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研究成果の概要（和文）：ゴール型は、チーム対戦を基本とするため、集団としての戦術とその達成が求められ
る。そのためには、動作と行動を区別し、味方と協同して戦術（目的）を達成するという考えを鬼遊びによって
持たせることが有効である。また、ゴール型は、パスを介した協同的プレイの実現が授業のねらいとなるが、意
思決定の選択肢は、数が少ないほど容易であるため、安全なパス（後ろへのパス）、引きつけたパス（横へのパ
ス）、攻撃・効果的なパス（前へのパス）と整理して、自分で運ぶ中で、パスをいつ（契機）、誰に（対象）す
べきかを考えさせ、これらのパスを軸に、意思決定の対象を段階的に増やしていくことが有効であることが示唆
された。

研究成果の概要（英文）：Invasion games are based on team competition, so collective tactics and 
achievement are required. To do this, to distinguish the motions and actions, it is effective to 
cooperate with the allies by tag, to have idea that to achieve the tactics (purpose). Also, in 
invasion game, the realization of cooperative play through passes is the aim of the lesson, decision
 making choices are easier with fewer options. We organized it as a safe pass (backward pass), 
attracted pass (sideways pass), aggressive and effective pass (forward pass), think about when to 
pass (opportunity), who to (target), it was suggested that it is effective to increment the object 
of decision making step by step with these passes.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 球技が学習指導要領に内容として位置づ

けられたのは戦後のことであるが、現在で

は、体育の授業の多くの時間がゲーム・ボ

ール運動領域に費やされるようになってい

る。しかし、球技の体育教材としての歴史

は、他の領域に比べて浅く、髙橋(1999)に

よれば、カリキュラム体系や授業のあり方

の検討が不十分であり、ゲームやボール運

動において、何をどのように学ばせるかに

ついて問う必要性が指摘されている。 

 平成 20 年告示の学習指導要領では、小・

中・高 12 年間の一貫したカリキュラムが

構成され、内容の明確化と系統性を大切に

した体系化が図られている。ゲーム、ボー

ル運動、球技領域では、それまでの種目で

はなく、ゴール・ネット・ベースボールと

いう３つの「型」が新たに示されることに

なった。学習内容についても、ボール操作

とボールを持たないときの動きに整理され

ている。しかし、それぞれの型をどの順番

で指導すべきか明示されているわけではな

い。また、球技の導入期に位置づけられて

いる小学校低学年のゲーム領域に示されて

いる鬼遊びは、学校現場では運動量の確保

という目的のために行われていることが多

いという実態があり、球技で必要な状況判

断を学ぶ教材として用いられているわけで

はない。近年では、ボールを持たないとき

の動きに注目した戦術学習が強調され、作

戦の達成をねらいとする授業も多く行われ

るようになっている。ところが、作戦遂行

の前に、変化するゲーム状況を認知し、適

切な意思決定がなされなければ、ボール操

作の「技能」が高まったとしても、ゲーム

で活躍し、楽しむことは困難であると考え

られる。自らが意思決定することによって、

積極的にゲームに参加し、行動選択する機

会が保障されることが主体的で協働的な学

びを導くことになる。子どもたちが熱中す

ることのできるゲーム、すなわち、大人向

けの複雑な既存のスポーツ種目に替わる発

育発達段階に適応した体育授業用の教材を

開発することによって、学習の機会を保障

することがゲーム・ボール運動領域に求め

られている課題である。 

 ゲーム・ボール運動領域における型ベー

スの指導では、型に共通する「構造」を抽

出することによって、ゲームの本質的面白

さを探求することが授業のあり方を検討す

る糸口となると考えられる。ゲーム・ボー

ル運動に共通する面白さとは、授業で取り

上げる種目特有の技能を身に付けることで

はなく、ゲームという学習の中心で子ども

たちがやりたいと思う真正の活動において、

判断的行為や技術発揮に積極的に参加する

ことによってもたらされると考えられる。

ゲーム・ボール運動領域に必要とされる技

能は、クローズドスキルといわれる特定の

条件下での技能発揮ではなく、次々に変化

する状況の中で正しく状況判断し、適切な

技能を選んで発揮するオープンスキルが中

心となる。ゴール型は、攻守が分離されて

いないところに特徴があり、ネット型と比

べて制約がないかわりに、その意思決定の

選択肢が多い。意思決定の選択肢が多様で

あることは面白さにもつながるが、同時に

難しさを増大させることにもなっている。

全ての子どもたちがゲーム・ボール運動の

面白さに触れさせるためにどのようなゲー

ムを教材として提供するかについては大き

な課題となっている。ゴール型に分類され

る球技種目は、非常に多く存在し、素材と

して授業に導入するためには、教材化のた

めの一般的な理論が確立されることが不可

欠と考えられる。 

 

２．研究の目的 

 ゲーム・ボール運動・球技領域に導入さ

れた型とは、それぞれの運動の攻守の特徴



から共通する動きに着目して分類したもの

である。ゴール型は、攻守入り乱れ型とし

てその特徴や魅力を捉えたものであるが、

その得点の方法から検討すれば、下位の概

念として陣地を取り合うタイプと攻守が入

り交じってシュートするタイプに分類する

ことができる。また、ゲーム領域は低学年

と中学年に設定されているが、低学年に示

された鬼遊びとボールゲームが中学年に示

される３つの型との間にどのような関係性

があるのかは示されておらず、発育発達段

階に応じた教材の選択及びその配列を示す

ことは、学校現場における喫緊の課題とな

っている。そこで本研究では、小学校にお

けるゲーム・ボール運動領域に示されるゴ

ール型の系統性を検討することによって発

育発達段階に応じたスコープとシークエン

スを提案し、ゴール型の指導のあり方を探

求することを目的としている。 

 

３．研究の方法 

 本研究では、ゴール型の系統性を明らか

にするため、以下の３つの課題を設定した。

①ゴール型の構造、②ゴール型の意思決定

の契機と対象、③陣地を取り合うゴール型

と攻守が入り交じって行うゴール型の教材

開発である。 

 最初にゴール型のゲームに共通する構造

を検討する。素材からの教材化ではなく、

教えるべき内容をどのような手段を用いて

実現するかという観点から、ゴール型に分

類されるゲームの共通性のある内容を抽出

し、授業づくりの基礎となる理論を構築す

る。次に、ゲーム・ボール運動・球技の基

本的なコンセプトとなる意図的・選択的な

判断に基づく協同的プレイを達成するため

に、ゴール型に求められる意思決定につい

て契機と対象を検討する。ソープら（1986）

の提唱するゲーム修正の論理において、

Exaggeration（誇張）として提示された手

続きに意思決定の契機と対象を単純化する

ことが適合すると考え、発育発達段階に応

じてどのような意思決定が適切であるかを

検討する。これらの知見を踏まえて、易し

いゲームと簡易化されたゲームを開発し、

ゴール型の系統性を実証的に明らかにして

スコープとシークエンスのモデルを示す。 

 

４．研究成果 

(1)既存のゴール型種目のゲーム構造の検

討と再解釈 

 ゴール型を再解釈して新たなゲーム・ボ

ール運動の枠組みを示した。ゴール型に分

類されるスポーツ種目のゲーム構造を検討

した結果、ゴール型は、複数の集団からな

るチーム対戦を基本とするため、個人の技

能ばかりでなく、集団としての戦術とその

達成が求められる。したがって、ゴール型

で求められる技能には、ボール操作だけで

なく、戦術を達成するためのボールを持た

ないときの動きが必須とされる。戦術を効

果的に学ぶための視点として、動作と行動

を区別し、目の前の相手だけでなく、味方

と協同した動きによって戦術（目的）を達

成するという考えを持たせることが求めら

れる。「ボール操作」と「ボールを持たない

ときの動き」という観点だけではなく、動

作と行動を区別することや集団による戦術

達成に必要な行動をタスクゲームによって

理解させることが有効であると考えられた。

学習内容を明確化するためには、集団的な

戦術を達成する教材として低学年の鬼遊び

を教材化する必要性が示唆された。 

 ゴール型の主要な課題となる集団的な戦

術達成には、ボール運び（ビルドアップ）

を主要な課題とするタイプとゴール前にお

けるシュートチャンスをつくること（チャ

ンスメーク）を主要な課題とするタイプが

ある。これらのそれぞれの課題を身に付け

るためには、異なるアプローチが必要と考



えられるため、下位カテゴリーとしての「陣

取り」タイプと「シュート」タイプによっ

てそれぞれの内容を学ぶ必要があることが

示唆された。 

 

(2)ゴール型の意思決定契機・対象の構造

化 

 ゴール型のゲームにおける活躍とは、戦

術の達成を意味するが、それは得点などの

特定の技能発揮を意味するわけではなく、

意思決定に参加し、役割を演じることによ

ってはじめて実現する。戦術達成は、適切

な状況判断と意思決定と技能発揮の段階を

経る。意思決定には、いつという判断のき

っかけとなる「契機」と何をという判断の

内容となる「対象」があり、これらの状況

を単純化することが有効である。ゴール型

には、相手、ゴール、自分、味方、入り乱

れの状況、自分のスキル、集団の戦術達成

力等多くの変数があり、子どもたちにとっ

てそれらを全て認識して適切な意思決定を

行うことは、選択肢が多すぎて何をしてよ

いのか分からないという不自由な状況を生

み出すことになっている。ボール保持者に

はボール操作に先立って、「パス」と「自ら

得点する行為（ドライブ）」の選択が求めら

れるが、これらの意思決定の契機と対象範

囲を系統化したものが図１である。 

図１ ゴール型の意思決定の契機と対象
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 意思決定の対象は、数が少ないほど簡単

であることを考えれば、目の前の相手を対

象として自分で運ぶということが基本単位

となる。ここにパスをいつ（契機）、誰に（対

象）として発展していくことが考えられ、

１対１を基本とした鬼遊びから、簡単で安

全なパスを利用した陣取りタイプへと発展

することが系統性として考えられた。 

 

(3)陣地を取り合うゴール型と攻守が入り

交じって行うゴール型の教材開発 

①鬼遊びとゴール型を架橋する教材 

 陣取りタイプに発展する鬼遊びの教材開

発をおこなった結果、ボールを用いずに行

う集団的達成を競う鬼遊びがゴール型の基

礎となるうることが明らかになった。 

 1)すり抜け鬼：伝承的な遊びとしての関

係は「逃げる－追う」のため、球技の課題

となるように「すり抜ける－守る」に転換

した鬼遊びがゴール型の基本となる１対１

の動きにつながることになる。 

2)対戦型鬼遊び：こおり鬼（助け鬼）をチ

ームによる対戦を基本とした時間交代制で

行うことによって、意思決定が勝敗に関係

するゲームを低学年でも経験させることが

可能と考えられた。 

②ボール運び局面を誇張した陣取りタイプ 

  ゴール型の初歩的な段階として陣取りタ

イプが適合する。ネットのような物理的な

隔たりはないが、攻防があまり入り乱れず、

攻守が対峙（対面）することによって、状

況判断の対象が減少し、時系列的判断が易

しくなることが明らかになった。 

 1)２対２のタグラグビー：ゴール型では

ボール保持者に「自らが攻撃する」か「味

方にパスをするか」という選択が必要とな

るが、陣取り型の場合にはボールを保持し

て進行する技能が比較的容易なため、行動

選択を誇張することができた。また、「進行

できなくなったらパス」という意思決定の

流れを導入することで判断とその修正が容

易にすることが可能になった。 

 2)３対２のドライビングバスケット：パ



スの契機と対象を容易にしたゲームであり、

アシストパスとサポートの動きによる戦術

達成を容易に導くことが可能であると考え

られた。 

 3)３対３のパッシングゲーム：パスによ

るボール運びゲームでは、守りが散らばる

ためスペースを生み出しやすくなる。ボー

ルを運ぶ（ビルドアップ）局面を誇張する

ことが、ゴール型の系統的学びとして重要

であり、攻守の切り替えを学ぶゲームとし

ても発展させることも可能である。 

③チャンスメーク局面を誇張したシュート

タイプ 

 球技では、集団的な戦術によって役割分

担が生まれ、それを遂行することが求めら

れる。この役割は、作戦としてあらかじめ

固定されるものではなく、自分が攻める、

仲間を助ける等の判断は状況に応じて変化

すべきものである。ボールを持たないとき

の動きには、守りと攻めがあるが、その中

の攻めには、直接ボール保持者からボール

をもらうために動くだけではなく、ボール

をもらいにいくことによって生み出される

スペースや局面を利用する動きがあり、こ

れらの３人の連携したプレイがゴール型の

特性と考えられる。そのためには、パスに

よる協同的プレイの達成を中心とした内容

構成が重要であり、パスゲームからドライ

ブを加えていく系統性が示唆された。 

 1)ハーフコートタイプ：シュートチャン

スをつくることを誇張したゲームであり、

アウトナンバーの導入も容易である。 

 2)オールコートタイプ：局面を誇張する

ことが重要であり、ボール運び局面をどう

位置づけるかの検討やボールの奪い合いで

はなく、協同的プレイの達成を競い合うよ

うな教材とすることが簡易化されたゲーム

としての要件を満たすことが示唆された。 

 

(4)ゴール型のスコープとシークエンス 

 ゴール型の特性は、集団による対戦であ

り、パスを介した協同的プレイを授業の基

本的な構造と考え、安全なパス（後ろへの

パス）、引きつけたパス（横へのパス）、攻

撃・効果的なパス（前へのパス）と整理す

ることが可能である。これらのパスを軸に、

空いている人へパス、空いている自分へパ

ス（ドリブル）、ゴールへパス（シュート）

という系統性を大切にして、意思決定の対

象を段階的に増やしていくことが有効であ

ることが示唆された。 

図２ ゴール型の系統性・難易度
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