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【論文】

科目「体育」の授業前における教職志望学生が抱く体育の概念

The Concept of Physical Education from the Viewpoint of Education 
Major before Taking Their Class of Physical Education 

原 まなみ 大平誠也※ 1

※1 関西国際大学

本稿は、教職志望学生が科目「体育」の授業前に抱く体育の概念を究明することを目的

とした。研究方法は、体育の概念について文章完成法（ ）をよりどころに記述データ

を収集し、 を用いて計量テキスト分析を行った。その結果、教科内容である

つの領域のうち運動技術の学習に関する意識が低いことが明らかにされた。今後、体育の

授業を実施する際は、児童の学びを最大限に引き出す、効果的な授業の内容構成と指導方

法について意識すべきであることが示唆された。

キーワード：科目「体育」、小学校体育、体育概念、教職志望学生、学習指導要領体育編

1 はじめに

教師は常に学び続ける存在であることが期待されている。
実現すべき教師の姿について、「教師が技術の発達や新たな
ニーズなど学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け
止め、教職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続
的に新しい知識・技能を学び続け、子供一人一人の学びを
最大限に引き出す教師としての役割を果たし、その際、子
供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えて
いる必要がある」と報告している（中央教育審議会 ）。
そのため教員養成大学では、どの科目の授業においても学
ぶ姿勢について意識して指導する必要があると考える。
体育教育においては、小学校学習指導要領体育編で、『体

育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を見付け、その解
決に向けた学習過程を通して、心と体を一体として捉え、
生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツラ
イフを実現するための資質・能力を次のとおり育成する』
ことを目指し、「その特性に応じた各種の運動の行い方及び
身近な生活における健康・安全について理解するとともに、
基本的な動きや技能を身に付けるようにする」「運動や健康

についての自己の課題を見付け、その解決に向けて思考し
判断するとともに、他者に伝える力を養う」「運動に親しむ
とともに健康の保持増進と体力の向上を目指し、楽しく明
るい生活を営む態度を養う」という３つの目標が示されて
いる（文科省 ）。教職志望学生には体育授業の内容を
研究、精査することにより、子どもの将来の安全や健康的
な生活に影響することを意識させなければならない。
藤澤・阿部（ ）は、シュプランガーの教育学に基づ

き、体育は健康の増進や体力の育成、さらには身体運動文
化を教えることにとどまらない、人間形成への可能性を内
在していると述べている。さらに、初等中等教育分科会は、
『体育は他の教科・科目ではできない身体運動を通しての
「経験」ができる教科・科目である。例えば、「身体を動か
す楽しさ」に関する経験、「競争、達成」に関する経験、集
団活動の経験などをすることができる。このような「経験」
は、初等中等教育修了の段階までに、すべての子どもたち
が、「身体能力」、「態度」、「知識・思考・判断」をより確実
に定着させる上で重要なものと考えられる』（初等中等教育
分科会 ）と明示している。
このことから、小学校体育は体を動かすこと、運動をす

ることだけでなく、生涯にわたって運動に親しむための基
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礎となる知識や技能、そして、運動に主体的に取り組もう
とする態度をすべての子どもたちに身に付けさせる必要が
ある。また体育における教科内容は「運動技術の学習」「認
識・反省的学習」「社会的行動の学習」「情意に関わる学習」
の つの領域で捉えられている（岩田・吉野・日野・近藤

）。
近年、運動不足の弊害は大きいとされており、日常の身

体活動や運動の負荷・量が適切に確保されなければ、身体
的、精神的、社会的な側面に影響を及ぼす（日本大学文理
学部体育学研究室 ）と報告されている。さらに幼児期
及び児童期に運動遊びが好きであれば運動を継続する子ど
もが増える（原・森﨑 ）と報告されている。
以上のことから、教職課程『教科に関する専門的事項』

の科目に「体育」が設定されているのは、以下の 点の重
要性があるからである。 点目は、科目「体育」の授業が
将来教員となる学生にとって、授業づくりの知識を学べ、
実際に実践してみる場であり、今の現場の体育を知る重要
な時間であることである。さらに、運動遊びの環境設定や
様々な運動指導方法から、子ども自らが考え模索し「でき
ない」から「できる」体験を増やす方法を知る機会となる。
点目は、幼児期・児童期の運動遊びや体育が、子どもの

将来のスポーツライフに影響を与え、身体的、精神的、社
会的な側面から健康を保つきっかけとなる点である。
そこで、学生は科目「体育」に対してどのような概念を

持っているのか。まずはその体育概念を調査する必要性が
あると考える。筆者らは教職希望学生に、岩田ら（ ）
が示す「身体の教育」「運動を通しての教育」「運動の中の
教育」「運動に関する教育」の つ体育の概念を、科目「体
育」授業前から抱いているのではないかと仮説を立てた。
西山（ ）は、文章完成法（ ）を用いて記述データ
を収集し、記述データには主にテキストマイニングソフト・

による分析を行い、保育内容「環
境」の授業前において保育者志望学生が抱く環境の概念を
明らかにすることに成功している。本論においても、テキ
ストマイニングに基づいて、岩田ら（ ）が示す つの
体育の概念に照らして、教職志望学生が科目「体育」の授
業前に抱く体育の概念を究明することを目的とする。体育
の概念については、神野（ ）のデューイの社会論に基
づく体育概念の方向性について、金（ ）の体育概念の
形成に関する考察等、わずかに存在するだけである。

2 方法

2.1 調査対象及び時期

調査対象は、科目「体育」を受講する教職志望学生 名
（男 名、女 名）。調査時期は、 年 月の授業第
回目に行った。

2.2 学生の特徴

本学教育学部では、科目「体育」を、小学校教員免許お
よび幼稚園教諭免許のための必須科目としているため、全
員が履修している。調査対象者である学生は教育学部２年
生であり、すでに保育園、幼稚園、小学校での教職基礎実
習は終了しているが、教育実習、保育実習はまだ行ってい
ない。今年度中に保育実習に参加予定である。

2.3 調査内容

科目「体育」において、体育の概念を検討するために質
問紙への回答を求めた。
科目「体育」の特徴を問う質問は、 をよりどころに

作成した。 （ ）とは、未完成
の文あるいは短文を刺激として提示し、被検者は そこから
思いつくこと、感じたことを自由に記述して文章を完成さ
せていくといった形式ですすめられる検査法であり、代表
的な投映法の一つとされている（黒田 ）。「体育」の概
念という言葉は学生にとってなじみが薄いため、完全な自
由記述とすれば無回答や乏しい記述が予想される。それを
避け、対象者すべてから一定の回答が期待できるよう質問
を構成した。
具体的な質問は、①遊びを中核とした体育概念に獲得に

ついて広く問う質問として「幼稚園・保育所・小学校低学
年における体育とは」②科目「体育」が目指すところの理
解について広く問う質問として「幼稚園・保育所・小学校
低学年が体育の授業を通して身につくことは」③体育にお
ける教員の役割について広く問う質問として「幼稚園・保
育所・小学校低学年の体育で教員にはどんな役割があるか」
④体育が幼児（低学年児童）に与える影響を広く問う質問
として「幼稚園・保育所・小学校低学年の子どもに体育が
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どう貢献できるか」⑤（あなた）自分自身がどのような実
践を行うことができるかなど考えや思いを引き出す質問と
して「私が体育を通してできることは」の5問を設定した。 

 

2.4 倫理的配慮 

実施にあたり、和歌山信愛大学（以降、本学とする）に
おいて研究倫理審査を受けて、承認を得ている。研究協力
は自由意思であり、協力の有無により不利益を被ることは
なく、本人の意思を最大限尊重する。研究の目的、方法、
予想される結果、社会への還元、個人情報の取り扱いにつ
いて口頭で説明し同意を得た。また、研究対象者が質問紙
提出前は辞退可能であることを保障する。 
 

2.5 分析方法 

科目「体育」の授業実施前に抱く体育の概念を明らかに
するため、全記述データを対象にテキストマイニングソフ

ト・KHCoder(Ver.3. beta.01)による分析を試みた。
KHCoderは、ChaSen（松本 2000）による形態素解析を行
ったうえで、抽出された語の詳細な計量的テキスト分析を
行う。取り出した語の統計分析、コーディング結果の統計
分析、もとのテキストを確認するための検索や閲覧の機能
を持ち、柔軟な分析の環境を提供する（樋口 2012）。分析
に用いた品詞はKHCoderの品詞体系に従った。 
 

3 結果と考察 

3.1 KHCoderを用いた計量テキスト分析 

 全記述データを対象にテキストマイニングソフト・
KHCoderにより計量テキスト分析した。その結果を表2に
示した。 
表 2から、5問ともに共通する語は「体」「動かす」「運
動」「楽しい」であった。

 
表２ 体育の概念にかかわる頻出語上位15語 

 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
1 体 50 身（につく） 25 子ども 37 運動 27 子ども 26
2 動かす 35 運動 22 楽しい 27 健康 25 楽しい 25
3 運動 25 体 22 運動 16 体 19 伝える 24
4 健康 24 体力 21 授業 15 大人 19 体 18
5 楽しい 18 能力 21 体 15 楽しい 16 動かす 17
6 体力 15 楽しい 20 苦手 14 体力 14 苦手 16
7 知る 13 仲間 19 子 13 自分 13 運動 15
8 能力 12 力 19 動かす 12 知る 13 教える 13
9 身体 12 協力 17 体育 9 役立つ 13 体育 11

10 友だち 11 動かす 16 伝える 9 学ぶ 9 楽しむ 10
11 コミュニケーション 11 コミュニケーション 15 力 9 身 9 スポーツ 8
12 役割 9 基礎 12 安全 8 大切 9 協力 8
13 基礎 8 大切 12 楽しむ 7 授業 8 自分 8
14 感じる 8 協調 10 引き出す 6 動かす 8 子 7
15 期待 8 ルール 8 援助 6 遊び 8 指導 7

＊　複数回答可（N＝67）

➀ ➁ ➂ ➃ ➄
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3.2  共起ネットワークによる検討

次に対象者による記述の語と語がどのように結びついて
いるのかを把握するため、共起ネットワークによる検討を
行い、 つの質問ごとに示す。共起ネットワークとは、「出
現パターンの似通った語、すなわち共起の程度が強い語を
線で結んだもの」である。サブグラフ検出は、比較的強く
お互いに結びついている部分を自動的に検出しグループ分
けを行うもので、同じサブクライムに含まれる語は実線で
結ばれる（樋口 ）。実線でつながっている語同士は、
関連性があるといえる（厨子 ）。
①遊びを中核とした体育概念に獲得について広く問う質問
として「幼稚園・保育所・小学校低学年における体育とは」
質問の結果、共起ネットワークから、 つのサブグラフ

にわけられた（図１）。 ：「心身」「発達」「機能」「使う」
「走る」等の語との共起関係が見られた。 ：「身体」「心」
「役割」「ストレス」「解消」等の語との共起関係が見られ
た。 ：「体力」「基礎」「筋力」「能力」「向上」「高める」
等の語との共起関係が見られた。 ：「仲間」「関係」「協力」
「スポーツ」「ルール」「生きる」等の語との共起関係が見
られた。 ：「体」「動かす」「楽しい」「運動」「健康」「知
る」等の語との共起関係が見られた。中でも図１に示され
たように、「体」「動かす」「楽しい」は重なり合い非常に強
く共起している。
以上のことから、対象者が捉えている幼稚園・保育所・

小学校低学年における体育とは、「体を動かすこと、それに
よって楽しいと感じこと、運動や健康を知ること」である
ことが示された。

図1 質問①に関する共起ネットワーク
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②科目「体育」が目指すところの理解について広く問う質
問として「幼稚園・保育所・小学校低学年が体育の授業を
通して身につくことは」  
その結果、共起ネットワークから、11のサブグラフにわ
けられた（図 2）。01：「身体」「合う」「柔軟性」「瞬発力」
「成長」「高まる」「人間」等の語との共起関係が見られた。
02：「意識」「規範」「向上」「学ぶ」「会話」「使う」「仲」等
の語との共起関係が見られた。03：「ルール」「守る」「支え
る」等の語との共起関係が見られた。04：「知識」「大切」
の語との共起関係が見られた。05：「得意」「不得意」「伸ば
す」「理解」の語との共起関係が見られた。06：「豊か」「心」
「さまざま」「挑戦」「使い方」の語との共起関係が見られ
た。07：「動き」「感覚」の語との共起関係が見られた。08：

「仲間」「協力」「力」は重なり合い非常に強く共起してい
ることが示された。09：「運動」「能力」「コミュニケーショ
ン」も重なり合い非常に強く共起していることが示された。
10：「行動」「集団」の語との共起関係が見られた。11：「体」
「楽しい」「動かす」でも重なり合い非常に強く共起してい
ることが示された。 
以上のことから、対象者らは幼稚園・保育所・小学校低
学年での体育授業を通して身につけられることとして、主
に「仲間と協力する力、体を動かすことが楽しいという感
覚、コミュニケーション能力」をあげている。技術や体力
を向上させるという語が出てこなかった点から対象者の多
くが運動技術の向上に対する意識が低いことが示された。 
 

 

 
図2 質問②に関する共起ネットワーク 
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③体育における教員の役割について広く問う質問として
「幼稚園・保育所・小学校低学年の体育で教員にはどんな
役割があるか」 
その結果、共起ネットワークから、8 つのサブグラフに
わけられた（図3）。01：「全員」「力」「出す」「行動」「正し
い」「見守る」等の語との共起関係が見られた。02：「体育」
「指導」「安全」等の語との共起関係が見られた。03：「ス
ポーツ」「遊び」の語との共起関係が見られた。04：「授業」
「楽しむ」「教える」「能力」の語との共起関係が見られた。
05：「やる気」「引き出す」「援助」等の語との共起関係が見
られた。06：「子ども」「楽しい」「運動」「体」等の語との
共起関係が見られた。特に「子ども」は頻出語数が非常に

多い。07：「苦手」「得意」「子」「意識」「持つ」の語との強
い共起関係が見られた。08：「工夫」「活動」の語との強い
共起関係が見られた。 
以上のことから、対象者が捉えている幼稚園・保育所・
小学校低学年の体育での教員の役割は、「子どもたちを見守
り正しく安全に行動させることや全員のやる気を引き出す
こと、運動は楽しいと伝えること、さらに得意・苦手に配
慮した授業を工夫すること」と示された。 
 
 
 

 

 
図3 質問③に関する共起ネットワーク 
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④体育が幼児（低学年児童）に与える影響を広く問う質問
として「幼稚園・保育所・小学校低学年の子どもに体育が
どう貢献できるか」 
その結果、共起ネットワークから、7 つのサブグラフに
わけられた（図4）。01：「体力」「能力」「向上」「スポーツ」
「趣味」等の語との共起関係が見られた。02：「運動」「健
康」「大人」「体」等の語との共起関係が見られた。特に「運
動」と「体」は重なり合い非常に強く共起していることが
示された。03：「遊ぶ」「取り入れる」「体育」「行う」等の
語との共起関係が見られた。04：「自分」「大切」「自信」「得
意」「苦手」等の語との共起関係が見られた。05：「身」「基
礎」の語との共起関係が見られた。06：「人」「将来」の語 
 

との共起関係が見られた。07：「力」「鍛える」「必要」「生
きる」の語との共起関係が見られた。 
以上のことから、対象者が捉えている幼稚園・保育所・
小学校低学年の子どもに体育がどう貢献できるかは、特に
頻出語数が多い語から、体育で体を動かすことで大人にな 
ってからも運動に親しむようになることを含め、子どもた
ちの将来の健康な生活を意識した回答が示された。 
 
 
 
 
 

 
図4 質問④に関する共起ネットワーク 
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 8 

⑤（あなた）自分自身がどのような実践を行うことができ
るかなど考えや思いを引き出す質問として「私が体育を通
してできることは」 
この質問では 8 つのサブグラフにわけられた（図 5）。

01：「自分」「楽しめる」「援助」「成長」「理解」「気持ち」
等の語との共起関係が見られた。02：「周り」「見る」「守る」
「危険」「機会」「声」「行動」等の語との共起関係が見られ
た。03：「授業」「得意」「不得意」「意識」「持つ」等の語と
の共起関係が見られた。 04：「苦手」「体育」「子」「寄り添
う」「思う」の語との強い共起関係が見られた。05：「楽し
い」「伝える」「子ども」「動かす」「体」等の語との共起関
係が見られた。特に「楽しい」「伝える」「動かす」「体」は

重なり合い非常に強く共起していることが示された。06：
「一緒」「活動」の語との共起関係が見られた。07：「友だ
ち」「協力」「仲間」「励ます」の語との共起関係が見られた。
08：「協調」「チームワーク」「大切」の語との共起関係が見
られた。 
 以上のことから、対象者の回答の多くが体育を通してで
きることとして、「体を動かすことの楽しさやチームワーク
の大切さを伝えることができる」や「体育が苦手な子ども
を励まし寄り添うことができる」という点に重きを置いて
いることが示され、体力向上を目指すまでに至っていない
ことがわかり、科目「体育」の授業としての明確な課題が
見つかった。

 

 
図5 質問⑤に関する共起ネットワーク 
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4 おわりに

科目「体育」の授業前における教職志望学生が抱く体育
の概念について結果をまとめるにあたって、対象者である
教職志望学生の持つ体育の概念と筆者らの教職志望学生に
持ってほしいと期待する体育の概念には、少しギャップが
あることが示された。それは学生が教科内容である つの
領域のうち「運動技術の学習」に関する意識が低いことで
ある。
対象者たちは「体育」において、楽しい授業というイメ

ージを過度に抱いている。そのため、授業開講時に行った
本調査では、運動技術の向上や体力増進への意識が乏しく、
体を動かす楽しさを伝えたいということが前面に出されて
いた。その傾向は全ての質問項目に対しての回答で「楽し
い」という言葉が頻出している点からもうかがえる。澤
（ ）は、運動・スポーツに対する生徒の満足度を規定
する主要因が「楽しさ」であることから、「楽しい」という
評価を「満足度」としていると報告している。また子ども
時代の体育の経験が生涯学習につながるという側面がよく
理解されているため、「楽しく続ける」という意識が強く働
いている可能性がある。さらに、「友だち」や「仲間」、「コ
ミュニケーション」や「協力」といった語もそれぞれの質
問で頻出していた。このことは、対象者自身の経験から、
運動をすることで体力向上や健康増進以上に、協働性やチ
ームワークを獲得できたと実感しているからだと考えられ
る。このように経験から獲得した感覚が概念に影響を与え
ていることも示された。
もちろん楽しい授業は大事である。しかし、三木（ ）

は、「今日の体育は楽しさをあまりも強調しすぎたため、で
きなくても楽しければよいといった体育であったり、課題
解決力の育成という名のもとに、直接的な指導を否定する
ような風潮が生み出され、技能習得の学習を軽視する傾向
が見られるようになってきている」と述べており、その影
響を受けていると考えられる対象者には、楽しい中でも十
分な基礎体力を培うことや一人ひとりの技術や能力を最大
限に引き出す授業を構築すべきであることを伝えなければ
ならない。三木（ ）は、「運動やスポーツをすること」
自体に「楽しい・好き」という親しみの感情をもつように
なるためには、「どのように動けばよいのか」という動きの
発生学習によって「私の身体と出会う」契機を促し、動く

感じの質を意味として身体知化していく「楽しさ」を味わ
う「体つくり運動」の授業実践が重要な意義を持つことを
明らかにした。高橋（ ）やクルム（ ）が目標論で
示している体育の楽しさは、運動技術の学習―人間関係の
学習―認識にかかわる学習という学習活動を通して、結果
として得られる情意にかかわる学習（楽しさ）であると考
えられるが対象者はそのような楽しさを想定しているであ
ろうか。
子どもたちの未来を担うこれからの教員として、児童一

人ひとりの学びを最大限に引き出すことが求められる。鬼
澤ら（ ）は、低学年担当教員の多くは、体育の重要さ
は認識しているが、指導に対する自信がないこと、その原
因は、指導の内容・ポイントの理解不足、よい体育授業の
イメージの欠如によるものであると報告している。岩間
（ ）も、これまでの授業研究は器械運動や球技のよう
な種目の特性として明確な運動技術が存在している授業を
対象としていることが多いと報告しており、このことから
走運動や体つくり運動など、見落とされがちな基礎的運動
指導に留意することを付け加えておきたい。今後は、その
ための効果的な授業の内容構成と指導方法についての学生
指導を意識すべきであると考えられる。
前述のとおり、教師は常に学び続ける存在であることが

期待されている。今回、教職志望学生たちの「体育の概念」
を明らかにさせることにより、課題も見つかった。教員養
成系大学における体育の授業は単に「楽しい体育授業」の
運営技術を学ぶためのものではないということである。こ
の点を学生たちにもフィードバックしたい。そして日々の
体育授業の先には、子どもたちの将来の健康的な生活があ
るのだということを見据えることが大切だとあらためて認
識した。より豊かな健康的な生活には、技能を身に付けて
いることが必要であり、そのための技術の習得や能力向上
を体育の中でいかに引き出していくかについて、引き続き
研鑽を続けていき、学生たちにもそうあってほしいと考え
る。
今後の課題として、本研究は、一教員養成校のデータを

扱っているだけのため、一般的な知見を得るためには、他
の教員養成校を含めた検討が必要であると考える。さらに、
現職教員のデータとの比較検討によって、授業改善のため
の具体的な実践や評価が可能になると考える。
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