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1. 緒言 

2008 年に改訂された新しい中学校学習指導要領

では，保健体育科の「球技」分野の内容構成につ

いて変化が見られた。具体的には，攻防を展開す

る際に共通してみられるボール操作などに関する

動きとボールを持たないときの動きについての学

習課題に着目し，その特性や魅力に応じて，運動

種目が「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」

の 3つの型に分類された１）。そして，ゴール型の運

動種目の例としてハンドボールが初めてバスケッ

トボール・サッカーと並んで記載されるようにな

った。このハンドボールの学習指導要領上での位

置づけの変化を見ても，ゴール型教材としての可

能性に期待が寄せられたことがうかがえる。また，

ハンドボールは他の種目と比べてボール操作が容

易であるため，チームで立てた作戦をゲームの中

で生かす戦術学習を早い段階から取り入れること

ができる素材と言える。さらに，ルールや場の工

夫がしやすく，教材化が容易であることが特性と

して挙げられている２）。しかし，実際の中学校の体

育授業においては，同じゴール型のバスケットボ

ールやサッカーと比べ，その授業実践は明らかに

少ない。 

そこで本研究では，授業実施状況などの実態を

把握した上で，ハンドボールが体育授業で実施さ

れにくい要因を明らかにすることを目的とする。

さらに、今後ゴール型の教材としてハンドボール

の授業が多くの学校で実施されるために必要な条

件を検討する。 

 

2. 研究方法 

2-1 調査対象 

茨城県学校関係職員録（2012）に掲載されてい

る公立中学校 233 校全てに調査票を送付し，その

うち返送された 176 校（回収率 75.5％）を研究の

対象とした。また、聞き取り調査は実施校 51校か

ら抽出した体育主任 6名を対象とした。 

2-2 調査方法 

調査は質問紙郵送法とし，各中学校の体育主任

に調査を依頼した。質問紙の配布及び回収の時期

は平成 24年 11月中旬から 12月中旬とした。さら

に，質問紙調査の回収後，実施校から 6 校を抽出

し，聞き取り調査を実施した。聞き取り調査は公

立中学校の冬期休業期間中に各学校に訪問し行っ

た。 

2-3 調査内容 

 調査票は，学校現場でのハンドボールの実態，

授業実施・未実施の要因に関する質問項目を設定

した。学校現場でのハンドボールの実態について

は，ハンドボール授業の実施状況，実施形態，学

習指導要領改訂に伴った指導計画の変更の有無，

設備の状況，ハンドボール部の有無について質問

した。授業実施・未実施の要因については，授業

実施・未実施の理由，教員のハンドボールに対す

る教材観，授業実施上の問題点，授業実施に必要

な条件について質問した。 

 聞き取り調査では，単元の構成（授業内容），ル

ール，場の工夫を中心に，授業の取り組みについ

て詳しく質問した。 

2-4 統計処理 

 分析には統計ソフト SPSSを用い，単純集計なら

びに実施状況、地区によるクロス集計を行った。

また、有意性の検定にはχ２検定を行い、有意水準

は全て 5％未満とした。 
 

3. 結果と考察 

3-1 体育授業でのハンドボールの現状 

 調査対象校のうちハンドボールを授業で取り扱

っている学校は 51校（29.0％）であった。この結

果は，前田３）によって調査された平成 3 年度の 58

校（26.6％）より実施率では高い結果となってい

るが，他のゴール型種目と比べると依然として実

施率は低い状態である。また，平成 3 年度は県南

地区で実施率が高く（49.3％），県北，水戸地区で

低い（10.0％，14.5％）という地域によっての差

が大きかったが，今年度の実施状況と地区との間

には有意差がみられなかった。このことから，約

20 年の間に地区によっての実施率の差は少なくな

り，県全体でハンドボールが教材として取り扱わ

れるようになってきたことが窺える。下の図 1 は

地区別にみた授業実施状況を表している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ハンドボール授業の実施状況（％） 

 

3-2 授業の実施・未実施理由について 

実施理由としては「場所が確保できるから」が

最も高く，次いで「用具が充実しているから」，「教

材として取り扱いやすいから」の点数が高かった。

未実施理由としては「用具が不足しているから」

が最も高く，次いで「生徒の興味・関心が低いか

ら」，「教員の中に指導できる人がいないから」の

点数が高かった。実施・未実施校ともに，学校の

設備を要因として挙げていたことから，授業の実

施には物的条件が整うことが第一であると考えら

れる。また，未実施理由で挙がった「生徒の興味・

関心が低いから」は，生徒のハンドボールに対す

るイメージが不足していることが理由として考え

られる。部活動の設置校数をみても県北，水戸地
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区にはハンドボール部が存在せず，県全体でみて

も約 20校にしかハンドボール部は存在しない。競

技人口をみても，他のゴール型種目に比べて圧倒

的に少ない。この状況からも，生徒がハンドボー

ルと関わったり，見たりする機会がバスケットボ

ールやサッカーに比べ少ないことが窺える。 

 

3-3 ハンドボールに対する教材観について 

 実施校 51 校の教員がハンドボールのどのよう

な特性に教材としての有効性を感じているかを調

べた結果を図 2に示した。結果は、「走・跳・投な

どの基礎体力がバランスよく含まれている」が

58.8％で最も高かった。次いで，「ボール操作が容

易であり，ボール操作の技能が身につく」が

47.1％，「投能力の向上に効果がある」，「ゲームへ

の導入がしやすい」が共に 39.2％で回答が多かっ

た。この結果から，ハンドボールの体力的な要素

に教材としての有効性を感じている対象者が多い

ことが窺えた。また，ボール操作についての回答

が多かったことから，ボール操作が容易であると

いうハンドボールの教材価値を対象者も感じてい

るようである。しかし，「生徒が作戦・戦術を工夫

しやすい」と回答した対象者は少なく，緒言でも

述べた戦術学習がしやすいというハンドボールの

特性は浸透していない様子であった。このことか

ら，ハンドボールの特性の周知なども今後のハン

ドボールを素材としたゴール型教材の普及のため

には必要であると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ハンドボール教材の有効性（％） ｎ＝51 

 

3-4 設備の現状 

1）コートについて 

ハンドボールの専用コートが設置されている学

校は 12校（7.1％）であり，専用コートはないが，

授業時に作成可能と答えた学校は 58校（34.5％）

であった。残りの 98校（58.3％）はコートを作成

できない状況であることがわかった。コートの有

無と授業の実施状況をクロス集計した結果、実施

校でコートを所有しているのは 44校（89.8％）で

あり、所有していないのは 5 校（10.2％）のみで

あった。このコートを所有せず授業を行っている 5

校のうち 2校に聞き取り調査を行った結果，2校と

もバスケットボールのコートを代用し授業を行っ

ていた。 

2）ゴールについて 

ハンドボールのゴールを所有している学校は

107 校（63.7％）であり，残りの 61 校（36.3％）

はゴールを所有していなかった。地区別にみると

水戸地区で所有率が高く，鹿行地区で所有率が低

かった。ゴールの所有状況からみて地区間では有

意差がみられた。次に、ゴールの有無と授業の実

施状況をクロス集計した結果、実施校でゴールを

所有しているのは 45校（91.8％）であり、所有し

ていないのは 4校（8.2％）であった。また、未実

施校でも 5割以上の学校がゴールを所有していた。

さらに、実施校でゴールを所有していなかった 4

校のうち 2校に聞き取り調査を行った結果，1校は

サッカー用のミニゴールを代用し，もう 1 校は野

球用のネットで授業を行っていた。 

3）ボールについて 

ボールを所有している学校は 153 校（92.3％）

であり，残りの 13 校（7.7％）はボールを所有し

ていなかった。この高いボール所有率の要因とし

ては文部科学省から実施要項が出されている新体

力テストの中にハンドボール投げがあるためだと

考えられる。しかし，聞き取り調査を行った 6 校

が所有しているボールの種類は様々であった。ま

た，そのうち 2 校の対象者は教材用ボールの存在

を認知していなかった。今後，教材用ボールの周

知や選定が良い授業実践に役立つと考えられる。 

 

4 まとめ 

 本研究では学校現場におけるハンドボール授業

の実態を把握した上で，ハンドボールの授業を実

施するために必要な条件を検討した。その結果，

以下のことが明らかになった。 

1）対象校のうちハンドボールを授業で実施してい

るのは約 3 割の学校で，平成 3 年度の実施状況と

比較してみてもあまり変化はみられなかった。 

2）授業実施・未実施理由ともに学校の設備を要因

として挙げていたことから，ハンドボール授業の

実施には物的条件を整えることが第一であること

がわかった。 

3）対象者は基礎体力や投能力といった体力の向上

にハンドボールの教材としての有効性を感じてい

るようであった。 

4）ハンドボールの特性であるボール操作の容易さ

などは認知されているようだが，戦術学習のし易

さなどは認知されていないようであった。このこ

とから，講習などによるハンドボールの教材とし

ての有効性の周知が必要である。 

5）設備が十分に整っていなくとも工夫して授業を

行っている学校が数校みられた。このことは，設

備が十分に整っていなくても授業ができるという

認識を広め，設備の問題により授業では扱えない

という考えを取り除く要因になり得るのではない

かと考える。 
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