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Ⅰ．はじめに

本学における体育実技の領域は、中学校・高等
学校保健体育の学習指導要領に基づき、「体つくり
運動」、「器械体操」、「陸上競技」、「水泳」、「球技」、
「ダンス」、それぞれの必修科目と選択科目とで構成
されている。球技はボールを使用する競技や種目な
どを指し、用いられるボールは種目により材質、大き
さとも様々である。また、ボールが球形をなしてない、
楕円球を用いるラグビー、羽状のシャトルコックを用
いるバドミントンや円盤型の小さなパックを用いるア
イスホッケーなどもある。また、球技は4つの主要群
に分類することができる1）。第一群の「ゴール型」は
チームという特性を踏まえ、身体接触を伴う種目と身
体接触を伴わない種目に分けられる。第二群のサー
ブを伴う「打ち返し型」の球技は、ネットやラインによっ
て区切られ、チーム型とシングルスもしくはダブルス
の種目に分けられる。第三群の「打撃・スローイング
型」の球技は、規程の回数内で攻守に別れ、攻撃
側のチームは一人ずつゲームの中に送り込む一方、
防御側のチームは総員をもってプレーしている。そし
て、第四群は「的当て型」のトライアル球技である。
本学（短期大学・保健体育学科を含む）における
球技授業は、バスケットボール・ハンドボール、サッ
カー（第一群）、バレーボール、テニス、バドミントン、
卓球（第二群）、ソフトボール（第三群）、ゴルフ（第
四群）で構成されている。女子体育指導者養成を目
的とする本学の実技授業おいては、より多くの種目を

身につけさせたいという意図がある。そして、種目ご
との技能習得には、細かくわけた教材の導入、基礎
知識および関連事項の理解、教育上の重点および
上達方法の教授により、実技指導の実践能力を高め
ることが意図されている。
現在、本学では全学共通の授業アンケートが実施

されているが、共通であるがゆえに種目ごとの特色が
反映されていない。また、半期または通年授業の最終
授業で実施するため、授業経過にともない無意識のう
ちに他種目との相対的な評価として書き直された上で
表出される懸念がある。上述のように、本学の体育実
技の授業は、単に運動技能・技術を高めるだけでなく、
指導能力を身に付けさせなければならないが、受講す
る学生がどの程度そのことに意識をおいているか、そし
て習得できているかについて調査されたことはない。そ
こで本研究では、球技種目について半期の授業開始
時の期待度と授業終了時の満足度を調査することで、
種目ごとの技能習得、専門知識、指導方法の理解度
を明らかにし、今後の女子体育指導者育成に向け、
授業展開および指導の一助とすることを目的とした。

Ⅱ．調査方法

平成22年度前期に球技種目（バスケットボール、
バレーボール、ソフトボール、ハンドボール）を履
修した、本学体育学部体育学科に在籍する大学1・
2年生を対象とした。種目ごとの人数と学年は、以下
の通りである。

本学球技授業に対する学生の期待と満足度に関する意識調査

Student’s consciousness survey in ball game class

キーワード：球技、授業、意識調査
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バスケットボール （1年次必修：126名）
バレーボール （1年次必修：123名）
ソフトボール （2年次選択：134名）
ハンドボール （2年次選択：137名）

調査は、質問用紙法によるアンケート調査とした。
質問項目は、球技授業開始時における期待度を主眼

とした12項目と、授業終了時の満足度を主眼とした
11項目であった（資料1・2）。

Ⅲ．授業計画

4種目それぞれの授業計画を表1から表4に示した。

時 授　　業　　の　　内　　容

1
（1） 授業のオリエンテーション、班分け資料作成、履修上の注意
（2） バスケットボールの概略、ボール慣れ

2
（1） ボールハンドリング、ドリブル

・	 自分の意志通りにボールを扱う方法を知る
・	 ボールを保持しながら自由に移動する

（2） パス（静止した状態）
・	 静止した目標物へ正確にボールを移動させる

（3）パス（動きながら）
・　　動いている目標物へ正確なパスをする

3

4

（1） シュート（基本）
① レイアップシュート
② セットシュート
・	 シュートの技術を知り、得点できるようにする

（2） シュート（応用）、リバウンド
① リバウンドシュート
② スクリーンアウト
・	 リバウンドを取りシュートを打つ
・	 相手にリバウンドを取らせないポジションを理解する

5

7 （1） コンビネーションプレー
① 基本的なコンビネーションプレー
・	 簡単なコンビネーションプレーを理解する
・	 実際にできるように技術を習得する8

9
（1） ディフェンス
① 個人技能
② チームディフェンス
・	 ボールあるいはディフェンスをどのようにして守るのか理解する
・	 チームとしてどのように守るのか理解して実践できるようにする

10

11
（1） トランディションプレー

・	 ディフェンスからオフェンス、オフェンスからディフェンスという切り替えを理解し、迅速な切り替えを習得する
（2）ルールの説明

12 （1） ゲーム
① 6チーム総当りのリーグ戦13

14

15 実技テスト

表１　バスケットボールの授業計画
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時 授　　業　　の　　内　　容

1

オリエンテーション

1. 受講に関する留意事項……　　①授業内容の説明　　②出欠席・公欠・遅刻・早退・見学の取り扱い方
　　　　　　　　　　　　　　   ③評価　　④バレーボールノートの説明　　⑤グループ分け（6班）
2. 健康・安全留意事項………　　①服装　　②用具の準備（当番制）　　③活動時の態度

2
ボールを用いての運動を通し、リズミカルにボールを扱い、能力を高める。
1. ボディコントロールとしてのトレーニング　　2. ボールコントロール　　3. ボール遊びゲーム

3
1. パス（オーバーハンド・アンダーハンド）とレシーブの基本・ダッシュ、前後左右の移動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題（対人）

4
1. サーブの基本①アンダーハンドサーブ･オーバーハンドサーブ・フローターサーブなど指導の留意点 
2. サーブレシーブ……アンダーハンドサーブ→動いてのサーブレシーブ
3. パスゲーム

5 1.  トスとスパイクのコンビネーション　①軽い打ち合いのゲーム（ミニゲーム）　　　　　　 課題
2. スパイクに対してのブロッキング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （対人・グループ）　
ブロッキング……構えと動き・フォーム・コースの読み・タイミングなどの理解6

7 1. 攻め・守りのフォーメーションの説明
2. チャンスボールからの攻めの組み立て……三段・二段・一段の理解
3. サーブレシーブからの攻めの組み立て
4. 3人のレシーブとカバーの動き　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題
5. ポジションの決定（レフト・ライト・センター） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対人・グループ）
6. ゲーム形式での打ち合い　　　　　　　 
7. ゲーム上の注意事項（ゲームの心得・審判の役割）

8

9

10 6人制バレーボールリーグ戦……抽選によりグループ分けする。審判に当った班は、審判の仕方を理解する。
（主・副・線審・得点・ボールコレクター）
　①自分たちで工夫し、身につけた技術を生かしてゲームができるようにする。
　②三段攻撃の組み立てと攻防のフォーメーションを班ごとに工夫しゲームする。　　　　  課題
　③対戦チームによって作戦を立てゲームをする。　　　　　　　　　　　　　　　 　  （グループ）

11

12

13

14
9人制バレーボール　①9人制のゲームを通し、6人制との相違点と審判法を理解する
③ゲームと併行し実技テスト……サーブ（1人3段攻撃）

15 バレーボール　1のまとめ

表２　バレーボールの授業計画
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時 授　　業　　の　　内　　容

1

（1）授業方針・授業内容の説明
（2）受講に関する留意事項
（3）班編成
（4）用具・競技場の説明

2
（1）ソフトボールの運動特性・競技特性の理解
（2）ボール慣れ・グラブ操作・バットの握り方

3 （1）基本的技能の理解と指導の留意点
　　①守備の基本
　　　投球（シャドウピッチング、正規の投球、フリーバッティングの投球、ゲーム形式の投球）
　　　守備（キャッチボール、ゴロとフライの捕球と送球、個人ノック、シートノック）

4

5

6
　　②打撃の基本
　　　打撃（素振り、ティーバッティング、トスバッティング、ペッパー、ロングティー、犠牲バント、セフティバント）
　　　走塁（内野ゴロを打った時、安打になった時、長打になった時、タッチアップ、盗塁、スライディング）

7

8

9 （1）集団的技能の理解と指導の留意点
　　①守備（守備隊形、ベースカバー、バックアップ、カットプレー）
　　②攻撃（犠牲バント、スクイズバント、ヒットエンドラン）10

11
（1）ルールの解説と審判法の理解
　　守備・攻撃に関するルール
　　主審・塁審

12
（1）ゲーム
①投球距離を狭めたり、バント、盗塁などの戦法を規制したりし、特別ルールで行う
②正規のルールで行う

13

14

15
筆記テスト　　　　　　　　　　　　実技テスト
　　ルールについて　　　　　　　　　　基本的な個人技能

表３　ソフトボールの授業計画
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時 授　　業　　の　　内　　容

1
（1） 授業方針、授業内容の説明、班分け
（2） ボール慣れ
（3） ハンドボール投げ測定

2

個人技術
（1） ボディー・コントロール
　①ダッシュ、ストップ、ターン、方向変換、サイドステップ
（2） ボール・コントロール
　①各種パスorキャッチ
　②ドリブル
　③ランニングキャッチ
　④チェンジパス

3
（1） シュート技術とステップの理解
　①各種シュートの理解と技術習得
（2） ゴールキーピング
　①位置取りと構え
　②ボールミート

4

5
（1） オフェンスの基本技術
　①フェイントステップ
　　・フェイントからシュート、パス、ドリブル
（2） ディフェンスの基本技術
　①攻撃活動の阻止
（3） 1対 1の攻防

6

7
基本的なコンビネーションプレーの修得
（1） オフェンス、ディフェンスでの基本的なコンビネーションプレーの理解
　① 2対 1、2対 2、3対 3の攻防中でのコンビネーション
　②簡易ゲーム
　　・4人 1組でチーム編成

8

9
応用技術
（1） 4対 4、5対 5、6対 6の攻防
　①セットOF、DEFのコンビネーション
　②フリースローのコンビネーション
　③速攻のコンビネーション

10

11
（1） ゲームに必要なルールの理解
①ルール説明
②ビデオでゲームを見ながら、ルールの理解および進行方法等の習得

12
（1） ゲーム
① 6チーム総当たりのリーグ戦

13

14

15 実技テスト

表４　ハンドボールの授業計画
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Ⅳ．調査結果および考察

１．授業に期待する内容
授業に期待する内容について、期待度の調査結
果を図1に、満足度の調査結果を図2にまとめた。
授業に期待する内容として、「個人的技能の習得」、
「集団技能の習得」、「チーム戦術の理解」、「指導
法の習得」を当てはまるとした受講生が約5割、少し
当てはまるとした受講生が約4割であった。

「当てはまる」と「少し当てはまる」を合算した満足
度は期待度とほぼ変化がなく、多くの受講生が期待
した内容に対して満足のいく授業であったといえる。
ただし、「指導法習得への期待」については、「当て
はまる」とした受講生が期待度では57%、満足度で
は39%とポイントが下がった。
本学では、ほとんどの受講生が将来体育指導者を

目指している。したがって、チームスポーツの特性
である、お互いに協力しながら勝利を目指し、集団
技術・戦術を活用し作戦を立てたゲームおよびゲー

ム運営、さらには授業内容の工夫、興味、関心を
味合わせながらも、指導法を身につけさせる授業展
開が必要である。今回の調査対象としたバスケット
ボールとバレーボールは基礎実技として1年次必修
授業、ソフトボールとハンドボールは2年次選択授
業であり、それぞれ運動技能と指導法の習得を授業
の根幹としている。3年次以降には「球技運動方法
及び実習」と、球技4種目それぞれについて「競技ト
レーニング論及び実習Ⅰ・Ⅱ」の選択授業があるが、
これらはより専門的な、競技力向上を根幹としており、
またカリキュラム上複数の球技種目を履修させること
は難しい。限られた授業回数（半期90分15回）の中
で、技能習得と指導法習得を目指した授業展開への
工夫が課題といえる。

２．球技種目ごとの個人技能に対する期待度
球技種目ごとの個人技能について、期待度の調
査結果を図3に、満足度の調査結果を図4にまとめ
た。ゴール型に位置づけられるバスケットボールは、
シュートの個人技能を「ものすごく身につけたい」受講
生が約8割、ハンドボールは約7割で、ボール操作
（パスキャッチ・ドリブル）についても約6割の受講
生が希望していた。ネット型に位置づけられるバレー
ボールは、基本動作を万遍なく身につけたいと希望
し、打撃・スローイング型のソフトボールは、打撃
が約5割、捕球・送球が約4割であった。総じて、ボー
ル操作や守備的技能よりも、攻撃的技能の習得にお
いて期待が高い傾向にあった。
満足度の調査では、「ものすごく身についたと思う」

と、「身に付いたと思う」の合算値はすべて8割を越え、
期待されたバスケットボール・ハンドボールのシュー
ト、バレーボールのアタック、ソフトボールの打撃と
いった攻撃的技能の習得についても、比較的満足の
いく授業内容であったといえる。ただし、「ものすごく
身についたと思う」のポイントは総じて下がった。技
能や指導法の習得を授業の主眼とした場合、必ずし
も受講生の期待に応えることは求められていない。ま
た、これらは施設・設備や授業人数を含めた授業展
開との関連もあり、今後の検討課題としたい。

図１　授業に関する期待度

図２　授業に関する満足度
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３．プレー内容・構成要素について
プレー内容・構成要素について、期待度の調査
結果を図5に、満足度の調査結果を図6にまとめた。
専門的な動作およびプレー内容については、期待度
で9割以上の受講生に「身につけたい」以上の意欲
がみられた。満足度では、8割以上が「身についた」
以上の回答をしており、この設問の意図する、フェイ
ントをかけたり先取りする能力、ボール操作の高度
な技術完成、とりわけシュート、スパイク、バッティン
グにともなう技術の正確な達成、プレーヤーの共同
能力の向上、チームの安定性の獲得などは習得でき
たものと思われる。ただし、身につけなくても構わな
いと思っている約2割の「その他」の受講生に対して、
授業の創意工夫やアドバイスなどが必要であり、自
己の能力に適した運動課題の解決方法などを解りや
すく説明することが必要と思われる。

４．球技における戦術について
球技における戦術について、期待度の調査結果を
図7に、満足度を図8にまとめた。期待度の調査結
果より、「戦術行動」について約9割の受講生が戦術
理解を求めていることがわかった。満足度の結果で
は、「ものすごく身についた」と思う受講生の割合は約
3割であったが、全体では8割強の受講生が「身に
ついた」以上の回答を示した。球技における戦術とい
う概念は個人的戦術からなるプレーイング活動の構
成要素を含み、チーム内で協力しあった現象形態を

図３　個人技能についての期待度

図５　プレー内容・構成要素についての期待度

図７　戦術についての期待度

図６　プレー内容・構成要素についての満足度

図４　個人技能についての満足
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内容としている1）。このことから、プレーに相応しい行
為、行動をとるための訓練、効果的なプレー形成、
知的能力の習得、戦術思考の習得などの養成が必
要であると考えられる。身についていない2割の受講
生には、球技種目におけるプレーイング活動の目標、
意識的行動の達成を規定する要因を伝えていく必要
性が示された。

５．指導力について
指導力について、期待度の調査結果を図9に、満
足度の調査結果を図10にまとめた。「示範する力」、

「授業計画を立てる力」については、約5割の受講
生が期待し、「説明する力」、「アドバイスする力」に
ついては、約7割の受講生が期待していた。満足度
では、すべての項目で約7割の受講生が「身につい
た」以上の回答を示していた。これは、将来体育指
導者としての進路選択を踏まえ、進歩する球技文化
に種目ごとの競技特性、プレーイング活動の特性に
応じた技術養成、戦術養成、種目ごとの競技規定な
どを学ぶ姿勢、目的意識が明確であったことが伺え
る。しかし、約3割の受講生が「あまり身についてい
ない」と回答しており、どのように指導力を身に付けさ
せるか、伝え方、授業展開の工夫などが必要である。

６．授業活動について
授業の活動について、期待度の調査結果を図11

に、満足度の調査結果を図12にまとめた。期待度で
は、「目標や課題をもって授業やゲームができるよう
にする」、「授業で行う技術練習を習得する」、「各班
で協力的に活動する」については、約7割の受講生

図８　戦術についての満足度

図12　授業における活動の満足度について

図11　授業における活動の期待度について

図10　指導力についての満足度

図９　指導力についての期待度
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が、「技術練習の仕方」、「各班で工夫して戦術を立
ててゲームを行う」については、約6割の受講生がこ
れらのことを意識して授業を受けようとする心構えが伺
えた。満足度でも、各項目約9割の受講生が「しっか
り」、あるいは「まあまあ取り組んだ」と回答していた。
このことから、受講生の活動意識に対して、満足のい
く「授業の場」が提供されたとものと思われる。そして、
クラブ活動において球技以外の特に個人種目を専門
とする受講生や、身体的に格別に優れているとはいえ
ない受講生も、チームスポーツ活動へと向かわせて
くれる喜び、球技をしてみたいという感情から成功体
験までを実感できているといえる。
　

７．授業を終えての満足度
授業を終えての満足度を図13に示した。84%の
受講生が、本研究で調査した4種目の球技の授業に
対して満足しているという結果であった。残りの16%
の受講生が、何を期待し何に満足できなかったのか
を把握し、どのように授業に向かわせ、どのように満
足させるかについて検討が必要である。

Ⅴ．まとめ

以上の調査結果より、球技を受講する多くの学生
が授業内容、目的を理解し、それぞれが課題を持っ
て授業に臨んでいる姿勢が読み取れた。また、多く
の学生が将来、体育教師、体育指導者を希望して
おり、基礎的技能、技術・戦術の習得に対して実践
的な授業展開を希望していた。そして、指導法を主

体とした授業内容の創意工夫の必要性が示された。
球技種目は、精密かつ正確なプレーが要求され、
一つ一つのプレーの果たす役割や効果はゲームに
結果として現れることから、常に目的意識を持って自
己の運動課題を解決し、仲間とともに活動の仕方を
考え、その楽しさや喜びを味わうなど、体育実技の中
でも多様な授業展開が可能な教材である。受講生の
多くが好むゲーム主体の「楽しい授業」は、必ずしも
技能や指導法を習得させる授業とはならない。「体育
大学としての球技の授業」と、「スポーツとしての球
技」の両面の特性を考慮しながら、より良い授業内容・
展開について今後も検討を加えていきたい。
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図13　授業を終えての満足度
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資料１　球技授業開始時における期待度に関する調査
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資料２　球技授業終了時における満足度に関する調査



35


