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ハンドボール投げ記録向上に関する研究 

―15.0m 以下の対象者にボンバーゲームを適用して― 
発 表 者 渡邉 文弥 

                    指導教員 大津 展子 
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１．緒言 

我が国の小・中・高のボール投げの記録は，平成

20 年度と平成 30 年度の全国体力・運動能力，運動

習慣調査結果の調査報告と体力・運動能力調査（文

部科学省スポーツ庁，2019）から比較すると，表 2・

3 のようになっている。よって，我が国の小・中・

高の投記録は低下傾向にあると言える。 

投記録の低下傾向が続いている原因として，高

橋（2005）は投にかかわる類似の運動を経験する機

会が減少したことが原因であると述べている。 
しかし，投動作は文部科学省の「子どもの体力向

上のための取組ハンドブック（2016）」によると，

「走・跳・投」の基礎運動能力の 1 つとされてい

る。さらに，オーバーハンドスローは他の動作との

類似性が高いと指摘されている。出井（2005）は，

投動作は打つ・蹴るといった動作と共通した動き

（構え方，体幹の捻り，ステップなど）があり，投

げると捕るは同時に行われることが多いことから，

投能力が低いということは，打つ・蹴る・捕るとい

った能力も低いと考えられると述べている。 
よって，ハンドボール投げの記録向上によって

投げる力が身につくことは，体育授業でボールゲ

ームやボール運動，球技のゲームを楽しむことに

繋がる。 
そこで本研究はボンバーゲームを行うことで低

下傾向にあるハンドボール投げの記録が向上する

か，また，向上した要因について対象者の心理面に

着目してインタビュー内容から明らかにすること

を目的とする。 
 
2．研究方法 

2—1 対象 

・Ｉ大学学部生 8 人（ハンドボール投げ 15.0m 以

下 8 名） 
ハンドボール投げ 15.0ｍ以下に設定した理由は，

新体力テストを根拠とした。新体力テストの，ハン

ドボール投げの女子の得点で 14.0~15.0ｍは 6 点と

なっている。全ての種目で 6 点を記録した場合，総

合評価はCとなる。このことから今回の研究では，

投能力が低い基準として 15.0m に設定した。 
・ボンバーゲームはハンドボール投げ 15.0m 以上

の学生を 2 名加え計 10 名で行った。 
2—2 実施時期 

ボンバーゲーム前のハンドボール投げの測定は

令和元年 11 月 7，8 日に行った。ボンバーゲームは

令和元年 11 月 25，26，28 日に行い，最終日のボン

バーゲーム終了後にハンドボール投げの測定を行

った。実施後のインタビューは令和元年 12 月 9，
10 日に行った。 
2—3 実施方法 

ハンドボール投げの測定は文部科学省，新体力

テスト実施要項を参照し，ボンバーゲーム実施前

と実施後に測定を行った。 

ボンバーゲームは各チーム 2 名で計 5 チームを

つくり，5 チーム総当たりで 4 試合のボンバーゲー

ムを行う。これを 3 日間行った。実験者からの働き

かけとしては，投動作の指導プログラムは行わず，

運動学習場面での助言や具体的フィードバックだ

けに限ることとした。 
2—4 インタビュー項目 

・ボンバーゲームでできるようになったこと 
・できなかったこと 
・記録が向上・低下したのは何が影響しているか 
・ボンバーゲームを行って楽しむことができたか 
以上 4 点についての聞き取りを行った。 
 
3．教材 

ボンバーゲームとは，ビニール袋製のボールを

使って行い,1 回の触球で相手コートに攻撃する「攻

守一体プレイ型」のネット型のゲームである。ボン

バーゲームの特性として以下の 3 点が挙げられる。 
 

表 1 ボンバーゲームの特性 

① オーバーハンドスローが自然と身につく教具 
ボンバーゲームで使用するボールは，形が球状

で，紐のように飛び出した爆弾のような形にな

る。この独特な形状のボールとネットの高さが

絶妙に作用し，これまで指導が難しかったオー

バーハンドスローを子どもたちが身に付けやす

くなる。 
② 落とす落とさないという楽しみに浸かること

ができる 
使用するボールによってボールの落下速度を遅

くし「落とす/落とさない」というネット型の本

質的な楽しさを味わうことができる。 
➂ 安心して失敗できるルールである 
投げたボンバーがネットに掛かったりコートの

外に出たりしても相手側に得点が入ることはな

く，攻撃権だけが相手側に移行することになっ

ている。このルールによって失敗を恐れること

なく思い切って投げることができるようになる。 
（ネット型の楽しさを存分に味わいながら投能力を伸ば

す「ボンバーゲーム」の開発,参考） 
 

ボンバーゲームは，児童生徒の発達段階や運動

能力に合わせて場，教具，ルールの工夫がしやすい

ので，今回の研究でボンバーゲームを行うにあた

り，対象者の大学生の運動技能に合うように，体育

教育学を専門とする教授の指導の下，小学校低学

年を対象としてボンバーゲームを開発した西村が

作成したルールを参考に，表 4 のように対象者に

運動技能に合わせて設定した。 
 
4. 結果と考察 

図 1 はボンバーゲーム前後のハンドボール投げ

の記録を示したものである。ボンバーゲームを行
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い，ボンバーゲーム前後のハンドボール投げの記

録を比較したところ，8 人中 7 人のハンドボール投

げの記録が向上した。個人別にみると，向上した記

録が最も大きいのは対象者 E で 11.4ｍから 17.7ｍ
になり，6.3ｍ記録が向上した。一方、低下した対象

者も見られた。低下した対象者は対象者 H で 8.7ｍ
から 8.3ｍとなり，0.4m の低下となった。 

 

 
図 1 ボンバーゲームの前後のハンドボール投げ

の記録 

 

インタビュー内容から記録が向上した要因とし

て考えられることは，「反復して投げる動作を行

うことができた」ことである。「反復して投げる

動作を行うことができた」要因についてインタビ

ュー内容を分類していくと 2 つの心理面のカテゴ

リーに分けることができた。 
1） 楽しさ 

・失敗が得点に影響しないため，失敗してもまた

チャレンジしようと前向きにできた。 
・ボンバーが軽いことで躊躇せずに思い切り腕を

振れたこと。 
・ハンドボールの記録が高い人との差を感じるこ

となくゲームをできた。 
これらのことによって楽しさを感じた。 
2） 夢中になれた 

・相手が触れられないと得点にならないので，作

戦を考えるようになり，意図した得点が取れるよ

うになった。 
これを繰り返し行うことでゲームにのめり込み夢

中になりゲームを行うことができた。 
 
 

表 2 小・中学生のボール投げの記録（ｍ） 

 
（文部科学省スポーツ庁， 2019 より引用） 

表 3 高等学校のボール投げの記録（ｍ） 

 
（文部科学省スポーツ庁，2019 より引用） 

この 2 点が反復して投げる動作ができたことに繋

がり、投動作を身に付けるための指導プログラム

を用いずに、「楽しく夢中になり反復して行う」こ

とができるボンバーゲームを行うことはハンドボ

ール投げの記録向上に繋がる。 
 
5．今後の課題 

今回の研究では、対象者の心理にボンバーゲー

ムがどう作用したのかを見るため対象者を少なく

したが，今後は対象者をさらに多くしてハンドボ

ール投げの記録が向上するかを検討する。さらに，

インタビュー内容から投げること以外に新たな課

題が明らかとなった。対象者 8 人中 6 人から捕球

動作について挙げられた。捕るという技能は，ボー

ルゲームにおいて必要不可欠である（星川・鬼頭，

1982； 歌川，2008MacPhail et al.2008）と指摘され

ているように，捕球能力も投能力と同様に重要な

能力であること分かる。しかし，投能力に比べて捕

球能力に関する研究が少ないという現状がある。

よって、捕球能力にも焦点を当て，捕球能力向上の

ための教材研究をしていきたい。 
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表 4 ボンバーゲームのルール 

① 1 チームの人数 2 名 
② 1 ゲーム 4 分間 
③ コートの広さ 横 9m×縦 12m 
④ ネットの高さ 2m 
⑤ ゲーム開始時，ボンバーを投げる者が「レデー」

と声をかけ，「ゴー」と相手が返事をしたら投

げ入れる。 
⑥ 相手から投げ入れられたボンバーに触れられ

ず，自コートに落ちた場合のみ点数が入る。キ

ャッチできなくてもボンバーに触れられれば，

相手チームの得点にはならない。 
⑦ ネットやアウトになったら相手に攻撃権が移

る。その際相手側の得点にはならない。 
⑧ 20 ㎝間隔で張っている 2 本のビニール紐に触

れたらネットの判定。 
⑨ キャッチしたらその場から投げる。 
⑩ 投げるふりは 1 回まで，3 秒以内に投げる。 
⑪ 判定に困った場合はやり直し。 
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