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1. 緒言 

平成 10 年度に告示された学習指導要領（文部省 

1998）によれば、小学校高学年ではバスケットボ

ール、サッカー、ソフトボールまたはソフトバレ

ーボールを行うこととされている。中学では、そ

れらの内容に加え、ハンドボール、テニス、卓球

及びバドミントンを指導することとなっている。 

 しかし、どのような根拠に基づいて多種多様な

ボールゲームから特定の種目を選択し、指導する

かについては、明確な根拠が示されていない（吉

永 2004）。例えば、吉永（2004）は、種目を中心

としたカリキュラム編成ではなく、学習内容を中

核としたカリキュラム編成の重要性、あるいは、

ボールゲーム全体を視野に入れた学習内容の体系

化の必要性を主張しているが、このような考え方

は国際的なボールゲーム指導の流れに合致した考

え方として取り上げられる。 

 発達段階を考慮に入れたカリキュラム編成をす

る上で、また、偏ったカリキュラム編成をさける

ためにはボールゲームの種目を分類する必要があ

るが、そのような考え方を背景に、Werner ら(1999)

は、ボールゲームを類似する戦術的課題から「侵

入型」「ネット・壁型」「打撃・フィールディング

型」「ターゲット型」の 4つに分類した。 

しかしながら、これら分類された各ボールゲー

ムカテゴリーにおいて戦術的知識やプレー間の関

係など、どのような点でそれらの種目間では類似

性が強いのかを確かめた研究は少ない。また、そ

のような分類を受け入れるとしてもなぜ小学校段

階では、サッカーやバスケットボールを学習させ、

中学校でそれらに加えてハンドボールを学習させ

るのか、学習内容の順序性についても明確な理由

は示されていない。このような問題を解決する手

がかりとして、ボールゲームにおける戦術的知識

の転移に関する研究に注目した。 

整合性のあるカリキュラム編成を志向すれば、

転移に関する研究の積み重ねは非常に重要であり、

本研究では、ひとまず侵入型に分類されるサッカ

ーとハンドボールに焦点をあて、戦術的知識から

見たサッカーとハンドボールの関係について検討

することを目的とした。また、そのようなことが

明らかになれば、学校教育でのボールゲームにお

ける種目選択やカリキュラム編成を考える一資料

となると考えた。 
 

2. 研究方法 
2-1 対象 

授業は、平成 17 年 11 月 4 日から 11 月 11 日ま

で行われた茎崎第一小学校 6 年 3 組のサッカーの

授業を対象とした。対象児童は茎崎第一小学校 6

年 3 組、男子 14 名、女子 19 名の計 33 名である。

因みに、指導者は、教職歴 20 年以上の女性教諭と

大学の保健体育選修の学生がＴ.Ｔとして適宜指

導に加わり、1単元計 4授業時間実施した。映像テ

ストを、単元前後の２回実施したが、この時の出

題者は、茨城大学の保健体育選修の学生 2 人が行

った。 

2-2 単元過程 

 図 1 は、本研究で実施した 4 授業の単元過程を

示している。試合は、男女でチームを分け、男子

は 1 チーム 6 人を 2 チーム、女子は 1 チーム 5 人

を 3 チーム作った（男子はゴールキーパー有り、

女子はなし）。試合は、男子が 7分の試合を 1授業

に 2 回行い、女子は 4 分の試合を 1 授業に 3 回行

った。コートの大きさは、男子はグランドの約 2

分の 1 の大きさ、女子はグランドの約 3 分の 1 の

大きさにした。 
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2－3 ゲームパフォーマンスの観察 

観察カテゴリーは、ボールを持っている時とボ

ールを持っていない時に分けた。ボールを持って

いる時は、「シュート」、「ドリブル」、「前にいるノ

ーマークの味方へのパス」、「ディフェンスの裏を

とっている味方へのパス」の4つのカテゴリーで、

ボールを持っていない時は、「前のスペースに走る

動き」、「ディフェンダーの裏をとる動き」、「ボー

ルを持っている相手に対してプレッシャーをかけ

る動き」、「相手をマークする動き」の 4 つのカテ

ゴリーである。これらのカテゴリーは、TAKAHASHI

（2005）のゲーム理解度テストの問題カテゴリー

を参考にしている。 

 方法は、茎崎第一小学校で行われた単元 4 時間

目の男女の試合をビデオカメラに収録し、研究室

で観察カテゴリーと照らし合わせながら映像をチ

ェックした。試合は無作為に抽出した男女 1 試合

を観察の対象とした。 

2－4 映像テストの実施 

 テスト問題は、TAKAHASHI ら（2005）小林（2006）

が作成したサッカーの映像テストとハンドボール

の映像テストを適用した。映像テストの出題方法、

採点方法は TAKAHASHI ら（2005）、小林（2006）の

方法にしたがい実施した。 

 

3. 結果と考察 
3-1 ゲームパフォーマンス 



男子は、試合中のゲームパフォーマンスの出現

回数（ゴールキーパーを抜いたフィールドプレイ

ヤー5人）を合計し、試合時間の 7分で割って 1分

あたりのゲームパフォーマンスの出現回数を算出

した。女子も男子と同様に算出した。ボールを持

っているとき男子は「ドリブル」の回数が平均 1.0

回で一番多く、女子は「前にいるノーマークの味

方へのパス」と「ディフェンスの裏をとっている

味方へのパス」が共に平均0.7回で一番多かった。

男女ともに、「ディフェンスの裏をとっている味方

へのパス」の回数が 0.6 回（男子）、0.7 回（女子）

と比較的多かった。 

 ボールを持っていないとき、男女ともに「ディ

フェンダーの裏をとる動き」が 1.3 回（男子）と

1.1 回（女子）、ボールを持っている相手に対して

「プレッシャーをかける動き」が 1.9 回（男子）

と 1.5 回（女子）で多かった。 

 以上のように、多くの子ども達が比較的多く摘

用したプレーは、前方あるいはディフェンスの裏

へのパスを出すプレー（ボールを持っているとき）

及び、ディフェンダーの裏をとる動きと、ボール

を持っている相手に対してプレッシャーをかける

動き（ボールを持っていないとき）であった。 

3－2 戦術的知識の学習成果 

単元前後でカテゴリー別に得点を見ると、全体

的には得点の平均があがっているが、有意な差が

みられたのは、前のスペースに走る動きとボール

を持っている相手に対してプレッシャーをかける

動きだけで、全体的には有意な戦術的知識の変容

が認められなかった。このように変化が少ない結

果になった理由は、4時間という少ない授業数だっ

たことがその原因として考えられる。 

3－3 戦術的知識におけるサッカーとハンドボー

ルの関係 

ハンドボール

サッカー

.404*

* p < .05 

表2　戦術的知識におけるサッカーとハンドボールの関係
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表２はサッカーからハンドボールへの戦術的知

識の変容の結果を示している。表２に示した通り、

サッカーにおける１カテゴリー（ディフェンスの

裏をとっている味方へのパス）とハンドボールに

おける１カテゴリー（前にいるノーマークの味方

へのパス）のみ有意な関係が認められた。つまり、

サッカーにおけるディフェンスの裏のスペースへ

のパスと、ハンドボールにおける前にいるノーマ

ークの味方へのパスは、強く関係していることが

示された。実際、ゲームパフォーマンスの出現回

数では、男女ともにボールを持っているとき、前

にいるノーマークの味方やディフェンスの裏をと

っている味方へのパスが多かったことを考えれば、

ゲーム中比較的多く行われたプレーにおいてのみ

転移する傾向にあったと捉えることができる。 

ただし、ボールを持っていないときに、男女とも

にプレー回数の多かったディフェンスの裏をとる

動きに関しては、同様の変容が見られなかった。

これは、子どもの認識と要求された映像問題の正

答水準に開きがあったためだと考えられる。この

ような点は、今後の課題として残された。 

4. 摘要 

本研究の目的は、小学校６年生が対象で戦術的

知識からみたサッカーとハンドボールの関係を検

討することであった。対象は、平成 17 年 11 月 4

日から 11 月 11 日までの期間、茎崎第一小学校で

行われたサッカーの授業、6 年 3 組の男子１４名、

女子１９名、4授業である。分析は、単元前後に映

像テストを実施し、それぞれの得点の変容の関係

を分析した。またサッカーについては、ゲームパ

フォーマンスを観察・分析し、どのプレーが試合

中に多く行われたかもカウントした。 

分析結果から以下の諸点が明らかであった。 

（1）ゲームパフォーマンスはボールを持っている

とき、男女ともに前やディフェンスの裏をとって

いる味方へのパスが多く出現する傾向にあった。

また、ボールを持っていないときは、男女ともに

ディフェンダーの裏をとる動きと、ボールを持っ

ている相手に対してプレッシャーをかける動きが

比較的多く出現する傾向にあった。 

（2）単元前後でカテゴリー別に得点の変容を見る

と、全体的にはほぼすべてのカテゴリーで平均点

があがっていたが、前のスペースに走る動きとボ

ールを持っている相手に対してプレッシャーをか

ける動き以外のすべての項目で有意な差が認めら

れなかった。ほとんどの項目で有意な値が認めら

れなかった理由は、本研究の授業実践時数が 4 時

間という少ない授業数だったからだと考えられる。 

（3）サッカーでのディフェンスの裏をとっている

味方へのパスとハンドボールでの前にいるノーマ

ークの味方へのパスには、強い相関関係が認めら

れた。つまり、1カテゴリー間ではあるが、少なか

らずサッカーとハンドボールという種目(プレー)

間に転移の可能性が認められたことを示している。

以上のように、4時間という短い授業時数による問

題もあったが、サッカーとハンドボールにおける

特定のプレー（戦術的知識）間の強い関係を明ら

かにすることができた。つまり、サッカーとハン

ドボールの類似点を裏付けるデーターを示せたと

考えられる。 

勿、本研究を通して、転移研究における、①十

分な指導時間の確保。②問題カテゴリーの厳密な

定義。といった研究課題も明らかになった。さら

に、緒言で述べたように整合性のあるカリキュラ

ム研究を志向すれば、様々な種目間における、プ

レーごとの関係や適切な指導順序の研究を積み重

ねていく必要がある。そのような点は今後の課題

にしたい。 
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