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大学保健教育の在り方に関する研究（π）

　　　　　一全国の短期大学における実態一

大塚正八郎 藤沢邦彦 野村良和

A　Study　of　Hea1th　Education　in　the　University（II）

　　　＿The　condition　ofjunior　colユeges　in　Japan＿

Shohachiro　OHTsUKA，Kunihiko　FU皿sAwA，Yoshikazu　N0MURA

　　The　pu1pose　of　this　study　is　to　gain　dataエe1ating　to　the　conditions　of　hea1th　education　in　junioエ

co11eges　in　Japan．

　　The　questionnai工es　we工e　sent　to　a11junio工co11eges　in　Japan　in　May1979，and　the工esponses　we工e

エeceived　fエom209chiefinstエuctoエs　and　fエom210instエuctoエs　of　the　hea1th　and　physica1education　theoエy．

　　Theエesu1ts　ofthe　suエvey　aエe　as　fouows＝

　　1）　About80％of　the　junio工co11eges　we工e工equij1ing　both　one　credit　of　p工actユca1skil1and　one

　　c工edit　of　theo正y1ectu工e．

　　2）　Many　instエuctoエs　weエe　specia1ists　on　the　pエactica1skius　oエthe　science　of　physica1education．

　　3）　In　a1most　cases，the　theoエy　of　hea1th　education　and　physica工education　have　been　integエated．

　　4）　In28．9％of　the　junio工co11eges　textbooks　we工e　used，and　copies　we工e　used　in32．3％of　the

　　juniO工C0皿egeふ

　　5）　Mo工e　than80％of　the　junio工coueges　used　testing　methods　to　dete工mine　the　g工ades　of

　　StudentS．

　　6）　The　attitudes　of　students　to　the1ectuエe　weエeエe1ative1y　positive．

　　7）　Many　of　the　instructoエs㎜d　chief　instructoエs　pointed　out　that“hea1th　and　physica1education

　　theo］＝y”is　a　desi工ab1e　content　of　the1ectu正e　in　the　futu工e　and　that　specia1ized　hea1th　education　is　a

　　desiエab1e　academic　backgエound　foエinstエuctoエs．

　この研究は，全国の短期大学の保健教育の実態

を把握することにある。

　ユ979年6月に質問紙を郵送し，、209名の体育

主任と20ユ名の講義担当者から回登を得た。

結果は以下に示す通りである。

　1））約80％の短大は，実技と講義の各1単位を

　　必修としていた。

　2）講義担当者の多くは，運動学と体育学の専

　　門家であった。

　3）保健的内容と体育的内容を総合して扱って

　　いる短大が多かった。

4）テキストを使用している所は28．9％，プ

　リントを使用している所は32．3％であった。

5）80％以上の短大は，成績の評価に際して，

テストを行なっていた。

6）講義に対して，学生は，比較的熱心である。

7）今後の保健体育講義における内容ピついて，

体育主任と講義担当者は，保健的かつ体育的

であることが望ましいと指摘した。また，担

当者としては、健康教育の専門家が望ましい

　と指摘した。



一ユユ2一

1．序　論

　健康な国民を育成するためには，絶えることの

ない健康教育と健康管理が必要であるということ

は言うまでもない。

　ところで，我国における健康教育は，主として

学校教育における保健教育を中心に進められてき

ている。その中で，特に大学における保健教育に

ついては，それらに関する研究あるいは論及が極

めて少なく，実態の把握ですらもほとんどなされ

てきていなかった。そこで先年この問題への取組
を実施した訳であるが，（注1）更に残されているの

が，短期大学における保健教育である。

　短期大学は新教育制度の産物として，（注2）戦後

の学校教育の中で，重要な位置をしめてきており，

その在籍者数は，40万人に迫ろうとしている。2）

これらの学生に対して，科学的な健康教育を授け

社会に送り出すことは，極めて重要な課題と言え

る。

　さてこの短期大学における健康教育は，大学と

同様に，保健体育科目の中の講義を中心に位置付

けられてきている。これは，法律的には短期大学

設置基準に支えられており，その内容的な変容は

大学の場合と並行してきている。すなわち，従来，

短期大学における保健体育科目は，実技と講義の

各1単位，合計2単位，そして3年制の短大の場
合は3単位と規定されていたものが，r講義及び

実技2単位以上」と改められ，現在ではこれが3

年生の短大に対しても適用されている。これらの

一連の推移に注目する時，今後の健康教育の展望

は決して明るいとは言えない。

　この問題を解決するためには，まず，短期大学

における保健体育科目，とり分け講義に関する実

態並びに現実の問題点を整理し検討することが重

要であると考える。この点に関して，日本私立短

期大学協会の体育研究委員会では，その加盟校に
対して，再三調査を実施してきている。（注3）それ

がこれまでの唯一の取組みであった。

　そこで今回，前述の短期大学における健康教育

の充実の重要性に鑑み，全国的規模での実態並び

に意見調査を実施した。

2．研究方法

　以下の要領に基づき，アンケート調査を実施し

た。

調査時期

調査方法

調査対象

調査内容

昭和54年6月

質問紙による郵送調査法

文部省所管の全国515の短期大学

（部）の体育教員一主任並びに保健

体育講義の担当教員

（1）保健体育講義の開設状況

　①保健体育科目の履修形態

　②体育教員の構成

　③保健体育講義担当者の職階，年

　　齢，専門領域

（2）保健体育講義の運営の実態

　①講義内容とその決定方法

　②中学・高校との関連

　③「救急処置」の扱い方

　④授業の形態，方法，評価方法

　⑤学生の意欲，出席状況

（3）保健体育講義の今後の在るべき姿

　に関する意見

　①体育的内容と保健内容との関係

　　について

　②望ましい授業の規模

　③講義担当者の専門領域

有効回答数（率）

　　主任対象調査

　　　　国立　　12名（37．5％）

　　　　公立　　31名（63．3％）

　　　　私立　ユ66名（37．3％）

　　　　合計　209名（4710％）

　　講義担当者対象調査

　　　　因立　　12名（37．5％）

　　　　公立　　29名（59．2％）

　　　　私立　160名（36．O％）

　　　　合計　20ユ名（45．2％）

3．成績並びに考察

（1）保健体育講義の開設状況

①講義と実技について

保健体育科目における講議と実技の開設状況は
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Tab1e1．Requiエing　Pattems　of“Hea1th　and　Physica1Education”credits
（％）

*
 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 

f
 

g
 Junior Colleges 

National (N=12) o(0.0) o(0,0) 3(25,0) 9(75,0) o(0.0) o(0.0) o(0,0) 

Public (N 31) o(0,0) o(0,0) 1( 3.2) 22(71.0) 6(19.4) 2(6.5) o(0.0) 

Private (N= 1 6 6) 3(1.8) 5(3,0) 134(80.7) 165(78.9) 9( 5.4) 15( 7.2) 7(4.2) 4(2.4) 4( 2,4) 8( 3.8) 

Total (N 209) 3(1.4) 5(2.4) 9(4.3) 4(1.9) 

・・．工・q・i工i・g2・工・dit・・f1・・t・工・…d2・工・dit・・fp工・・ti・・1・ki11・

　b．工・q・i工i・g2・工・dit・・f1・・t・工・…d。…工・dit・fp工・・ti・・1・ki11

　・．工・q・i工i㎎・…工・dit・f1・・t・工…d2・工・dit・・fp…ti・・1・ki11・

　d．工・q・i工i・g・…工・dit・f1・・t・工…“・・…dit・fp工・・ti・・1・ki11

　e．　d＋one　c工edit　optiona1

　f．　エequiエing2cエedits　of　pエactica1ski11s

　9．　othe工s

表1に示した。

　回答が得られた209短大のうち，講義と実技の

両方を開設し，各1単位を必修にしている短大が

最も多く，209校中ユ65校（78．9％）を占めた。

　他の短大は，開設状況がやや複雑であり，実技

1単位，講義1単位必修に加えて選択単位を開設

している短大が15校（7．2％），実技2単位，講

義1単位必修が8校（3．8％），実技ユ単位，講

義2単位必修が5校（2．4％），実技2単位，講

義2単位必修が3校（1．4％），実技2単位必修

（雨天時講義を含む）が9校（4．3％）が見られ，

実技を開設していない短大はなかった。

　以上の結果から，短大における保健体育講義の

開設状況は良好であり，実技偏重の短大は少なく，

保健体育科目の必修単位を設置基準以上の3～4

単位として，講義にも力を入れているところもあ

った。日本私立短期大学協会（以下短大協と称す

る）の調査結果でも，講義を2単位必修にしてい

る短大が15．3％あり，その理由として「短大と

いえども，高等教育としての必要性を考慮して」，

「大学（4年制）への編入を考慮して」，　「専攻学

科との関連を考慮して」等があげられている。な

お，開設状況に国立，公立，私立による差は特に

みとめられなかった。

　②保健体育教員の構成について

　保健体育の専任教員がいる短大は，国立ユ2短大

中4（33．3％），公立31短大中23（74．2％），私

立166短大中140（84．3％）であった。

　学生数の少ない短大にあっては，必ずしも専任

教員を置かなくても，設置基準上問題はないかも

しれないが，保健体育は学生の健康安全と密接に

関係する科目であり，すべての短大に専任教員を

置くことが望まれる。とぐに，大学付属（あるい

は併設）の短大以外の短大においては，深刻な問

題である。

　③保健体育講義担当者について

　保健体育講義担当者201名の職階は次の通りで

あった。国立短大においては，「教授」33．3％

（4名），「非常勤講師」66．7％（8名），公立短

大においては，「教授」27．6％（8名），「助教

授」44．8％（13名），r講師」17．2％（5名），

「非常勤講師」ユ0．3％（3名），私立短大において

は，「教授」36．9％（59名），「助教授」21．3％

（34名），　「講師」22．5％（36名），「助手」ユ．3

％（2名），　「非常勤講師」ユ6．9％（27名），「不

明」1．3％（2名）であった。短大全体では，「教

授」35．3％，「助教授」23．4％，「講師」20．3

％，「非常勤講師」ユ8．9％などであり，担当者

の職階の片寄りはほとんど見られない。また，非

常勤講師に対する依存率も実技の場合に比べてか

’なり低いものと思われる。

　④保健体育講義担当者の年齢について

　保健体育講義担当者の年齢は次の通りであった。

20歳代が4．5％（国立1名，私立8名），30歳代
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が19．4％（国立1名，公立6名，私立32名），40

歳代が23．4％（国立5名，公立10名，私立32名），

50歳代が19．4％（国立2名，公立6名，私立31名），

60歳代が2ユ．4％（国立3名，公立3名，私立37名），

70歳代が9．5％（公立3名，私立16名）など。

　4年制大学と同じく，やや高齢の担当者が多い

とも言えるが，実技との兼合いを考慮した場合，

研究・教育に経験の豊かな教員が講義を担当す

ることは，むしろ好ましい場合もあると思われる。

　⑤保健体育講義担当者の専門領域について

　保健体育講義の担当者に自分の専門とする領域

を，自由記人形式で回答してもらったところ，表

2のような結果を得た。

　全担当者に対して，各領域の担当者が占める割

合は，「運動学」30．8％，　「体育学」23．4％，

「生理学・衛生学等」ユO．4％，「運動生理学」

8．O％，「幼児体育」8．O％，　「体育発達学」

4．O％，「医学」2．5％であり，他に「体育科

教育法」1．5％や「バイオメカニクス」、　「心理

学」，「栄養生理学」，「保健衣食学」，　「意識調

査」，　「健康長寿学」，「学校保健」などの領域

を専門としている担当者がいた。

　4年制の大学の場合，多くは保偉体育講義が

「保健理論」と「体育理論」に分割され，それぞれ

担当者がおかれているが，短大では多くが「保健

体育講義」として1人の教員が担当しているため，

Tab1e2．Academic　Backgエound　ofLectuエeエs　of“Hea1th　and　Physica1Education　Theoエy”
（拓）

*
 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 

f
 

g
 

h
 Junior College 

National (N = 12) 3(25 .o) o( 0.0) 4(33.3) 5 (4 1 .6) o( 0.0) O( 0.0) o( 0.0) o( 0,0) 

Public (N = 29) 4(13.8) 10(34.5) 3(10.3) 4(13.8) 4(1 3 .8) 2( 6.9) o( 0.0) 2( 6.9) 

Private (N = 1 60) 55(34.4) 37(23.1) 14( 8.9) 7( 4.1) 12( 7.5) 6( 3.8) 5( 3.1) 24( 15 .O) 

Total (N 201) 62(30.8) 47 (2 3 .4) 21(10.4) 16( 8.0) 16( 8.0) 8( 4:o) 5( 2.5) 26(12.9) 

＊　a．Pエactica1Ski11of　Physica1Education

　b．Science　of　Physica1Education
　c．　Physio1ogy　o】＝Hygiene

　d．MotoエPhysio1ogy
　e．Physica1Education　Re1ating　to　Chi1d

　f．Gエowth　and　Deve1opment
　gI　Medicine
　h．0theエs

　　　　　　Tab1e3．Content　of“Hea1th　and　Physica1Education　Theoエy”

（％）

*
 

a
 Junior Colleges 

b
 

c
 

d
 

e
 

National (N=12) 2(16.7) 3(25.0) 4(33.3) 3(25.0) o( 0,0) 

Public (N=29) 4(13.8) 12(41.4) 6(20.7) 7(24.1) o( 0,0) 

Private (N= 1 6 O) 22(13.8) 53(33.1) 44(27.5) 34(21.3) 7( 4.4) 

Total (N 201) 28(13.9) 68(33.8) 54(26.9) 44(21.9) 7( 3.5) 

＊　a．Hea1th　Education　and　Physica1Education

　b．Hea1th　and　Physica1Education
　c．Physica1Education　containingHea1th　Edu6ation　Contents
　d．Hea1th　Education　containing　Physica1Education　Contents
　e．　othe工s



どの領域の専門家が適任であるかは一概に言えな

い。さらに実技担当の都合もあり，短大の保健体

育講義の担当者の専門領域は，全般的に体育的傾

向を持っており，健康教育的な傾向はほとんど見

られないと言えよう。

　（2）保健体育講義の運営状況

　①講義の内容について

　講義担当者に講義内容の傾向を質問したところ

表3のような結果を得た。

　「常に体育と保健の内容を一体化し，統一的に

扱う」が最も多く，33．8％を占め，次いで「体

育を中心とし，場面や必要に応じて，保健的内容

も扱う」26．9％，　「保健を中心とし，体育や運

動の意義や方法にも触れる」21．9老，「体育と保

健の内容を，それぞれ一定の時問数分離して扱う」

ユ3．9％，などとなっている。以上のような傾向

は国立・公立・私立別にみた場合も，ほとんど変

わらないが，4年制の大学と比較するとやや異な

る傾向であり，短大独自の理由があるものと思わ

れる。つまり，4年制大学以上に限られた講義時

問の中で，保健と体育の理論を学習させることの

困難性から，苦肉の策として”一体化”や“重点

化”が企てられているものと思われる。

　保健と体育の一体化は，中学校，高校の保健体

育教科においても，常に問題提起されているとこ

ろであり，納得のいく形で具体化されているかど

うか，はなはだ疑問である1）6）。保健もしくは体

育の内容を重点的に扱う方法は，明らかに片寄り

であり，問題はあるが，単に指導者の得意，不得

意による片寄りでなく，時問の不足の対策ならば，

やむを得ないであろう。保健と体育の内容を時問を

分離して扱う方法は，それぞれの内容を明確にとら

えさ甘ることが可能であり，望ましい方法と言えよ

う。しかし，いずれかの方法にしろ，担当者が，何を

学習させようとしているのかが先決問題であろう。

　②講義内容の決定方法について

　各短大における保健体育講義の内容の決定方法

は，「講義担当者の判断に，全面的に任せている」

87．1％（国立12校，公立25校，私立145校），r体

育科の協議や全体方針による」1！．0％（公立3

校，私立20校），　「その他」ユ．9％　（公立3校，

一ユユ5一

私立ユ校），という状況であった。

　国立の短大すべてが，講義担当者に内容の決定

を任せているなど，4年制の大学に比べて，全般

的に担当者による内容決定の割合が高くなってい

る。この決定方法に問題があることはすでに指摘

されているところであるが3）4），短大の場合学生

数が少なく，講義担当者が1人だけの例も少なく

ないこともあり，一概に決定方法に問題があると

言えないであろう。一方，短大は，4年制大学に

比べて専攻や専門性に特色が見られるので，保健

体育教員相互の内容検討にとどまらず，全学的に

検討されることも有意義であると思われる。

　③中学・高校の保健科教育との関連について

　講義担当者に，中学・高校の保健科教育との関

連づけについての意見を，r学習指導要頒の改討

に対応する必要性を感じるか，否か」という形で

問い，次のような回答を得た。

　「必要あり」ユ2．3％（国立1名，公立2名，私

立22名），「中・高との実質的一貫性がないから必

要ない」9．4％（国立1名，公立5名，私立13名），

r短大の内容は個有であるから必要はない」65，5

％（国立9名，公立20名，私立104名），「その他

の理由で必要ない」6．9％（公立4名，私立10名），

「無回答」5．9％（国立1名，私立ユ1名）。

　これらの意見に，担当者の所属する国立・公立

・私立別の差は見られなかった。一般に，保健教

育に関しては，一貫性や程度の異なる反復が必要

とされているが，短大の保健体育講義の担当者に

はこの点は理解されず，独自に実施されている傾

向があるといえる。このような傾向が，単に担当

者の都合や独断による結果でないことが望まれる。

　④講義内容「救急処置の方法とその適用」の扱

　　い方について

　短大協の調査において，65．3％の学生が聴き

たい講義内容として，r救急処置の方法とその適

用」をあげていたことから，この要望の高い内容

を保健体育講義においてどのように位置づけるべ

きかについて，担当者に意見を求め，次のような

結果を得た。

　「重点的に扱うべき」ユO．9％（公立4名，私立

18名），「必要ではあるが，中心ではない」7ユ．1％

（国立10名，公立22名，私立111名），「保健体育
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講義の内容ではない」9．O％（公立3名，私立15

名），「他の科目で扱っている」4，O％（国立2名，

私立6名），「無回答」5．O％（私立10名）。

　この講義内容を重点的に扱うにはかなりの準備

と授業時問を要することもあってか，あまり積極

的に扱おうとする姿勢はみられない。限られた保

健体育講義の時問に，実用的なものを期待する学

生の受講意識の方に問題があるといえよう。

　⑤講義の受講形態について

　講義担当者が実際に行なっている授業形態は，

次の通りである。

　「教室における，いわゆる講義のみ」82．6％（国

立8名，公立21名，私立ユ37名），「実験・実習・

見学も行なう」ユ2．4％（国立3名，公立6名，私

立ユ6名），「その他」5．O％（国立1名，公立2名，

私立7名）。

　保健体育講義の内容には，講義のみでは指導し

きれない面もあると思われるが，大多数の担当者

がこの方法しかとっていないのは，多人数規模の

講義が多いこと，施設，用具の不備，予算の不

足，講義時間の不足，担当者の技量不足等の原因

があるのではなかろうか。種々の授業形態は，講

義の内容に応じて必要とされるものであるが，と

かくマンネリ化していると言われる保健体育講義

に対し，学生の学習意欲を高める意味においても

有用であり，授業形態の改善に対する担当者の積

極的な態度が望まれる。

　⑥講義におけるテキスト等の使用について

　保健体育講義におけるテキスト等の使用状況は

表4に示す通りである。

　rテキスト（参考書を含む）」を使用している

担当者が32．3％「テキスト・プリント併用」は7．O

％であり，　「口述・板書のみ」で講義を行なって

いる担当者は30．8％であった。

　テキストの使用率は，短大協の調査結果と同じ

傾向にあるが，4年制大学の使用率よりはやや低

くなっている。大学保健教育のテキストは，短大

協編集の「大学保健体育」など多々あるにもかか

わらず，今までにいくつかの問題点が指摘されて

おり5），使用に際しては，やはり慎重な検討が必

要である。次に，恐らくテキストに代るものとし

てプリント類が多用されていることは注目に値す

る。担当者が講義内容に合わせて独自のプリント

を作成することによって，学習効努が高まるばか

りでなく，学生の経済的負担の軽減，担当者の心

構えの促進の面からも望ましいと考える。伝統的

教授法と言われる口述・板書のみの講義は単調に

なりがちなうえに，教授内容に限界があることか

ら，何等かの補助教具の併用が必要であろう。

　⑦保健体育講義の評価方法

　講義担当者が実施している評価の方法は，表5

の通りである。

　「テスト」のみによる評価を行なっている担当

者は47．3％で最も多く，次いでrテスト・レポー

Tab1e4．TeachingMeエhod　of“Hea1th　and　Physica1Education　Theory”
（％）

*
 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 Junior Colleges 

Natronal (N=12) 3 (25 ,o) 3(25.0) 1( 8.3) 5(41.7) o(0.0) 

Public (N=29) 7(24.1) 16(55.2) 3(10.3) 3(10.3) o(0.0) 

Private (N= 1 6 O ) 48(30,0) 46(28.8) 10( 6,3) 54(33.8) 2(1.3) 

Total (N 201) 58(28.9) 65(32.3) 14( 7,0) 62(30.8) 2(1.0) 

＊　a．　using　textbook

　b．using　P工ints

　c．　using　textbook靱nd　pエints

　d．　dictating　a皿d　u工iting　on　the　cha1k　boa工d　on1y

　e．　othe工s
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Tab1e5．Evaユuating　Method　of“Hea1th㎜d　PhysicalEducation　Theoエy”

（％）

*
 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 

f
 

g
 

h
 Junior Colleges 

National (N=12) 8(66.7) ( 8.3) 1( 8,3) 1( 8.3) o( 0,0) o( 0,0) o( 0,0) 1( 8.3) 

Public (N=29) 1 2(4 1 .4) 2( 6.9) 2( 6.9) 3(10.3) 2( 6.9) 1( 3.4) 3(10.3) 4(13.8) 

Private (N= 1 6 O) 75(59.4) 17(10.6) 13( 8.1) 15( 9.4) 10( 6.3) 4( 2.5) 17(10.6) 9( 5,6) 

Total CN 201) 95(47.3) 20(10.0) 16( 8.0) 19( 9.5) 12( 6.0) 5( 2.5) 20(10.0) 14( 7.0) 

＊　　a．　teSting

　bI　testing　and　eva1uating　theエepoエts　about　some　theme

　c．　testing　and　appエaising　the　fエequency　of　attendance

　d．evaユuating　the工epo工ts　about　some　theme

　e．evaユuating　theエepoエts　about　some　theme　and　appエaising　the　fエequency　of　attendance

　f．　apP工aising　the　f工equency　of　attendance　and　eve工yday　achievement

　g．　testing，eva1uating　theエepoエts，and　appエaising　the　fエequency　of　attendance

　h．othe工s

ト」10．O％，　「レポート」9．5％，　「テスト・出

席状況等」8．O％，「レポート・出席状況等」6．0

％，　「出席状況・普段点」2．5％，「その他」7．O

％であった。

　保健体育講義のほとんどが必須科目として実施

されているにもかかわらず，出席状況はあまり評

価の中に取り入れられていない。受講生が多人数

の場合，出席管理が困難なこと，テストやレポー

トの場合，一般に受験資格の形で出席状況がチェ

ックされること等から，評価の基準に直接的には

加えられていないものと思われる。担当者にとっ

て，評価の手問が比較的省けるテストにしろ，手

問のかかるレポートにしろ，講義を直接聴かなけ

れば答えられないような課題で評価すべきであり，

一夜漬の学習や参考書の丸写しで単位が取得でき

るような安易な評価方法は改められるべきである。

　⑧講義に対する学生の意欲

　表6は，保健体育講義の担当者から見た学生の

講義に対する意欲の状況であり，r非常に意欲的」

5．5％，　「比較的意欲的」35．3％，「普通」4ユ．3

Tab1e6．Attitudes　of　Students　to“Hea1th　and　Physica1Education　Theoエy”

（％）

*
 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 Junior Colleges 

National (N=12) 1( 8.3) 4(33.3) 6(50.0) 1( 8.3) o(0.0) 

Public (N=29) 3(10.3) 1 2(4 1 .4) 8(27.6) 6(20.7) o(0,0) 

Private (N = 1 6 O) 7(4.4) 55(34.4) 69(43.1) 22(13.8) 7(4.4) 

Total (N 201) 11( 5.5) 71(35.3) 83(41.3) 29(14.4) 7(3.5) . 

＊　　a．　ve工y　positive

　b．　工e1ative1y　positive

　C．　aVe工age

　d，　1esspositive

　e．　Othe工S
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％，「あまり意欲がない」14．4％，「その他」

3．5％，という結果を示している。

　一般に，保健か体育の「理論」はあまり関心が

持たれず，学生の学習意欲も高くないと言われて

いるが，短大生の場合は全般にかなり意欲的で望

ましい傾向が窺える。

　しかし，一部の短大を除いて，専攻領域と結び

つかない保健体育の講義が，多くは単調な講義形

式で実施されている状況から考えると，学生が意

欲的に取組む原因および担当者が意欲的とみる根

拠が定かでない。出席状況が良好であるとか，講

義を静かに聞いているという類だけの意欲では物

足りないと言えよう。

　⑨講義における学生の出席状況

　保健体育講義担当者による，学生の出席状況の

指摘は次の通りである。

　「常に90％以上」75．1％「国立5名，公立20名，

私立126名），「90～80％」14．4％（国立2名，

公立7名，私立20名），　「80～70％」4．5％（国立

3名，私立6名）。　「70～60％」3．5％（国立2

名，公立1名，私立4名），「60～50％」O．5％

（私立1名），「不明」2．0％（公立1名，私立3

名）。

　出席状況の確認方法は明らかでないが，全般に

出席状況は良好であり，保健体育講義の必修の意

図は，学生に徹底されていると言える。保健ある

いは体育に関心のない者が受講したり，多人数の

クラスの場合，授業管理や出席管理にかなり余分

な労力と時問が必要にはなるが，保健体育講義の

重要性を考えると，当面は，毎時問の点呼，ある

いはカード等による出席の確認は必要であろう。

そのうえで，必修の意義をも理解させ，充実した

講義が展開されるべきである。

　（3）保健体育講義の在り方に関する意見

　①「保健理論」と「体育理論」の関係について

　保健体育講義の今後の在り方を，　「保健理論」

と体育理論」の関連の面から，主任及び保健体育

講義担当者に意見を求め，表7のような結果を得

た。各欄の上段に主任の意見を，下段に担当者の

意見を示したが，両者の意見は全般に類似した傾

向にあった。そこで，両者の意見を平均して示す

と，「体育理論と保健理論を分離」15．ユ％，「保

健体育講義として統一・一体化」68．0％，「体育

理論のみで良い」5．1％，「保健理論のみで良い」

3．2％，「理論なしで実技のみで良い」3．4％，

Tab1e7．Desirab1e　Contents　of“Hea1th　and　Physica1Education　Theoエy”in　Futuエe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

*
 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 

f
 Junior Colleges 

National I (N 12) 3(25,0) 7 (5 8 . 3) 2(16.7) o(0.0) o(0,0) o(0,0) 

II (N=12) 3 (25 ,o) 7(58.3) 2(16.7) o(0,0) o(0,0) o(0,0) 

Public I (N=31) 4(12.9) 22(7 1 .O) 1(3.2) 1(3.2) 1(3.2) 2(6.5) 

II (N=29) 5(17.2) 20(69.0) 2(6,9) 1(3.4) o(0,0) 1(3.4) 

Private I CN=166) 23(13.9) 114(68.7) 8(4.8) 6(3,6) 7(4.2) 8(4.8) 

II (N=160) 24(15.0) 109(68.1) 6(3.8) 5(3.1) 6(3.8) 10(6.3) 

Total I (N 209) 30(14.4) 143(68.4) 1 1 (5 .3) 7(3.3) 8(3.8) 10(4.8) 

II (N=201) 32(15.9) 136(67.7) 1 O(5 .O) 6(3,0) 6(3,0) 1 1 (5 .5) 

I＝0pinions　of　chief

　inSt工uCt0工

II＝oPinions　of

　1eCtu工e工S

＊　a．“Physica1Education　Contents”and“Hea1th　Education　Contents”

　b．“Hea1th　and　Physica1Education　Contents”

　c．“Physica1EducationContents”on1y
　d．“Hea1th　Education　Contents”on1y
　e．pエacticaI　skii1on1y　with　no1ectuエe
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「その他・不明」4．9％であった。

　保健体育講義として統一・一体化を今後の在り

方とする意見が最も多く，前記表3の現状と考え

合わせると，保健と体育の分離指導や，重点的指

導よりも，統一・一体化が理想的と考えられてい

ることになる。しかし，一「保健」と「体育」を統

一・一体化することは，少なくとも保健の立場か

らみた場合，理論的に困難であり，結局は中途半

端に終るか，どちらかの領域に片寄った指導にな

ることが懸念される。例え限られた時問であって

も，「保健理論」と「体育理論」は，けじめをつ

けて講義されるべきである。「体育理論のみ」や

r理論なしで実技のみ」を今後の在り方とする短

．大においては，専攻科目において，保健の理論の

不足を十分に補う配慮が望まれる。

　②講義の望ましいクラス規模

　講義担当者に，望ましいと思うクラス規模を問

い，次のような結果を得た。

　「30人以下」13．4％（国立1名，公立4名，私

立22名），　「3ユ～50人」64．7％（国立10名，公立

20名，私立ユ00名），　「51～80人」14－9％（公立

2名，私立28名），　「8ユ～ユ00人」2．O％（公立2

名，私立2名）rユ00人以上」ユ．5％（国立1名，

私立2名），　「その他」3．5％（公立1名，私立6

名）。

　保健体育講義のクラス規模は，短大協の調査に

おいても，（注4）4年制大学の調査においても（注5）

大規模クラスによるものが多く，担当者の多くが

望む小クラス規模は実現しているところカ沙ない。

かつて大学保健体育協議会が提案した50名前後の

クラス規模も教員や教室施設の都合で理想論に終

ってしまっているとも言える。保健体育に配属さ

れる教員が，安全面や運動種目を理由に，実技に

多く回されてしまう傾向も，講義の担当者からは

見逃せない問題でもある。

　③講義担当者の専門領域について

　保健体育講義を専門とする教員が担当すべきか，

主任と講義担当者の意見を表8に示した。各欄の

上段に主任，下段に担当者の数を示したが，両者

の意見は全般に類似した傾向にある。両者を平均

し，挙げられた領域別にみると，「体育学」28．6

％，「運動学」10．9％，「健康教育学」43．5％，

「医学」7．8％，　「その他」9．1％であった。

　前出表2に示した現在の担当者の専門領域と比

べてみると，現在最も多い運動学領域が減少する

と共に，生理学等の研究領域も減少し，今後は健

Tab1e8．Desiエab1e　Academic　Backgエound　of　the　Instエuctoエin　Futuエe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

*
 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 Junior Colleges 

National I (N 18) 3(16.7) 3(16.7) 7(38.9) 3(16.7) 2(11.1) 

II (N=15) 2(13.3) 2(13.3) 7(46.7) 3(20,0) 1( 6.7) 

Public I (N 44) 14(31.8) 4( 9.1) 20(45 .5) 1( 2.3) 5 ( 1 1 .4) 

II (N=43) 14(32.6) 4( 9.3) 19(44.2) 3( 7,0) 3( 7,0) 

Private I (N 247) 71(28,7) 28(1 1.3) 108(43.7) 16( 6.5) 24( 9.7) 

II (N=237) 69(29.1) 25(10.5) 102(43.0) 21( 8.9) 20( 8,4) 

Total I (N 309) 88(28.5) 35 (1 1 .3) 135(43.7) 20( 6.5) 31(10.0) 

II (N=295) 85(28.8) 31(10.5) 128(43.4) 27( 9.2) 24( 8.1) 

I＝0pinions　of　chief
　inSt工uCtO］＝

II＝oPinions　of
　1eCtu工e工S

（Ma1tip1e　Answeエ）

＊　a．Science　ofPhysica1Education

　b．PracticaユSki11ofPhysicaユEducation
　c．Hea1th　Education

　d．Medicine
　e．　othe工s
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康教育学を専門とする担当者の進出に大いなる期

待が寄せられている。保健体育講義が，一般教養

的性格を持ち，全人教育，生涯教育の一端を担う

ものとして考えるならば，やはり，担当者は健康

教育学を専門とするものが適任であり，近年，各

体育大学・学部において，健康教育学を修める者

が増加傾向にあることは望ましい。しかし，「体

育理論」のすべてをも健康教育の範晴に入れてし

まうことは不可能であり，結局は講義の二分化を

はかり，担当者もそれぞれ専門家があたるのが理

想であろう。

　保健体育講義の充実が叫ばれ，首尾よく運営面

での充実がはかられたとしても，有能な講義担当

者が意欲を持って臨む姿勢がなければ，本当の充

実は実現するものではない。保健体育の教員の採

用に当っては，実技ばかりでなく，講義の担当者

についても，十分な配慮がなされなければならな

い。

4．結　論

　全国の短期大学における保健体育講義の実態把

握を中心とした郵送調査を実施した。その回収率

は約40％であり，それらの結果から以下のことが

明らかになった。

　1．約80％の短大は，実技と講義の各1単位，

合計2単位を必修としている。

　2．専任の体育教員がいない短大が約20％あり，

見逃がせない問題である。短大設置法の改正とい

うことも含めて，根本から検討すべき重要問題で

あると考える。

　3．保健体育講義の担当は，教授による場合が

最も多かった。幸た，専門領域から見ると，運動

学関係者が第1位である。

　4．保健体育講義の内容は，ほとんどの場合，

全面的に担当者に任されており，80％以下の短大

においては，保健的内容と体育的内容を総合させ

た形をとっている。

　5．中学・高校の学習指導要領の改訂に対して，

特に対応させる必要はないとしたものは約80％で

あった。

　6．学生からの要望が強い「救急処置の方法と

その適用」を扱う必要性を否定したものは9％で

あり，逆に強調したものは約10％であった。

　7．授業の形態としては，大部分において教室

におけるいわゆる講義のみであった。また講義に

おいては，テキストの使用が28．9％，プリントの

使用が32．3％，テキストとプリントの併用が7．0

％であり，口述や板書のみのものが30．8％であっ

た。

　8．成績の評価は，80％以上においてテストを

用いていた。

　9．講義に対して学生は比較的意欲的であると

担当者は指摘した。また必修科目であるためか，

出席状況は全般的に良好といえる。ただし，国立

の短大は比較的出席率が低い傾向がみられた。

　10．今後の保健体育講義の在り方については，

主任の意見と担当者の意見とは，ほぼ同様の傾向

を示したが，保健理論と体育理論との分離を望む

ものは約ユ5％であり，大部分は保健体育講義とし

て一体化すべきであるとした。また，理論の授業

は不要であるとしたものは，ごく少数であった。

　1ユ．望ましい授業規模は50名以下であるとした

ものが約80％であった。

　ユ2．保健体育講義の担当者の専門領域として望

まれるものは，第1位が健康教育学，次いで体育

学であった。現状では最も多い運動学はやや少な

かった。

　報告を終るに当り，今回の調査研究に対して御

協力，御支援を戴いた，全国の短期大学の保健体

育教員諸兄並びに，日本私立短期大学協会に対し，

深く感謝の意を表する次第である。

（注1）

　昭和53年3月，全国の4年制大学を対象として，保

健教育に関する実態調査を実施した。その結果につい

ては，筑波大学体育科学系紀要第2巻所収のr大学保

健教育の在り方に関する研究一全国四年制大学の実

態一」を参照されたい。
（注2）

　昭和24年8月3ユ日，短期大学設置基準が大学設置委

員会で決定された。同様に，昭和25年8月29日には，

短期大学通信教育基準が決定された。その後数年問に
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大学学術局長通達「短期大学の教育内容について」，

短期大学教育課程等研究協議会決定「短期大学教育課

程の標準」，同「短期大学施設設備の標準」，そして同じ

く「短期大学施設設備の標準の解説」等が示されれ
（注3）

　日本私立短期大学協会は，昭和41年に保健体育講義

に関する調査を，45年には体育実技に関して調査を実

施している。更に昭和51年には「私立短期大学におけ

る保健体育講義に関する調査」並びに「私立短期大学

における保健体育講義に関する学生の意識調査」を実

施した。

（注4）

　短大協の調査によれば，200人以上の規模の講義は

3．8％であったが，151～200人の講義が約13％認め
られた。

（注5）

　昭和53年の調査によれば，数百名という規模の講義

が明らかになり，最も大規模なものは600名を越えて

いた。
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