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子どもの体力向上のための方策
－運動好きな子どもを育てる体育授業の創造－

香芝市立三和小学校 教諭 岡 田 久 典

Okada Hisanori

要 旨

新学習指導要領のボール運動領域で取り上げられている「ネット型」では、ボー

ル操作についての制限を緩和するなどのルールの簡易化により、ボールをつないだ

り、ボールを打ち返したりするゲームの楽しさや喜びに触れることがねらいとされ

ている。本研究では、児童の意欲を高め、さらには運動技能をも高めるためのルー

ルの簡易化について検証した。

キーワード： ソフトバレーボール、簡易化されたゲーム、キャッチトス

１ はじめに

(1) 研究の背景

平成14年９月、中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について」

が出されて以来、子どもの体力向上にかかる取組の重要性が強調されている。しかし、ここ

数年の体力テストの結果を見ても、子どもの体力の状況は、改善されたとはいえない。

さらに、平成20年度より文部科学省は、全国体力・運動能力、運動習慣等調査を実施し、

その結果を公表した。本校の児童の体力合計点の平均は男女とも県平均、全国平均を上回っ

てはいるものの、決して楽観視できる状況ではない。

子どもの体力の低下は，運動量が減少したことによるものと考えられる。先の答申では、

「子どもが運動不足になった原因として、スポーツや外遊びに不可欠な要素である時間、空

間、仲間の減少が考えられる。」と指摘している。このような中で、小学校の体育科が果た

すべき役割が問われている。

平成20年３月に告示された学習指導要領の小学校体育の「ボール運動領域」では、「簡易

化されたゲーム」で攻防をすることが示された。従前からも「ルールの工夫」は示されてい

たが、今回は、今目の前にいる児童の状況から出発して、児童が楽しめるようにゲームのル

ールを簡単にすることを強調したといえる。このことにより、だれもが楽しめるボール運動

の授業づくりが一層進むのではないかと考える。

(2) 現状と課題

本学級は、運動好きな児童が少ないというわけではなく、むしろ体育学習を楽しみにして

いる児童が多い。本単元の学習前に行った運動についてのアンケートでは、サッカーや野球、

スイミングといったスポーツクラブに所属し、運動をしている児童が多い中で、あまり運動

をしていない児童もおり、運動の行い方の二極化が見られる。また、何かのクラブに所属し
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ないと運動する機会がないという現代の児童の実態は本学級においても現れており、家に帰

ってから友達と外遊びをするという児童はかなり少ない。(表１）

表１ 家での運動の様子

（質問１）あなたは家に帰ってからどんな運動をしていますか

スポ少やクラブチーム・習い事で運動している 19

友達と公園などで運動する 3

あまり運動していない 2

ほとんど運動はしていない 1

運動機会の差が運動能力の差につながっているとすれば、小学校体育が児童の体力向上に

向けて果たすべき役割は、大変重要になってくると言える。運動経験が少なく、そのために

運動に対する親しみや自信をもちきれていない児童が、体育の時間の運動（ゲーム）により

運動への親しみをもち、意欲的に運動にかかわるようにすることが必要であり、本研究は、

そのような授業を創り出すことを目的として実施した。

２ 研究目的

体育の授業を通して体力の向上を目指すために、以下の仮説を設定し、検証する。

研究仮説

ボール運動の学習において、「簡易化されたゲーム」を行うことにより、運動経験の少

ない児童だけでなく、すべての児童の運動に対する意欲が高まり、結果として運動技能の

向上が期待できる。

「簡易化されたゲーム」････ルールや形式が一般化されたゲームを児童の発達の段階を踏ま

え、ゲームのルールや様式を修正し、学習課題を追求しやすい

ように工夫したゲームをいう。

（『小学校学習指導要領解説体育編』より）

３ 研究方法

・授業研究

・事前事後の意識調査、観察及び学習カードによる考察

４ 研究内容

(1) ソフトバレーボールの中心的なおもしろさ（機能的特性）について

平成20年の学習指導要領の改訂においては、「体力の向上のための指導の充実」とともに「生

涯にわたって、運動に親しむ資質や能力の育成」を一層充実することが求められている。「運

動に親しむ資質や能力」とは、運動への関心や自ら運動をする意欲、仲間と仲良く運動をす

ること、各種の運動の楽しさや喜びを味わえるよう自ら考えたり工夫したりする力、運動の

技能などを指しており、体育学習においては、発達の段階を踏まえ、これらを確実に育成す

ることが大切である。

新学習指導要領のボール運動領域で取り上げられている「ネット型」では、ボール操作に
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ついての制限を緩和し、チームの連係プレーによる攻撃が成り立つようにルールを簡易化し

て、ボールをつないだり、ボールを打ち返したり

するゲームの楽しさや喜びに触れることがねらい

とされている。例えば、『学校体育実技指導資料

第８集 ゲーム及びボール運動』においては、「ボ

ールキャッチやワンバウンドを認めたり、コート

の広さやネットの高さを児童の実態に応じて工夫

することで『３段攻撃のおもしろさ』や『アタッ

クのおもしろさ』に触れることができる。」と、

簡易化されたゲームの例を挙げている。（図１）

どの児童も運動を楽しめるように「簡易化」さ

れたゲームが、児童（運動が得意な児童も運動が

苦手な児童も）の運動への意欲を高め、学習カー

ド中に示される児童の運動への関心・意欲の高ま

り、また運動技能の高まりという結果が見られる

ならば、楽しい体育授業の創造（運動の得意な児

童もそうでない児童も楽しめる授業づくり）とい

え、そのような授業を創造することが児童の体力

向上に資することができると考えた。 図１ 簡易化されたゲームの例

今回の研究においては、高学年ボール運動領域 （ 『学校体育実技指導資料 第８集

の「ソフトバレーボール」を題材にして進めた。
ゲーム及びボール運動』より引用）

「ソフトバレーボール」の中心的なおもしろさ（機能的特性）とは、「ネットをはさんで相

対した集団が連携して、ボールを落とさせよう・落とすまいとするその攻防（競争）」と考

えられる。また、攻守混合系のバスケットボールやサッカーと異なり、人とぶつかる怖さが

少ない。そのため、相手チームにじゃまされることなく、自分たちで考えた作戦をゲームの

中で実現しやすく、自分たちで作戦を考えたり、作戦を選んだりして楽しむ初歩的なゲーム

として適したボールゲームである。（図２）

この「ソフトバレーボール」の中心的なおもし

ろさを運動の得意な児童にも苦手な児童にも体験

させ、だれもが「夢中になって」運動できる「ソ

フトバレーボール」の「簡易化されたゲーム」づ

くりを行った。

(2) 簡易化されたゲームのルールづくり

ネット型ゲームにおいて様々な先行研究がなさ

れているが、今回は岩垣（2008）、原（2010）のキャッチバレーボールの実践を参考にし、

本学級の実態と照らし合わせてルールづくりに取り組んだ。

チーム編成は、１チーム７人（児童数28名）×４チームとした。これは、すべてのチーム

が一斉にゲームができ、児童の運動量確保の観点から設定した。コート及びネットはバドミ

ントン用を使用し、コート上には５人のプレーヤーが入り、得点が入るごとにローテーショ

図２ ゲームの様子
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ンをした。ローテーション制を採用したのは、アタッカーやセッターの役割を固定せず、ど

の児童もいろいろな役割を担うことがゲームを楽しむ上で大切だと考えたからである。コー

ト外の２名は得点係とチームにアドバイスを送る係とし、プレイ以外でもゲームを客観的に

見られるようにした。サーブは両手下手投げで、点数を入れられたチームがサーブをするこ

ととした。これは、サービスエースの防止とゲームのスムーズな進行がねらいである。バレ

ーボールの楽しさであるラリーを児童に体験させるためには、どの児童もレシーブをできる

やさしいサーブが必要だと考えたからである。さらに、触球回数を増やすことを企図し、レ

シーブ後３回までで相手コートに返すが、１回で返すのは禁止というルールも採用した。

そして、今回の取組で最も簡易化したルールとして、セッターのみボールをキャッチして、

トスを上げてもよい（キャッチトス）というものを採用した。これは、本学級の児童のほと

んどがバレーボール未経験者であったことからレシーブ力がまだ十分育っておらず、セッタ

ーにうまくサーブレシーブが返せないし、セッターも正確にトスができないという実態があ

ったためである。また、前出の岩垣（2008）の実践では、キャッチとともにワンバウンドも

認めるルールを採用したが、本実践においては、ボールを落とさないことがバレーボールゲ

ームの大きな特性と考え、ワンバウンドを認めるルールは採用せず、大まかなルールを作成

した。（図３）使用するボールは、児童たちの使用感を取り入れ、ボール運動の苦手な児童

やボールを怖がる児童も意欲的に取り組めるようにミニソフトバレーボールＤＸ低学年用

（円周63㎝～65㎝ molten）を採用した。

・１チーム７人（４チーム）でコート内は５人になるようにローテーションする

・サーブは両手下手投げで、得点されたチームが行う

・自コートに来たボールは、３回までで相手コートに返すが、１回では返さない

・セッター（２回目にボールに触れる人）は、ボールをキャッチしてからトスしてよい

図３ はじめのルール

本実践で大切にしたいことは、バレーボールの中心的なおもしろさである「集団で連携し

て、ボールを落とさせよう・落とすまいとする攻防（ラリー）の楽しさ」を児童に体験させ

ることである。そのため、レシーブの際のワンバウンドは簡易化されたルールとしてあえて

採用せず、テンポのよい三段攻撃で相手の空いているスペースを攻めることを意識させたい。

ただし、レシーブ力が育っていない段階ではラリーがなかなか続かないと考えられる。その

ため二つの手立てを考えた。

一つ目は、レシーバーはキャッチできないが、セッターにのみボールのキャッチトスを認

めるというルールの採用である。このルールによって、セッターは安定してトスを上げるこ

とができ、アタッカーの打ちやすいトスを上げることができる。さらに、セッターが余裕を

もってトスを上げられるということで、攻撃面でのバリエーションが増え、児童は作戦を工

夫して、三段攻撃を楽しむことができる。また、ボール運動が苦手な児童にとっても、ボー

ルをキャッチしてからトスすることは容易であり、チームの攻撃に有効に参加することがで

きる。さらにレシーブをする際にも、ボールを上げればセッターがキャッチしてくれるとい

う安心感をもってプレーすることができる。

二つ目として、レシーブ力の向上を意識させるために、ドリルゲームを重視した。ラリー

の始まりはレシーブであるが、両腕でボールをはじいて上に上げるという運動は、ほとんど
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の児童にとって初めての体験であった。そのため、楽しみながらレシーブ力を高めるために、

単元を通して、「○／10レシーブ」に取り組んだ。これは、児童同士がペアになり、一方が

ボールを投げ、もう一方がレシーブをして返す。10回のうち何回正確に返せるかというゲー

ムである。そして、その結果を学習カードに５／10や６／10のように毎時間記録し、それぞ

れの児童が自分自身の技能の高まりを実感しながら、より意欲的に学習に取り組めるように

した。またこの結果は、児童の技能の高まりの指標とすることにした。

(3) 単元計画

時間 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

学 ねらい① ねらい②

習 学習計画を知る ・チ－ム全員が活躍できるル ・チ－ム全員が活躍できる作戦を考えたり、

段 ールについて考え、ゲーム チームに合った作戦を選んだりしてゲーム

階 をつくり上げる。 を楽しむ。

○準備運動 ○準備運動 ○準備運動

○オリエンテー ○ドリルゲーム ○ドリルゲーム

主 ション ・ペアレシーブ ・ペアレシーブ

な ・チーム分け （○／10レシーブ） （○／10レシーブ）

活 ・ビーチボー ・トス・アタックゲーム ・連続アンダーハンドパス

動 ルバレー ○タスクゲーム

内 （セッターキャッチトスゲーム）

容 ○メインゲーム

（ゲーム① → 話し合い活動 → ゲーム②）

○振り返り ○振り返り（ルールについて） ○振り返り（作戦について）

○整理運動 ○整理運動 ○整理運動

評 ・ルールやマナーを守り、友達と協力してゲームをすることができる。（関心・意欲・態度）

価 ・チ－ム全員が活躍できるルールや作戦を考えている。（思考・判断）

規 ・チームに合った作戦を選んでいる。（思考・判断）

準 ・連係プレーにつながる、レシーブ・トス・スパイクの技能を身に付けている。（技能）

５ 研究結果と考察

(1) 授業の観察から

児童の運動技能の実態に合わせてドリルゲーム

を重視したことで、レシーブ力がどんどん高まり、

ラリーの発生回数が確実に増えていった。（図４）

更にレシーブ力を高めるために、チームでのド

リルゲームの時間も確保した。チームの友達とボ

ールを落とさないで何回レシーブを続けられるか

を、それぞれのチームが意欲的にチャレンジした。

また、その後のゲームにつなげるために、セッタ

ー役の児童を置いて、周りのレシーバーがセッタ 図４ ペアでのドリルゲーム
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ーに返すというグループでのドリルゲームも行った。（図５）

単元が進むにつれてチーム内の連携も向上し、レ

シーブの成功回数も伸びていった。さらに、ゲーム

においてもラリーの回数が増えた。ドリルゲームを

充実させたことが、ゲームを楽しむために有効に機

能したと言える。

単元の後半には、運動技能の高い児童がチームメ

イトにレシーブのコツをアドバイスしたり、苦手な

児童を誘ってレシーブの特訓をしたりする姿も見ら

れるようになった。（図６）ソフトバレーボールの

中心的な面白さである「ボールをつなぐ」ということを楽しむために、またチームとしてゲ

ームで勝利するために、児童は自然な流れでチームワークを高めていった。

そして、８時間の授業時数を経て、腕でボール

をはじくという基本的な技能がようやく育ったと

思われる。従って、児童がボールを腕ではじくと

いう運動をもっと早く経験すれば、もっと高いレ

ベルのゲームを楽しめるようになると考える。

ゲームでは、アタッカーやセッターの役割は固

定せず、ローテーションしたことにより、どの児

童も様々な役割を体験し、ソフトバレーボールの

楽しさや難しさを味わうことができた。セッター

のみがボールをキャッチしトスできるという簡易化されたルールは、三段攻撃をしやすくし、

作戦のバリエーションを増やすことにつながった。（図７）

しかし、ボールをキャッチしたセッターは、すぐ

にトスを上げることができず、作戦やアタッカーの

動きを確認したりてからトスを上げたり、ボールを

トスするために移動したりしたため、レシーブから

トスまでが間延びし、ゲームのテンポを悪くしてし

まう場面が出てきた。単元の途中のルール修正で、

ボールをキャッチしたセッターは５秒以内にトスを

上げるというルールを追加したが、やはりバレーボ

ール独特のリズム感は生み出せなかった。

そこで、単元後半には、児童の技能の高まりが確認できたため、セッターがボールをキャ

ッチしてもよいというルールを廃止してみた。このことはゲームのテンポアップにつながり、

ラリーをたくさん発生させることにつながったが、レシーブしたボールをセッターがうまく

トスできず、アタックの回数が減ってしまった。攻撃の作戦については、いくつかの作戦を

クラス全員で共有し、各チームが自分たちのチームに合った作戦を選ぶという方法をとって

いたが、レシーブ力の弱さからゲームにおいてあまり有効には働いていなかった。その結果、

作戦実行のための動きづくりを中心に行うタスクゲームの充実にまで学習を高めていくこと

ができなかった。

図５ グループでのドリルゲーム

図６ 友達へのアドバイス

図７ キャッチトスからのアタック
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(2) アンケートや学習カードから

ア 意欲の変化に対する「簡易化」の効果

簡易化されたゲームを行うことによっ

て、児童の運動に対する意識やバレーボー

ルに対する意識がどのように変化したのか

を学習カードや単元前後のアンケート調査

から分析した。

学習カードに各時間の満足度を記す欄を

つくり、その変化を記録した。毎時間の平

均を見ると、単元開始時より3.2以上で推移

している。（図８）特に、４時間目からは安定して3.5以上の満足度を示している。

単元前後のアンケート調査では、単元前に「運動があまり好きではない。」と答えた児童

が、どのような理由から「好き。」に変わったのかについて注目してみた。

表２ 運動の好ききらいの変化

（質問２）あなたは運動が好きですか 単元前 単元後

とても好き・好き 24 25

あまり好きではない・きらい 2 1

表２では、単元前から「運動が好き。」と答えた児童が多い。この質問で注目したいのは、

単元前に「あまり運動が好きではない。」と答えた児童が、どのような理由から「好き。」

に変わったのかである。児童Ａは、単元前に、「あまり運動が好きではない。」理由として、

「走ったりするとしんどいから。」と答えたが、単元後「運動が好き。」と答えた理由とし

て、「しんどいけど、やった後は気持ちいいから。」と答えている。この結果は、一人の児

童の変容であるが、体育の授業としてま

ず取り組むべきことは、それぞれの運動

がもつ楽しさ（機能的特性）や運動する

ことの爽快感を児童に味わわせることで

あり、その結果として、運動好きな児童

が育つと考えられるのではないか。

児童Ａは、技能面で本学級の下位層

に属するが、単元を通して授業への満

足感は高かったことが学習カードから

伺える。（図９）その満足感の要因を

探る上で手がかりとなるのは、自分の

がんばりたいことの欄に、「キャッチ

するのをがんばりたい。」と書いてい

ることである。これは、今回の簡易化されたゲームにおける「セッターはキャッチし

て、トスをしてもよい。」というルールによって、「自分はボール運動がうまくない

から。」と思っていた本児童が、ゲームの中でチームの一員として活躍できる機会を

得たからではないかと考えられる。ボール運動が苦手な児童の「トスするのは難し

3.2 3.63.53.53.6

3.73.7

3.2
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4

1 2 3 4 5 6 7 8

時間

満
足
度

図９ 学習カードでの振り返り

図８ 授業満足度の変化



- 8 -

い。」「失敗したらどうしよう。」といった意識から、「自分はボールキャッチとトス

でチームに貢献できる。キャッチすることをがんばりたい。」という意識へと変わっ

たことは、簡易化されたゲームが、どの児童も意欲的に運動に取り組むボール運動づ

くりにおいて有効であることを示すものである。表３から、児童のバレーボールに対

する意識を知ることができる。多くの児童が未経験であるにもかかわらす、単元前か

らバレーボールに対して好感をもっており、単元後も変わらなかった。

表３ バレーボールの好ききらいの変化

（質問３）あなたはバレーボールが好きですか 単元前 単元後

とても好き・好き 21 23

あまり好きではない・きらい 5 3

そこで、単元後に「とても好き・好き」と答えた23名にさらに単元前と比べてどうかと聞

いてみると、19名は、「予想以上におもしろかった。」と答えた。

注目しなければならないのは、「バレーボールがあまり好きではない。」と単元前に答え

た児童が、どのような理由から「好き。」に変わったのかについてである。単元後、２名の

児童が好転したのだが、両名ともに単元前「あまり好きではない。」という理由として「ほ

とんどしたことがないから。」と答えている。しかし単元後、バレーボールが好きな理由と

して「やったら好きになった。」「慣れてきたらおもしろくなってきたから。」とそれぞれ答

えている。このことは、やはり運動経験の有無が、運動への意欲と密接にかかわっているこ

とを示すものである。

イ 技能の変化

児童の技能の変化を調べるために、毎時間実施しているドリルゲーム「○／10レシーブ」

の記録を用いた。本研究においては、授業中にゲームを楽しみながら技能のチェックができ

るように考え、このドリルゲームを採用した。図10は、技能のレベルで３段階に分けて抽出

した児童の記録の変化であ

る。

上位層の児童は、１時間目

から高い得点を示している。

中位層及び低位層の児童も、

ばらつきはあるが２時間目か

らは高得点となっている。こ

の結果から児童の技能はすぐ

に高まったということになる

が、これでは「簡易化」の成

果かどうかの判断は難しい。

児童にとってこのドリルの課題が易しすぎたということが考えられる。実際のゲームの観察

から判断すると、ゲーム中のレシーブミスが多く、レシーブ技能がゲーム中に十分発揮でき

ているとはいえない状況であった。つまり、このドリルゲームの結果が、児童の技能の向上

を正しくとらえているとはいえなかった。
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得
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上位層の児童

中位層の児童

下位層の児童

図10 ドリルゲームの記録の変化
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表３で、単元後に「バレーボールがあまり好きではない」と答えた３名の児童は技能のレ

ベルでは下位層に属するが、「好きでない」理由は、「むずかしい」「苦手」といったもので

あった。(表５）

運動意欲の向上において、技能面での達成感や自信も大変重要であると言える。児童Ｂ、

Ｃ、Ｄにとって、今回の「簡易化」は十分に効果のあるものではなかったということになる。

表５ バレーボールが「あまり好きでない」理由

児童 Ｂ むずかしい

児童 Ｃ レシーブなどが苦手だから

児童 Ｄ 手がちょっと痛くなるから

これらの結果から、今回試みた「簡易化」は、一定の効果は認められたが、技能の低い児

童にとって有効には働いていないと思われる。これは、簡易化の行い方の課題である。今回

採用しなかったワンバウンドを認めるルールの採用も視野に入れ、児童の実態に応じた簡易

化を研究すべきであると考える。

６ 今後の課題

本研究の仮説は「ボール運動の学習において、『簡易化されたゲーム』を行うことにより、

運動経験の少ない児童だけでなく、すべての児童の運動に対する意欲が高まり、結果として運

動技能の向上が期待できる。」というものであった。

単元前後のアンケート調査の結果やドリルゲームの結果からみると、「簡易化されたゲーム」

を児童が経験することで、児童の運動に対する意欲は高まっているが、運動技能が向上したと

は言い難い。

本学級は、元々ボール運動が好きな児童が多く、意欲は単元前後を通して高い水準で推移し、

ボール運動がやや苦手と考えていた児童においても、「簡易化されたゲーム」を経験する中で、

単元後に「体育でやってみたらけっこうおもしろかった。」「バレーは苦手だけど楽しい。」と

答える児童もおり、運動に対する意欲は概ね高まったといえる。運動技能の向上については、

○／10レシーブ（ドリルゲーム）を単元を通して記録をとっていったが、ボール運動が苦手な

児童も、当初から比較的高い水準で推移したため、

技能面の高まりを数値によって顕著に示すことが

できなかった。

しかし、単元前に「あまり運動が好きではない。」

と答え単元後に「好き。」に変わった児童Ａは、バ

レーボールが「好き。」な理由として、「何回かや

っていると、徐々にうまくなっていくから。」を挙

げている。また、単元が進むにつれて、ラリーの

回数も少しずつ増え、全体として技能が高まって

いったことも明らかであった。（図11）

以上のことから、今後の課題として、まずは、「簡易化されたゲーム」についての研究をさ

らに進めていかなければならないということが分かった。今回はワンバウンドなしというルー

ルにこだわったが、児童のレシーブ力や判断力の実態を考えれば、ワンバウンドから攻撃につ

図11 ゲーム内でのラリーの発生
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なげていくという段階のルールや、あるいはサーブなしで攻撃からゲームを始めるといったル

ールも有効であったかもしれない。

「簡易化」されたゲームづくりは、児童の実態に応じたものでなければならないのは言うま

でもないが、バレーボールの中心的なおもしろさである「集団で連携して、ボールを落とさせ

よう・落とすまいとする攻防（ラリー）の楽しさ」を児童の活動の中に保障しつつ、既存の「バ

レーボール」のルールを「簡易化」されたものにしていくためには、児童の実態に応じた大胆

な簡易化とドリルゲーム、タスクゲームの開発が求められる。
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