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1 緒言 

2006（平成 18）年 12 月の教育基本法の改正を受

け、平成 20 年 3 月に中学校の学習指導要領が改訂

され、武道は男女ともに必修となり、平成 24 年度

より実施されることとなった。 

しかし、現状の課題として全中学校の武道場の整

備や、武道が指導できる教員の確保、柔道衣や剣道

の防具などの用具の購入などが挙げられる。 

文部科学省の資料によると武道場が整備されて

いる公立中学校は平成20年 5月時点で10,104校中、

4,771 校(47.2％)と半数以下であり、私立中学校で

は 735 校中、184 校(25.0％)と 4分の１の学校しか

武道場は整備されていない。 

また武道は格闘技としての面を持っているため、

授業の安全性を確保するためにも、指導を行う教員

には専門的な知識が必要とされる。しかし、全ての

中学校に武道の専門的知識を有している保健体育

科の教員が確保されているとは考えにくい。そのた

め、必修化が完全実施される時に授業の実施が困難

となる学校が出てくると思われる。 

平成 20 年度の佐々木の研究では、茨城県内の中

学校は全国の武道場設置状況と比較すると武道の

授業環境としては先進的であること、また武道の授

業は初めて指導を受ける生徒が大部分であること

から、授業時間の確保が必修化に向けての課題とな

っていることが明らかにされた。 

しかし実際の教育の現場において、武道授業の実

施状況や中学校教員の必修化に対する考えなどに

関する資料は少ない。また、外部から指導者を招く

ことについて、授業を担当している教員の考えをま

とめた資料はない。 

 そこで本研究では、中学校における武道授業の実

施状況や授業を指導する教員の考えを知ることに

より、武道必修化による授業の充実へ向けた基礎的

な資料を得ようとするものである。 

 

2 研究方法 

2-1 調査対象 

茨城県内の全中学校 243 校を対象とした。 

2-2 調査方法 

 各中学校にアンケートを送付し、調査を行った。

用紙の記入は各中学校長と保健体育科主任に依頼

した。 

2-2-1 調査内容 

使用した調査用紙は全日本柔道連盟「中学校武道

必修化対策チーム」の田中裕之氏（八王子市立打越

中学校校長、全日本柔道連盟教育普及委員会委員）

が東京都で調査を行う際に使用した調査用紙を使

用した。調査用紙の項目は以下の内容である。 

〈校長向けの調査項目〉 

1 今年度の武道の授業の実施状況について 

2 平成 24 年度の武道授業の実施予定について 

〈保健体育科主任向けの調査項目〉 

1 体育教員の実態について 

2 保健体育の授業で武道を行うことについて 

3 武道授業の研修会の内容について 

4 外部指導者の導入について 

 

3 結果と考察 

3-1  今年度の武道授業の実施状況について 

茨城県内の中学校 243 校中、回答が得られたのは

175 校であった。回収率は、72.0％であった。 

武道授業の実施種目は柔道が 144 校（82.3％）で

あり、約 8割を占めていた。剣道は 53 校（30.3％）

が実施だった。相撲は 0で実施している学校は無か

った。未実施（無回答を含む）と回答した学校も 4

校（2.3％）あった。未実施である理由には、学校

の施設・設備が整備されていない、ダンスを履修さ

せた、とあった。また、柔道と剣道の両方を実施し

ていると答えた学校も 26 校（14.9％）あった。 

種目を選択した理由には、本校の施設や現有して

いる備品等からと答えた学校が 84.6％であり、ほ

とんどの学校が種目を選ぶ際の主たる理由として

いることがわかった。 

各学年での武道授業の実施時間数を比較してみ

ると、10～12 時間が最も多く、全学年において約

50％の学校がこの時間で実施していた。次いで 6～

9 時間が多く、30～35％の学校が実施していた。5

時間未満または 13 時間以上の実施、あるいは未実

施などの学校は 10％未満であった。しかし、未実

施に関しては 3年次で増える傾向にあった。 

今年度の武道授業が 10 時間以上確保されていた

学校は 1 年次男子 57.7%、女子 53.7%、2 年次男子

57.7%、女子 53.7%、3 年次男子 55.5%、女子 50.3%

であった。全学年で半数以上の学校が 10 時間以上

武道授業の時間をとっていることがわかる。 

授業時数を配当した理由には、他の単元の時間数

との兼ね合いから、と答えた学校が最も多く

(78.9％）、ほとんどの中学校が授業時数を決める要

因として答えていた。 

3-2 平成 24 年度の武道授業の実施予定について 

平成 24 年度の武道授業には、柔道を予定する学

校が 146 校(83.4％)と最も多く、今年度の実施学校

数より 2 校(1.1％)増加している。剣道は 46 校

(26.3％)であり、今年度より 7 校(4％)減少してい

る。相撲は 0％で変化は無かった。未定(無回答)は

5校であった。 

柔道と剣道の両方を実施している(複数種目)と

答えた学校は 22 校（12.6％）であり、今年度より

4校(2.3％)減少している。 

種目を選択する理由には、本校の施設や現有して

いる備品等を考えて、と答えた学校が 86.9％で最

も多く、今年度と同じく施設・設備の面から種目を

選ぶのが大多数であると分かった。 

武道授業の授業時数について、全学年において

10～12 時間を予定している中学校は約 50％と今年

度と比べ、数値の変化はほとんど見られなかったも

のの、最も多かった。5時間未満は約 1％、6～9時
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間は約 25％となり今年度と比べ、減少する傾向が

見られた。13 時間以上は約 20％となり、増加する

傾向にあった。これらの結果から 24 年度の武道授

業の授業時数は今年度より増加する傾向にあると

思われる。 

武道の授業に全学年 13 時間以上の実施を予定し

ている理由には、生徒の実態を選んだ学校が最も多

く、次いで武道指導の意義、施設・備品等の状況の

順に続いた。これに対して、学年によって 12 時間

以下の実施を予定、または未定とする主な理由は、

他の単元の時間数との兼ね合いであった。 

3-3 中学校における体育主任教員の武道に関する

経験および意識について 

保健体育科主任用アンケートは回収の際、校長用

のみ返信された学校があったため、回収数は172（校

長用 175）である。回収率は 70.8％だった。 

体育教員が取得している武道の段位は柔道が最

も多く 114 人(66.3％)が取得していた。剣道は 58

人(33.7％)、相撲は 2 人(1.3％)が取得していた。

段位無し、または無回答は 32 人(18.6％)であった。 

合計すると 100％を超えるが、これは複数の種目

の段位を取得している教員がいるからであり、33

人(19.2％)であった。 

 武道授業の指導に対する自信は、一部難しい部分

があるが、単独で指導できる、と答えた教員が最も

多く 123 人（71.5％）であった。十分な指導ができ

る、と答えた教員は 40 人(23.3％)、一部難しい部

分があり外部指導者等との TT ならば指導できる、

と答えたのは 8 人(4.7％)、現状では指導は困難で

ある、と答えたのは 4人(2.3％)であった。 

 この結果から、大半の教員が単独で授業の指導

を行うことが可能と考えていることがわかった。 

 武道の授業で実施したい種目には、柔道が最も

多く 82％の教員が選んでいた。剣道は 25.6％、相

撲は1.7％であった。複数の種目を授業で行いたい

と答えた教員も 9.3％いた。 

 種目選択の理由には、施設・設備の面から武道

の種目を選びたいと考えている教員が最も多く、

70.9％の教員が選んでいた。指導できる教員の有

無や専門性から選びたいと答えた教員も 53.1％い

た。そのため、段位を取得している教員が多い柔

道が多く選ばれているのではないかと思われる。 

 体育教員が希望する武道授業の実施時間は全学

年で 10～12 時間が多く、50％を超える教員が選ん

でいた。次に多かった実施時間数は 13 時間以上、

6～9 時間であり、各時間共に約 20％の教員が選ん

だ。5時間未満と答えた教員は約 1％であった。 

 全学年において 13 時間以上の実施を考えている

理由には生徒の実態(60.0％)、武道授業の意義

(40.0％)が多かった。12 時間以下の実施を考えて

いる理由には、他の種目との兼ね合い(76.2％)が

最も多かった。 

武道授業（柔道）の研修会には、基本動作の習得、

授業の工夫、基本動作の指導の工夫、投げ技指導の

工夫、などの内容を希望する教員が多く、授業の流

れや基本動作、投げ技に関する研修が望まれる傾向

にあった。 

3－4 外部指導者導入に対する考えについて 

 外部指導者の導入については考えていない(105

人:61.0％)とする意見が、条件が合えば導入を考え

るという意見(62 人:36.0％)を上回っていた。積極

的に導入を考えている意見は 4 人(2.3％)であった。 

 外部指導者の導入を考える理由は、より専門性を

持つ指導者の必要性、多様な視点からの生徒指導が

できる、というものが多い。逆に導入を考えていな

い理由には、一人だけでも授業を行うことができる、

外部指導者との打ち合わせの時間が十分に確保で

きないため、と答えた教員が多かった。 

この結果から、一人でも指導ができるために無理

に外部指導者の導入を考えていない教員が大半な

のだと思われる。 

 

4 まとめ 

茨城県内中学校の学校長と保健体育科主任への

武道必修化に関するアンケートから次のことが明

らかになった。 

1) 今年度の武道授業の種目には柔道を実施する

学校が多数であり、その主としての理由は、学校

の現有している施設・設備からである。 

2) 授業実施時間は 10～12 時間が最も多く、主たる

理由は他の単元の時間数との兼ね合いであった。 

3) 平成 24 年度の武道授業には柔道を実施すると

答えた学校が最も多く、種目を選んだ主な理由は

施設・設備の面からである。 

4) 武道授業の授業時数は今年度と同じく 10～12

時間を予定している中学校が最も多かったが、全

体的には授業時数は増加する傾向にある。全学年

13 時間以上を予定している主な理由は、生徒の

実態、武道指導の意義、施設・備品等の状況であ

り、学年によって 12 時間以下の配当、または未

定とする主な理由は、他の単元の時間数との兼ね

合いからである。 

5) 保健体育主任の考える実施したい種目は、柔道

が最も多かった。選んだ理由には施設・設備から

選択した、とするものが最も多かった。また、指

導できる教員の有無や専門性から選んだ教員も

50％を超えていた。 

授業の実施時間は 10～12 時間を希望する教員

が最も多く、他の種目との兼ね合いが主たる理由

であった。13時間以上実施を希望する理由には、

生徒の実態、武道授業の意義が多かった。 

6) 外部指導者の導入については考えていない、と

答えた教員が最も多く、次に条件が合えば導入を

考える、と答えた教員が多かった。積極的に導入

を考えると答えた教員は少数であった。 

導入を考えていない理由には、教員一人でも授

業の指導が可能、また外部指導者との打ち合わせ

の時間が作れないという意見が多かった。 
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