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1. 緒言 

2008 年に示された小学校学習指導要領・体育編

(文部科学省)では、ボール運動系において技能の観

点が「ボール・用具操作」と「ボールを持たないと

きの動き」に整理された。 

 吉永ら(2007)は、ゴール型では、一人のプレイヤ

ーがボールを保持する時間はごくわずかであるこ

とから、「ボールを持たないときの動き」が重要に

なると述べている。Griffin(1996)はゲームパフォ

ーマンスを「ボール操作の技術」と「ボールを持た

ないときの動き」に定義づけ、ゲームパフォーマン

スを最大限に伸ばそうとするなら、「ボールを持た

ないときの動き」を指導すべきであると述べている

(岡田ら、2015)。 

 しかし、ゴール型は攻守が入り乱れたり、状況判

断の契機が多かったりするため、学習者にとって動

きが難しいとされる。 

これらのことから、鬼澤ら(2006)の研究では、バ

スケットボールの単元に、3 対 2 のゲームを採用し、

アウトナンバーゲームの有効性を検討している。ま

た、Griffin(1999)は体育授業で状況判断を高める

指導法として、戦術アプローチの有効性を述べてい

る。これは、戦術に関する知識や能力をゲーム中に

発揮させることが明確に位置づけされている。そこ

で、高橋を中心とした研究グループは、容易にボー

ルを持たないときの動きを習得できる教材として、

フラッグフットボールに着目し、その有効性を検証

するための実践的研究を行ってきた。 

 以上のような先行研究から、ボールを持たないと

きの動きの習得に関する研究は多種多様に行われ

てきた。しかし、学校体育を中心とした量的研究が

大多数を占めている。そこで本研究では、ゴール型

競技未経験者２名の大学生を対象としてボールを

持たないときの動きに焦点を置き、動きの変容を検

証するとともにプレイ一つ一つをどのように思考

判断し行ったかを質的に研究すること、教師役から

のどのような言葉かけ(戦術アプローチ)で変容し

ていくのかを研究することを目的とする。 

 

2． 研究方法 

2-1 調査対象 

 Ｉ県の大学生 2 名(ゴール型競技未経験者)。 

また、体育実技授業でフラッグフットボールの経験

がない者を選定した。 

2-2 実験計画 

 実験計画を Table.1 に示した。実験は 9 回で構成

し、実験前と実験後に 3 対 3のイーブンナンバーゲ

ームのフラッグフットボールを行い、ボールを持た

ないときの動きの変容を検証する。そのために第１

回から第9回において3対2のアウトナンバーゲー

ムによるフラッグフットボールを行う。また、容易

なボール操作を可能にするために新聞紙を丸めた

ものを洗濯ネットで包み、それをガムテープで覆っ

たものを使用する。 

 本研究は、対象者を実験群として協力者を統制群

として対照実験を行う。 

 

Table.1 実験計画 

回 学習過程 指導内容 

１ ブロックの動きを

身に付けて、味方を

サポートしよう。 

ブロックの動きで、味方

に空いているスペース

をつくりだす。 

２ 

３ 

４ フェイントの動き

を活かして、プレイ

しよう。 

フェイントの動きを身

に付けて、空いているス

ペースを見つける。 

５ 

６ 

７ これまでの学習を

振り返り、自主的に

プレイしよう。 

チームの特徴を活かし

ながら、作戦を考える。 
８ 

９ 

 

2-3 データ収集の項目 

2-3-1 VTR による映像分析 

実験中、対象者が行っているゲームの場面を体育

館の上部からビデオカメラで撮影を行った。その

VTR 映像を対象としてゲームでの適切なサポート回

数の変容を分析した。 

 

2-3-2  対象者２名に半構造化インタビュー 

1 ゲームごとに一人一人に半構造化インタビュー

をしてどのような意図をもってプレイしているの

か、この時撮影した映像を対象者に行った。 

 

3． 結果と考察 

3-1 対象者Ａについて 

 Figure.1、Figure.2 は対象者Ａの実験全体の適切

なサポート回数と実験前後の適切なサポート回数

を示している。 

 Figure.1 から、指導内容の変わり目で適切なサポ

ート回数が減少しているが、全体を通して回数が増

えていった。この事実から、本研究を通して対象者

が、ゲーム中でボールを持たないときの動きを理解

し肯定的に変容させていたことが確かめられたと

いえる。 

 映像から、実験前のイーブンナンバーゲームで同

じところを何度も往復している場面や空いている

スペースを見つけることができず前に進めていな

いことが分かった。実験中のアウトナンバーゲーム

においては、戦術アプローチの仕掛けにより対象者

Ａの動きが明確になったことが分かる。さらに、実

験開始当初よりも実験中盤あるいは後半の方が、有

意に適切なサポートをしていた。なかでも第 3 回で

は適切なサポートを 5 回していたが、中盤から後半

に進むにつれて、動きを理解しゲーム中の状況を判
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断し自主的にプレイしている様子がうかがえた。 

 サポートの動きにおいて半構造化インタビュー

より第 6 回では、「作戦を分かりやすく、紙に書い

て説明してくれた後にイニングごとに振り返りを

してくれたのでゲームで活躍することができた」と

発言していた。指導内容が変わり対象者にとって動

きの難しさがある学習過程でも、的確な戦術アプロ

ーチや言葉かけを行えば、ゴール型競技未経験者を

より肯定的に変容させられることが分かった。 

 

 
 

Figure.1 対象者Ａのアウトナンバーゲームの 

適切なサポート回数 

 

 
 

Figure.2 対象者Ａの実験前後の 

イーブンナンバーゲームの適切なサポート回数 

 

3-2 対象者Ｂについて 

 Figure.3、Figure.4 は対象者Ｂの実験全体の適切

なサポート回数と実験前後の適切なサポート回数

を示している。 

 Figure.3 から指導内容によって、適切なサポート

回数が大きく異なっていることが見て取れる。 

なかでも戦術アプローチとしてブロックの動きを

指導した第 1、2、3 回では、安定して適切なサポー

トができるようになったことが分かる。 

 第4回で一度も適切なサポートができなかった理

由として、教師役からの言葉かけがあいまいだった

ことが挙げられる。対象者Ｂが戦術アプローチを理

解できないままゲームをしていたので、どこに動い

ていいか分からなくなってしまったことが考えら

れる。この結果から、全員に同じ戦術アプローチを

するのではなく、対象者の運動能力等を考慮し、理

解させることが重要だということが明らかになっ

たといえる。 

 映像から、実験当初に比べ、動きに意図を持ち明

確に動けていた。第9回の実験では作戦を自ら考え、

ボールを持っていないときに自信をもって動いて

いる様子がうかがえた。 

 Figure.2 から実験前は一度も適切なサポートが

できなかったが、実験後には 3 回の適切なサポート

をしている。実験を通して、ボールを持たないとき

の動きが肯定的に変容したことが分かる。 

 

 
 

Figure.3 対象者Ｂのアウトナンバーゲームの 

適切なサポート回数 
 

 
 

Figure.4 対象者Ｂの実験前後の 

イーブンナンバーゲームの適切なサポート回数 
 
4． まとめ 

 本研究では、指導内容によっては低下が見られた

が、対象者Ａ、Ｂともにボールを持たないときの動

きが肯定的に変容したといえる。低下が見られたフ

ェイントを活かして、空いているスペースを見つけ

るという動きの変容は十分には期待できないと思

われた。この結果を踏まえて、ゴール型競技未経験

者にとって戦術アプローチが必要不可欠であると

いうことが確かめられた。 

加えて本研究は対象者がゴール型競技未経験の

大学生 2 名だったため、体育授業での変容まで至っ

ていない。体育授業における学習内容の習得の過程

でボールを持たないときの動きの変容および発展

については、さらに長期間にわたる研究が必要であ

ると考えられる。今後の課題としたい。 
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