。ただしボールを持った者は動け

  ない。⿁が逃げる際にグリッドの外に出た場

   合は、タッチと見なす。⿁は交互に代わる。

発展：４対４あるいは５対５でコーナーボールを

行う。相手チームを全員タッチするのに要した時間で勝敗を競う。

練習２ エンドボール（図7-36）

グラウンド：２グリッド  

人数：１チーム４～５人

用具：ボール１個、マーカー８個

活動：ポートボールに似たゲーム。グリッドを二つ

   連結し、それぞれの端のライン（ゴールライ

   ン）に一人のプレーヤー（ゴール）が位置す

   る。このプレーヤーはゴールラインに沿っ

て移動できる。グリッドの中には双方３人あ

るいは４人のプレーヤーが入る。ゲームはグリッドの中央からパスアウトで始まり、

その後はボールを持って走り、あるいはパスし

（スローフォワードも可）、味方のゴールにボールを渡すことで得点となる。

グリッドの外にボールが出た場合は、その地点で相手ボールのパスアウトによって

ゲームを再開する。防御側はボールを持っているプレーヤーの腰に両手タッチすること

が出来る。

タッチされたプレーヤーは直ちにボールを放さなくてはならない。これに反した場合は、

その地点から相手側のパスアウトでゲームを再開する。

   

発展：スローフォワード、ノックオンを禁止する。

   タッチが起きたらオフサイドラインが生じる。
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高学年練習方法

１．個人スキル

(1) ランニング

・高学年の練習

 高学年では今までに獲得したランニングスキル

をより速いスピードで、そしてプレッシャー下で

行えるようにならなくてはなりません。特にプレッ

シャーに負けて流れてしまうことがないように、注

意しなくてはいけません。また高学年では、ボール

を持っていないときのランニング、つまりサポート

ランニング（あるいはカバーランニング）の必要性・

重要性を理解させるための練習を行います。

練習１ ストレートランニング（図7-8）

グラウンド：４グリッド（あるいは大グリッド） 

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：グリッドの端の中央にコーチはボール持っ

   てたち、そのコーチに対して２～３ｍ離れて

   ４人のプレーヤーが縦一列に並ぶ。コーチが

   ボールを投げ上げると同時に、４人のプレー

   ヤーは外に開いてラインをつくり、コーチか

   ら出されたパスを外へ順番にパスする。ボー

   ルに向かうようにしてパスを受け、決して流

   れないようにする。

発展：１～３人の防御をつける。

練習２ パス＆サポート（図7-9）

グラウンド：ゴールラインからハーフウェイライン

人数：４～５人

用具：ボール１個

活動：４～５人でランニングパスを行うが、パス

   したプレーヤーはパスの方向へサポートし、

   ラインの端で再びボールを受け、さらに外に

   サポートしてくるプレーヤーにパスする。

   ５人がこの動きを繰り返す。ハンドリング練

   習と考えることも出来る。
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練習３ １から４（１ to ４）（図7-10）

グラウンド：ゴールラインからハーフウェイライン

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：プレーヤーに１から４の番号を与える。

   １と２は５～６ｍ離れて立ち、１の後ろに

   ３、２の後ろに４が位置する。１はボールを

   持ってスタートし２にパス。２は３へ、３は

   ４へ、４は１へと、内側にパスを続ける。前

   のプレーヤーと交錯しないようにし、スペー

   スでボールをもらう。ハンドリング練習と考

   えることも出来る。

発展：５人（１ to ５）にする。人数が５人（奇数）

   になるとパスをした後ボールをサポートし、

   サイドを変えなくてはいけなくなるので、ラ

   ンニングコースがより難しくなる。

練習４ ２対１＋１（図7-11）

グラウンド：４グリッド（あるいは大グリッド） 

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：２対１の状況からラストパスをもらって抜け

   出た攻撃側のプレーヤーに対し、防御者がも

   う一人現れる。攻撃側がボールを持ってゴー

   ルラインを走り抜ければ勝ち。一方防御者は

   腰に両手タッチをすれば勝ち。２番目の防御

   者のスタートタイミングは、コーチが防御者

   の肩を叩くことで指示する。２番目の防御者

   のスタートタイミング、スタート位置を変え

   ることで、相手を抜くためのいろいろなラン

   ニングスキルの発揮が期待できる。
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(2) ハンドリング

・高学年の練習

高学年ではとばしパス、ループパス、スイッチパスなど多様なパスが出来るよう指導します。

その指導の中で、なぜパスをするのかを理解させます。つまり、

パスは自分がボールを持っているよりパスをした方が、ボールを前進させることにおいて

有利であるから、言い換えればパスする方がチームにとって得点する可能性が高いから

行われるものだということを理解させます。

このことが理解されれば、とばしパスやループパスの練習が形だけのものに

なることもないでしょうし、子どもには難しすぎるなどといった考えを指導者が

持つこともないでしょう。

また、子どもたちは大人のプレーを見て、見様見真似でスピンパスをするよう

になるかも知れません。

子どもたちの興味に応じて、適切な指導が必要です。

練習１：ランニングパス（いろいろなパス）   

    （図7-18）

グラウンド：ゴールラインからハーフウェイライン

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：ゴールラインからハーフウェイラインの間

   にチャンネルを設定して、４人で走りなが

   らいろいろなパスを行う。

１）スイッチパスー４人一組となり、ランニングパ

スの要領で並ぶ。端から２番目のプレーヤーがボー

ルを持ってスタートし、外のプレーヤーとスイッチ

パスを行う。スイッチパスを受けたプレーヤーは立

て直して、普通のパスをする。次にパスを受けたプ

レーヤーは外のプレーヤーとスイッチパスをする。

以下同様の動きを繰り返す。

２）飛ばしパスー４人一組となり、ランニングパスの要領で並ぶ。端のプレーヤー

がボールを持ってスタートし、隣のプレーヤーをとばして３番目のプレーヤーにパスする。

３番目のプレーヤーは４番目のプレーヤーにパスする。

４番目のプレーヤーは最初のプレーヤーと同じようにとばしパスをする。

以下同様の動きを繰り返す

３）ループパスー４人一組となり、ランニングパスの要領で並ぶ。

端のプレーヤーがボールを持ってスタートし、隣のプレーヤーにパスする。パスしたら

直ちにそのプレーヤーの外に回り込みパスを受け、さらに外のプレーヤーにパスする。

同様の動きで反対端まで来たら、今後は反対側へパスを返し、同様の動きを繰り返す。
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練習２：３対２（図7-19）

グラウンド：４グリッド 

人数：５人 

用具：ボール１個

活動：攻撃側３人、防御側２人の３対２の状況。

   攻撃側はボールを持ってグリッドのライン

   に走り込みトライする。防御側はボールキャ

   リアーの腰に両手タッチすることでこれを

   阻止する。

発展：防御者のスタート位置（最初にマークする

   相手）を変える。

   中学年の練習５のようにマーカーを回るようにする。

練習３：２＋１対２（図7-20）

グラウンド：４グリッド 

人数：５人 

用具：ボール１個

活動：攻撃側２人、防御側２人の２対２の状況に、

   もう１人をオーバーラッププレーヤーとし

   て、２人の攻撃側のプレーヤーの後方（２人

   の中間）に位置させる。コーチからのパスで

   攻防はスタートする。攻撃側がボールを持っ

   てグリッドのラインに走り込みトライする。

   防御側はボールキャリアーの腰に両手タッ

   チすることでこれを阻止する。

発展：攻撃側の３人目のプレーヤーのスタート位

   置を変える。

注意：３対２ではなくオーバーラッププレーであ

   ることを理解させる。

 練習２と練習３を比べると、形としては練習２の

方が簡単に見えるが、実施してみると必ずしもそう

とは言えない。

（練習が発展していくに従って、ランニング練習と

ハンドリング練習の区別は必ずしも明確ではなく

なって来る。）
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(3) キッキング

・高学年の練習

高学年になると、子どもたちのキック力も大きく

向上しますが、力任せに蹴るのではなく、狙ったと

ころに正確に蹴れるように指導します。パントで

は、正しく落とし、ボールの中心を正確にミート出

来るようであれば、スピンキックを指導してもよい

でしょう。また、蹴ったプレーヤーあるいは味方の

プレーヤーが再獲得できるような小さなキックが

あることを知らせるのも重要なことです。

ゲームでキックが起きるということは、それを処理

するフィールディングも当然必要になってきます。

練習１ スピンキック

グラウンド：１グリッド 

人数：１人 

用具：ボール１個

活動：２人一組でグリッドの１辺の端と端に立っ

   て向い合い、ボールを蹴り足の甲に合うよう

   に落として相手に蹴る。ボールを正しく甲に

   落とせば、自然にスピンが生じることを理解

   させる。

発展：徐々に距離を伸ばしていく。

注意：正確さを優先させる。

練習２ ショートパント

グラウンド：ゴールポスト付近 

人数：１人 

用具：ボール１個、ゴールポスト

活動：ボールを持ったプレーヤーがゴールポスト

   に向かって走り、クロスバーを越えるショー

   トパントを蹴り、ボールポストの間を走り

   抜け、蹴ったボールをキャッチする。
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練習３ キックゲーム（キックベースボール）  

    （図7-23）

グラウンド：30 ～ 40 ｍ四方（図参照） 

人数：12 人 

用具：ボール１個、マーカー４個

活動：６人一組になる。攻撃側のプレーヤーは１人

   ずつ順番にキッカーとなり、ホームの後方

   からパントキックを行い、蹴ったら一塁へ走

   り、一塁上にあるボールを拾い上げダイヤモ

   ンドを一周する。守備側が蹴られたボールを

   ノーバウンドでキャッチすればキッカーはア

   ウト。ノーバウンドで取れなかった場合はパ

   スでボールをつないでホームへ運ぶ。キッ

   カーがホームに帰ってくるのが早ければ

   １点、守備側が早ければアウト。３アウトで

   交替。適当なイニングを行う。

注意：ルールをいろいろと工夫・変更することが

   可能である。例えば、守備側のプレーヤー

   がボールを持って動くことを許すかどうか、

   キックの種類をプレースキックあるいはド

   ロップキックにするなど。

(4) コンタクト

・高学年の練習

 タックルは、中学年からさらに発展させてシェイ

プアップを計らなくてはなりませんが、子どもの体

重が増え、スピードが速くなるだけに、タックルす

るプレーヤーに対してもされるプレーヤーに対し

ても、安全に十分留意した指導が望まれます。

 中学年では、ボールリッピング、その延⾧として

のミニ・モールが扱われました。高学年では相手に

ボールを押さえられ、初めの二人でボールを出すこ

とが困難となる場面も多く現れます。そこでさらに

人数が加わったモールを練習します。その際重要な

のは、チームとしてどのようなモールを作るのかに

関し、意思統一がなされていることです。一般的に

は、最初のプレーヤーがボールに入り、次に来る二

番目、三番目の二人のプレーヤーがサイドにウエッ

ジに入る形のモールが有効です。

57/78



 ラックに関しては、自分が保持しているボール

を地面に置き、自らそのボールをまたぎ越えてい

くハンドラックを中心に指導しますが、ボールキャ

リアーが自ら倒れて味方を呼び込むようなボディ

ラックの練習は必要ありません。この練習の弊害と

して、相手に捕まるとすぐに倒れ込むプレーが大変

よく見受けられます。また、タックル後の状況を想

定してのフットラックの練習も必要性は高くあり

ません。この練習を強調すると、タックル後のボー

ルを動かしたり、地上にあるボールを素早くプレー

したりするといった、本来ミニ・ラグビーで求めら

れるべきプレーが阻害される恐れが、多分にあるか

らです。

練習１ コンタクトとガットパス（手渡しパス） 

    （図7-24）

グラウンド：１グリッド（大グリッド） 

人数：８人 

用具：ボール１個

活動：８人のプレーヤーを攻撃側６人、防御側２

   人に分ける。攻撃側のプレーヤーの一人が

   ボールを持ち、グリッドの手前の辺中央から

   グリッドに入り、反対側の辺（ゴールライ

   ン）を越えてトライしようとする。防御側

   はこれを阻止する。ボールキャリアーが止め

   られたらガットパス（手渡しパス）で味方に

   ボールを渡す。普通のパスやモールを作るこ

   とは許されない。トライが起きたら防御側

   のプレーヤーを替える。

発展：攻撃側５人、防御側３人にする。

   攻撃側４人、防御側４人にする。

   モールを導入する。
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練習２ フロントタックル

グラウンド：指定なし（芝生、柔らかい場所が好

      ましい） 

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：タックルする者はしゃがんだ姿勢で待ち、

   走り込んでくる相手にタックルする。相手

   の勢いを利用して、相手を引き込みながら

   体をターンして倒すのであって、相手を仰

   向けに倒そうとするのではない。

  

練習３ リアタックル

グラウンド：指定なし（芝生、柔らかい場所が好

      ましい） 

人数：２人

用具：ボール１個

活動：タックルする者はしゃがんだ姿勢で待ち、

   その横を後ろから走り過ぎようとする相手

   にタックルする。

練習４ 30 秒タックル（サイドタックル）    

    （図7-25）

グラウンド：指定なし（芝生、柔らかい場所が好

   ましい） 

人数：４人 

用具：ボール３個、マーカー２個

活動：５ｍの間隔を置いてマーカーを二つ置く。

   タックラーは一方のマーカーの後ろに位置

   し、他の３人はボールを持ってもう一方の

   マーカーの後ろに位置し、お互いに向い合

   う。コーチの笛の合図で、ボールを持った先

   頭のプレーヤーはタックラーに向かってス

   タートし、２、３歩出たら斜め前方（予め左

   右は決めておく）にコースを変える。一方

   タックラーも必ず前に出た後、ボールキャ

   リアーに対応しタックルする。タックル後

   タックラーは直ちに立ち上がり、マーカーま

   で戻りタッチし、再びタックルに向かう。

   タックルされたボールキャリアーはもとの位 図7-25
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   置に戻る。２番目のボールキャリアーはタッ

   クラーがマーカーにタッチしたらスタートを

   切り、最初のボールキャリアーとは逆の斜め

   前方にコースを変え、タックルを受ける。以

   下同様の動きを繰り返す。30 秒間にできる

   限り多くのタックルをする。

練習５ ボックスタックル          

 グラウンド：１グリッド（芝生、柔らかい場所が

      好ましい） 

人数：４人 

用具：ボール３個、マーカー４個

活動：グリッドの中に４人が入り、そのうち３人

   はボールを持つ。ボールを持ったプレーヤー

   はグリッドの中を小走りで自由に動く。ボー

   ルを持たない者がタックラーとなり、一定

   時間あるいは一定回数タックルを繰り返す。

   タックルされた者は直ちに立ち上がり、再

   びグリッドの中を自由に動く。

 

練習６ モール（図7-26）

グラウンド：１グリッド 

人数：８人 

用具：ボール１個

活動：グリッドの中央で４人一組となった二組が、

   横一列に並んでお互いに向い合う。相手との

   間隔は１ｍ。向い合った２列の中間、端から

   50・のところにコーチがボールを持って立

   つ。コーチはそのボールをどちらかの列のプ

   レーヤーに軽くパスする。パスされたプレー

   ヤーは一歩前に踏み出しながら後ろを向き、

   モールの最初のプレーヤーになる。他の味

   方プレーヤーはモールを形成し、押し込みな

   がらボールを出す。相手はこれに抵抗する。

発展：それぞれの組にプレーヤーを２人ずつ増や

   し、モールゲームへ発展させる。
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練習７ ハンドラック

グラウンド：１グリッド 

人数：４人 

用具：ボール１個、コンタクトバッグ１個

活動：グリッドの端のライン上に一人のプレーヤーがボールを持って立ち、その後ろに２人が

   位置する。３ｍぐらい前にもう一人のプレーヤーがコンタクトバッグを保持して立つ。

   ボールキャリアーはコンタクトバッグにコンタクトし、ターンして二人目の

   プレーヤーを呼び込む（ミニ・モール）。そのままドライブしながら二人目の

   プレーヤーはボールを地面に置き、またぎ越える。三人目のプレー

   ヤーはそのボールをピックアップし、グリッドの端のラインを超えてトライする。

発展：コンタクトバッグを使わない。

   防御側、攻撃側にそれぞれ人数を加える。

(5) ユニットスキル

・高学年の練習

ミニ・ラグビーの完成を目指し、高学年ではそれぞれのユニットでより組織化された

ユニットスキルの練習・習得がはかられなくてはなりません。
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・ＦＷ（ボールゲッター）のスキル

 高学年でのＦＷのスキルとしては、まずスクラムで３対３の安定したスクラムが組めるよう

に指導します。また、ボールチャンネルを明確にして、プッターとフッカーとの連係で、

正しいチャンネルからの素早いボール出しを心がけさせます。

一方ラインアウトでは、形成が素早くできるように指導すると共に、スローワーには

回転をかけたスロー）を指導し、スローイングの正確さの向上を計ります。

またジャンパーには、タイミングのよいジャンプとキャッチを促します。

ここでスクラムに関して改めて述べておきたいと思います。

平成13 年度のルール改訂において、スクラムは大きな変更事項でした。

そのポイントは以下の通りです。

 第一に、ミニ・ラグビーの完成段階のスクラムを、従来のフロントロー２人の後ろに

２人が付くという、２ー２の４人スクラムからフロントロー３人のスクラムに

変更したことです。

 すでに述べたように、ミニ・ラグビーを日本に導入する際いろいろな意見がありましたが、

最終的にはウェールズ・イングランドで行われているものをそのまま取り入れました。

スクラムも馴染みのない２ー２の４人スクラムを導入しました。

このスクラムの特徴は、３ー４ー１のスクラムのすべてのポジションの機能が

備えられていること、フロントローが二人のため、お互いに組み合う頭の数が少ないこ

とから安全性が高いことなどが上げられました。しかし、実際には８人スクラムの

ポジションとその機能を意識した指導が十分に行われたとは言い難い状況でした。

また組み合う頭の数が少ないために安定性に欠け、押し合ったり、あるいはお互いに体重

をかけあうだけでも、急激にホィールしたり、あるいは中に折れたりすることが分かり、

結果的に４人が立ち腰で集まるだけの形骸化したスクラムになってしまいました。

これらのことはフッキングとボール出しに大きな悪影響を及ぼしました。つまりフッキングが

うまくできず、ボールチャンネルも不明確になって、スクラムからボールが出るのに多大

な時間を要することになってしまったのです。

 その後ウェールズ・イングランドのミニ・ラグビーは変化し、スクラムに関して

言えば４人スクラムからフロントローのみの３人スクラムに変わりました。

また、日本ではジュニア・ラグビーという日本独自の中学生ラグビーが誕生し、

普及してきました。

 このような状況に鑑み、今回ミニ・ラグビーの完成段階のスクラムを、フロントロー

３人とし、ジュニア・ラグビーと同様にプッター・パッサーを導入しました。
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 第二に、ミニ・ラグビーにおけるスクラムの段階的導入、つまりスクラムのパスウェイ

を明示したことです。具体的には低学年の１対１のフッキングを伴わないスクラム、

中学年のフロントロー３人による３対３のフッキングを伴わないスクラム、そして

高学年の３対３のフッキングを伴うスクラムという道筋です。

 ２ー２の４人スクラムの時でも、低学年、中学年ではそれぞれ人数を減らしたより

簡易なスクラムが現場では行われていました。今回、学年別（段階別）

のスクラムを競技規則の中に盛ることで、スクラムの段階的導入、言葉を換えれば

発展を明確に示したわけです。もちろん、競技規則の低学年の補足３を見ていただければ

分かるように、ミニ・ラグビーでは子どもたちの習熟度に応じて競技規則が

適用されるべきであり、無理を強要するわけにはいきません。

しかし、スクラムに関して言えば、それぞれの段階での到達すべきレベルを示したもので

あり、それを達成するための指導が強く望まれます。

そして第三に、「自分の体重は自分で支えるスクラム」から「お互いに支えあうスクラム」

へ、スクラムのコンセプトを大きく変更したことです。これは第一のポイントと密接

に関連します。

 上述のように、体重をかけ合うことが不安定要因となる２ー２の４人スクラムでは、

「自分の体重は自分で支えるスクラム」すなわち両足を前後させてスクラムを組むことになり、

結果的にスクラムは高くなりました。

それによって、首を入れて組み合うことに不都合が生じ、無理に首を入れようとする

と、首が非常に屈曲して窮屈な姿勢になりました。

フッカーにとって、足を前後させて自分の体重を自分で支えながらフッキングを行うことは、

大変難しい要求であったことから、的確なフッキングでスクラムから素早くボールを

出すことがなかなか出来ませんでした。

さらに、プロップ（ボール投入側に位置するフロントロー）が外足を前にして足を前後

することで、ボールチャンネル（フッキングされたボールの通るべき通路、本来ボールは

プロップの両足の間を通る）が狭くなり、プロップの足にボールがぶつかりやすくなり、

これもボールがスクラムからなかなか出てこない原因となっていました。

また、足を前後させることは結果的に腰をひねることにつながり、スクラムを真っ直ぐ

組むことを困難にしていました。

 これらの問題を解決する方法が、両足を結ぶ線がゴールラインに対して平行になる、

いわゆる「スクエア」のフットポジションで組み合う「お互いに支えあうスクラム」です。

 この「お互いに支えあうスクラム」の話しをすると、多くのミニ・ラグビー指導者が

「子どもには無理だ」ということを述べられ、ユニットスキルの中学年の練習で示した

１対１の膝つきスクラムからの立ち上がりを「とてもできない」と言われます。

そしてその根拠として子どもにはそんな筋力はないことを上げます。
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しかし本当でしょうか。組み合う二人の体重が著しく異なる場合は別ですが、そう

でなければ、これは筋力の問題ではなく筋肉の使い方、姿勢を含めた体の使い方の問題です。

動作づくりの問題と言ってもいいかも知れません。もちろん個人差はありますが、

中学年の子どもであれば数回の練習を経れば、難なく立ち上がることが出来る

ようになります。

重要なことは相手に体重を預けるようになります。

ことができるかということと、お互いがしっかりしないとできないということです。

 前者は簡単そうに聞こえますが、結構多くの子どもたちが最初はできません。

体重を預けることを怖がってしまい、どうしても足を尻より後ろに置くことができないのです。

しかしこれができない子どもは、タックルもできない子どもです。相手に体重を

預けるという点に関しては、スクラムとタックルは共通しています。

後者は、スクラムがお互いに組み合う同士が前方に力をかけ合う協同作業として成

り立つことを意味します。相手が崩れてしまうと、こちらがしっかりしていても

スクラムを維持することは極めて困難です。

従って、お互いがしっかりすることがスクラムを成立させる必須条件となります。

ラグビーにおける重大事故の多くがスクラムとタックルにおいて生じていることは

ご存じの通りです。従って、スクラムの指導では安全対策に十分

留意する必要があります。その際、正しい技術を

しっかり教えることが最大の安全対策であるということを、理解する必要があります。

 スクラムを指導する際のキーファクターとしては、特にボディポジション

（ヘッドポジションを含む）、フットポジション、バインディングが上げられます。

 ボディポジションでは、背中をしっかり伸ばし、腰が肩より高くならないようにすること、

顎を胸からなるべく離すようにして頭を上げることが重要です。

慣れた者にとっては当たり前のことなのですが、子どもの中にはスクラムを組む際

に相手のどちら側に頭を入れるのかが分からない場合もあります。

もちろん相手の左側に入れるわけですが、これも重要な指導ポイントです。

 フットポジションでは、両足を肩幅程度あるいは肩幅より少し広めに開き、

前後させずスクエアに置きます。その際、膝頭が尻より少し後方に来るよう

な位置に足を置くようにし、なるべく足裏の全体を地面につけるようにします。

フッカーがフッキングしようとすると、右腰を少し下げるようにして腰をボール

の方向に向ける動作が入り、左足を軸足にして体重を支え、右足を少し前に出す

といった変化がボディポジション、フットポジションには生じます。しかし、組み合う際の基

本は同じです。
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 バインディングでは、フッカーが両プロップを上からバインドする、

いわゆるオーバーオーバーのバインドで、プロップの脇の下をしっかりつかみます。

フッカーに対しては左プロップが先にバインドし、続いて右プロップがバインドします。

相手とのバインディングは競技規則に決められた通りです。

３人のフロントローがしっかりバインドすると、お互いに頭を組み入れるのに

ちょうどよいスペースが生まれ、相手と組み込み合った際に６人が大変コンパクト

な固まりとなります。

 スクラムの指導では、危機管理という観点から、スクラムが崩れた際の対処方法も

事前に指導しておく必要があります。

万が一スクラムが崩れたときは、首をすぼめ、地面に対して決して顔をそらさずに、

額から真っ直ぐ落ちることを最低限指導しておかなくてはいけません。

四つん這いの姿勢から、実際に何度かやらせるとよいでしょう。

練習１ スクラム（３対３）

グラウンド：指定なし 

人数：６人 用具：なし

活動：二組のフロントローがフッカーのオーバー

   オーバーのバインディングで、３対３の膝

   つきスクラムを組む。双方のプロップは、競

   技規則に決められた通りにお互いにしっかり

   とバインドする。その状態から、コーチの合

   図で全員が肩幅程度に開いた両足で地面を

   押しながら立ち上がり、３対３のスクラム

   を組む。すべてのプレーヤーが両足をスク

   エア（平行）にし、前後させない。

発展：安定したスクラムが組めたら、スクラムを

   組んだままで前後左右に移動する。

注意：一人でも劣っているとうまく立ち上がれな

   い。６人がタイミングを合わせることが重要。
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練習２ スクラムとフッキング

グラウンド：指定なし 

人数：８人 

用具：ボール１個

活動：二組のフロントローにプッターとパッサー

   を加え、スクラムとフッキングを行う。スク

   ラムが組まれたらプッターはボールを投入

   し、フッカーはこれをフッキングし素早く出

   す。スクラムの後方に位置したパッサーはこ

   のボールを受け、直ちにプッターに戻す。

   プッターは再びボールを入れる。３回フッ

   キングしたら交代。

注意：プッターボールの投入とフッカーのフッキ

   ングは、ポジショナルスキルとして練習する

   必要がある。

練習３ ジャンプボール

グラウンド：指定なし（ラインの引いてある所） 人

数：３人 

用具：ボール１個

活動：２人のプレーヤーが予め攻撃方向を決めた

   上でラインを隔てて立ち、もう一人のプレー

   ヤーがライン上にボールをまっすぐ投げ上げ

   る。これをバスケットボールのジャンプボー

   ルの要領で取り合う。ボールを取ったプレー

   ヤーは攻撃方向に背を向け、一方ボールを投

   げ上げたプレーヤーはＳＨと役となり、ボー

   ルを取ったプレーヤーからボールを受ける。

発展：タッチライン、ラインオブタッチを決め、

   タッチから投入されるボールに対して取り合

   いをする。スローワー、他のＦＷを加え、ラ

   インアウト練習へ発展させる。

ⅱ．ＨＢ（リンクプレーヤー）のスキル

 ＳＨのパスは中学年ですでに扱われましたが、高

学年では子どもたちの興味、習熟度に応じてスピン

パスを指導し、さらにはダイブパスを指導します。

また、プッター、パッサー、ＳＯのより密接な連係

を計り、あわせてゲームメイカーとしての役割の理

解を促します。
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練習１ スピンパス

グラウンド：指定なし（ラインを利用） 

人数：２人 

用具：ボール１個

活動：２人がライン上に向い合って立ち、お互いに

   パスする。間隔は６~ ７ｍ程度（⾧くしす

   ぎない）。初めはボールの⾧軸を横にして

   手のひらに乗せ、片手でボールを持った状態

   からパスする。慣れてきたら、反対側の手を

   軽く添える。

発展：地上にボールを置き、同様にしてスピンパ

   スをする。

練習２ ＨＢの連係（図7-31）

グラウンド：指定なし 

人数：４人 

用具：ボール１個

活動：４人はそれぞれフッカー、プッター、パッ

   サー、ＳＯとなる。スクラムを組むように

   低く構えたフッカーに対してプッターがボー

   ルを投入し、これをフッカーはフッキング

   する。フッキングされたボールをフッカー

   の後ろに位置するパッサーが受け、ＳＯに

   パスする（一次攻撃）。プッターはボール

   投入後直ちにＳＯをフォローし、ボールを受

   け後ろを向く。そこにフォローしてきたフッ

   カーが加わり、ミニ・モールを形成する。そ

   の間にパッサー及びＳＯは素早くポジション

   を取り、ＳＯの合図でパッサーは再びＳＯに

   ボールを出す（二次攻撃）。

発展：一次攻撃におきてプッター、パッサー、ＳＯ

   の連携でいろいろな動きをする。

   ミニ・モールからハンドラックにして、素早

   いボール出しをする。

   パッサー、ＳＯの連携で二次攻撃に変化を

   加える。 
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・．ＢＫ（ペネトレイター）のスキル

 防御側のプレッシャーが強くなる高学年で、ＨＢ、

ＢＫが理解しなくてはならないのは、タックルライ

ンとゲインラインの関係です。特にタックルライン

の意識を持たずに単純にボールを回すと、ＢＫに

ボールが出るごとに後退するといったことが起こ

りかねません。中学年では突破のためのスキルとし

て、ノーマークプレーヤーを見つけ出し、そのプ

レーヤーにボールを渡すことを考えましたが、高

学年では自分たちの動き出しでノーマークプレー

ヤーを作り出し、そのプレーヤーにボールを渡すと

いう突破のスキルを指導します。

練習１ タックルラインとゲインライン（図7-32）

グラウンド：指定なし 

人数：６人 

用具：なし

活動：スクラムを想定して、二組のＢＫ（ＳＯ、

   ＣＴＢ、ＷＴＢ）の片方が攻撃ライン、もう

   片方が防御ラインをひく。コーチの合図でお

   互いに歩き出し、相手にぶつかった地点で止

   まる。これを何度か繰り返すことで、タック

   ルラインとゲインラインの関係を理解させ

   る。
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練習２ ３＋１対３（ＦＢのオーバーラップ）  

    （図7-33）

グラウンド：指定なし 

人数：８人 

用具：ボール１個

活動：３対３（ＳＯ、ＣＴＢ、ＷＴＢ）の状況から、

   ＦＢのオーバーラッププレーを導入する。

   スクラムを想定して、攻撃側のＳＯ、ＣＴ

   Ｂ、ＷＴＢが攻撃ラインを敷き、その後方に

   ＦＢが位置する。防御側はＳＯ、ＣＴＢ、

   ＷＴＢが防御ラインを敷く。パッサー（Ｓ

   Ｈ）のパスアウトで防御側はマンツーマン

でプレッシャーをかける。攻撃側はＦＢのオーバー

ラッププレーで突破を計る。

発展：防御側は自由に防御し、攻撃側はそれに対

   応する。

(6) 簡単なゲーム

・高学年の練習

 例えばタックルゲームだとか、モールゲームだと

かいった、ミニ・ラグビーに含まれる技術要素の一

つあるいは複数を取り上げて、簡易ゲームを工夫し

ます。
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