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1. 緒言 

児童・生徒にとって，体育授業の中で最も興味・

関心のある運動領域の一つは，ボール運動・球技

領域であるといっても過言ではない。その中でも

特に，サッカー，バスケットボール，バレーボー

ルは，ボール運動・球技授業の主流となり，ほと

んどの学校で行われている。しかし，学習指導要

領に位置づけられている種目は，これら以外にも

数多くあり，あまり行われていない種目も実際に

はある。その一つである「ハンドボール」は多く

の文献により，教育的価値がまとめられているの

だが，学校現場では，どの程度浸透されているの

か定かではない。 
この領域で何を教えるのか，何を学ばせるため

に，何を身に付けさせるために，どのような種目

を，どのような発達段階の子どもたちに与えてい

くのか。限られた年間の体育授業時数の枠の中で，

その数多い種目の中から，学校体育はどのような

根拠に基づいて評価・選択し，指導していくのか，

この領域の重要な課題とも言える。 
そこで，本研究では，ハンドボール授業の実態

を把握するとともに，現場の先生方がボール運

動・球技領域においてハンドボールをどう捉えて

いるのかを探り，今後のボール運動・球技授業発

展のための一資料を得ることを目的とする。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象  

小学校 37名，中学校 24名，高等学校 19名の現
職の教師（保健体育を専門教科とする）80 名（男
性 50名，女性 30名）を対象とした。 
2-2 調査方法 
往復郵便方式による質問紙調査を行った。（回収

率 72.7％） 
2-3 調査期間 
 平成 17年 12 月上旬～平成 18年 1月上旬に実施

した。 

2-4 調査内容 
とてもそう思う＝5，そう思う＝4，どちらでも
ない＝3，そう思わない＝2，全くそう思わない＝1
の多肢選択法と自由記述法を用い，教師自身に関

する質問，学校現場でのハンドボールの実態に関

する質問，球技領域における価値に関する質問の 3
群，全 88項目について質問した。 
価値に関する質問項目については，学習指導要

領 3)に挙げられている目標やねらいを参考にした。

種目については，ハンドボールと，ゲームの構造

的特性から大別されている，3つの型から一つずつ，
ゴール型からバスケットボール，ネット型から（ソ

フト）バレーボール，野球型からソフトボールを

選択した。 
統計処理には SPSS for Windows ver.11.5J を用

いて，χ２検定を行った。なお，有意水準は 1％に

設定した。 
 

3. 結果と考察 
3-1 ハンドボール授業の実態とその理由  
1)実態 
小学校，中学校，高等学校の学校体育の中で，

ハンドボールは 28.8％しか扱われていないという
こと，その中でも特に，小学校での実施が 13.5％
と低いということが明らかになった。地域によっ

ても様々ではあるが，やはり，学校体育の中にハ

ンドボールがほとんど浸透されていない現状がう

かがえる。 
2)理由 
扱っている理由では，「走･跳･投能力をバランス

よく高められる」，「女子の種目として適している」，

「シュート技能が高くなく，得点する喜びを得ら

れる」，「ボール操作が易しいので集団的技能を習

得しやすい」，「経験の差や偏見がない」といった

先行研究１）にも見られるような，ハンドボールの

教育的価値に着目した回答が多く挙がっていた。 

一方，扱っていない理由には，種目の教育的価値

に関する問題は挙がっておらず，児童生徒の様子

や学校のカリキュラム上の問題，施設・用具の問

題，教師側の指導の困難性の問題などが多く，「扱

えない」状況にあることがわかる。まさにこれが，

学校体育にハンドボールが広く浸透していかない

原因になっているのだと推測できる。 
 
3-2 教師からみた各種目の教育的価値 
種目間に有意な差の認められた価値の項目と自

由記述による回答結果から，教師は各種目を以下

のように捉えていた。 

1)バスケットボール－図 1 
1，持久力，走力，跳力，集団的技能（組織的プ
レーや連係動作）を高めやすい。（p<.010） 

2，運動量を確保でき，他種目につながる技術・
戦術を養うことができる。 

3，児童生徒の様子は，男女ともに興味・関心・
意欲・人気が高く，なじみ深いために教師側

も取り組ませやすい。一方，経験・技能・能

力の差が著しい。 
2)ハンドボール－図 2 
 1，持久力，筋力，走・跳・投の基礎運動能力を
高めやすい。(p<.010) 

 2，バスケットボールやサッカーに比べてボール
を扱いやすく，得点しやすい。バスケットボ

ールやサッカーの前段階として扱うと効果的。 
 3，児童生徒の様子は，認知度が低く，やったこ
ともないため，興味・関心が低い。一方，経

験・技能の差が少ない。 
3)（ソフト）バレーボール－図 3 

1，跳力を高めやすい。(p<.010) 
2，個人技能を高めることが難しい種目。一方，



バスケットボールやハンドボールのように技

能の高い子が一人で点を取ることは難しく，

互いに協力する態度を育みやすい。 
3，TV などでもメジャーなスポーツで，児童生
徒の興味・関心は高い。一方技能が難しいが

ゆえにゲームを成り立たせることが困難であ

り，ボールやルールの工夫が重要である。 
4)ソフトボール－図 4 

1，投力を高めやすい。(p<.010) 
2，運動量確保やルールの工夫が難しい，道具を
使うため危険性が高い。 

3，児童生徒の様子は，興味・関心・意欲・技能
の男女差が大きい。 

4種目の中で大きな差が見られたのは，体力・運
動能力面であった。これには，種目の特性が良く

表れていると考えられる。ハンドボールに関して

は，全 18項目において同じ攻防入り乱れ型である
バスケットボールと同等の高い評価が得られた。

先生方はこれらは似たような種目であると捉えて

いることが推測できる。まさにこれが，学校体育

においてマイナーなハンドボールではなく，メジ

ャーで一般的なバスケットボールが多く取り扱わ

れていることの理由でもあるのではないかと考え

られる。 
 
3-3 ハンドボール指導経験の有無によるハンドボ

ールの価値の認識の違い 

ハンドボール指導経験の有無とハンドボールの

価値の認識の間に有意な差が認められた項目は，

「作戦に応じたプレーをしやすい」「チームの課題

や自己の課題を見つけやすい」「作戦を立てやす

い」「ルールを工夫しやすい」の 4 項目（p<.010）
であり，いずれも，指導経験がある先生ほど高く

評価していた。それ以外の 14項目については，優 
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図 1 バスケットボール価値項目の平均値 
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図 2 ハンドボール価値項目の平均値 

位な差が見られず，指導経験の有無に関係なく，  
ハンドボールの価値を認識していることがわかっ

た。このことから，現場の先生方に，ハンドボー

ルの価値の認識においては，浸透している様子が

みうけられる。 
 

4 まとめ 

1)多くの先生方が，ハンドボールは，持久力，筋力，
走・跳・投の基礎運動能力を高めやすく，バスケ

ットボールやサッカーに比べてボールを扱いやす

く，得点しやすいため，バスケットボールやサッ

カーの前段階として扱うと効果的であると捉えて

いることがわかった。 
2)ハンドボール指導経験の有無に関係なく，多くの
先生方がハンドボールの教育的価値を十分認めて

いながらも，体育授業での取り扱いが少ないのに

は，学校のカリキュラムや教師側の問題（指導で

きない），環境の問題（施設・用具）が挙げられ，

「扱いたくても扱えない」現状であるのではない

かと推測できる。 
3)教師からみた各種目の教育的価値が明らかとな
り，種目によって様々であることをふまえ，ボー

ル運動・球技領域では，児童生徒につけさせたい

力のために，その各種目の教育的価値を活かした

指導や計画・選択が期待される。 
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図 3 （ソフト）バレーボール価値項目の平均値 
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図 4 ソフトボール価値項目の平均値 


