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まな点が指摘されるが，その主な原因は，「研修」との関

Katsumi＊

連で，ある意味でいわゆる態度論的な「体育教師」論と

IRIE

「教科」の本質をどう認識するかという問題は，教科

して論じられる傾向が強いということと無関係ではない。

る認識は，成立してこなかった。その理由としてさまざ

的な教育システム論として科学的に明らかにしようとす

教育実践の質を決定する決め手となることはいうまでも

例えば，「よい・理想の教師」として次のように論じられ

まえがき

る否定的な教師の問題行動（体罰）が依然として後を絶

ない。しかしながら，現実には体育教科の本質に違背す

ている。

ほかならない。「体育教科」の本質をめぐって今臼なお，

いを大切にする，（5）教育に対する権利を果敢に行使する

して自律する，（4）子どもをよく理解し，人間的なふれあ

性と温かい人間性をもっている，③教育実践の専門家と

すなわち（1）個性的で統一的な人格をもつ，②鋭い感受

たない状況にある。この事象は，相変わらず前近代的な

さまざまな議論が繰り広げられており，加えてアメリカ，

教科観が存在しつづけていることを意味し，その反映に

イギリス，ドイツ等の「スポーツ教育」論や「運動教育」

教師として描かれているω。

力量（教育力）を発展させる条件であるとは，考えられ

れる資質であり，必ずしも体育を指導する教師としての

ここで指摘されていることは，あらゆる教師に要請さ

論等の影響もあって，「楽しい体育」論，「体力づくり」

論あるいは「修養」論的な教科論等混乱の様相を呈し

教育学部の学生の教科認識や学力は，これまでの体育

ているといっても過言ではない。

技に強くなろう〜弱い実技の克服法〜」，「研究会に参加

〜」，「常に勉強しよう〜保健体育教師の勉強法〜」，「実

その他，「授業で勝負しよう〜よい授業の創造のために

ない。

認識や学力が将来における体育の教科実践論の基礎を形

まな条件によって蓄積されてきたものであり，それらの

やスポーツに関する環境・指導者・情報・経験等さまざ

成することは指摘するまでもない。この小論は，その学

i
え
｛

1
｛琵
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例えば城丸章夫は，体育の学力として（Dルールや技術
の認識，（2）自分や仲間のからだの認識，③仲間との入間

力）を形成するための体系的な実践の場にほかならない。

関係の認識をあげ4），教育科学研究会の「身体と教育部

り」，「発達保障」，「生活指導」等をめぐる実践的課題の

を洞察する教育力を探ることが教師教育論にとっては，

意味を問い直し，これら総体としての教育観の全体構造

不可欠であるといえる。

の認識，㈲からだの事実や法則の認識，（4）からだづくり

会」では，団運動の技術の認識，②運動や行動のルール

い。それは，知識に結びつき，かつそれによって規定さ

これらの学力＝教育力を具備した教師を養成することが，

の理解）として教師教育の課題に反映されるべきであり，

を支える問題（教育目的・内容・教材解釈・方法・対象

こうした学力論は，岡時に教師の教育力（力量・資質）

きる」能力としてコンセンサスをえている（5｝。

認識を提起しているが，今日では，大きく「わかり・で

康に対する認識，⑦仲間との人間関係の認識，（8）生活の

の認識，㈲生命尊重に対する認識，⑥集団（国民）の健

その意味から体育徽科の本質」観を根幹とする学校

とは，教師教育の基本的な前提であり，課題でもある。

体育の全般的な構造に対する認識の在り様を把握するこ

②体育科教育の「学力」と教師の教育力
人聞の能力としての「学力」とは，たんに科学・文化

れる一定の内容をともなった態度・思考という活動能力

教師教育の基本的な課題となる。

の内容を理解，習得した椥識」を意味するものではな

をも必然的に含んでおり，文化的諸価値によって規定さ

2．鳥取大学教育学部学生の教科認識

れる「生きた人間の能力」にほかならない｛3）。

学力は，科学や文化の方法・思考論理に裏付けられた
「科学的・文化的態度3ならびに「科学的・文化的思考3
との構造のなかに見いだされるが，問題は，「態度・関心・

ところで教師教育においてこうした学習指導要領（以

（1）アンケート調査の昌的

をめぐる環境の影響を受けてきた学生の体育教科に対す

下，指導要領）のみならず，さまざまな体育・スポーツ

る。「測定不可能」な能力を論ずることを単なる「態度主

意欲」等といった「情意・内面と「行動」の問題であ

不可能にするものである。

よって明らかにし，教師教育の改善に資することを目的

年次）の学校体育全般に関する認識をアンケート調査に

この報告では，前述の学力論をふまえ，本学部学生（3

条件となることは，言うまでもない。

る教科認識の有り様を確認し，切り崩すことが基本的な

義」として排除することも，「学力」の実態に迫ることを

しかしながら，行動をS−R（刺激一反応）理論的な行動

は，本質的な問題であるが，体育科教育実践においては，

ニケーション活動（共同・表現活動）としてとらえるか

にしたものである。

の概念であるのか，それとも対象的活動・社会的なコミュ

して把握される必要がある。

この3年次生（1992年4月現在）が小学校・中学校・

当然のことながら，社会的なコミュニケーション活動と

また態度能力とは，環境に対する「適応能力」といっ

年と1988（昭和63）年↓こ改訂された教科目的や内容によ

高校段階で学習してきた頃の指導要領は，1977（昭和52）
「従順」といったことを意味するのではない。

るものであった。

た生物学的な能力，あるいは「行動の態度」，「形式美」，

これらは，画一主義，形式主義に通ずるものであり，
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資料一1

学校体育に関するアンケート調査

②いいえ

現在も教職にっきたいと考えていますか令

①はい

第3号

あなたは教師になるつもりで当学部に進学しましたか？、

1994年3月

このアンケートは、体育に対する意識やイメージの傾向等を今後のカリキュラムを改
善する一真料とするものですので、各々の質問に率直に答えてください．
L｛D
（2｝

①はい
②わからない
③いいえ
2．あなたの今までのスポーツ・クラブ経験にっいて答えてください。
（1｝ あなたは、高校を卒築するまでに運動クラブに入部したことがありますか？

中学校から大学まで
クラブ活動の程度はどうでしたか？

③適当にやった

①はい ②入りたかったが、入れなかった③考えたこともない
② そのクラブをいつまで統けましたか？
霧小学校だけ ②中学校だけ ③高校だけ ④小学校から中学校まで
小学校から高校まで⑥小学校から大学まで⑦申学校から高校まで

（3｝

一生懸命やった ②どちらか謂うと一生懸命やった
8 ほとんどやらなかった

①はい

①体育の授業

②いいえ

②課外活動

3．体育の授業や諜外（クラブ）活動の指導者について
（1｝ 小学校から高校までの教科体育やクラブ活動で特に自分にとって良い影賛を
与えた教師（指導者）はいますか？
｛2｝それはどの分i野ですか？
それは誰ですか？

卒業生

⑥その他

⑧担任 ②体育担当教師 ③担任・体育担当以外の馴lll教師 ④コーチ

．（3）

（1｝

ある

｛2｝

ない

②どちらかというと反対

（4｝賛成

4．｛1｝小学校から高校までの体育の授業や課外活動等で、 f体翻・いじめ」と思われ
ることを経験したり、見たりしたことはありますか？

絶対反対

③どちらかというと賛成

｛2｝それは何時（小・中・高）で、どんな内容でしたか？
（D

5．あなたは体姻についてどう思いますか？

6．あなたは将来教師になったとき、体罰をしますか？

（1｝絶対しない ｛2｝よほどのことがない限りしない
③状況によってはするかもしれない （4｝ 子どもに過失があればする

7．あなたは体育が好きでしたか？
（nよい

（2｝どちらでもない

（3｝わるい

8，今までの経験から学校体育の印象はどうですか？

（3）不安はない

｛1｝運動技能の習得と向上 （2｝身体の発達や体力の向上 ㈲社会性の育成
｛4｝運動やスポーツの楽しさ （5｝運動に関する知識 ｛6｝精神力や規律の養成

9．小学校の体育授築が目標とすべきことは何ですか？

②どちらかといえば、不安である

「教育実習」についてどう思っていますか？
（1｝不安である

10．

（3｝

どちらでもよい

三1．将来教師になったとき、現在のところr体育の綬業」を担当しなければなりませ
（2｝川来れば担当したくない

んが、それをどう思いますか？

｛1｝絶対担当したくない
｛4）ぜひ担当したい

31
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男子

女子

34．

44．9

計

已いいえ
翻無口答

口はい

囮わからない

％
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［：コはい

37．］
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圏いいえ
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四
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窃

図2

自」

適当

1

⊂：〕程度

口…

ほとんどやらない

（27，8％），小学校だけ（21、5％），中学校と高校

女子50．0％）が「わからない」

え」，U．9％（男子37．1％

（19．0％），高校だけ（17．7％）の順になっている（図

ちらかといえば〜生懸命」を合わせると87．6％と，ほぼ

また，㈲のクラブ活動の程度では，「一生懸命」と⊆ど

一3，4参照）。

と答えており，「はい」の回答である34．8％（男子
51．4％，女子24．1％）を上回っている状況である（図

9割近くが熱心に取り組んだことをうかがわせる。これ

一1，2参照）⑥。また「いいえ］，「わからない」理由と

「最近子どもが嫌いになった」，「私自身にあまり向いて

して次の点をあげている。

しかしながら，反面Q3（1）の「よい影響を与えた指導

といえよう。

は，学生の運動文化に対する価値志向の高さを示すもの

者」についてみると「はい」が53．9％，「いいえ」が44．9％

「なりたい職業が他にはっきりしているから」，「採用が

いない気がする」，「適しているか，どうか不安だから」，

になった」，「教師になろうと思ったことはない」，「勉強

亡コ指瀦

少ないときいているから」，「別の進路も考えられるよう

田
田

3a

魂
53．9

とほぼ否定と肯定が拮抗しており，しかも，よい影響を

％

するほど教職につくのが嫌になった」「教師が嫌いだか
ら」

今日，次第に厳しくなる教員の需給をめぐる環境を考
慮するならば，こうした傾向は，自然というほかない。

だが，既にこの段階で，教育者に対して能動的，かっ

33

で殴る」，「水泳の見学者にグラウンド20剛，ヂユニホー

1994年3月

ムを忘れ，パンツだけで授業を受けさせられた」，「殴る・

第3号

与えられたのが，ヂ体育授業」（38，3％）よりも「課外活
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動」（68．1％）の方がしのいでいる。

（47．9％）であることに留意する必要があるだろう。こ

教師（33．3％）ではなく，それ以外の腿任顧問教師」

た教師の問題行動が教科認識に否定的な影響を与えるこ

てしまっている事実をあからさまにしているが，こうし

る。この現実は，体育授業が非教育もしくは反教育化し

ビンタ」は，想像以上に日常化していることが理解され

のことは，体育授業（実践）そのものの教育力が必ずし
とは，指摘するまでもない。

さらには，そのよい影響を与えた指導者が，体育担当

も高くないことを物語っている（図一5，6参照）。

ここで確認しておかなければならないことは，体罰を
教師による子どもへの物理的な暴力としてのみ解釈する

（4）体育教科と教師の問題行動
また，Q4（1）「体罰・いじめ」と思われることを経験

のではなく，教師の問題行動を人間としての尊厳や身

5L？

ない

図7

61．9

中学校

1

1

無固答

高按

［：コ経糠・目撃

口いつ

餓
田
胡
3白

a
｜臼

o

闘
品

4
30

3§．3

堀d反対

2S．8

絶対しない

52．8

6．7

やや父成

図9

15．7

霊1

賛成

よほどの場合場合によって遇夫があれば

S2．8

やや反対

解する必要があるロ）。

％

％

四
旧

図10

口体罰

［：コ体罰するか

F絶対反
対・どちらといえば反対」が92．1％に上っているものの，

Q5（1）「体罰をどう思うか」について見ると，

白

5，6

体・生命の大切さ・性を中傷する行為にまで拡大して理

したり，見たりしたことがあるかに関しては，「ある」

ある

31

小墳皇

21．4

（47．2％）と「ない」（51．7％）とが，ほぼ半々になって

鉛

錫
胡
鍋
缶
t塾

m
田
50
趣

47．2

いることに驚く（図一7参照）。

％

謁
缶
自

1臼

図8
そして，その教育段階は「中学校」（61．9％），「小学校」

（31．0％）という数字は予想されるものであったが，な

34

口すき・きらい

％

亡：］体育の目懐

り，昭和52年に改訂された指導要領の影響を見てとるこ

「運動やスポーツの楽しさ」（82．0％）と群を抜いてお

Q9の小学校体育の目標について見ると（複数回答），

え果たす結果になっている。

も，むしろ体育科教育のこうした現実を隠蔽する機能さ

や「生涯体育」は，教育実践を導く理念であるいうより

図13
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かぎり，科学的で民主的な「教育実践」は成立しえない

支配しがちな，これらの反教育的な事象が払拭されない

体育授業の評価と目標観

といえる。

⑤
Q7（1）の体育の好嫌については，「好き」が46口％と辛

くも5割に近づいているが，「どちらでもない」が

32．

無田答

11

32．6％，「嫌い」が9．0％，「好きだったが，嫌いになった」

45．1

§

が2．2％となっている（図一11参照）。

舗

謁

拍
｜白

9

（48．3％），「人間性や社会性の発達」（25．8％）となって

とができる。続いて「身体の発達や体力の向上」

「精神力や規律の養成」をあげた学生が，わずか9．0％と

o

はい
すきからきらいへ
きらい
どちらでもない きらいからすきへ

いうのは，旧来の目的観をこえていることを承唆してい

いるが，「運動に関する知識」は，14．6％と低い。ただ，

この数字は，決して断定はできないし，また記憶が薄

図11

らいだということも考えられるが，9割弱というスポー

また，教師志望の学生ほど体育授業の目標に「運動や

る（図一13参照）。

もは体育好き」というこれまでの教師の思い込み，もし

ツ・クラブ経験者の回答であることを考慮すると，「子ど

ものが多い傾向にあるといえ（P〈0．D，指導要領の影響

スポーツの楽しさ」，「人間性や社会性の育成」をあげた

㈲

体育の授業実践観

である。

発達，（3歴史・社会という視点からの学力形成は不可能

わせており，こうした目標観から（1）文化・科学，（2）生活・

学習が学習内容が不在の授業であったことを一面うかが

ただ，「運動に関する知識」の低率は，学生たちの体育

るとみるべきであろう。

というよりも，本来，そうあるべきであると吐露してい

くは常識をくつがえすもといえよう。また体育授業の無

口体育について

力さを痛感させられる。この点は，次の結果にも表れて

泊

綿

誕

田

いる。

％

鎗
至o
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「未知であるから」，「自分の力不足をどうカバーすれば

ものは，14．3％と低率で，両群の閏に有意差（κ2＝

逆に教師志望有のものの38。3％に対して，教師志望無の

た。同様に「ぜひ担当したい」と回答したものをみると，

で，両群の間に有意差（κ2＝6．41，P＜0．05）がみられ

いいのか判らない」，「自分の力がまだ判らないから」，「上

5．19，P＜0．05）がみられた（図一16参照）。

照）。その理由については，以下の点をあげている。

反応が判らない」，「どれだけ子どもを理解できるか不

手く指導できるか不安」，「殴ってしまいそう」，「生徒の

「教師」にも，したがって「教科」に対して何らの価値

につくか，どうか「わからない」学生の比率でもあり，

一方，「どちらでもよい」の44．9％という数字は，教職

これらの不安感を早い段階1こ解決することが要求され

をも見いだすこともなく，教育内容の不在のまま子ども

安］，「教師に向いているか不安」，

を与えている。なお，教師志望の有無別に「不安である」

ており，「教育実習」をどうするかに関する一つのヒント

亡二〕担当について

め

科教育実践に意欲的であり，体育教科の教育的機能を評

当然であるとはいえ，教職志望の学生ほど将来の体育教

れている傾向を見てとることができる。しかしながら，

しくは「どちらでもない」といった認識の対象外におか

教科が必ずしも肯定的にとらえられておらず，否定的も

であり，一般化することはできないが，全体として体育

このアンケート調査の結果は，この隼度の学生の特徴

と

の前に立つ光景が繰り返されていくことになる。

3a3

是非したい

ま

と回答したものをみると，教師志望有りのものの68．3％
に対し，教師志望無しのものは，89．3％と高率で，両群

．9

どちらでもよい

したくない

22．5

の間に有意差（κ2＝4・47，P＜0．05）がみられる。

鵠
胡
認

巣対しない

一方，教職への明確な意志を欠いている6割強の学生

価していることは確認しておくべきであろう。

実習を含め本学部の教育にきわめて大き問題を投げかけ

％

田
1臼

9

図15

う思うかを見ると，「絶対担当したくない」（2．2％）と拙

ているといえ，学生の経験的な既成の教科認識にゆさぶ

の教師教育をどうするか，体育の領域のみならず，教育

来れば担当したくない」（22．5％）を「ぜひ担当したい」

りをかけ，新たな教科概念へと再構成する過程がいかに

最後に，Q11の体育授業を担当することについて，ど

（30．3％）が上回っているが，「どちらでもよい］が44．9％

今までの体育学習の結果からすれば，この数字は，妥

ずかに「小学校体育科教育法」と「小学校体育実技」の

現在，開講されている小学校体育に関する科目は，わ

重要であるかが理解される。

当であるというほかはない（図一15参照）。ただ，体育授

に蓄積されてきた教科認識を変革し，教師としての「わ

みである（8｝。このわずか2科目をもって，こうした長い間

となっている。

業やクラブ活動で指導者から「よい影響」を与えられた

に近く，「教科本質」をどうとらえるかという問題を放置

かり・できる」という教育力を形成することは，不可能

学生は，有意差（κ2＝8．35，P〈0．01）をもって「ぜひ担

なお，教師志望の有無別に「できれば担当したくない」

当したい」と回答している。
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が見えてくるように思われる。

m

平成5年3月

所収）を参照されたい。

その背景には，依然として校長・教師と子どもの関

も校内暴力としてとらえられるべきであろう。

限定して規定されるケースがあるが，教師による暴力

例えば「校内暴力」を生徒対生徒による「暴力」に

報告書

発に関する研究」平成4年度大学教育方法等改善経費

ンター轍員システムのモデル化と教師教育教材の開

調査研究」（鳥取大学教育学部附属教育実践研究指導セ

根俊喜ヂ鳥取大学におけるカリキュラム改善に関する

教師教育の教材開発に関する基礎的研究

なお，この報告は，平成4年度大学教育方法等改善経
費による研究の一環でもある。

（注）

員に対して望む資質としては，児童・生徒に対する教

（1）かつて臨時教育審議会は，教師の資質について「教

育的愛情，広く豊かな教養と人間性，教育者としての

指示に子どもたちは服従しなければならないとする特

係は特別な権力関係にあり，校長・教師の命令・管理・

使命感，教育の理念や人間の成長・発達についての深
い理解，教科等に関する専門的知識，そしてそれらの

内容や系統性をどうするか，また教師教育にとって「実

（8）さしあたって，保健教育をも含め，これら2科目の

れる。

別権力関係論的な優越意識が潜んでいる事がうかがわ

上に立つ実践的な指導力と児童・生徒との心の触合い］

79ページ）と，聖職観をにおわせる資

教員の資質向上」藩議経過の概要〈その

1986年

（「第5章
3＞』
1質をあげている。

技」とは何か，その時間配当をどうするのかという問

例えば近藤忠義「教師になるための五章」（『体育科

教育一特集理想の体育教師像とその研修一』1982年7

②

題などが，課題になるだろう。

1986年

1985年

19M年

月号）などを参照。

（3）斎藤浩志『教育実践とは何か』青木書店

参考文献

1988年

1992年

1985年

内海和雄『体育の学力と目標遍青木書店
1960年

斎藤浩志瀕育実践学の基硫青木書店

鈴木正幸『教師教育の展望』福村出版

教師教育研究会編『教師教育』東洋館出版社

『体育科教育の本鰯明治図書

廻9〜150ページ

206〜210ページ所収）

（4）

前掲書

今橋盛勝『教育実践と子どもの人権」青木書店

城丸章雄

「からだづくりと子どもの教育」（『教育』1958年12

この女子の低率は，県内に国公立の文系学部がない

月号

（5）

⑥

ため，教育学部に入学してきたことによるものと思わ
れる。この点に関する詳細については，渡辺昭男・山

