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　バレーボールは，平成24年度から実施
された学習指導要領1）の中で，バレーボー
ル，卓球，テニス，バドミントンの中から選
択できるネット型球技種目として位置づけ
られています。卓球，テニス，バドミントン
は，ラケットを使ってボールやシャトルを1
回のコンタクトで攻防する種目です。しかし
バレーボールは，用具を使わず，体を使っ
てボールをコントロールし，3回以内で攻
防を組み立てる種目であり，同じネット型
球技でも，他の種目とかなり異なっていま
す。また生徒の能力やスペースを考慮し，
人数，コートの広さ，ネットの高さを工夫し
て，様々な簡易ゲームを行うことができま
す。そのため中学校の体育授業では，生徒
がみんなで協力して楽しむスポーツとして，
バレーボールを取り上げる所が多く見られ
ます。

　小学校の体育授業に，「ソフトバレー
ボール」がネット型ゲームとして実施される
ようになってまだ日が浅く，内容も学校に
よってバラツキが見られます。また運動経
験の少なさからも，運動能力や意欲が低
い生徒が多いと考えられています。そこで，

　現場では，生徒の運動に対する二極化
が進み，体力だけではなく基礎的な運動
技能の低下も報告されています。また限ら
れた授業時間の中で，ボール操作の技術
を習得し，空いた場所をめぐる攻防を組み
立てることは，かなり難しいことです。そ
こで，戦術的要素を組み入れた簡単なタス
クゲームを取り入れることにより，運動技
能が低くても工夫しながら仲間と連携し
た動きを学習できるような指導法の研究
を進めています。ワンバウンドパスゲーム，
キャッチマンゲーム，ボーナスポイントゲー
ムなどが，一例です。
　バレーボールは，ミスや個人でうまく
できないことをチームでカバーしながら，
ゲームをするという面があるので，「カバー
ゲーム」だという指導者もいます。バレー
ボールを通して，仲間と運動することの楽
しさを味わってもらいたいと思います。

生徒たちの運動技能を確かめながら，準
備運動やドリル教材を考えていく必要があ
ります。運動をするためには，身体と感覚
をうまく使わなければなりません。表1に
は運動に必要な7つのコーディネーション
能力2）を紹介しました。

1 . はじめに

2 . バレーボールの運動技能の確認
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表2　バレーボールの基本技能のチェック 
必要な能力 ドリル 指導ポイント

ボールに対する恐怖感がなく，体
を柔らかくしてボールに触ること
ができる（定位・連結・識別）

・手のひら全体を使うキャッチボール
・5本指を使うキャッチボール
（どちらも両手，片手で行う）
・投げられたボールを真上にヘディングして，

そのボールをキャッチする

・膝を曲げながら軽く当てる
感じで，ボールの勢いをコ
ントロールするように行う

・関節を緩めて，体を柔らか
く使う

飛来するボールの落下地点を予
測して移動できる（定位・連結・
反応・識別）

・パンケーキ（ボールの落下位置を予想し，
床に手のひらを置いて，手の甲でボールを
上げる）

・膝当てキャッチ（近い距離）
・バウンド股下通し（遠い距離）

・落下地点を予測し，素早く
移動し，それぞれの動きを
正確に行う

ジャンプしてから，次の動き（投げ
る・捕る）ができるなど，切り替え
て連続して行うことができる（定
位・変換・連結・識別・バランス）

・ジャンプスロー（小さなボールでもOK）
・ジャンプ両手キャッチ両手スロー

・力を入れるのは,ジャンプす
る時とボールを投げる瞬間
だけで，他は力を抜く（力の
オン・オフの切り替え）

フットワーク（サイドステップ，ク
ロスステップ）が身について，素
早い移動ができる（変換・連結・反
応・識別・リズム・バランス）

体の向きを確認して，前後左右に動くような
ステップトレーニング（ラダートレーニング）

・力を入れすぎることなく，上
肢と下肢をリズミカルにバ
ランスよく使う

表1　7つのコーディネーション能力

定位能力 相手やボールなどと自分との位置関係を正確に把握する能力，「状況把握」，「距離感」，「空間認知」

変換能力 状況に合わせて，素早く動作を切り替える能力，「フェイント」，「スイッチのオン・オフ」

連結能力 関節や筋肉の動きを，タイミングよく同調させる能力，「なめらかな動き」，「運動局面」，「体幹の使い方」

反応能力 合図に素早く，正確に対応する能力，「単純反応」，「選択反応」

識別能力 手や足，用具などを精密に操作する能力，「ハンドアイ・フィットアイコーディネーション」

リズム能力 動きを真似したり，イメージを表現する能力 ，「経済性」，「タイミング」，「テンポ」

バランス能力 不安定な体勢でもプレーを継続する能力，「静的・動的」，「重心の移動」

　準備運動では，表2の基本技能のドリルを
参考にして，生徒が楽しみながらバレーボー

ルに必要なコーディネーション能力を伸ばし，
目標とする技術の習得につなげてください。

パンケーキ 膝当てキャッチ バウンド股下通し
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　バレーボールの個々の技術は，ボール
の勢いをコントロールする技術，ボールに
力を加える技術など，様々な目的に合った
技術の組み合わせであり，それをうまく理
解して使い分けることが大切です。今回
は，その技術の理論を説明してから基本
技術を解説します。
　まず,ボールの勢いをコントロールする
技術を習得するにあたり理解しておくべき
理論は，「運動量の法則」です。

運動量の法則……………………

物体の運動量（質量×速度）の変化は，

その間に受けた力積（力×時間）に等しい

　動いているボールは運動量をもっていま
す。その運動量を受け止めるためには，力
と時間の2つの要素で調整することになり
ます。同じ運動量のボールの場合，短い時
間では大きい力が必要ですが，長い時間
をかけると小さな力でも受け止めることが
できます。例えば，野球経験者に見られる
グローブを少し引きながらキャッチする動
作は，キャッチする時間を長くすることに
なり，手にかかる力が少なくなるように理
にかなった動きをしています。バレーボー
ルでも，アンダーハンドパスの時に力を入
れた状態で，打ち上げるように短い時間

でボールを処理してしまうと当たった部分
には大きな力がかかり，痛みにつながりま
す。そこで，腕を柔らかくし，ボールを手に
のせて運ぶようなつもりで，パスをすると
痛みが軽減され，ボールもコントロールで
きます。
　次に，ボールに効果的にエネルギーを
伝えるために，「ムチ動作」を使います。金
子3）はムチ動作を，「身体の基幹部から末
端部に向かって力学的エネルギーが順次
伝達されるように見える現象」と定義して
います。スパイク動作では，腰，肩，肘,手
首の順に柔らかくムチのように動かしてい
くと，体幹の大きな筋肉が発揮した運動
エネルギーが上半身に転移し，手首のス
ピードを上げることができます。強く打と
うとして力を入れすぎ関節が硬くなると，
動きを悪くしてしまい，転移の効果を下げ
てしまいます。いかに関節を柔らかく使う
かが大切になります。
　この2つの理論の中で重要になるポイン
トは，各関節の力の入れ方です。どのタイ
ミングで力を入れるのか，あるいは抜くの
かで効果が変わってきます。生徒たちは，
頑張るとすぐ力を入れるので，スパイク動
作で力を入れるのは，ジャンプする時と
ボールをミートする時だけで，後は体を柔
らかく使わせます。

3 .基本技術の理論
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　表3は基本技術を細分化したものです。
表3　バレーボールの基本技術の細分化 4）

4 . バレーボールの基本技術の解説

項目名 構え 準備局面1 準備局面2 主要局面 終末局面
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
ド
パ
ス

足首や膝 にバ
ネをもたせて構
え，ボールの落
下地点に入る

肘や手首をつり上
げるようにして腕を
上げ，親指と人差
し指からできる三
角形からボールを
見る

ボールの落下に合わ
せて，足首，膝，肘
を曲げ，ボールを引
きつける

指 全 体 を 使 って，
キャッチするように
ボールを捕らえ，ボー
ルを腕だけでなく，
肘や膝の伸ばす力で
目標に向かって正確
に押し出す

体全体で，目標
に向かって歩く
ようにボールと
一緒に動いてい
く

ア
ン
ダ
ー
ハ
ン
ド
パ
ス

肩の力を抜き，
膝を軽く曲げ，
リラックスした
状 態 でボール
の落 下地 点に
入る

腕の面が平らになる
ように手を組み，軽
く腕を伸ばした状態
で，ボールの落下地
点より1歩下がった
位置で準備する

ボールの落下に合わ
せて，1歩踏み出しな
がらボールを迎えに
行く

ボールを当てる場所
は，手首付近で捕ら
え，急激に腕を振る
のではなく，安定し
たスピードで行う

肩や腕の力だけ
でなく，体全体

（特に下半身）を
使って，歩いて
運ぶように動く

レ
シ
ー
ブ

膝を曲げ，両足
は肩幅ぐらい開
く，踵 を上げ，
少し不 安 定な
動きやすい状態
で構える

スパイカーの方向
に正対して，低い
姿勢からボールを
見るようにする

両腕を胸の前に，腕
に力を入れすぎるこ
となく構え，落下地
点に移動する

ボールを自 分 の 真
上に上げるように，
ボールの当たる面を
調整し，面をつくるた
めの力を入れすぎな
いようにする

止まることなく，
次のカバーの動
きがスムーズに
行えるようにす
る

ス
パ
イ
ク

トスされたボー
ルが，どこに落
ちてくるか予測
しながら，1，2
歩目をリズミカ
ルに踏み出す

バックスイングしな
がら，大きく3歩目
を踏み出す。十分に
踏み込んだ後，バッ
クスイングした両腕
を上に引き上げな
がらジャンプする

引き上げた両腕のう
ち，スパイクを打た
ない腕はボールを指
さすように上方へ伸
ばし，スパイクを打
つ腕は肘を高い位置
に保ったまま胸を張
るように後方に引く

スパイクを打たない
腕は，下ろしながら
お腹 付 近に 巻き込
み，それと同時にス
パイクを打つ腕を伸
ばし，手首のスナッ
プをきかせてボール
を打つ

強い衝撃を受け
ないように，膝
を曲げながら着
地する

サ
ー
ブ

サーブでねらう
位置を決め，正
対して立つ

ボールを持った腕
は，リラックスさせ
た状態にし，トスを
真上に上げ，打つ動
作を開始する

1ステップを踏みな
がら，ミートポイント
が体の面より後方に
ならないようにする

手のひらの中心が，
ボールの中心を正確
にヒットするようにス
イングする

ボールを腕だけ
でなく，体全体
で押し出すよう
に打つ

ブ
ロ
ッ
ク

膝を軽く曲げ，
手のひらが顔よ
り上にあるよう
に構える

移動したい方向の
足を先に踏み出し，
スパイカーを見な
がら移動する

膝を曲げ，スパイカー
のジャンプより少し遅
れてジャンプし，ネット
に沿うように手を上げ
て，前につきだしていく

肩を上に伸ばすよう
にして，手 の ひら，
肘，あご，お腹に力
を入れて，硬い板を
つくる

次 の 動 き が ス
ムーズにできる
ように片足で着
地する
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　ここではゲームの中で頻繁に使われる，
パスとスパイクの導入を説明します。
　オーバー・アンダーハンドパスは「基本技
術の理論」で説明したように，ボールに触れ
る場所を硬くして早く動かすと，衝撃が大き
くなり痛みにつながります。そこで，関節を
柔らかく使った動きを身につけさせます。

○オーバーハンドパス

　1～5は，下半身の力を使わず，上肢の
柔らかい使い方を身につけるため，座って
行います。

1人差し指ボールバランス
　人差し指を使って，写真1のようにボー
ルの中心を見つけ，5秒以上バランスを取
れるようにします。この時に，バランスの感
覚が鈍らないように，指，手首，肘に力を
入れすぎないように気をつけます。左右ど
ちらの手でも練習します。

2人差し指リフティング
　利き手の人差し指（中指を加えて2本で

もOK）を使って，写真2のようにボールを
直上に10 ～20 ㎝ 上げ，連続4回以上で
きるようにします。この時，指で上げようと
するとボールが回転します。ボールがあま
り回転しないように,指，手首は力を抜き
クッションの役割として使い，前腕で（腕
全体で）ボールを上げます。

3額の前で人差し指リフティング
　写真3のように，額の前で指リフティング
をします。指や手首だけを使うと，ボールが
前方に飛んでしまいますので，肘，肩の力を
使って軽く真上に上げるようにします。

写真2　人差し指リフティング

写真3　額の前人差し指リフティング

写真1　人差し指ボールバランス
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　これが安定してできるようになったら，
指を2，3本と増やしていきます。両手の
親指と人差し指でできる三角形の窓から，
ボールを見るようにします。指が増えていく
と，接触面が大きくなり安定し，加わる力
も大きくなります。従って指が増えるほど，
力を抜いて柔らかくボールを扱うように気
をつけます。

6直上パス
　写真6のように，ボー
ルを30 ㎝ぐらい真上
に上げるパスを連続8
回以上できることを目
安にします。気をつける
ことは，2つです。1つ目
は，額の前の手を構え
たら，できるだけその
形を崩さないようにしま
す。2つ目は，膝の屈伸
を使ってボールを上げる
ようにすることです。

7対人パス
　2人組でオーバーハンドパスをします。相
手の頭上にボールがいくように体全体を
使って，柔らかくパスをします。

○アンダーハンドパス

1手首ボールバランス
　写真7のように，アンダーハンドパスの

写真6　直上パス

4両手人差し指直上パス
　写真4のように両手の人差し指（中指を
加えて2本でもOK）を使って，ボールを真
上に20 ～30cm上げて，連続5回以上で
きるようにします。指の力を抜いて行うと，
指がしなってボールが飛ぶ感覚を感じるこ
とができます。

 

5長座両手人差し指パス
　写真5のように，2人組で長座した状態で
パスを連続5回以上続けられるようにしま
す。指のしなりをうまく使ってボールが飛ぶ
感覚を分かってもらうために，2人の距離は
短めにします。

写真4　両手人差し指直上パス

写真5　長座両手人差し指パス
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ミートポイントである手首にボールを置い
て，5秒以上バランスを取れるようにします。
オーバーハンドパスの時と同様に，肘や肩に
力を入れすぎて，バランスの感覚が鈍らない
ように注意します。左右どちらの手でも練習
します。

2手首直上ボールキャッチ
　写真8のように，30 ～ 40 ㎝ 真上に投
げたボールを手首の部分でボールを受け止
めます。力を入れると，手首の部分で弾ん
でしまうので，肘や肩の力を抜いて，ボー
ルの中心をしっかり見て，ゆっくりとボール
を止めるようにします。

3組手直上ボールキャッチ
　手を組んで，写
真9のように40 ～
50 ㎝真上に投げた
ボールを手首の部
分で受け止めます。
強く手を組むと力が
入り，ボールが手首
の部分で弾んでし
まいます。腕の面が
崩れない程度に柔
らかく組んで，肩や
膝を使いゆっくりと
ボールを止めるよう
にします。

4組み手ボールキャッチ
　写真10のように，2 ～3mの距離から
アンダーハンドで投げられたボールを，組
み手で受け止めます。直上のボールと違っ
て相手から投げられたボールは，腕の面の
角度を調整しないと止めることができませ

写 真9　組手直 上ボール
キャッチ

写真7　手首ボールバランス

写真8　手首直上ボールキャッチ 写真10　組み手ボールキャッチ
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ん。ボールが跳ねたり転がったりしないよ
うに，うまく角度を調整することがこの練
習のポイントです。

5組手ボールキャッチ＆スロー
　写真11のように，2人組で組手ボール
キャッチ＆スローをします。ボールを投げ
る人は，ボールを持って投げるのではなく，
手首にボールを置いた状態からボールを投
げます。この時の膝の曲げ伸ばしや手の振
り方のタイミングが，アンダーハンドパスの
動きになります。手を振りすぎることなく，
体全体を使って，相手にボールを運ぶよう
にします。

6対人パス
　2人組でアンダーハンドパスをします。相
手の取りやすい所に，体全体を使って，山
なりのパスをします。

○スパイク

　スパイクは，ジャンプしてボールを打つと
いう，2つの動作をうまく連結しなければ
いけない難しい技術です。力を入れるのは,
ジャンプする時とボールを打つ瞬間だけな
ので，力のオン・オフの切り替えの感覚に
注意して練習します。また安定したトスが，
スパイクの練習の効果を高めるためには重
要です。同じ位置と高さに上げるようにア
ドバイスします。
　最初にスパイクのスイングを練習した
後，両足ジャンプの動作と組み合わせて練
習します。

1ミートポイント
　写真12のような姿
勢でボールを持ち，腹
筋と肩の力を使って，
相手にボールを投げ
ます。ボールを持って
いない腕をお腹付近
に置き，腕に力を入れ
るタイミングと腹筋・
肩に力を入れるタイミ
ングを合わせるように
します。これは，ボー
ルをミートする瞬間を
確認する練習です。

写真12　ミートポイント

写真11　組手ボールキャッチ＆スロー
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42歩助走両足ジャンプ＆両手ボール
キャッチ

　両足ジャンプ（写真15）して，写真16
のように両手をしっかり伸ばしてボールを
キャッチします。ジャンプの一番高い所で
キャッチできることが重要です。トスは横
から上げるのが一般的ですが，トスが乱れ
てキャッチの姿勢が左右に崩れる場合（写
真17）は，ネット越しに正面からトスを上げ
てもらい，体の軸がまっすぐな感覚を感じ
るよう練習します（写真18）。またボール
キャッチを強く意識してしまうと，ステップ
崩れてしまいますので，ステップが安定して
いない時には，ボールなしで練習します。

2スパイクスイング
　写真13のように，両手を上げた形から，
スパイクを打つ手をスイングして，前述し
た形でボールを打ちます。腕のスイングは

「表3のスパイクの準備局面2」を参考にし
て練習します。

32歩助走両足ジャンプ＆ボール投げ
　写真14のように両足ジャンプして，手に
持ったボールを相手に投げます。安定して
できるようになったら，ネット越しに投げら
れるように練習します。

写真13　スパイクスイング

写真14　スパイクボール投げ

写真16　両足ジャンプ＆両手ボールキャッチ

写真15　2歩助走スパイクのステップ
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52歩助走両足ジャンプ＆両手・片手フェ
イント

　ジャンプの一番高い所で，写真19のよう
に，両手でボールを一瞬キャッチして，そ
のまま相手コートにプッシュします。体が傾
かなくなり，ジャンプの高さが安定してきた
ら，片手でプッシュします。
6スパイク

　スパイクを強く打つことより,高い位置
でボールをとらえて打つようにします。ジャ
ンプする時とボールを打つ瞬間に力を入れ
るように,力を入れるタイミングを意識しま
す。

写真19　両足ジャンプ＆片手フェイント

写真18　正面からトスの両足ジャンプ＆両手ボール
キャッチ

写真17　両足ジャンプ＆両手ボールキャッチの崩れた例
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　レベル1は，図1のようにチームの4 ～7
人が2つに分かれ，ワンバウンドのボール
をオーバーハンドで一度キャッチして，すぐ
にパスをします。パスした人は，向かいのグ
ループの後ろに移動します。バウンドしてパ
スしやすい高さになるように，みんなで相
談しながら，制限時間内に連続何回できる
かを記録します。レベル2は，ワンバウンド
のボールをキャッチせずにオーバーハンド
パスで行います。レベル3は，ノーバウンド
でオーバーハンドパスをします。
　アンダーハンドパスの場合は，ワンバウ
ンドのボールをアンダーハンドの形で，手首
付近でキャッチして，その状態からすぐに
パスをします。手首にボールがうまく止まら
ない場合は，手首にボールを乗せて再開し
てよいことにします。

2壁スパイク

　図2のように，2～3ｍ離れた壁に向かっ
て，自分でトスを上げ，ジャンプせず，ボールが
ワンバウンドしてから壁に当たるように，スパイ
クを打ちます。レベル1は，壁に当たって跳ね
返ったボールをキャッチします。制限時間内に

　基本技術を高めるには，やはり反復練習
が必要です。特にバレーボールの基本技術
は，日常生活ではあまり使わない動きが多
いため，習得に時間がかかる傾向がありま
す。また，自分の動きは自分自身では分かり
にくいので，グループ活動の中でお互いに確
認することも必要です。限られた授業時間
の中で，ドリル教材を実施できる時間は，5
～10分くらいです。学習カードも有効活用
し，楽しみながら活動できるように，生徒の
技術レベルに合わせたドリルを工夫します。
　授業の展開では，オーバーハンドパスや
アンダーハンドパスの指導が，最初に行わ
れることが多いと思いますが，この技術は
力を加える動きが中心になります。「基本技
術の理論」で説明したように，力を入れる
タイミングを間違えると，大きな力がかかり
痛みをともなうことになります。バレーボー
ルを苦手とする最大の原因は，痛みとボー
ルへの恐怖心ですから，それを最初に軽減
しておくことは効果的だと考えられます。

○初級

1オーバーハンド・アンダーハンド
　ワンバウンドキャッチパス

5 .基本技術のドリル教材

図1　ワンバウンドキャッチパスキャッチドリル
（実線：ボールの動き，点線：人の動き）

図2　壁スパイクドリル（実線：ボールの動き，点線：人の動き）
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ボールをワンバウンドさせ，そのボールを
直上にパスし，後ろに並んでいる生徒が移
動してパスをします。パスを真上に上げた人
は，次の人がパスしやすい位置や高さを考
え，また後ろの人のパスの邪魔にならない
ように，素早く移動して後ろに並びます。

2連続フェイント

　図5のように，真上に上げられたトスを両
足ジャンプしてネット越しにフェイントをし，
制限時間内に決められたエリアに何本入っ
たかを記録します。レベル1は，ネットの近
くで広めにエリアを設定します。レベル2は，
アタックライン付近のネットから離れた所に
エリアを設定します。レベル3は，相手コー
トにいる人がキャッチできないようなフェイ
トをし，決めた本数を記録します。

図4　オーバーハンドワンバウンド直上パス＆オーバーパス
（実線：ボールの動き，点線：人の動き）

図5　連続フェイント（実線：ボールの動き，点線：人の動き）

何本キャッチできたかを記録します。レベル2
は，壁から離れる距離を決め，それ以上跳ね
返ってきたボールをキャッチします。強く正確
に打つことが課題です。レベル3は，他の人
にトスを上げてもらい，軽くジャンプしてスパイ
ク打ち，跳ね返ったボールをトスを上げた人が
キャッチします（打った人でもOK）。トスを真上
に上げることも大切な要素になります。

3スタンディングスパイク

　図3のように，真上に上げられたトスを，
ジャンプせずネット越しにスパイクを打ち，制
限時間内に何本打ったか記録します。レベル
1は，相手コートに入っている人がワンバウン
ドでキャッチできるように打ちます。レベル
2は，相手コートに入っている人がノーバウン
ドでキャッチできるように打ちます。レベル3
は，決められたエリアに入るように打ちます。

○中級

1オーバーハンドワンバウンド直上パス＆
オーバーパス

　図4のように，ネット越しに投げられた

図3　スタンディングスパイク（実線：ボールの動き，点線：
人の動き）
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　正規なルールでゲームを行う前に，授業
のドリルで習得した技術を使ったゲーム，
仲間と協力して攻撃を組み立てるゲームな
ど，授業の後半で活用できるゲームを挙げ
ました。生徒の技術レベルに合わせて，改
善を加えながら利用して下さい。

　生徒の技術レベルによって，プレーする
人数やコートの広さを決めます。2～ 4人で
ゲームをすることもできます。全てワンバウ
ンド有り，相手コートから来たボールだけ
ワンバウンド有り，1回返球はダメ，相手に
返球する時にはジャンプして返球するなど
色々工夫すると，ゲームのレベルを調整す
ることができます。

1サポートキャッチマンゲーム
　技術的に不安定な部分をサポートするた
めにキャッチマンを活用して，ゲームをしま
す。レシーブが不安定な場合はファースト

キャッチマン，トスが不安定でスパイクが
打てない場合はセカンドキャッチマン，あ
るいは1回だけキャッチマンがボールを取
ることができるが，どのタイミングでキャッ
チマンを使うかはチームで考えてよいなど，
色々な組み立てができます。
　しかし，キャッチマンがキャッチしたボー
ルを，単純に次の人に投げわたすのでは，
オーバーハンドパス，アンダーハンドパス，
レシーブなどの試技回数が減ってしまいま
す。そこでここでのキャッチマンルールは，
生徒が一度触ったボールをサポートキャッ
チマンがキャッチし，再度その人にプレーし
やすいボールを投げて，次の人にコントロー
ルしたボールがいくようにします。ボールを
触った人は，2回連続プレーすることになり
ますが，ボールコントロールを意識し，次に
プレーする人のことを考えるきっかけとなり
ます。ただあまりにもキャッチマンのボール
を持つ時間が長いと，ゲームのテンポが悪
くなるので，キャッチから投げるまでの時間
をできるだけ短くします。キャッチできる回
数は，レベルに合わせて決めます。

2ボーナスポイントゲーム
　ボーナスポイントは，どのプレーをボー
ナスに設定するかで，ゲームの様相を変
えることができます。三段攻撃，スパイク

（フェイントを含む），ブロックなど，授業の

6 .タスクゲーム

ワンバウンドパスゲーム

　ワンバウンドルールを導入する理由は以下
の3つです。
①落下位置を予測できずボールの下に入るこ
とができない生徒も，移動のための時間を
確保できる。
②ボールがバウンドすることにより勢いがな
くなり，痛みも軽減しコントロールしやすく
なる。
③ボールの下に入るために，膝を曲げて低い
姿勢になりやすい。
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　中学校学習指導要領解説保健体育編
には，各種目の技能，態度，知識，思考・
判断が指導内容となっていますが，今回は
技能を取り上げました。『第1学年及び第2

学年では，ラリーを続けることを重視して，
ボールや用具の操作と定位置に戻るなどの
動きなどによる空いた場所をめぐる攻防を
展開できるようにする。第3学年では， ポ

7 . 評価の観点

課題に合わせて考えます。三段攻撃を促す
ために，1回目返球：1点，2回目返球：2点，
3回目返球：3点とボールタッチ数をポイン
トにすることも可能です。またボーナスポイ
ントゲームでは，25点制だとあっという間
に試合が終わってしまうことも考えられる
ので，時間制をとるのもひとつの方法です。

3エリア設定ゲーム
　人数が多いと，お互いが譲り合ってし

まい，ボールが落ちることが多いので，プ
レーするエリアを決め，自分の動く位置を
明確にして，責任をもたせるようにします。
そこで図6のように，最初の段階では正規
のコートを狭く3分割してエリアを設定し，
2対2のパスゲームなどを行います。隣の
コートの人とぶつからないようにするため
に，スペースを設定します。次に図7のよう
に再設定することで，正規のコートで6人
制の動きができるようになります。

図6　コートを狭く3分割した場合
のエリア設定

図7　コートを3分割した
場合のエリア設定
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ジションの役割に応じたボールや用具の操
作によって， 仲間と連携した「拾う，つな
ぐ，打つ」などの一連の流れで攻撃を組み
立てたりして， 相手側のコートの空いた場
所をめぐる攻防を展開できるようにする。』
と記載されています。ラリーを続けるための
基本技術の習得，定位置に戻るための知
識や動き方，他の人とうまく連携を取りなが
ら個人技能を集団技能へ発展させていくこ
とが目標とされています。しかし限られた授
業時間で，このレベルに到達させることが
大きな課題となっています。そこで今回は，
定位置に戻るための動きを「次のプレーの
準備」として捉えます。準備を促すための
色々な行動を仲間との連携を踏まえて指導
することが，プレーの安定性につながり，新
しい評価の観点になると考えられます。
　基本技術（レシーブ・パス）が安定してい
ない段階でゲームを行うと，1回で返球する
ことが多くなり，定位置へ戻ることやコミュ
ニケーションをとることもなくなり，ボールが
行き来するだけになってしまいます。そこで，
声を出すことにより，ボールや仲間に注意を
向けさせ，自分のプレーの準備ができるよ
うにルールを考えました。生徒たちのレベル
に合わせて，指導してください。

　第1段階は，ボールを触る人は，「ハイ（OK，
オーライなど）」といい，他の人は全員でボール
を触る人の名前を呼びます。できればボールを
触る時に声を出し，タイミングが合うようにしま
す。みんながボールを見て，準備していることを
声で確認します。

　第2段階は，次にプレーをしようと考えている
人が，自分の位置を知らせる声を出し，次の動き
への準備ができていることを知らせます。ボール
を触る人と他の人は,第1段階と同じです。
　第3段階は，ボールを触る人の名前やトス・
スパイクの指示の声を出します。例えば，レ
シーブする人の名前や，トスを上げる場所やス
パイカーの名前など，ボールを触る前に声を出
すようにします。

　第1段階は，仲間やボールの位置を意
識するための声です。第2段階は，これか
らプレーするという準備の意思表示です。
第3段階は，組み立てを考え次のプレーを
指示する声です。どのような声を出すこと
ができるかで，準備に対する評価ができま
す。声を出すためには，自分や仲間を意識
し，ボールの軌跡や次のプレーを予測しな
ければならないので，動き出しのタイミン
グも取りやすくなります。また，一緒に声を
出すことや指示の声を出すことで，仲間と
の連携を意識しながら，攻撃の組み立てや
チーム内での役割を考えるようになってい
きます。
　声のほかに体の向きにも着目することが
できます。

　第1段階は，ボールが来る方向に体を向け
ます。第2段階は，ボールが行った方向に体を
向けます。次に触るのが自分かもしれないとい
う準備をするためです。これがボールを持たな
い時の動きの初歩段階です。
　第3段階は他の人がプレーする時，次のプ
レーのために体を向け動き出します。

　このように，ボールを持たない時に，声
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項目名 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
ド
パ
ス
（
ト
ス
）

自分のところに
ボール が 来て
も，パスができ
ない

自 分 の と こ ろ
に来たボールを
オーバーハンドで
パスすることがで
きる

自分のところに来
たボールを，次のプ
レーヤーが取りや
すいところにパス
することができる

自分の近くに来た
ボール の下 に 動
いて入り，次のプ
レーヤーにパスす
ることができる

1 ～ 2ｍ動いても
次のプレーヤーが
取りやすい場所に
正確にパスするこ
とができる

自分のところに来
たボールを，スパイ
クが打てるように
ネットより高くトスを
上げることができる

自分の近くに来た
ボールの下に動い
て入り，スパイクが
打てるようなトス
ができる

スパイカーの位置
を考え，高さや強さ
をコントロールして
トスをあげることが
できる

ア
ン
ダ
ー
ハ
ン
ド
パ
ス（
レ
シ
ー
ブ
）

自分のところに
ボールが来ても
パスができない

自分のところに
来たボールをアン
ダーハンドでパス
することができる

自分のところに来
たボールを，次のプ
レーヤーが取りや
すいところにパス
することができる

強 い ボールをレ
シーブしたり，弱
いボールは1 ～ 2
ｍ動いて，次のプ
レーヤーの取りや
すいところにパス
することができる

1～ 2ｍ動いて，強
いボールも弱いボー
ルもコントロールし
て，次のプレーヤー
につなぐことができ
る

ス
パ
イ
ク

ボール の 落 下
地 点 が分から
ず，片手でボー
ルを打てない

ジャンプすること
はできないが，片
手でボールを打
つことができる

軽くジャンプして
ボールを打ち，相
手コートに返すこ
とができる

助走してスパイクを
打つことができる

トスに合わせて助
走し，強打ができる

サ
ー
ブ

ボールがうまく
飛ばない

ボールを打つこと
ができるが，相手
コートに届かない

相手コートまで届
くがミスが多い

相手コートにサー
ブを打つことがで
きる

狙ったところにサー
ブを打つことがで
きる

ブ
ロ
ッ
ク

ネットに近づけ
ない

ネット際で両手
を上げることが
できる

スパイカーの前で
両手を上げて少し
ジャンプすること
ができる

スパイカーの前で
高くジャンプして，
両手を上げること
ができる

スパイカーに合わ
せ てジャンプ し，
ネットの近くに両
手をそろえて上げ，
ボールを捕らえるこ
とができる

表4　バレーボールの基本技術の評価

を出す，ボールの方向に体を向けるなど，
準備の動きを身につけることが，学習指導
要領解説に書かれている「定位置に戻る
などの動き」や「仲間と連携した『拾う，つ
なぐ，打つ』などの一連の流れで攻撃を組
み立てる」ことのスタートになると考えられ

ます。
　最後に基本技術の評価の一例を，表4
に挙げました。評価しやすいように，あま
り細かな動きを入れずにまとめていますの
で，生徒の技術レベルに合わせて活用して
ください。
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