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1． 緒言 

中学校保健体育での「バレーボール」の学習に

おける生徒の実態として、加藤1）は、「まずサーブ

が入らない。三段攻撃をしたくても誰かがミスす

るので、とにかく早めに相手コートに返す。ミス

が嫌だから積極的にボールに触らない。」と述べて

いる。このことから、個人的技能の習得が難しく

集団的技能につながらないため、ゲームを楽しん

でいる生徒が少ないというのが現状である。また、

教師はこれまでスキルテストの結果をそのまま評

価に利用してきた。しかし体育の授業では、授業

中や試合の中で少しでも生徒の変化を見つけ評価

してやることが大切であると考える。谷口2）は、「ゲ

ームでは、ボール操作技能とともにボールに触れ

ていないときの位置取りの仕方（ポジショニング）

が大きな意味を持つ。」と述べている。そのため、

生徒のボール操作以外の動きにも着目し、評価す

る必要があると考える。 
そこで本研究では、水戸市立Ｍ中学校のバレー

ボール授業を受講した２年生の生徒を対象とし、

授業中のゲームの様子から、生徒のプレーした内

容やボール触発数に着目し、ゲームの実態を明ら

かにした。また、今回はボールを操作している生

徒の周りにいるチームメイトの動きにも着目し、

生徒の動きの変化を明らかにした。これらは中学

校保健体育でのバレーボール指導方法の一資料を

提供することを目的とした。 
 

2． 研究方法 

2-1 分析対象 

2006年 9月～10月にかけて行われた、水戸市立
Ｍ中学校の 2年生 108名（男子 50名、女子 58名）
のバレーボール授業を対象とした。対象とした中

学校では、4学級を 2組に分け、1、2組を「2-A」、
3、4組を「2-B」として授業を行った。両クラスと
もに全 13時間の授業を行った。その中から、試合
の始まった授業前半、中盤、後半のゲームを対象

に分析を行った。ゲームのチーム編成は男女別で

行った。また、各クラス女子にバレーボール部員

が数名ずついた。 
2-2 授業方法 

表 1、表 2は 2-A、2-Bの指導計画案である。2-A

では、パス、レシーブ、スパイク、サーブなどの

個人的技能の練習を何時間か行ってから、特別ル

ールを用いた試合を行う「練習中心」の授業展開、

2-Bでは、授業の最後に特別ルールを用いた試合を
毎時間行う「試合中心」の授業展開をした。指導

は中学校の保健体育教諭 2 名（男性教諭 1 名、女
性教諭 1 名）が行い、バレーボールの授業を開始
して 5 時間目から、ＴＡとしてバレーボール部に
所属する大学生（1人～4人）が毎時間指導に加わ
った。 

2-3 分析方法 
1） 目標設定の分析 

 生徒には「チーム・個人学習課題参考例」が配

られており、そこには「Ａ情意面」、「Ｂ認知面」、

「Ｃ運動の技能」、「Ｄチームの目標」、「Ｅ動き方」

と大きく 5 つに分かれた目標が書かれている。そ
の中から毎時間目標を選んで設定するという形で

授業を行った。生徒の記入した学習カードの記録

をもとに、2-A、2-B、男女別でそれぞれ割合を出
し、生徒の目標設定の変化を明らかにした。 
2） ゲームの分析 

 則武3）の作成した分析項目を参考に分析シートを

作成し、撮影したＶＴＲ画像から、生徒がプレー

した内容、ボールを触発した生徒、生徒がプレー

のした結果、ラリーの回数など、次の 14項目につ
いて分析項目を設定し分析した。①アンダーハン

ドパスをした回数。②オーバーパスをした回数。

③片手でボールを処理した回数。④片手でボール

を処理した部位。⑤スパイクをした回数。⑥三段

攻撃の回数。⑦サーブの種類。⑧サーブの結果。

⑨サーブレシーブの評価。⑩ミスの内容。⑪ボー

ル触発数。⑫チームプレーの回数。⑬ラリー終了

の原因。⑭ラリーの回数。 
3） 動作分析 

 独自の分析シートを作成し、分析を行った。まず、

撮影したビデオから数試合を見て、表れた生徒の

動きを書き出した。書き出されたいくつかの動き

から、類似した動きをまとめ、分析項目とした。

試合中における生徒個人の出現回数を記録し分析

した。そして各項目についてそれぞれ、授業の前

後、クラス、男女で有意差が見られるか検定を行

うために、統計処理ソフトＳＰＳＳを使用し、ノ

表１ 指導計画案（２－A) 

2-A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

準備運動・補強運動 

・スキルテスト（オーバー、アンダーの直上） 

・パス ・チームの練習 

・スパイ

ク練習 ・スパイクレ

シーブ 

◆パス

ゲーム ・サーブ

練習 

◆ミニ

ゲーム 

◆リーグ戦 

表２ 指導計画案（２－B） 

2-B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

準備運動・補強運動 

・スキルテスト（オーバー、アンダーの直上） 

・パス ・基本技能の練習 

・スパイク

レシーブ

・サーブ

練習 

◆パス

ゲーム

◆ミニ

ゲーム 
◆ゲーム 

◆リーグ戦 
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ンパラメトリック検定を行った。分析項目は次の

１２項目である。①体の正面を向ける。②顔を向

ける。③レシーブする。④トスする。⑤カバーし

に行く。⑥構える。⑦ブロックする。⑧ダイレク

トスパイクを打つ。⑨セットアップをする。⑩ス

パイクを打つ。⑪ボールから逃げる。⑫相手コー

トに返球する。 
 

3． 結果と考察 

3-1 目標設定の分析について 

 生徒 108人が選んだ目標の総数 926個の中で、回
答数が多かったものは、Ａ1「みんなで協力してバ
レーボールの練習やゲームをする」242個（26％）、
Ａ2「楽しく協力し、声をかけながらバレーボール
の練習やゲームをする」182個（20％）だった。 
次に男女で比較すると、授業の前半では、男女

ともＡの情意面に目標を設定している生徒が多か

った。授業の中盤では、男子はスパイクに関する

目標が増え、女子ではローテーションに関する目

標が増えた。授業の後半では、個人個人で目標が

多様化してきたが、男子では「スパイク」や「レ

シーブ」などの個人的技能に目標を設定する生徒

が多かったことから、技能を上達させてゲームを

楽しみたいという気持ちの強さが伺える。女子で

は「励ましの声をかける」や「チームで 3 回パス
をつなげる」など、チームでの目標を設定する生

徒が多かったことから、チームワークを大切にし

てゲームを行いたいという気持ちが強いと考えら

れる。男女ともＡの情意面の回答が多かったこと

から、「みんなで協力して」バレーボールをしたい

という気持ちが強いことが分かる。ほとんどの生

徒が、バレーボールにおいて、個人で学んでいく

ことより、チームで協力して学んでいくことの大

切さを感じていると考えられる。 
3-2 ゲームの分析について 

 ボール触発数について、授業前半では、2-A男子
以外は 1 分間当たりの触発数 0 回～1 回と、2.1～
4.5 回の範囲に多くの生徒が集まっていた。2-B 男
子は他のグループに比べ全体的に触発数が多かっ

たが、これは 2-B 男子のチームの人数が 4 人だっ
たため、1人当たりの触発数が多くなったと考えら
れる。授業の後半では、0.1～1.5回の範囲に多くの
生徒が集まっていた。以上のことから、授業の前

半では触発数の多い生徒と少ない生徒が二極化し

ていたが、授業の後半では、少しずつ触発数が均

等化されてきた。ボールの触発数が多い生徒と少

ない生徒の差が少ないチームこそ、たくさんの生

徒が目標とした「みんなで協力して」バレーボー

ルをするということに繋がる。また、チームの人

数が触発数に大きく影響するため、チームの人数

編成が重要である。 
次に、サーブとサーブレシーブについて、授業

の前半では、サーブレシーブを｢1 本で相手コート
に返す｣、「味方にパスをすることが出来る」とい

う評価が高い割合を占めた。これは、授業の前半

ではサーブを投げ入れるというルールで行ったた

め、比較的容易にサーブレシーブが出来たのでは

ないかと考えられる。また、自分のチームがミス

をしないように早めに相手コートに返そうという

意識から、1本で返すという評価が増えたのではな

いかと考えられる。授業の後半では、サーブレシ

ーブが味方に返球される回数が増加し、1本で相手
に返球する回数が減ったことから、三段攻撃をし

たいという意識が高まっていると考えられる。ま

た、サーブについてだが、1時間目からサーブの練
習を授業に取り入れていた 2-B に比べ 2-A の方が
サーブのミスが多かったことから、早い段階から

サーブの練習を授業で取り入れることがよいと考

えられる。 
3-3 動作分析について 

 分析項目の中から、出現回数が多かったものは、

「体の正面を向ける」、「顔を向ける」、「レシーブ

する」、「トスする」、「カバーしに行く」、「スパイ

クを打つ」の 6 項目だった。各項目についてクラ
ス比較、男女比較、授業の前後比較を行ったが、

特にクラスの比較で、授業の前半、中盤では 2-A、
2-B でほとんど差がなかったが、授業の後半では、
項目 1、3、4、10 で 2-B の出現回数が 2-A より多
く、検定の結果からも有意な差が見られた（p<0.05）。
そのため、「体の正面を向ける」や「レシーブする」

という動きは試合の中で身についてきたのではな

いかと考えられる。その他、プレー内容の中のチ

ームプレーや三段攻撃の回数についても、2-Bの方
が出現回数が多かったことから、ボール操作の面

においても、試合での動きを身につけるためには、

よりたくさんの試合を生徒に体験させることが大

切であると考えられる。 
 
4． まとめ 

1）男子では個人の技能の向上に関する目標を設定
する生徒が多いのに対して、女子ではチームでの

目標を設定する生徒が多かった。全体を通して生

徒が設定する目標は「情意面」に関する選択が多

く、「みんなで協力して」バレーボールをしたいと

いう気持ちが強いと判断できた。 
2）授業の前半ではゲームでのボール触発数に偏り
があったが、授業が進むにつれて触発数は均等化

されてきた。チームの人数やバレーボール部員の

有無が触発数に影響していたため、チーム編成は

重要である。 
3）サーブの結果がサーブレシーブ評価やチームプ
レーの回数に大きく関係することから、サーブの

重要性が求められる。早い段階から授業でサーブ

の練習を取り入れることが有効である。 
4）生徒の動きでは、2-A、2-Bの比較をすると、2-A
に比べ、2-Bの方がどの項目も出現回数が多かった
ことから、生徒に試合中の動きを身につけさせる

ためには、よりたくさんの試合を体験させること

が大切である。 
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