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1．緒言 
 現代、子どもの体力低下・停滞は深刻な社会問題

となっている。子どもの体力低下は、運動能力の低

下だけでなく心身の健康面への影響も大きく、一刻

も早い問題の解決が必要である(柏木 2007)。その

ような社会の要請やそれに伴う文部科学省の答申

を受けて、平成 21 年 3月に高等学校学習指導要領

が改訂された。そこでは体育授業の中で「体つくり

運動」の内容を 7～10 単位時間取り扱うことが新た

に明記されるなど、子どもの心身の健康の保持増進

や体力向上の必要性が高まっている(文科省2009)。 

 学校体育における｢体つくり運動｣の先行実践を

みると、ウエイトトレーニングやサーキットトレー

ニングとして強化を目的とする実践や、他領域の授

業と関連させて補強運動や準備・整理体操として取

り扱う実践など工夫を凝らした「体つくり運動」の

実践報告も見られる。それらの実践には共通して短

時間の授業中に体力向上を目標にしているものが

多く見受けられる。しかし、高橋(2009)によると、

限られた体育授業の時間だけで体力を向上させる

ことはとても困難であるとされている。実際に学校

ごとに行われている体つくりのプログラムも、大き

な成果を上げているとは言い難いのが実情である

(柏木 2007)。体力向上を意図するならば、運動を

日常生活にも取り入れさせるような働きかけが必

要になると考えられるし、授業で強調すべきは、心

の健康の保持増進や体力向上のための運動の行い

方や意義、コツなどを実践的に理解させることだと

考えられる。 

 そこで本研究では、心の健康の保持増進や体力を

高める方法と意義を実践的に理解させるような教

材づくりを行い、授業実践を行ったので、その内容

について報告する。 

 
2．研究方法 
2-1 対象授業 

茨城県立取手第一高等学校 3 年 2 組の選択授業

｢トレーニング論｣履修者 8 名(男子 6 名、女子 2 名)
を対象とした。生徒らは明るく素直であり、運動部

活動の中心として活動していた者が多く、運動する

ことに対して興味・関心が高い子どもたちが多かっ

た。     
指導者は教員歴 2 年目の男性教諭(24 歳)であり、

剣道を専門種目としている。また、日頃から対象生

徒の体育授業を担当しており、生徒との信頼関係が

十分築けている教員であった。尚、茨城大学教育学

部 4 年次の学生が T2 としてサポートを行った。 
期間は 2009年 11月 10日～12月 15日までとし、

8 単位時間の授業を実施した。 
2-2 授業のねらい 
 今回授業を通して、①筋力向上とパワー系の運動
能力向上の関連性や、合理的な筋力の高め方につい
て理解し、それに基づいたトレーニングができるよ
うになること②心の健康の保持増進のために、自分
が気分良くジョギングできるための走り方のコツ

について分かり、それに基づいたジョギングが実践
できるようになることを授業の主なねらいとした。 
2-3 データ収集と分析  
2-3-1 スクワットフォームの評価 
 スクワットフォームの変化を検討するために、単
元前後のスクワットの様子をビデオカメラで撮影
した。撮影した映像を基にルーブリックを作成し、
フォームの評価を行った。 
2-3-2 スクワット負荷量とシュート速度の関係 
 スクワットトレーニング時の負荷量とシュート
速度の関係を検討するために、単元前後のスクワッ
ト負荷量とシュート速度を記録した。記録したデー
タは、対応のあるｔ検定を用い、分析を行った。ま
た、今回の授業での筋力向上と運動技能の関係を検
討するため、単元前後での負荷量の変化とシュート
速度の変化を Spearman の相関分析を用いて分析し
た。 
2-3-3 感情調査 
 ジョギング前後の感情の変化を調査するために、
橋本・徳永ら(1996)が作成した 12 項目の動詞句から
なる感情尺度(MCL-S)を用いた。この MCL-S尺度は、
｢快感情｣｢リラックス感｣｢不安感｣の 3つの下位尺
度で構成されている。測定方法は感情尺度(MCL-S)
を印刷した用紙をジョギング前後に配布し、それぞ
れ記入させることとした。最も肯定的な回答を 3 点、
最も否定的回答を－3 点として得点化し、それぞれ
得点を算出した。算出した得点を用い、ジョギング
前後の差を算出した。単元 1 時間目と 8 時間目の平
均の差の検定として、ノンパラメトリック法の
Wilcoxon の符号付き順位検定を用いて分析した。 
2-3-4 論述テスト 
 生徒たちが習得した知識を評価するために、｢①

力強い動きが求められるパワー系の運動能力を高

めたいと思うとき、あなたはどのようなトレーニン

グを行うか。また効果的にそのような運動能力を高

めるコツを述べよ。｣「②ジョギングによって自分

自身の気分を高めたいと思うとき、どのようなジョ

ギングを行えば気分が高まると考えるか。そのコツ

を詳しく述べよ。」という論述式のテストを実施し

た。生徒が記述した文章の評価は、それぞれの内容

を意味のある分節ごとに区切り、各々の文節をテー

マ化した。テーマ化された項目は、再カテゴリー化

を繰り返し最終的に意味を整理させることのでき

ないところまで繰り返した。その後単元前後の内容

を比較し、どのような違いがあるかを検討した。 
 
3．結果と考察 
3-1 授業の実際 
 単元 1 時間目はオリエンテーションと診断的評
価として、10 分間の試しのジョギング(前後に感情
調査)、シュート速度の測定、スクワットフォーム
チェックを行った。単元 2 時間目は合理的な筋力ト
レーニングを実践できるようになるために必要な
知識や技能についての指導を行った。単元 3 時間目
は、快感情を引き起こすジョギングができるように
なるために必要な知識・技能について指導した。単
元 4～7 時間目は、知識に基づいた合理的な筋力ト
レーニングを行う練習と、各自快感情を引き起こす
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走り方を見つけるための時間とした。単元 8 時間目
は総括的評価として、単元 1 時間目と同様のテスト
の実施と、単元のまとめを行った。 
3-2 筋力のトレーニング成果 
 ルーブリックは、スクワットフォームの臀部の突

き出し具合[臀部]や上体の起き具合[上体]など 8

つの観点を各観点 5点満点で評価し、それら 8項目

の総合得点により対象者をAからEに分類するよう

作成した。尚、ルーブリックの Aを高得点、Eを低

得点とした。評価の結果、単元前は Aが 1人、Bが

2人、Cが 3人、Dが 2人。単元後は、Aが 4 人、B

が 3人、Cが 1 人で、全員単元後の方が高得点を示

した。 

 スクワット負荷量と、シュート速度の t 検定の結

果、それぞれ単元前後において 5%水準で有意な差

が認められ、単元後において負荷量及び速度の向上

が見られた。 

表 1 単元 1・8の差の検定(負荷量・速度) 

  単元 1 単元 8 

t 値  M SD M SD 

負荷量 71.25 17.68 75.63 18.6 -3.86**

速度 79 17 82.88 15.74 -2.33*

     *p<0.05  **p<0.01

しかし、負荷量と速度の関係については、有意な

相関関係は見られなかった。(p=0.123>0.05)  
 論述テスト①の分析の結果、単元前の内容は｢筋
力向上｣｢技術｣｢体の使い方｣｢意識性の法則｣の 4つ
のカテゴリーに分類できた。単元後は、その 4つに
加え｢負荷の重要性｣｢フォーム｣｢超回復｣の 3 つが
加わった。 
単元後はカテゴリー数が増えたことに加え、内容

がより具体的になった。また、単元前には筋力向上
と運動能力が関連していることを意味する内容を
記述する生徒が 8 人中 2 人しかいなかったが、単元
後は 6 人に増えていた。 

 以上のような結果から、合理的な筋力トレーニン

グの授業を通して、筋力向上と運動能力向上の関連

性について理解させることができ、生徒たちに体感

させることができる程度の成果があったと言える。

今回は筋力向上とパワー系の運動能力向上の関連

について、統計上の有意性をみることはできなかっ

たが、対象者の少なさや、論述テストの結果を考え

れば、概ね成果を上げることができたと捉えられる。 
3-3 快感情を引き出すジョギングの学習成果 
感情調査の結果、単元 1 時間目のジョギング前後

において尺度ごとに差を見てみると、｢リラックス

感｣ではすべての生徒において負の数値を示してお

り、また｢快感情｣では 8人中 4人の生徒が負の数値

を示した。ジョギング前後の総合得点の差を見てみ

ると、8人中 6 人の生徒において負の数値が示され

た。 

単元 8時間目では尺度ごとに差を見ると、｢快感

情｣ではすべての生徒において正の数値を示し、｢リ

ラックス感｣では 6人の生徒が正の数値を示す結果

となった。総合得点では、8 人中 7人の生徒は正の

数値であり、高い数値を示していた。 

尺度、総合得点毎に単元 1・8時間目の平均の差

を検定したところ、｢快感情｣｢リラックス感｣尺度、

総合得点において有意な差が見られた。 

 表 2 単元前後における感情調査の差の検定

  単元 1 単元 8   

  M SD M SD Z 

快感情 -1.05 5.42 4.00 1.20 -2.25*

リラックス感 -6.88 6.66 1.75 6.98 -2.52*

不安感 0.75 1.05 1.50 2.45 -0.60

総合得点 -8.88 12.90 7.25 5.85 -2.52*

     *p<0.05
論述テスト②の分析の結果、単元前後とも｢運動

強度」｢目標｣｢音楽｣｢景色｣｢友達｣の 5 つのカテゴリ
ーに分類できた。カテゴリー数に変化はないが、単
元後には自分の感情を高める走り方が分かったと
評価できる、具体的な数値や内容が多く記述される
傾向にあった。 
 以上のことから、単元前後を比較して、感情調査

の｢快感情｣｢リラックス感｣尺度、総合得点の差を比

較した結果からも、気分良くなれるような走り方を

実践できるようになったと言える。また論述テスト

の結果からも、実践を通して自分がどのように走れ

ば気分が良くなるのかについてきちんと理解した

ことが伺える。快感情を引き起こすジョギングにつ

いて知識面と実践面において、どちらにも成果が見

られた。自分の快感情を引き起こすジョギングとは

どのような走り方なのかを「わかる」ことができ、

実際に「できる」ようになったと捉えられる。 
 
4．まとめ 
本研究は、心の健康の保持増進や体力を高める方

法と意義を実践的に理解させることをねらいに授
業を実践した。その結果は以下の通りである。 
(1)スクワットフォームチェックでは、単元前後で比

較して、全員が単元前よりも良いフォームで実践

できるようになる傾向にあった。 
(2)シュート速度とスクワットの負荷量は、それぞれ

単元 1・8 時間目で比較して、5％水準で有意な差

が認められた。 
(3)シュート速度とスクワットの負荷量の関係性は、

有意な関係が認められなかった。 
(4)感情調査の結果では、単元 1・8 時間目で比較し

て「快感情」「リラックス感」尺度、総合得点に

おいて 5％水準で有意な差が認められたが、「不

安感」尺度では有意な差が認められなかった。 
(5)論述テストを単元前後で比較して、合理的な筋力

トレーニングと快感情を引き起こすジョギング

の両方で、知識の向上が見られた。また単元後で

は、筋力向上とパワー系の運動能力向上の関連性

を体感できたという内容の記述が多かった。 
以上の結果から、本実践のねらいとした体つくり

運動における実践的な理解と、それに基づく運動が

できる傾向にあり、概ね成功裡な授業ができたと考

えられる。しかし今回は少人数クラスかつ運動に興

味・関心が高い生徒を対象としていたこともあり、

今後は更に多様な生徒に向けた授業実践及び、その

研究を推し進めていく必要があると考える。 
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