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1. 緒言 

一般に体育授業におけるマネージメントは、そ

の時間量が多ければ多いほど授業成果は低くなり、

反対に効率よく行われる授業ほど成果が高まる傾

向にあるとされている（Siedentop，1988、福ヶ迫，

2005、高橋 1992）。したがって、これらの研究成果

から、体育授業において効果的な指導を実現する

ためには、教師が効率よくマネージメントを行う

必要がある。 

先行研究を見ると、マネージメント場面の種類

を分類したものや（福ヶ迫，2005、Siedentop，1988）、

どのようなマネージメント方略が行われているか

を検討したもの（福ヶ迫，2005）、マネージメント

場面と子どもの形成的授業評価の関係（日野，1997、

高橋，1995）などの研究は行われているが、効率

よいマネージメントを実現する具体的な説明や指

示の与え方に焦点を当てた研究は見受けられない。 

そこで本研究では、体育授業の場づくりの説明

場面に限定し、効果的な説明の仕方について分

析・検討することを目的とした。具体的には、口

頭のみの説明や準備物の位置・方向の図を加えた

説明と、児童生徒の場づくり内容の理解の関係に

ついて検討することにした。 

 

2. 研究方法 

1） 対象・実施時期 

2010年 12月 6日、9日の 2日間に実験を行った。

対象は、茨城大学教育学部附属小学校 3年生 38名

（男子 19 名、女子 19 名）と、茨城大学教育学部

附属中学校 1年生 37名（男子 20名、女子 17名）

である。 

2） 実験の方法 

実際の体育授業に近い形で行えるよう準備運動

などを行ったあと、10 年以上の教職経験を有する

大学教員が体育館で場づくりについてあらかじめ

準備した 4 つの方法で説明し、それぞれの説明毎

に対する児童生徒の理解を推し測るテストを行っ

た。行った説明方法は以下の通りである。 

a.口頭説明のみ（以下、口頭のみ） 

b.方向を示した図を用いた口頭説明（以下、方向図

と口頭） 

c.位置を示した図を用いた口頭説明（以下、位置図

と口頭） 

d.方向と位置を示した図を用いた口頭説明（以下、

方向・位置図と口頭） 

 説明の方法については、説明内容の難易度に

差が出にくいようあらかじめ問題文を作成し、説

明者はすべて同じ、読むスピードは日常会話程度、

声の大きさは中程度、読み方（強調しないなど）

に注意する、などの条件のもと説明を行った。実

際に行った説明内容は、1枚の付箋の説明を、どの

付箋について説明するか、貼る位置、貼る向きの

順で文を構成した。その説明を 3 ヶ所、説明のタ

イプごとに行った。 

説明文の例） 
まず、ピンクのハートについて説明します。ピンクの

ハートを張る位置は、入り口側のコートの真ん中の丸の
上です。向きは、ハートの下のとんがっている方が、入
り口に向かって右になるように張ってください。 

テストに先立ち、対象児童生徒 1 人ひとりに、

体育館の平面図を描いたプリント及び、色や形が

異なる 3種類の付箋を配布した。その後、1つひと

つの説明に対して、説明通りにあらかじめ配布し

ておいた付箋をプリントに貼らせた。3つの付箋そ

れぞれが説明通りに貼られている場合、付箋 1 枚

につき 1点を与え、4つの説明全て 1問 3点満点と

し、それぞれの理解状況を把握することにした。 

  

3） 分析方法 

 得られたデータは以下のように分析した。 

①児童生徒の理解状況を把握するために、説明タ

イプ別に理解テストの正答率を算出した。 

②説明タイプにおける理解状況の差を検討するた

めに 4 群間の違いを Friedman 検定により分析し、

有意差が認められる場合には、説明タイプ毎の多

重比較（Wilcoxonの符号付き順位検定）を行った。 

③また、これら説明タイプと発達段階との関係を

明らかにするために、説明タイプ毎に学年間の差

を Mann-Whithney のＵ検定により分析した。有意

水準は全て 5%未満とした。 

 

3.  結果と考察 

1）児童生徒の説明理解の状況 

 表１は、説明理解テストの正答率を説明タイプ

毎に示したものである。表１に示す通り小学校 3

年生の場合、「口頭のみ」が 27.0%、「方向図と口頭」

が 84.7%、「位置図と口頭」が 63.0%、「方向・位置

図と口頭」が 95.4%であった。 

 一方、中学校 1年生の場合「口頭のみ」が 54.9%、

「方向図と口頭」が 71.1%、「位置図と口頭」が 83.7%、

「方向・位置図と口頭」が 93.6%であった。 

小学生、中学生ともに方向や位置を示した図を

用いながら口頭によって説明した場合、9割以上の

正答率が示される一方、口頭のみによって説明を

した場合、小学生は約 4分の 1、中学生については

約半数のみしか正答できなかった。 

これらの結果を児童生徒個々に見ると、方向・

位置図を適用した口頭説明では、小学生は 37人中

32 人が、中学生は 37 人中 30 人が全問正解してお

り、ほとんどの児童生徒が場づくりの説明を全て

理解できたのに対し、口頭のみによる説明では、

全問正解した中学生はクラス全体の 4 分の 1 程度

の 11 人、小学生については 1 人しかいなかった。

以上のことを考えれば、口頭による説明で場づく

りの指示をした場合、方向や位置を示した図を適

用した説明はクラス全体が、スムーズな場づくり

ができやすくなるのに対し、口頭のみによる説明

では場づくりの際に多くの混乱が引き起こると予

想できる。 



口頭のみ
方向図と

口頭
位置図と

口頭
方向・位
置図と口

頭
小3生(37) 27.0 84.7 63.0 95.4

中1生(37) 54.9 71.1 83.7 93.6

説明のタイプ(%)
学年(ｎ)

表1　説明理解テストの正答率

 
 

2)説明タイプ及び発達段階と理解状況との関係 

 図 1は、説明タイプ及び学年(小学校 3年生及び

中学校 1年生)と、児童生徒の理解状況との関係を

示したものである。図 1 に示した通り、まず小学

校 3 年生及び中学校 1 年生それぞれに、説明タイ

プ間で理解状況の有意な差が認められた(小学校 3

年生、p<.001、中学 1年生、p<.001)。 

これらの結果を受けてWilcoxon検定による多重

比較を行ったところ、小学校 3 年生の場合は「口

頭のみ」<「位置図と口頭」<「方向図と口頭」<「方

向・位置図と口頭」の順に有意に理解得点が高く

なる傾向にあった。 

 一方、中学校 1年生の場合は「口頭のみ」<「方

向図と口頭」<「位置図と口頭」<「方向・位置図

と口頭」の順で有意に理解得点が高くなる傾向に

あり、方向や位置の図示方法の違いと理解得点と

の関係に、小学生と逆の傾向が認められた。ただ

し、「口頭のみ」による説明がもっとも低くなる傾

向や「方向・位置図と口頭」による説明は最も高

くなる傾向についてはどちらにも共通していた。 

 次に各々の説明タイプ別の理解状況に学年差が

認められるか、 Mann-Whithneyの U検定を行った

ところ、以下のような傾向が明らかになった。 

 まず、「口頭のみ」による説明では有意な差が認

められ、明らかに中学 3 年生の理解得点が高くな

る傾向にあった。「位置図と口頭」による説明では、

有意に小学 3 年生の理解得点が高くなる一方で、

｢方向図と口頭｣による説明では有意に中学 1 年生

の理解得点が高くなる傾向にあった。ただし、｢方

向・位置図と口頭｣による説明では有意な差が認め

られなかった。 

 以上のようなことを考えれば、小学生、中学生

ともに「口頭のみ」の説明は、図を用いた説明よ

りも理解しにくく、発達段階においても差がある

ため、特に小学生に場づくりの指示を行う際は図

を用いることが効果的であるといえる。さらに、

｢方向・位置図と口頭｣の説明では、小学生・中学

生ともにほとんど差が見られなかったため、共通

してスムーズな場づくりを促す効果的な説明方法

であるといえよう。｢方向図｣と口頭」｢位置図と口

頭｣については、小学生と中学生で得点の高さが逆

になる傾向にあったが、発達段階での集中力の差

や、図を把握する能力の差、説明の際のスピード

や抑揚の付け方の違いなど、安定性に欠くデータ

収集の結果によって、逆の結果が得られたと予想

できるが、明確な原因については今回の研究から

は特定することはできなかった。 

 
図 1 説明タイプ及び発達段階と理解状況との関係 

***p<0.001、**p<0.01 

 

4.摘要 

 本研究の目的は、体育授業の場づくりについ

て説明する際に、児童生徒にわかりやすく説明す

る方法について分析・検討することであった。対

象は茨城大学教育学部附属小学校 3年生 38名（男

子 19 名、女子 19 名）と、茨城大学教育学部附属

中学校 1 年生 37 名（男子 20 名、女子 17 名）で、

4 つの説明方法の違いと児童生徒の説明理解との

関係を分析・検討した。分析した結果は以下の通

りである。 

（1）小学生、中学生ともに方向や位置を示した図

を用いながら口頭によって説明した場合、9割以上

の正答率を示す一方、口頭のみの説明では、小学

生は約 4分の 1、中学生については約半数のみしか

正答できなかった。 

（2）説明タイプでは、小学生及び中学生それぞれ

に、全ての組み合わせで有意な差が認められた。

学年間については、方向や位置の図示方法の違い

と理解得点との関係に、小学生と逆の傾向が認め

られたが、「口頭のみ」による説明がもっとも低く

なる傾向や「方向・位置図と口頭」による説明が

最も高くなる傾向についてはどちらにも共通した

結果が得られる傾向にあった。このことから、ス

ムーズな場づくりを行うためには、小学生・中学

生ともに「方向・位置図と口頭｣の説明が比較的効

果的に機能すると考えられる。 

 以上のように、今回の研究から少なくとも方向

や位置を示す図を適用しながら、口頭によって説

明すればきわめて児童生徒たらには、正確な情報

が伝達しやすくなる傾向があるのに対し、口頭の

みによる説明では、不確かな情報が伝わる傾向に

あることが明らかになった。このことは、スムー

ズな場づくりが求められる体育授業において図示

の有効性の一端を示すことができたと考えられる。

ただし、位置のみ、方向のみを図示した時の正答

率が小学 3 年生と中学 1 年生で逆転するなど、安

定性に欠ける分析結果が得られていることを考え

れば、今後説明方法の条件統制に更なる厳密性を

施した研究が必要になるであろう。そのことは今

後の課題にしたい。 
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