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１．講演の枠組み

本日みなさんにお伝えしたいことは，テーマにある

「論と証拠と満足度の整った大学体育授業をめざしま

しょう」ということです．その具体例として，私が 6

年前まで勤務していた大阪工大健康体育研究室の戦略

的な運営を紹介します．1学年約1,300名の1－2年生

の教養体育授業を13名 （専任 3＋非常勤10） の教員

で，大学体育の論と証拠と満足度のそろう体育授業，

体育部署運営をめざした事例です．

授業アンケートの学生「満足度」を見ると，体育は

スポーツを味方につけているので非常に有利です．た

だ，そこに甘えてしまうと授業改善・向上にはつなが

りません．例えば日本大学の教育理念「自主創造」に

体育授業はどのように貢献するのか．そのストーリー

やシナリオをしっかり持ち，各教員の研究力を生かし

た体育授業をどのように設計するか，というのが大学

体育の「論」です．「証拠」は，論に基づく学習成果

を実際に達成しているかどうかを私たち体育教員が量

的質的データから検証することです．大学体育の論と

証拠と満足度，どれひとつ欠けても授業改善は進まな

いということです．

２．大学体育の効果的循環モデル

大阪工大健康体育研究室では，授業改善を軸にしな

がら，総合的FD （教育・研究・大学運営・社会貢献）

をチームで戦略的に進めました．3年先輩の中村友浩

先生が，「体育の専任教員は少ないし体育は選択科目

で端っこに追いやられているけど頑張りましょう」

と，戦略的に旗を振ってくださいました．具体的に

は，教育プロジェクトを核に授業改善を考え，そこに

障がい者支援の社会貢献プロジェクト，運動部活動支

援プロジェクト，さらに学内の自己点検・自己評価プ

ロジェクトをからめて，ことあるごとに学内会議に報

告，情報公開しました．加えて全国大学体育連合に活

動報告したり，学会大会で研究発表したり，外部への

広報・PR活動にも熱心に取り組みました．

その結果，1994年に選択化された 1年次通年体育授

業が2014年 （20年ぶり） に必修に戻りました．何が良

かったのかというと，ひとつは外からもわかるような

アピールを組織で （体育部署がチームとなって） 行っ

たことです．たとえば，部署と科目の名称を体育研究

室→健康体育研究室，基礎体育→健康体育，応用体育

→生涯スボーツと変えたり，全国大学体育連合から

「大学体育FD推進校の認定」を受けたりしました．

その他にも，スタッフ個々の変化・成長が影響したと
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３．シラバス改定とワークブックの開発

以上のこと以外の重要な動きとして，シラバスの改

訂が挙げられます．必修の「健康体育」では，「ス

考えています．それまでは，大学体育の授業研究の公

表の場は学内紀要レベルに留まるのが一般的な感覚で

したが，恐れずに学会誌へどんどん投稿し，掲載しま

した．2003年当時は体育専任教員の誰も博士の学位を

持っていませんでしたが，2012年には専任 3名全員が

博士の学位を持つ部署となりました．加えて，入試委

員をはじめとする各種委員会業務や研究指導など学内

のいろいろな業務を引き受け，主体的・協働的な姿勢

で徹底的に取り組みました．そのことで旧一般教育科

のメンバーの人文社会，語学，生物，地学の先生方だ

けでなく生命工学科など他の領域の先生方，そして教

務や学生課の職員の方との接点も増加し，体育教員の

私たちがどんな授業をしているのか，どんな人間なの

かを理解してもらいました．これら一連の動きが総合

され，結果として体育科目・体育教員の学内での「市

民権」を獲得し，1 年次通年必修を勝ち取ったと解釈

しています．
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図２　大阪工業大学健康体育研究室の戦略的運営スキーム （中村友浩，2003年作成）
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外からもわかるようなアピールを組織で
・科目名称、部署名称の変更
・シラバス記載内容の吟味
・大学体育FD推進校の認定

スタッフの個々の変化、成長
・教育実践研究の推進、博士100%部署
・社会貢献（SO近畿）、学内貢献（ライフサイエンス実験倫理委員会、
入試委員、生命工学科の学生の研究指導、スポーツ推薦入試）

・他領域の教員、事務職員との接点の増加

JABEE認定に
必要な教育として
学内で認知

1994～ 2003～
体育研究室→健康体育研究室
「基礎体育」→「健康体育」
「応用体育」→「生涯スポーツ」 学内で

体育の
市民権を
獲得

日本技術者教育認定機構

なにがよかったのか？

図３　20年ぶりに初年次通年必修体育授業が復活した背景
大学体育の効果的循環モデル （論と証拠と満足度） の実践に加えて，
体育部署の組織としての活動を外からも見えるように示すことや，体

育以外の教員や事務職員の方々と協働する姿勢が，学内での体育の市

民権獲得に繋がる。
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思います．ワークブックを使った授業と通常授業を比

較すると，FD授業アンケートの結果，ワークブック

を使った授業のほうが確実に成果をおさめていまし

た．「進め方・目標・説明」「出席の程度」「受講意欲」

などは，ほとんど差はありませんが，その他の項目，

特に体育独自の「生活習慣と健康の理解度」「健康行

動の実践度」「交友関係」では顕著な差がありました．

論と証拠と満足度の整った体育授業，つまり大学体

育の効果的循環モデルの実践が，これからの一般体育

（教養体育，大学体育）を発展させる運営の仕方のひ

とつではないかと考えます．最近，千葉工大でも選択

必修だった体育授業が新カリキュラム移行のタイミン

グで必修に回帰したと聞いています．大阪工大と同じ

く，大学体育の効果的循環モデルを実践する体育部署

のある大学だと思われます．

４．学生の特性に応じた大学体育の必要性

大学体育の効果的循環モデルを実現するためのもう

ひとつの視点として，「学生の特性に応じた大学体育」

という考え方を紹介させていただきます．つまり大

学・学部・学科の組織風土や学生の特徴（学習者特

性）をカリキュラムに反映させるということです．立

石・小方 （2016） によると，大学の偏差値水準だけで

は説明のつかない，大学・学部・学科の組織風土があ

るので，大学単位ではなく学部・学科単位で分析しな

いと学生の特性はわわからないということです．

たとえば筑波大学の場合，「健康づくりのための身

体活動基準2013 （厚労省）」を満たす学生，つまり普

段の生活で健康を維持できる身体活動量を実践してい

る学生の割合を見ると，他の学群が50％前後であるの

に対し，芸術専門学群は30％程度で，明らかに低いこ

とがわかりました．ライフスキル （日常生活で生じる

問題に上手に対応できる能力） に関しても調べまし

た．筑波大学全体では平均値を上回りましたが，情報

学群の学生だけは低い．最も高い社会・国際学群の学

生との比較では統計的にも有意に低く，パソコンやモ

ニターに向かうことの多い学生にはこうした特徴のあ

ることがわかりました．特徴的な側面を押さえたうえ

で，その学部・学科のカリキュラムを編成することが

重要になってくると思います．

また，運動部活動経験のない学生，運動不振の学

生，運動部員のそれぞれにとっての体育授業の意味を

ポーツ活動を介したライフスキルの向上」「他者協力」

「挑戦達成」など，教育心理学をはじめとする学術的

な知見を加味して授業設計したところ，他の教科のシ

ラバスでも，よく似たフレーズが使われるようになり

ました．他の領域の先生方や教務課の方はシラバスを

よく見ています．だからこそ，体育の授業を変えよう

と思うなら，シラバスを徹底的に吟味すべきです．

1年次の授業だけでなく，2年次以降の体育の授業

（選択） 「生涯スポーツ」の見直しも行いました．学生

はスポーツ技能の向上を体育授業に望んでいると私た

ち教員は考えていたので，それを授業目標に掲げてい

ました．ところが学生のニーズを調査したところ，そ

うではありませんでした．工学部の学生の運動技能が

上達したところで将来何の役に立つのか，ということ

です．そこで2014年以降，授業目標を「スポーツ活

動を通じた社会人基礎力の向上」に変更しました．社

会人基礎力とは，生きる力やライフスキルといわれる

ものの大学生版です．職場や地域社会で多様な人々と

仕事をしていくために必要な基礎的な力です （経済産

業省，2006）．「前に踏み出す力 （アクション）」「考え

抜く力 （シンキング）」「チームで働く力 （チームワー

ク）」の 3つの能力と「主体性」「働きかけ力」など12

の能力要素から成っています．社会人基礎力に目を向

けることは，大阪工大の教育方針ともマッチしていた

こともその理由です．社会人基礎力協議会による「社

会人基礎力育成グランプリ」コンテストで，大阪工大

はこれまでに何度かグランプリを獲得しています．シ

ラバスにも「アクション」「シンキング」「チームワー

ク」「主体性」などの言葉を入れ，社会人基礎力の向

上をねらった体育授業であることが，ひと目でわかる

ようにしました．こうした授業を実施することで，社

会人基礎力の向上に，どのように貢献したのかを受講

前後で比較し，その結果をまとめ，学術誌に掲載しま

した．

シラバスとリンクした動きとして，ワークブックの

開発が挙げられます．教育内容やねらいを明確にした

ワークブックを使って授業に取り組みました．新しい

ことをしようとしても，年配の先生や腰の重い先生

は，なかなか賛同してくれないというのが普通です．

とりあえず理解を示してくれる人だけで始めることが

大事で，協力の難しい先生や非常勤の先生にはデータ

提供だけをお願いしました．これは現実的な方法だと
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との割り振りは，どのようになっているか．

木内  大阪工大ではテーマは学期ごとに若干変えてい

ました．春学期は生活習慣全般の食事や睡眠，身体活

動全般と健康との関係などを，秋学期は身体活動と健

康の関係をクローズアップしました．各教員の専門性

を活かした講義を行って実技と関連づけたり，あるい

は実技でしたことを振り返ったりといった内容です．

水上  大綱化直後，地方の国立大学工学部で一般体育

を担当しました．枠によっては90分＋45分の授業が

可能で，講義と実技を同じ時間にやったところ，学生

の満足度が上がりました．ミュンヘンのある大学に

行ったとき，ボルダリング場で朝9時から昼12時ま

で，講義→ボルダリング実技→ランチという授業があ

りました．日本では現実的には難しいのですが，社会

実験型のプロジェクトとして取り組んでみても面白い

かもしれません．

木内　まずは各大学のそれぞれの状況にマッチした体

育授業の事例集積をしっかり行い，その中で，講義と

実技の割り振りに関する事例も集めていけばいいかな

と考えます．

Q  筑波大学では実技の授業は学群ごとに行っている

のか．その際，学群の学生の特徴によって指導方法・

内容は異なるのか．

木内　筑波大学では体育専門学群以外，複数の学群・

学類の学生が一緒に受講します．講義的な要素も一部

含まれますが，基本的に実技を実施 （8割の学類は 2

年間，2割の学類は 3年年間，体育は必修） します．

そうした状況ですから，学群の学生のタイプをある程

度は把握しているものの，それを反映させた授業はな

かなかできないというのが実情です．

長澤　大学体育の授業には健康増進と楽しさという，

場合によっては相反する目標がある．何を主軸に置く

べきなのか．

森丘　中心に据えるべきなのは「楽しい」「面白い」

だと思います．刹那的な楽しさもあれば，積み重ねて

いくことで自分が変わっていく喜びもある．楽しさと

は何を意味するのかを整理しつつ，いろいろなパター

ン，プログラムを組み合わせて設計することが求めら

れています．

平木　スポーツを通してコミュニティーを形成してい

くことも大学に通う意義かもしれません．スポーツの

考えておく必要もあります．40人に2人ぐらい，運動

不振の学生がいます．卓球で球の弾みを予測してラ

ケットの面や打つ強さを適切に調整することができな

い．そうした学生にとっての体育授業も考えなければ

なりません．

５． 大学体育の優れた実践を論文として公表すること

も重要

大学体育の優れた実践を学内・学外へアピールする

ことも重要です．自分たちの活動を知ってもらわなけ

ればいけない．手前味噌で恐縮ですが，筑波大学体育

センターの紀要『大学体育研究』は，2020年 3月発行

の号から「ティーチング・ポートフォリオ」「コーチ

ング・ポートフォリオ」という投稿区分を設けまし

た．また，全国大学体育連合の論文誌『大学体育ス

ポーツ学研究』も投稿が増えています．日本大学文理

学部の体育授業の実践を論文化し，ぜひ投稿していた

だければと思います．

６．まとめ

体育スポーツ科学領域の研究は文系から理系まで多

彩ですが，どの研究領域の教員にとっても授業改善は

共通の関心事です．教員共通の関心事である授業改善

をネタに，体育部署がチームとして戦略的に「大学体

育の効果的循環モデル」を実践することは，学内にお

ける体育の市民権の獲得へ，ひいては体育授業の履修

期間確保･延長や必修化に貢献すると思われます．

〇質疑応答

Q  かつて外国から輸入されたリベラルアーツという

言葉 （学生たちは般教と呼んでいる） を，どのように

説明すればいいか，アイデアを頂けないか．

木内　私は「一般教養，リベラルアーツとは」という

話は，学生に対してはまったくしていません．体育は

技能上達が中心的な課題になりますが，その先にある

社会人基礎力，ライフスキル，スポーツマンシップ等

を授業目標として指し示すことで，いわゆるリベラル

アーツ，一般教養としての体育の意義を学生に認識し

てもらえるのではないかと思います．

Q  講義は，どのようなテーマで行っているか．実技
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いいのではないかと．森丘先生がおっしゃった予備的

な初年次教育，友人づくり，生活習慣，健康教育も体

育の果たす役割として考えるべきです．大学の教育理

念や，それぞれの教員の研究力を活かしたかたちで授

業を設計すればいいのだと思います．

楽しさを知ることで，環境が制限されている中，自分

たちで自発的に行動を起こすことにつながることにも

意義はあると考えています．

木内　体育はスポーツの価値や楽しみ方をいろいろな

方法で実感させる場だと思います．それを教員が決め

られた方法ではなく日々模索しながら実現していけば


