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1. 緒言 

今日、スポーツをすることによるストレス解消

やコミュニケーションを図る場として、生涯にわ

たってスポーツを楽しむ人々が増えてきている。

生涯スポーツといわれるものには、小さい頃から

の運動経験が大きく関与していると考えられ、

2008 年 3 月に公示された小学校学習指導要領にお

いても「生涯にわたって健康を保持増進し、豊か

なスポーツライフを実現することを重視」した方

針が打ち出されている。特に今回の改訂では、新

たにネット型の運動が導入され、従来の中学校体

育と同様の区分になった。これは、小中で共通の

区分を設けることより「指導内容の体系化」を図

る目的がある。また、生涯スポーツとなり得る運

動の技能をより深く習得し、生涯スポーツの振興

を促そうとしているのではないかと考えられる。 

小学校で新たに導入されたネット型の運動では、

ソフトバレーボールが推奨されている。ソフトバ

レーボールは、バレーボールから派生したスポー

ツであり、球種やネットの高さの工夫により、多

くの人が楽しめるようになっている。しかし、バ

レーボールは、ボールを保持できないという特性

から、チーム内での未熟練者はミスが目立ち、劣

等感を感じやすい。特にオーバーハンドパスでは、

長井ら１）によると、「頸反射により、習得が困難で

ある」とされている。 

そこで本研究では、小学校体育のソフトバレー

ボールの授業において、バレーボールの基礎であ

るパス技能に着目して教材研究を行うこととした。

そして、生涯スポーツへの意識付けや、楽しさと

技能の関連を調査することにより、生涯スポーツ

と学校体育とのつながりを図るための一資料を提

供することを目的とした。 

 

2. 研究方法・内容 

2-1 授業実践の概要 

2010 年 10 月 29 日～2010 年 12 月 8 日にかけて

行われた H市立 T小学校のソフトバレーボールの

授業を対象とした。対象児童は、6 学年の男子 19

名、女子 11 名、計 30 名とした。授業内容は、ソ

フトバレーボールを生涯スポーツとして楽しんで

もらえるように、ソフトバレーボールの基礎とな

るパス技能の習得に特化して授業作りを行った。

また、授業での使用球を 30g、50g、100g、ソフト

バレーボール、軽量 4 号球、キッズボールの計 6

種類から選べるように工夫した。 

 

2-2 データ収集、及び分析方法 

1) 授業アンケート 

単元の前後で、アンケートを実施した。授業前

アンケートでは「ソフトバレーボール・バレーボ

ールについて」「体育の授業について」などの計 19

項目の調査を行った。授業後アンケートでは「授

業について」「ソフトバレーボールに対する意識に

ついて」などの計２５項目の調査を行った。 

2) スキルテスト 

直上オーバーハンドパス、直上アンダーハンド

パスの最高連続回数を測定した。測定は 30 秒、1

回のみとし、50cm～1mぐらいの高さにパスをする

こととした。 

3) オーバーハンドパスのフォームの比較 

 被験者には、バスケットボードの真下から垂直

方向に 2m離れた位置から、バスケットリングにボ

ールが入るようにオーバーハンドパスをしてもら

った。試技は被験者 1 人につき 2 回行い、単元 1

時間目と 8 時間目に撮影を行った。撮影は、高速

度デジタルカメラ 1台（CASIO製 EX- F1、300fps）

を使用し、較正点は縦 2m×横 1mの平面上に計 15

点を取った。分析点は中指の指先、手首関節中心、

肘関節中心、肩峰、頭頂、肩峰、腸骨上縁、膝関

節中心、踝、つま先の計 10点とした。撮影した画

像は、BMP メジャーを使用して分析点をデジタイ

ズした。その後、2 次元動作分析ソフト DLT22(富

樫泰一作成)を使用し、2 次元座標を算出した。得

られたデータから、パスフォームのスティックピ

クチャーを作成し、フォームの分析を行った。ま

た、「1)授業前アンケート」の「運動経験」につい

ての回答結果を元に、児童を「運動経験群（現在

までに運動を習っている、あるいは習ったことが

ある児童の集団、男子 12名、女子 7名、計 19名）」

と、「非運動経験群（現在までに運動を習っていな

い児童の集団男子 4 名、女子 7 名、計 11 名）」に

分けて比較した。 
 

3. 結果と考察 

3-1 授業前アンケートから分かる児童の実態 

体育が好きかという質問では、「とても好き」「ま

あまあ好き」と回答した児童が計 93%であった事

から、児童らは体育の授業に対する関心が高いこ

とが伺える。好きな運動では「ボール運動」を選

択した児童が 1 番多く、好きなボール運動の種目

では「キックベース」「ソフトボール」と、ベース

ボール型の運動を選択した児童が多かった。児童

の運動経験でも「ソフトボール・野球」が 1 番多

かったため、好きな運動と児童の運動経験には、

関連があるのではないかと推察される。 

将来もスポーツをやりたいかという質問では、

否定的な回答である「あまり思わない」「思わない」

と回答した児童が 6 名いた。これらの児童は、体

育が「とても好き」「まあまあ好き」と回答してお

り、運動自体が嫌いというわけではないようであ

った。バレーボール経験の有無については、ほぼ

半数の児童が未経験者であったが、バレーボール

は「おもしろそう」「楽しそう」などの良いイメー

ジを持っている児童が 68%であった。 

 



3-2 パス技能について 

スキルテストの結果を運動経験別で見てみると、

直上オーバーハンドパス、直上アンダーハンドパ

スの毎時間の平均値は、運動経験群の方が倍近く

値が高いことから、運動経験の有無によって運動

技能の獲得には差が出ると推察される。また、運

動経験群の授業後のパスフォームについても、ほ

ぼ全員に膝の屈曲が見られるのに対し、非運動経

験群では、ほぼ全員に膝の屈曲が見られなくなっ

た。進藤２）は、初心者のオーバーハンドパスフォ

ームについて「頭部をやや背屈して脊柱を反りぎ

みにする」ことや、「腕の動作がやや早くなりがち

で、足→膝→腰の各関節の屈曲・伸展という脚の

動作との協応動作が不十分である」としている。

図 1 のバレーボール歴 2 年 7 ヶ月の児童の授業後

のパスフォームと非運動経験群の児童のパスフォ

ームでは、上記の点での相違が伺える。 

 
図 1 バレーボール経験者のパスフォーム（左）、

非運動経験群のパスフォーム（右） 

 

運動経験群の中でも、水泳や空手を習っている

児童のパスフォームは、頭部の背屈や腕の動きが

早くて大きく、直上パスの回数もそれほど高い数

値ではなかった。また、バスケットボール経験者

のパスフォームは膝の屈伸運動が大きく、指先の

軌道が山なりになっているため、バスケットボー

ルのシュート動作が生かされているのではないか

と推察される。また、サッカー経験者の 2名では、

図 2 の左図の児童は頭部の背屈が目立つが、右図

の児童は、頭部の背屈がほとんど見られない。こ

れは、右図の児童は「ゴールキーパー」を経験し

ていることから、オーバーハンドパス特有の「目

の上でのボール操作」と類似した運動を行ってい

ると推察される。そのため、このようなフォーム

の差が生まれたのではないかと考えられる。 

 
図 2 フィールドプレーヤーの児童（左）、ゴール

キーパーを経験している児童（右） 

 

3-3 ソフトバレーボールに対する意識 

 授業の中で楽しかったことについては、運動経

験群においても、非運動経験群においても、単元

後半のゲーム要素を多く含んだ内容が楽しいと感

じるようであった。さらに運動経験群では、単元

前半の単純な練習などを行う授業は、つまらない

と感じるようであった。しかし、非運動経験群で

は、単元後半の授業がつまらなかったと回答する

児童もいた。これは、技能レベルが低いために、

バレーボールのつなぐ楽しさを味わえなかったか

らではないかと推察される。また、出来るように

なったことでは両群ともゲームの中でボールをつ

なぐことが挙がり、パス技能の獲得には効果があ

ったのではないかと推察される。さらに出来るよ

うになったことについて、運動経験群ではオーバ

ーハンドパスが、非運動経験群ではアンダーハン

ドパスが挙がったことから、運動経験群ではオー

バーハンドパスの習得が出来たようであったが、

非運動経験群には習得が難しく、アンダーハンド

パスが好まれる傾向があると推察される。 

 児童たちのソフトバレーボール・バレーボール

に対する意識に関しては、またソフトバレーボー

ルの授業を行いたいかという質問で「とても思う」

が 22名、「少し思う」が 6名、「思わない」が 1名

であった。大半の児童が、またソフトバレーボー

ルの授業を行いたいと回答していた。これを運動

経験別に見てみると、運動経験群でも非運動経験

群でも「とても思う」「少し思う」と回答した児童

にほぼ差はなかった。今後のソフトバレーボール

の授業が楽しみか、授業以外でもバレーボールを

やりたいかという質問においても、同様の結果が

得られた。また、将来もバレーボールを続けたい

かという質問については、運動経験群では「とて

も思う」と回答した児童が 3名、「少し思う」と回

答した児童が 9名であった。非運動経験群では、「少

し思う」と回答した児童が 7名であった。やはり、

運動経験群の方が技能も習得しやすく、楽しさも

感じやすいことから、結果として生涯スポーツに

対する意識が高いのではないかと推察される。 
 

4. まとめ 

 生涯スポーツとしてのソフトバレーボールにお

ける教材研究に関して、以下のような結果が得ら

れた。 

１）運動経験群では、オーバーハンドパスにおい

て、膝に屈曲が見られるが、非運動経験群では、

腕の動きに意識が向いてしまい、下半身の屈伸動

作が少ないため、習得が未熟である。 

２）運動経験群は、オーバーハンドパスの習得レ

ベルが高く、ゲーム要素を含んだ内容が楽しいと

感じられるようであった。非運動経験群では、オ

ーバーハンドパスよりもアンダーハンドパスを好

む傾向があり、ゲーム要素を含んだ内容は難しい

と感じるらしい。 

３）運動経験群は、非運動経験群に比べて、生涯

もスポーツを行うということに対して意識が強い。 
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