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大学共通体育サッカー授業における女子学生の  

技能習得に関する研究  

津田龍佑1），後藤邦夫2）  

期にはボールに慣れることおよびルールを知  

ること，2学期には基本的な柁能を身につけ  

ゲームを楽しむこと，3学期にはこれまでの  

練習を生かして男女¶一緒に本格的なゲームを  

楽しむことをねらいとしている。サッカ岬は  

日常生活において1勿を扱うことのない足で  

ボールを操作することから（瀧炸，2003），特  

にサッカーを楽しむために最低限必安な梢能  

を身につけておくことが重要になると考えら  

れる。   

これまでのサッカーに関する授業研究をみ  

ると，男子大学生を対象として体力を主脈に  

研究されてきたものが多い（石橋・西本，  

1995；巾村・鈴木，2003）。，しかし．近年，  

女子の日本代表チームの活躍の旗手轡や，学生  

の授業評価の影響か，本学では男子に加えて  

抑心老の女子の受講生が増加してきている。  

これらのことから，初心者女子大学生を対象  

とし，サッカーの技能習得について検討する  

ことは意義のあることと思われるu   

そこで本研究は，共通休育における女子学  

生のサッカーの技能習得について調査をし考  

察をした。なお，本研究は上述した授業の流  

れのうち2学期に焦点をあてたものである 

Ⅱ 方 法   

1．被験者   

被験者には，2007年度共通体育サッカー  

（火2）を受講する女子学生22名を用いた。ニ  

のうち，授業を欠席したために授業前後のテ  

ストを受けられなかった者は分析対象から除   

Ⅰ 緒 言  

近年，体育の指導現場においては運動に対  

する器用さを欠いた子ども達が増加ルている  

（小林，2002）。この間題に対応するために  

は，1つには小学校から体巌する学校体育の  

充実が基本になると考えられるが，大学進学  

率がこれだけ高くなっていることを考慮する  

と，体育の韻終学習場所である大学における  

体育の実践も重要になろう。このような現状  

に対して，筑波大学では以下のような体育の  

目標を設定し，授業を2年次まで全員に必修  

を課し，教育組織に応じてさらに1～2年必  

修としている。  

①生涯にわたってスポーツの楽しさを享受す   

る能力を高め，自己のライフステージや心   

身の状態に適したスポーツを生活に取り入   

れ，豊かなライフスタイルを形成できる能   

力を身につける。  

②自己の健康・体力に対する認識を深め，健   

康・体力づくりのための運動方法を理解   

し，生涯にわたって自主的に健康・体力づ   

くりを実践する能力や態度を高める。   

このような体育の目標を達成するために，  

筑波大学ではさまぎまなスポーツ科目が開講  

されているが，その¶一科目としてサッカーが  

ある。この授業では，受講生の半数以上が女  

子の初心者という学生の実態を鑑みて，1学  
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ミニゲームは，人数を5人もしくはG人，  

コートの広さを縦40mX横30m，課題をドリ  

ブルやパスを使ってゴー ルを目指すこととし  

た。なお，コートの広さは松本（1980）の  

「ゲームを行う人数に応じたコートの広さ」を  

参考にして作成した．1  

3．測定項目および測定方法  

授業前後の効果を検討するために単元開始  

前の相葉でプレテスト 単‾元締了彼の授業で  

ポストテストを行った、プレテストおよびポ  

ストテストの内容は，スキルテスト 試しの  

ゲームおよびサ、ソカーに対する患誠に関する  

質閻紙朋査であった 

（1）スキルテスト  

サ、ソカーの基本的な綾能をみるために，パ  

ステストおよびドリブルテストの2瑠汗1を′実  

施した（図1） 

1）パステスト  

ペナルティマークt二に措いたボールをイン  

サイドでキックさせ，キックの正確性を測定  

した。】キ、ソクは，右隅（3点）一中央右隣（2  

点）一中央（1点）一中央左隣（2J封一存隅（3  

点）の順に1回ずつ合計51戸＝子わせたー．な  

お，設定した区域を通過しなかった場合は0  

点とした1、▲ 記録は5回の総得点とした 

2）ドリブルテスト  

2mの間隔に設けた2つのコーンの間を8  

の字にドリブルで走らせ，起点から終点に到  

達した回数を1回とし，その回数を測達し  

た．  

授業の単元計画  

外したn 授業は，2007年2学期の9J］11II～  

11月20Elに実施された∴実験を開始するにあ  

たり，すべての被験者に本研究の目的，方法  

および安全性を説明し，実験参加に対する同  

意を得た。  

2．単元計画   

表1に，本持薬の単元計画を示した。授業  

時間数は6時間とし，授業のねらいはサ、ソ  

カーの練習をとおしてサッカーの柁能（ドリ  

ブル，パス）を高めることとした。 

6時間の授業において，前半3時間（1～  

3時間目）は鼠初にドリルとしてマスドリブ  

ル，コーン油しを行わせ，次に5対5もしく  

は6対6のミニゲームを行わせた「．また．後  

半3時間（4～6時間目）は1～3時間目の授  

業内容をもとに発展させたものであり∴最初  

にドリルとしてライン突破，ボールキープ3  

対1を行わせ，ニ欠に5対5もしくは6対6の  

ミニゲームを行わせた。   

マスドリブルは，10～12人が10m四方のエ  

リアの巾で周りの人とぶつからないようにド  

リブルすることを課題とした。コーン通し  

は，2m間隔にコーンを経き，10mの距離か  

らコーンの間をパスでねらうことを課題とし  

た。ライン突破は，3m離れたコーンの間に  

立っている相手をドリブルで突破することを  

課題とした。ボールキープ3対1（攻撃3  

人，守備1人）は，10m四方のエリアの中で  

相手にボールを取られないように味方とパス  

をつなぐことを課題とした。  

嚢1  

ねらい  教材  課題  時間  授業時数  

技能の向上  マスドリブル  周りの人とぶつからないようにドリブルしよう  15′75分  前半3時間  

コーン通し  コーンの間をねらってポールを通そう  15′′75分  

ライン突破  相手にボールを取られないようにコーンの間を通過しよう 15ノ∵75分  後半3時間   

ポールキープ3対1 相手にポールを取られないように味方とパスをつなごう  15′ 75分  

技能をゲームに生かす ミニゲーム  ドリブルやパスを使ってゴールを目指そう  8分×2セット  6時間  
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図1 パステストおよびドリブルテストの測定方法  

（2）試しのゲームおよびサッカーに対する  

意識に関する質問紙調査   

調査項目は，試しのゲームをサッカーの技  

能から評価する項目と，サ、ソカーに対する意  

識を評価する項目から構成した。これらの質  

問項目について，学生に5件法（1：まった  

くあてはまらない，2：あまりあてはまらな  

い，3：どちらでもない，4：あてはまる，  

5：よくあてはまる）で評価させ，その結果  

を得点化した。  

4．統計処理   

各測定項目の値は，平均値±標準偏差で示  

した。授業前後における各測定項目の平均値  

の差の検定には，対応のあるHestを用いた。  

なお，統計処理の有意性は危険率5％未満で  

判定した。   

Ⅲ 結 果  

図2に，授業前後におけるドリブルおよび  

パステストの結果を示した。授業後のドリブ  

ルテストの成績は有意に向上したが，パステ  

ストの成績には有意な変化はみられなかっ  

た。   

図3に，授業前後における試しのゲームお  

よぴサッカーに対する意識に関する質問紙調  

査の結果を示した。試しのゲームを評価する  

項月では，ほとんどすべての項目が授業後に  

増加する傾向を示したが，「シュートを多く  

決める」（設問4）については有意な低下を示  

した㌫サッカーに対する意識を評価する項目  

では．すべての項目が授業後に増加する傾向  

を示し，このうち「サ、ソカーの技能レベル（ド  

リブル，パス）に対する自信」（設問8）は有意  

な向上を示した。   

Ⅳ 考 察  

一般に，サッカーの技能はスキルテストを  

とおして評価することができる。そこで本研  

究では，スキルテストとして用いたパステス  

ト，ドリブルテストの成績に対する効果を検  

討した。その結果，授業後のパステストの成  

績には有意な変化はみられなかったが，ドリ  

ブルテストの成績は有意に向上した（図2）。  

このことは，本授業はサッカーにおける技能  

のうちドリブルの技能の養成に有効であるこ  

とを示唆するものである。なお，今回の授菜  

では，学生の実態を考慮して，主にボールを  

ける足に焦点をあてて指導したことから，軸  

足の膝を十分に曲げることやつま先をける方  

向へ向けることに注意を向けさせることがで  

きなかった。このために，パスの正確性に対  

する改善が難しかったものと考えられる。ま  

た，「サッカーの技能レベル（ドリブル，パ  

ス）に対する自信」（図3；設問8）は，授業後  

に有意に向上した。このことから，本授業の  
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図2 授業前後におけるドリブルおよびパステストの結米  

値は，平均値±櫻準偏羊をホす．  

＊；p＜0．05，授業前後における測定データの付意羞  

■ 浮華間  

組 樺典故  

苫式しのゲーム  

】＿ポールに多く触れることができましたか  

2 ボールを多くハスすることができましたか  

3 ポールを多くドリブルすることができましたか  

4．シュートを多く決めることができましたか  

5 ポールを多く呼うことができましたか  

6 効果的なバスが出せましたか  

7 効果的なドリブルができましたか  

サッカーに対する意地  

乱サッカーの技能レベル（ドリブル．パス）に自信がありますか  

臥サッカーは好きですか  

∴＿＿、＿．＿＿．，バ．．＿．．＿．．．－．＿．、＿▼＿…．＿．．＿．＿．＿＿．‥－、．．．．．、－．＿＿．．＿＿＿，．＿＿ －   ．  
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図3 授業前後における試しのゲームおよびサッカーに対する意識に関する質問紙調査の結果  

値は，平均値±標準偏差を示す．  

＊；p＜0．05，授業前後における測定データの有意差  

受講生は，自分自身のサッカーの技能が向上  

していることを認識できていたものと考えら  

れる。   

球技では，最終日標となるゲームを行うこ  

とができるようになることが重要である（小  

野、2000）ことから，授業前後に試しのゲー  

ムを実施し，そのゲーム内容に変化が生じる  

か否かを検討することが必要である。本研究  

では，試しのゲームを評価する項目では，ほ  

とんどすべての項目において授業後に向上す   
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る傾向がみられた（図：‖し〕ニのことは，本授  

業の′受講生は，授業前後においてゲーム中の  

自分のプレーが改善していると認識している  

ことを示すものである。柵川一方，「シュートを  

多く決める」（図3；設問4）は，授業後に有  

意に低卜した．、本研究ではこのような結果が  

得られた原因を明示することはできないが，  

ゴールが狭いことに加えて，ゴールの前に相  

手が立っていてシュートコースが空かないこ  

となどが関連していた可能性が考えられる。  

なお，本研究では，ゲーム内容を主観的評価  

（質問紙調億）によって分析したにすぎない。  

今後は，主観的評価のみでなく，客観的評価  

（映像によるゲーム分析）の観点からも検討  

し，評価の正確性を図る必要も感じている。 

本研究では，共通体育における女子学生の  

サッカーの技能習得について検討することを  

目的とした1。その結栄，本授業は，サッカー  

の根能のうちドリブルに対する効果に加え  

て，サ、ソカーの柁能レベル（ドリブル仁パス）  

に対する自信を向上させる可能性のあること  

が認められた。しかし，本研究では，実験条  

件の限界からゲーム内容を客観的に分析する  

ことができなかった。したがって，今後は，  

実際のゲーム中のドリブルやパスの頻度や正  

確性などについてもさらに検討する必要があ  

る。本研究はこのような課題を有するが，こ  

れまで対象とされることの少なかった女子大  

学生に焦点を．あて，サッカーの技能の向上か  

らみた授業の効果を明らかにした点で意義が  

あると考えられる。   

Ⅴ 要 約  

本研究では，共通体育における女子学生の  

サッカーの技能習得について検討することを  

目的としたし、そのために，2007年度共通体育  

サッカー（火2）を受講する女子大学生22名を  

対象に，技能（ドリブル，パス）の向上をねら  

いとした授業を実施した。授業の前後に，ス  

キルテスト（ドリブルテスト，パステスト），  

試しのゲ岬ムおよびサ、ソカーに対する意識に  

関する質問紙調査を行った∪   

本研究の主な結果は以下に示すとおりであ  

る。  

①授業後のドリブルテストの成績は有意に向   

上したが，パステストの成績には有意な変   

化はみられなかった 

②試しのゲームを評価する項目では．ほとん   

どすべての項目が授業後に増加する傾向を   

示したが，「シュートを多く決める」（図   

3；設問4）については有意な低下を示し   

た。サ、ソカーに対する意識を評価する項目   

では，すべての項目が授業後に増加する傾   

向を示し，このうち「サ、ソカーの柁能レベ   

ル（ドリブル，パス）に対する自信」（図3：   

設問8）は有意な向上を示した 

以上の結果は，本授業はサ、ソカーの托能の  

うちドリブルに対する効栄に加えて，サッ  

カーの根能レベル（ドリブル，パス）に対する  

自信を向上させる可能性のあることを示唆す  

るものである。   
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