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スポーツ健康科学教室との連携による教員養成課程履修学生
のリーダーシップ能力養成の試み（1）
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The Leadership Development Program for the Teacher ‑ Traning Course Students,
Prepared in Collaboration with the Health and Sports Science Section
Yukihiro SHINPO1, Hideyuki YUDA2, Ken-ichi SHIBUKAWA2

はじめに（問題の所在）
1．教員にはリーダーシップ能力を身につけることが強く求められている
小学校・中学校・高等学校を問わず，教員には実に多岐に渡る能力が要求される。たとえば，
東京都教育委員会は，2008 年 10 月に出した東京都教員人材育成基本方針の中で，これからの
教員に求められる基本的な力として 4 つを挙げている。まず学力の向上や，規範意識の醸成な
ど，児童・生徒に対する教育指導の力として（1）学習指導力，（2）生活指導力，進路指導力
の 2 つを挙げ，子どもの変化に対応し，指導方法を工夫・改善，変革していくことが必要だと
している。次に保護者，地域，外部機関と連携・共同する力として（3）外部との連携・折衝
力を取り上げている。また学校全体として組織的に取り組む力として（4）学校運営力，組織
貢献力を挙げており，上記した（3）と（4）については社会状況の変化に対応し，今後特に身
につけることが必要な能力だとしている。これら 4 つの能力は，最終的には全ての教員が身に
つけるべきものとして堤示されてはいるが，実際上は教員としてのキャリア発達の段階に応じ
て，身につけるべき能力の度合いに多少違いが存在する。
たとえば，学習指導力や生活指導力・進路指導力は，どの教員にとっても基礎として身につ
けなければならない能力であることは明らかである。特に若手の教員には必須の能力だと言え
る。しかし，外部との連携・折衝力などは，どちらかといえば，中堅レベル以上の教員から強
く求められるようになる力だと思われる。また学校運営力や組織貢献力に至っては，いわゆる
管理職には当然必要とされる能力であると見なすことが出来よう。
ただ，ここで注目をしたいことは，実際に文字で表現はされていないものの，上記した 4 つ
の力を貫く中核的な能力として，リーダーシップの能力が想定されているということである。
実際に教員の仕事をよく分析してみると，授業，生徒指導，教育相談，特別活動の指導などの
あらゆる場面において，教員のリーダーシップ能力が必要とされていることが分かる。つまり

1
2

東邦大学理学部教養科教育学教室
東邦大学理学部教養科スポーツ・健康科学教室
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教員としてのどの発達段階においても，リーダーシップ能力は必須であり，絶対身につけなけ
ればならないものなのである。なお，ここでいうリーダーシップとは，
「他者達（フォローワー）
に（組織や集団にとって）何が必要なのか，どのようにしてそれを効率的に遂行するのかにつ
いての理解と合意を得るために影響を及ぼす過程であり，共有された目的を達成するために個
人を動かし，彼らの努力を結集する過程である。」（小野，2011）とする。本論文においてリー
ダーとは指導者役となった学生達であり，フォローワーとは，生徒役となった学生達を指す。
2．現行の教員養成課程カリキュラムにおける，リーダーシップ能力育成の現状
（1）現行のカリキュラムの中では，必ずしもうまく養成されていない
では，現行の教員養成課程のカリキュラムにおいて，教員が身につけるべきリーダーシップ
能力は具体的にどのように育成されているのだろうか？実はこの問いに対しては，明確に答え
ることは難しい。その理由を以下に述べる。まずは現行のカリキュラムにおいては，教員が身
につけるべきリーダーシップ能力の育成・向上を目指すそのものズバリの名称のカテゴリー及
び科目名が無いという実情がある。いわゆる「リーダーシップ育成論」のような名称科目はそ
もそも存在しないのである。現行の教員養成カリキュラムは教育職員免許法施行規則に定める
区分に基づいて，第 2 欄から第 6 欄に至るカテゴリーのもとに，関連する科目群を設置し，教
員養成に必要とされる資質や能力の育成を目指している。しかし，このカテゴリーの中にリー
ダーシップ育成に関する科目を直接的に標榜するものは存在しない。もし第 3 欄の教育の基礎
理論に関する科目の中で，教育に関する社会的・制度的または経営的事項のカテゴリーの中に，
学級経営論，あるいは学校経営論などの科目が置かれていた場合には，それらの授業の中で，
教員のリーダーシップについての講義や演習が複数回行われる可能性はある。しかし，全国に
数多存在する全ての教員養成課程カリキュラムにおいて学級経営論や学校経営論が開講されて
いる訳ではないし，稀に開講されたとしても，それらの授業回数の全てにおいてリーダーシッ
プの問題が取り上げられているわけではないだろう。
では，他の科目群ではどのような取り組みが為されているのだろうか？
いわゆる各教科の指導法に関連した科目の中では，模擬授業等を通して，間接的な形で授業
場面におけるリーダーシップのあり方を考えるということは為されているはずである。
但し，その場合リーダーシップのあり方を真正面から積極的に取り上げて検討するわけでは
なく，あくまでも教科指導のあり方や内容面の検討に付随する形で行うことになるため，物足
りなさは否めない。
では教科または教職に関する科目というカテゴリーにまで視野を広げてみるとどうだろう
か。本学においては「教職体験」や「学校インターンシップ」という 2 つのボランティア体験
科目（選択必修科目）がそれに相当するものとして位置づけることが可能である。この 2 つの
科目はいずれも，子どもを対象とした教育ボランティアの経験を積むことを目的としており，
教育現場での様々な体験を通して，教員としてのリーダーシップのあり方についても学ぶとい
う内容になっている。教員が身につけるべきリーダーシップ能力は，教員の置かれている状況
と極めて深く関係しているため，状況依存的性質を持つ。つまり，リーダーシップの能力は，
状況の中でこそ磨かれ，発達するということである。また，リーダーシップ自体についても，
これまで蓄積された研究知見によれば，リーダー自身の遺伝的な要因よりも，むしろ学習者自
身の経験の積み重ねとふりかえり，意味づけという後天的な学習によって身につけてゆくもの
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だということが明らかにされている。これらのことからも分かるように，「教職体験」或いは
「学校インターンシップ」の履修学生達は，教育現場の状況に応じてリーダーシップを発揮し
て問題解決に向けた試みを行い，それについて周囲の人々からのフィードバックをもらい，省
察し，次のアクションに繋げるという経験学習のサイクルを経ながら学ぶことをしていると
いってよい。従って，上記した 2 つの科目は，教職に関する科目群の弱点を補う形で機能して
いるといってよいだろう。
（2）教養教育科目（スポーツ健康科学系科目）との連携によって現状を改革する
これまで見てきたように，学内で開講されている教科指導以外の教職科目では，上述したよ
うな狙いを達成するのに相応しい名称と内容を持った科目は非常に少ないという現状が明らか
になった。そこで，本学教員養成課程では，2 年ほど前からスポーツ健康科学教室と話し合い
を重ね，教員養成課程履修学生のリーダーシップ能力育成を第一目標に掲げた科目の設置及び
その具体的な内容・方法について検討を行ってきた。その結果，スポーツ健康科学教室主催
の科目の一つに，上記した性質を付与し運営することで合意した。2014 年度の場合，具体的
にはスポーツ健康科学実技として春学期水曜日 2 限に開講しているスポーツ健康科学実技Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ，及び秋学期水曜日 2 限に開講しているスポーツ健康科学実技Ⅳ・Ⅴ・Ⅵに「マルチス
ポーツ」という名称の種目を追加し，様々なスポーツの指導実践を通してリーダーシップ能力
を養成する試みを始めることにした。その後，2015 年度入学生のカリキュラムからはスポー
ツ健康科学演習Ⅱ［春学期水曜日 2 限開講，湯田担当］及びスポーツ健康科学演習Ⅳ［秋学期
水曜日 2 限開講，澁川担当］へと科目名称及び内容の一部を変更して実施している。
なぜ本学教職課程がスポーツ健康科学教室と連携し，スポーツ健康科学系科目において，
リーダーシップ能力養成を目指したのかという理由は以下の 4 点である。
①大学 1，2 年次生という比較的早い時期に，数多くのスポーツの指導経験を得る（これら
の中には過去の競技経験がないものや苦手意識があるものも含まれる）こと，更にその指
導実践に対して自分以外の他の受講学生から，意見や感想を率直にフィードバックしても
らう経験を持つことは，教員となったときに大いに役立つと考えられる。多くの教員は就
職後に何らかのクラブの顧問となる場合がほとんどであり，本人の競技歴や指導歴とは関
係なく，その子ども達への指導を期待されることも多い。そのため，担当した競技につい
て詳しく深い経験はなくても，過去において多少なりとも指導した経験があるというだけ
でも，自分自身を支える杖となる可能性があり，不安の低減にも役立つ。
②学習の対象がスポーツである場合，それには必ずルール等があり，内容・方法面での構造
化も図りやすい。たとえ初めて取り組む競技や苦手な競技であっても，学習（練習）を重
ねれば徐々に習熟し，パフォーマンスを向上させることができる。そしてリーダーとして
行った指導の成果は，対象者のパフォーマンスの向上やモチベーションの向上などという
形で明確に現れやすい。そのため，学生役となった学習者達からもリーダーの指導のあり
方に対してかなり具体的なフィードバックを出しやすいという側面も有している。
③既に文部科学省からは教科教育の領域（教育実習の事前指導や教職実践演習の一部）にお
いては，教科専門の教員との密な連携を行うことが強く要請されている。しかし，教養科
教員との連携についてはこれまで全く言及されたことはない。
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従って，上記の試みは全国に先駆けた極めてユニークなものであり，チャレンジする価値
があるといえる。
④今後，改訂が予想される教員養成の新しいカリキュラムにおいても，これまで論じてきた
ような教員として身につけるべきリーダーシップ能力の養成や向上を目指す新しいカテゴ
リーや科目群の導入は成されない模様である。従って，この点においても現状の打破は期
待できない。
3．本試行について報告することの意義
筆者の知る限りでは，教員養成課程履修学生のリーダーシップ能力の育成に主眼を置いて科
目設定をしたものは，どの大学の教員養成課程にも存在しない。ただ，ねらいも内容もかなり
異なるが，2016 年度から教員を目指す学生を対象に，宮城教育大学では「運動部活動の教育
学」の講義をはじめたり，大阪体育大学でも「運動部指導実践論」のカリキュラムが出来たと
の情報は耳にしたことがある（中小路，2016）。しかし，そのような科目を教養科スポーツ健
康科学教室との全面的な連携・協力によって実現したものはなく，上記のような取り組みの成
果について実証的なデータに基づいて分析・考察したものもない。
その意味において，今回我々が行った取り組みは，我が国の教員養成において極めてユニー
クかつ稀な取り組みであり，教員養成の地平に新しい展開をもらす非常に価値ある実践である
と考える。
そこで，この取り組み（探索的かつ開発的な実証研究）を今後 3 報に分けて報告することに
した。まず第 1 報（本稿）においては，上記したスポーツ健康科学演習「マルチスポーツ」の
プログラムの構成及びその特徴，工夫点等を明らかにするとともに，2014 年度春学期の受講
学生から得られたデータの一部を解析し，本取り組みが学生のリーダーシップ養成に具体的に
どのような影響を与えているかを実証的に検討する。第 2 報では，第 1 報とは異なる角度から
受講学生の個人データを解析し，多面的に効果検証を行う。第 3 報では，3 年間の取り組みを
総括し，教員養成課程履修学生達のリーダーシップ能力育成のために，具体的にどのような教
育的支援や工夫が必要なのか，また今後解決するべき課題は何かについて総合的な考察を行う
予定である。
授業の概要と特徴（プログラムの実際）
本プログラムは上述したようにリーダーシップ能力養成を目指すものである。その最大の特
徴は，受講生が実際に指導者（教師）として生徒役となる他の学生を対象にスポーツの指導を
行うことにある。本プログラムを受講する学生は，教職課程履修学生であり，将来は数学や理
科の教員になることを目指しており，体育の教員になるわけではない。しかしながら，教育の
現場において，それがいかなる科目であれ，教員が生徒に対して基礎的・基本的な知識・技能
を伝える作業には共通性があると思われる。例えば，どの科目においても明瞭な説明や話し方
などの工夫は，よい授業を展開するために重要な鍵となることは言うまでもないであろう。ま
た，安全管理の面に関しては，理科の授業を行う際に実験器具の取り扱いや化学薬品等の使用
には十分な注意と配慮が必要となる。スポーツにおいても同様にケガや事故を未然に防ぐとい
う意味で，使用する用具の取り扱いや場の設定は重要な要因となる（補足 1）。文部科学省は
生徒指導に関して教職員に求められる力量，特に生徒指導を進めるための基盤能力として，
「肯
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定的指導観に立脚した共感的態度や尊重的態度」を挙げている。刻一刻と状況が変化するス
ポーツの中で，身体運動が表現するその人（生徒個々）らしさを捉え，状況に合わせた指導を
行っていくことは，生徒に対する共感的な態度を養い，教員としてのリーダーシップ能力を涵
養すると考えられる。
受講生は，指導の実践を通して，また，それらの実践に対する生徒役となる学生や担当教
員からの評価を享受することにより指導の難しさと楽しさを体験する。このような体験の繰
り返しが学習者自身の教師としてのリーダーシップ能力を高めることに繋がることが期待さ
れ，また受講生にとっては将来の自身の教師像をイメージすることが出来るようになると考え
られる。本プログラムにおいては最初のステップとして，プログラムの目的やその内容などに
ついて説明した後，受講生には担当教員が行う模擬授業を体験してもらう。その中で，担当教
員は授業を行う際に必要となる指導案の書き方や指導の際に注意すべき事柄について説明をす
ることなどが主な内容となっている。また，学生自身が指導の実践を行う順番や指導種目など
を決定する作業を行い，次回以降の指導の実践に向けた準備をする。その後は順次，グループ
ごとに指導の実践を展開し，指導の実践終了後には巻末資料に示したように，授業前準備，授
業内容，安全管理などの観点から指導の実践に対する評価を相互に行い，また振り返りのディ
スカッションを行う。この評価表の分析やディスカッションを行うことにより学習者は様々な
フィードバックを得ることとなる。
本プログラムの特徴をまとめると以下のようになる。
・受講生のリーダーシップ能力の涵養を目的としていること。
・理科や数学の教員になろうとしている受講生がスポーツを対象とした「指導の実践」を行
うこと。
・受講生の行う「指導の実践」の振り返り作業を連続して実施することにより，自分の指導
能力を可視化そして自己客観化すること。
1．「スポーツ・健康科学実技Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（マルチスポーツ）」および「スポーツ・健康科学
演習Ⅱ（マルチスポーツ：2015 年度入学生対象）」の概要と特徴
（春学期水曜日 2 限開講担当教員：湯田秀行）
2014 年度春学期スポーツ・健康科学実技（マルチスポーツ）の内容についてシラバスに基
づき以下に示す（文中の＊印は，2014 年度の授業での工夫を説明している）。
「授業の目的と学習成果〔教育目標・期待される学習成果〕」
①スポーツの指導実践を通したリーダーシップ能力の養成
②スポーツの指導実践を通したコミュニケーション能力や指導力の養成
③スポーツの指導実践を通した自分自身の振り返り作業や他者からの評価による自己客観化
④スポーツの指導実践を通して培われる豊かな人間性の涵養
「到達目標」
受講生が教師役となって，性別や体力，スキルに差のある生徒役の学生に対し，リーダー

74

新

保

幸

洋・他

シップを発揮しながら様々なスポーツの指導を体験することにより，技術や知識を伝える楽し
さや難しさを実感し，将来教員としてのあるべき自分の姿をイメージできるようになること。
「授業計画」
第一週
種目選択および授業内容の説明
第二週
指導案（巻末資料 1）の書き方の説明，担当教員による模擬授業，学生の指導の実践にお
ける指導種目の決定およびグループ分け（3 人 1 組を 6 グループ）。
「指導の実践」（60 分）について，以下の手順で授業計画および実際の授業を展開する。
①授業づくり（教材研究・指導案の作成・授業の準備）や授業実施のための諸準備は指
導の実践を担当するグループのメンバー全員で取り組む。
②指導案は指導の実践を行う前日までに担当教員に提出する。
この際，担当教員は指導案の内容を確認し，指導・助言などをしたうえで必要があれば
修正する。
③指導案は，受講生全員分を印刷し，指導の実践当日に配布する。（授業後）
④原則として指導の実践は，1 人の担当者が展開し，協力者（2 名）はアシスタントとし
て指導の補助や準備等を協力して行う。
＊ 2014 年度春学期は，18 名の履修学生数および，教育効果を考慮すると一人あたり少な
くとも 2 回の指導の実践を行うことが必要と考え，6 週で一巡するように一回の授業の
実践を担当するグループの人数は 3 名 1 組とした。なお，指導の実践において実際に学
生が指導する担当箇所（導入部分，展開部分，まとめ部分）は学生自身が話し合いによ
り決定することとした。
第三週〜第八週
グループごとに選択した種目の指導の実践を行い，実践終了後には指導の実践に対する評
価（巻末資料 2）を参加者全員で記入し，その後，授業に関するディスカッションを行う。
（約 20 〜 30 分）
＊ 2014 年度春学期は，ディスカッションの司会進行は次の週に指導の実践を行う予定の
3 名とした。第八週のディスカッション終了後に，2 回目の指導の実践を行うための種
目の決定およびグルーピングをした。なお，2 回目の指導の実践種目は，原則として 1
回目の指導種目とは別の種目とし，且つ，今まで経験したことのない種目を敢えて設定
することとした。
第九週〜第十四週（最終週）
第九週から第 2 回目の「指導の実践」となる。実施方法は第三週〜第八週と同様である。
最終週にはすべての「指導の実践」が終了したことを受けて，これまで行ってきた講義と
スポーツの指導実践を通してのスポーツの特性や指導の原理などを理解し，指導の実践が
どのように実施されたのか相互に確認する作業を行う。また，これまでのすべての実践を
振り返り担当教員が授業の総括を行う。
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2．「スポーツ健康科学実技Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ（マルチスポーツ）」および「スポーツ健康科学演習
Ⅵ（マルチスポーツ：2015 年度以降入学生対象）の概要と特徴
（秋学期水曜日 2 限開講担当教員：澁川賢一）
本プログラムにおける特徴は，学生自身が指導案（巻末資料 3）を元に指導者となりスポー
ツを指導することにある。また，受講生徒役の学生による指導を評価（巻末資料 4）し，ディ
スカッションを行うことで，客観的な評価と主観的な評価の両面から指導体験を振り返ること
と，受講した学生全体の体験の共有にも繋がるものと考えられる。本プログラムの概要につい
てシラバスに基づき以下に示す。
「授業の目的と学習成果〔教育目標・期待される学習成果〕」
受講学生は授業の中でスポーツを指導する立場を経験する。その中で自分自身の指導や着眼
点の特徴を知ることができる。また，指導する側に立つことにより，学生（生徒）の価値観の
多様性に触れることにもなる。スポーツでは，身体表現を用いて様々なメッセージを発信する。
言語的・非言語的な表現への感度を高めることは，教育現場で必要とされる共感力を涵養する
ことにつながる。また，スポーツ指導を経験することは，教育現場で求められる統率力（リー
ダーシップ）や自己表現力を涵養することにも役立つ。
「到達目標」
・身体を使った表現に顕現されるメッセージ性を知り，他者理解を深めることができる。
・スポーツを実施する際の安全面の確保の重要性を理解し，実践することができる。
・指導対象や指導環境に合わせたスポーツ指導を行うことができる。
・スポーツ指導を通じて，自己分析を深め，今後の課題を見いだすことができる。
・他の学生のスポーツ指導を客観的に評価し，その学生の成長につながる意見交換をするこ
とができる。
・スポーツ指導の計画や実践において，他の学生と協力し，積極的なコミュニケーションを
とることができる。
「授業計画」
第1回

授業ガイダンス・概要説明（グループ分け）

第2回

運動指導の危険性と安全管理を理解する

第3回

運動指導における言語と非言語，心身の発育発達の理解

第4回

運動指導のロールプレイとディスカッション

第5回

身体運動の表現性を体感する

第 6 回〜第 14 回
第 15 回

〜個人と集団での運動とレクリエーションゲーム〜

スポーツ指導の実践（指導の実践及び振り返りの討議）

授業のまとめ

76

新

保

幸

洋・他

3．2014 年度春学期マルチスポーツ受講生による授業評価および本授業に対する感想の分析
3.1 受講生の概要と調査・分析方法
2014 年度春学期開講授業のスポーツ・健康科学実技（マルチスポーツ）として，2014 年 4
月 9 日〜 7 月 9 日の期間で実施した。授業回数は 14 回，履修学生は 18 名（途中 1 名が履修取
りやめ）であった。履修学生の内訳は，生物学科 4 名（1 年生 4 名），生物分子科学科 2 名（2
年生 2 名），情報科学科 2 名（1 年生 8 名），生命圏環境科学科 3 名（3 年生 3 名），全員が教員
養成課程履修学生であった。
マルチスポーツは，指導の実践を行う学生，すなわち先生役の学生および指導を受ける生徒
役の学生で構成された。毎回，受講生に対して指導の実践後に，その実践に対する授業評価を
記入させた。授業の評価表には，授業前準備の項目として「服装，身だしなみ，持ち物」
，「授
業準備（教材研究・教材作成）」，「授業設計，学習指導案の作成」の 3 項目，授業内容の項目
として，「授業に取り組む姿勢・意欲」，「学生とのコミュニケーション」，「授業実践ねらいの
達成度」，
「授業の進行，時間の遵守」，
「指導内容の適切さ」，
「声の大きさ，言葉の明瞭さ」，
「説
明の分かりやすさ」，「デモンストレーションの明確さ」，「授業の楽しさ」の 9 項目，そして安
全管理の項目として「安全性の確保」，「場の設定の適切さ」の 2 項目，これらに「総合評価」
の 1 項目を加え，全 15 項目に対してそれぞれ A（良い），B（どちらでもない），C（悪い）の
3 段階で評価し，さらにその評価の理由，根拠を簡潔に記入させた。
評価の分析は，まず，指導の実践を行った学生が他の学生からどのように評価されたかを集
計した。（総合点）そして，1 回目と 2 回目の授業評価の比較，さらに 3 つにカテゴライズ（授
業前準備，授業内容，安全管理）された評価項目間の評価の違いや項目ごとの評価の詳細につ
いて分析を試みた。また，授業の最終日（14 回目）の指導の実践が終了した後に，担当教員（湯
田）から受講生に対して本授業についての感想および将来に向けての提言というテーマで，自
由記述によりレポートを提出することを求めた。レポートに書かれた受講生の感想や意見を分
析し，指導の実践の効果について検討を試みた。
3.2 結果および考察
（1）指導の実践の授業評価について
①総合評価について
授業の評価表にある総合評価の結果について図 1 に示す。授業評価には 3 段階評定法を用い，
それぞれの項目を A（良い），B（どちらでもない），C（悪い）の順に 3，2，1 点と得点化し，
総合評価の合計得点から平均値を導き出した。
全体の平均値は，1 回目，2 回目それぞれ 2.60，2.64 となっており，全体としては高い評価
が得られたといえる。しかしながら，詳細にそのデータを見てみると，1 回目の指導の実践に
おいて全体の平均値である 2.6 を上回った受講生の割合は 70.6％（12 名）であったが，2 回目
の指導の実践においては全体の平均値である 2.64 を上回った受講生の割合は 53％（9 名）に
低下していた。さらに，平均値が 3.0 の受講生がいる一方で，2.0 をわずかに上回る程度の受
講生も見られることから全体的には平均値が高いものの，各人をみるとばらつきがあることが
明らかとなった。また，一回目と二回目の指導の実践とを比較してみると，一回目の指導の実
践よりも 2 回目の指導の実践の平均値が高かった割合は 53％（9 名）と半数以上となり，変化
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なしの割合は 12％（2 名）であった。そして一回目の平均値が二回目の平均値よりも高かった
割合は 35％（6 名）であった。一回目の平均値よりも二回目の平均値が高くなった割合と変化
のなかった割合を合計すると 65％（11 名）となり，一回目で経験した授業の実践を踏まえて
二回目にその反省を生かしたことが反映された結果になったのではないかと推測できる。しか
しながら，二回目の平均値が一回目よりも低かった割合が 35％（6 名）であったことを看過す
ることはできない。このように二回目の平均値が一回目の平均値よりも低下したのは，二回目
の指導の実践において，一回目の指導実践種目とは異なる種目とし，且つ，受講生自身が経験
したことのない種目を設定したことにより，受講生にとって指導をする「難易度」が上がった
ことがその理由の一つとして考えられる。また，この項目は総合的な単一の評価としてのみ捉
えられており，それ以外の観点からより詳細に評価項目を分析することが不可欠であろう。

点

Fig. 1

指導の実践総合評価のスコアおよび全体の平均値

n ＝ 17

② 14 項目の評価について
授業評価表にある評価項目（14 項目）の平均値を Fig. 2 に示す。
一回目の指導の実践と二回目とを比較すると，一回目の指導の実践よりも 2 回目の指導の実
践の方が平均値が高かった割合は 59％（10 名）となっており，約 6 割の受講生に平均値の向
上がみられた。また，二回目の方が一回目よりも低くなった割合は 41％（7 名）であった。二
回目の平均値が一回目の平均値よりも低下したことに関しては，上述の総合点の分析結果と同
様，詳細に他の評価項目を分析する必要があると思われる。
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点

Fig. 2

授業の実践評価表 14 項目の平均値

n ＝ 17

③指導の実践の項目別評価について
授業評価の項目別評価の平均値を図 3 に示す。
授業評価の項目は授業前準備の項目として「服装，身だしなみ，持ち物」，「授業準備（教材
研究・教材作成）」，「授業設計，学習指導案の作成」の 3 項目，授業内容の項目として，「授業
に取り組む姿勢・意欲」，「学生とのコミュニケーション」，「授業実践ねらいの達成度」，「授業
の進行，時間の遵守」，「指導内容の適切さ」，「声の大きさ，言葉の明瞭さ」，「説明の分かりや
すさ」，「デモンストレーションの明確さ」，「授業の楽しさ」の 9 項目，そして安全管理の項目
として「安全性の確保」，「場の設定の適切さ」の 2 項目，これらに「総合評価」の 1 項目を加
え，全 15 項目から成っている。
授業前準備の項目として「服装，身だしなみ，持ち物」，
「授業準備（教材研究・教材作成）」，
「授業設計，学習指導案の作成」の 3 項目に関しては，それぞれ 2.5 以上の平均値となっており，
評価の高さがうかがえる。また，「安全性の確保」，「場の設定の適切さ」の 2 項目について
も 2.5 以上の平均値であった。しかしながら，授業内容の項目である「学生とのコミュニケー
ション」，「声の大きさ，言葉の明瞭さ」，「説明の分かりやすさ」，「デモンストレーションの明
確さ」の 4 項目については平均値が 2.5 または 2.5 未満となっており，授業前の準備や安全面
の管理の項目と比較すると低いことが明らかとなった。
そこで，さらに詳細に 3 つのカテゴリーについてどのような違いがあるのかを検討するた
めに，授業前準備，授業内容，安全管理の 3 つのカテゴリーにおける平均値を統計ソフト
JMP11.0 により分散分析で比較した。その結果，F（2,234）
＝ 5.03，Mse ＝ 0.31，＜ .05 で，平
均点に有意差があることが明らかとなった。（Table. 1）そこで Tukey-Kramer の HSD 法を用
いて，多重比較を行ったところ，1 回目の授業実践における安全管理と授業内容の平均値には
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5％水準で有意差が確認された。ただし，授業内容と事前準備の間には有意な差はなかった。
また同じ手法で 2 回目の指導の実践における 3 つのカテゴリーの平均値を比較したところ，F
（2,237）＝ 5.40，Mse ＝ 0.34，＜ .05 で平均値に有意差があることがわかった。そこで TukeyKramer の HSD 法を用いて，多重比較を行ったところ，2 回目の指導の実践における事前準
備と授業内容の平均値には 5％水準で有意差が確認された。しかし，授業内容と安全管理との
間には有意な差は見られなかった。
これらの結果は，1，2 回目とも同じカテゴリー間に有意な差があったわけではないものの，
授業の内容は，授業前準備や安全性の確保といったカテゴリーと比較して，評価が低くなるこ
とを示している。すなわち，授業の内容の評価については，他者からの評価を上げることは安
易ではないことを意味していると考えられる。
さらに，1 回目および 2 回目の授業評価の変化を検討するために，事前準備，授業内容，安
全性の確保の 3 つのカテゴリーのそれぞれについて Wilcoxon signed-ranktest を行った。その
結果を Table 2．に示す。検定の結果，事前準備にのみ有意な差が認められた。（t（16）＝ 2.85，
p ＜ .05）事前準備の項目は，
「服装，身だしなみ，持ち物」，
「授業準備（教材研究・教材作成）」，
「授業設計，学習指導案の作成」の 3 項目である。そこでさらにどの項目が変化したのかにつ
いて分析するために 3 つの項目それぞれに対して Wilcoxon signed-ranktest を行った。検定の
結果，
「授業設計，学習指導案の作成」にのみ有意な差が認められ（t（16）＝ 1.76，p ＜ .05），
「授業設計，学習指導案の作成」の評価が向上したことが明らかとなった。
このような結果となった理由として，指導案の作成に関しては，1 回目の授業の実践の後，
受講生は他の学生の指導案を参考にしたり，担当教員の指導を受けることにより，2 回目の指
導の際にはより良い指導案の作成が可能となったことなどが考えられる。
点
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指導の実践授業評価（各群の平均値と SD および多重比較の結果）
項目

回数

1. 事前準備

2. 授業内容

3. 安全管理

F値

1 回目

3＞2

2.68（0.18）

2.59（0.19）

2.78（0.16）

5.03＊

2 回目

1＞2

2.81（0.11）

2.60（0.11）

2.63（0.24）

5.40＊
＊＜ .05

Table 2

指導の実践授業評価 1 回目と 2 回目の平均値，SD，検定の結果

事前準備
授業内容
安全管理

1 回目

2 回目

t値

2.68（0.18）
2.59（0.19）
2.78（0.16）

2.81（0.11）
2.60（0.11）
2.63（0.24）

2.85＊
0.21
−1.8
＊＜ .05

（2）受講生による感想レポートについて
レポートに書かれた自由記述の分析では，まず春原ら（2010）の行った研究の分類法を一部
改変し，自由記述の内容をその類似性を優先することで分類した。その結果，受講生から得ら
れた自由記述の内容は大きく分けて 7 つの領域に分類することができた。（Table 1）第 1 は授
業の難しさに関すること，第 2 は自己評価・反省に関すること，第 3 は他受講生の指導実践に
関すること，第 4 は教職全般に関すること，第 5 は授業に影響する要因について，第 6 は本授
業に対する肯定的な意見，そして第 7 は本授業に対する否定的な意見，これは単に授業に対し
て否定的な意見として記述されたものだけではなく改善点として書かれたものを含むものとし
て扱った。
以下，代表的な記述内容について述べるが，「」は記述の抜粋であり，多少わかりやすい表
現に換えて記述している。なお，すべての記述内容については本論文の最後に資料として添付
する。
Table 3
領域

自由記述の分析結果
記述内容の例

件数

合計

授業の難しさ

全般的な授業（教えること）の難しさ
計画段階の難しさ
実施段階の難しさ

2
5
2

9

9.5%

自己評価・反省

自分の指導実践に対する評価
指導の実践に伴う心理的変化
今後への抱負・意欲

8
2
14

24

25.3%

5
14
3
22

5
14
3
22

5.3%
14.7%
3.2%
23.2%

18

18

18.9%

他の受講生の指導の実践
教職に関すること
授業に影響する要因
本授業に対する肯定的意見
本授業に対する否定的意見
（改善点の指摘を含む）

割合
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1）授業の難しさに関すること（9 件）
①全般的な教えることの難しさ（2 件）
「本授業を通じて人に何かを教える難しさを再確認できた。」，「自分がやったことのない
ものを教えることは大変難しいものであったがだからこそ学べることがたくさんあった。」
②計画段階での難しさや不安（5 件）
「どのような形で授業の実践をやったらよいのかとても不安になった。」「自分が教える
ことについて自分がしっかりと理解していることが重要であると授業計画をする際に感じ
た。」
③実施段階の難しさ（2 件）
「授業の実践は教師が考え気をつけなければならない細かいことを自分自身で実行しな
ければならず非常に難しかった。」「人に伝えることの難しさや限られた時間内に授業を進
行することの難しさ，そして最低限度のコミュニケーション能力なくして自分の伝えたい
ことが伝わらないということが実感できた。」
2）自己評価・反省（24 件）
自分の行った授業の実践に対する評価や授業の実践を行ったことによる今後への抱負や意欲
に関する記述内容は多く見られた。
①自分の行った授業実践に対する評価（8 件）
「マルチスポーツでは，話すときの体の向きや声の大きさ，安全性の確保，授業の進行・
時間の遵守など理科の教師になった時に必要なスキルの練習ができた。」，「自分の伝えた
いことがしっかり相手に伝わっているのか不安になってしまった。」
②模擬授業に伴う心理的変化（2 件）
「生徒役の学生を前にして授業の実践を行ったことが，人の前に出ても緊張しないとい
う「場慣れ」につながった。」，「色々悩んだ末に，授業の実践を終えて感じたことは授業
を展開する側での楽しさだった。」
③今後への抱負・意欲（14 件）
「教師になって授業をすることの大変さを実感した。だからこそ挑戦したいと思うよう
になった。」，「本授業を受けて人の前に立つことに慣れることまた，声の大きさや話し方
を工夫して生徒が理解しやすい話し方を身につける必要性を強く感じた。」，
「3 年生になっ
てからもう一度この授業を受講して自分の成長した部分を確認してみたい。」
上記の記述以外にも多くの将来への抱負や積極的な意見があり，指導の実践を経験する
ことによって将来教員になることへの意欲の向上や問題意識の明確化につながったことが
示唆された。
3）他の受講生の指導実践について（5 件）
「他の学生が指導者の立場から指導している姿を見て様々なことに気付いたり，自分の
指導の足りない部分を認識することができた。」，「他の学生の授業実践について評価をす
ることにより色々と参考になることが発見できた。」
以上の記述内容から，受講生は多くの指導の実践を先生役そして生徒役の両方を経験す
ることによって，人に何かを教えるときに必要なもの，重要なことを客観的に見ることの
機会を得られたことが窺える。
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4）教職に関すること（14 件）
「リーダーシップを持って周囲の教員と協力，連携しながら教育に取り組む教育方法を
とれるように努力したい。」，「教師は生徒が理解できるように教え方を研究し続ける必要
があることが理解できた。」，「教職を本気でやりたいと思うようになった。この気持ちを
維持しながらもっと熱い気持ちで自分の教師の理想像に近づけるようにがんばろうと思
う。」，「授業を教える内容を準備する，わかりやすく教えるためにどうすれば良いのかと
いう点については努力すれば出来るようになると思うが，生徒を観察する力は何度も授業
を行い，生徒と触れ合っていく過程で，少しずつ生徒を理解していかなければ身につかな
い力であると思う。」
以上のように，学ぶ側から教える立場に立つことによって，教師として必要な資質や能
力について認識し，結果，将来教員としてのあるべき自分の姿をイメージできるように
なったことが窺える。また，徳永（2009）が，「実践的指導力の養成において，模擬授業
は一定時間数以上の継続的な実施が必要といえる。」と述べているが，受講生の記述にも
あった「生徒を観察する力」についても繰り返しの指導の実践を行うことによって得られ
る重要な実践的指導力の一つであると考えられる。
5）授業に影響する要因（3 件）
「元気がある先生とない先生とでは，生徒の受け取る印象が違うことが理解できた。す
なわち，元気があって，自信のある先生の授業は，生徒も先生を信頼しやすく，楽しく授
業が受けられると思った。」，「自信や楽しさが満ちた声が出せるということは教員にとっ
て必要不可欠な技術であると思う。自分もそのような声が出せるように自分を変えていき
たいと思う。
」，「人に教える場合，わかりやすい話し方，デモンストレーションの方法な
どが重要なことを授業を通じて学ぶことができ，教員になるための視野が広がったと感じ
た。」
以上の記述から，授業を行う際には，教材研究や指導案の作成といった授業準備や授業
計画だけではなく，教師の話しや，態度，あるいは自信があることが授業の雰囲気や生徒
の受ける印象に大きく影響を与えることを認識したことが窺える。
6）本授業に対する肯定的な意見（22 件）
「多くの競技種目に触れることのできる本授業は，新鮮で楽しくまた教師側から見ると
毎回一から教材研究ができるために毎時間新たな体験を経験することになりそのような点
において優れた授業であったと思う。」，「マルチスポーツという授業を通して，将来教師
になり，生徒の前で授業をするという具体的なイメージを持つことができた。」，「マルチ
スポーツの授業としての魅力は，教師になって授業を展開しながら様々なことに対応する
という『実際に行う』という経験ができることであった。」，「マルチスポーツを通して教
えるという点で学ぶことが多々あり，いい経験ができた。また，自分の見直すべき点も確
認でき，履修して良かったと思う。」
これらの記述からは，本授業が受講生にとって意味や価値のあるものとして捉えられて
いることがうかがえる。指導の実践を体験することによって，将来の教師へ向けて自分自
身に何が必要なのかを真剣に考える機会を提供したといえるのではないだろうか。
7）本授業に対する否定的な意見（改善点を含む）（18 件）
本授業に対する意見は肯定的なものだけではなく，いくつかの改善点を指摘する記述も
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見られた。
「毎時間指導の実践の後のディスカッションの中に，最低限満たすべき授業の要素は何
であったのかを討議することが重要であると思う。」，「1 回目の反省点をすぐに生かせる
ように同じ指導種目を 2 回連続で行った方がよかったかもしれない。」，「指導案に担当教
員のチェックコメントを付加し，学生に授業前に配布するようにする。」以上の記述のう
ち，指導案を担当教員がチェックし，コメントを付加したものを受講生に配布することは，
指導案作成の際に重要なポイントを把握しやすくなることが期待できる。
また，同じスポーツ種目を 2 週連続で指導することも可能なことであると思われる。2
週連続で同じ種目を行うことにより，1 週目の様々な反省を生かしながら，受講生にその
種目の技術的な感覚が維持されている状態で 2 週目の授業内容を発展しやすくするなどの
効果が期待できる。これらについては，今後検討していくことが必要であろう。
3.3 授業評価と感想の分析についてのまとめ
受講生による指導の実践に対する授業評価および本授業に対する感想の記述内容を分析
し，「指導の実践」の現状を把握するとともに本プログラムが受講生のリーダーシップ能力
や学習指導力の養成にどのような効果を与えているかを検討した。その結果は以下のように
まとめられる。
（1）受講生による授業の実践に対する授業評価について分析したところ，指導の実践におけ
る授業評価は個別には，ばらつきがあったが全体的には高い評価が得られたことが明ら
かとなった。また，授業前準備，授業内容，安全管理の 3 項目について分析したところ，
授業評価については，
「授業の内容」の項目が，
「授業前準備」や「安全性の確保」といっ
た項目と比較して，低かった。これは，指導を実践するうえで「授業の内容」例えば，
生徒とのコミュニケーション能力や説明能力を向上させることが難しいことを意味して
いると考えられる。つまり，短時間に授業の内容に関する質や能力を向上させることは
容易なことではないことを表している。したがって，受講生のリーダーシップや指導力
を養成するための指導の実践は，長期的・継続的な実施が必要といえる。
（2）本授業に対する受講生からの感想の内容分析から，以下の 7 つのカテゴリーに分類され
た。
1）「授業の難しさに関すること」
2）「自己評価・反省に関すること」
3）「他受講生の指導実践に関すること」
4）「教職全般に関すること」
5）「授業に影響する要因について」
6）「本授業に対する肯定的な意見」
7）「本授業に対する否定的な意見（改善点を含む）」
これらのうち「本授業に対する肯定的な意見」が最も多くみられ，特に受講生が実際
に授業を行う側に立ち，授業を行うことの難しさや楽しさを経験することにより , より
よい授業を行うための課題を見いだし，教師として必要な資質や能力について認識する
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きっかけになったと考えられる。
指導の実践を中心とした本プログラムは，教員を志望する学生の意欲を喚起し，教員
として必要なリーダーシップや指導力の養成のための導入として貴重な機会を提供して
いるといえよう。
今後の課題と展望
本プログラムは，受講生に対して実際に指導する場面を提供することで授業や指導者に関す
る具体的かつ実践的な理解や経験に繋がったと思われる。しかしながら，現実的には教師役と
なる回数や，また実践後に行う振り返りのディスカッションの進め方における時間配分などに
制約が多いのも事実である。今後，教師役の人数，実践の授業時間，指導内容などを調整しな
がらより効果的な指導の実践の枠組みを構築し直す必要性があると考えられる。例えば，週一
型の授業では賄いきれない時間的制約の問題を解決すべく，少人数の定員枠を設定した発展型
集中授業（スポーツ・健康科学演習Ⅸ・Ⅹ）の設置などがその対応策の一つとして挙げられる。
また，今回は，受講生による授業評価および感想レポートに基づいて分析を行ったが，授業評
価にさらなる客観性や妥当性を持たせるために，感想レポートを複数の教員が分析・分類をし
たり，ビデオ撮影からのフィードバックによる客観的評価や，教師の相互作用からみた客観的
な授業分析，そして，受講生が指導の実践後に行う振り返りのディスカッション内容を分析す
ることなど，より多様かつ多角的なデータ収集の導入が必要となる。具体的な解決策の一つと
して，資料 6 に添付してある「教師の相互作用行動分析ソフト」の利用は，教師行動を客観的
に数値化できるという点において導入価値があると考えられる。この試みに関しては，第 2 報
以降で報告したいと考えている。
最後に教員養成課程のカリキュラム改革という観点から考察したい。まずは今回のようなス
ポーツ健康科学教室との先駆的な取り組みを，一過性のものとして終わらせないことが大切だ
と考える。様々な課題があることは事実だが，極端にいえば，実践してみること自体に大きな
価値がある取り組みだと筆者は認識している。あとは実践を積み重ねる中で改善を行い，より
洗練されたものにしてゆけばよいのではないだろうか。そのためにも，何年間か継続してデー
タを取り，解析し，その成果の検証を行う必要があるように思われる。
それと同時に教員養成課程で開講している他の科目群とのつながりを意識してゆく必要もあ
るだろう。はじめに（問題の所在）のところでも述べたが，教員養成課程の現行カリキュラム
では，リーダーシップ能力の育成は非常に重要かつ喫旧の課題であるにも関わらず，それぞれ
の科目内容の理解等が優先されてしまうため，なかなか正面切って取り組めないという歯がゆ
さがある。どうしても取り組むべき優先順位が下がってしまうという矛盾を抱えているのであ
る。
このような矛盾を一気に解決する妙案はない。しかし，教職課程で開講されているあらゆる
科目において，リーダーシップ能力の育成を意識した内容や方法をより多く取り入れてゆくこ
とは可能であろう。これは比較的現実味がある改善策であるといえる。
今回「マルチスポーツ」の授業で意図的にデザインされた最も重要な学習構造は，①教師役
となった学生が実際に教えてみるという指導経験の場を設定したこと，②その経験を教師役と
なった学生自身でも振り返る場を設定したこと，③（教師役の学生が）同じ受講学生達（仲
間）や授業担当講師から，学習者役としての率直なフィードバックをもらえる場を設定したこ
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との 3 点であったと考える。そのような多面的な構造が，受講学生の学びを非常に深めること
につながったと筆者は見ている。従って，上記したような内省とフィードバックという構造を，
他の教職課程の科目群においてもなるべく多く組み込み，経験から学ぶという学習スタイルを
中軸にすえた科目構造に変えてゆくことが，学生達の成長につながるのではないかと考えてい
る。
（補足 1）
日本スポーツ振興センターの報告によると，2005 年から 2013 年の間に学校で発生した事故
は 5067 件と報告されている。その多くが課外活動（部活動などのスポーツ活動：1547 件）や
休憩時間（1088 件）によるものであるが，通学中（818 件），各教科中（803 件），特別活動
（257 件），学校行事（253 件）などが挙げられている。理科教科授業中の事故も 37 件あり，理
科系の教員といえども学校生活における安全対策や事故対応への能力は重要なものと考えられ
る。特に運動・スポーツには怪我の危険性が内包されていることから，指導をしていく際には
安全面への配慮が重要となる。日本体育協会はスポーツ指導者に課せられる法的な注意義務と
して，怪我や事故に対する「予見義務」，
「回避義務」，
「保護監督義務」，
「保護者への通知義務」
の 4 点を挙げている。そして，スポーツ事故を防ぐために「施設用具の管理」，「健康管理と身
体能力の管理」，「自然条件の把握」を挙げている。
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評価表

授業の評価
平成

【評価表】

年

月

日

次の各項目について，Ａ,Ｂ,Ｃの 3 段階で評価し，簡潔にその理由，根拠を書く。
指導者：
指導種目：
評価者：
学籍番号

項

目

評 価

氏名

理

由

・

根

拠

1. 授業に取り組む姿勢・意欲
2. 服装，身だしなみ，持ち物
3. 学生とのコミュニケーション
4. 授業準備（教材研究・教材作成）
5. 授業設計，学習指導案の作成
6. 授業実践

ねらいの達成度

7. 授業の進行，時間の遵守
8. 指導内容の適切さ
9. 安全性の確保
10.場の設定の適切さ
11.声の大きさ，言葉の明瞭さ
12.説明の分かりやすさ
13.デモンストレーションの明確さ
14.授業の楽しさ
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スポーツ･健康科学教室

88

資料 3

新

秋学期マルチスポーツ指導案

保

幸

洋・他

サンプル

スポーツ健康科学実技

「マルチスポーツ」指導案

指導者役氏名

学科

指導者役氏名

学科

◎日付

10月

14日

◎人数

15名

（男性

11

名

女性

4

名）

◎指導する種目：

バスケットボール

◎指導のねらい、目標：

基本的なハンドリング、パス、ドリブル技術の習得とシュート技術の向上

◎使用用具等：

バスケットボール×18個、ゼッケン5枚×3色、得点板×1

◎安全面への配慮

選手同士の衝突を避けるため、競り合いの際に無理をさせない。ルールの理解、ファウルを判定する。

男女差と技術レベルを考慮して、安全かつ効率的な授業運営を行う

＜指導の流れ＞
段階

時間経過
10:30

学習内容
バスケットコートの設営

指導における注意点や教員の支援
ホワイトボードを用いて、簡単にルールを説明しやすくする

用具の準備
10:40
導入

集合、点呼

欠席者がいた場合は、バスケット経験のある受講者に補助を依頼する

今日の授業の説明・グループ分け

チーム分けは、経験者、男女のバランスを見て判断する。

10:50

準備体操・ストレッチング・ハンドリング

ボールを使いながら、ハンドリングとストレッチを交えて行う。

10:55

パス、ドリブル

選手同士の距離が近くならないようにマーカーで場所を指示する

（2人組）

笛を使って、プレーを止める。指示が伝わるように工夫する
適宜、経験者のデモンストレーションを加える

11:00

11:10

技術練習①

ゴールは2つ、左右２方向から行う。

ドリブル～シュート

うまくいかない受講生に声かけをしながら見回る

技術練習②

経験者のデモンストレーションを活用する

パスを受けてシュート

トラベリングに注意する

11:15

ドリブルストップからのシュート

バックボードの小枠とリングの奥を狙う
ローテーションがスムーズに行えるように、順番を指示する。

展開

11:20

（状況を見て休憩を挟む）

選手の疲労度を見ながら、休憩が必要であれば、短い時間の休憩を挟む

５vs５の試合形式

空いているチームは、隣のコートで自由練習

5人組３チーム、3分×６ゲーム
ファウルを判定しながら、ゲームの流れを止めすぎないように声かけを行う
選手同士の衝突が起こらないようにシンクロコーチングで注意を促す

11:45

後片付け

用具を倉庫に片付ける、ゼッケンを集める。
整理運動、ストレッチング

まとめ
11:50

授業の振り返り

怪我や体調不良の確認
授業の総評・生徒との討議

教員養成課程履修学生のリーダーシップ能力養成の試み
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秋学期マルチスポーツ

指導の実践評価表

スポーツ健康科学実技

「マルチスポーツ」

指導の実践評価表
平成

年

指導者：
指導種⽬：
＜評価者＞
学籍番号：
⽒名：
以下の各項⽬について、A,B,Cの３段階で評価をし、簡潔にその理由を書いてください。
項⽬
1.

授業に取り組む姿勢・意欲

2.

服装・⾝だしなみ

3.

授業の計画性、準備

4.

授業の実践におけるねらいの明確化

5.

授業の実践における進⾏、時間配分

6.

安全性の確保

7.

場の設定、雰囲気の作り⽅

8.

声の⼤きさ、明瞭さ

9.

説明やデモの分かりやすさ

10. 授業の楽しさ
11. 授業を受けた感想

89

評価

理由

⽉

⽇

90
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本授業に対する感想の分類結果
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教員養成課程履修学生のリーダーシップ能力養成の試み
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教員養成課程履修学生のリーダーシップ能力養成の試み
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授業における教師の相互作用行動分析ソフト（CODA Sportstec Ltd,Ver2.7 より作成）

