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1．緒言 

学校教育課程において、保健教育は生涯にわた

る健康の保持増進のための第一歩であり、2000 年

の学習指導要領改定以降重視されている「生きる

力」の育成基盤となる、「たくましく生きるための

健康や体力」を育むための重要な役割を担ってい

る。しかし、保健の取り扱いは、「雨降り授業」と

しての域を完全に脱したとは言い難い。また、山

田らの報告１）によると，中学校・高等学校の保健

体育科教員が希望する保健体育科の担当の仕方に

ついて，体育と保健の両立をしたいと答えた教員

が 8 割を占めたが、体育のみを担当したいという

教員も存在し、保健の授業担当に意欲的ではない

傾向もみられた。本研究では、保健体育科教員志

望の学生を対象に、教科「保健」に関する意識調

査を行い、その実態を明らかにするとともにその

関連を探り、今後の保健教育に関する一資料を得

ることを目的とする。 

 

2．研究方法 

2-1 対象 

 茨城大学教育学部体育科（保健体育選修 66 名、

スポーツコース 34 名、健康コース 38 名）に在籍

する 1～4 年生（男性 61 名、女性 77 名）であった。 

2-2 調査方法 

 調査は無記名自記式の質問紙を用い、調査依頼

の後、後日回収する留置法にて実施した。調査期

間は 2010 年 12 月 14 日～31 日であった。 

2-3 調査項目 

 1）基本属性、2）意識（運動・健康、体育・保

健に関する意識）、3）内容に関する項目（主観的

理解度・興味関心評価、中学校・保健の単元およ

び内容に関する評価項目） 

2-4 分析方法 

教員志望や授業の受講について、質問項目は多

肢選択式で評定されたが、分析では二分して再カ

テゴリー化を行った。中学・保健の単元内容に関

する評価（必指導しやすい、指導しにくいなど）

は基本属性別に集計しχ2検定を行った。 

教科（体育・保健）に対する意識の調査項目に

ついては、「わからない」の回答を除いた肯定的な

意見から順に「そう思う」（4 点）～「そう思わな

い」（1 点）で得点化した。また、中学・保健の単

元内容に対する理解度の主観的な評価（以降，主

観的理解度）及び興味関心についても肯定的回答

から順に「よくわかる」（5 点）～「わからない」

（1 点）で得点化した。また、回答者ごとに主観的

理解度・興味関心得点の合計点数を求め，その平

均値で低得点群と高得点群に二分した。この二群

における教科に対する意識得点の比較、単元内容

に対する主観的理解度得点・興味関心得点と基本

属性の比較には独立 2 群の t 検定を行った。なお、

体育と保健についての意識の比較には、同じ問い

毎に対応のある t 検定を行った。単元内容に関する

主観的理解度・興味関心得点と意識得点との関連

については、Spearman の順位相関係数を算出した。

全ての統計解析には SPSS11.0 J for Windows を使用

し，有意確率は 5%とした。 

 

3．結果と考察 

3-1 対象者の基本属性と状況 

 教員志望者 75 名（54.3%）、教員免許取得予定者

128 名（92.8%）、保健体育科教育法研究受講者 108

名（78.3%）、教育実習経験者 49 名（37.7%）、体育

授業経験者 52 名（37.7%）、保健授業経験者 17 名

（12.3%）、既往歴を有する者 18 名（13.0%）であ

った。 

3-2 教科に対する意識 

「運動が好きか」では 93.5%、「健康に関心があり

ますか」では 90.6%が「そう思う」または「どちら

かといえばそう思う」の肯定的回答を示した。体

育・保健に関する意識については、「（教科は）役

に立つと思うか」以外の全ての項目において、保

健に比べ体育の方が肯定的回答が多く、体育と保

健の比重においても体育に比重を置く者が多かっ

た。授業時数については、全ての項目で「適当で

ある」が最も多かったが、中学校・保健では 47.1%

が授業時数の不足を訴えていた。養護教諭の授業

担当については、肯定的な意見が 94.2%を占めたが、

ネガティブな意味での「養護教諭に任せてしまい

たい」という考えもあることが否めないため、こ

の結果の取り扱いには注意しなくてはならない。 

3-3 中学校・保健の単元・内容について 

 単元では「健康な生活と疾病の予防」が最も重

要であると考えられており、次いで「心身の機能

の発達と心の健康」、「傷害の防止」、「健康と環境」

という順であった。内容では「喫煙・飲酒・薬物

乱用と健康」、「生殖にかかわる機能の成熟」、「欲

求やストレスへの対処と心の健康」が重要である

と考えられていた。指導しにくい内容は、石槫ら

の調査 2）と同じく、性教育に関する内容と心の健

康に関する内容であった。印象に残っている内容

には「喫煙・飲酒・薬物乱用と健康」、「応急手当」

などが挙がり、その授業内容は、外部講師による

講話や写真・スライドショーを用いた視覚的教材、

実践・演習授業であった。 

内容に関する意識と基本属性との関連について

調べた結果を表 1 に示した。教科に対する意識に

最も関連深い因子は「保健授業の経験」であるこ

とが判明し、他にも教育実習の経験や各種授業の

受講によって違いがみられた。その例として、「生

殖にかかわる機能の成熟」では、保健授業未経験

群は経験群に比べ「指導しやすい」と評価してい

る者が有意に多いが、経験群は未経験群に比べ「指

導しにくい」とする者が有意に多かった。したが

って、実際に教壇に立つことや指導について学び

考えることで、保健に対する考えが深まり、変容

していく可能性が示唆された。 



3-4 内容に関する主観的理解及び興味関心 

 基本属性との関連では、ほとんどの項目におい

て主観的理解度・興味得点ともに男性より女性の

方が高い平均値を示し、主観的理解度では 2 項目、

興味では 4 項目において有意差がみられた。主観

的理解度及び興味関心得点について、低得点群と

高得点群の平均値の差を教科に対する意識項目に

おいて調べた所、主観的理解度では 7 項目、興味

関心では 11 項目において有意差が認められた。ま

た、意識得点との相関を調べた結果、主観的理解

度では 10 項目、興味関心では 11 項目において有

意な正の相関がみられた。なお、回答者ごとの主

観的理解度合計得点と興味関心合計得点には、や

や強い有意な正の相関がみられた。 

また、「重要・好き」だと思う内容及び主観的理

解度・興味関心得点の高い内容ほぼ一致しており、

身近で具体的な内容が多いことが明らかになった。

「不要・嫌い」だと思う内容及び両得点の低い内

容もほぼ一致しており、身近に感じることが難し

く、社会的、抽象的な内容が多い傾向がみられた。 

興味関心得点はさまざまな要因との関連が深い

ことから、保健に対する意識を向上させるために

は、より具体的で身近な問題に置き換えられる題

材の使用や視覚的教材の活用、実践・演習やロー

ルプレイングを用いるなど、授業において受講者

の興味・関心を引き付ける工夫を行うことが重要

であると考える。 

 

4.まとめ 

 本研究では、保健に対する意識について学生を 

対象に調査を行った所、以下の結果が得られた。 

 

 

 

 

1）教科に対する意識調査により、保健よりも体育

を重視する傾向が見られた。しかし、「役に立つ」

項目においては保健の方が認識が高いことから、

その有用性は認められていることが分かった。 

2）保健の内容に対する意識について、「保健授業

の経験」が最も関連深い因子であることが明ら

かになった。実際に教壇に立ち、教員の視点か

ら考えるようになることで、教科に対する意識

に影響を及ぼしたのではないかと推察する。 

3）単元について、最も重要視されているのは「健

康な生活と疾病の予防」であり、最下位の「健

康と環境」に関する内容の項目は、主観的理解

度・興味得点共に低い傾向にあるため、これは

野津らの調査 3)と一致した見解が得られた。 

4）主観的理解度及び興味関心得点ともに、男性に

比べ女性の方が全体的に高く、主観的理解度で

は 2 項目、興味関心では 4 項目で有意差が認め

られた。この傾向は、野津らの調査 3)において、

小中学生の男子よりも女子の方が保健の内容に

対する正答率が高かったことと同じであった。 

5）主観的理解度得点と興味関心得点および教科に

対する意識得点には、有意な正の相関関係が認

められたことから、興味関心と理解は深く関連

していることが明らかになった。 
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表１  中学校・保健の内容についての各要因との比較 

    教育実習  保健授業  教育法  実地研 

必要ないと感じる内容 
        

 
身体の環境に対する適応能力 

 
― 

 
― 

 
* 

 
* 

 
飲料水や空気の衛生的管理 

 
― 

 
** 

 
― 

 
― 

 
生活に伴う廃棄物の衛生的管理 

 
― 

 
** 

 
― 

 
― 

 
個人の健康を守る社会の取り組み 

 
― 

 
** 

 
― 

 
― 

指導しやすいと考える内容 
        

 
心身機能の発達 

 
― 

 
** 

 
― 

 
― 

 
生殖にかかわる機能の成熟 

 
― 

 
** 

 
* 

 
― 

 
欲求やストレスへの対処と心の健康 

 
**† 

 
― 

 
** 

 
* 

 
飲料水や空気の衛生的管理 

 
― 

 
** 

 
― 

 
― 

 
交通事故などによる傷害の防止 

 
** 

 
― 

 
**† 

 
― 

 
応急手当 

 
― 

 
― 

 
**† 

 
― 

 
感染症の予防 

 
― 

 
― 

 
* 

 
― 

指導しにくいと考える内容 
        

 
生殖にかかわる機能の成熟 

 
*† 

 
**† 

 
― 

 
― 

 
欲求やストレスへの対処と心の健康 

 
* 

 
― 

 
*† 

 
― 

 
応急手当 

 
― 

 
** 

 
― 

 
― 

 
健康の成り立ちと疾病の発生要因 

 
― 

 
― 

 
* 

 
― 

 個人の健康を守る社会の取り組み  ―  ―  *  ― 

** p<0.01, * p<0.05                 † は結果が逆転した項目 

教育実習，保健授業：なし＞あり，教育法，実地研：受講＞未受講 


