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保健体育科学習指導案 
 

日 時 令和元年１１月１５日（火）第２校時 

場 所 富良野市立富良野西中学校 体育館  

生 徒 富良野市立富良野西中学校 ２年１組２８名 

指導者 教諭 吉武 智仁             

 

１ 単元名  球技 バレーボール（ネット型） 

 

２ 単元について 

（１） 一般的な特性と生徒からみた特性 

  バレーボールは、ネットをはさみ相対した２つのチームが、サービス、トス、スパイク、ブロッ

ク、レシーブなどで攻防を展開し、仲間同士でボールを繋ぎながら勝敗を競い合うところに楽しさ

や喜びを味わうことのできる種目である。また、用具や場の工夫、ルールの柔軟さによって、勝敗

だけでなく各年代に応じた楽しみ方ができる。特に中学校段階では、仲間との関わり合いを学ぶ代

表的なネット型のチームスポーツであり、個人的技能と対人的技能の両方を高めることでゲームの

質が高まっていく。また、ゲームを通して、チームや個人の課題を仲間と共に考え発見し、解決す

るための糸口を話し合いや練習の中から見いだすことで、自己の技能向上がチーム力の向上につな

がることに気づくことができる。したがって、チーム力の向上のために「個人と集団」の課題を自

ら解決し積極的にバレーボールに親しむ資質や能力を育てていくことが大切である。 

 

（２） 生徒の実態と目指す姿 

  全体的に元気が良く、何事にも意欲的に取り組める生徒が多い。運動部に所属している生徒が多

く、どの単元においても全体的に積極的に活動し、運動に対して苦手だと感じている生徒も前向き

に頑張る雰囲気の中で授業が展開されている。しかし、バレーボールのイメージは「パスが難しい」

という意見が１番多く、次に「痛い」という意見が多かった。アンケートの答えにもあったパスの

難しさを何とか解消し、ゲームの中でパスがつながり攻撃できるバレーボールの楽しさを感じるこ

とができるような手立てが必要である。 

  本単元では、ボールがすぐに落ちる、パスが続かないなど、個人的技能や集団的技能の習得に難

しさを感じる生徒が多いと思われる。その結果、運動が得意な生徒が意欲を失ったり、自分が身に

つけた個人技能のみでゲームを進めようとしたりしてしまうことや、運動の不得意な生徒が失点し

ないようにボールに触れることを恐れて、消極的な態度を示してしまうことが予想される。そのた

め、ルールの弾力的活用や基本的な技能の習得に時間をかけながら、ボールに触れる回数を増やし、

自己の技能向上やチーム力向上を目指したい。また、生徒の技能習得の状況に応じて、段階的に課

題を設定したゲームに取り組ませ、一人一人が活躍できるバレーボールの授業を展開したい。 

 

３ 研究の視点に関わって 

  視点１ できたが実感できる「教材の工夫」 

① 技能習得の状況に応じて設定したキャッチゾーン 

 「一人一人が活躍できる（ボールに触れる機会の多い）ゲーム」「コート上のキャッチゾーン 

を生かし、積極的にパスをつなぐゲーム」を目指し、全員でパスをつなぐことを大切にしなが 

ら、一人一人が必要感をもってプレーし、協力して取り組めるような場の工夫をする。 

② 一人一人が活躍できるグループ編成 

  チーム編成は、できるだけ技能やリーダーシップ等で差がでないように教師が決定する。ま

た、チームの中で実力差を認め合った上で、ルールをどのように活用するか考え、一人一人が

自分の役割に責任をもち、協力できるようにする。 
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視点２ もっとやりたいと思う「学習過程」 

① 生徒が必要感を感じる課題を設定する 

 生徒の実態に合わせた課題をもとに段階的な学習をし、課題を解決していけるような

学習過程を目指す。そこで、ねらいや目指す姿に合わせたルールを設定し、そのために

は何が必要になるかということが生徒から引き出せるようにする。 

 

視点３ できたを実感し、もっとやりたいと思う「評価の工夫」 

① 上達が実感できる掲示物での見える評価 

毎回の授業で継続して記録の更新ができるよう、導入の準備運動で円陣パスを実施し、授業 

への意欲向上につなげる。 

② 体育ノートを活用した残る評価 

学習ノートで気づきや課題を記録として残していくことで、自己の学びや成長を実感したり、

主体的に課題を解決したりすることができるようにする。 

  

４ 単元の目標と学習活動における具体的な評価規準 

〇バレーボールに積極的に取り組むとともに、フェアなプレイを守ろうとすること、分担した役割 

を果たそうとすること、作戦などについての話し合いに参加しようとすることなどや、健康・安

全に気を配ることができるようにする。（関心・意欲・態度） 

〇課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。（思考・判断） 

〇ボールや用具の操作と定位置に戻るなどの動きによって空いた場所をめぐる攻防を展開する。 

（技能） 

〇バレーボールの特性や成り立ち、技術の名称や行い方、関連して高まる体力などを理解し、課題 

に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。（知識・理解） 

 

運動への関心・意欲・態

度 

運動についての思考・判

断 

運動の技能 運動についての知識・理

解 

➀バレーボールの特性

やゲームに関心を持

ち、積極的に取り組も

うとしている。 

➁互いに協力して練習

やゲームをしようと

している。 

➂勝敗に対して、公正な

態度をとろうとする。 

➀ボールを持たない人の

動きについてポイント

を見つけている。 

➁チームの課題に合わせ

て攻撃につなげるため

のポイントを見つけて

いる。 

➂自己の能力やチームの

課題に合った練習方法

を見つけている。 

➀アンダーハンドパス、

オーバーハンドパス

を正確に行うことが

できる。 

➁味方が操作しやすい

位置にボールをつな

ぐことができる。 

➂相手側の空いた場所

にボールを返すこと

ができる。 

➀バレーボールの技術

や名称、行い方につい

て理解し、具体的に挙

げたり書き出したり

している。 
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５ 学習の全体計画 

時数 学習内容 

評価計画 

関心・意

欲・態度 
思考・

判断 

技能 知識・

理解 

１ ＜学習のねらいや内容を知り、学習の仕方を理解する＞ 

〇オリエンテーション 

〇スキルテスト（直上パス （時間制・回数）） 

〇準備運動の確認（ペアでの対人パス） 

〇ミニゲーム（ネットはペットボトルの高さ） 

 ・１対１キャッチゲーム（ワンバウンド有り→無し） 

 ・２対２キャッチゲーム（ワンバウンド有り→無し） 

 ※ボールを正面で捉える練習、ペアで協力して空いて

いる場所を狙って返球する練習 

①   ① 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ボール操作を身につける＞ 

〇円陣パス練習 

 ・成功させるために必要なことの思考 

 ※パスをつなぐために必要なことを考えることを目的

とした練習。精神面、技能面で分けてチームで話し

合う。 

〇試しのゲーム３対３（３～４人１組８チーム） 

 ・返球までに１回のみキャッチしてよい 

 ・必ず４回で返球する ・サービスは下投げ 

・アタックはトスアタックのみ可  

★チームでパスを繋ぐために個々の技能を高めたい 

 ➀   

３ 

 

〇チーム練習 

 ・アンダーハンド、オーバーハンドのポイントの確認 

 ・トレーナーパス練習、円陣パス練習 

 ※ボールの正面に入ること、高いボール、低いボール

を判断し、技能を選択し、仲間に安定して返球でき

るようになることを目指した練習 

〇３対３ゲーム 

 ・前時と同じルール 

〇パスが繋がっているチームの良いところを共有する 

➁    

４ 

 

＜身につけたボール操作で攻撃に繋げる＞ 

〇チーム練習 

 ・トレーナーパス練習、円陣パス練習 

〇キャッチゾーンの説明 

 ・活用方法の交流 

〇３対３ゲーム 

 ・キャッチゾーンを生かして攻撃する練習 

 ・３回以内で返球する ・サービスは下投げ 

〇三段攻撃につなげるポイント、空いている場所に攻め

ることなどを考え、活用方法を共有する。 

★キャッチゾーンを生かしてパスを繋ぎ攻撃してみたい 

  ➀ 

 

 

＜トライアングルキャッチゾーンルール＞ 

・キャッチゾーンでキャッチする人を順番で回す（４時）→キャッチする人は自由（５時） 

・キャッチゾーンが使えるのは返球するまでに１回のみ 

・キャッチは２秒まで ・キャッチする人が返球するのは禁止 
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５ 

 

〇チーム練習 

・トレーナーパス練習、円陣パス練習 

〇前回の試合での反省を振り返る 

・空いている場所を狙った三段攻撃を目指し、チーム

でパスを繋ぎ守備から攻撃につなげるために必要な

一人一人の動きを確認する（レシーブ、トス、アタ

ックがつくれるボールの動き） 

〇３対３ゲーム 

 ・キャッチゾーンの出入り自由 ・前時と同じルール 

〇各チームで作戦会議 

 ・全員がパスを繋ぐためにキャッチゾーンを有効活用

し、作戦を立てる 

★守備からパスを繋げて空いている場所に攻撃したい 

 ②   

６本時 

 

〇チーム練習、作戦確認 

 ・トレーナーパス、円陣パス、攻撃練習 

〇３対３ゲーム 

 ・前時と同じルール 

〇各チームで考えたことや実践したことを共有する。 

 ②   

７ ＜連携プレーを高める＞ 

〇チーム練習 

 ・円陣パス、サービス練習 

〇３対３ゲーム 

 ・キャッチできる場所をアタックライン上のみに制限

し、前時までの作戦を実行してみる 

・３回以内で返球する  

 ・サービスはアンダーハンドサービスまたは下投げ 

〇全員がキャッチできる場所が減ったため、チームでカ

バーし合う動きが必要となってくることを共有する 

★攻撃力＆守備力を高めたい 

  ①  

８ 

 

〇前回の試合を分析する 

 ・攻撃力を高めるために空いている場所を狙うこと、

守備ではカバーをすることなどを確認する 

〇チーム練習 

 ・サービス、レシーブ、アタック練習 

〇３対３ゲーム ・前時と同じルール 

〇全体でうまくいっている動きを共有する 

★キャッチゾーンを無くしてゲームをしてみたい 

  ③   

９ ＜今までの作戦を活用しゲームに生かす＞ 

〇チーム練習＆前時までの試合での改善ポイントの確認 

・サービス、レシーブ、アタック練習 

〇３対３ゲーム 

 ・サービスはアンダーハンドサービスまたは下投げ 

 ・キャッチは１名のみ可 ・アタックは片手でも良い 

〇今までの作戦がうまく生かされたかどうか振り返る 

★ 作戦を生かして色々なチームと対戦したい 

②  ①  

１０  ③   

１１ ＜チームの課題に応じた練習をしてリーグ戦に生かす＞ 

〇まとめのリーグ戦３対３ 〇学習のまとめ、振り返り 

③  ②  

１２ ③  ③  
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６ 本時の学習（本時６／１２） 

（１） 本時の目標 

チームの課題に合わせて攻撃につなげるためのポイントを見つけている。【思考・判断】 

（２）準備するもの 

バレーボール（スマイルボール２１０ｇ）、ホワイトボード、ホワイトボード用ペン、ホイッ

スル、タイマー、作戦板 

（３）本時の展開 

 学習活動 
◆評価 

◇指導の手立てなど 

課
題
把
握 

１
０
分 

１ （準備）、整列、挨拶 

２ チーム練習（ウォーミングアップ） 

・トレーナーパス、円陣パスチャレンジ 

・今日の目標回数の確認、挑戦、記録の記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本時のねらいの確認 

 

 

 

５ 各チームの作戦の確認 

 ・前時に考えた動きの確認をする 

 

◇運動のポイントを意識さ

せながら取り組むよう声

かけをする。 

◇できるだけたくさんの良

い関わり合いを見つけ、

その都度ほめる。 

◇“パスをつなぐために必

要なこと”について生徒

の気づきを見逃さないよ

うにしながら、ポイント

や頑張りを共有する。 

◇「教える」のではなく、

生徒の考えを引き出し

「気づかせる」活動にな

るような声かけをする。 

◇「キャッチゾーンを有効

に活用し、全員がボール

に触って３段攻撃につな

げるためにはどのような

動き方の工夫ができただ

ろう」 

追
求
活
動 

６ ３対３ゲーム（１試合３分間）（各チーム３～４名） 

 ・４試合 

 （ワンバウンド可にするかどうかは実態に応じて変更する） 

７ 作戦タイム（３分程度） 

 ・チームの作戦がうまくいっているかどうか 

 ・三段攻撃のポイントができているか 

８ ３対３ゲーム（１試合３分間） 

・３試合（ワンバウンドについては実態に応じて変更する） 

◇個人技能の課題ばかりが

出る様子であればルール

を柔軟に変更する 

◇「動きやパスの仕方につ

いてアドバイスしよう」 

◇各チームの良いところや 

参考になるプレーがあれ

ば伝え、全体で共有する。 

定
着
・
発
展 

９  チームで振り返り、全体でうまくいたことを共有する 

１０ 個人の振り返り 

１１ 整列、挨拶（片付け） 

◆チームの課題に合わせて

攻撃につなげるためのポ

イントを見つけている。 

ワークシート・行動 

【思考・判断】 

◇「得点につながったプレ

ーでうまくいった攻め方

や意識したことを話し合

ってください」 

チームで考えた三段攻撃で空いている場所を攻めよう 

＜円陣パスチャレンジ＞ 

〇小集団でボールを落とさずにパスをつなぐことを目標 

 にした取組。 

〇最初は、ワンバウンド有りから始め、レベルに合わせてワ

ンバウンド無しに挑戦する。 

〇ルールは、必ず全員が触ること、最初は下投げから始める

こと、壁に当たったらワンバウンドとすること、のみ。 

〇隊形などは自由に工夫して良い。 
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〇トライアングルキャッチゾーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇アタックライン上キャッチゾーン 

 

 

 

キャッチゾーン 

           

キャッチゾーン 


