
６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

心肺蘇生法における技能習得に関する研究 

-中学校保健授業の分析を通して- 

〇髙橋 正年（東海大学）           高瀬 淳也（北海道教育大学旭川校） 

河本 岳哉（北海道教育大学附属札幌小学校） 梅村 拓未（北翔大学） 

 村上 雅之（札幌市立伏見小学校）      中島 寿宏（北海道教育大学札幌校） 

【背景と目的】2021年度から全面実施の中学校学習指導要領では，初めて心肺蘇生法の技能習得が示された．

しかし，これまで知識の習得や思考力の育成が保健授業の主な学習であったことから，技能に関する研究が

進んでいない．そこで，心肺蘇生法の技能の習得と，知識や思考の特徴，学習意欲との関係を事例的に明ら

かにし，学習プログラムを検討することを目的とした． 

【方法】中学校第2学年129名（男子70名，女子59名）の生徒を対象に2021年 11月に調査した．実技は

ファストエイド（一社）の訓練シートを使用し，JRC 蘇生ガイドラインに基づいて評価規準を作成し評価し

た．知識は筆記試験，思考の特徴はワークシートから頻出語を抽出，学習意欲は「知的好奇心」，「挑戦行動」，

「おもしろさと楽しさ」について分析した． 

【結果と考察】技能が高い生徒は知識得点が高いこと，思考する力があること，知的好奇心，おもしろさや

楽しさの学習意欲が高いことが明らかとなった．心肺蘇生法の学習プログラムとして，技能練習の重視では

なく，知識の理解や流れを考えることと関連させることや，技能習得による実用性の実感，学習そのものに

興味がわくような学習展開が必要であると考える． 

 

 
６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

データを用いた長距離走の探求的な学習 

〇大谷 麻子（神戸大学附属中等教育学校） 

高校 1 年生 113 名を対象に，陸上競技(長距離走)の単元において，12 分間走,20 分間走,30 分間走を実施

し,走行前後や走行中に簡単に計測できる数値（データ）を計測した。生徒は収集したデータを数学や情報の

授業で学んだことをいかし, ICTを活用してグラフ等に表すなど，比較,分析を行い，自己の成果や改善すべ

きポイントを明確にした。今後ウエラブル端末等を活用し，各自で「問い」をたて，その解決を目指して授

業に取り組むことでさらに深い学びにつながると考えられる。 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

水泳授業時における水難事故防止に関する指導方法の検討 

〇鳥海 崇（慶應義塾大学） 藤本 秀樹（慶應義塾幼稚舎） 石手 靖（慶應義塾大学） 

小学校の水泳運動における安全確保につながる運動として，水難事故防止の指導法について議論されてい

る．我々の研究グループでは，2017 年に国際ライフセービング連盟の研究者らで提案された「water 

competence」の概念を導入した安全水泳教育の確立を目指している．「water competence」には15の水辺の

安全確保に繋がる項目があり，今回はその中の１つである水からの安全な離水（safe exit）について取り上

げる．これまでの国内での指導方針では，水難事故に遭遇した際，呼吸の確保を最優先とし，呼吸が確保で

きた場合はその姿勢のまま救助を待つように指導されてきた．しかしながら今年発生した知床半島沖の水難

事故や，津波，大雨といった状況での水難事故では救助を待つだけでなく，水中から岸等に上がる必要が考

えられる．そこで本研究では大学生を対象として様々な条件下において，水中から岸に上がれるか否か（離

水能力）について測定を実施した．男子大学生の場合，岸の形状によって離水能力が大きく変化することが

わかった．今後，安全性を確保した上で小学生への測定及び岸の形状の違いを体験できる指導法の確立が必

要と考えられる． 

 
 

６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

授業中のスマートフォン撮影機能の活用が高等専門学校の体育授業に及ぼす

影響 

〇吹上 新悟（東亜大学） 桐生 拓（長岡工業高等専門学校） 

長岡工業高等専門学校（以下、長岡高専）では令和２年度より遠隔授業にて、Microsoft365（Microsoft社）

の利用に伴う PCとスマートフォンの連携がなされ、令和 3年度よりBYOD（Bring Your Own Device）の導入

がなされたが、タブレット端末は普及していないため、一般的な学校よりも個人のスマートフォンを授業で

使用する土壌が形成されている。GIGAスクール構想のもと、1人 1台のICT端末活用を「活動そのものの低

下を招かないように」実施が求められている（文部科学省）が、長岡高専では体育授業中のICT機器活用が

できていない現状がある。本研究ではスマートフォン撮影機能の導入が及ぼす影響について、実験と事前・

事後調査から明らかにし、体育授業にもたらす利点と欠点、さらには課題を明らかにすることを目的とした。

実験対象は長岡高専 1～4年生の各学年 4クラス（計16クラス）とし、統制群と介入群（スマートフォン導

入）に分けた。実験に協力する教師は事前に想定される利点と欠点、課題を協議した。２群に対して同様の

学習課題で授業を行い、授業展開の内容と時間の記録を行った。授業後は学生と教師に対して授業評価アン

ケートを求めた。データの統計処理にはｔ検定、自由記述については KJ法を使用した。教師と学生の事後調

査の結果から授業の実態と課題について報告する。 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

アダプテーション・ゲームを通した参加学生の意識及びゲームパフォーマン

スの変容 

〇加登本 仁（安田女子大学） 

本研究の目的は、「共生」の視点を重視した教材として紹介されている「アダプテーション・ゲーム」（梅

澤、2020）の実践を通した参加学生の意識及びゲームパフォーマンスの変容を事例的に明らかにすることで

ある。2021 年 11 月に教員養成学部の 4年生 6名を対象として、アダプテーション・ゲームに基づくプレル

ボールの授業を行った。計 4 回のゲームの様子を撮影し、各ゲームの「得点」「平均ラリー数」「3 段攻撃成

功数」「アタック決定数」「ミス数」を算出した。また、授業前後に 4因子28項目からなる「共感性尺度」（藤

田・細江、1999）のアンケートを実施した。そして、授業後に全 4回のゲームをふり返る「感想カード」を

収集した。分析の結果、アダプテーション・ルールの適用により、両チームの点差が縮まるとともに「平均

ラリー数」や「3段攻撃成功数」が増加し、白熱したゲーム展開となった。また、「共感性」のうち、「状況対

応」と「視点転換」が向上する傾向がみられた。「感想カード」では、勝敗や有利不利に関する記述から、相

手や仲間のことを考えた記述や得点するための動き方の工夫に関する記述がみられるようになった。 

 
 

６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

ライフジャケットを用いた実習授業が児童の水難時の行動選択に関する判断

に及ぼす効果の検証 

〇稲垣 良介（岐阜聖徳学園大学）  岸 俊行（福井大学）   

渡邉 泰典（仙台大学）      江田 廉（名古屋市立陽明小学校） 

小学校学習指導要領(平成29年告示)では、水難事故の発生状況に鑑み、高学年の水泳領域に安全確保につ

ながる運動が新設された。安全確保につながる運動の内容は、呼吸を確保するための技能を身に付けさせる

ことであり、水辺での生命保持に資する。他方、水難事故による被害の低減化、未然防止には、水難時に有

効な技能だけでなく、対策行動に至る過程、すなわち判断・決断といった内面の要因についても検討する必

要がある。本研究では、ライフジャケットを用いた実習授業が児童の水難時の行動選択に関する判断に及ぼ

す効果について検証することを目的に授業直前・直後二時点の比較分析を行った。調査対象児童は、4～6年

生 190 人であった。調査項目は、水難事故防止に関する具体的な行動(4 項目)、水難事故に対する感情及び

認知(4項目)で構成した。分析の結果、前者では「ライフジャケット」、「浮き沈み」、「背浮き」において変化

を確認した。後者に関しては、一部の項目に平均値に有意差が認められた（p<0.05）。しかし、効果量はいず

れも0.2未満であった。ライフジャケットを用いた実習授業は、児童の水難時の行動選択に関する判断に一

定の効果を及ぼすことが示唆された。 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

小学校体育専科教師の授業力量形成に関するライフヒストリー研究 

-B 氏と C 氏の授業スタイルの形成と変容- 

〇木原 成一郎（広島大学） 大後戸 一樹（広島大学） 中西 紘士（広島修道大学） 

本研究は、A 大学附属小で B氏と C氏が小学校体育専科教師として過ごしたそれぞれの 24年間および 14

年間のライフヒストリーを対象に、二人の体育授業の力量形成の過程に焦点を当て、「授業スタイル」を形成

し変容させた契機とその要因を明らかにすることを目的とした。B氏の「授業スタイル」は、A大学附属小に

赴任した1982年度から1990年度までの9年間に、うまくなりたいという子どもの願いにこたえることが、

その子どもにとって意味のある授業という「正解に持っていく授業」として形成され、1991年度から1992年

度の大学院研修を経て、1993年度から2002年度の10年間に、一人ひとりの子どもが、自分自身の感じ方で

正解を見つけることが、その子どもにとって意味のある授業という「正解を自分で見つける授業」に変容し

た。また、C氏の「授業スタイル」は，A大学附属小赴任直後に，教材研究から系統的に組織された運動技能

の目標を教師の形成的評価を活用して習得させる「ここまで引っ張り上げる授業」として形成された。そし

て、A大学附属小に赴任して９年目ごろに、C氏の「授業スタイル」は，子どもの運動感覚を継続的に耕しな

がら，運動技能の目標達成を子どもとともに目指す「場を設定して押し上げる授業」に変容した。 

 
 

６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

YouTube を活用した体育授業のオープン教材づくりに関する研究 

〇小林 博隆（大阪体育大学）   

教育現場においてICTの普及が進むに伴い、教育コンテンツを共有する手段としてのネットワークの可能

性に注目が浴びている。ネットワーク上で教育コンテンツを共有することにより、学習内容や学習手段の選

択肢が増え、学習者の学びをより豊かにすることが可能となる。インターネット上に無償で公開される教材

はオープン教材と呼ばれ、大学や非営利組織による開発などが進み、さまざまな分野や対象に向けたオープ

ン教材が手に入るようになってきた。 

大阪体育大学小林研究室においても2014年 4月に YouTubeチャンネルを開設し、「明日の体育授業に役立

つ教材を配信！」をスローガンに体育授業用のオープン教材を配信する取り組みをおこなっている。オープ

ン教材を作成するにあたり、心掛けたことは「動画を見るだけで教材のねらいや活動の仕方がわかる」、「動

画の時間は1分程度、音声での解説や文字情報を入れない動画に仕上げる」ことであった。なお、これまで

配信したオープン教材は100本を超え、チャンネル登録者数は約 3,400人である（2022年 5月時点）。 

そこで本研究では、これまでに配信したオープン教材の利用状況（再生回数）を分析し、オープン教材の

有用性について考察した。 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

現代的なリズムのダンスにおけるステップの分類に関する試み 

〇長谷川 晃一（上越教育大学） 周東 和好（上越教育大学大学院 芸術・体育教育学系） 

川瀬  雅（環太平洋大学） 

現代的なリズムのダンスの学習では、ステップや振り付けを覚える「習得型」ではなく自由でゴールフリ

ーな「探求型」の学習モデルが推奨される傾向がある（文部科学省，2018；村田，2008；中村，2016）。しか

しながら、ダンスに不慣れな学習者にとっては、「習得型」と「探求型」を組み合わせた学習モデルの方が取

り組みやすいと考えられる。ところが、筆頭著者が後者の学習モデルを用いて教員志望の大学生を対象とし

て授業を実施し、学習したステップを手掛かりに振り付けを創作させた際に、動きに変化が少なく単調な振

り付けになるという事例が散見された。そこで、この事例を反省分析したところ、学習者が習得した各ステ

ップの系統を把握せずに、類似した系統のステップを無意識的に組み合わせてしまったために、単調な動き

を発生させたのではないかと考えられた。 

本研究では、金子（1974）の「運動形態的構成要素」を用いた構造分析により、複数のステップの分類を

試みる。これにより、学習者が意図的に異なる系統のステップを組み合わせ、変化に富んだ多様な振り付け

を創作するための手掛かりとなる資料を提示することを目的とする。 

 
 

６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

ハードル走における「学び合い」が中学生の運動有能感に及ぼす影響 

-体育授業における実践事例から- 

〇津村 光希（広島大学大学院） 藤島 廉（広島大学大学院） 松本 佑介（大阪成蹊大学） 

白石 智也（広島文化学園大学） 齊藤 一彦（広島大学）   

Ⅰ．目的：運動嫌いの解消に向け，ハードル走の授業において「学び合い」が，生徒の運動有能感に及ぼす

影響を明らかにすることを目的とした． 

Ⅱ．方法：対象者は中学校第2学年2クラスの生徒とした．本研究ではハードル走の授業（全８時間）にお

いて，前半に「学び合い」，後半に一斉授業を行う Aグループ，前半に一斉授業，後半に「学び合い」

を行う Bグループに分けて展開した． 

Ⅲ．結果：「学び合い」によって，運動への愛好度及び女子の運動有能感3因子で向上がみられた．特に「身

体有能さの認知」「受容感」は有意に向上した．その要因として，他者とアドバイスし合う中でうま

くハードルが跳べ，その際の記録が向上や，アドバイスした側も感謝されることから運動の中で記

録の向上及び仲間との協働といった良い経験が作られたことが考えられる．一方で男子の「統制感」

及び記録が低下した．その要因として，ペア活動での役割の多さから，走る回数が減少したことや，

他者との競争といった要素が少なかったことが挙げられる． 

Ⅳ．考察：「学び合い」は運動への愛好度や女子の運動有能感を高める効果があること，記録の向上には走る

回数の確保が必要である可能性が示唆された． 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

人体実験レポートを用いた「体験型保健授業」が 中学生の健康度・生活習慣

に及ぼす影響 

〇松本 あゆみ（広島大学大学院） 齊藤 一彦（広島大学） 

柴山 慧（広島商船高等専門学校） 松本 佑介（大阪成蹊大学） 

Ⅰ．背景：保健の授業改善に向け，人体実験レポートを用いた「体験型保健授業」が，中学生の健康度・生

活習慣に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした． 

Ⅱ．方法：対象者は中学校第3学年の生徒 80名で，そのうち分析対象者は 65名であった．生徒各々の健康

に関する課題・改善策の検討を基に，人体実験を1週間程度行った結果についてレポートにまとめ

させた後，レポートを類似課題グループとクラスで共有させた． 

Ⅲ．結果：生活習慣総合得点は，単元前後で有意に向上したが，健康度及び健康度と生活習慣の総合点は有

意差なしであった．「体験型保健授業」によって，生活習慣という行動は改善したが，今までの健康

度は，すぐに変容するものではなかった可能性が考えられる．また，健康度・生活習慣パターン型

が低下した対象者は，精神及び社会的健康度が大きく低下していたが，自由記述から実験時期や実

験方法の改善により，健康度を向上させることができると考えられる． 

Ⅳ．総括：生活習慣総合得点は，有意に向上したことから，本研究における「体験型保健授業」の実践によ

って，対象者の生活習慣を向上させることができたといえる． 

 
６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

遠隔教育における異学年交流学習の成果に関する研究 

-大学生を対象とした授業実践の事例から- 

〇福田 健太郎（広島大学大学院） 藤島 廉（広島大学大学院） 齊藤 一彦（広島大学）   

Ⅰ．目的：遠隔教育の実施率が高い大学生を対象に，遠隔教育に異学年交流学習を導入することの成果を明

らかにすることを目的とした． 

Ⅱ．方法：X大学で実施された授業 Aを履修した10名，授業 Bを受けた11名を対象とした．2つの授業はと

もに遠隔教育において異学年交流学習で実施された．授業終了後に，学生に対して質問紙調査（四

件法）及びインタビュー調査を実施し，2つの授業を比較することで，その成果について検討した． 

Ⅲ．結果：授業 Aと授業 Bとを比較すると，授業 Bの方が「積極的に意見交流できた」「授業内容を理解でき

た」「個別的な質問や受け答えができた」と回答する学生が多かった．その要因として，①授業内で

のディスカッションの際に，グループに知り合いである学生が多かったこと，②授業全体に占める

意見交流の時間が長かったこと，③カメラをオンにした状態での授業であったこと等が考えられる．

また，「グループを可能な限り細分化する」等の工夫により，より効果的な遠隔教育が実施できるだ

ろう． 

Ⅳ．総括：遠隔教育における異学年交流学習では，先述した工夫を授業内に取り入れることで，「積極的に意

見交流できる」等の成果がみられることが示唆された． 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

合理的配慮の学習をねらいとしたアダプテーション・ゲームの実践 

-高等特別支援学校におけるバスケットボール単元での実践例- 

〇村瀬 浩二（和歌山大学） 梅澤 秋久（横浜国立大学） 田中 克実（東海学院大学） 

アダプテーション・ゲームは個別のルール調整により対等なゲームを目指すなかで戦術理解を進め、ゲー

ムへの主体的参加を促そうとするものである。また、その過程において、思考力や表現力が育まれると期待

できる。さらに村瀬・古田 (2021)はアダプテーション・ゲームの個人化を提案し、個人によるアダプテーシ

ョンの要求を実践し、その交渉場面においてお互いの理解が深まったことを報告した。この仲間との交渉を

行う点は、特別支援学校において自立活動、特に合理的配慮の学習を保健体育科において実践するうえで有

効な手立てとなり得るであろう。特に特別支援学校において、知的障害を伴わない障害や軽度の知的障害を

持つ生徒は、卒業後に自身の就業や社会生活において不自由なく過ごすための合理的配慮を自身で要求する

ことを学ぶ必要がある。 

そこで本研究は、保健体育の学習におけるアダプテーション・ゲームの実践を通じて、自立活動、なかで

も合理的配慮の学習を行った実践について報告し、その成果を生徒たちのインタビューと教師の省察から検

討する。 

 
 

６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

中学校体育授業における球技領域ベースボール型の指導プログラムの有効性

に関する実践的研究 

-技能・守備者のゲームパフォーマンス・授業評価に着目して- 

〇滝沢 洋平（大阪体育大学）  

体育授業での球技領域を指導する際、ボール操作の技能とともに、ゲーム中の状況判断やカバー等の役割

行動といったボールを持たないときの動きを身につけさせることが重要とされている（グリフィン,1999；

Metzler,2011）。これまで、ベースボール型において実践的な先行研究（中垣・岡出，2009；滝沢・近藤，2018

など）はあるものの，成果報告は限定的であるため，技能やゲームパフォーマンスの視点から検証する必要

がある。 

本研究の目的は、ベースボール型に焦点をあて、技能と守備者のゲームパフォーマンスの向上を意図した

指導プログラムを開発し、検証授業を行い、その有効性を生徒の学習成果から検討することであった。 

対象者は大阪府 A中学校２年生とし、８時間単元の授業と単元前後の１時間で技能調査を実施した。授業内

では、キャッチボール、打能力向上を意図したドリルゲーム、コートを使用した練習、メインゲームを行い、

全ての様子をビデオカメラで撮影した。 

分析は、技能調査での打能力の変容、メインゲームにおける守備者のゲームパフォーマンス（ボール操作、

ボールを持たないときの動き）の変容、毎時間の形成的授業評価について実施した。詳細な結果と考察は、

当日発表する。 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

中学校体育授業におけるルーブリックおよび ICT を活用したダンス授業につ

いて 

〇苫米地 里香（札幌聖心女子学院中学校・高等学校） 

中学校保健体育科目の必修で学習するダンスの授業では、現代的なリズムのダンスが選択される割合が多

く、この領域におけるルーブリックの活用は技能の習得に関するものが多い。勤務校の創作ダンスの授業で

は、生徒は現代的なリズムの音楽を使用曲に選択することが多く、現代的なリズムの音楽を用いた創作ダン

スを行っている実情である。そこで、現代的なリズムのダンスに創作ダンスの手法を取り入れた授業として

設計し、ルーブリックとICTを活用した授業について評価することを本研究の目的とした。中学校3年生の

女子25名を3班に分け、発表会に向けて3分程度の作品創作をする班活動を 45分✕10回行った。ルーブリ

ックには、作品の独自性、構成要素等の項目と到達目標を示した。自己評価は、回答用フォーム上のタブに

て選択できるよう準備し、反省点、次時間への課題等の記述欄を設け、授業後に配信した。結果、発表作品

において到達目標は概ね達成された。自己評価は改善傾向を示し、ルーブリックの提示は、ダンス作品を創

作する班活動に指針を与え、創意工夫を促す可能性が示された。また、ICT の導入は、生徒および班の状況

把握を容易にし、双方向性の特徴を活かせると分かった。 

 
 

６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

新任体育教師の成長過程に関する実証的研究 

〇黒木 恋（日本大学大学院） 伊佐野 龍司（日本大学） 鈴木 理（日本大学） 

本研究は新任体育教師の成長過程を実証的に記述，解釈することを目的とした．教師としての成長は，教

授技術や知識，省察的態度等の獲得・形成に留まらず，体育科特有の立ち振る舞いにもある．それは日常の

中で無自覚に埋め込まれていくが，学校生活に内在するどのような仕組みが関与するのか自覚することは体

育教師教育においても重要な視点である．これを顕にするには学校現場に身を浸し，その実践を対象化する

という二重の態度が求められる．以上の背景から本研究は，発表者自身が小学校体育専科の新任教師として

着任してから１年間の教育活動の省察記録を現象学的に解釈した．当初は，培った理論と目の前の授業との

隔たりに不安と葛藤を抱えたが，同僚らに支持される授業が「児童と教師の一体感を感じる授業」であると

把握していった．これを踏まえ，「同僚と児童が関わる姿」を模倣したり，「同僚が求める私」を常に感じと

りながら授業を遂行し，同僚からの承認を重ねていった．これらの日常的な営みにより，児童の注意を集め

るための身振りや傾聴などの振る舞いが身についていた．そこには児童と教師の間に通底する情動的なコミ

ュニケーション（露木・山口，2020）の基盤が形成されていると解された． 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

知的障害のある児童に対する持久走（プレイランニング）の実践事例 

-走運動における戦術学習に向けた可能性- 

〇田中 新一郎（広島大学大学院） 出口 達也（広島大学） 崎田 嘉寛（北海道大学） 

特別支援教育（知的障害児）の体育科における持久走については、これまで一定の研究実践が蓄積さ

れているが、実践方法や学習の意味・価値付けについて更なる改善の可能性があると判断される。そこ

で、本研究では、知的障害児に対してゲーム要素を取り入れた持久走（プレイランニング）を考案し、

その効果を検討することを目的とした。 

調査対象は、知的障害特別支援学校小学部第４学年の５名（女児 1、男児 4）である。実践は、シャト

ルラン練習（Ⅰ期）、周回走：70m×10周（Ⅱ期）、プレイランニング：3 分×2回（Ⅲ期）で展開した。

効果の検討のために、各期末のシャトルラン回数、心拍・歩数を測定し、児童の振返り、主観的運動強

度を併用した。プレイランニングは、相手陣地からボールを移動し合う、ケンステップを使用した個人

のボール操作の要素と団体競技の要素を加味した20ｍ往復走である。 

 実践の効果を検討した結果、本研究で考案した知的障害児に対するプレイランニングは、ゲーム要素に基

づく競争心の高まりが走る意味や価値を導出し、走ることへの没入によって運動強度と走記録を高めること

が示唆された。また、プレイランニングは、いわゆるペース走とは異なる走コントロールを含んでいると考

えられ、知的障害児の走運動における戦術学習に向けた可能性が認められた。 

 
 

６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

マット運動の倒立技に対する恐怖心の運動感覚的要因 

〇熊谷 慎太郎（岐阜聖徳学園大学）  

本研究は、学習者が「倒立前転」および「倒立」に対して抱く恐怖心に着目し、運動感覚的な観点から恐

怖を感じる要因を明らかにすることを目的とした。研究の対象者は、本学教育学部に在籍する学生198名で

あった。「倒立前転」および「倒立」に対する恐怖心の有無、恐怖を感じる要因についてアンケート調査を行

い、「倒立前転」の習得段階を基準とした3群に分けて、あるいは「倒立」に対する恐怖心がある学生を抽出

して分析した。その結果、「倒立前転」をすることに恐怖を感じ、かつ自分1人では実施することができない

学生の多くが、「倒立前転」の前段階である「倒立」に対して恐怖心を抱いていることがわかった。そして、

その恐怖心には「倒立で自分の身体を支えられない」、「万が一転倒したときの対処方法がわからない」とい

った身体操作に関する不安感が影響していることが示唆された。以上より、倒立技に対する恐怖心を緩和す

るためには、「倒立」の学習時に学習者が「自分の身体をしっかり支えられる」と自覚できるようになること

が必要であると考えられる。また、指導者はそのための合理的で具体的な指導法を理解することが求められ

る。 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

小学生における生物学的成熟度と運動有能感および運動能力との関係 

〇吉村 茜（早稲田大学） 

【目的】小学生を対象に生物学的成熟度と運動有能感および運動能力との関連性を明らかにすることを目的

とした。 

【方法】対象は健常な小学生男女70名とし、生物学的成熟度、運動有能感、運動能力を評価した。生物学的

成熟度の評価では、暦年齢（CA）から最大身長増加年齢（PHVA）を引いた値を算出した。運動有能感の評価

では、質問紙を用いて「身体的有能さの認知」、「統制感」、「受容感」の3因子各4項目の質問に対して5段

階で回答を得て、その合計点を算出した。運動能力の評価では、動的筋力と静的筋力の指標として、最大等

尺性膝伸展筋力（MVC）とカウンタームーブメントジャンプの跳躍高（CMJ）を測定した。 

【結果】相関分析の結果、CA-PHVAと身体的有能さの認知（r=-0.16）、統制感（r=-0.18）、受容感（r=0.12）

との間にはいずれも有意な相関を認めなかった。一方、PHVA-CAと MVC（r=0.70）、CMJ（r=0.63）との間には

有意な正の相関を認めた。 

【考察】小学生の生物学的成熟度は運動能力に関連するものの、運動有能感には関連しないことが示唆され

た。 

【謝辞】本研究は中京大学渡邊航平研究室における研究プロジェクトの一環として行われました。渡邊教授、

研究室スタッフに感謝申し上げます。 

 
 

６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

インターネットを介したティーム・ティーチングの試み 

-小学校第２学年「マットを使った運動遊び」における実践- 

〇末永 祐介（熊本大学大学院教育学研究科）  

体育科におけるICTの活用は古く、およそ６０年前に開催された学会の発表抄録にもストロボ撮影した動

きを解析する研究が散見される。このように特に映像資料の活用は、運動学習や運動分析に親和性が高く、

現在に至るまでICTを活用した授業と言えば映像資料の活用と捉えられるほど学校現場においても一般化し

ている。 

しかしながら、映した動きを再生してみるだけの映像資料の活用はいわゆる「IT（情報技術）」を活用して

いるにとどまり、現代的な意味での「ICT（情報通信技術）の活用」とは言い難い。 

そこで本研究では、映像資料を活用しながらインターネットを介してティーム・ティーチングを行う授業

を計画・実施した。 

その結果、期間記録法によって算出した「運動学習場面」が十分確保されていることが確認され、扱った

動きの多くで観察的評価規準に基づく得点の向上も認められた。くわえて、言語的 FBがより多くの児童に対

して行われており、インターネットを介したティーム・ティーチングであっても、対面で実施するそれと同

等の効果があることが示唆された。 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

中学校の体育授業における「間接の競争」を取り入れたイーブンペースの長

距離走に関する事例研究 

-長距離走嫌いの生徒に着目して- 

〇松本 佑介（大阪成蹊大学） 

1. 目的 

中学生を対象とした「間接の競争」を取り入れたイーブンペースの長距離走が，長距離走嫌いの生徒に及

ぼす効果について，事例的に検討することを目的とした． 

2. 方法 

対象とした中学1年生2クラス 80名から，長距離走に対する否定的な態度を有する 41名を抽出した．さ

らに，1500m走の初期記録によって，嫌悪上位群 15 名及び嫌悪下位群 13 名を選定した．指導上の工夫とし

て，自己に適したイージーランニングペースの設定，イーブンペースで走る技能の集団ゲーム化などを取り

入れた．調査内容は，長距離走に対する態度，1500m走の記録，イーブンペースで走る技能であった． 

3．結果 

嫌悪上位群の「成果」「好感」，嫌悪下位群の「成果」「協働」「好感」に関する態度の得点で，単元後に 

有意に高い値を示した，また，記録について，嫌悪上位群では，単元前後で有意差は認められなかった一方，

嫌悪下位群では，有意に短縮された．加えて，嫌悪上位群及び嫌悪下位群いずれも，イーブンペースで走る

技能を向上させたが，その相対的な差は解消されなかった． 

 
６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

日本国内における武道授業に関する研究の蓄積と課題 

〇川戸 湧也（仙台大学） 橋本 太輔（仙台大学） 五十嵐 竜（仙台大学） 

本研究の目的は，日本国内で実施されてきた武道授業に関する研究の動向を整理するとともに，今後取り

組まれるべき課題についての示唆を得ることであった． 

武道授業に関する先行研究を整理するために，CiNii Articlesを用いて「（武道の名称）」，「授業」をキー

ワードとして論文を抽出した．本研究の対象として，柔道 49編，剣道 52編，相撲 1編，空手 4編，弓道 3

編，合気道 1編（計110編）が選定された．対象について，①発表年代，②論文の類型，③発表されたジャ

ーナルの３つの観点から検討した． 

発表年代について，対象の多くは2008年以降に発表されており，いわゆる「武道必修化」が契機となって

いたことが示された．次いで，本研究の対象は予め設定した類型に整理されたが，「実践の報告」が大勢を占

めており，授業や教材の有効性を検証する等の研究は非常に少ない状況が示された．ジャーナルについて整

理したところ，各大学等の紀要が最も多く，体育学研究や体育科教育学研究での発表は少ないことが示され

た． 

わが国における武道授業に関する研究は，理論に基づく授業設計や，学習成果を保証しうる授業のあり方

に関する研究の数が比較的少なかった．引き続き研究の蓄積が求められる． 
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６月２５日（土）15：15～16：15 

                             会場：1 階食堂前ホール 

拡張的学習理論から見た体育教師の力量形成に関する研究 

スポーツに拓かれた学校改革に挑戦し続けるある高校教師のライフヒストリー 

〇御園生 康輔（苫前町立苫前中学校） 山本 理人（北海道教育大学岩見沢校） 

教師の力量形成とは，教師の継続的な学びそのものである．Society5.0 を見据えた現代社会においては，

学びの問い直しが求められ，教育や学校そのもののあり方に揺らぎが生じている．その中で，教師自身も既

存の知識や技能を効率よく教えたり学ばせたりするような指導技術に限定される学びだけではなく，学校や

授業の枠組みを超えて学びをデザインするようなより能動的な学びが求められている． 

よって，本研究は，拡張的学習理論を視座としながら，1人の高校体育教師のライフヒストリーにおける学

びの「拡張性」に着目し，その能動的な学びの様相を明らかにすることを目的とする． 

方法は，教職歴 33年目を迎える赤木教諭（仮名）を対象に，インタビューで得た語りと一次資料をもとに，

ライフヒストリーを記述する方法を用いた． 

赤木教諭の事例からは，Engeström（2018）が示す「社会的―空間的次元」「時間的次元」「政治的―倫理的

次元」の3つの次元を「拡張」しながら教師として学び続けていることが示された．今後の教師の力量形成

を検討する上で，体育授業をどのように教えていくかという「ミクロな視点」と，社会全体から体育授業や

スポーツ環境について考える「マクロな視点」とを往還することができる力を身につけることの必要性が示

唆された． 
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