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1．緒言 
平成 10年に告示された小学校学習指導要領をみ
ると、高学年のボール運動領域において、新たに

「ソフトバレーボールまたはソフトボール」が教

科内容として加えられたとともに、「その他のボー

ル運動を加えて指導することができる」など、ボ

ール運動の取り扱いに広がりが持てるようになっ

た。しかしながら、その評価方法や教材の有用性

に関する研究は少なく、実践事例の分析を積み重

ねていく必要があると考える。 
また、予備実践として、小学校高学年を対象に、

ラリーに焦点を当てたソフトバレーボールの授業

実践を行い、授業中の子どもたちのパフォーマン

スを評価し、分析することで、この教材の有用性

について検討した。その結果、ボールを保持しい

ていない時のプレーがほとんどみられなかった。 
そこで、本研究では、小学校高学年における攻

守分離型の教材を対象に、その実践事例の分析を

積み重ねながら、ファウストボールの有用性に関

して検討することを目的とする。 
 
2．方法 
2-1 対象授業 
本実践は、平成 16年 10月 21日から 11月 4日
にかけて、土浦市立東小学校 6年 1組 29人（男子
14人、女子 15人）を対象にファウストボール 1単
元 6 時間の授業実践を行った。指導は、同クラス
担任の教諭が行った。なお、大学助教授および、

保健体育を専攻する大学生が適宜 T.T として指導
に加わった。 
2-2 ファウストボールについて 
ファウストボールはバレーボールに類似し、1チ
ーム 5 人で行われ、ネットを挟んでボールを相手
コートに落として得点を競うスポーツである。フ

ァウストとは「こぶし」の意味で、こぶしでボー

ルを直接またはワンバウンドさせてから打つこと

ができる。本実践でのファウストボールは、子ど

もたちも楽しめるように改良されたものを適用し

た。バレーボールのようにトス・レシーブなどの

技術で行われるが、アタックにつながるトスを両

手下手投げで行うものである。また、児童の実態

をふまえ、1試合 3人で行い、サーブはアタックラ
インから両手下手投げとしたほか、施設環境を考

慮し、バドミントンのネット・コートを採用して

行った。 
2-3 単元過程 
表 1は、本実践における単元過程を示している。
単元 1 時間目は、ファウストボールのルール説明
や約束事の確認などのオリエンテーションを行い、

後半にためしのゲームを行った。単元 2時間目は、
ルールに慣れるためにためしのゲームを行い、ま

た、レシーブ等の技術的なポイントの説明をした。

単元 3・4時間目は、ゲームを楽しむことをねらい
に 1st ステージと称して、単元 5・6 時間目は作戦

を考えることをねらいに 2nd ステージと称して、
それぞれリーグ戦を行った（試合は前後半 5分、1
チーム 3人）。 
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片付け・学習のまとめ 
 学習はチーム主体で進められ、予備的運動は各

チームで自由に考えて行わせたほか、試合中の審

判・得点も役割分担して行った。児童が互いに協

力し合い学習を進めていけるように、指導者は「お

互い名前を呼んだり声をかけあったりしよう」や

「声を出してボールをもらったり、仲間に指示し

たりして、仲間をカバーしよう」と指導していた。

なお、チーム編成はグループの力が均等になるよ

うに、リーダーシップや人間関係に配慮しながら、

1チーム 5人としてクラス担任の教諭が行った。 
2-4 調査方法 
(1)子どもたちによる授業の評価 
 体育目標に照らし合わせて、各授業を評価する

ために、長谷川ら(1994)による形成的授業評価法を
適用した。また、単元前後における授業の成果を

みるために、高田ら(2000)の診断的・総括的授業評
価法を適用した。 
(2) ゲームパフォーマンス評価法 
 児童たちの、ゲーム中におけるパフォーマンス

を評価するために、Griffinら(1999)のゲームパフォ
ーマンス評価法（Game Performance Assessment 
Instrument、以下 GPAIとする）を用いた。GPAIは、
ボールゲームにおける戦術的課題を解決する 7 つ
のゲームパフォーマンスの要素で構成されている。

ゲームに応じて、評価するパフォーマンスの要素

を適用し、評価基準を定め、観察によって子ども

のゲームパフォーマンスを評価するものである。 
本実践においては、7つの要素の中から、攻守分
離型教材におけるゲームパフォーマンスの構成要

素として「意思決定」「技能発揮」「調整」を適用

し、評価基準を定めた。ゲーム中の児童のパフォ

ーマンスをデジタルビデオカメラ 1 台で撮影し、
分析の対象として、毎授業時間、ランダムに抽出

した児童 20 名のパフォーマンスを、GPAI におけ
る意思決定・技能発揮・調整の有効・適切な行動

の出現回数を記録した。 
 
3．結果と考察 
3-1 形成的授業評価からみた授業の評価 



形成的授業評価による値は、単元 1時間目は 2.54、
単元 2時間目は 2.42、単元 3時間目は 2.63、単元 4
時間目は 2.68、単元 5 時間目は 2.75、単元 6 時間
目は 2.87 であった。授業間において一元配置分散
分析を行った結果、有意差が認められた(p<.001)の
で、どこに有意差がみられたか明らかにするため

に多重比較を行った。その結果、単元 1 時間目と
単元 5・6時間目、単元 2時間目と単元 3・4・5・6
時間目の間に有意差が認められた。また、診断基

準に照らし合わせたところ、単元 1・2時間目が「3」、
単元 3・4・5時間目が「4」、単元 6時間目が「5」
という比較的高い評価をえることができた。この

ことから、本実践は、単元を通して成功裡な授業

が展開されたとともに、単元が進むにつれてより

成功裡な授業が展開されたと言える。 
3-2 診断的・総括的授業評価からみた単元の成果 
診断的・総括的授業評価の総合評価は、単元前

は 52.69、単元後は 56.68 であった。単元前後にお
いて t 検定を行ったところ有意差が認められた
(p<.001)。また、4 次元からみてみると、単元前後
において、「たのしむ」は 13.38 から 14.34、「でき
る」は 12.72から 13.41、「まもる」は 13.45から 14.54、
「まなぶ」は 12.69 から 13.97 であった。さらに、
単元前後において t検定を行ったところ、4次元す
べてにおいて有意性が認められ（「たのしむ」p<.05、
「できる」p<.05、「まもる」p<.001、「まなぶ」p<.001）、
成果の高まりを確かめることができた。このこと

から、ファウストボールは体育目標を十分に達成

できる教材であることが言える。なお、各次元に

おいて、平均的な値は「10」、最高は「15」である。 
3-3 GPAIからみた児童のパフォーマンスの評価 

図1　児童のパフォーマンスの変容
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 図 1 は、ゲーム 1 分における児童の適切および
有用なパフォーマンスの出現回数の変容を示して

いる。意思決定・技能発揮・調整すべてにおいて、

授業間に一元配置分散分析を行ったところ、「調

整」において有意差を確かめることができた

(p<.01)。そこで、どこに有意差がみられたかを明
らかにするために、多重比較を行ったところ、単

元 2 時間目と単元 5 時間目の間に有意差が認めら
れた。意思決定、技能発揮ともに統計的には有意

な成果の高まりはみられなかったが、単元を通し

た技術の習得の成果は期待できると考えられる。

また、調整においては、有意に成果の高まりを見

せたことから、ファウストボールにおいては、ゲ

ーム状況に応じたポジション調整の能力が身に付

くことがわかった。 
ゲーム中において、相手がアタックを打つ際に

ブロックに跳んだり、コート後方に下がりボール

を処理しやすいようにポジションを取ったりする

動作が自然と現れてきた。単元後半になるにつれ

て、その頻度は高くなるとともに、アタッカーも、

アタックにフェイントをかけたり、ボールをネッ

ト際に落としたりと、相手のポジションを確認し

てのプレーがでるようになってきたり、攻撃のサ

インを決めたサインプレーを行ったりする様子が

伺えた。さらに、声をかけあい、仲間のプレーを

カバーしたり、空いているスペースをカバーした

りといった行動が生まれた。戦術的な面からも、

時間差攻撃、一人時間差攻撃やバックアタックな

ど、多彩な攻撃を組み立てる様子が伺えた。これ

らのことから、トス・レシーブなどの技術と、適

切なポジションの取り方が相互的に高まりを見せ

たとともに、状況判断力や次のプレーを予測する

力、戦術的なゲームの進め方などが身に付いてき

たと考えられる。 
 
4．まとめ 
本研究では、小学校高学年を対象に攻守分離型

の教材に焦点を当て、実践を積み重ねながら、児

童による授業の評価や、ゲーム中のパフォーマン

スを評価していくことで、ファウストボールの有

用性を検討してきた。その結果、ファウストボー

ルは、体育目標を十分に達成できる教材であるこ

とがわかった。さらに、予備実践では、ボールを

保持していない時の動きがほとんど見られなかっ

たが、ファウストボールにおいては、ボールの操

作技術だけでなく、仲間をカバーしたりボールを

追跡したりと、ボールを保持していない時のパフ

ォーマンスが多く見られた。また、ブロックやフ

ェイント、戦術的攻撃など、より豊富な技術を学

習できることが明らかになり、高い学習の成果を

得ることができた。 
これらのことから、一実践事例ではあるが、フ

ァウストボールは、攻守分離型教材の中でも豊富

な技術や戦術的な学習成果を高めやすいとい

う点で、小学校高学年の体育授業の教材として有
用性が高いことを確かめることができた。 
今後は、ファウストボールにおいて、運動技能

だけではなく、児童の人間関係や集団形成などの

観点から検討するとともに、他の攻守分離型教材

との比較・検討を重ねていく必要があると考える。 
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