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1. 緒言 

ボールゲームは、体育の授業の中でも子どもた

ちが生き生きと取り組む運動領域である。しかし、

すべての子どもたちがボールゲームに満足してい

るわけではなく、めまぐるしく攻守が入れ替わる

ゲーム状況下で、自分がどのようなプレイ選択を

行えばいいのか分からず困惑している子どももい

れば、パスやシュートなどの技術を習得しても、

実際のゲームになるとそれらをうまく活用できな

い子もいる(吉永 2006)。 
体育指導に関連した学術誌は数多く、また現職

教員による実践的な研究も数多く行われている。

しかしながら、そこで報告されている研究の多く

は授業そのものを対象としていなかったり、また

現職教諭が行っている研究をみると、客観性に欠

けている場合が多いなど、即効性に富む知見を生

産することは容易でなく、今後に向けた研究課題

も多いように思われる。 
体育授業研究誌は、多くの小中高の現職教諭が

投稿する研究誌という特徴を持っており、これに

掲載されている論文を整理し、その成果を分析・

検討することは今後の体育授業実践に向けて、有

益な示唆を与えることができると考えた。 
 そこで本研究では、体育授業研究誌に掲載され

ている授業研究の動向、なかでも数多くの論文が

掲載されているボール運動領域の研究成果につい

て整理し、その動向について報告することを目的

とする。 
 
2.体育授業研究誌の特徴 

 体育授業研究誌は 1998 年 5月に第 1号が発刊さ

れてから約 10 年、一年間に一度刊行されている体

育授業そのものを分析の対象とした研究誌であり、

2009年1月現在においてこれまでに70編以上の論

文が掲載されている。  

この研究誌が立ち上げられたそもそもの大きな

ねらいは、「教師、研究者の多重的な関係づくりを

志向し、互いが共有できる社会的財産を生み出し

ていくための第一歩（岡出、1998 年）」とされてい

るが、様々な学校段階の教員が連携しながら研究

を進めているところは本研究会の特徴としてあげ

ることができる。 

表１は体育授業研究誌に掲載されている論文に

おいて筆頭執筆者が所属する学校段階を示したも

のである。 

 表１に示したとおり、執筆者が所属している学

校段階の内、 も多かったのは小学校(52 編、

76.5%)で、全体の 4 分の 3 は小学校教員による投

稿である。次に多かったのは大学の教員(8 編、

11.8%)、以下多かった順に中学校(4 編、5.9%)、高

校(2 編、2.9％)。圧倒的に小学校の教員による執

筆が多く、大学と小学校の教員による共同研究が

そのほとんどであった。 

 

学校段階 ｎ ％

　小学校 52 76.5

　中学校 4 5.9

　高等学校 2 2.9

　大学 8 11.8

　その他 2 2.9

　　　　　　　計 68 100.0

表１.執筆者の所属学校段階

 
 

 また表 2 には、掲載された論文が分析の対象と

している運動領域毎の論文数を示した(1 つの論文

に領域を 2 つ検討したものがあり、数は実際の論

文数と異なる)。表 2に示したとおり、掲載された

論文の中で、 も多く対象とされていた運動領域

は「ボール運動（ゲーム、球技を含む：以下ボー

ル運動と表記する）」であった（38 編、54.3％）。 

 次に多かったのは2002年に発刊された学習指導

要領ではじめて位置付けられた「体つくり運動」

領域であり、15 編(21.4%)が掲載されていた。また、

10 編（14.3%）の論文が掲載されていた「器械運動」

領域がその次に多く、全体的にはこれら 3 つの領

域でほぼ 9割の論文が占めていた。 

 特に も多かったボール運動の内容別の内訳を

見ると、 も多かった論文はバスケットボールや

サッカーなどを取り扱うゴール型 31 編（77.5%）、

次に多かったのはソフトバレーボールを中心に取

り扱われることの多いネット型 6編(15.0%)、 も

少なかったのはベースボール型 3 編(7.5%)であっ

た。 

領域 ｎ ％

体つくり運動 15 21.4

器械運動 10 14.3

陸上運動 5 7.1

水泳 1 1.4

球技(ゲーム・ボール運動) 38 54.3

表現運動 1 1.4

計　　 70 100.0

表2．領域別

 
 

3.方法 

 本研究では1998年から発刊されだした体育授業

研究誌に掲載されているボール運動の論文38編の

中から、特に高学年（5、6 年生）を対象に検討さ

れている論文19編を対象に研究の動向について分

類・整理する。分析の視点としては①どのような

指導（単元の流れ、一授業の流れ、取り扱われて

いるゲームのルールなど）が行われているのか、

②どのような成果が報告されているのか、という

点から報告されている内容に共通性あるいは類似

持性があるかどうかを検討しボール運動の授業研
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究の成果や課題、あるいは研究の流れを整理して

いくことにする。 

 

4.結果と考察 

4-1 ドリル・タスクゲームによる指導 

 従来、ボール運動の指導の典型といえば、単元

の前半に個人的技能などの練習を行わせ、単元後

半になると対抗戦などのゲームを行わせるという

授業が多かった。 

 しかしながら、児童生徒達の個人的技術練習に

おける学習意欲の低下を防ぐために「ドリルゲー

ム」や「タスクゲーム」という考え方が紹介され

てから、多くの授業で両ゲームを適用した授業づ

くりが多くみられるようになった。「ドリルゲー

ム」とは単にゲームで必要とされる個人的技能を

練習させる際、練習そのものをゲーム化したもの

（高橋、1994）で、「タスクゲーム」とは学ばせた

い戦術的な行動がゲーム中に出現するように、ル

ールそのものを課題に対応させてゲーム化したも

のを指すが、体育授業研究誌をみると発刊された

1998 年以降多くの論文で「ドリルゲーム」「タスク

ゲーム」を適用した授業が展開されるようになる。 

 このような指導による教材の善し悪しについて

分析・検討されている代表的な研究例は長妻

（1998）のサッカーの授業研究論文である。 

 長妻(1998)は小学校 6 年生一クラスを対象に単

元 12 時間授業(サッカー)を行い、ドリルゲームや

タスクゲームの有効性について検討を行っている。 

ドリルゲームとしては単元前半の 3 時間目から 6

時間目にかけてはボールタップ(ボールコントロ

ールの練習)、インサイドキック、ハードルゴール

(シュート練習)という 3 つのドリルゲームを行わ

せ、後半はインサイドキックを中心に様々なコー

スへパスを配球できるようにするためにサッカー

バレーを行わせた。 

 また、単元後半の 7時間目から 10 時間目までの

4授業では前半に対面パスゲーム、後半に横グリッ

ドセストサッカー（コートを区分けし動ける範囲

を制限したゲーム）を行わせ、単元まとめの 8、9

時間目に対抗戦を行わせている。 

 このような授業を通して授業評価法による授業

分析やゲーム中のプレイについて分析を行った結

果、シュート頻度や運動量の増加から横グリッド

サッカーの有効性を指摘している。ただし、サッ

カーバレーでは比較的児童らの評価が低い傾向に

あったり、ゲーム中に適用されたインサイドキッ

クの少なさからほとんど有効性がみられなかった

と指摘している。 

4-2 ニュースポーツによる指導 

 ボール運動は刻々と変化するゲーム状況下で、

多くの技術的課題が存在する。他領域との関係を

みてもボール運動特有の教科内容はどのように得

点を取るか、あるいは得点を防ぐかという戦術・

戦略的なプレイ、あるいは作戦などが学習される

べきなのに対して、ボールの操作的な課題の難し

さからそのような内容を学習する以前の所で指導

が終始していることも少なくない。そこで、ドリ

ブルのないバスケットボールと解釈できるセスト

ボールやボール操作を断続的に行いながらより作

戦行動が頻出するフラッグフットボールを適用し

た授業研究が多く行われるようになる。 

 また鈴木(2004)は他のボール運動に比較してボ

ールをキャッチする瞬間に送球の速度が落ちるフ

リスビーを用いたゲーム、アルティメットによる

授業研究を行いこのゲーム教材の有効性(小学校 5

年生一クラス、単元 11 時間)について検討してい

る。特に単元を通してパスミスが約 50％から 20％

程度へと減少していること。反対にシュートは単

元 4 時間目には全体で 9 得点しかあげられなかっ

たのに対し、11 時間目では 17 得点あったことから

も、この教材が有効であると結論づけている。 

4-3 ボールを持たない動きの指導 

 2002 年に発刊された小学校学習指導要領解説に

おいて例示されているボール運動の内容をみると、

例えばサッカーにおいて「状況に応じたパスやド

リブル、シュートなどの技能を習得し、ボールを

操作する」と記述されているように、一般的な指

導内容への関心はボールを操作する技能(On the 
ball skills)であった。しかしながら、Griffin ら(1999

年)によるボール運動の指導理論が岡出らによっ

て紹介されると、ボール操作の技能のみならず指

導内容としてボールを持たないときの動き（Off the 
ball movement）を評価する研究がみられるように

なる。 

 例えば、深田ら(2005)は小学校 5 年生 2 クラス

及び 6 年生 1 クラスの児童らを対象にバスケット

ボールを取り扱った授業における少人数制のゲー

ム(4対 4のゲームと3対 3のゲームの比較)の有効

性について分析している（単元 9時間）。 

このときの分析項目は児童らのサポート行動

(ボールを受ける動き)で、4 対 4をメインゲームと

して授業に取り入れた 2 クラス(一つのクラスは 4

対 4 のみ、もう一つのクラスは 3 対 3；3 時間、4

対 4；3 時間)よりも 3 対 3 のゲームを 6 時間行っ

たクラス（5年生）の方が有意にサポート行動は増

加する傾向にあったことから 3 対 3 によるゲーム

は有効であると指摘している。 

 

4．まとめ 

 以上のように、約 10 年にわたる体育授業研究誌

に掲載されたボール運動（ゴール型）の授業研究

をみると、以下のような成果があげられていると

整理することができる。 

(1)ボール操作能力を楽しませながら練習させる

ドリルゲームやゲーム中のプレイを確実に向上さ

せるためのタスクゲーム教材が作成・紹介されて

いる。 

(2)ボールの操作的な技術課題が軽減されたニュ

ースポーツ教材が紹介されている。 

(3)ボールを持っていないときの動きが学習内容

（指導すべき内容）として明確に位置付けられる

ようになった。 
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