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ネット型教材を考える（中学年）ネット型教材を考える（中学年）ネット型教材を考える（中学年）ネット型教材を考える（中学年）

東京学芸大学附属小金井小学校 今井 茂樹東京学芸大学附属小金井小学校 今井 茂樹東京学芸大学附属小金井小学校 今井 茂樹東京学芸大学附属小金井小学校 今井 茂樹

１．問題意識１．問題意識１．問題意識１．問題意識

新学習指導要領が改訂され、ボールゲームにおいては、種目提示型から戦術をもとに

した球技分類論に基づき、ゴール型、ネット型、ベースボール型へと改訂された。戦術

的視点の球技分類論に基づいたフレームが示され、より一層系統的に指導することを求

められている。

ネット型スポーツは攻守分離系（武隈晃 1993）に分類され、さらに対人ネット型（攻

守混合型）と集団ネット型（連係プレイ型）に細分される（下記表参照）。学習指導要

領においては、例示にソフトバレーボール、プレルボールが示されている。これは、い

ずれも集団ネット型である。一方で、対人ネット型の運動は例示されていない。

中学校や高校では、テニスや卓球、バドミントンといった対人ネット型の運動が取り

上げられているにもかかわらず、小学校段階では対人ネット型の運動の実践が少ないの

が現状である。これには道具を介して運動することの難しさ（道具操作する技能面、打

点に入る動き）、用具や場の問題、運動量の問題などが挙げられる。このような問題が

あることは承知しているが、中学校や高校への系統性を考慮した時に、小学校段階で対

人ネット型に触れるということは生涯スポーツの視点から重要ではないだろうか。

攻守交代系 攻守分離系 攻守混合系

対人ネット型 集団ネット型 陣取りゴール型 投捕 /蹴球ゴール型

１年 ○ボール遊び・ゲーム

２年 ○鬼遊び

３年 ﾗｹｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ ＊ タグラグビー ハンドボール

４年 ＊ ＊ ＊ タグラグビー ハンドボール

ラインサッカー

５年 ＊ ショートテニス ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ セストボール

６年 ＊ ＊ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ＊ バスケットボール

サッカー

【 2011 東京学芸大学附属小金井小学校 ボールゲームカリキュラム】



*1 佐藤豊(2010)「新学習指導要領から見たネット型の授業モデル」体育科教育 58(11)p.33

２．対人ネット型ゲーム（テニス型ピンポンゲーム）の教材価値２．対人ネット型ゲーム（テニス型ピンポンゲーム）の教材価値２．対人ネット型ゲーム（テニス型ピンポンゲーム）の教材価値２．対人ネット型ゲーム（テニス型ピンポンゲーム）の教材価値

①自分専用のラケット（道具）を一人ひとりが持つことができるので、児童の意欲や関

心を高めやすく、個々の活躍の（個が輝く）場を必ず保障できる。また、道具を介し

ての個人の運動量や運動感覚作りも保障できる。

②ラケット（道具）を操作し、ボールを追うことで、用具操作能力、空間認識力（ボー

ルを打つとき、ボールを打たないとき）を養うことができる。

③ペアで交互に打つルールにすることで、十分な運動量の保障ができる。

④ネットがあるので、チームやボールが入り乱れるような複雑さがなく、初心者にとっ

て取り組みやすい要因となる。

⑤小学校段階で対人ネット型の運動を経験することで、道具操作や空間認識の面で中学

校や高校への系統性を考慮することができる。

⑥公営市営のテニスコートが地域に存在することから、今後生涯スポーツの１つとして

期待できる。

今回は以上のような問題意識からネット型教材（対人ネット型）ゲームの教材づくり

を試みた。

３．議論いただきたこと３．議論いただきたこと３．議論いただきたこと３．議論いただきたこと

発達段階に応じてどのような教材が求められるかという視点も大切である。『 4-4-4 に

体系化された学習指導要領を見ると、小学校中学年では「易しいゲーム」がねらいとな

る。「スポーツ」を行うのではなく、ルールや場の工夫によって児童が楽しめる教材が

求めらる。小学校高学年は「簡易化されたゲーム」が求められ、中学校への接続を踏ま

えたスポーツ種目としての転機の前期である。』

*1
という考えもあるように、集団ネット

型の中学・高校への系統性を意識した本教材は小学校段階（中学年教材）として価値あ

る教材かどうか議論いただきたい。

４．ゲームについて４．ゲームについて４．ゲームについて４．ゲームについて

（１）場や用具（１）場や用具（１）場や用具（１）場や用具

☆ネット☆ネット☆ネット☆ネット

高さ：約７０ｃｍ 長さ：５ｍ

☆ボール☆ボール☆ボール☆ボール

『 IGNIO スポンジボール 』定価３９７円（３球）

☆コートについて☆コートについて☆コートについて☆コートについて

縦ライン １０ｍ 横ライン：５ｍ

３コート

☆ラケット☆ラケット☆ラケット☆ラケット

段ボール

３０ｃｍ×３０ｃｍ

※ 真 ん中 の 黒 太 ラ イ ンは

使 わな い 場 合 も あ り。



（２）ゲームの仕方（２）ゲームの仕方（２）ゲームの仕方（２）ゲームの仕方

・ゲームはダブルスで戦う。 （二人がゲームに出場。残りの二人は得点と記録を行う。）

・ダブルス２つの合計得点で勝敗を競う。（ゲームが終了後、２つのコートの得点の合

計で勝敗を競う。）

・１チームの人数は３～４人の１０チームを作る。

・試合にでないチームの仲間（２人）は、得点・応援、記録・応援の役割をもつ。

・ゲームの時間は６分間（前後半３分）とする。（６分間で得点の多いほうの勝ち）

・ゲームの進め方は、ゲーム１（前後半３分）→作戦タイム（３分）→ゲーム２（前後

半３分）

・１時間でゲームは２試合行う。

（３）はじめのルール（３）はじめのルール（３）はじめのルール（３）はじめのルール

・ペアと交互で打たなくてはいけない。

・ツーバウンドまでバウンドしてもよい（ノーバウンドは初めはなしにする。ボレーを

後々だしていきたいため。）

・サービスはどこから打ってもよい。ワンバウンドさせて下からうつ。

ペア二人が打ったら交代する。

※ねらえるようになったり、ゲームが発展してきたら、次のようなルールにしてもよい。

（上から打つ。ラインを決めて後ろから打つなど。）→ルールの工夫

（４）工夫されたルール（４）工夫されたルール（４）工夫されたルール（４）工夫されたルール

■第２時

・ネットインはありにする。

・サーブは相手の正面とゆっくりしたボールで打つ。

・ラリーが４回続いたら攻撃をしてもよい。（みんなが楽しめるように初めはラリーを

続ける。）

・サーブは１回失敗してもよい。

■第３時

・続けるための４回のラリー中に、とりにくいボールがきたらやり直す。

■第４時

・アウトボールにノーバウンドでさわってしまった場合は、相手の得点となる。

■第５時

・審判はセルフジャッジ。もめたときはやり直す。

■第６時

・ボレー（ノーバウンド）はありにする。ただしラリーが４回続くまではボレーをして

いはいけない。

５．ドリルゲーム タスクゲームについて５．ドリルゲーム タスクゲームについて５．ドリルゲーム タスクゲームについて５．ドリルゲーム タスクゲームについて

（１）タスクゲーム（１）タスクゲーム（１）タスクゲーム（１）タスクゲーム

①：キャッチ＆スローゲーム①：キャッチ＆スローゲーム①：キャッチ＆スローゲーム①：キャッチ＆スローゲーム

・ボールはキャッチして下から投げることを基本とする。

・ツーバウンド以内でキャッチする。上から投げてもよい。（ノーバウンドはなし。）



・サーブはペア二人が打ったら相手チームに移る。（二人ずつ交代）

●太黒ラインより前は、ノーバウンドでキャッチもありだが、下からしか投げられない。

※ ●については、基礎技能が定着し、空間認識に目が向いてきたら提案する。

②：キャッチ＆ショットゲーム②：キャッチ＆ショットゲーム②：キャッチ＆ショットゲーム②：キャッチ＆ショットゲーム

・ボールはキャッチしてからねらったところに打って返球することを基本とする。ワン

ラリーで一度だけキャッチせずに打って返してもよいこととする。

・太黒ラインより後ろはツーバウンド以内でキャッチする。（ノーバウンドはなし。）

・太黒ラインより前は、ノーバウンドでキャッチし強く返球してもよい。

※ については、児童に必要感がでてきた場合に提案する。

・サーブはペア二人が打ったら相手チームに移る。（二人ずつ交代）

③フルゲーム③フルゲーム③フルゲーム③フルゲーム

・メインゲームで相手チームとゲームをする。（兄弟チーム）

（２）ドリルゲーム（２）ドリルゲーム（２）ドリルゲーム（２）ドリルゲーム

①基礎ゲーム①基礎ゲーム①基礎ゲーム①基礎ゲーム

・▲が投げ入れたボールをワンバウンドで打ち▲に返

す。▲がワンバウンドでキャッチできたら１点。

・▲が前後に投げ入れたボールをワンバウンドで打ち

▲に返す。▲がワンバウンドでキャッチできたら１

点。

・▲が左右に投げ入れたボールをワンバウンドで打ち

▲に返す。▲がワンバウンドでキャッチできたら１

点。

・▲が前に投げ入れたボールをワンバウンドで打って

前へ。その後、ノーバウンドでボレーする。コート

の中に入ったら１点。

・▲は自由にボールを投げ入れ、●は①～④でのドリ

ルを生かして、最適な状況判断をして返す。▲がと

れなかったら１点

②ペアラリー②ペアラリー②ペアラリー②ペアラリー

・コートを縦２つに区切り、半面でペアごとラリーする。１分間で何回続いたかを競う。

③フルラリー③フルラリー③フルラリー③フルラリー

・フルコートでペアごと交互に打つ。相手のペアも交互に打つ。１分間でラリーが何回

続いたかを競うゲーム。（メインゲームとゲーム形式は同じ。）

④マーカーラリー④マーカーラリー④マーカーラリー④マーカーラリー

・半面にマーカーを置き、マーカーをねらってラリーをする。当たったら２点（＊ボー

ナス得点：ペアで行う。）１分間で何点とれるか（ラリーが続いた回数）を競う。

● ●

▲ ▲

※▲は●にボールを投げ入れ

る。●は▲にきちんと返す

ゲーム。 3 分間で何点とれ

るかチームで競う。



６．形成的授業評価の推移６．形成的授業評価の推移６．形成的授業評価の推移６．形成的授業評価の推移

本実践では、毎時間形成的授業評

価を実施し、指導の手立ての一つの

指標とした。本単元における児童の

意欲関心はとても高く、協力して取

り組めている。

アンケートの内容や形成的授業評

価のデーターをチームや個々への関

わり方に生かしている。

７．ゲームの様相７．ゲームの様相７．ゲームの様相７．ゲームの様相

■第１時 １０／２８■第１時 １０／２８■第１時 １０／２８■第１時 １０／２８

オリエンテーション。ルールや使用するカードの説明をした。その後、グラウンドに行き、生活班でボールを打

つ経験をしてみた。

■第２時 １０／３１■第２時 １０／３１■第２時 １０／３１■第２時 １０／３１

試しのゲーム第一回目である。第１時でボールは打ってみる経験はしたが、ゲームをするのは初めてである。「ど

こでボールを打つと打ちやすいか」「ラケットはどのように振るとよいか」といった打ち方に焦点をあてた課題提示

をした。

うまい子は、打点や打ち方の感覚をつかみ、スムーズにラリーをしていた。感覚がつかめない子も、ラケットに

ボールがあたっているので、今後打点の感覚をつかめればラリーを楽しむことができると確信した。振り返りでは

「みんなが楽しめるゲーム」にするにはどうするかの話し合いをした。「サーブはふんわり取りやすく」や「４回ラ

リーを続け、５回目から攻めてもよい」は、みんなのことを考えたやさしいルールが提案され、今後のゲームがよ

り一層楽しみになったようである。「打ち方・打点」についても、「手首を上に向けて」や、「前で打つ」など考えた

ことが出され、次に試したいとカードに書いている子が多くいた。

■第３時 １１／１■第３時 １１／１■第３時 １１／１■第３時 １１／１

本時は試しのゲーム２回目である。前時同様に「打点・打ち方」について、意識するよう課題提示した。下から

振り上げ、ボールをふんわり上げられるようになり、ラリーが続くようになってきた。前時でラリーが続かなかっ

た子は、「ボウリングのようにやさしく打つ」コツを見つけ、ラリーを楽しんでいた。また、「横とボウリングの中

間くらいで打つとよい」など、個々の打ち方のコツもたくさんでてきた。

振り返りで動き方について聞いたところ、「二人のポジションが近すぎるから離したほうがよい」や「二人後ろの

ラインにいると深いボールも打ちやすい」といった作戦に関わる考えもできてきた。

ルールについて、うまくコントロールできず、強いボールを打ってしまう子もいたため、続けるためのラリー中

にとりにくいボールがきたらやり直し」のルールが加わった。みんなが楽しめるルールにしようとする雰囲気がク

ラス全体に広まっている。

■第４時 １１／２■第４時 １１／２■第４時 １１／２■第４時 １１／２

本時で試しのゲームは最後となる。次時からリーグ戦に入ることを伝え、これまでの学びを生かして作戦を立て

たり、分析カードを使って、アドバイスしあったりすることを意識させた。

ラリーはよく続くようになってきた。４回ラリーを続けることをルールに加えたことにより、全員が打点に入る

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

２時 ３時 ４時 ５時 ６時

図１ テニピン 形成的授業評価（全体）

総合評価

成果

意欲・関心

学び方

協力



感覚、打つ感覚をゲームの中で養えるようになった。少しずつ、「右右」「そこで前」などボールをどこに打つかと

いった空間認識の面にも意識が向くようになった子も増えてきた。

振り返りでは、「打ち方・打点」について、「斜め向きに打つと、打ちやすい。」「前にきたボールは弱く、後ろの

ボールは強く。」を全体で確認した。作戦面では「後ろ→後ろ→前」や「前→前→後ろ」が成功したグループを取り

上げ、前後のゆさぶりが有効であることを意識づけた。また、ねらう場所として「打った人をねらうと次の人がと

りにくい」など空間に目が向くようになってきている。

ルールについては、アウトのボールをさわると相手の得点になるというルールが加わった。

■第５時 １１／７■第５時 １１／７■第５時 １１／７■第５時 １１／７

本時はリーグ戦第１回目である。今日からリーグ戦をするということで、練習段階からチームの仲間に声をかけ、

いいプレーをしようという気持ちが伝わってきた。課題提示では、強く打つことに関心をもつ子が増えてきたため、

「強く打つ」ためにはどんなコツがいるのか（打ち方）と前時にでてきた「前後の動き」を取り上げ、チームで作

戦を意識してタスクゲームやゲームをするように投げかけた。

ラリーが続くようになっている子は、攻撃する速いボールを打ったり、前に落として、次に深く速いボールを意

図的に打ったりする姿も見られた。一方で全体的にはラリー４回続けてからの作戦ということもあり、作戦を意識

する前の段階でラリーが途切れてしまう場面も多く見られた。

振り返りでは、「ルール」について、審判をつけたほうがいいという案がでたが、役割を優先したほうがいいとい

うことになり、もめたときは「やり直し」のルールが加わった。「打ち方」では、「浅いボールを横から打つとエー

スがとれる（スマッシュ）」という意見が出たことにより、一層速いボールを打ってみたいと思う子が増えた。（個

人カードより）「動き・作戦面」では、「前に相手がいれば後ろ、後ろにいれば前」がうまくいったというチームも

あったが、「右右→左などは相手があまり動かないから、左右にふっていったほうが、空いているスペースが生まれ

る。」という意見もでた。前後だけではなく、左右にも視野が広がってきている。次時では左右の動きを全体課題と

して進めていきたい。

■第６時 １１／９■第６時 １１／９■第６時 １１／９■第６時 １１／９

本時はリーグ戦第２回目である。本時の課題は、前時に左右の動きへの気づきがでてきていたため、「あいている

スペースをつくり出そう・攻めよう（左右のスペースを意識しながら）」と提示した。また、強いボールの打ち方に

ついてもふれた。

本時から、チームの時間を作り、チームの作戦に応じた練習を組み立てるようにした。１０分あるチームの時間

を５分ずつ、交代で練習するようにした。（５分、自分のチーム練習：５分、相手のチーム練習を一緒にする。）左

右を意識して打つ練習をしたり、回り込んで右に打つなどチームの課題を意識した練習したりする姿も見られたが、

スペースを創ることに必要感をもてていないチームもあった。

ゲームでは、５回目以降のラリーから「攻める」ボールを打つ子が増えてきた。あいているスペースへ打ち込ん

だり、意図的に前に落とす、短く左右に振るボールを打つ子も増えてきた。しかし、５回目からすぐに速いボール

で打ち込んでしまいラリーが終わってしまう場面も見られた。（作戦としては認めていきたい。）

振り返りでは、「右左左右→左右に振ってから真ん中に打ったら決まった。」や「５球目以降に浅いボールがきた

ら、横から押し出すように打つときまる。」といった本時の課題を意識した発言が多かった。また、ルールについて

は、「みんなラリーが続くようになってきたので、ボレーを打ちたい。」という意見がでたため、全体で話し合った

ところ、「後ろに深いボールが来ると、返らなくなるからボレーがあるといい。」など賛成意見があった。納得して

いない子も「ラリー５回目以降だったらボレーを入れてもいい。」となり、次時ではルールに加えることとした。

次時では、前後左右のスペースを意識して攻撃を組み立てる（空いているスペースを創り出す・攻める）ように

課題提示をしていきたい。


