
単元名：バレーボール 第１学年（男女共習） 全１５時間資料３ 単元指導計画
（１）単元目標

◇運動：相手からのボールを整えながらつなぎ、コントロールできるボールがきたら相手コートにねらって返しあうゲームができる。
◆集団：仲間のことを考えて仲間の動きを積極的に見つめ、進んで声をかけ合いながら教え合いや励まし合いができる仲間をめざす。

（２）単元指導計画
条件 学 習 内 容 学 習 活 動 教 師 の 指 導
過程 運 動 集 団 運 動 ・ 集 団 運 動 集 団

◇ねらい ◆ねがい ◇ビデオや学習カードから、単元全体の見通しをもつ。 ◇ビデオでめざすゲームの ◆ラリーが続きみんなが楽
相手からのボールを整 仲間のことを考えて仲 ◇１時間の授業の流れや役割の果たし方を知る。 姿を提示する。そのため しめるためには、誰もが

計 えながらつなぎ、コン 間の動きを積極的に見 ・グループ編成 ・学習カードの使い方 に必要な姿として、また うまくなるように協力す
画 １ トロールできるボール つめ、進んで声をかけ ・役割分担 ・準備の方法 バレーボールのおもしろ ることが大切であること
会 がきたら、相手コート 合いながら教え合いや ・決まりの設定 ・練習場所 さとしての「ラリー」の を話す。

にねらって返しあうゲ 励まし合いができる仲 姿を強調して語る。
ームができる。 間をめざす。
◇相手からきたボールを ◆リーダーの指示を中心 ◇基本姿勢を意識したオーバーハンドパス、アンダーハンドパスの練習 ◇体勢を低くしながら体を ◆Ｌを中心に声をかけあい

２ 協力して返すゲームが にみんなで声をかけあ ①キャッチ→投げ返し ②イスからパス ③移動パス ④ネット越しパス 移動させていく感覚がな そろって練習しているグ
いそろって活動できる ◆ペア活動 （３ＶＳ３ラリー） い生徒にはいすを利用し ループを大いに賞賛し、

３ 仲間をめざす。 難度を意識して球出し ※下から両手投げ入れ 低い姿勢からボールの下 全体に紹介する。パス目標：高さ２ｍ３０ｃｍ距離６ｍ以上 ○ ○
◆仲間の動きを見つめ、 ①正面近くから ※何本で返しても良い に入り、大きく上げる練 ◆Ｌ、ＰＯ、ＭＯを集め、○

◇お互いカバーしながら 姿を教えあうことがで ②高低をつけ、アンダー ※チーム内でラリー 習を、コーンで距離を示 良い姿を認めながら係と○
４ ボールを落とさず返す きる仲間をめざす。 とオーバーの使い分け ※ローテーション しながら行う。 しての動きを再確認する○ ○

ゲームができる。 ◆カバーの動きに注目して仲間の動きを見て、評価の声かけをする。 ◇腕を伸ばしたままボール ◆仲間の動きを見ようと見
◇相手からのボールを協 前衛・後衛に分かれ３本以内で確実に返球するための練習をする。 をとらえる感覚のもてな る位置にこだわって活動

、展 力してつなぎ､３本以内 ◇上げたい方向にへそを向け、膝の屈伸を使いながら柔らかい山ボールを い生徒には、板を利用し している仲間の姿を認め
５ で確実に返すゲームが ◆仲間の失敗をけなした 上げる練習 腕の振りに制限を加える 全体に広げていく。。

できる。 りせず、励ましあった ◆カルテット活動で難度を意識して球出しをする 板で面を作り、膝の屈伸 ◆ゲーム練習中の失敗に対
りできる仲間をめざす Ａ：キャッチまたは板の使用 Ｂ：仲間の左右どちらかに球出し を使って山ボールを上げ して「ドンマイ」などの・上げたい方向にへそを向け、膝の屈伸を使いな 。

Ｃ：仲間の前後どちらかに球出し Ｄ：４方向のいずれかに球出し ていく感覚をつかませる 声をかけてムード作りをがら柔らかい山ボールを上げる。 。
。６ Ｅ：強さを加えて球出し ◇最初は投げずボールを持 しているチームを認める・後衛：ボールの下に素早く入り、１本目のボー

（前衛） ◇ボールの下に素早く入り、２本目をネット付近 って板に当てて感覚をつ ◆球出しの難度について言ルをねらった人に山ボールで上げる。
にネットより１ｍ高く上げる かむようにやるようにし い合いながら練習を進め・前衛：ボールの下に素早く入り、２本目をネッ ○ ○ 、
◇段階練習 少しずつ離れてボールを るペアやカルテットの姿ト付近に、ネットより１ｍ高く上げる。 ●

７ ゴム ①正面上方でネットより１ｍ以上高く 投げてやる。 を認め、ゲーム中の姿と
。②自分から１、２ｍ離れた左右上方へネットよ ◇低く構えられない生徒に 関わらせてよさを広める

◆仲間のことを考えて教 り１ｍ以上高く は、立った姿勢から少し ◆うまくできない仲間に対○
◇安定した「上げる－整 え合ったりできる仲間 球出し ③コート左右に大きくネットより１ｍ以上高く ジャンプさせて重心を下 して、身振り手振りでア

８ える－返す」のリズム をめざす。 （後衛） ◇チームカラーの手袋をした仲間を目標に上げる げさせ構えをとらせる。 ドバイスする姿や、丁寧
でねらって返すゲーム ◆手袋をした仲間はボールを呼び込む声を出す ◇２本目をオーバーハンド に教える姿を取り上げ紹△ △
ができる。 （ゲーム練習） パスで上に上げることが 介する。

・前衛内後衛内でローテーションする できない生徒には、レク ◆めざす姿に近づくために
９ サーブは味方が近くから投げたボールをアンダ リエーションボールでギ は、うまくできない仲間・

ーハンドで打ち返す ャラリーから垂らされた の気持ちを考え分かりや△ △
◇グループ全体で、ねらって返すことを意識した練習をする。 ひもをねらって上げる練 すく丁寧に教えていくこ

◆グループ活動で難度を意識して球出しをする 習で感覚をつかませる。 とが重要であると語る。
10 Ａ：名前を呼んでその仲間へ投げ入れる ◇２本目のボールの上げ方 ◆仲間のアドバイスに応え○

Ｂ：山ボールですきをねらって投げ入れる を正面上方から徐々に左 ようと、必死になったり○ ○
Ｃ：オーバーですきをねらって投げ入れる 右に離すよう段階指導す ねばり強く取り組んでい○ ○
Ｄ：助走を付けてＣを行う る。 る姿を紹介し広める。○

11 Ｅ：ボールを打ってコートへ入れる ◇グループ練習では、３本 ◆ゲーム練習中にグループ○ ○
◆サイドコーチとして構えやカバーのための動き、球筋に対する声かけが 返球が安定しないポジシ のまとまりが発揮された

◆必死になってボールを できるよう注目して仲間の姿を見たり自ら声をかける。 ョンでの練習を多くする 場面を取り上げ、前半練
追い、勝利に向かって ◇グループの課題をはっきりとさせ、その課題達成のための練習をする。 ように指示する。 習でのまとまりと関連づ
進んで声の掛け合いが ・ねらって返す練習 ・パスアタック練習 ・場面練習 など選択工夫 けて良さを認める。

12 ◇今までの学習を生かし できる仲間をめざす。 ◇各グループ総当たりのリーグ戦を行う ◇勝敗の原因をゲームの様 ◆勝敗にこだわった意欲的
13 て成果を発揮し、勝ち ※ラリーポイント制２５点ゲーム ※タイムアウト３０秒２回取れる 子や記録から反省させ、 な話し合いや反省会の様
14 を目指したゲームがで 第１２時：１ＧＶＳ２Ｇ ２ＧＶＳ３Ｇ 第１３時：３ＧＶＳ１Ｇ 次の課題を明確にさせる 子を認め紹介する。。

きる。 １ＧＶＳ２Ｇ 第１４時：２ＧＶＳ３Ｇ ３ＧＶＳ１Ｇ
反 ◇ボールをつなぎ、安定 ◆めざす仲間の姿になれ ◇グループごとに学習の成果を振り返る ◇勝敗だけでなく、ゲーム ◆めざす仲間の姿に近づい
省 15 して３本で返すゲーム たか。 ・リーダーが司会進行 の姿の変化として、グル たグループの良さを、具
会 ができるようになった ・ＰＯがゲーム記録をもとに個人成績を発表し、グループ成果を発表する ープの伸びを認める語り 体的に示し認める。

か。 ・ＭＯがめざす仲間の姿について発表する をする。


