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学校体育におけるベースボール型ゲーム考案の試みとその意義
―教員養成段階の学生を対象に―

田

中

1. はじめに
現行の学習指導要領では，小学校中学年の「ゲー
ム」
，高学年の「ボール運動」および中学校・高等
学校の「球技」領域の内容が，「○○○型」という
ようにボールゲームの類型で示されている。これは，
「種目固有の技能ではなく，攻守の特徴（類似性・
異質性）や「型」に共通する動きや技能を系統的に
身に付ける」1) という観点から整理・構成されたも

誠

二

取扱い」において「学校の実態に応じてウ（ベース
ボール型：引用者注）は取り扱わないことができる」
（小学校第５学年及び第６学年）と比較的緩やかに
規定されたこともあり，他のボールゲームと比べて
実践研究が立ち遅れてきた感がある 4)。しかし，近
年，
多くの授業実践が報告されるようになってきた。

2. ベースボール型ゲーム教材の提案とその視点

のである。このことについて，岩田らは「個別の特
殊な種目にではなく，共通の戦術的課題を有する種
目群の類似性をこそ，学習内容の中心に据えるべき」
であり，「複雑な課題を持つゲームをよりやさしく
修正すること（modification of games）の必要性が
掲げられた」ものと解説している 2)。

学習指導要領は，ベースボール型の運動の内容を
「簡易化されたゲームで，ボールを打ち返す攻撃や
隊形をとった守備によって，攻防をすること」（小
学校第５学年及び第６学年）
，
「基本的なバット操作
と走塁での攻撃，ボール操作と定位置での守備など
によって攻防を展開すること」（中学校第１学年及
び第２学年）
としている。ここで着目すべきは，
ベー
「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」の３
スボール型の最も上位の目的が「攻防をすること」
つに分類されるボール運動・球技のうち，本稿では，
に置かれているという点である（これはゴール型，
学校体育における「ベースボール型」の教材づくり
ネット型においても同様である）
。従来の学習では，
に着目する。ベースボール型とは，一定回数の攻守
「打つこと」「投げること」「捕ること」がこのゲー
を規則的に交替しながら，相手チームとの得点の競
ムの特性と考えられ，こうした身体の動きをどのよ
い合いを課題としたゲームである。攻撃側はボール
うな練習ゲームや教材・教具の工夫を通して身につ
を蹴ったり打ったり走塁したりして攻め，守備側は
けさせるかに重点が置かれてきた。もちろん，これ
捕球や送球などによって攻撃側の走塁を阻止する
らの動きはベースボール型の運動に必要な技能であ
ゲームを展開していく 3)。従来の種目でいえば，野
球やソフトボールがこの型に分類されるが，例えば， り，ゲームの重要な一部であることは確かである。
しかし，学習指導要領で示された内容は，バット操
小学校低・中学年段階ではこれらを簡易化した「キッ
作（ボールを打つ）やボール操作（投げる，捕る）
クベースボール」
（打者は投手によって転がされた
はあくまで手段であり，そうした動きを使って「攻
ボールを，あるいは，あらかじめ本塁上に置かれた
防すること」が目指されているのである 5)6)。
ボールを蹴る）や「ハンドベースボール」（バット
を使用せずに手で打つ）が体育授業だけでなく子ど
松田は，ティーボールやソフトボールなどのベー
もたちの遊戯としても広く親しまれてきた。しかし
スボール型ゲームにおいて「せっかくボールをバッ
ながら，ベースボール型は学習指導要領の「内容の
トで『打つ』ことができたのに，その場に立ち止ま
2017.6.20

受理

り一塁に向かって『走らない』」子どもの存在を取
り上げ，ベースボール型が「攻防をすること」だと
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わかっていない子どもの姿の現れではないかと指摘
「打って」「一塁へ走る」という動き
した 6)。本来，

に焦点を当て，バットを使用せずに止まったボール

はセットで学ばれる必要がある。しかもそれらの動

することで “ 技能的な緩和 ” を試みたゲームである。

きは，攻防における攻撃側の主たる戦術的課題であ
る「出塁・進塁してより多く得点する」ことへの志
向によって，必然的に接続されるべき「技能」とい
える。この「打っても走らない子ども」という光景は，
4 4 4 4 4
つまり，
「何のために」打って走るのか，が彼らに

また，そうすることで，守備側にとっても硬いボー
ルを扱うことの不安感やグラブによる捕球の難しさ
を取り除くこともできた。しかしながら，ゲーム
状況の複雑さは依然として残されたままであった。
ベースボール型は，ゲーム中に求められる状況の判
断が大変複雑である 9)。特に，守備側の状況判断を
伴った「ボール操作」や中継，ベースカバー，バッ
クアップなどの「ボールを持たないときの動き」は
子どもたちにとって非常に難しい。そのまま授業に
もち込めば，ベースボール型の特性や魅力に触れら
れず，煩雑さだけが印象に残る授業になってしまう
可能性がある。したがって，体育授業におけるベー
スボール型ゲームでは技能的な緩和だけでなく，
「判
断の複雑さ」にも目を向けながら，「進塁とその阻
止をめぐる競い合いの面白さが焦点になるゲームづ
くり（ゲームの修正）
」に取り組む必要がある 3)。

十分理解されていないことを示す１つの例である。
ベースボール型ゲームの体育授業は，「攻防をす
る」というゲームそのものの意味を学ぶことをまず
大切にし，運動の楽しさや喜びに触れるなかで，技
能や知識が自分にとって必然性のある課題として捉
えられていくことが重要である。こうした観点から，
ベースボール型ゲームの特性を「進塁とその阻止を
めぐる競い合い」3) と捉え直し，その面白さが焦点
となる教材づくりが進められている。例えば，守備
側の戦術的課題（＝「いかに出塁・進塁を防ぎ，得
点させないようにするか」）に着目したゲーム教材
の提案として，「フィールダー・ベースボール」（小
学校高学年）2) がある。これは，打撃されたボール
の方向や距離に応じて「どの塁でアウトにするか」
という守備側の判断を学習内容として焦点化した教
材であり，そのなかで捕球や送球，ベースカバー，
中継プレイ，バックアップといった役割行動が学習
されることを意図している。また，これに「塁上の
ランナーをアウトにするのか，打者ランナーをアウ
トにするのか」という守備側の判断の選択肢を増や
すことによって，戦術的課題解決の要求度を高めた
「ブレイク・ベースボール」
（小学校高学年〜中学校）7)
の提案もなされている。そのほか，バットを用いず
にボールを投げることで攻撃がスタートする「バッ
トレス・ボール」5) や攻撃側（打者（走者））の判
断に焦点を当てた「ゲットベースボール」8) などの
実践がある。これらの提案は，ベースボール型ゲー
ムの基本構造を残しつつ単純化し，また，ゲームに
必要な運動技術を緩和することによって「攻防のせ
めぎ合い」部分が強調されるような工夫がなされて
いる。（ベースボール型ゲーム教材の提案とその今
日的課題については藤田（2013）による整理を参照
されたい 4）。
）

3. 本研究の目的
冒頭に挙げた「キックベースボール」や「ハンド
ベースボール」は，野球やソフトボールの打撃局面

を蹴ったりやわらかいゴムボールを手で打ったり

本研究では，教員養成段階の学生におけるベース
ボール型ゲーム考案の試みに着目し，彼らによって
提案されたゲーム教材の特徴と問題点を明らかにす
ることを目的とする。
また，
教師を目指す学生にとっ
てゲーム考案の取り組みがどのような意義を有する
か，
彼らの振り返りをもとに若干の考察を加えたい。

4. 研究の方法と材料
本学で開講されている授業科目「ベースボールス
ポーツ」
（担当教員：田中誠二）は，ベースボール
型ゲーム（授業内では特にソフトボールをメインに
扱う）
の実践を通してその競技特性を学ぶとともに，
初心者指導を行うための基礎的技能の獲得，指導方
法の学習をねらいとしている。また，実技だけでな
く授業の後半では座学を複数回行い，学校現場にお
けるベースボール型ゲームの取り組みやその課題に
ついて学習することとしている。本稿で取り上げる
ゲーム考案の試みは，この授業内で行っているグ
ループワーク（３〜５人程度）による取り組みで平
成 24 年度から毎年実施しているものである。グルー
プワークにあたり，次のような課題を設定し提示し
ている。
「(1) 中学１年生向けのベースボール型ゲーム教
材を考案してください。生徒がベースボール型
の魅力を実感できる楽しい教材づくりを目指し
ます。(2) 生徒に身につけさせたい技能は，攻
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撃面として『遠くにボールを飛ばすことができ

てきた。そのなかで，たびたび目にするベースボー

る』
，
『打ちたい方向に打つことができる』，守

ル型ゲームの１つに図１のようなものがある。投手

備面として『遠くまでボールを投げられるよう

によって投じられたボール，あるいは，あらかじめ

になる』，『コントロール』です。ただし，ゲー
ムのなかでこれらの技能を身につけるというよ
りも，むしろゲームを通じてこうした技術の必
要性が生徒自身に捉えられていくような教材づ
くりを目指してください。(3) また，体育が苦
手な生徒も楽しく取り組むことができ，動かな
いでただ立っているだけという状況が極力ない
よう留意してください。」
以上の指示のあと約 60 〜 70 分間でグループワー
クを実施し，
「1. ゲーム名」，
「2. グループメンバー」，
「3. ルール解説」，「4. ゲーム考案にあたっての工
夫」，
「5. その他」と項目分けした配布用紙に書き込
む形で考案ゲームを提出してもらった。特に，「3.
(1) 人数構成，(2) フィールド（コー
ルール解説」では，
トの広さ，形，ベース数など），(3) 使用する道具，(4)
得点の方法（攻撃側・守備側の動き），(5) その他（安
全性，運営上の注意など） と細分化し，できる限
りわかりやすく解説すること，必要に応じて図入り
で説明することを求めた。本研究では，各グループ
より提出された考案ゲームを対象に検討を行い，そ
の特徴や問題点について考察した。

5. 結果および考察
(1)「攻防の展開」が焦点化されていないゲームの
典型例
平成 24 年度から実施しているベースボール型
ゲーム考案の取り組みによって，毎年，「粗削り」
ではあるものの大変ユニークなアイデアが提出され
打球が到達したエリア
によって得点が決まる

図１
図１
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 攻防の展開」が焦点化されていないゲーム
「
の典型例

「攻防の展開」が焦点化されていないゲームの典型例

ティー台に置かれたボールをバットで打ち，打球が
到達したエリアによって得点が決まるというのがお
およそのルールである。これは，野球を題材とした
ボードゲーム「野球盤」を応用したテレビ番組企画
として，しばしば放映される「リアル野球盤」（実
際の野球場に野球盤ゲームのセットを再現し，対戦
する両チームが表と裏の攻撃に分かれて打席に立ち
対戦するゲーム。打球の到達したエリアによってそ
の打席の結果が決まる。テレビ番組企画ではピッチ
ングマシンが使用される。）から少なからず影響を
受けて考案されたゲームと推測される。
「遠くへボー
ルを飛ばす」「狙い打ちをする」といった課題を意
識しながらバットを振り抜き，打球の行方によって
得点を競うというこのアイデアは，ベースボール型
の重要な技能の１つである「打撃」に焦点を絞って
その魅力を味わうことのできるゲームとなり得るか
もしれない。しかし，
基本的な構造はいわゆる “ ホー
ムラン競争 ” と同じで「打って終わり」のゲームで
あり，ベースボール型における「進塁とその阻止を
めぐる競い合い」
（ベースに着くまでのボールと自
分との競争 5））といった攻防の展開部分が焦点化さ
れたゲームとは言えない。前述のように，学習指導
要領では「〜によって攻防を展開すること」
（中学
校第１学年及び第２学年）をこの型の運動の内容と
していることからも「攻防の展開」の面白さが焦点
になるゲームづくりが求められる。こうした観点か
ら，図１の提案は十分に課題に接近できているとは
言い難いが，例えば，メインゲームの実践過程にお
ける打撃技能向上を意図したドリルゲームとして指
導計画に位置づけられる可能性はある。
(2) 考案されたベースボール型ゲームの特徴
グループワークによって考案されたベースボール
型ゲームのうち，
「複雑な課題をもつゲームをより
やさしく修正する」という点で比較的よく練られた
５つの案（A 〜 E 案）を表１に示す。
A 案は，打者がボールを打った後，一塁線上に設
置されたコーンを回ってホームに還ってくるのが早
いか，守備側が捕球，送球ののちにそろって座るの
が早いかを競うゲームである。一塁線上に順に置か
れたコーンは，ホームベースから遠くなるほど高得
点となり，走者は打球の行方と守備者の動きに応じ
て「どこまで走るか」を判断する必要がある。B 案
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は，通常のソフトボールと同じ広さのコート，ベー

工夫であるとともに，限られた授業時間内において

スを使用し，打者はボールを打った後，一塁（１

ゲームの進行を促し，子どもたちが「攻防のせめぎ

点）
，二塁（２点）
，三塁（３点）と順に走塁する。

合い」に熱中できるような十分な機会を保障すると
いう面においても重要な意味をもつものと考えられ
る。
②守備側の「複雑さ」の回避
学生による考案ゲームの多くは，常に走者が塁上
に残らない状況からのプレイとしている。つまり，
打者は（前の打者のアウト・セーフに関わらず）い
つでも「走者なし」の状況で打席に入ることとなる。
これは，守備側における判断の「複雑さ」を回避す
るための工夫と言える。宮内らは，小学校中学年に
おけるベースボール型ゲームの授業実践を紹介する
なかで，ベースボール型の “ 難しさ ” について，
「ボー
ルの捕球・送球といった運動技能もさることながら，
ゲーム中に求められる状況の「判断」が複雑すぎる」9)
ことを挙げているが，それは特に守備側の状況判断
において顕著である。塁上にいる走者の状況の違い
によってプレイの選択は複雑になり，そうした状況
判断を伴う「ボール操作」や，中継プレイ・ベース
カバーなどの「ボールを持たないときの動き」を学
習させることは教師にとっても１つのハードルとな
る。学生による考案ゲームは，そういった守備側の
「どんな場面で，どのようなことをすべきなのか」9)

守備側は打球を捕球したのち他の守備者３人に送球
し（ボール回し）
，「ワン！ツー！スリー！」と声
を揃えてカウントする。その間に，打者がいくつの
塁を奪えるかを競う。C 案は，打者の一塁到達が早
いか，守備側の一塁送球が早いかを競う一見シンプ
ルなルールだが，打者はあらかじめ「一塁方向」と
「三塁方向」に二分されたコートのうち，どちらの
方向を狙って打つかを投手（同チームメンバー）か
ら指定され，それに従って狙い打ちをしなければな
らない。打球が投手の指定した方向に飛び，なおか
つ一塁セーフとなった場合にのみ得点となる。D 案
は，三角ベースのコートを使用し，打者はボールを
打った後，一塁（１点），二塁（２点），本塁（３点）
と順に進塁する。守備者は塁上で走者をアウトにす
る通常のルールに加え，ボール（柔らかいゴムボー
ルを使用）を走者に直接「投げ当て」することでも
アウトにすることができる。攻撃側はなるべく先の
塁を奪うこと，守備側はそれを阻止することが戦術
的課題となる。また，外野に「攻撃側エリア」と呼
ばれるラッキーゾーンを設定した点もユニークであ
る。E 案は，守備側が打球を捕球しホームベースに
送球する間に，打者ランナーがいくつの塁を奪える
かを競うゲームである。D 案と同様に，「ボーナス
ゾーン」と呼ばれる新たな要素を加えることで「狙
いを定めたバッティング」という運動課題への接近
を意図している。
①ボール操作における運動技能の緩和
表１で取り上げた５つの考案ゲームはもとより学
生による多くの提案は，特に，打撃局面における
ボール操作の技能的緩和を試みたものが多い。例え
ば，通常のバットよりも打撃部の面積が広いテニス
ラケットを使用することや（その場合，柔らかいボー
ルを使う）
，バッティングティーを用いて止まった
状態のボールを打つことによって，ボールを上手に
バットに当てることのできない生徒もバッティング
の魅力に触れることのできるような工夫を施してい
る。岩田らは，
「これまでにベースボール型の授業
づくりにおいて，様々なゲームの工夫や修正が試み
られてきてはいるが，その中心的な視点はボール操
作に関わる運動技能の緩和にあったと言ってよい」2)
と指摘しているが，学生らの多くの提案にもこれと
同様の傾向がみられる。バッティングに不慣れな子
どもたちもゲームに積極的に関与していけるような

という判断の難しさを，「常に走者なし」の状況か
らプレイを開始することによって緩和しようと試み
たものと解釈できる。
また，
攻守をアウトカウントによって交替する
（通
常のベースボールでは３アウトチェンジ制）のでは
なく，打者が一巡したところで交替とするルールの
採用が多く見られる。これは，攻撃側にとってすべ
ての生徒に打撃の機会を保障するという意味がある
が，それと同時に守備側にとっての状況判断の複雑
さを回避するという意図が強く反映されたものと推
測される。
通常のルールでは，塁上における走者の有無やア
ウトカウントによって
「次になにをすればいいのか」
が常に変わる。また，相手チームとの得点差やゲー
ムの進行段階（序盤，中盤，終盤）などの要素も加
わってその判断はまた大きく変わるものである。学
生によるゲーム修正の傾向は，こうした要素をでき
る限り単純化し「判断のしやすさ」を求めたものと
考えられる。しかしながら，様ざまに変化する状況
を把握し次のプレイを組み立てるその “ 難しさ ” は，
一方で，ベースボール型における「攻防のせめぎ合
い」
を構成する重要な要素の一つであり，
ベースボー

(4) ルール説明

1点

バットエリア

Ｃ案

ソフトボール，バット，ベース（ホームベー
ス，1塁のみ）

捕手（攻撃側）

投手
（攻撃側）

6対6

「一塁ダッシュ（奪取）野球」

Ｄ案

攻撃側エリア

やわらかいゴムボール，バット，グラブ，ベース
（ホームベース，1塁，2塁）

捕手（攻撃側）

投手
（攻撃側）

6対6

「味方に向かって打て！！」

・バッターが打ち終わったあとバットを投げ
ないように，バットを入れるエリアを設ける．
・ベースへの送球がないので，ランナーと
の交錯がなくなる．

・指定された方向を狙って打つルールによ ・外野に「攻撃側エリア」を設けることで，遠くに
り，安定したバットコントロールを身につけさ ボールを飛ばすこと，狙いを定めてボールを打
つことを意識させたいと考えた．
せたい．
・比較的，守備側有利のルールとすること
で接戦となり勝負にこだわって攻防を楽し
みるのではないかと考えた（1イニングで最
多6点しか入らない）．
・少人数のチーム編成，攻撃は打者一巡
制とすることで皆にバッティングの機会が与
えられ，短時間に効率よくゲーム運営でき
ると考えた．
・投手を攻撃側から出すことにより，打者が
「狙った方向に打つ」という課題を協同作
業で取り組むことにした．

■打者がコーンを回ってホームに還ってく ■守備側が味方に送球（ボール回し）し， ■守備側の1塁送球が早いか，打者の1塁 ■攻撃側はなるべく多く進塁すること，守備側は
るのが早いか，守備側が揃って座るのが早 「ワン，ツー，スリー」と数え終える前に，打 到達が早いかを競う．（打球がピッチャーの それを阻止することを競う．
指示方向に飛び，1塁セーフとなった場合
いかを競う．
者がいくつの塁を奪えるかを競う．
のみ得点．）
【攻撃側】
【攻撃側】
・外野に設置された「攻撃側エリア」内に，攻撃
【攻撃側】
・打者はティー台にボールを置いて打つ． 【攻撃側】
・ティー台にソフトテニスボールを置き，テ ・打者ランナーは1塁，2塁，3塁と順に走塁 ・投手（味方チームメンバー）は投球前に打 側から2人が入る．
し，アウトになるまでに踏んだベースの数が 者に対して「1塁方向」か「3塁方向」か，打 ・打者は投手（味方チームメンバー）が下手投げ
ニスラケットでボールを打ち，コーンに向
したボールを打ち，1塁，2塁，本塁と順に走塁す
得点となる（1塁→1点／2塁→2点／3塁→ つ方向を指示する．
かって走る．
・10m，15m，20m，50mの位置に設置した 3点／本塁→4点）．ただし，ホームベース ・投手は下手投げで山なりの球を投げ，打 る．
・アウトになるまでに踏んだベースの数が得点と
コーンのどれか1つを回って，ホームに戻 から半径10mの範囲に打球が止まった場 者は指定された方向を狙って打つ．
・「指定された方向に打球が飛んで」，1塁 なる（1塁→1点／2塁→2点／本塁→3点）．ただ
合は，無得点となる．
る．
・得点は，どのコーンを回って帰還したかに ・ランナーは塁上に残らず，常にランナー セーフならば1点得点．1塁アウトならば無 し，塁間でアウトになった場合は，たとえ1塁を通
過していても「得点なし」となる．
得点．
なしの状況からプレーが開始される．
よって異なる（10m→1点／15m→2点／
・「指定された方向に打球が飛ばず」，1塁 ・打球を「攻撃側エリア」内にいる味方が捕球し
・打者が一巡したら攻守交代とする．
20m→3点／50m→10点）．
セーフならば無得点．1塁アウトならばマイ た場合は，ホームラン扱い（3得点）となる．
・打者が一巡したら攻守交代とする．
・ホームベース，1塁，2塁を結んだ領域内で打球
ナス1点．
【守備側】
・打者ランナーは，1塁上でのアウト，セー が止まった場合はアウト（無得点）となる．
・打球を捕球したら味方にボールを送球
【守備側】
フに関わらず塁には残らない（残塁なし）． ・ランナーは塁上に残らず，常にランナーなしの
・守備側は20ｍ地点のコーンより後方で守 し，その後，他の2名に同様に送球する
状況からプレーが開始される．
（ボール回し）．その際，守備者全員で「ワ ・打者が一巡したら攻守交代とする．
る．
・打者が4人打ったら攻守交代とする．
点線を境とした左右2つのエリアに3人ずつ ン！ツー！スリー！」と声を揃えて数える．
【守備側】
・フライを捕球した場合，アウトとする．
分かれて守る．
・守備位置は自由である．ただし，投手，捕 【守備側】
・打球を捕球したら，点線の反対側にいる3
・守備位置は自由であるが，外野に設置される
手は相手チーム（攻撃側）が務める．
人のいずれかに送球する．
「攻撃側エリア」には入ることができない．
・打球を捕球したら，1塁に送球する．
・送球された側のエリアにいる他の2人は，
・投手，捕手は相手チーム（攻撃側）が務める．
送球をキャッチした人の周りに集まって座
・守備者はボールを直接ランナーにぶつけること
る．
でアウトにできる（投げ当て）．

ティー台，テニスラケット，ソフトテニスボー ティー台，バット，グラブ，ソフトボール，
ル，カラーコーン，ホームベース
ベース

フェアゾーンの
角度は60度

3点

2点

通常のソフトボール
グラウンドと同じ

6対6

6対6（1チーム 男子3人，女子3人）

10

Ｂ案

「ワン！ツー！スリー！ゲーム」

Ａ案

提案されたベースボール型ゲーム（Ａ～Ｅ案）

「めざせ！10点ベース」

・全員が運動量を確保できるように配慮し
た．
・誰もが打ちやすいように（打撃面積の広
い）テニスラケットとティー台を使用すること
にした．
・「方向を狙って打つ」ことを目指したフィー
ルドを検討した．
3. 考案における⼯夫，留意点 ・50mの位置にコーンを設置し，長打を打
つ意欲を高める工夫をした．
・走者と送球が行き交わないように守備位
置を20mコーンより後方に設置することにし
た．
・捕球する際の恐怖感をなくすため，ソフト
テニスボールを使用することとした．

2. ルール

(3) 主な使用道具

(2) フィールド

(1) チーム

1. ゲーム名

表１
Ｅ案

バットエリア

境界線

ボーナス
ゾーン

・本塁上でランナーと捕手の接触を避けるため，ラ
ンナー用のホームベースを設置することとした．
・ファウルエリアと境界線を設けることで，打者に遠く
へボールを飛ばす意識を持たせたい．
・ボーナスゾーンを設けることで，狙いを定めてボー
ルを打つことを意識させたいと考えた．
・ティー台を使用することで，バットに不慣れな生徒
も打撃の楽しさを味わうことができるようにした．
・守備側も中継プレーを通じて，送球におけるコント
ロールの重要性に気づかせたい．
・ボーナスゾーンの設定が，攻撃側と守備側の「か
け引き」を生み出す仕掛けになると考えた．

【守備側】
・守備位置は捕手以外，自由．ただし1イニングごと
にローテーションする．
・打球が「境界線」を越えた場合は，必ず中継して
本塁に送球しなければならない（中継プレー）．

【攻撃側】
・打者はティー台にボールを置いて打つ．
・打球がファウルエリアを越えて前に飛んだら，1
塁，2塁，3塁と順に走塁する．
・守備者が捕球後，本塁に送球するまでに，踏んだ
ベースの数が得点となる（1塁→1点／2塁→2点／3
塁→3点／本塁→4点）．
・ランナーは塁上に残らず，常にランナーなしの状
況からプレーが開始される．
・打球が境界線をノーバウンドで超えた場合，得点
にさらに「1点」が加点される．
・打球がボーナスゾーン（カラーコーンで挟まれたエ
リア）を通過した場合，得点にさらに「3点」が加点さ
れる．
・打者は打ち終わったあとに，バットを決められた場
所（バットエリア）に置くことが出来なければ得点は
無効となる．
・打者が一巡したら攻守交代とする．

■守備側が本塁へ送球（バックホーム）しキャッ
チャーが捕球する前に，打者がいくつの塁を奪える
かを競う．

ティー台，バット，グラブ，ソフトボールベース（ホー
ムベース2個，1～3塁），カラーコーン

ランナー用

ファウル
エリア

8対8

「どこを狙う？！打って走って高得点！！」
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ル型ゲームの醍醐味でもある。先に紹介した「ブレ

ムの簡略化 は，投げ当てがフォースアウト（進塁

イク・ベースボール」の実践は，走者が次の打者の

しなければならない走者が次塁に達する前に，守備

打撃まで塁上に残ることができるルール（つまり，

者がその塁あるいは走者にタッチしてアウトにする

塁上の走者は１人のみ）を採用することにより，通
常の野球やソフトボールにおける複雑さを回避しつ
つも「塁上のランナーをアウトにするのか，打者ラ
ンナーをアウトにするのか」という守備側の判断の
機会を適度に保持し，やさしい形式のゲームを作り
出している 7)。

こと）を不要にするルールであることを指摘し，そ
のことによって守備者がベースに縛られずに自由に
守備位置をとることができていると分析している。
「投げ当て」を認めた D 案は，常に「ランナーなし」
の状況からプレイをはじめるルールを採用してお
り，フォースアウトが不要となることによるゲーム
の簡略化には直接的に繋がってはいないが，通常の
ルールに新しい要素を加えることでゲームがわかり
やすくなる例として一考の価値がある。

「どこでアウトにするのか」という守備側の判断
を軸にした教材の発展は，一方で「どこに打てばラ
ンナーを進塁させられるか」という攻撃側の戦術を
引き出すことにもなる。また，こうした学習内容の
深まりがチーム内での生徒同士のかかわりを生み，
共同的作業を促すことへと繋がることを考えておき
たい。授業の対象となる児童・生徒の発達の段階を
見極めること，そのうえで，能力に応じたゲーム
の発展性を探求していくことが必要となる。（ベー
スボール型ゲームの教材の系統性については岩田
（2011）を参照されたい 10）。）
③新たな要素の追加
通常のルールを単純化し，すべての生徒が取り
組みやすい “ やさしいゲーム ” が目指される一方で，
新たな要素を追加することによって学習課題への
接近を試みた提案もある。表１の D 案，E 案では，
フィールド内に「攻撃エリア」や「ボーナスゾーン」
を設けることで攻撃面の「遠くへボールを飛ばす」，
「打ちたい方向に打つことができる」という課題に
楽しみながら取り組めるよう考えられている。しか
し，新しいルールを追加することがむしろ状況を複
雑にし，わかりやすさという点で問題を残している
ようにも思われる。また，E 案についてはフィール
ド内にカラーコーンを設置することにしており，安
全性の面でも不安が残る。
ただし，通常のルールに新たな要素を加えること
が，必ずしもゲームの “ わかりやすさ ” にマイナス
に働くわけではない。例えば，D 案においては守備
者がボールを直接走者に投げ当てることによって
もアウトにできるルールが追加されている。土田 11)
は，小学校の休み時間に取り組まれる「ハンドベー
スボール」に着目し，限られた時間，場所のなかで
ゲームを楽しむための（子どもたち自身による）様
ざまな工夫を見出している。そのなかで，
「投げ当て」
ルールが採用されていることに着目し，それが (1)
試合時間の短縮 と (2) ゲームの簡略化という２つの
機能を果たしていることを考察した。特に，(2) ゲー

6. 教
 員養成段階における「ベースボール型」ゲー
ムづくりの意義：まとめにかえて
本稿では，教員養成段階の学生によるベースボー
ル型ゲーム考案の試みを取り上げ，彼らによって提
案されたゲーム教材がどのような特徴，問題点を有
するかを検討した。
「ベースボールスポーツ」の授業では，その後，
考案したゲームをグループごとに発表し「どのゲー
ムが最も課題に接近できているか」
，
「生徒として取
り組むとすればどのゲームが面白そうか」という観
点から議論し，１つのゲームを選び出して実際に体
験する機会を設けている。よく練られている，と多
くの学生から支持を集めたゲームも実際に取り組
んでみると様ざまな問題点が見つかり，“ 応急措置 ”
としてその場で新たなルール修正を加えながら何と
かゲームを進行していく様子が見られる。
その結果，
授業後には元々のアイデアとはずいぶん異なるベー
スボール型ゲームとなっていることもある。本稿で
取り上げた５つのゲーム案も含め考案されたゲーム
の多くはそのまま体育授業の教材として実践できる
段階には至っていない。また，生徒（本稿の課題で
は中学 1 年生）の “ 発達の段階や技能レベルを踏ま
えたゲームの考案 ” という点からしても，検討は不
十分と言わざるを得ない。全体的に，複雑なベース
ボール・ルールを簡易化する過程でゲーム中の各場
面における「判断」の機会の多くが削ぎ落とされ，
その結果，中学 1 年生向け教材にしては＜やさしす
ぎる＞ゲームとなってしまう傾向がみられた。子ど
もたちが発達段階に応じてベースボール型の特性や
魅力を十分に味わえるようなゲームの教材をつくる
には，まず授業の対象となる児童・生徒の実態を十
分に把握することが不可欠である。
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しかし，グループワークについての振り返りの記

5) 鈴木聡（2009）「戦術」学習と「種目」の学習の

述をみると，生徒全員が主体的にゲームに参加でき

比較から，これからのボール運動を考える．体育
科教育 57(4)：26-29．

なおかつ一定の運動量を確保するためのルールの工
夫や，生徒間に想定される力量の差を埋めるための
方法などについて議論しながらそれぞれ頭を悩ませ
るなかで，「ベースボール型」の球技そのものの特
性や魅力を熟考する機会となっていることが読み取
れる。ある男子学生は，「私はあまりベースボール
が得意ではないので，ルールをつくるにあたって，
もしこうだったらカンタンに活躍できるのにな，と
いう考え方ができた」と振り返り，体育が苦手な生
徒の視点を大切に教材づくりに取り組むことの重要
性を記した。また，別の学生は，「自分は野球経験
者だったので積極的に最善だと思う案を出していっ
たが，周りの友人から自分では考えもしないような
良案がいくつも出てきて，自分以外の人のアドバイ
スを聞くこと，特に素人目線からの意見を聞くこと
で経験者の頭の中にはないよりよい発想を得られ
ると思った」と振り返っており，“ グループワーク ”
による取り組みが学生にとって重要な意味をもった
ことを理解できる。実際に教師になったら子どもた
ちとともにゲームづくりをしてみたい，といった記
述もあった。
学生によって考案されたゲームの多くは，これま
でに検討したように，複雑なルールをもったベース
ボール型ゲームをより単純化し，わかりやすく，取
り組みやすいゲームに修正することに主眼が置かれ
ていた。今後は，生徒同士の関わりやチーム内での
共同的作業を促す戦術的な課題の設定や，ゲームへ
の取り組みを通じて技能習得への意欲を引き出す工
夫など，ベースボール型の “ 楽しさ ” が実感され学
びがより深まっていくゲームづくりに期待したい。
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