
(1)　胸か頭の前にボールを構えている（肩や頭の後ろからでなく）。

(2)　ひざを使ってシュートしている。

(3)　弧を描くようにボールが飛んでいる（直線的でない）。

(4)　ボールがリングに届いている。

(5)　シュートが入った。
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1. 緒言 

小学校学習指導要領解説体育編 1）には第 1・2・

3・4 学年はゲーム、第 5・6 学年はボール運動の領

域がある。第 3・4 学年ではゲームの中にゴール型

ゲームという内容があり、第 5・6 学年ではボール

運動の中にゴール型という内容がある。それらの

技能の目標には「簡単なボール操作」（第 3・4 学

年）や「ボール操作」（第 5・6 学年）ができるよ

うになるとされており、「ボール操作」とは「シュ

ート・パス・キープ」などボールを制御する技能

であると記述されている。 

しかし、それらの目標は、手を使ったボール運

動も足を使ったボール運動も含め、ゴール型全体

の目標として大きく示されたものであり、運動ご

とに学習者に期待し得る具体的な技能が示された

わけではない。また、ボール運動において「ボー

ル操作」ができるということは、児童にとって運

動が楽しいと感じたり、達成感や成就感を味わっ

たりすることができるなど、自己効力感を育てる

上でも重要な機会であると考えられる。 

 そこで本研究では、手を使ったゴール型ゲーム

であるバスケットボールに焦点を当て、学習指導

要領に示されるボール操作の「シュート・パス・

キープ」の具体的な技能の内容を検討し、その技

能が現在の小学生はどの程度行うことができるの

かを調査することにした。また、それらを調査す

ることで、学年ごとに、ふさわしい技能や難しい

技能は何であるかを検討し、学年による到達目標

をたて、体育指導の基礎資料を得ることを目的と

した。また、そのボール操作の達成度と、体力運

動能力との関係や、児童の自己評価との関係もあ

わせて検討した。 

 

2. 研究方法 

2-1 対象 

茨城県の小学生 3年生～6年生の計 364名を対象

とした。 

2-2 調査内容・調査方法 

2－2－1 バスケットボールのボール操作技能の

達成度について 

 調査する内容は、バスケットボールに関するボ

ール操作技能 7 種目とした。これは、小学校学習

指導要領解説体育編 1）第 3 学年及び第 4 学年ゴー

ル型ゲーム、第 5 学年及び第 6 学年ゴール型の技

能に関して記載されている内容を基に設定した種

目である。調査した技能は、以下の 7 種目である。 

1）チェストパス 2）その場でドリブル 3）その場

でシュート 4）ドリブルシュート 5）走りながらパ

ス 6）走りながらドリブル 7）ジグザグドリブル 

 これらの技能をＡ小学校の3年生～6年生の児童

を対象とし、1 クラス 1 時間（45 分授業）の中で 3

班に分け、班ごとに指示した技能を順番に行って

もらい、その様子をビデオカメラで撮影した。ま

た、それぞれの技能について評価基準（表 1 参照）

を設け、後日それを基に VTR を観察し評価を行っ

た。1 つの種目に対して 4～7 の評価項目を設け、1

項目ずつ「0.できていない」か「1.できている」か

の判定をして評価した。また、これらの合計をス

キル得点とした。 

 

 表 1 評価基準の一例（その場でシュート） 

2－2－2 体力との関係について 

平成 24 年 6 月に、Ａ小学校において実施された

文部科学省体力運動能力テストの結果をお借りし、

体力テストの総合得点を分析に用いた。 

2－2－3 児童による自己評価との関係について 

 ボール操作技能の調査終了後に、児童本人にア

ンケートを実施した。アンケート項目は、調査し

たボール操作技能の 7 種目 9 項目について、「うま

くできますか」という質問に対して「はい」（3 点）、

「どちらともいえない」（2 点）、「いいえ」（1 点）

の 3 件法で回答するものとした。これらの結果を

集計し、自己評価得点とした。 

2－3 統計方法 

 学年男女別に身長・体重・体力テストの結果の

平均値と標準偏差を求めた。また、ボール操作ス

キルの達成度を、各技能の各項目について各学年

男女別に求めた。さらに、スキル得点と体力得点

の関係、スキル得点と自己評価得点の関係につい

て相関係数を求めた。これらのデータ処理には

Microsoft Excel を使用した。 
 

3. 結果と考察 

3-1 ボール操作技能の達成度と到達目標 

 表 2 は、ボール操作技能の達成度の主要な結果

を、3・4 年生と 5・6 年生に分け、示したものであ

る。これらの結果から、学年段階による到達目標

の検討をおこなった。なお、到達目標を検討する

基準として、1)達成度が 35%～75%程度である、2)

バスケットボールのゲーム中に重要と考えられる

技能である、の 2 つの視点から検討をおこなった。 

 キャッチでは、3・4 年生において、キャッチの

瞬間に、「肘を曲げ手の平を相手に向け、体の前に

準備」するという動作はほとんどの児童ができず、

「下手や抱え込みのキャッチ」になってしまう児

童も半数近くみられた。「下手や抱え込みのキャッ

チではなく、両手だけでキャッチができる」とい

うことは、キャッチからパスの動作をスムーズに

することにつながると考えられる。学年が上がり

5・6 年生になると、これらの達成度は高くなった。

これらのことから、キャッチでは 3・4 年生の段階



スキル 評価内容 3・4年 5・6年

キャッチ

肘を曲げ，手の平を相手に向け、体の前
に準備している。

19.8 40.0 

両手だけでボールをキャッチしている（下
手や腕で抱え込むキャッチでない）。

59.6 89.3

走りながら
キャッチ

両手だけでボールをキャッチしている（下
手や腕で抱え込むキャッチでない）。

39.4 63.4

足先を進行方向に向けながら進んでいる
（カニ歩きではなく）。

62.8 80.6 

パス

脇を軽く広げ，肘を曲げて，胸の前にボ
ールを構えている。

80.9 86.6

ひざを使ってパスしている。 64.9 66.7

床と平行にボールが飛んでいる。 73.1 89.3

走りながら
パス

トラベリングしないでできている。 29.3 48.6

その場で　
ドリブル

指を広げ，手の平で包み込むようにドリブ
ルしている（平手打ちでない）。

75.3 81.2

腕全体を使って，ボールを迎え入れるよ
うにドリブルしている。　

29.6 48.6

走りながら
ドリブル

指を広げ，手の平で包み込むようにドリブ
ルしている（平手打ちでない）。

68.1 78.9

腕全体を使って，ボールを迎え入れるよ
うにドリブルしている。　

30.3 43.8

ジグザグ　
ドリブル

ボールを左右へ切り返すことができてい
る。

21.6 50.5

その場で
シュート

胸か頭の前にボールを構えている（肩や
頭の後ろからでなく）。

71.7 87.1

弧を描くようボールが飛んでいる（直線的
でない）。

28.8 47.4

ドリブル　
シュート

1・2のステップからシュートを打っている。 15.3 35.2

到達目標に設定したもの

で、「下手や抱え込みのキャッチでなく、両手だけ

でキャッチすることができる。」を到達目標にする

こととした。 

 パスでは、「脇を軽く広げ、肘を曲げて、胸の前

からパス」を出すことは 8 割以上の児童ができて

いたことから、比較的簡単な技能であるといえる。

「床と平行なパス」が出せるということは、パス

が強くなり敵にパスをカットされにくくなったり、

攻めがスムーズになったりするなどの利点につな

がると考えられる。この技能の達成度は高かった

が、パスの距離が変わるなど他の状況になったと

きでも、相手へ「床と平行なパスを出すことがで

きる」ということを目指し、3・4 年生での到達目

標とした。走りながらパスにおいて、3・4 年生に

とっては「トラベリングをせずにパスをだす」こ

とは難しい技能であると考えられる。5・6 年生に

おいては、半数近くの児童が達成できていたこと

から、今後練習をすることによって達成できる技

能であると考え、到達目標とした。 

 

表 2 バスケットボールのボール操作技能の達成度(%) 

 ドリブルでは、「指を広げ手の平で包み込むよう

にドリブルしている」児童は 3・4 年生で 7 割程度

に達していたが、女子においては、平手でドリブ

ルをつく児童が半数近くいるという結果であった。

このことから、3・4 年生の段階で「平手でつくド

リブルでなく、指を使い手の平全体でドリブルす

ることができる」を到達目標にすることとした。

また、走りながらドリブルではその場でドリブル

に比べると、どの項目においてもわずかに低下の

傾向ではあったが、ほぼ変わらない結果となった。

ゲームの中で、「ボールを左右へ切り返すことがで

きる」ということは、敵からボールを守るなどボ

ールをキープすることにつながると考えられる。

このことから、5・6 年生の段階で「ジグザグドリ

ブルにおいてボールを左右へ切り返すことができ

る」を到達目標とした。 

 シュートでは、今回の調査は「ゴールから 3ｍ離

れた右 45 度の位置からのシュート」としておこな

った。3・4 年生では、「胸の前か頭の前でボールを

構え、シュートを打つ」ことができる児童が 7 割

近くであったが、女子では肩や頭の後ろからシュ

ートをする児童もみられたことから、「胸の前か頭

の前でボールを構え、シュートを打つことができ

る」を 3・4 年生での到達目標とした。5・6 年生で

は、「弧を描くようボールが飛んでいる」の達成度

は 5 割近くあり、弧を描くようにボールが飛んで

いると、シュートが入る確率も高かったという結

果も得られたことから、「弧を描くようにシュート

できる」を 5・6 年生での到達目標とした。 

 ドリブルシュートでは、「1・2 のステップからシ

ュート」をするという技能は、どの学年において

も達成度が低かったが、5・6 年生においては、35％

の児童ができていた。ゲームの中でこのシュート

を使うことができると、攻撃の幅が増え、よりゲ

ームを楽しむことができると考え、「1・2 のステッ

プからシュートすることができる」を 5・6 年生の

到達目標とした。 

 

3-2 体力との関係について 

 スキル得点と体力得点との間には、男女ともに

中程度だが有意な相関関係が見られ（男子；r=0.684、

p＜0.000 女子：r=0.607、p＜0.000）体力が高い児童

ほど、ボール操作スキルが優れているという結果

となった。 

 

3-3 児童による自己評価との関係について 

 スキル得点と自己評価得点との間には、男女と

もに有意な中程度の相関関係があり（男子：r=0.572、 

p＜0.000 女子：r=0.425、p＜0.000）、ボール操作

スキルの児童による自己評価と客観的な評価は類

似していると考えられる。しかし、児童による自

己評価は広く分布することから、学習カード等の

活用の際には注意を要すると思われる。 
 

4. まとめ 

1）小学校 3 年生～6 年生 364 名を対象とし、バス 

 ケットボールに関するボール操作の達成度につ 

 いて調査した。 

2）ボール操作技能の各項目の達成度を一覧表に 

 まとめた。これらは、ゴール型（バスケットボ 

 ール）の体育授業を行う際に、各クラスの実態 

 把握に活用することができるだろう。 

3）達成度をもとに、ゲーム中の重要度を考慮して 

 学年群別の到達目標を設定した。 

4）ボール操作スキル得点と体力得点の間に正の 

 相関がみられた。また、自己評価とは中程度の 

 相関がみられた。 

5）到達目標に達するための学習例を検討した。 
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