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中学校女子バレーボール部活動の適正化に関する研究 

―習熟度別の段階的練習プログラムの開発― 
発 表 者 三浦 千明 

                         指導教員 勝本   真 
キーワード：バレーボール，適正化，習熟度，練習プログラム 

  
1. 緒言 

学校の運動部活動は，スポーツに興味・関心の

ある同好の生徒が参加し，各運動部の責任者（以

下「運動部顧問」という。）の指導の下，学校教育

の一環として行われてきた。しかしながら，少子

化が進展しており，運動部活動においては，従前

と同様の運営体制では維持が難しく学校や地域に

よっては存続の危機にある。適切な指導の実施の

ために，運動部顧問は，運動部活動の実施に当た

って指導に必要とされる基本的な知識や専門的な

知識に基づく科学的なトレーニング理論とできる

だけ短時間に合理的で効果的な指導方法の習得が

求められている。そのため担当になった運動部顧

問は知識の習得のために自ら学ばなければならず，

教員の負担の一つとなっている。そのため，練習

プログラムを作成することで指導の手引きがない

競技においても教員の負担が軽減されるのではな

いかと考えた。 
そこで本研究では，中学校女子バレーボール部

を対象とし，レベル別の技術の習熟度，技能レベ

ルの差について着目し，有効的な練習について調

査することにした。対象者の技術の向上から，独

自に考案した練習プログラムの有効性について明

らかにすることで，運動部活動運営の適正化の一

資料を得ることを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1  調査対象 

茨城県内にある中学校 S 中学校，K 中学校，N
中学校の 3 校で女子バレーボール部に所属してい

る生徒 S 中学校 18 名，K 中学校 17 名，N 中学校 8
名の計 43 名を対象とした。 
中学校 3 校は，S 中学校は県大会出場，K 中学校

は地区大会出場，N 中学校は市大会予選敗退とい

う成績で，それぞれレベルが異なっている学校で

ある。 
2-2 練習プログラム 
パス・サーブ・サーブレシーブ・スパイク・ス

パイクレシーブの基本技術である 5 項目とトレー

ニングの全 6 項目に分類してそれぞれの練習プロ

グラムを作成した。 
1)縄跳び二重跳 
2)片手リフティング 
3)直上オーバーハンドパス 
4)直上アンダーハンドパス 
5) 4 人組移動オーバーハンドパス 
6) 4 人組移動アンダーハンドパス 
7)的当てサーブ 
8)股抜き 
9)サーブレシーブ 
10)壁打ち 
11)スパイク 
12) 3 人組対人パス 

2-3 調査方法 
調査期間は 11 月から 1 月中旬までで，各学校で

練習を行った。練習時間は，各中学校の部活動活

動時間内で行い，練習メニューは各学校の部活動

顧問の先生が時間を考慮して練習し，独自に作成

した練習記録用紙に記録した。 
2-4 分析方法 
 分析項目は，回数，平均値，標準偏差，最大値，

最小値の 5 項目で Microsoft Office Excel 2016 を使

用し分析した。その後，中学校ごとに同じ 5 項目

を算出し個人の記録の変化と中学校ごとの比較に

ついて分析した。 
 

3. 結果と考察 

3-1  S 中学校内の記録の向上と変化 
 S中学校全体で見ると2回以上測定した練習プロ

グラムのうち，縄跳び二重跳,片手リフティング，

直上オーバーハンドパス，直上アンダーハンドパ

ス，股抜き，3 人組対人で記録の向上がみられた。

被験者別で見ると，片手リフティング右手は 18 人

中 11 人(61.1%)，左手は 18 人中 8 人(44.4%)が毎練

習ごとに記録が向上していた。片手リフティング

での記録の向上は最大で右手 47 回，左手 75 回で

あった。直上パスでは，オーバーハンドパスは 18
人中 12 人(66.6%)，アンダーハンドパスは 18 人中

7 人(38.8%)が向上していた。全体的に見ると記録

が向上しているとは言い切れないが，初回の記録

から 1 分間内で行えるだろうと想定していた 80 回

に近かったため，大幅な向上は見られなかったと

考えられる。4 人組の移動オーバーハンドパスとア

ンダーハンドパス，3 人対人パスの 3 つの練習プロ

グラムは，練習日によって記録の変動が激しく，

複数人によって練習を行うため，ペアの組み合わ

せによって左右されているということが考えられ

る。 
 

3-2  K 中学校内の記録の向上と変化 

K 中学校の被験者全体で見ると 2 回以上練習を

行った練習プログラム全てで，初回の測定より記

録が向上していた。被験者別で見ると片手リフテ

ィングでは被験者全員の記録の向上が見られ，特

に 17人中 7人(41.1%)が片手リフティング右手で記

録が毎練習ごとに向上していたが，7 人(41.1%)は，

記録の向上後，その後の練習から記録の増減が見

られなくなった。片手リフティング左手でも 17 人

中 6 人(35.2%)の記録が毎練習ごとに向上したが，9
人(52.9%)は記録の向上後，その後の練習での記録

の増減が見られなくなった。片手リフティングで

の記録の向上は最大で右手 67 回，左手 110 回であ

った。記録の向上が全体的にみられたが，ある程

度記録が向上した後，記録が向上しなくなるとい

うことは，次の段階の練習プログラムに移行する

べきであったが今回は実施できなかった。直上パ
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スでは直上オーバーハンドパスは 17 人中 8 人

(47.0%)が，直上アンダーハンドパスは 5 人(29.4%)
が毎練習ごとに記録の向上がみられた。全体では

記録の向上がみられたが，片手リフティング時よ

りも記録が向上していないということは，片手リ

フティングが直上パス時に活かされていないこと

が分かった。直上オーバーハンドパス 81.1 回，直

上アンダーハンドパス 66.8 回という全体の平均値

に対し，4 人組の移動オーバーハンドパスは 34.4
回，アンダーハンドパスが 40.6 回と直上パス時よ

り平均値が低く，ペアの組み合わせに関わらず記

録が低いことが分かった。 
 
3-3  N 中学校内の記録の向上と変化 

 N 中学校全体で見ると，2 回以上練習を行った練

習プログラムのうち縄跳び 1 セットと的当てサー

ブ以外は初回の測定より記録が向上していた。特

に直上パスは記録の向上が著しく，最大でオーバ

ーハンドパスは 46.9 回，アンダーハンドパスでは

29.0 回と初回の記録より向上していた。また，股

抜きでの記録が良かった練習日では，同日に行っ

た 1 人サーブレシーブでの記録も向上している。

この結果から股抜きができるようになると，サー

ブレシーブの技術も向上できることが推察できる。

スパイク壁打ちとスパイクでも，同じことがいえ

ると想定していたが，スパイク壁打ちの記録が 17.2
回と最大だった練習日でスパイクは 6.3 回とスパ

イクの最大値ではなかった。しかし，スパイク壁

打ちとスパイクをそれぞれ見ると記録が向上して

いることからスパイク壁打ちでボールを打つ腕と

手の使い方は習得できても，ジャンプする際の助

走時に腕のタイミングがずれてしまいスパイクの

記録に繋がらなかったのではないかと考えた。こ

の結果から，スパイクを打つ前に助走の練習と自

分の打点を上げるためのジャンプ力トレーニング

を考える必要があることが分かった。 
 

3-4 中学校 3 校での比較 

3 校全体で比較してみると，片手リフティング右

手，左手は K 中学校，S 中学校，N 中学校の順に

回数が大きかった。直上オーバーハンドパスとア

ンダーハンドパスと個人で行う練習プログラムは

大きな差が見られなかった。しかし，4 人組の移動

オーバーハンドパス，アンダーハンドパスでは直

上オーバーハンドパス，アンダーハンドパスの平

均値よりオーバーハンドパスではS中学校は 9.2回
減，K 中学校は 46.7 回減，N 中学校は 49.7 回減，

アンダーハンドパスでは S 中学校は 10.5 回減，K
中学校は 26.2 回減，N 中学校は 35.1 回減と差がで

た。同様に縄跳び二重跳と的当てサーブでも S 中

学校，K 中学校，N 中学校という順番であった。

この差は大会成績順で表れていることから，大会

上位チームは，体力があるということ，相手との

距離感が掴めており安定性があるということ，コ

ースを狙えるという正確性があると考えられる。

この結果から自分の真上に上げることができても

対人でパスをする，場所を移動するという練習に

は繋げることができていないということがいえる。

このことから，対人パスでの記録を向上するため

には，距離感を掴み相手の位置に正確に送れるよ

うになるための別な練習プログラムの開発が必要

であるということが考えられる。 
 

4 まとめ 

本研究で得られた結果，次のことが明らかにな

った。 
1)実施校全てで片手リフティングは記録の向上が

みられた。 
2)股抜きができるようになると，サーブレシーブの

技術も向上できると推察できる。 
3)スパイク壁打ちはスパイクの技術向上とは関係

性が薄く，別の練習プログラムを考案する必要が

ある。 
4)移動パスを向上させるためには直上パスだけで

はなく，相手の距離感を掴み正確に相手がパスで

きるような練習プログラムが必要である。 
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図 1 片手リフティング平均回数 

 
図 2 直上パス平均回数 

 
図 3 4 人組の移動パス平均回数


