
学力向上プロジェクト授業改善 平成17年度実践事例

種 目 バスケットボール

事例の解説

１ 研究の趣旨

高等学校の体育は、陸上競技や球技など各領域における運動種目の学習を通じて、運動
に親しむ資質や能力を育てるとともに、体力の向上を図ることなどを目的としているが、
運動技能や試合内容を高める上で、競技ルールをはじめ運動に関する理論の習得等 「知、
識・理解」は極めて重要な要素となる。

本事例では、バスケットボールの特性に応じた評価規準を明確に示すとともに、ルール
を正しく理解し、個々の能力を生かしながら各ポジションの役割分担を明確にしたゲーム
を展開することで、より一層バスケットボールの楽しさや充実感を味わうことができる授
業を目指した。

２ 研究の進め方

バスケットボールの楽しさや充実感を味わうためには、競技ルールを正しく適用し、そ
れぞれのポジションに応じた特有の技能を習得することが必要である。また、グループ活
動においては個人技能や戦術面だけでなく、ゲームを運営するための役割を果たすなど、
スポーツを支える能力を育成することが大切である。

今回の取組では、このような点に配慮し、観点別評価規準により到達目標を明示し、生
徒が主体的に取り組むことができるよう学習活動を支援した。

(1) 観点別評価規準及び単元計画の作成
(2) グループノートの作成
(3) 競技ルールの解説と審判法の理解
(4) 課題を克服するための工夫
(5) チームでの役割分担と技能の習得
(6) チーム分析と戦術の選択
(7) 自己評価と考察

３ 研究の成果

(1) 観点別評価規準の活用
観点別評価規準を示したことにより時間ごとの到達目標が明確となり、生徒が自

ら主体的に取り組むことができるようになった。
(2) 競技ルールの解説と審判法の詳細な説明

競技ルールの解説と審判法について詳しく説明したことにより、無駄なファウル
が少なくなり、ドリブルやパスなど技能が向上するとともに、それらを生かしたチ
ームプレーが円滑に行われるようになり、試合内容が確実に進歩した。

(3) 各ポジションのプレーの理解
各ポジションにおけるプレーの特徴を理解し、プレースタイルなど個人の特性を

生かして練習や試合を実施したことにより、味方のプレーをアシストしたり、チー
ム内のミスをカバーしようとするなど、互いの役割がうまくかみ合い、得点や守り
につながるシーンが多く見られた。

(4) スポーツを支える能力の育成
審判や得点係をはじめ、ゴールや用具の準備、片付けなど、スポーツを支える能

力の重要性を指導したことにより、練習が円滑に行われるよう協力したり、試合に
出場しない時には仲間のプレーに助言するなど、スポーツを支えるための役割を果
たそうとする姿が多く見られた。

(5) 各自の課題を確認するための時間設定
授業の最後に５分程度ではあるが、その日の反省や課題を確認するための練習時

間を設定したことにより、多くの生徒が試合や練習でうまくできなかったプレーや
シュートの確認を行い、次の授業の進行に大変効果的だった。

４ 今後の課題

競技ルールの理解や各ポジションの役割分担により、個人の技能が向上し、試合内容も
進歩したが、相手チームに応じた戦術を考えるなど、さらに高いレベルの楽しさを体験さ
せるには、１年次から３年間を見通した指導計画を作成し、生徒に示していくことが必要
であり、今後、それぞれの学年の到達目標と３年次のあるべき姿を検討し、提示したい。

また、競技ルールと審判法についても、３年間の積み重ねが必要であり、技能の発達段
階に応じてルールを適用することが大切である。



単元名 「球技（バスケットボール）」 （１８時間） 第２学年男子

１ 単元の評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断 運動の技能 知識・理解

内ご 球技の特性に関心をもち チームや自分の能力に チームの課題や自分の 選択した球技種目の特性，

容と 楽しさや喜びを味わえる 応じた課題を設定し， 能力に応じて，選択し に応じた技術の構造や技

のの ようチームにおける自分 その解決を目指して， た球技種目の特性に応 能を高めるための効果的

ま評 の役割を自覚して，その 練習の仕方やゲームの じた技能を身に付け， な練習の仕方，ルール，

と価 責任を果たし，互いに協 仕方を工夫している。 作戦を生かした攻防を 審判法及び競技会の企画

ま規 力して進んで練習やゲー 展開してゲームができ や運営の仕方を理解し，

り準 ムに取り組もうとすると る。 知識を身に付けている。

ともに，勝敗に対して公

。正な態度をとろうとする

また，練習場などの安全

を確かめ，健康・安全に

留意して練習やゲームを

しようとする。

単 バスケットボールの集団 自分の能力に応じた課 チームや自分の能力に バスケットボールの特性

元 的技能に着目して，作戦 題を設定し，適切な練 応じて，バスケットボ に応じた集団的技術の構

の を立てて競い合うバスケ 習の方法を選んだり， ールの特性に応じた技 造，技能を高めるための

評 ットボールの楽しさや喜 見付けたりするととも 能を身に付けゲームを 効果的な練習の仕方，バ

価 びを味わえるようチーム に，その個人の能力を することができる。ま スケットボールに必要な

規 における自分の役割を果 生かしたチームのため た，チームにあったオ ルール及び競技会の企画

準 たし，協力して教え合っ の課題を設定し，練習 フェンス，ディフェン や運営の仕方について理

たり励まし合ったりしよ の方法や新たな課題を スなどの集団的技能を 解し，書き出したり、具

うとするとともに，審判 見付け，そのチームの 高め，新たに身に付け 体例を挙げ，自己の責任

の判定や指示に従い，勝 集団的技能を生かして た技能で攻防を展開す を果たしている。

敗や結果を受け入れよう 相手との攻防にあった ることができる。

とする。また，練習やゲ 作戦を立てたりするこ

ームの場所の安全を確か とができる。

め，危険なプレーをしな

いなど，健康・安全に留

意しようとする。

学具 ①練習やゲームの場所の ①練習やゲームから自 ①自分のポジションに ①バスケットボールは得

習体 安全を確かめ，危険な 分の課題を見付けて 応じて，シュートを 点を取ったり，防いだ

活の プレーをしないなど， いる。 打つためのプレイが りすることを楽しむ特

，動評 健康・安全に注意しよ ②練習やゲームから課 できる。 性があることについて

に価 うとする。 題を解決するための ②自分の役割に応じた 言ったり，書き出した

お規 ②練習やゲームで，自分 方法を選んでいる。 パスやドリブル，カ りしている。

け準 の役割を果たし，協力 ③チームや自分の課題 ッティングなどがで ②バスケットボールの技

る して教え合ったり，励 をとらえ，練習の見 きる。 能を高める合理的な練

まし合ったりしようと 直しやゲームで新た ③ルーズボールを取る 習法について，具体例

する。 な作戦を見付けてい ためのディフェンス を挙げている。

③バスケットボールの集 る。 とポジション取りが ③バスケットボールに必

団的技能に着目して， ④技能の段階に応じて でき，ボールを取っ 要な集団的な技術につ

作戦を立てて勝敗を競 組織的な攻守に必要 たらオフェンスへの いて，言ったり，書き

い合うバスケットボー な練習法や作戦を提 切り換えができる。 出したりしている。

ルの楽しさを味わおう 示されたものの中か ④チームのオフェンス ④ファウル，バイオレー

とする。 ら選んでいる。 やディフェンスの方 ションなどの基本的な

④審判の判定や指示に従 法に応じて，自己の ルールについて，言っ

い，勝敗の結果を受け 役割を果たし，協力 たり，書き出したりし

入れようとする。 してプレイすること ている。

，ができる。 ⑤ゲームの運営について

自分の役割を果たして

いる。



２ 単元計画

時 学習活動における具体の評価規準
主な学習活動

間 関心･意欲･態度 思考･判断 運動の技能 知識･理解
学 ○オリエンテーション
習 ・学習の目標を知る。 ①バスケットボー
Ⅰ ・単元の目標に必要な ルは得点を取っ

バスケットボールの たり，防いだり
１ 特性を知る。 することを楽し
時 ・チーム分けと毎時の む特性があるこ
間 学習ノートの記入の とについて言っ

仕方を知る。 たり，書き出し
たりしている。

学 ねらい１
習 自分の役割(ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ) ①練習やゲームの ①練習やゲームか ①自分のポジショ
Ⅱ についての課題を見 場所やプレーに ら自分の課題を ンに応じて，シ
２ 付ける ついて安全に留 見付けている。 ュートを打つた
時 ○ﾎﾟｼﾞｼｮﾝごとの練習 意している。 めのプレイがで
間 ○課題発見ゲーム きる。

学 ねらい２ ②自分の役割に応
習 個人的技能を集団的 ②練習やゲームで ②練習やゲームか じたパスやドリ ②バスケットボー
Ⅱ 技能に生かして得点 自分の役割を果 ら課題を解決す ブル，カッティ ルの技能を高め

の取れるゲームをし たし，協力して るための方法を ングなどができ る合理的な練習
３ よう。 教え合ったり， 選んでいる。 る。 法について，具
時 ○ﾙｰｽﾞﾎﾞｰﾙ(ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ) 励まし合ったり 体例を挙げてい
間 ○速攻での得点 しようとする。 ③チームや自分の る。

○ﾊｰﾌｺｰﾄｵﾌｪﾝｽ 課題をとらえ，
練習の見直しや ③バスケットボー

学 ねらい３ ゲームで新たな ルに必要な集団
習 チーム内でカバーし 作戦を見付けて ③ﾙｰｽﾞﾎﾞｰﾙを取る 的な技術につい
Ⅱ 合い、相手の得点を いる。 ためのﾎﾟｼﾞｼｮﾝ て，言ったり，

防ごう。 取りができ，ボ 書き出したりし
３ ○ﾎﾞｰﾙを持っているﾌﾟﾚ ールを取ったら ている。
時 ｲﾔｰを守る オフェンスへの
間 ○ﾎﾞｰﾙを持っていない 切り替えができ

ﾌﾟﾚｲﾔｰを守る る。
○ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｨﾌｪﾝｽをする

学 ねらい４
習 相手に応じた集団的 ③バスケットボー ④技能の段階に応 ④チームのオフェ
Ⅱ 技術を工夫したゲー ルの集団的技能 じて，組織的な ンスやディフェ

ムをしよう。 に着目して，作 攻守に必要な練 ンスの方法に応
２ ○ｵﾌｪﾝｽの作戦 戦を立てて勝敗 習法や作戦を提 じて，自己の役
時 速攻､ﾊｰﾌｺｰﾄｵﾌｪﾝｽ を競い合うバス 示されたものの 割を果たし，協
間 ○ﾃﾞｨﾌｪﾝｽの作戦 ケットボールの 中から選んでい 力してプレイす

ﾏﾝﾂｰﾏﾝ､ｿﾞｰﾝ､ﾌﾟﾚｽ 楽しさを味わお る。 ることができる
うとする。

ま ○まとめゲーム
と ・お互いに審判を行い ④審判の判定や指 ④ﾌｧｳﾙ、ﾊﾞｲｵﾚｰｼｮ
め ながら、リーグ方式 示に従い，勝敗 ﾝなどのルール

で実施する。 の結果を受け入 について，言っ
７ （２回戦） れようとする。 たり，書き出し
時 ○学習のまとめ たりしている。
間 ・練習やゲームの振り

返りを行う。 ⑤ゲームの運営に
・仲間のよかった点な ついて，自分の

どを上げる。 役割を果たして
・自己評価 いる。

行動観察（準備・ 行動観察（練習、 行動観察（練習、 行動観察（練習、
片付け、練習、ミ ゲーム、ミーティ ゲーム、ミーティ ゲーム、ミーティ

評価方法等 ーティング） ング） ング） ング）
グループノート グループノート グループノート

自己評価表 質問に対する答え
自己評価表



３ 学習指導案

単元名：バスケットボール 本時の位置：５／１２時間

本時の目標

、 、 。【 】(1) 練習やゲームで自分の役割を果たし 協力して教え合ったり 励まし合ったりしようとする 関心・意欲・態度

チームや自分の課題をとらえ、練習の見直しやゲームで新たな作戦を見付けている。 【思考・判断】(2)

自分の役割に応じたシュートやパス、カッティング、ドリブルができる。 【運動の技能】(3)

バスケットボールに必要な集団的な技術について、言ったり、書き出したりしている。 【知識・理解】(4)

時間 学習内容および学習活動 指導上の工夫、評価の観点と方法

○Ｗ-ＵＰ

導 ・各チームごとに準備体操をし、シュート ・練習やゲームに対応できるように十分に体を動かし

入 練習を行う。 ているかを観察する。

○集合・挨拶

10 ・各チームごとに整列点呼を行う。 ・安全かつ効率的な学習を進めるには迅速な集合整列

分 ○本時の内容確認 が不可欠であることを確認する。

・本時の目標 練習内容を確認し 用具や ・本時の流れを板書しておき、早く次の行動に移れる、 、 、

コートを準備する。 よう支援する。

○速攻

・ポジションの役割に応じてパスでつなぎ ・役割を意識して、声を出してコミュニケーションを

得点に結びつける「速攻」を練習する。 図らりながらタイミングよくつなぎ、得点に結びつ

けるよう助言する。

・速攻では、確実に得点することが大切である点を強

参考例〈図１〉 調する。

展 ・ガードはあらかじめ前方を見て、飛び出すタイミン

グを考えるよう助言する。

・トラベリングやダブルドリブルが発生すれば、必ず

声をかけあうよう助言する。

開 ○ハーフコートでの４対４

・各ポジションの役割に応じたプレーを意 ・個人の特性を生かしたポジションにつき、その役割

識して攻撃と守備を行う。 に応じた攻撃と守備ができるよう助言する。

、 。・攻撃側には 積極的にシュートを狙うよう助言する

30 参考例〈図２〉 【関心・意欲・態度の評価 〈評価方法は行動観察〉】

分 ◇自分の役割を果たし、協力して教え合ったり、励

まし合ったりしようとしている。

○ゲーム（10分）

・各ポジションの役割に応じたプレーを基 ・ゲームに出場しない者は、審判、得点係、応援、助

本に 確実な守備から速攻で得点を狙う 言を積極的に行うよう助言する。、 。

、 。・ルールについて ゲーム中のプレイを例に解説する

【運動技能の評価 〈評価方法は行動観察〉】

◇自分の役割に応じたシュート、パス、カッティン

グ、ドリブルができる。

○チームミーティング

・各チームで本時の反省を行い、課題を確 ・全員がミーティングに参加することを促し、課題が

整 認する。 把握できているかを確認する。

○課題確認の練習

理 ・反省や課題を中心に、チームや個人で確 ・課題を確認できているかを十分に観察する。

認の練習を行う。

10 ○本時のまとめ

分 ・本時の目標が達成できたかどうかを確認 ・良かった点と改善点について具体的に助言する。

する。

○挨拶・片付け

・自分の役割を果たして速やかに行う。 ・円滑に片付けができるよう支援する。



〈図１〉

G:ガード

F:フォワード

C:センター

〈図２〉

G:ガード

F:フォワード

C:センター

自己評価集計結果

かなり 当てはまる どちらでもな 当てはまら 全 く当て

当てはまる い ない はまらない

チームにおいて各自の役割を自覚して行動

40%(14) 43%(15) 17%(6) 0% 0%し 、 責任 を果 たす と と も に 、 仲間 と協力 し な

がら楽しんでゲームができた。

57%(20) 20%(7) 23%(8) 0% 0%活動場所や用具 、仲間の安全 ・健康に留意

して練習やゲームに取り組むことができた。

自分の役割や能力に応じた課題を設定する

17%(6) 54%(19) 26%(9) 3%(1) 0%と ともに 、課題に対して練習方法を工夫する

ことができた。

23%(8) 20%(7) 46%(16) 11%(4) 0%個人的技能やチームの特徴をゲームに生か

すことができた。

14%(5) 37%(13) 29%(10) 20%(7) 3%(1)相手チームを分析し 、適切な戦術 （作戦 ） を

立て、ゲームを行うことができた。

ルールや審判法について理解し 、 ゲームに

14%(5) 29%(10) 37%(13) 20%(7) 0%生 か し た り 、 あ る 程 度 説 明 す る こ と が で き

る。

試合に出ないときも 、アドバイスをしたり 、励

37%(13) 26%(9) 31%(11) 6%(2) 0%ま し た り 、 審判や得点係を した り な ど 、 ゲー

ムを運営することができた。

（ ）内は、人数

C
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各ポジションの役割を生かして、得点をとれるようにする。
アウトサイドのプレイヤーはパス＆ランを中心に、インサイド
のプレイヤーはポストプレイで得点を目指す。


