
６月２５日（土）13：00 

                             会場：３０4 教室 

中学 2 年生を対象としたゴール型の授業経験が戦術理解度に与える影響の 

検討 

〇秋山 和輝（筑波大学附属中学校） 岡出 美則（日本体育大学） 

ゴール型球技のゲームへの効率的な参加保障には，ゲーム中の適切な根拠となる戦術の習得が必要である。

他方で，限られた授業時数の中では，指導内容となる戦術の取捨選択が必要になる。しかし，日本の中学生

を対象とした体育授業において意図的に指導すべき戦術を取捨選択する根拠となるデータは乏しい。そこで

本研究では，中学2年生のゴール型球技授業経験の有無と授業の実施方法が攻撃の開始場面とゴール前のシ

ュート場面での戦術理解に与える影響の検討を目的とした。そのため，戦術群（n=196），技術群（n=115），

未実施群（n=200）を対象に秋山・岡出（2020）を一部修正した戦術理解度テストを実施した。また，3群間

を1要因分散分析で比較した。その結果，ほとんどの攻撃の開始場面の戦術理解は3群間の得点に有意な差

は見られなかった。しかし，シュート場面に関しては戦術群と技術群，未実施群でほとんどの設問の得点で

有意な差が認められた。このことは，攻撃開始場面とシュート場面での戦術理解は，授業経験の有無や授業

方法の影響を受ける程度に差がみられることを示唆している。この原因を明らかにしていくことが今後の課

題として残された。 

 

 

６月２５日（土）13：15 

                             会場：３０4 教室 

学びの履歴調査からみた体育カリキュラムの現状 

−体育嫌いの子どもたちが語りかけるもの− 

〇中島 憲子（中村学園大学） 黒川 哲也（九州産業大学） 海野 勇三（愛知学院大学） 

2020 年、日本では 9 回目改訂の学習指導要領の全面実施がスタートした。約 10 年おきに改訂されるナシ

ョナルカリキュラムは、現行カリキュラムの実施状況や達成度に関する綿密な実態把握を前提としている。

そこで、私たちは日本における現行の体育カリキュラムの妥当性を総合的に推定するものとして、カリキュ

ラム評価に関する方法「LCAS：Learning Career-Assess Scale」の開発とそのための基本的な手順の策定に

取り組んできた。そこでは、児童・生徒が体育授業について本当の気持ち・実感を注意深く聞くことが可能

となる。さらに同じ尺度を使用することによって現在のカリキュラムと旧カリキュラムとの比較検討が可能

となる。本研究では、カリキュラム改訂の真価をLCASの次元である「学びの成果」「学習への構え」「教師の

指導性」の関係から総括し、特に愛好的態度として「体育嫌い」「体育大嫌い」と回答した児童・生徒に焦点

をあて、カリキュラム改革の成果と課題について比較・分析し考察した。 
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６月２５日（土）13：30 

                             会場：３０4 教室 

体育科教育における学習評価論の課題 

学習としての評価（assessment as learning)の理論的展開に着目して 

〇森 敏生（武蔵野大学）  

「資質・能力」の３つの柱を軸に主体的に学び続ける力の育成が求められている（中教審,2016）。「学習評

価の改善」（NIER,2020）では、学習評価を学習改善と指導改善につなげ、教科の「観点別学習状況の評価」

を「評定」に結びつけるとされる。本研究では、今日の学習評価論を形成的アセスメント論の系譜から特徴

づけ、主体的に学び続ける力の育成と深く関わる「学習としての評価」の理論的な展開に着目して、体育科

教育における学習評価論の今日的な課題を考えてみたい。 

「形成的評価」から「形成的アセスメント」「学習のための評価」への理論的展開は、教師主導の「指導と

評価の一体化」から子どもの学びの改善につながる「評価と学びの連動」と特徴づけられている。（安藤,2013; 

二宮,2013）今日の「学習評価の改善」論議はこうした理論的展開と無関係ではない。しかし、そこでの問題

認識や理論的検討が捨象され、「観点別学習状況」の「評価規準」の具体化・明確化、それらを「評定」につ

なぐ手続きに矮小化されている。主体的に学び続ける力の育成につながる学習評価の議論を含め、「学習のた

めの評価」から「学習としての評価」への理論的展開の検討が必要である。 

 
 

６月２５日（土）13：45 

                             会場：３０4 教室 

保護者の立場からみる地域少年スポーツクラブ像 

「手による知識」に基づいた LEGO® SERIOUS PLAY®（LSP）を手掛かりとして 

     〇近藤 雄大（北海道大学大学院教育学院） 矢幅 照幸（北海道大学大学院教育学研究院） 

  崎田 嘉寛（北海道大学大学院教育院） 

本研究は、地域少年スポーツクラブ（地域クラブ）に対する保護者の思いをLSPによって可視化し、保護

者の立場からみた地域少年スポーツクラブ像を事例的に明らかにすることを目的とする。 

調査対象は、硬式野球チームに所属する中学生の保護者 10名（女性 7、男性3）とした。方法は、従来の

質問紙調査等ではなく、「手による知識」の概念に基づいて開発され、調査対象者の内面を可視化し記録する

ことが可能なLSPのワークショップ形式で試みた。 

本調査において、保護者が地域クラブに求めていることは、運動部活動と同様に、子どもの運動技能の習

熟と社会性の獲得に伴う人間的な成長であった。特に、後者を地域クラブの指導者にどこまで求めるか、換

言すれば保護者がこの点をどの程度譲歩できるのかを明らかにする必要性が示唆された。 

なお、本調査の結果、地域クラブで保護者が子どもに学んで欲しいと考える社会性はそれぞれ異なってい

た。運動部活動の地域移行に保護者の理解と支援は欠かせないが、保護者の要求は多様であり、すべてを満

たす地域クラブを準備することは困難であろう。ただし、運動部活動が社会教育の一環として位置づいた際

でも、これまで指導者としての教員が維持してきた高い教育的機能を地域クラブにおいても維持することが

求められる。 
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６月２５日（土）13：00 

                             会場：３０5 教室 

体育教師の研究史 

 1960 年代の『体育学研究』に着目して 

〇孫 暢（北海道大学大学院） 崎田 嘉寛（北海道大学） 

本研究の目的は、1960年代という体育実践の独自性が追求された時期において、現場の体育教師がどのよ

うな研究を志向していたのかを、『体育学研究』（日本体育学会）を手掛かりとして、その一端を明らかにす

ることである。具体的には、1960-70 年に同に掲載された、小・中・高の現職体育教師が参与した研究を対

象として、属性と研究内容（対象と方法含む）を整理・分析した。 

整理・分析の結果、対象とした『体育学研究』に掲載された研究は5,751件であり、この中で体育教師が

参与したのは共同研究含む790件（13.7％）であった。また、責任研究者となっている研究は、所属別に小

学校 42 件、中学校 103 件、高校は 326 件であった。なお、体育教師の所属地域は関東・近畿地方が全体の

69.7％を占めていた。研究内容については、研究タイトルの高頻出語（KHcoder）である「体育」は「社会・

教科・構造」、「スポーツ」は「適性・選手」、「運動」は「能力」との結びつきが高い。なお、「体力」は対象

期間中68件（8.5％）しか確認できなかった。他方で、研究方法は、児童・生徒を対象とした実践研究が156

件（19.7％）であった。本研究からは、現場の体育教師が経験に基づいて主体的に実践研究を展開した様子

の一端が具体的に見て取れた。 

 

 

６月２５日（土）13：15 

                             会場：３０5 教室 

教員志望学生の運動の技術認識に関する問題性 

マット運動の側方倒立回転を事例として 

〇小倉 晃布（北海道教育大学）  

日々の体育授業では，教師が「こんな感じでやってごらん」や「ここを意識して」というように，その運

動の“コツ”というものを児童生徒に伝える場面がよく見られる．このような動きの感じの伝達は，必ずで

はないにしても児童生徒の運動習得に効果的な側面をもつことは周知の通りである．しかし，ときには「自

分はこうやっている」という教える側の思い込みにより，その運動の技術（コツ）が正しく認識されておら

ず，その誤った技術認識に基づくコツが児童生徒への指導内容になってしまうという問題性も懸念される．

さらにこのような問題は，運動技能に長けており一般的な体育教材の運動であれば難なく遂行できるような

者（熟練者）に多いと考えられる．教師あるいは教師を目指す者が正しい運動技術の認識をもつためには，

たとえその運動を容易にできるとしても「教えるために覚え直す」（金子，2005）体験が不可欠である． 

本研究は，ある1名の教員志望学生がマット運動の側方倒立回転を「自分はこうやっている」という思い

込みから，正しい運動技術の認識をもつまでの事例を取り上げ，その過程において教員養成を担う研究者（筆

者）がどのような介入を施したのかを考察することによって，教員養成における「教えるために覚え直す」

体験の必要性を例証するとともにそのための具体的な方法論を提案するものである． 
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６月２５日（土）13：30 

                             会場：３０5 教室 

若手保健体育教員の悩みについての一考察 

 −新規採用から 6 年未満の中学校保健体育教員に着目して− 

〇澤 豊治（愛知県立大学） 丸山 真司（愛知県立大学） 

近年教員の精神疾患の増加や離職が大きな問題となっている。特に若手教員にその傾向が見られ、保健体

育教員もその例外ではない。若手保健体育教員がこうした状況に陥るのはなぜか。そこで、本研究では新採

から6年未満の保健体育教員がどのような悩みや課題意識を持っているのかについての実態を明らかにする

ために調査を実施し、若手保健体育教員の属性と悩みや課題意識との関係について考察した。その結果、多

くの若手保健体育教員の悩みや課題意識は、➀教科指導、②生徒指導、③子ども対応、④学級経営であるこ

と、そして属性にかかわらず共通した悩みがあること、一方で属性によって悩みや課題意識が異なる場合が

あることが明らかになった。 

 

 

６月２５日（土）13：45 

                             会場：３０5 教室 

小学校体育における若手教師の授業改善に関する事例的研究 

-授業者に対する学習状況データのフィードバックの有用性- 

〇梅村 拓未（北翔大学） 近藤 雄大（北海道大学大学院）  

体育授業において若手教師の授業改善を図り研究が蓄積しているが，児童の実態を的確に捉えることが難

しい若手教師に対して，研究者や大学が学校教育現場と協働的に授業改善を目指すことについては，さらな

る実践の積み重ねが必要であると考えられる． 

そこで本研究では，小学校体育授業における若手教師の授業改善を図り，客観的な児童の学習状況データを

授業者にフィードバックすることで，児童に対する授業者のかかわりが単元の中でどのように変容していく

か事例的に明らかにすることを目的とした．授業者に対しては，毎時間後に学習カードの記述内容を分析し

た結果をフィードバックし，単元の中で2度授業カンファレンスを実施した．結果として，授業者は研究者

からのフィードバックを受けて児童たちの学習状況について協働的に振り返ることで，児童の課題意識を引

き出すかかわりを行っていた．また，単元前半および中盤の児童たちの学習状況をもとに，単元後半では肯

定的な働きかけが多く出現していた．カンファレンスやインタビューでの語りからも児童たちの学習状況の

フィードバックを有効に活用し授業改善に役立てていたことが推察された． 
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６月２５日（土）13：00 

                             会場：３０6 教室 

高等学校におけるベースボール型ゲームの戦術の理解度向上を阻害している

要因の検討 

 理解度テスト得点下位生徒の守備と走塁の判断に着目して 

〇中垣 貴裕（日本体育大学大学院） 岡出 美則（日本体育大学） 

高校における体育の授業では、経験の差、体格の差、男女の差などから、種目内容の理解度やパフォーマ

ンスに顕著な差が生じやすい。そこでは、授業に参加する生徒の差を掌握し、すべての生徒に効果的な授業

を実践していくことが望ましい。球技の分野においては、戦術的知識を簡便に測定する方法が数多く開発さ

れ、理解している戦術の量やその変容可能性が明らかにされてきている。しかし、理解度が向上しなかった

要因までは検討できていない。そこで本研究は、高等学校においてベースボール型ゲームの授業を実践し、

戦術の理解度に向上がみられなかった生徒に対してインタビューを行い、戦術の理解度向上を阻害している

要因を明らかにすることを目的とした。 

結果として、複数の選択肢の中から状況に応じて判断する必要がある場合や，判断を下すまでに時間的制

約が加わった場合には，戦術を理解していても実際のゲームでは正しい技能発揮ができないといった状況が

確認された．また、ゲーム中の学習機会の少なさも確認された。その結果，自らの判断の妥当性を実感しに

くく，それが戦術の理解度を高めることに効果的に機能しなかった可能性が示唆された。 

 

 
６月２５日（土）13：15 

                             会場：３０6 教室 

知的障害特別支援学校の体育授業における「ベースボール型ゲーム」の工夫 

〇清野 宏樹（桃山学院教育大学） 

ボールゲームの中でも「ベースボール型ゲーム」の授業があまり取り入れられていない（中川,2006）．ま

た，実践研究が遅れてきた（田中,2017）との指摘がある．その原因を濱田（2018）は，ルールが複雑で難し

いことを挙げている．そこで，障害の重い生徒たちでも楽しめる「ベールボール型ゲーム」の開発と工夫を

試みた．生徒と野球の関係から「ゴロ野球をしよう！」と題して，フロアから大きめのゴムボールを使用す

ることで，誰でも転がせて，打ったり捕ったりして，ゲームでは，打った後にベースに向かって走ったりア

ウトボックスにボールを入れたりして，どちらが速く決められるかどうかを競い合ったりする所にゲームの

緊張状況から面白さが生まれると考え，実践した．当初は，転がるボールを良く見てゆっくりとバットを振

る姿が多かったり，ボールが飛んで行くと急いでベースまで走ったりする姿が多かった．しかし，徐々にボ

ールに合せてバットで打ったり，コントロールして転がしたりするようになった．最終日は，ゲームになる

とバットを持ちたがる生徒が多く次々にバッターボックスに立つ姿やピッチャーが交代する姿から，野球な

らではの様々な場面を楽しむ姿が確認された． 
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６月２５日（土）13：30 

                             会場：３０6 教室 

剣道授業における「アダプテーションマッチ」の導入に関する研究 

-中学校第 3 学年の生徒を対象として- 

〇山田 弥香（福岡教育大学大学院） 本多 壮太郎（福岡教育大学） 

近年、「アダプテーションゲーム」を用いた実践報告がされているが、それらは小学校や球技分野の実践

に留まっており中学校武道の実践報告はなされていない。本研究は、剣道授業において「アダプテーション

マッチ」を導入し、生徒が考案した修正ルールの分析を通して今後の授業づくりへの示唆を得ることを目的

とした。 

 中学校第 3学年92名を分析対象者とし、生徒が考案したルールを分析対象とした。また、100％本気で戦

うことができたと回答した剣道部員を抽出し、考案したルール及び 10段階評価の分析も行った。対象者の記

述内容に着目すると、「攻撃部位の制限」や「移動の制限」、「攻撃方法の制限」等に分類できるルールや

それぞれを組み合わせたルール、オリジナルで考えたルールを考案しており、対象者全員がルールの工夫を

図ることができていた。また、剣道部員も初心者に対して本気で楽しく戦うことができたという結果も得ら

れた。このことにより、アダプテーションマッチを導入することで、生徒は対戦相手に応じたルールの考案

とともに、全員が熱く，楽しい試し合いができる授業を展開していける可能性が示された。 
 

 

６月２５日（土）13：45 

                             会場：３０6 教室 

小学校体育授業における「発問」の実態に関する研究 

発問と学習成果に着目して 

〇吉岡 正憲（国士舘大学大学院） 細越 淳二（国士舘大学） 

我が国における発問を取り上げた授業研究を振り返ると、理論的観点と実践的観点からその成果を整理し

ているものはあるものの、発問の数的傾向や効果についての実態が解明されてきたとはいえない現状がある

（寺田ら,2018）。体育授業においても発問の実態は十分検討されてきたとは言えない状況が続いている。 

そこで本研究は、体育授業における発問の実態の解明を目的に、小学校第 5学年のサッカー１単元を対象

に、発問と学習成果に着目して分析を行った。主な分析として、各種発問の頻度を、授業や単元の進行に合

わせて、その傾向をカウントした。また子どもの学習行動やカードへの記述と学習課題・発問との一貫性に

ついて分析を行った。 

主な結果として、回顧的及び分析的発問の頻度が高いこと、単元の前半の2，3時間目や授業のはじめの場

面での発問が多いこと、分析的や創意的・問題解決的、補助的発問ははじめの場面に多く、回顧的発問は終

わりの場面に多くみられることなどが確かめられた。動き調査と学習カードの分析結果から、発問に関わる

子どもたちの学習成果は高い水準にあることが分かった。 

このように、学習課題と発問の間に一貫性が認められた本単元を、子どもたちは高く評価していたことが

確認された。 
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６月２５日（土）13：00 

                             会場：３０7 教室 

身体位置覚を考慮した水泳指導法の検討 

                          〇渡邉 泰典（仙台大学） 

水泳・水中運動の技術指導では，指導者が運動者を直接的に観察し，口頭や模倣，場合によっては陸上で

身体の動かし方を確認して，理想とする動作を教示するのが一般的である．しかしながら，水中は空気中と

比べて約 800倍密度が大きく，浮力も作用するため，水中での運動感覚は陸上のそれとは大きく異なると考

えられる．  

本研究の目的は，姿勢の違いが水中と陸上の膝関節屈曲動作に伴う関節位置覚に及ぼす影響を検証するこ

ととした． 

参加者は健常一般男性10名とした．すべての測定は伏臥位，両眼閉眼で実施した．姿勢は，「床に対して

水平」と「床に対して15度傾斜」の2条件とした．参加者の右膝関節外側に水中用ゴニオメータを貼付し，

膝関節角度を計測した．ターゲット角度は90°に設定した．参加者は，自らの上腿と下腿のなす角度が90°

に達したと判断したとき，右手に握るスイッチを押して動作を終了した． 

検証の結果，水平条件における膝関節角度は，水中（111.7±9.6°）が陸上（104.2±11.5°）と比べて有

意な高値を示した（t(9)= -2.536, p= 0.032, d= 0.80）．傾斜条件では，水中と陸上で統計学的有意差は認

められなかった．このことから，運動者の水中と陸上の動作のずれは，水平時に顕著となることが示唆され

た． 

 

 
６月２５日（土）13：15 

                             会場：３０6 教室 

へき地小規模中学校を対象としたバドミントンの教材づくりに関する事例 

研究 

〇高瀬 淳也（北海道教育大学旭川校） 今  竜一（北翔大学） 髙橋 正年（東海大学） 

     梅村 拓未（北翔大学）           中島 寿宏（北海道教育大学札幌校） 

へき地小規模校では，体育の球技のように一定の人数が必要な領域において，どのような教材を用いて指

導を行えばよいかが課題となっており，特に実践報告の少ないへき地小規模中学校では，教材づくりに関す

る知見が不足している実態がある。そこで本研究では，中学２年生５名を対象にしたバドミントンの授業実

践を取り上げ，学習効果を検討し，へき地小規模中学校における教材づくりの示唆を得ることを目的とした．

実践の結果，技能練習の際に個別指導の時間を設けたことにより，5 名ともゲームに支障がない程度の技能

を習得することができた．また，生徒５名を2つに分けた団体戦でゲームを行ったことによって，作戦タイ

ムにゲームコートを使って失敗したプレイを再現しながら課題の発見や解決の仕方を考えるなど，生徒同士

で積極的に話合う様子が見られた．へき地小規模中学校における教材づくりの際，用具やゲームコートをチ

ームで独占して使用できるなどのメリットがあり，これを生かした技能練習や話合い場面の設定によって，

学習効果が期待できると考えられる． 
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６月２５日（土）13：30 

                             会場：３０7 教室 

ビデオ映像から読み取られた運動情報の内容分析 

小学 3 年生から中学 2 年生が「開脚跳び」を観察した記述から 

〇大後戸 一樹（広島大学）       坂田 行平（広島大学附属小学校）  

住田 哲太朗（広島大学附属三原小学校） 冨岡 宏健（広島大学附属三原中学校）  

中西 紘士（広島修道大学） 

小中学校の児童生徒一人一人が情報端末を手にするようになり，その活用方法が模索されている。しかし

ながら，見せるだけでは技能が高まらないことや，見せ方によって児童の気づきが異なること，技能によっ

て観察の中身が違うことなども指摘されている。そこで，小中学校の児童生徒を対象に，ビデオ映像の観察

からどのような運動情報を読み取れるのか，読み取ることができないのか，また学年によって違いがみられ

るのかについて検討し，体育実践での情報端末活用のための示唆を得たいと考えた。 

調査では，小学校の3～6学年，中学校の1・2年の児童生徒を対象に，跳び箱運動の「開脚跳び」を2画

面同時再生する動画教材を繰り返し再生し，それを観察させ技について記述させた。そして，それらを運動

局面やカテゴリーごとに記述していた人数と記述していない人数をカウントし，その割合が異なるかどうか

カイ二乗検定を用いて分析した。その結果，5つの局面別の記述人数は，着手と空中姿勢が多く，踏み切り，

着地，全体像が少ない傾向が見られ，力動的なカテゴリーや技全体について中学生が記述しているのに対し

て，小学校低学年では記述されていない傾向が見られた。 

 
 

６月２５日（土）13：45 

                             会場：３０7 教室 

コトの共有から広がる児童の思考 

～小学２年生のマットを使った運動遊びを通して～ 

〇白石 翔（環太平洋大学） 原 祐一（岡山大学） 松本 大輔（西九州大学） 

現行学習指導要領における器械・器具を用いた運動遊びの「思考力・判断力・表現力等」には、「器械・器

具を用いた簡単な遊びを工夫するとともに、考えたことを友達に伝えること」が記載されている。このよう

な内容が求められる背景には、予測困難な社会において情報を再構成するなどして新たな価値につなげてい

くことが学校教育に求められていることが挙げられる（文部科学省、2018）。このことを踏まえれば、固定概

念に囚われることの少ない低学年の児童に「遊びを工夫する」という活動を十分に経験させ創造的思考を豊

かにしておくことは今度も益々重要となる。そこで、本研究では、「コト」を視点とした体育授業デザイン（木

村ら、2022）という理論に依拠しながら小学２年生のマットを使った運動遊びの授業を実施し、その授業の

第一時に児童の思考がどのように広がるのかを明らかにすることを目的とした。方法は、学習者の思考や知

識を可視化するとともに他者との交流や問いづくりの学習にもなると導入されるマッピング（橋本、2019）

を授業者に板書として児童とともに作成してもらい、児童による感想の記述と実際の授業映像と合わせて分

析を行った。結果については、当日データと合わせて報告する。 

 
 

口-15 

 

 

1 

口-16 

 

1 



６月２５日（土）14：05 

                             会場：３０4 教室 

中学校第 3 学年、及び高等学校入学年次を対象とした体育授業評価尺度の開

発に関する基礎的研究 

育成を目指す 3 つの資質・能力の観点から 

〇藤井 一貴（立命館大学大学院）        大友 智（立命館大学）  

深田 直宏（びわこ学院大学/立命館大学大学院) 吉井 健人（育英大学/立命館大学大学院） 

小林 美咲（立命館大学大学院） 

中学校学習指導要領(文部科学省,2017)及び高等学校学習指導要領(文部科学省,2018)では、育成を目指す

資質･能力が｢知識及び技能｣、｢思考力､判断力､表現力等｣、及び｢学びに向かう力､人間性等｣の3つの柱で整

理された。しかしながら、現在、体育授業における学習評価に関して、3つの資質･能力を評価できる尺度は

見られない。そこで、本研究では、3つの資質･能力の観点から、中3･高 1における体育授業評価尺度の因子

構造を検討した。質問項目は、中学校学習指導要領解説体育編(文部科学省,2017)及び高等学校学習指導要領

解説保健体育編体育編(文部科学省,2018)に基づいて作成し、予備調査及び本調査を行った。 

 その結果、｢知識及び技能｣では、「運動の喜び」、「運動･安全の知識」、「運動の技能」、及び「運動･体力の

知識」、｢思考力､判断力､表現力等｣では、「運動方法の判断・表現」、「運動実施の思考･判断」、及び「根拠を

持った運動課題解決の判断・表現」、｢学びに向かう力､人間性等｣では、「運動の責任･公正」、「運動の共生」、

「運動の健康･安全」、及び「運動の協力」が因子として抽出された。 

 

 

６月２５日（土）14：20 

                             会場：３０4 教室 

中学生および高校生における体育の好嫌意識と関連要因の検討 

〇小林 秀紹（札幌国際大学） 安田 純輝（札幌国際大学） 

体育の目標を達成するためには，生徒が体育を好きであるか，嫌いであるかという意識（好嫌意識）を

考慮する必要性が指摘されている．本研究は，中学生および高校生を対象に，体育の好き嫌いに関する意

識を類型化するとともに，関与する要因について検討することを目的とした．北海道の 7つの中学校と高

校を対象に調査を実施し，839 名の生徒から有効回答を得た．調査内容は体育に対する好嫌意識であり，

中学生 43項目，高校 49項目からなる調査票であった．体育の好嫌意識と併せて勉強の好嫌意識について

も調査を行った．資料の分析結果，高校生に体育好きが多く，中学生に体育嫌いが多い結果が得られた．

また，性差が認められ，女子よりも男子の方が体育を好む傾向が確認された．体育に対する好嫌意識の類

型化のため，因子分析を行った結果，教師好印象，友人受容体験，運動効力感の 3 因子が抽出，解釈され

た．勉強の好嫌 2 群間について，体育の好嫌因子得点の差の検定を行った結果，中学生では 3 因子全てに

おいて勉強が好きな生徒の方が有意に高い値を示した．高校生では，運動効力感因子において，勉強が嫌

いな方が有意に高い因子得点であった．中学生と高校生では体育の好嫌の傾向が異なり，勉強に対する意

識が体育に対する認識にも関連すると推測される． 
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６月２５日（土）14：35 

                             会場：３０4 教室 

体育授業の好き嫌いと体育授業における児童の身体活動量および言語的コミ

ュニケーション量との関連 

〇浅野 勇（北海道大学大学院教育学院） 河本 岳哉（北海道教育大学附属札幌小学校） 

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） 

児童生徒における体育授業の好き嫌いについては，達成意欲や劣等コンプレックスなど多くの指標との

関連および影響が検討されてきた．しかし，実際の学習への取り組みとの関連を検討した研究はほとんど

見られない．そこで本研究では，体育授業の好き嫌いと体育授業場面における児童の身体活動量および言

語的コミュニケーション量との関連を明らかにすることを目的とした． 

本調査では，札幌市内の A小学校における児童 35名（男子 19名，女子 16名）と B小学校における児

童 26名（男子 13名，女子 13名）を対象とし，身体活動量と言語的コミュニケーション量ともに学校別お

よび男女別に相関分析を行った．なお，本研究は北海道教育大学研究倫理委員会の承認を受けて実施した．    

体育授業の好き嫌いと身体活動量について，男子では一部有意な正の相関関係が認められたが，女子で

は有意な相関関係が認められなかった．また，体育授業の好き嫌いと言語的コミュニケーション量につい

ては，一部を除き，男女ともに有意な相関関係は認められなかった． 

【付記】 本研究の一部は独立行政法人科学技術振興機構（JST）の研究成果展開事業「センター・オブ・ 

イノベーション(ＣＯＩ）プログラム」の支援によって行われた． 

６月２５日（土）14：50 

                             会場：３０４教室 

目標志向性の違いと，体育授業における成功の認識の関係 

〇河本 岳哉（北海道教育大学附属札幌小学校） 高瀬 淳也（北海道教育大学旭川校） 

 髙橋 正年（東海大学） 村上 雅之（札幌市立伏見小学校） 

       梅村 拓未（北翔大学） 浅野 勇（北海道大学大学院）   

中島 寿宏（北海道教育大学札幌校） 

目標志向性の違いと，体育授業における個人の主観的な認識の関係について，質問紙調査によるデータを

基に，分析・検討が行われてきた．例えば，課題志向群（Te群）は自我志向群（tE群）に比べ，統制感や受

容感の得点が高いことが分かっている．しかし，実際の授業を対象に児童・生徒へインタビューし，質的デ

ータを分析したものは見当たらない．そこで，本研究では，目標志向性の違いと体育授業の学習成果の認識

の関係や，それに影響を及ぼしたと考えられる動機づけ雰囲気について質的なデータを基に分析し，新たな

知見を得ることを目的とした． 

本調査では、札幌市内のA小学校に在籍する６年生35名（男子 19名，女子 16名，2021年 6月から 7月，

タグラグビー）を対象に，合目的的サンプリングによって選択された6名（Te群 3名，tE群3名）に対し半

構造化インタビューを行い，KJ法にて分析した．なお，本研究は北海道教育大学研究倫理委員会の承認を受

けて実施した．体育授業における成功の認識について，Te群では「課題解決に向かって挑戦」などのグルー

プが，tE群では「優越感」などのグループが抽出された．また，tE群は「省察」に対する意識が弱いことも

明らかとなった． 
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６月２５日（土）14：05 

                             会場：３０5 教室 

ICT 活用による身体情報の可視化が学習者の運動意欲や健康への関心に及ぼ

す影響 

中学校体育科の持久走の授業実践に着目して 

〇橋元 真央（大阪教育大学） 

本研究では、中学2年男子生徒72名を対象とし、2021年 12月～2022年 2月の 8単位時間について、「ICT

を活用した身体情報の可視化」を学習に取り入れた持久走の授業を実践した。生徒らは授業中、活動量計を

手首に装着し、心拍数及び運動強度について、各自、リアルタイムにモニタリング（個人モニタリング）し

ながら運動を行なった。さらに 8回の授業のうち 4回（３・４・６・８時間目）は、学習者全員のそれらの

情報をスクリーンに提示（集団モニタリング）しながら活動を行なった。毎授業終了時には走行距離・走行

時間・自覚的運動強度（RPE）を記録させた。全授業参加生徒 30名を対象とした分析により、授業期間後半

において同様の運動内容であっても、個人モニタリング実施時と比較して集団モニタリング実施時のほうが

RPE が有意に低く、体育の集団学習場面での ICT 活用の有用性が示唆された。授業期間終了後に回答を求め

た「ICTを取り入れた持久走授業に対する意識」については、Pearsonのカイ 2乗検定の結果、授業参加程度

により回答に有意な差はなく、特に「ICTの活用は運動能力や体力の向上に有効だと思う」「ICTの活用は運

動習慣の獲得に有効だと思う」の項目で「非常にそう」「かなりそう」の回答が多くみられた。 

 
６月２５日（土）14：20 

                             会場：３０5 教室 

ICT を活用した「ながらく運動」の指導実践 

-大学教養体育受講者を対象に- 

〇松浦 稜（筑波大学大学院） 堀口 文（筑波大学体育系） 

COVID-19は、ライフスタイルを変化させ、身体活動に大きな影響を与えている。特に、大学期に確立され

た身体活動パターンは長期間に渡って維持されることから、大学における体育教育は大きな役割を有する。

そして、授業時間だけでなく、日常生活でも無理なく運動を実施することが重要である。そこで、日常生活

を送り「ながら」、「楽」に実施でき、そして「永らく」継続することをねらった運動「ながらく運動」を考

案した。 

本研究では、「ながらく運動」を大学体育授業で指導し、運動内容や授業に対する評価からその課題を明ら

かにすることを目的とした。 

「ながらく運動」は、「階段」「スマートフォン」「椅子」を使ったストレッチングで、3回の授業を使って

ICTを用いて指導した。アンケート調査の結果、以下の3つが明らかとなった。 

（1）考案した運動の多くは、快適度、難易度、実施希望度の観点で肯定的に評価された。 

（2）日常生活の身体活動量への意識を向上させた。 

（3）授業中の身体活動量は少なかった。 

以上の結果から、「ながらく運動」は肯定的に評価され、日常生活の身体活動量を増大させることが期待で

きるものの、指導する際には授業中の身体活動量に対する配慮の必要性が示唆された。 
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６月２５日（土）14：35 

                             会場：３０5 教室 

保健体育における授業中の会話を分析する方法の開発 

ICT 端末を活用したコミュニケーションの視覚化 

〇清水 将（岩手大学） 

GIGAスクール構想により小中学生の1人 1台端末が実現したが、体育授業では、映像を中心とした情報活

用の事例が多く、コミュニケーションツールとしての効果的な活用については未だ開発の途上にある。その

一方で、クラウドの活用やAIや機械学習による音声認識技術は急速な発展を遂げており、音声のテキスト化

等の高精度なサービスが無料で提供されるようになった。テキストデータを分析するツールも容易に利用で

きるようになり、教師が授業で扱うことのできる情報量は急速に増大している。本研究では、保健体育の授

業においてコミュニケーションを活性化させることが技能習得や思考力、判断力、表現力等の育成に有効に

働くと仮定し、児童生徒の発話を分析するための方法の開発を試みる。研究は3段階で進行し、今回は児童

生徒の発話のテキスト化を目的とした最初のフェーズとなる。既存の技術やサービスでは、授業に特有な同

時双方向性の会話を適切に処理することが困難であることが明らかになり、社会実装できるようにするため

の技術的な課題として、音声の収録、音声のテキスト化変換、データの縮約が考えられた。詳細は、当日報

告する。 

 
 

６月２５日（土）14：50 

                             会場：３０5 教室 

遠隔体育におけるグループ学習に関する実践研究 

-表現運動を事例として- 

〇安達 光樹（武蔵野大学）     鈴木 直樹（東京学芸大学）  

塩崎 みづほ（秋草学園短期大学） 笠井 利恵（竹早教員保育士養成所） 

Society 5.0時代における学習方法の一つとして、遠隔の学校間を繋いで行う協働的な学習が示され、新

たな学びのスタイルを教育にもたらすことが期待されている。一方、体育での遠隔教育は他教科に比べて難

しいとされ、実践は複数報告されているものの、子供たちの学びに関する実証的研究は管見の限り見当たら

ない。そこで、本研究では、2 校の小学校を同期的に繋いで交流しながら展開する遠隔体育を実践し、デジ

タルデバイスを介して生成されるコミュニケーションとそれを通した学びの具体を明らかにすることを目的

とした。実践は、①広島 A小学校―新潟 A小学校(中学年及び高学年)と、②広島B小学校―埼玉B小学校(高

学年)を、Zoom Video Communications Inc.のオンラインビデオサービスで繋ぎ、表現運動の 4時間単元を

実施した。これらの実践のグループ学習に注目し、その活動を録画した動画と質問紙調査、授業の振り返り

の記述から子供たちの学びの具体的な姿を明らかにした。その結果、対面と同様に「即興表現」「動きの共有」

を通して共同作品を創り上げていく姿が確認された。また、その問題解決のプロセスや表現方法では、テク

ノロジーの特徴を活かした活動を展開していることが明らかになった。このような試みにより、異なる地域

の子供たちが同じ時間を共有し、他者と繋がる楽しさだけでなく、動きを伝達し合い、共に学び合うグルー

プ学習の新たな学習スタイルとして、遠隔体育が機能していくことが期待される。 
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６月２５日（土）14：05 

                             会場：３０6 教室 

体育科・保健体育科における ICT 活用の全国実態調査 

本調査における概要から 

〇佐藤 豊（桐蔭横浜大学）     大越 正大（東海大学）    吉野 聡（茨城大学） 

 中島 寿宏（北海道教育大学札幌校）本多 壮太郎（福岡教育大学） 高橋  修一（日本女子体育大学） 

石川  泰成（埼玉大学）      栫 ちか子（鹿屋体育大学） 

教科における ICT 活用は、GIGA スクール構想を基盤とした令和の日本型学校教育(文部科学省)が示す通

り、個別最適な学びと協働的な学びを通した教科の特質に応じた活用が求められている。本研究は、スポー

ツ庁の委託を受けて，「児童生徒の１人 1台 ICT端末を活用した体育・保健体育授業の事例集」に向けた全国

実態調査を実施した。2021年 10月 7日～11月 7日に、全国都道府県教育委員会等を通じて、属性5項目、

活用実態6項目、活用可能性 4項目等について 4件法、自由記述をグーグル・フォームによる調査を実施し

たところ7552名から回答を得た。 

本結果から、体育科・保健体育科の ICT活用について、技能以外の資質・能力を育成する活用方法、児童

生徒の活用能力の格差、苦手意識のある教員への研修の充実などの「人への支援」、活用を促進するための

Wi-Fi整備、セキュリティー技術の導入による端末持ち帰りの制限緩和などの「環境への支援」、授業で活用

可能なアプリケーションソフトの開発・提供、学習評価，成績処理などのアプリケーションソフトの開発な

どの「ツールの支援」などの課題と今後の研究方向性が示唆された。 

 
 

６月２５日（土）14：20 

                             会場：３０6 教室 

保健体育科教職課程学生の ICT 活用指導力の実態 

混合研究法を用いた事例研究 

〇濱本 想子（名桜大学） 岩田 昌太郎（広島大学） 中川 麻衣子（川崎医療福祉大学） 

GIGA スクール構想のもと、日本では教育の ICT 化が急速に進んでいる。これに対応できる人材を育成

するために、教職課程に ICT活用に関する必修科目が導入され、学生の ICT活用指導力向上に向けた各大

学での取り組みの推進とその改善が一層目指されることとなった。しかし、教職課程における事例や研究

の報告及び蓄積は十分になされておらず、調査や分析方法の偏りから各対象に対する深い解釈がなされて

いない。そこで本研究では、混合研究法を適用して保健体育科教職課程学生の ICT活用指導力の実態を調

査し、その課題を明らかにすることで、今後の教員養成カリキュラムや授業改善に向けた示唆を得ること

を目的とした。調査対象は、X大学の保健体育科教職課程に属し、2021 年度に「各教科の指導法」（保健体

育科）を履修した 3 年生と「教育実習」を経験した 4 年生であった。本研究では、まず「教員の ICT活用

指導力チェックリスト」（文部科学省、2018）を援用したアンケート調査を行った。そして、その結果を踏

まえて得点が上位層、中位層、下位層の学生を対象に調査結果の要因を探る半構造化インタビュー調査を

行った。模擬授業段階の学生及び教育実習段階の学生との比較と、量的及び質的データの結合を通して、

ICT 活用指導力の実態を統合的に分析し、現行のカリキュラムにおける課題と今後の改善の視点について

発表する。 
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６月２５日（土）14：35 

                             会場：３０6 教室 

実務家教員の教師教育者としての成長に資するセルフスタディの検討 

学生の体育授業に関する信念の変容を情報フィードバックとしたダブル・ループ学習に

着目して 

〇栫井 大輔（大谷大学） 

本研究は，第 25 回学会大会 WEＢ研究発表で報告した，ダブル・ループ学習を取り入れたセルフスタディ

の修正版の報告である。本研究の目的は，小学校教員を目指す学生対象の体育科に関する授業において，学

生の体育授業のイメージ変容を情報フィードバックとした省察が，自らの授業改善に資するかを明らかにす

ることである。この目的を達成するために，2020 年度と 2021 年度の履修者のイメージ変容をもとに省察を

行い，授業実践とイメージ変容の関連を調査した。研究の方法として，年度に3回（「被教育体験期」「理論

学習後」「実践終了後」）比喩生成法を行い，それをコーディングし，学生の体育授業イメージ（2020年度の

「実践終了後」からは教師イメージも）を調査した。その結果，2020 年度の省察を 2021 年度の授業に活か

すとともに，ダブル・ループ学習によるセルフスタディのモデルを示すことができた。一方で，クリティカ

ルフレンドの助言から情報の捉え方も変わることもわかり，今後もモデルの改善の余地があることも確認で

きた。 

 
 

６月２５日（土）14：05 

                             会場：３０7 教室 

体育系大学のダンス実技授業における共生の視点への「気づき」を促す授業

展開の試み 

〇栫 ちか子（鹿屋体育大学） 

2019 年に告示された中学校学習要領保健体育編では，「体力や技能の程度，性別や障害の有無等にかかわ

らず，運動の多様な楽しみ方を共有することができるよう留意すること」等，共生の視点を重視した指導を

実施する必要性が明記されている．教員養成課程では，教員としての最小限必要な資質能力を学生に身に付

けさせることが求められている（文部科学省，2015）ことからも，大学の授業を通して，学生には，共生の

視点を重視した体育授業を実施できる力を身に付けさせる必要があると考える．しかしながら，宮本（2020）

が指摘するように，体育授業を男女共習で実施するだけでも様々な壁が存在し，無意識下で男女を区別して

しまっている実践も存在する． 

そこで本研究では，ダンス実技授業において，共生の視点への「気づき」を促す実践を試み，その成果と

課題について事例的に検討する． 

2022 年度前期にダンス実技授業を履修している学生 78 名を対象に，毎授業後，共生の視点を育むために

有効であると感じた手立てについて，振り返りシートへの記入を求めた．その結果，学生が共生の視点を重

視した授業展開の意図や目的に気づくことができた可能性が示唆された． 
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６月２５日（土）14：20 

                             会場：３０7 教室 

ダンス授業における「鑑賞」の意味 

〇豊永 洵子（武庫川女子大学） 

ダンス領域は2008年の学習指導要領の改訂により男女共修および必修となったものの、未だ内容、評価、

指導法などあらゆる点に不安要素が伺える。本研究では今日のダンス授業が抱える問題点を整理し、とりわ

け「鑑賞」に着目したダンス授業の特徴と課題について考察する。 

ダンスが成立するために、「踊る・つくる・みる・支える」のすべての要素が必要不可欠である。特に「み

る」視点については、齋藤・片岡（1983）らが「ダンスが成立もしくは存在するうえで『観る』をいう第 3者

の存在は不可欠である」と述べるように、ダンスが存在するための必須条件であるといえよう。しかしなが

ら、体育科にあるダンス授業の中では「踊る・つくる」に多くの時間が割かれ、「みる」視点である「鑑賞」

はメインとして取り扱われて行われておらず、単元のまとめとして、子どもたちの相互評価のために行われ

ている程度である。芸術教科において鑑賞教育が重視されているように、体育においても「鑑賞-表現」を学

ぶダンス授業の構築が重要な課題となろう。 

 

 

６月２５日（土）14：35 

                             会場：３０7 教室 

中学校保健体育科の教員養成課程におけるダンス単元に関する研究 

-自己表現と身体的コミュニケーションからの考察- 

〇杉山 りん（お茶の水女子大学大学院） 

本研究は、中学校におけるダンス授業の現状と教員養成課程との関わりを把握した上で、ダンスの自己表

現や身体的コミュニケーションとしての役割を担うダンス授業の在り方を探ることを目的とした。 

中学校のダンス授業に関する先行研究より、多くの授業で「現代的なリズムのダンス」を採択しているこ

とが確認できた。また、筆者が行った東京都の公立中学校に勤務する保健体育科教員を対象とした質問紙調

査（n=164）では、学生時代に 85％の教員が「創作ダンス」を経験しており、76％の教員が活動内容として

「発表会」を行ったと回答した。一方で模擬授業は16％の教員しか経験しておらず、学生の段階で学びたか

ったという記述が多くみられた。そして教員は中学校でダンスを学ぶ意義を、「表現」や「コミュニケーショ

ン」の育成に見出していることも確認できた。さらに、田中（2017）、竹内（1999）、野口（1972）の論より、

日常における些細な自己表現さえもダンスと捉えることができ、その表現によって身体的なコミュニケーシ

ョンが行われていることが示された。 

以上より、学生の段階で、ダンスの自己表現と身体的なコミュニケーションとしての側面をどのように教

員が指導しているかまで丁寧に学びとり、実際の中学校ダンス授業に繋げることが必要であると筆者は考え

る。 
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