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Abstract: Based on assessment for learning concept, insu�cient evidence on game performance in physical 
education caused from lacking appropriate game performance assessment tool issues for improving games 
teaching in physical education. It makes di�cult to develop appropriate standards-based curriculum in games 
teaching based on evidence on game performance standards in physical education. �erefore, this study has 
aimed to overcome this situation through game performance analysis in 9 handball games （27 min） in 8 h unit 
for 6th grader students in elementary school. Subjects were 40 students from 62 students who have participated 
in all lessons in this unit. Opportunity-to-respond is used to record number of play and that of successful play 
of decision-making and skill-execution in passing, shooting, keeping and supporting in games.

Following 3 points were revealed as the result;
1）  Formative assessment of these game performance based on successful rate was di�cult because of little 

number of plays on each game performance. Instead of such indicator, using the number of play and 
successful play would be more e�ective to assess individual game performance. �en for setting 
performance standards, one should consider that average number of play and successful play number 
would be higher which almost students could achieve in games.

2）  Number of shooting and keeping would be small and di�cult to give enough learning opportunity only in 
games in lesson. So it would be necessary to keep more learning opportunity of such plays in lesson except 
game such as skill practice session. Establishing agreement among students to gibe low skilled children 
more learning opportunity would be also critical.

3）  It would be necessary to keep 7 and 8 h in a unit to improve passing and shooting game performance in this 
condition.

抄録：学習のための評価という考えを踏まえるとき，体育授業において利用可能な適切なゲームパフォーマンスの評価
方法の不足からエビデンスが不十分な状況が生み出されていることは，体育授業のゲームの学習指導の改善という観点
からみて問題である．その結果，授業で学習可能なゲームパフォーマンスのスタンダードに関するエビデンスに基づいたゲー
ム指導が困難になっている．そこで本研究では，6年生の 8時間のハンドボールユニットで 9ゲーム（合計 27分）の個々
のゲームパフォーマンスを分析することで，この状況を克服しようとした．対象は，すべての授業に参加した 62人の参加者
のうち 40人の児童であった．パス，シュート，キープ，サポートといったプレイを個人ごとにゲーム中の試行数並びに状況判
断，技能発揮の成功数をopportunity-to respondを使用して記録した．
その結果，以下の 3点が明らかとなった．
1）  いずれのプレイも試行数の少なさから形成的に個人の成功率を算出することは困難であり，個人のパフォーマンスを
評価する際には試行数・成功数を評価指標とすることが有効である．また，個人が授業で達成可能な適切な達成基
準を設定する際には，試行数・成功数の平均値が概ねの児童が達成できる数より多いことを踏まえることが必要になる．

2）  シュートやボールキープはゲーム中の試行数が少なく，ゲーム場面のみで学習機会を保障することは困難である．そ
のため学習成果を保障するためにはゲームの場面以外の練習場面等で学習機会を保障するとともに，技能下位児
ほど多くの学習機会を得られるようなチームでの合意形成が求められる．

3）  今回と同様の条件であれば，パスとシュートのゲームパフォーマンス向上には 7・8時間程度の時間数が必要となる．
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緒　　　言
我が国では，文部科学省が学習指導要領によりカリ
キュラムの基本方針を決めていることもあり，カリ
キュラム論に対する学術的関心は高くなかったと言わ
れる 1）．しかし，体育の授業に関しても成果検証の時
代に入ったことが 2000年代初頭にはすでに指摘され
ていた 2）．さらにこの効果検証の試みは，国際的には
スタンダードに基づくカリキュラムづくりにおいて明
確に求められるようになる．実際，国際的なナショナ
ルスタンダード作成に向けた動きに対し，指導内容の
系統性や発達の段階に適した妥当性を担保するには，
学習成果の分析を通した評価が必要になることが指摘
されている 1）．また，その際には指導と評価の一体化
という観点から学習の改善を図るために，指導内容と
評価法の一貫性を担保することがもとめられてきた .
このような状況の中で，小学校高学年では体育の授
業時数の 1/3を占める 3）ボール運動の成果の検証には
問題が残されてきた．その一因は，体育の授業中の
ゲームを対象とした，信頼できるゲームパフォーマン
ス注 1）の評価法の不足である．その結果，授業中に発
揮されているゲームパフォーマンスを適切に査定する
ための根拠が蓄積されずに今日に至っている .その結
果，児童には自己の課題の発見や課題解決が求められ
ているにもかかわらず ,児童は授業中のゲームパ
フォーマンスを適切に評価する手がかりをゲームの結
果に求めざる得ない状況が存在している .それはまた ,
教師と児童が互いに共有すべきゲームパフォーマンス
の評価規準の不在を意味するものであり ,児童，教師
双方にとり ,学習の改善に向けた取り組みを困難にし
ている．我が国において戦術学習モデルが紹介された
際，ゲームパフォーマンスの適切さやその向上の度合
いを評価するゲームパフォーマンス評価法（Game 
performance assessment instrument，以 下 GPAI）の
有効性が評価されたこと 4）は，この状況改善に向けた
期待の裏返しであったといえる．
もっとも，ゲームパフォーマンスの評価法の開発
は，多様に試みられてきた 5）．また，その成果の活用
方法もまとまって目にすることができるようになって
きた 6）．さらに，近年ではゲーム分析においてビッグ
データを自動的，即時的に分析することが可能になっ
てきたことにより，ゲーム分析の結果を日常のトレー
ニングに活用することも可能になってきている 7）．し
かし，こと体育の授業で，特に小学校の体育の授業で
実施されているゲームパフォーマンスの実態はほとん

ど報告されていない．我が国でいえば，発達の段階と
指導内容に応じてルールの工夫がなされることで比較
対象となるゲーム数を多く収集しにくいことや，授業
中に実施されるゲームの時間が短いため分析結果の信
頼性を確保しにくいことがその一因と考えられる．実
際，スキルテストと比べるとパフォーマンステストは
個人の試行数に問題を抱えていると指摘されていた 8）．
その結果，チームやクラス全体のゲームパフォーマン
スを明らかにすることができても，生徒一人一人の
ゲームパフォーマンスを評価することが難しい状況が
生み出されている．そのため，体育授業中のゲームで
発揮されている個々人のゲームパフォーマンスの実態
に関するエビデンスの蓄積がなされてきていない．
そのため，エビデンスに基づき授業で期待できる
ゲームパフォーマンスを個人ベースで設定し，それに
即して個々の児童のゲームパフォーマンスを評価する
ことやその結果を踏まえて個人のゲームパフォーマン
スの改善に必要なフィードバックを提供すること，さ
らには単元やカリキュラムの改善策を検討することが
困難な状況が生み出されている．
確かにかつて我が国では学習意欲を高めるという観
点や心理的満足度から学習指導過程のモデルが提案さ
れた 9）．また，自発性やめあての自己決定の重視とい
う観点から「めあて学習」が提案された 10）．また，英
語圏の戦術学習論において提案されたゲーム－練習－
ゲームという授業の展開法 10）が我が国でも紹介され
てきた．これらは，我が国のボール運動の授業の単元
計画や本時案の作成，さらには実際の授業の進め方に
影響を与えてきた．しかし，戦術学習の有効性の根拠
となっているテクニックベースのアプローチと戦術学
習アプローチの成果を比較する研究では，戦術学習が
授業中の問題をどのように克服するかについてのエビ
デンスを創出できていない 11）ため，このような単元
や授業の展開方法がゲームパフォーマンスに与える影
響に関する報告は限られている 12–14）．加えて，それら
の限られた効果検証論文においても成果の検証は単元
前後変容の検証であり，授業で期待しえる，エビデン
スに基づくゲームパフォーマンスの達成基準に基づい
て行われているわけではない．
この状況はまた，ゲームの結果を重視することに子
どもたちの関心を向かわせ，ゲームパフォーマンスの
向上に向けた課題志向的な学習へと子ども方向づける
ことを困難にしている．個人やチームとして達成すべ
き成果が具体的に設定しにくいためである．その結
果，教師にも指導計画を立案する際に必要な手がかり
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が不足する状況を抜け出せなくなっている．
この問題を解決していくには，まずは概ねの生徒が
達成可能な具体的な課題を授業の実態に即して明らか
にしていくことが必要になる．しかし，この問題は
GPAIにおいても解消されるわけではない．試行数が
無かった場合には成果を計算できなくなるためであ
る．また，この問題点の改善を提案した方法 15）では，
成果を 2段階でしか評価できなくなっている．
そのため，これらの問題を解決するためにはゲーム
パフォーマンスを授業内の少ない試行数で簡便に評価
するための方法が必要になる．この方法として
Opportunity-to-respond（以下OTR）がある．OTRは
学習者の行動をコード化し，コーディングした行動が
実施されたときにカウントする方法である．OTRで
は成功率ではなく，試行数や成功数が評価指標とな
る．確かにそれは我が国では馴染みが少ない．しか
し，アメリカでは少数の適用事例がみられる 16–17）．ま
た，組織的観察法の中でも比較的容易に観察可能なイ
ベント記録 18）である点で，学校現場でも利用しやす
い評価法といえる．したがって，試行数と成功数を評
価指標に用いることで，子どものゲーム中における
ゲームパフォーマンスの実態を把握することが可能に
なると考えられる．
他方で生徒に確かな学習成果を保障する際には，単
元時数が重要になる．単元時数は，年間計画や単元計
画の作成で検討されるべき要因である．実際，アメリ
カの中学生を対象としたバドミントンの単元では，単
元時数によってゲームの指導法の効果が異なることも
報告されている 19）．しかし，どの程度の単元時数が
どのような成果を生み出しているのかについては，現
状では把握されていない．
このような状況を改善して確かなゲームパフォーマ
ンスの発揮を保障していくには，まずは，体育の授業
中に発揮されているゲームパフォーマンスの実態を把
握することが必要になる．そのため本研究では，授業
中のゲームパフォーマンスの評価方法として試行数・
成功数を評価指標とすることの有効性について検討す
るとともに，学習機会保障に向けた授業改善の方略並
びにゲームパフォーマンス向上に必要な単元時数につ
いて検討することとした．

方　　　法
1．種目・期日・対象・教師
本研究では，小学校 6年生 2学級を対象としたハン

ドボール授業で実施されたゲームの映像を収集した．
授業の実施期日，児童の人数，授業を実施した教師の
特徴は表 1のとおりである．授業は 2学級それぞれ
8時間ずつ実施された．

授業は人口 20万人未満の自治体に所在するA小学
校で実施された．この小学校は近隣に居住する児童が
通学する通常の公立小学校であった．

2．単元計画
実施した授業の単元計画は図 1のとおりである．
単元時数は，対象校の年間指導計画を踏まえ，対象
校と協議の上設定した．その際，戦術学習論やスポー
ツ教育論，協同学習，そして我が国のボール運動系の
授業で適用されている指導計画を参照した 12, 20–26）．そ
の上で，授業の単元計画並びに授業計画は，授業を実
施した教師Wと体育科教育学を専門とする大学教員
2名，大学院生 1名らの研究チームが小学校学習指導
要領解説書 27）の記述を踏まえ，複数回の協議を重ね
て作成した．
単元における知識及び技能の目標は，学習指導要領
に基づき「簡易化されたゲームで，ボール操作とボー
ルを持たないときの動きを理解し，攻防することがで
きる．」とした．
実施されたハンドボール授業の 1時間目及び 2時間

目では，単元を通じて行うメインゲームとタスクゲー
ムの行い方について指導した．3時間目及び 4時間目
には，ボール保持時の状況判断について指導した．特
に 3時間目には，ボール保持時の状況判断としてゴー
ル前での状況判断，4時間目にはシュートエリア外で
の状況判断を指導した．5時間目及び 6時間目では，
ボール非保持時の状況判断について指導した．特に
5時間目にはボール非保持時の状況判断として，ボー
ルを受け取ることのできる場所に移動する状況判断を
指導した．6時間目には味方と同じ場所にいたり，
ボール保持者からみた方向が重なったりしないように
する状況判断を指導した．7時間目及び8時間目では，
各チームがそれぞれのチームメンバーの特徴に応じて
ポジションや作戦を決定させる指導を行った．
チームは 4人 1組を基本とし，タスクゲームやチー

ム練習では 2チーム合同のきょうだいチームで行わせ
た．また，メインゲームでも欠席等で人数不足になる

表1　対象

種目 ハンドボール

学校 A小学校

学年 6年生

時期 2018/9/19～10/22

時間 8時間

学級 2学級

人数 40人

教師 教師W　教職 14年目・長期研修教員
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ことがあれば，きょうだいチームからプレイヤーを補
填させた．
タスクゲームでは，ボール操作，ボール保持時の判
断，ボールを持たないときの動きを易しい条件下で豊
富に練習できることを意図し，攻撃 4人が守備 2人を
挟んで（片側に 2人ずつ）ポジショニングしてパスを
回す練習をした．また，チーム練習では自チームの課
題に応じた練習を行わせた．メインゲームではゲーム
を 2交代制で実施し，試合後には互いにアドバイスを
行わせた．
なお，鬼澤ほか 12）で示されたデータより，ゴール
型においてはシュートが少なくなることを予見し，毎
回の授業終了後には各児童のシュート場面に直面した
回数，シュートを実行した回数，シュートが成功した
回数を教師に伝え，その情報をもとにシュートを行っ

ていない児童や成功していない児童とその児童の所属
チームへの積極的な支援を教師Wに依頼した．

3．メインゲームの設定
小学校学習指導要領解説書 27）で示されている簡易
化されたゲームの考え方を踏まえ，メインゲームで
は，すべての児童が最低限の学習の機会を保障される
ように ,攻撃が易しくなるルールと試行数の個人差を
低減させるルールを設けた．
攻撃を易しくするために，攻撃時はアウトナンバー
とした．また，台形のゴールを用い ,シュートの難易
度を下げた．さらに，コートのサイズは横幅に対して
縦幅を短くし，少ないパス回数でシュートができるよ
うにした．
加えて ,試行数の個人差を低減させるために，得点

図1　単元計画

図2　メインゲームの設定



奥村拓朗，岡出美則

5

が入ったらキーパーと相手コートに留まるポジション
をローテーションすることとした．さらに，ゲーム後
にシュートした人数分の得点を加算することで，多く
の人数がシュートすることにメリットがあるルールと
した．

4．分析カテゴリー
試行数・成功数を用いて評価をするにあたっては，
対象単元の指導内容を踏まえ，観察可能な各プレイを
試行数の分析カテゴリーとして作成した．また，成功
とみなすことのできるパフォーマンスを学習指導要領
解説書の例示項目並びにGPAIで用いられた構成要素
を参考に設定し，成功数の分析カテゴリーとして設定
した．各カテゴリーとその基準は表 2及び表 3のとお
りである．

5．ゲームパフォーマンスの評価方法
2時間目から 8時間目までのすべてのメインゲーム

をデジタルカメラ（SONY社HDR-CX270V）で撮影し
た．撮影者及び観察者は，ゴール型の球技（フラッグ
フットボール，サッカー，フットサル，バスケット
ボール）を専門とする大学院生・大学生計 4名であっ
た．
撮影したビデオは大学に持ち帰り，観察・評価し
た．観察前に，観察者は評価基準に基づくトレーニン
グを行った．その後，複数の専門家の協議による評価
結果と1人の観察者の評価結果との一致率が80％を超
えたことを確認し，4人の観察者が独立して評価し
た．評価は，分析カテゴリーに基づいて，1回ごとに
試行数・成功数を個人別にカウントした．

6．分析方法
分析対象としたゲームの総時間は，3分間×9回，
計 27分間であった．各カテゴリーの試行数と成功数
について，1ゲーム（3分）あたりの平均値，標準偏
差，変動係数，パーセンタイル値を算出した．概ねの
児童が達成可能な基準として，岡出・中垣 28）や北村
ほか 29）では，7割の児童が通過できる値を概ねの児童
生徒が通過できる値としている．そのため 7割の児童
が通過できる値である 30パーセンタイル値を概ねの
児童に期待できる成果とした．また，概ねの児童が通
過できる値と対比するために，上位 1割の児童しか通
過できない値として 90パーセンタイル値を参照する
こととした．
また，単元経過に伴う試行数・成功数の変容の検討
では，メインゲームを 3ゲームごとに，序盤（2時間
目のメインゲーム～4時間目のメインゲーム），中盤
（5時間目のメインゲーム～7時間目のメインゲーム
①），終盤（7時間目のメインゲーム②～8時間目のメ
インゲーム②）として検討した．その際，繰り返しの
ある一元配置分散分析と多重比較を行った．多重比較
ではHolmの方法を用いた．分散分析では偏η2を，多
重比較ではCohen’s dを効果量として用いた．一連の
統計処理はHAD16.102を用い，有意水準は 5％未満
で検討した．
なお，本研究では 8時間単元の授業にすべて出席
し，ゲームに参加した児童を分析対象とした．そのた
め分析対象となった児童は 40人であった．

結　　　果
1． 単元中全て（9回）のゲームにおける総試行数・総
成功数
単元中に実施されたゲーム（3分間，9回，計 27分
間）における総試行数及び総成功数を示した（表 4）．
パスやサポートでは比較的豊富な試行数と成功数で
あったが，シュートとボールキープの試行数は 1ゲー
ムに 1回を下回った．特にシュートはその増加を意図
してルールを修正したにもかかわらず試行数は少な
く，シュートの試行をゲームで保障することの困難さ

表2　試行数の分析カテゴリーとその基準

カテゴリー 基準

パス 味方に向かってボールを投げた .

シュート ゴールに向かってボールを投げた .

ボールキープ 一定時間以上，ボールキープをした .

サポート パスが投げられた際に，ボール保持者よ
りもフロントコート側にいた .

表3　成功数の分析カテゴリーとその基準

カテゴリー 基準

パス
状況判断 シュートできないとき，フリーの味方にパスをした .

技能発揮 投げたパスが味方の手元に到達した .

シュート
状況判断 フリーでシュートをした .

技能発揮 シュートがゴールに入った .

ボールキープ 状況判断 シュートできずパスレーンを保持している味方がいないとき，ボールキープをした .

サポート 技能発揮 ボール保持者との間にディフェンスがいない .
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が示された．

2．単元経過による試行数の変容
単元の段階（序盤：2時間目～4時間目，中盤：5時

間目～7時間目①，終盤：7時間目②～8時間目②）ご
とに，1ゲームあたりの試行数を示した（表 5）．
パスの試行数は，一元配置分散分析は有意であり，
多重比較では中盤–終盤と序盤–終盤が有意であった．
シュートの試行数は，一元配置分散分析は有意であ
り，多重比較では，序盤–終盤が有意であった．ボー
ルキープの試行数は，一元配置分散分析は有意ではな
く，多重比較はいずれも有意ではなかった．サポート
の試行数は，一元配置分散分析は有意ではなく，多重
比較はいずれも有意ではなかった．

3．単元経過による成功数の変容
単元の段階（序盤：2時間目～4時間目，中盤：5時

間目～7時間目①，終盤：7時間目②～8時間目②）ご
とに，1ゲームあたりの成功数を示した（表 6）．
パスの状況判断の成功数は，一元配置分散分析は有
意であり，多重比較では中盤–終盤と序盤–中盤で有

意であった．パスの技能発揮の成功数は，一元配置分
散分析は有意であり，多重比較では，中盤–終盤と序
盤–終盤で有意であった．シュートの状況判断の成功
数は，一元配置分散分析は有意でなく，多重比較はい
ずれも有意ではなかった．シュートの技能発揮の成功
数は，一元配置分散分析は有意ではなく，多重比較で
は序盤–終盤のみ有意であった．ボールキープの状況
判断の成功数は，一元配置分散分析は有意であり，多
重比較では，序盤 –中盤と中盤 –終盤で有意であっ
た．サポートの技能発揮の成功数は，一元配置分散分
析は有意でなく，多重比較でも有意差はなかった．

考　　　察
本研究では，授業中のゲームパフォーマンスの評価

方法として試行数・成功数を評価指標とすることの有
効性について検討するとともに，学習機会保障に向け
た授業改善の方略並びにゲームパフォーマンス向上に
必要な単元時数について検討することが目的であった．
そのため，考察では，1．試行数・成功数を授業中

の評価指標とすることの有効性，2．学習機会保障に
向けた授業改善，3．ゲームパフォーマンスの向上に

図3　単元経過による試行数の変容

表4　総試行数・総成功数

OTR/27 min

試行数 成功数

パス シュート ボール 
キープ サポート パス 

状況判断
パス 
技能発揮

シュート 
状況判断

シュート 
技能発揮

ボール
キープ 
状況判断

サポート 
技能発揮

平均値 29.75 7.70 5.20 55.03 21.25 21.70 5.00 4.45 2.38 34.90

標準偏差 15.49 3.65 4.10 17.96 10.85 11.46 2.67 3.06 2.24 10.90

30パーセン 
タイル値 20.30 5.00 2.30 43.90 16.00 15.30 3.00 3.00 1.00 27.00

90パーセン 
タイル値 55.90 12.00 10.90 78.80 39.00 39.90 8.90 8.90 5.00 53.60
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必要となる単元時数の 3点を検討した．

1． 試行数・成功数を授業中の評価指標とすることの
有効性
個人ベースで評価した際にいずれのプレイもほとん
どの児童が 1ゲームで 10回未満の試行数であること
から，毎時の形成的な評価の評価指標として成功率を
用いることは不安定な評価指標を参照することになる
と考えられる．そのため，今回のように試行数や成功
数を授業中の評価指標として自らのパフォーマンスを
自己評価することによって，自らのパフォーマンスの
伸びや課題を具体的に確認することが可能になると考
えられる．
他方で，平均値と概ねの児童が達成可能な 30パー

センタイル値には一定以上の差があり，多くの児童は
平均値に満たない試行数・成功数であったと考えられ
る．90パーセンタイル値を超えるような一部の児童
が平均値を吊り上げているためである．授業における
達成基準はこのような事態を含みこんで設定する必要
がある．
例えば，今回の結果を踏まえれば 1ゲームでシュー
トの成功を求めることは極めて困難である．このこと
は，ゲームでの全員得点にボーナス点を与える方式は
極めて難度の高い条件設定であることを示唆してい
る．このような実態を踏まえれば，3分のゲームを 2
回実施した単元終盤の授業であれば，1時間に 1回の

シュート試行ができれば，シュートのパフォーマンス
発揮については第一段階の達成基準を満たしたという
達成基準が考えられる．また，そのうえ成功できれば
第二段階の達成基準を満たしたという達成基準を設定
可能になる．ゲーム中に実際に発揮されているパ
フォーマンスを踏まえたこのような達成基準を設定
し，それを生徒と共有することができれば，教師は単
元経過に即してシュートを打っている児童を確認し，
シュートを打っていない児童に対して意図的に働きか
けることが可能になる．また，児童自身が ,ゲームパ
フォーマンスに関連して改善すべき課題を具体的に設
定できる可能性が期待できる．それにより ,個人が設
定した具体的な目標を踏まえてチーム内での支援を求
めたりすることができると考えられる．これは
Assessment for Learning（学習のための評価）30）で求
められ，我が国の学習評価の方針にも記されている事
項 31）でもある．
以上より，試行数・成功数を授業中の評価指標とす
るとともに多くの児童が達成可能な達成基準を設定す
ることにより，ゲームにおける個人の成果を明確化す
ることができ，児童を課題志向的な学習へと方向づけ
ることが可能になると考えられる．

2．学習機会の保障に向けた授業改善
今回実施した授業では，すべての児童に最低限の学
習の機会を保障することを意図してゲーム修正を行っ

表5　単元経過による試行数の変容

OTR/3 min
パス シュート ボールキープ サポート

序盤 中盤 終盤 序盤 中盤 終盤 序盤 中盤 終盤 序盤 中盤 終盤

平均値 2.88 3.23 3.81 0.72 0.86 0.99 0.69 0.51 0.53 5.66 6.19 6.49

標準偏差 1.79 2.09 1.92 0.63 0.51 0.56 0.68 0.62 0.64 2.50 2.59 2.46

30パーセンタイル値 2.00 1.77 2.67 0.33 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 4.33 4.67 5.33
90パーセンタイル値 5.87 6.60 6.33 1.67 1.63 1.67 1.67 1.33 1.33 9.33 10.00 9.60

分散分析

F 7.397 3.218 1.264 2.023

p .001 * .046 * .286 n.s. .141 n.s.

偏η2 0.16 0.08 0.03 0.05

序盤–中盤

t － 1.378 － 1.188 1.521 － 1.139

p .176 n.s. .242 n.s. .136 n.s. .262 n.s.

d 0.17 0.25 0.28 0.21

中盤–終盤

t － 2.472 － 1.235 － 0.240 － 0.820

p .018 * .224 n.s. .812 n.s. .417 n.s.

d 0.29 0.25 0.04 0.12

序盤–終盤

t － 3.766 － 2.839 1.080 － 1.992

p .001 * .007 * .287 n.s. .053 n.s.

d 0.49 0.46 0.24 0.33
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た．しかし，このような手続きにもかかわらず，どの
プレイにおいても概ねの児童に保障できる試行数・成
功数は少数であった．しかし，ゲームパフォーマンス
の向上にはゲーム中に技能を発揮する機会や判断する
機会を保障することが必要だと言われる 32）．そのた
め，すべての児童に一定以上の学習機会と成功体験を
保障するための手続きが必要になると考えられる．
ゲーム中の機会の保障が簡単ではないとすれば，
ゲームパフォーマンスの向上を保障するためにはゲー
ム以外の場面で学習機会を保障することが重要であ

る．今回の結果を踏まえれば，ボール保持時の技能，
特に試行数が少ないシュートとボールキープはゲーム
外で練習する必要があると考えられる．ところが，
ゲーム以外の場面でも技能下位児はチームメンバーに
学習機会を奪われてしまう可能性が高い 33）．
この状況の解決にむけては，シーズン初期に技能下
位児の技能向上に注力するチームづくりを求めるス
ポーツ教育論 34）の提案が示唆的である．具体的な指
導としては，単元の早い段階で技能下位児ほど技能向
上の機会を得られるようなチーム内の合意形成を促す

表6　単元経過による成功数の変容

OTR/3 min

パス 
状況判断

パス 
技能発揮

シュート 
状況判断

シュート 
技能発揮

ボールキープ 
状況判断

サポート 
技能発揮

序盤 中盤 終盤 序盤 中盤 終盤 序盤 中盤 終盤 序盤 中盤 終盤 序盤 中盤 終盤 序盤 中盤 終盤

平均値 2.04 2.22 2.83 1.92 2.36 2.96 0.49 0.60 0.58 0.43 0.47 0.58 0.38 0.11 0.30 3.68 3.80 4.16

標準偏差 4.03 4.53 4.14 4.08 4.76 4.64 1.43 1.14 1.40 1.42 1.24 1.55 1.25 0.57 1.48 4.90 4.80 4.47

30パーセン 
タイル値

1.00 1.10 2.33 1.00 1.33 2.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 2.67 3.00 3.67

90パーセン 
タイル値

3.33 4.30 4.93 3.90 4.97 4.67 1.30 1.00 1.00 1.30 1.00 1.33 1.00 0.33 1.00 5.97 6.00 6.00

分散分析

F 8.324 7.397 0.795 3.109 5.918 1.658

p .001 * .001 * .455 n.s. .050 n.s. .009 * .197 n.s.

偏η2 0.18 0.16 0.02 0.07 0.13 0.04

序盤–中盤

t － 0.95 － 1.378 － 1.122 － 0.448 4.018 － 0.439

p .348 n.s. .176 n.s. .269 n.s. .657 n.s. .000 * .663 n.s.

d 0.12 0.17 0.25 0.09 0.84 0.08

中盤–終盤

t － 2.934 － 2.472 0.298 － 1.831 － 2.759 － 1.436

p .006 * .018 * .767 n.s. .075 n.s. .009 * .159 n.s.

d 0.42 0.29 0.06 0.37 0.51 0.23

序盤–終盤

t － 3.695 － 3.766 － 0.935 － 2.583 0.808 － 1.663

p .001 * .001 * .355 n.s. .014 * .424 n.s. .104 n.s.

d 0.57 0.49 0.18 0.41 0.18 0.31

図4　単元経過による成功数の変容
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ことである．
このような合意形成は社会領域の指導内容であるの
と同時に，技能領域の目標達成においても重要な要素
になる．また，運動技能の指導内容と社会領域・情意
領域の指導内容とを複合的に指導することはこれまで
も提案されてきた．先述したスポーツ教育論だけでな
く協同学習 35）や Farias et al. 36），出原 37），梅垣 38）の提
案はその例である．今回得られた結果はこれらの提案
を支持するものといえよう．

3． ゲームパフォーマンスの向上に必要となる単元時
数
ゲーム中心の学習指導（Game centered Approach）

に基づく海外の介入研究ではゲーム中の状況判断や技
能発揮の向上に日本の授業の単位時間で10単位時間以
上の単元時数が必要になることが示唆されている 39）．
また，鬼澤 40）では，初期に比べて8時間段階，さらに
は 10時間段階で状況判断能力が有意に向上すること
が報告されている．
今回の授業においてパスとシュートの試行数・成功
数が終盤（単元 7・8時間目）に向上したことから，
8時間程度の授業でもパスとシュートのゲームパ
フォーマンス向上の可能性が示された．しかし，これ
らは序盤から中盤にかけては向上しなかったことか
ら，全 5・6時間の単元であった場合には向上しない
まま単元が終了したことが予想される．そのため，パ
スとシュートのパフォーマンス向上を保障するために
は今回実施したような単元計画であれば，最低限 7・
8時間の時間が必要となることが示唆された．また，
サポートとボールキープに関しては，7・8時間での
向上が困難であることが示唆された．ただし，ボール
キープについては，今回のゲームはフロントコート内
ではアウトナンバーゲームであったため，ボールキー
プをする必要がない場面が多かった可能性 12）が考え
られる．また，サポートは試行数・成功数ともに有意
差は認められなかったものの 0.3程度の小さい効果量
があり，ある程度の向上可能性を示している．加え
て，前述のとおり単元序盤から他のプレイに比して多
くの試行数・成功数が得られており，児童にとって単
元当初より機会が得やすく成功しやすいプレイであっ
たと考えられる．
一方，実際に確保されている単元時数をみると，小
学校高学年のゴール型では 7時間から 10時間が確保
されることが多い 3, 41）．一方それ以下で設定されてい
るケースも見受けられる 42, 43）．しかし，前述したよう
に，これらで設定される単元時数に即してそのゲーム
パフォーマンスの実態が検討されてきているわけでは
ない．そのため，多くの場合には年間授業時数に規定

された現実的に確保しうる時数が設定され，期待する
成果によって時数が差異化されているわけではないと
考えられる．その点において，今回の結果は，8時間
の単元時数で向上が期待できるゲームパフォーマンス
とそれが困難なゲームパフォーマンスを示し，期待す
る成果とそこで必要となる単元時数を示唆していると
いえる．また，この点を踏まえた単元時数の検討の必
要性が示唆された．

結　　　論
そのため本研究では，授業中のゲームパフォーマン
スの評価方法として試行数・成功数を評価指標とする
ことの有効性について検討するとともに，学習機会保
障に向けた授業改善の方略並びにゲームパフォーマン
ス向上に必要な単元時数について検討した．
その結果，以下が明らかとなった．

1. いずれのプレイも試行数の少なさから形成的に個人
の成功率を算出することは困難であり，個人のパ
フォーマンスを評価する際には試行数・成功数を評
価指標とすることが有効である．また，個人が授業
で達成可能な適切な達成基準を設定する際には，試
行数・成功数の平均値が概ねの児童が達成できる数
より多いことを踏まえることが必要になる．

2. シュートやボールキープはゲーム中の試行数が少な
く，ゲーム場面のみで学習機会を保障することは困
難である．そのため学習成果を保障するためには
ゲームの場面以外の練習場面等で学習機会を保障す
るとともに，技能下位児ほど多くの学習機会を得ら
れるようなチームでの合意形成が求められる．

3. 今回と同様の条件であれば，パスとシュートのゲー
ムパフォーマンス向上には 7・8時間程度の時間数
が必要となる．

本研究で得られた上記の成果は，授業の成果から指
導内容や単元計画の妥当性をエビデンスベースで検討
できることを示唆している．それは，ボール運動系で
もエビデンスベースのカリキュラム開発が可能になる
ことを意味している．そのため本研究は，試行数・成
功数を評価指標とした個人ベースのパフォーマンス評
価という検討方法の提案としても機能し，上記の問題
を解決できる可能性を示唆するものであった．
他方で，今回得られた成果は今回実施したゲームの
実施時間や単元時数等の実施条件に限定されることに
留意が必要である．また，授業ではディフェンスの
ゲームパフォーマンスも向上していると考えられ，
ディフェンスの向上を踏まえた検証方法も今後求めら
れる．
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注
1） ゲームパフォーマンスとは，ゲームの戦術的課題の解決
に向けて発揮されるゲーム中のパフォーマンスである．
戦術学習論によってその重要性が示されてきた．
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