
46 
 

状況判断と役割行動の理解を促すベースボール型の授業づくり 
発 表 者 高橋 健太 

                        指導教員 吉野  聡 
キーワード：形成的授業評価、ゲームパフォーマンス 

 
1. 緒言 

ボール運動は、集団的達成の喜びを味わうこと、

また友達との豊かなかかわりが生じる可能性が高

いとされている。しかし一方でゲームに実質的に

参加できずに友達と関われないままに終わってし

まうケースも少ないことがボール運動の課題とし

てあげられている(岩田 2016)。 
 こうした課題に対して、かつては運動技能が低

いからであると捉え、基礎的なボール操作能力向

上のための練習、ハンディキャップ・ルールによる

技能を簡易化するなど工夫がされてきた。しかし、

岩田（2016）は、これらが有効にゲームに反映され

たとは言い難いのが現状であると述べている。 
ベースボール型は、ボールの捕球・送球はもちろ

んだがゲーム中に求められる状況判断が複雑であ

るため、子供たちにとって非常に難しいとされて

いる。学習者はゲーム中に求められる状況判断が

複雑であるため、「どのような場面で、何をしたら

いいか」など状況判断がわかっていないと指摘し

ている（熊倉、2015）。 
そこで岩田（2016）は、ボール操作の仕方やその

技能よりも、ゲームの中で「何をしたらいいか」、

「どのように行為するのか」といった戦術的認識、

ゲーム中の判断に着目すべきであると述べている。 
また、岩田（2016）は、ベースボール型は攻撃側

の走塁が早いか、守備側の協同的なフィールディ

ングが早いかを特定の塁上で競い合うことに魅力

があると述べ「子どもたちのレベルで攻守の均衡

を保ち、リズムのある攻守の交代を生み出してい

くには、まず守備側に着目していくのが 1 つの考

え方」と、守備側の学習に着目する必要性について

述べている。これらのことから、守備側の戦術的課

題や状況判断に学習の焦点を当てた教材が求めら

れている。 
これまでに守備側の戦術的課題や状況判断の理

解に着目した教材研究が行われてこなかった訳で

はない。これまで考案されてきた教材はルールを

簡易化し、学習内容が焦点化されていることで役

割行動や、状況判断に着目され、段階的に発展して

きている。また、先行研究から状況判断を理解する

ためには、役割行動の理解が重要だと明らかにな

っている。特に役割行動に着目した教材として「ネ

オ・フィルダー・ベースボール」、「ブレイク・ベー

スボール」があげられる。 
「ネオ・フィルダー・ベースボール」はアウトに

する対象を打者ランナーだけにし、守備者の判断

と行動の選択をシンプルにすることで役割行動の

理解を促した。その発展として「ブレイク・ベース

ボール」はアウトにする対象を打者ランナーと残

塁ランナーにすることで守備側の判断の選択肢を

増やし、状況を複雑にし、求める役割行動を高度な

ものに発展させた。しかし、ネオ・フィルダー・ベ

ースボールでは外野への打球状況での役割行動を

主な学習課題としているためブレイク・ベースボ

ールに発展した際に各ポジション（内野、外野）で

の役割行動や、打球状況、ゲーム状況での役割行動

の理解に難しさを感じてしまうと考える。これら

のことから、ブレイク・ベースボールに発展する前

に、役割行動に学習の焦点を当て、打球状況に応じ

た各ポジション（内野、外野）での役割行動を理解

することができる教材が必要であると考える。 
本研究においては、内野と外野の連携だけでな

く、打球状況に応じた各ポジション（内野、外野）

での役割行動（打球処理、バックアップ、ベースカ

バー、中継）の理解を図るとともに、状況判断を理

解することができる教材を提案する。提案した教

材が生徒たちに与える学習効果について検討し教

材としての学習可能性について検討することを目

的とする。ここで提案する教材は、岩田（2016）に

よって提案されているネオ・フィルダー・ベースボ

ールを発展させた「修正版ネオ・フィルダー・ベー

スボール」である。なお、本研究では、この修正版

ネオ・フィルダー・ベースボールの学習可能性を検

討するため、生徒による形成的授業評価やパフォ

ーマンスの変化を分析することにした。 
 

2. 方法 

2-1 教材・教具の工夫 

2-1-1 教具の工夫 

 生徒の能力段階に応じて、守備側のプレイ状況

の判断についてのゲーム学習が効果的に行えるよ

うに工夫した。ボールについては、ネオフィルダ

ー・ベースボール（岩田 2016）を参考に、打撃が

苦手で力が弱い生徒でも遠くに飛ばすことができ

るナガセケンコウティーボールを使用した。この

ボールはあたっても痛くないためボールへの恐怖

心を緩和することもできる。 
 バットについては、安全性を考慮し、高発泡ポリ

ウレタン素材の長さ 65cm、重さ 420g の物を使用

した。一般的なバットに比べ短く、軽いバットを使

用し操作性を高めた。 
 バッティング時に使用するティー台については、

カラーコーンとバトミントンのシャトルが入って

いるケースを使用した。シャトルケースを、生徒の

体の大きさに合わせて長さを調節できるように長

さが違うものを 4 種類用意した。 

 練習教材（下位教材）のペットボトルハンマーは

岩田（2016）が考案したペットボトルハンマーを

参考に作成した。直径 4mm のナイロンテープにハ

ンマー（6ℓサイズのプラスティック製のタンクに

10cm 程度のひもを結び、その先に長さ 15cm の塩

ビパイプのグリップをつけて加工したもの）と粘

土（ 150g ）でおもりを付けたペットボトル

（900~950 ㎖サイズ）を通し、テニスコートの金

網を利用し場を設けた。 
 
2-1-2 教材の工夫 

 本研究では、ネオ・フィルダー・ベースボールか
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らブレイク・ベースボールに発展させる前に、守備

のポジショニングにさらに規制を加え、守備場面

での役割行動について理解を深める教材を開発す

る必要があると考えた。 

 特にネオ・フィルダー・ベースボールからブレイ

ク・ベースボールへの円滑な学習を促すために修

正版ネオ・フィルダー・ベースボールを開発した。

さらに、単元を通して打撃能力を高めるために練

習教材（下位教材）として岩田（2016）が考案した

ペットボトルハンマーを行わせることとした。修

正版ネオ・フィルダー・ベースボールの場の設定と

して、塁間 12m の場を 4 か所設置し活動時間を確

保した。ゲームは対象生徒を 5 人に分けてチーム

を作り、男子 3 人、女子 2 人のチームを A₁とし、

男子 2 人、女子 3 人のチームを A₂とし合わせて A
チームとする兄弟チーム制を取り入れた。とりわ

けチームごとの能力差や、技能差を少なくするこ

とを目的とした。 

 

2-2 データ収集 

2-2-1 対象授業 

 対象は茨城県内の公立中学校 1 年生 1 クラスに

対して行われた授業である。授業に参加した生徒

は男子 20 名、女子 20 名の計 40 名である。授業

は 9 単位時間で構成され、同中学校に所属する保

健体育科専任教師 2 名と野球経験 13 年の大学院

生 1 名（男性）がティームティーチング形式で指

導を行った。このクラスにおいて野球経験者はク

ラス全体で 3 名。その中で抽出チーム A₂に 1 名

であった。そのほかの生徒はベースボール型競技

未経験者であった。チームは 1 チーム 5 名で計 8
チーム（男女混合の兄弟チーム制、男子 3 名女子

2 名を A₁、男子 2 名女子 3 名を A₂とする）A か

ら D チームで編成し、各々のチームはこのクラス

の授業を担当する教員に相談し技能レベルが均等

になるように編成した。その中で技能レベルが中

位のチームを本研究の抽出チームとした。これら

9 時間分の授業は 2020 年 11 月中旬から 12 月上

旬にかけて実施された。 
 

2-2-2 単元過程 

 ドリルゲームとして行わせたペットボトルハン

マーは、9 単位時間すべてにおいて行わせた。単元

1 時間目から単元 3 時間目まではネオ・フィルダ

ー・ベースボールを行い、ゲーム自体を理解し守備

における戦術行動や、打つ・走るなどの攻撃の仕方

の理解を図ることを目的として行わせた。単元 4時

間目から単元 9 時間目まで修正版ネオ・フィルダ

ー・ベースボールを行った。内野・外野の連携や、

内野での連携をスムーズにし素早くアウトが取れ

ることを目的として行わせた。守備の動き方の説

明については、ゲーム前に図を用いて説明したり、

示範して視覚的に動作を理解できるようにした。

単元 5 時間目から守備側がバッターの特徴に合わ

せ工夫してポジショニングをとるようになったた

め攻撃するときは相手の守備がいないところに狙

って打つように指導した。単元 7 時間目から単元

9 時間目まではまとめとして修正版ネオ・フィルダ

ー・ベースボールのリーグ戦を行った。リーグ戦を

通してチームの課題を解決しながら戦術的な動き、

状況判断をより理解できることを目的として行わ

せた。  
 

2-2-3 形成的授業評価のデータ収集 

 本研究で実施した授業が、どの程度の学習成果

を上げていたのかを総合的に判断するため高橋ほ

か（1994）による形成的授業評価法を適用した。9
つの授業評価項目により構成される質問用紙を授

業終了後、授業を受けた生徒ら40名から収集した。

回答選択肢は高橋ほか（1994）の方法に従い 3 件

法とした。 
 

2-2-4 内野プレイ・外野プレイの出現率について

のデータ収集 

 実施したゲーム（全 9 時間）及び下位教材（ペッ

トボトルハンマー）を通して、生徒らの打撃力（ス

イングの仕方、打球の飛距離）がどのように変容し

たかを捉えるために、抽出チームの内野プレイ・外

野プレイの出現数をカウントした。外野プレイは、

外野前の打球状況と外野を越えた打球状況とでわ

けた。外野前の打球状況は、打球が内野ラインを越

え外野プレイヤーの前で処理できる場合である。

外野を越えた打球状況は、外野を直接越える打球。

または、外野の間を抜けた場合である。内野プレイ

は内野ライン内で捕球した場合である。抽出生徒

は技能レベルが中位のチーム(A チーム)男子 5 人、

女子 5 人の計 10 人である。これらをもとに、単元

9 時間を通して、ゲームを撮影し、撮影した映像か

ら出現頻度を試合ごとに観察・記録した。 

 

2-2-5 ゲームにおける守備側のパフォーマンス

のデータ収集 

 単元を通して生徒らが守備場面での役割行動、

打球状況に応じた状況判断の理解の習熟状況を捉

えるために、ゲームにおける抽出生徒のパフォー

マンスを収集した。単元 1 時間目から単元 3 時間

目はネオ・フィルダー・ベースボールのデータを

収集した。単元 4 時間目から単元 9 時間目までは

修正版ネオ・フィルダー・ベースボールのデータ

を収集した。本研究でのゲームにおける守備側の

パフォーマンスは①内野ライン内の打球状況②外

野前の打球状況③外野を越えた打球状況④中継プ

レイを伴う場面での中継プレイヤーのポジショニ

ングの 4 つに分類し、各状況におけるパフォーマ

ンスの適切数を集計することとした。 

 4 つに分類した項目を、ネオ・フィルダー・ベ

ースボール、修正版ネオ・フィルダー・ベースボ

ール共に、技能面に着目したデータと、状況判断

や役割行動について理解できたかどうかに着目し

たデータ 2 つのデータを、各評価カテゴリーをも

とに収集した。毎時間抽出チーム（A チーム）の

ゲームを映像で記録し、毎時間終了後その時間の

適切数の頻度を観察・記述した。 

 

3. データ分析 

 得られたデータのうち、内野プレイ・外野プレ

イの出現率とゲームにおける守備側のパフォーマ

ンスに関しては岩田（2016）が示したネオ・フィ
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ルダー・ベースボールの分析方法を参考に映像分

析を行った。守備側プレイヤーの状況判断、役割

行動に好ましい成果が得られたか確認した。単元

9 時間を通して、毎時全 4 か所で行われたゲーム

のうち抽出チームのゲームを後方から撮影した。

撮影したデータをもとに、毎時間の内野プレイ・

外野プレイの出現率を算出した。ゲームパフォー

マンスに関しては撮影したデータから、役割行動

と状況判断を理解し適切な塁でアウトにすること

ができたか技能面に着目した評価カテゴリーをも

とに各場面での適切率を毎時間算出した。また、

守備場面での状況判断、役割行動について理解で

きていたかに着目した評価カテゴリーをもとに各

場面での適切率を毎時間算出した。形成的授業評

価については、得られたデータを高橋ほか

(1994)、長谷川（1995）の分析手順に従って 9
項目すべての総合評価のクラス平均を算出した。

算出した平均の解釈は長谷川ほか（1995）の診断

基準を参考に評価した。 
 

4. 結果と考察 

4-1 形成的授業評価の分析結果 

 形成的授業評価（高橋ほか 1994）について分

析した結果、単元 1 時間目と 2 時間目では「総合

評価」が 2.74、2.72 と推移していたものの、単元

3 時間目から 9 時間目までは 2.84-2.81 であっ

た。これらを長谷川ほか（1995）の診断基準に照

らし合わせてみると、単元を進行するにつれて、

「4」から「5」へと評価が高まっていた。全体的

にどの項目もすべて「4」から「5」の評価を得て

いたが時間によっては「意欲・関心」が下がった

時間も見られた。 
以上により本研究で実施した授業はいずれも生

徒らから比較的高く評価されており、今回の授業

が生徒に受け入れらえたと捉えられる。 
 

4-2 内野プレイ・外野プレイの出現率 

 図 1 は単元全 9 時間で実施したゲームでの抽出

生徒の打撃状況について分析した結果を示してい

る。 

 図 1 に示す通り、内野への打球は、単元 1 時間

目は総打数 17 回中 14 回(82%)だったのに対して

単元 4 時間目は総打数 32 回中 12 回(37.5%)と減

少している。それに対して外野への打球は単元 1
時間目の総打数 17 回中 3 回(18%)だったのに対し

て単元 4 時間目は総打数 32 回中 20 回(62.5%)に
増加した。外野への打球のうち外野の前に落ちる

打球が単元 1 時間目の総打数 17 回中 3 回(18%)か
ら単元 9 時間の総打数 30 回中 12 回(40%)まで増

加し、外野を越える打球は単元 1 時間目の総打数

17 回中 0 回(0%)から単元 4 時間目の総打数 32 回

中 7 回(21%)まで増加した。単元 1 時間目から 4
時間目にかけて内野への打球は減少し、外野への

打球が増加していることから多くの生徒が外野に

打球を打てる傾向にあった。 
しかし、単元 5 時間目では内野への打球が総打

数 30 回中 15 回(50%)に増加し、単元 5 時間目か

ら 9 時間目にかけて外野への打球より内野への打

球が多くなる傾向にあった。外野への打球が減少

した原因については、多くの生徒が単元 4 時間目

までに外野へ打球を飛ばせるようになったため単

元 5時間目から守備側がバッターの特徴に合わせ、

工夫してポジショニングをとるようになった。そ

のため攻撃するときは相手の守備者がいないとこ

ろに狙って打つように指導したところ生徒の打撃

フォームを崩す原因となってしまい結果打ち損じ

が多くなり外野への打球が減る結果となった。中

学校 1 年生がボールを狙ったところに打つことは

難しい課題であったと考えられる。しかし単元 5時

間目から外野への打球は減少しているものの単元

5 時間目以降をみると大きな減少は見られず、総じ

て打撃力は向上傾向にあるといえる。 

 
 

4-3 各打球状況における技能面に着目した守備

側のパフォーマンス 

図 2 は単元全 9 時間の中で実施したゲームでの

抽出生徒の各打球状況における守備パフォーマン

スの適切率を分析した結果を示している。状況判

断、役割行動を理解し最終的にアウトがとれたか

どうか技能に着目し分析を行った。 
 図 2 に示す通り内野ライン内の打球では、単元

1 時間目の総数 10 回中適切数が 4 回(40%)から単

元 9 時間目の総数 15 回中適切数 13 回(86%)まで

増加した。単元が進むにつれて適切率が増加して

いく傾向にあった。単元 4 時間目から修正版ネオ・

フィルダー・ベースボールになり、ルールの変更等

の理由から一時的に適切率は減少したが、単元 5時

間目からまた適切率の増加がみられた。このこと

からブレイク・ベースボールに発展し残塁ランナ

ーがいる状況でも内野での役割行動を理解できて

いるため対応することが可能であると考える。 
外野前の打球では、単元 1 時間目の総数 3 回中

2 回(66.7%)から単元 9 時間目の総数 11 回中 10 回

(90.9%)に増加した。修正版ネオ・フィルダー・ベ

ースボールを行った単元 4 時間目 6 時間目のよう

に、ルール上送球が加わったことで、ボールの送球、

捕球などの技術面の失敗が目立ち適切率が減少し

た時間もあるが、全体的に適切率は増加傾向にあ

った。このことから送球技能を身につけ状況に応

じた適切な塁でアウトにすることができるためブ

レイク・ベースボールでの複数のランナーにも対

応し適切な塁に送球できると考える。 
外野を越えた打球では、単元の初めは総数 3 回

中 0 回(0%)だったのに対して、単元 9 時間目まで

に総数 4 回中 3 回(75%)まで増加した。全体的に総

数が少ないためばらつきがみられるが、単元 6 時

間目から 9 時間目にかけて適切率は増加傾向にあ

った。中継プレイヤーのポジショニングについて

は、中継プレイの総数が少ないため、単元前半でば

図1 内野プレイ外野プレイの出現率の分析結果
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らつきがみられるが単元が進むにつれて増加する

傾向にあり最終的に総数 6回中 5回(83%)まで増加

した。このことから外野を越えた打球でも中継プ

レイヤーを使い協力してアウトにすることができ

るためブレイク・ベースボールでも優先してアウ

トにする塁を選択することができると考える。 
以上の結果から、本研究の教材はポジションご

との役割行動を理解することができ、ネオ・フィル

ダー・ベースボールではなかった内野内での連携

を理解することができるため、ブレイク・ベースボ

ールの複雑な学習課題での役割行動の理解につな

げることができる教材といえる。 

 
 

4-4 各打球状況における理解に着目した守備側

のパフォーマンス 

 図 3 は単元全 9 時間の中で実施したゲームでの

抽出生徒の各打球状況における守備側のパフォー

マンスについて適切に理解していたかに着目し、

その適切率について分析した結果を示している。 

 図 3 に示す通り内野ライン内の打球では、単元

3 時間目以降から総数 16 回中 16 回(100%)となり、

早い時間から適切なパフォーマンスを理解してい

る傾向にあったことが窺える。このことから、内野

での役割行動について理解していると言えるため、

ランナーが増えたとしても自分の役割を理解する

ことができると考えられる。 

外野前の打球では、単元 1 時間目は総数 3 回中

3 回(100%)と総数が少なく 100%になったが、単元

が進むにつれて適切率は増加し、単元 7 時間目か

ら総数 7 回中 7 回(100%)となった。守備側のパフ

ォーマンスを適切に理解していった傾向にあると

窺える。また、ゲームを重ねていくうちに相手バッ

ターの能力を考えたポジショニングをとる傾向に

あった。このことから、役割行動の理解に加え、ポ

ジショニングの予測も身についていると言えるた

めブレイク・ベースボールでも適切な塁でアウト

にとるために予測して行動することができると考

えられる。 
外野を越える打球では、総数が少ないためデー

タにばらつきがみられるが、単元の初めは 3 回中

0 回(0%)だったが単元 7 時間目から総数 4 回中 4
回(100%)となった。単元が進むにつれて適切率が

増加している傾向にあった。単元後半になると状

況に応じて対応できる傾向にあった。中継プレイ

ヤーのポジショニングについては、総数が少ない

ためデータにばらつきが見られるが、単元が進む

につれて増加する傾向にあった。単元前半では総

数 3 回中 0 回(0%)、総数 5 回中 0 回（0%）と 0%
が多かったが、単元 8 時間目以降は総数 6 回中 6

回(100%)まで増加した。このことから、適切な役割

行動を理解しているため状況に合わせて動くこと

ができていると言える。そのため、ブレイク・ベー

スボールの複雑なゲーム状況でも打球状況に合わ

せて適切な判断をすることができると考えられる。 
 以上の結果から、各ポジションでの役割行動、打

球状況に合わせた役割行動を理解することができ

ると言えるため、ブレイク・ベースボールでの複数

のランナーがいる状況での役割行動の理解につな

げることができる教材であるといえる。 

 
 
5. 摘要  

本研究は、打球状況に応じた各ポジションでの

役割行動（打球処理、バックアップ、ベースカバ

ー、中継）の理解を図るとともに、状況判断を理

解することができる教材を提案した。提案した教

材が生徒たちに与える学習効果について検証し教

材としての学習可能性について検討することを目

的とした。 
生徒らは、単元を通して状況判断,役割行動に関

して理解し予測して守備ができるようになり相手

バッターに合わせた守備をする傾向にあった。そ

のため単元が進むにつれ適切率が向上する結果が

得られた。また、形成的授業評価においても高い

評価を得られた。その結果、生徒の打撃指導、用

具の設置の手間に課題が残されたが修正版ネオ・

フィルダー・ベースボールはネオ・フィルダー・

ベースボールからブレイク・ベースボールに円滑

な学習を促す教材であると言え、中学生が楽しみ

ながら、打球状況に応じた状況判断、役割行動を

理解する上で学習可能性が高い教材であると捉え

られる。 
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図2 打球状況別守備側のパフォーマンス分析結果（技能）
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