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1． 緒言 

2008年・2009年の学習指導要領は、「確かな学

力」の形成を基本方針に改訂が行われた。とりわけ、

体育・保健体育においては、教科目標の実現を目指

して学習内容を具体的に、かつ明確に示す努力がな

された。 

特定の基本方針のもとに、作成されたカリキュラ

ムが有益であるかどうかは、その実現状況を確かめ

る必要があり、特に中央教育審議会（2003）の答

申では、従来、ペーパーテストを中心に検討されて

きた教科のみではなく、音楽や体育などの実技教科

においても不断に学習内容の習得状況を調査する

必要性が指摘されている。 

これまで、体育・保健体育は唯一カリキュラムの

実現状況を確かめてこなかった教科であるが、近年

その調査に関心を向けた研究が活発に行われるよ

うになっている。例えば、宇井ら（2013）はゴー

ル型で保証すべき技能を明らかにするための研究

を試み、「スペースへ走り込んでボールを受ける動

き」や「相手にとられないボールコントロール」技

術に対する自己効力感を有することがゲームへの

肯定的参加意欲をもつことに関係していることを

明らかにしている。また、技能に対する自己効力感

は種目そのものの自己効力感の規定力を示すこと

を明らかにする一方で、球技種目の分類を行ったと

きにはラグビーやプレルボールなどゲーム経験の

少ない種目については、分析対象から外している。 

これらの結果は、技能を学習することが運動領域

において重要であることを示す一方で、それ以外に

もゲーム参加に影響を及ぼす学習内容が存在する

と予想できる。本研究では、スポーツ種目のルール

理解に焦点をあて、その理解水準とゲーム参加意欲

との関係について検討することを目的とする。 

 
2． 研究方法 
2-1 対象 

 茨城大学の学生 273名(男 112名 女 161名)が
調査対象である。調査は、無記名自記式の調査票を
用いて、2013年 12月中旬に実施した。調査当日は、
調査票を配布し、回答後にその場で回収した。 
2-2 調査票の作成 

調査票及び調査項目は、体育を専攻する学生 4名、

院生 2名、教員 1名によるブレインストーミングな

らびに大学生へのインタビューによって作成した。

調査項目は①フェイスシート（学部、性別、年齢、

部活動経験）②各種目に対する自己効力感③習得技

能の自己効力感（ルール理解、ボールを持たない動

き、ボール操作）④レクリエーション大会への参加

意欲の 4項目を設定した。回答はサッカー、ハンド

ボール、それぞれに回答欄を作成し、ルール理解に

ついては 5段階、ボールを持たない動き、ボール操

作については 5段階を設定した。 

2-3 分析方法 

まず、習得技能およびルール理解の水準化を図る

ために、自己効力感を従属変数、習得技能およびル
ール理解を独立変数としてマンホイットニーの U

検定を行った。また、各種目および習得技能に対す
る自己効力感、ルール理解水準、レクリエーション
大会への参加意欲の実態をみるため、3項目それぞ
れについて種目毎に中央値と範囲(四分位)を算出し
た。特に、男女の差を検討するにあたっては、マン
ホイットニーの U検定を行った。 

 また、習得技能の水準およびルール理解水準とレ
クリエーション大会への参加意欲との関係を明ら
かにするために、レクリエーション大会への参加意
欲を肯定的回答群と否定的回答群の二群に分け、ル
ールの理解レベルおよび習得技能の水準とのクロ
ス集計を行った。有意性の検討にはχ2 検定を適用
し、有意な差が認められた場合には残差分析を行っ
た。 

 以上の統計処理は、SPSS15.0を用い、有意水準

は全て 5%未満とした。 

 
3． 結果 

3-1 習得技能およびルール理解の水準の検討 

 各種目に対する自己効力感を従属変数とし、習得

技能およびルールの理解の項目間の差を検討する

ためにマンホイットニーの U検定を行った。その

結果、サッカーのボール操作およびボールを持たな

い時の動きにおいて作成した6項目中5項目におい

て有意な差が認められた。ハンドボールのボール操

作およびボールを持たない時の動きについては作

成した6項目中4項目において有意な差が認められ

た。 

サッカーおよびハンドボール共に技能に関する

項目には「ゲームをイメージすることができない」

という技能項目を設定したが、すべて（サッカーの

ボールを持たない時の動きとボール操作、ハンドボ

ールのボールを持たない時の動きとボール操作の

4項目）他の技能項目との水準性が示されなかった

ので、この技能項目を選択した対象（119名）を除

外することにした。 

その他、ハンドボールのボール操作においては

「走りこんでいる味方にパスをつなげる」と「移動

しながらスピードを落とさずにシュートを決めら

れる」との間に、ボールを持たない時の動きにおい

ては「スペースへ走り込みながらパスを受けること

ができる」と「味方のスペースをつくるために、相

手を引き付けられる」との間に有意な差が見られな

かった。これはボール操作において「移動しながら

スピードを落とさずにシュートを決められる」、ボ

ールを持たない時の動きにおいて「味方のスペース

をつくるために、相手を引き付けられる」と回答し

た対象者数がほとんどいなかったためであり、対象

者数が増加すれば有意な差が認められると考えら

れるため、ハンドボールの習得技能においてもサッ

カーと同様の 5項目を水準とし分析を進めること

にした。 



 ルール理解についてはサッカーの「ゲームを全く

イメージできない」と「攻防するための基本的な行

為がイメージできる」との間、「プレーの再開方法

がわかる」と「反則行為がわかる」との間において

有意な差が認められなかった。これは「ゲームを全

くイメージできない」と回答した対象者が 1名のみ

であったため、ハンドボールとの比較のために項目

から除外せずに分析を進めることにした。また、「プ

レーの再開方法がわかる」と「反則行為がわかる」

との間においては有意傾向であったためそのまま

分析を進めた。また、ハンドボールについては「プ

レーの再開方法がわかる」と「反則行為がわかる」

との間において有意な差が認められなかったがサ

ッカーとの比較のために全ての項目(5 項目)を残し、

分析を行った。 

3-2.ルール理解、レクリエーション大会への参加意

欲の実態 

サッカーにおけるルール理解の中央値は4.0（プ

レーの再開方法がわかる）、レクリエーション大会

への参加意欲の中央値は1.0（四分位範囲1.00－

2.00）であった。一方、ハンドボールにおいては、

ルール理解の中央値は2.0（攻防するための基本的

な行為がイメージできる）、レクリエーション大会

への参加意欲の中央値は1.0（四分位範囲1.00－

2.00）であった。これらの結果を男女の違いについ

てマンホイットニーのU検定を実施した結果、サッ

カーのルール理解、レクリエーション大会への参加

意欲、ハンドボールのルール理解において有意な差

が認められ、男子のほうが高い得点を得る傾向がみ

られた。 

3-3 ルール理解水準とレクリエーション大会への

参加意欲との関係 

 表 1は、レクリエーション大会への参加意欲とル

ール理解との間で男女別にクロス集計を行った結

果である。χ2検定の結果、有意差が認められたた

め、残差分析を行った。表 1に示す通り、サッカー

の男子とハンドボールの女子についてはレベル 5

（反則行為がわかる）で有意に参加意欲が高い傾向

がみられたが、その他では有意な差は認められなか

った。ちなみに、習得技能とレクリエーション大会

への参加意欲との関係については先行研究に類似

した傾向はみられるものの、明確な傾向は導きだせ

なかった。 

 

4．考察 

 ルール理解については、サッカーの男子とハンド

ボールの女子についてはレベル 5（反則行為がわか

る）で有意に参加意欲が高い傾向がみられたものの、

対象者に一貫した結果が得られなかった。これはレ

クリエーション大会への参加意欲にルール理解が

関係していないことや、今回作成したルール理解水

準においてゲーム参加に関係のあるルールを捉え

きれていなかったことなどが原因として考えられ

る。特に本研究においてはサッカーの男子とハンド

ボールの女子については有意な差がみられたため、

ルール理解自体が参加意欲に関係がないのではな

く、今回作成した水準に問題があったと考えられる。  

特にハンドボールにおいて「ゲームのイメージが

つかない」という技能項目を選択した対象が、今回

の調査対象者全体の 43.5%いたことは、今回の分析

結果に影響を及ぼしていると考えられる。ルール理

解を取り上げたのは、ゲームそのものの理解を示す

項目として取り上げたつもりであったが、対象者ら

が考えるゲームイメージのなさは、ルールの理解と

いうよりはむしろ行える行為のイメージととらえ

た方がよりゲームへの参加意欲に関係していると

もとらえることができる。 

 
5．まとめ 

本研究は、ゴール型におけるルール理解とゲーム

への参加意欲との関係ついて明らかにすることを

目的とし、分析を行った結果、以下の結果が得られ

た。 
 サッカーの男子とハンドボールの女子については
レベル 5（反則行為がわかる）で有意に参加意欲
が高い傾向がみられたが、その他では有意な差は
みられず、対象者に一貫した結果が得られなかっ
た。 

 対象者らが考えるゲームイメージのなさは、ルー

ルの理解というよりはむしろ行える行為のイメー

ジととらえた方がよりゲームへの参加意欲に関係

しているとも考えられるので、今後は以上の点を

ふまえた調査項目を作成し検討したい。 
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ｎ % 残差 ｎ % 残差 ｎ % ｎ %

サッカー レベル1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 ハンドボール レベル1 0 0 0.0 0 0 0.0

ルール理解 レベル2 10 13.5 1.8 † 3 4.1 －1.8 † ルール理解 レベル2 25 33.8 2.2 * 6 8.1 －2.2 *

レベル3 8 10.8 1.0 4 5.4 －1.0 レベル3 14 18.9 －0.3 8 10.8 0.3

男 レベル4 12 16.2 0.6 8 10.8 －0.6 男 レベル4 8 10.8 －1.5 8 10.8 1.5

n=(74) レベル5 10 13.5 －2.7 ** 19 25.7 2.7 ** n=(74) レベル5 2 2.7 －1.3 3 4.1 1.3

サッカー レベル1 1 1.3 0.7 0 0.0 －0.7 ハンドボール レベル1 10 12.5 0.2 2 2.5 －0.2

ルール理解 レベル2 18 22.5 1.4 4 5.0 －1.4 ルール理解 レベル2 35 43.8 0.5 7 8.8 －0.5

レベル3 18 22.5 1.4 4 5.0 －1.4 レベル3 12 15.0 －0.1 3 3.8 0.1

女 レベル4 14 17.5 －1.8 † 11 13.8 1.8 † 女 レベル4 7 8.8 0.5 1 1.3 －0.5

n=(80) レベル5 5 6.3 －1.5 5 6.3 1.5 n=(80) レベル5 1 1.3 －2.2 * 2 2.5 2.2 *

表１　サッカー、ハンドボールの参加意欲とルールの理解水準の関係

レベル レベル
残差 残差

参加意欲下位群参加意欲下位群 参加意欲上位群 参加意欲上位群


