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1. 緒言 

 ボール運動には、集団的達成の喜びを味わうこ

と、また友達との豊かな関わりが生じる可能性が

あるとされている。一方で、ゲームに実質的に参加

することができず、友達と関われないまま終わっ

てしまうケースも少なくない 1)。 
この課題の理由は「運動技能が低いためにゲー

ムに積極的に参加することができず、結果消極的

になるのではないか」と考えられ、実際の授業では

基礎的なボール操作能力向上のための練習と、ハ

ンディキャップルールによるゲームを生命線とす

る工夫がなされてきた 1)。しかし、これらの工夫が

有効にゲームに反映されたとは言い難いのが実状

であった。この現状について岩田は、子どもたちに

とって難しいとされる理由は運動技能が低く技能

習得が難しいからというだけでなく、何よりゲー

ム中における「判断」が複雑であり、その理解が難

しいからであることを主張している 1)。そのため、

ゲーム中の「判断」に焦点を当て、単純化すれば易

しくそのゲームの本質的な面白さに子どもたちを

誘い込めるのではないかと考え、岩田 1)、石井 3)を

はじめとし、これまでゲーム中の状況判断を理解

させる教材研究がなされてきた。 
ただし、これらの研究は守備に関する状況判断

を中心に焦点を当てている。そして、ベースボール

型授業の面白さ、本質というのは状況判断を理解

していくことだけではない。入澤 4)は打撃という特

有の技能発揮場面で「遠くにボールを飛ばす喜び

や楽しさを経験すること」がベースボール型ゲー

ムの本質の一つとして述べている。また、岩田 1)は

状況判断を理解するためのゲームで、その学習機

会を保障する意味でも打撃における技能向上は必

要不可欠であることを述べている。 
このような見解から、状況判断を理解していく

ためのゲームづくりだけでなく、打撃向上を目的

としたゲームづくりも、児童のより活発な学習の

ために必要である。そして、これらを目的とした打

撃に関する教材の研究はいくつかなされてきた。

しかし、打撃に関するスポーツ科学的な研究は多

様に見られるものの、未熟な子どもを対象にした

指導研究、さらには学校体育の授業実践を通した

研究は極めて少ない 1)。授業実践を通した打撃に関

する研究の例は少なからずあるが、スイング動作

の改善や、打球速度の向上が見られるかなど打撃

の基本的技能に関する研究が多く見受けられる 4)5)。

他方で、これらの研究では練習教材として打撃向

上を目的とし、教材開発しているものが多く、主要

なゲーム教材・メインゲームとして打撃向上を目

的とした教材は未だ見受けられない。そして、守備

における状況判断をゲームで学習しながらも、そ

の打撃においても能力の向上をゲーム中に期待で

きるような単元教材を開発しようとする研究は未

だ見受けられない。 
そこで本研究では、ベースボール型ゲームにおい

て攻撃と守備の双方の技能向上を目指した教材を

作成し、この教材の有効性を検討することを目的

とする。 
 

2. 研究方法 
2-1 教材の工夫 
2-1-1 エリスによるゲーム修正論 

 本実践では、先行研究 1)2)を参考に、メインゲー

ムを作成した。特に打撃向上を目指したゲーム修

正を加え、攻守の活発な攻防の発生、そして両者の

技能向上を目指した。ゲーム修正にあたり、それら

がより効果を発揮し、また確実に生徒の学習へと

つながるようにするため、本研究では、エリスのゲ

ーム修正論を参考に修正を行った 9)10)。エリスは先

行研究でゲーム修正における諸視点を12点あげて

いる。その中でも今回は 
（1）子どもや、体格の小さなプレイヤーのために

より適切な道具を提供する。 
（2）ゲームの技術的な要素の練習機会を最大限に

提供する。 
（3）成功や達成度を知る機会をより多く提供する。 
の 3 点を参考に修正を加えた。 
2-1-2 各教材の具体的修正点 

 本実践では、 守備と攻撃の両方の技能向上とそ

の面白さを味わわせるため、 岩田 1)2)を参考に、 並
びっこベースボールとネオ・フィルダー・ベースボ

ールをメインゲームとして採用した。まず、守備に

おいて「どこでアウトにすればよいか。」という内

容を理解することと、外野における分化した役割

行動を学習することを目的とした。 
 次に打撃における修正をこれら 2 つのメインゲ

ームに行った。エリスによるゲーム修正論の視点

から（1）をねらいとして、バットの代わりにテニ

スラケットを使用し、(3)をねらいとして、ホーム

ランゾーンの設定を行った。飛距離を具体的に見

ることができるため、その達成度を生徒自身が確

認し、より意欲的に打撃に取り組むことをねらい

とした。また、動くボールを打撃するという楽しさ

を味わい、技能をより高めていくために、仲間の投

げた易しいボールを打撃することとした。 
 練習教材においては、（2）の視点をねらいとして、

ぶんぶん体操・ぶんくる体操 6)という 2 種類の体操

を行い、その上でトスバッティングを行った。練習

機会をできる限り多く保証し、技能を伸ばしてい

くことを目的とした。 
2-2 教具の工夫 
 メインゲームにおいて、 より活発な攻防が行わ

れ、 生徒の打撃に対する意欲を喚起するために使

用する用具を工夫した。バットについては、 テニ

スラケット（CALFLEX 硬式一般用テニスラケッ

ト CX-01）を使用する。打撃できる面を大きくし、 
動くボールへのアプローチの難しさを緩和する。

ボールについては、 ボールへの恐怖心がある生徒

や、 力が弱い生徒でも、 恐怖心なく、 ボールを



遠くへ飛ばすことをねらいにナガセケンコーティ

ーボールを使用した。 
 練習教材においては、 効率的且つ、 より多くの

練習機会を確保するため、 トスバッティングマシ

ン（2TG TP TOSS）を使用した。ボールは硬式テ

ニスボールを使用し、 集球ネットに向かって、 ト
スされたボールを打ち返させた。 
2-3 データ収集 
2-3-1 対象授業 

 対象は茨城県内の中学校 1 学年 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 18 名、 女子 18 名の計 36 名である。授業は 6
単位時間で構成され、 同中学校に所属する保健体

育専任教師 1 名と 9 年の野球経験を持つ大学院生

１名が指導を行った。野球部、 またはテニス部に

所属する者は野球部に男子 2 名、 ソフトテニス部

に男子 1 名、 女子 4 名である。チームは 1 チーム

6 名で計 6 チーム（男女混合グループ）に編成し

た。各々のチームは技能レベルが同程度になるよ

うにした。これら 6 単位時間分の授業は 2021 年

11 月中旬から 11 月下旬にかけて実施された。 
2-3-2 単元過程 

 まず、単元第 1 時から第 3 時まではメインゲー

ムとして並びっこベースボールに取り組んだ。そ

の後単元第 4 時から第 6 時まではネオ・フィルダ

ー・ベースボールに取り組んだ。第 1 時と第 4 時

には各ゲームの主なルールについて説明を行った

後にゲームを行った。また、各時間において、「ど

こでアウトにすればよいか」という理解と、外野で

の分化した役割行動について、毎時間指導を行っ

た。練習教材のぶんぶん体操・ぶんくる体操は単元

第 2 時から第 6 時まで行い、トスバッティングは

全時間を通して行った。第 1、2 時間目ではバッテ

ィングの構え方や、 スイングの形などについて指

導しスイングの動きを覚えるように指導した。第 3、
4 時間目では軸足から前足への体重移動、 スイン

グ時の腰の回転運動を行えるように振り子体操を

活用しながら、 指導した。第 5、6 時間目ではボー

ルへバットを合わせていく、 動き（アプローチ）

について説明し、 投げられたボールの打撃ができ

るよう指導した。 
2-3-3 形成的授業評価 

 本研究での授業がどの程度学習効果を上げてい

るかを検討するため、 高橋ほか 8)による形成的授

業評価法を適用する。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配布し、 対象生徒

には 3 件法で回答を求めた。 
2-3-4 ゲームでの攻撃側のパフォーマンス評価 

生徒らの打撃技能がどの程度向上したかを捉え

るため、 撮影した映像をもとに、 ゲーム中の内野

プレー、 外野プレー、 ホームランがどの程度出現

していたかを確認した。外野プレーの中ではさら

に打球状況を二分し、 外野プレイヤーの前で捕球

できる場合を外野前の打球状況、 外野プレイヤー

を直接超えたり、 その間を抜けたりする場合、 外
野を越える打球状況とした。また、 守備者のポジ

ショニングにより、 外野を越えるような打球状況

にならない場合でも、 ボール飛距離が十分に確保

されている場合、 外野を越える打球状況とした。

これら出現頻度を試合ごとに観察・記録した。 
2-3-5 ゲームでの守備側のパフォーマンス評価 

守備側の状況判断がどの程度向上していくかを

捉えるために、各プレー場面を対象に、 そのパフ

ォーマンス評価を行った。先行研究 1)を参考に評価

視点を作成し、その評価視点をもとにパフォーマ

ンス評価を行い、その適切数について記録した。 
2-4 データ分析 

 ゲームパフォーマンスの分析は、 岩田 1)が示し

たネオ・フィルダー・ベースボールでの分析方法を

参考に守備側プレイヤーの「どこでアウトにする

のか」という判断と、 役割行動の判断に好ましい

成果が得られたかどうかについて確認した。また、 
外野プレーが生じた場合の役割行動の判断やそれ

に基づく「ボールを持たないときの動き」の学習状

況を検討した。第 1 時から第 6 時まで、 毎時全 3
箇所で行われたゲームの内、 攻撃側のパフォーマ

ンス評価、また守備側のパフォーマンス評価は全

チームを対象とし、各ゲームを後方から VTR 撮影

し、 分析対象とした。チームバランスはどのチー

ムも技能レベルが均等になるよう、 教科担当の教

員によって生徒を分配した。得られたデータは、 9
年のベースボール型競技経験を持つ大学院生 1 名

と 15 年のベースボール型競技経験を持つ大学生 1
名によってVTR分析を行い毎時間の適切率を算出

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 8)、 長谷川 7)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 7)の診断基準を参考に

分析した。 
 

3. 結果 

3-1 形成的授業評価の分析結果 

 単元前半では、「総合評価」が 2.60-2.68 点で推

移していたものの、単元中盤から後半にかけては

2.71-2.75 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、総合評価の

診断基準は「4」であった。項目ごとに見てみると、

1 時間目の「成果」「意欲・関心」「学び方」では「3」
の評価だったが、6 時間目では「4」または「5」に

なっており、評価の向上が見られた。 
3-2 ゲームにおける攻撃のパフォーマンス評価 

 内野プレーは単元 2 時間目では総打数 57 本中

23 本（40.4％）に対し、単元 5 時間目では総打数

82 本中 7 本（8.5％）となっており、全体的に出現

率は減少している。他方、外野プレーは、単元 1 時

間目では総打数 25 本中 11 本（44.0％）だったの

に対し、単元 6 時間目では総打数 76 本中 47 本

（61.8％）と、出現率は増加していた。ホームラン

については単元 2 時間目では総打数 57 本中 7 本

（12.3％）に対し、単元 5 時間目では総打数 82 本

中 19 本（23.2％）と変化が見られるときもあった

が、全体として、一貫した変化の傾向は見られなか

った。外野の打球については、外野前の打球におい

て、単元 1 時間目では総打数 25 本中 6 本（24.0％）

だったのに対し、単元 5 時間目では総打数 82 本中

33 本（40.2％）と、出現率は増加していた。また、

外野後の打球において、単元 1 時間目では総打数

25 本中 5 本（20.0％）だったのに対し、単元 6 時



間目では総打数 76 本中 30 本（39.5％）と、出現

率は増加していた。 

 
図 1 各打球の出現率の変化 

 
3-3 ゲームにおける守備のパフォーマンス評価 

 単元 1 時間目から 3 時間目に行った並びっこベ

ースボールにおいて、単元1時間目は適切率55.0％、

単元 3 時間目では 75.0％であった。増加傾向は見

られたが、どの時間においても比較的高い適切率

を示しており、適切率において大きな変化は見ら

れなかった。 
 単元 4 時間目から 6 時間目に行ったネオ・フィ

ルダー・ベースボールにおいて、内野プレーでは、

単元 4 時間目は適切率 75.0％、単元 6 時間目では

93.3％であった。基本的に適切率はどの時間も高

い数値を示していた。外野プレーにおける外野前

の打球状況では、単元 4 時間目は 87.5％、単元 5
時間目は 93.9％、単元 6 時間目は 94.1％であった。

全ての時間で高い適切率を示していたが、増加、減

少などの変化は見られなかった。外野プレーにお

ける外野を越えた打球状況では、単元 4 時間目は

適切率 62.5％、単元 5 時間目は 43.5％であった。

単元 6 時間目は 80.0％であった。単元 4 時間目か

ら 5時間目にかけて若干の減少傾向が見られたが、

その後、単元 6 時間目にかけては大きく適切率が

増加していた。 

 
図 2 守備側のパフォーマンス適切率の変化（外野

を越えた打球状況） 

 
外野を越えた打球状況での中継プレーのポジシ

ョニング理解については、単元 4 時間目は適切率

50.0％、単元 5 時間目は 33.3％、単元 6 時間目は

86.7％であった。単元 4 時間目から 5 時間目にか

けて少量の減少傾向が見られたが、その後、単元 5
時間目から 6 時間目では大きく増加していた。 
 
4. 考察 

4-1 形成的授業評価 

 単元 1 時間目から単元 3 時間目の「並びっこベ

ースボール」は、先行研究では対象を小学校中学年

としていた 2)。守備における状況判断において中学

生という学年段階ではその学習内容が簡単なもの

であったため、はじめからできることが多く、成果

を感じ取ることが難しかった可能性が考えられる。

単元 1 時間目から 3 時間目の「成果」は常に他項

目と比べ低い数値となっており、その成果を生徒

自身が感じるためには課題が残ったと考えられる。 

単元 4 時間目から単元 6 時間目に行った「ネオ・

フィルダー・ベースボール」では、全体的に上昇傾

向が見られたが、「成果」「意欲・関心」の項目では、

評価「5」にはならず、成果を生徒に感じさせるた

めの教師行動、または授業づくりという点では課

題が残されたと考えられる。 
 以上のことから、本研究で実施した授業は生徒

に高く評価されていたが、成果を感じ、意欲的に授

業に参加するという点においては課題が残された

授業であったと考えられる。 
4-2 ゲームにおける攻撃側のパフォーマンス 

全体として打球の飛距離は向上傾向にあった。

内野プレーは単元が進むにつれ、減少傾向にあり、

外野プレーは増加傾向にあった。 
これらの要因として、メインゲームにおいて、単

元序盤では動くボールに対しミートしていくこと

が困難であったが、単元後半になるにつれて、それ

ができるようになり、打球飛距離の向上につなが

っていったと考えられる。また、エリスによるゲー

ム修正論の視点から考えると、ホームランゾーン

の設定によって、メインゲームの中でもより遠く

へ飛ばそうと打撃に意欲的に取り組み、その技能

も向上したと考えられる。特に「(3) 成功や達成度

を知る機会をより多く提供する。」ことは生徒の効

果的な技能の向上において有効な視点であること

が考えられる。 
課題としては、今回メインゲームにおいて仲間

の投げた易しいボールを打つこと、としていたが、

投げられた仲間のボールに安定性がなく、打者も

打ち損じる機会が見られた。教師の指導として、ト

スアップに対する配慮も重要であることを覚えて

おきたい。また、今回はテニスラケットを使っての

打撃であったが、バットで動くボールを打撃して

いく部分に関しては未だ知見を得られていないこ

とが挙げられる。 
4-3 ゲームにおける守備側のパフォーマンス 

並びっこベースボールについて、先行研究で岩

田 2)はこの教材を小学校中学年ごろ対象で行って

おり、形成的授業評価も非常に高い数値を計測し

ていた。そのため、ゲームの難易度は小学校中学年

という学年段階に合わせて設定されたことを加味

すると、今回の対象となった中学校 1 年生に対し

ては、はじめから理解することが容易であった可

能性がある。そのため、今回は高い水準を維持しな

がらも、変化は見られなかったと考えられる。 
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ネオ・フィルダー・ベースボールの内野プレーに

おいては、並びっこベースボールと同様のルール

で守備側が動くため、並びっこと同様の理由によ

り、高い適切率を示していたと考えられる。また、

外野前の打球状況においては、外野前に飛ぶ際、2
塁ベース方向に打球が飛ぶケースが多く、捕球後

にボールを持ったまま 2 塁ベースへ持ち込むこと

で、アウトにできていた。外野前の打球状況では送

球を伴うプレーが起こりにくく、結果ミスも少な

くなり、高い適切率を示したと考えられる。外野を

越えた打球状況においては、送球と中継プレーを

伴いながら守備者それぞれが役割ごとにプレーし

アウトにする。単元 4 時間目ではその役割行動を

理解することができず、適切なプレーを選択する

ことが難しかったが、単元 6 時間目ではその理解

が向上していったことがその適切率から窺える。

中核となる学習課題は守備における分化した役割

行動である。それらを学習する最も大きな機会が、

外野を越えた打球状況であり、単元後半を通して、

この打球状況における学習の成果が最も向上して

いた。ゲームの難易度としては中学生でも適切な

対象学年となることが考えられる。ベースボール

型を学習する際には必ず、送球が発生し、その中で、

「どこに投げればよいか。」という学習の理解が図

られていく必要がある。その第一歩としてこのネ

オ・フィルダー・ベースボールは今後のベースボー

ル型ゲームを理解していく上でも意義があると考

えられる。 
本教材を通して、守備の状況判断、また、基本的

なスイング動作ができるようになるだけでなく、

ゲーム中の打撃技能が向上していくことで打撃に

おいても、守備においても生徒がその楽しさを味

わい、意欲的に取り組むことが期待できるのでは

ないかと考える。 
以上のことから、本研究はベースボール型ゲー

ムにおいて攻撃と守備の双方の技能向上を目指し

た教材として、有効に機能したと捉えられる。 
 

5. 摘要 

 本研究ではベースボール型ゲームにおいて攻撃

と守備の双方の技能向上を目指した教材を開発し、 
この教材設定の妥当性を検討することを目的とし

た。中学校 1 年生 1 クラスを対象とし、6 単位時間

構成で授業を実施した。練習教材（ぶんぶん体操・

ぶんくる体操、トスバッティング）を全 6 時間、攻

守双方の技能向上を目指したメインゲームを 2 種

類（並びっこベースボール、ネオ・フィルダー・ベ

ースボール）３時間ごとに分けて行った。メインゲ

ームには特に打撃において、エリスのゲーム修正

論を参考に修正を加え、守備における状況判断も、

攻撃での打撃技能も向上させていくことをねらい

とした。 
 生徒らは、打撃において、打球飛距離が向上して

おり、打撃技能が苦情していたことが窺えた。また、

守備においても、単元を通して、守備のパフォーマ

ンス適切率は高い数値を維持するか、向上を示し

ていた。根幹となる学習内容を適切に理解し、プレ

ーできていたことが窺える。打撃における課題と

しては、トスアップへの配慮や、打撃用具をバット

へ変更していくことなどが挙げられる。守備にお

いては、並びっこベースボールを行う際の対象学

年の選定に配慮すること、打球方向に対する指導

を攻守に渡って行っていくことなどが挙げられる。

しかし、総合的に見て、本研究はベースボール型ゲ

ームにおいて攻撃と守備の双方の技能向上を促す

教材であると言え、生徒が攻守両方の攻防を楽し

みながら、学習していくことができる教材と捉え

られる。 
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