
資料３ 単元のねらい 技 能：ボールに絶えず体を向けてカバーし合いながら球すじを整え、安定した３段攻撃で攻め合うゲームができる。

単元指導計画 態 度：うまくできない仲間に対してリーダーを中心に、練習やゲームの中でパスの技術やカバーの動きを示範して見せたり、手を取って教え合ったり、励まし合ったりして

グループの勝利を目指して取り組むことができる。

学び方：練習やゲームを通して、データをもとにグループのよさや課題点、一人一人の課題を明確にして、練習やゲームに生かすことができる。

学 習 内 容 学 習 活 動 教 師 の 指 導 本時のこれだけは
運動の側面 集団の側面 運動の側面・集団の側面 運動の側面 集団の側面 評価規準

計

画
①

【計画会】

・単元を通した学習計画を

理解し、単元の見通しを

もつことができる。

・目指す仲間の姿を確認

し、仲間同士による関わ

り合いを理解する

・教師の話を聞いて、単元の見通しをもつ。
・グループ編制 ７人ずつ、６グループ
・役割分担 Ｌ：班の成果を出したり、まとまりを強くするために班員を

リードする。
ＰＯ：グループや個人の成果を観察し、データを分析して班会

で問題点を指摘する。
ＭＯ：グループの決まりが守られているのか観察し、班会で問

題点を指摘する。
・きまり：目指す仲間になるための決まりを決める。

・個人ノートを使って、この単元
の学習課題や見通し、学習の仕
方を説明する。

・目指す姿について具体的なイメ
ージをもてるようにする。

・学習カードの使い方やルールを
説明する。

・目指す仲間の姿がイメージできるよう

に、きまりについて具体的に話す。

・バレーボールは、チームワークが勝敗

に大きく影響することを説明する。

「関心・意欲・態度」

バレーボールの学習に関心を持ち楽し

さを味わえるように進んで取り組もうと

する。

「知識・理解」

バレーボールのルールや特性、上達のた

めの学習の進め方を理解している。

■ルールを理解し、基本的なパスができる

展

開

②

【基本練習】

・ボール操作を身に付ける。

・オーバーハンドパス

・アンダーハンドパス

・ネット越しの１対１

・ネット越しの３対３

・自分の役割を意識して、

そろって学習すること

ができる仲間になる。

【基本練習】
○直上（キャッチ）オーバーハンドパス
○対人パス（オーバーハンドパス・アンダーハンドパス）

・練習方法を具体的に説明し、理

解しやすくする。

・ボールを正面でとる動き、落下

地点に入る動きが身に付くまで

繰り返し練習できるようにす

る。

・なかなかうまくできない生徒に

ついて、アドバイスをする。

・ボールを落とさないためには、

カバーの動きももちろん大事だ

が、「○○さん」「はい」「カバー」

などの声が大切だということを

説明する。

・１本で相手コートに返せないと

きは、相手コートへ向けて、落

とさないでつなぐように説明す

る。

・移動円陣パスでは、ボールを触

らない人の動き、体の向きを徹

底させる。まずは、キャッチを

して確認する。

・コート内でのカバーの練習では、

レシーブをする人にへそを向け

て囲み、相手コートに向かって

ボールをつないでいくように示

範をして説明する。

・トス練習やスパイク練習では、

セッター役が安定したトスを上

げ、確実にスパイクできるよう

体の向きや入り方なども丁寧に

指導していく。

・リーグ戦に向けて、個人の技能

から要求することや、ポジショ

ンの配置を考え確認することを

話す。

・自分の分担に従って、準備や片付けを

行うように声を掛ける。

・リーダーやＰＯがグループ会で指示が

しっかり出せるように、授業の最初に

集めるなどして、指導をする。

・リーダー、ＭＯを中心にして声を出し、

素早く集合できているグループを紹

介し、認める。

・リーダーやＰＯを中心に教え合いがで

きているグループを紹介し、認める。

・教え合いなどが少ないグループに入

り、アドバイスの仕方を示し、活動を

促す。

・ＭＯを中心として、「どんまい」「ナイ

スプレー」などと声を出し、ムードを

高めるように話す。

・得点が入ったときや、ファインプレー

が出たときは、喜びを表して、グルー

プの雰囲気を高めるように話す。

「思考・判断」
施設や用具の取り扱い方、安全面につい

て心がけながら練習に取り組んでいる。
「技能」
オーバーハンドパス、アンダーハンドパ

スを落下点に入って体の正面でとらえて
上げることができる。
■正面でとらえ、高く上げてパスができる

①ボールを相手の正面に投げる。
投げ手：ペアで片方が手投げ
で相手の正面にボールを投
げる。

②ボールを左右前後に振って投げ
る。

③

④

⑤

⑥

【抽出練習とゲーム】
・３本以内で落とさないで
返すゲームができる。
・ボールの下に素早く入る
・ボールにへそを向け、囲
むように動く
・ボールの高さ、上げ
る方向を意識する（相
手コートに向かって）

・うまくできない仲間に対

して、POやMOを中心に

して、練習やゲームの中

で、パスの技術やカバー

の動きを示範して見せ

たり、手を取って教えた

り、「どんまい」「おしい

よ」と励ましたりするこ

とができる仲間になる。

・一人一人が役割を果たし
て学習できる仲間にな
る。

○ネット越しの１対１
○ ○

○ ○

○ ○

○移動円陣パス

○１本目を前衛中央に

返す練習

■

▲ ◎

□

○スパイク練習
①ボール投げ

スイングの練習

②壁打ち

腕の振り下ろし、打点の確認

③ネット打ち

ネットを意識して打つ

④走りこんでスパイク練習

徐々に助走をつけて打つ

○ネット越しの３対３
○ ○

○○

○ ○

・１本で返せないボールは、相手

コートに向けて落とさないよ

うにつなぐ。

○コート内でのカバーの練習

○２本目をネット際で平行に

上げる練習 （トス練習）

▲

◎
●

■
※《発 展》

トスが上がったボールを、パス

アタックでねらって返す練習

【リーグ戦】

・２５点２セットラリーポイント

・審判や記録のつけ方を確認する

・自分たちの班の課題を練習する

「関心・意欲・態度」

練習やゲームの中で、仲間と教え合い、

励まし合って意欲的に取り組もうとする。

「技能」

ボールの方向にへそを向け、カバーを意

識して、囲むように動くことができる。

■常にボールに正対し、落とさないようカバーの

動きを意識してボールを返すことができる

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

【抽出練習とゲーム】
・３段攻撃を意図したゲー
ムができる。
・１本目を前衛に山ボール
であげる

・２本目を整えて、パスア
タックでねらって返す

・セッターを固定して球す
じを整える

【抽出練習とゲーム】
・３段攻撃を安定させたゲ
ームができる。
・球すじを安定させる
・スイッチプレー

「技能」

3 段攻撃を意図した１本目、2 本目のボ
ールコントロールができる。（1本目は山ボ
ールで前衛中央に、2本目はスパイクが打
てるよう整えて上げる）
「思考・判断」
グループの課題を、データをもとにして

分析し、グループのよさや課題点、自分の
課題をもって練習に取り組んでいる。
「技能」
１－５のレシーブ隊形から、球すじを整

えて３段攻撃で攻め合うゲームができる。
■ポジションによる役割を理解し、球すじを整え

て、３段攻撃を意図したプレーができる

⑫
⑬
⑭

【リーグ戦】

・リーグ戦勝利のために、

球すじを整えて、安定し

た３段攻撃で攻め合う

ゲームができる。

・グループの勝利のため
に、教え励まし合った
り、真剣に要求したり、
応えたりすることがで
きる仲間になる。

「技能」ボールに絶えず体を向けてカバーし合い

ながら球すじを整え、安定した３段攻撃で攻める
ことができる。
「知識・理解」ゲームの運営やルール、審判の方

法を理解している。
■勝利目指して戦術を考えた練習ができる

評

価
⑮

【反省会】

・球すじを整えて、安定し

た３段攻撃で攻め合うゲ

ームができたかどうか振

り返る。

・目指す仲間の姿になれた

かどうか振り返る。

Ｌ ：司会・進行・総括をする

・学習課題に迫れたかどうか振り返る。 ＰＯ：班、個の成果をみんなに

提示する

・グループ活動全体を振り返る。 ＭＯ：きまりの守りぶりを提示

する

・学習課題にうまく迫れた班のリ

ーダーにバレーボールで学んだ

ことを語るように話す。

・次単元の意欲化を図る。

・目指す仲間になるために価値ある姿を

示した個人や班を紹介し、その背景に

ある心情を価値づける。

「関心・意欲・態度」

グループでこれまでの学習の振り返り

をしようとする。

■グループの高まりを認め合い、お互いのよさを

発見できる




