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本研究の目的は，体育科および保健体育科の授業の中に，「教え合い・学び合い活動」を積極的に導入する(単元計画に
位置づける)ことによって，「運動有能感」(特に「受容感」)を高めることはできないか，という疑問を確かめることである。そのた
め本研究では，ひとまず器械運動単元において「教え合い・学び合い活動」を積極的に導入し，「運動有能感」からみたその
効果を確かめることにした。授業は，茨城県 H 市 T 中学校 2 年生 5 クラス(男子 81 名，女子 82 名，計 163 名)を対象として，
「教え合い・学び合い活動」の単元計画への位置づけの有無によって「運動有能感」の変化を比較，検討するものとした。「運
動有能感」に関しては岡澤ら(1996)の作成した「運動の有能感測定尺度」を使用した。活動の有効性については，単元の前，
中，後に「運動有能感」調査を実施し，得点の変化についてウィルコクスン順位和検定(Wilcoxon t-test p＜.05)を行い比較，
検討した。その結果，「教え合い・学び合い活動」は，「運動有能感」の三因子全てを高めるのに効果的であり，その中でも特
に「受容感」を高めることに大きく影響することが明らかになった。また，「教え合い・学び合い活動」は運動有能感下位群の
生徒に対して有効な手段であることも明らかになった。

Ⅰ はじめに
平成 20 年 1 月 17 日に発表された中央教育審議会答申(文部科学省,2008)で，学習指導要領改訂の
ねらいとその概要が明確にされた。今回，答申としてまとめられた内容の多くは，文部科学大臣が
指示した検討項目を骨子としたものとなっているが，特に「人間力」向上のための教育内容の改善
充実と，
「豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実」が強調されている。
――――――
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今回の改訂のねらいとその内容には，次の 5 つの特色が挙げられる。①「生きる力」の理念の継
承と再定義。②基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力･判断力・表現力等の重視。③国語，算
数・数学，理科，外国語等の教科の授業時数の増加と指導内容の充実。④選択履修幅の拡大から基
礎・基本と共通性の重視。⑤教師の指導性と児童生徒の自発性・自主性とのバランスの回復。これ
らの特色を総じて捉えると，今回の改訂は「生きる力」の理念の充実と「確かな学力」の実質化を
目指す改訂とみなすことができる。特に，
「生きる力」の理念の充実を目指し，学校教育において子
どもたちの豊かな心や健やかな体を育成するためには，①言語能力の育成と体験活動の重視。②道
徳教育の充実・改善。③体力の向上など健やかな心身の育成についての指導の充実の 3 項目の重要
性が指摘されているが，その中でも③の「体力の向上など健やかな心身の育成についての指導の充
実」は，学校教育において学力低下に対する取り組みと同様に，緊急の対応が必要な課題であると
いえる。
また，中教審答申(文部科学省,2008)では，現在の子どもが抱えている体力低下や心の健康につい
ての重要な観点として以下のことを指摘している。
人間にとって体力は，
すべての活動の源であり，
健康の維持のほか意欲や気力といった精神面の充実に大きくかかわる「生きる力」の重要な要素で
ある。また，子どもたちの体力の低下は，将来的に国民全体の体力低下につながり，社会全体の活
力や文化を支える力が失われることにもなりかねない。そのため，幼いころから体を動かし，生涯
にわたって積極的にスポーツに親しむ習慣や意欲，能力を育成することが重要である。また，心身
の健康の保持増進のため，心身の成長発達についての正しい知識を習得し，実践的な判断力や行動
を選択する力を養うとともに，食育の充実が必要である。さらに，子どもの生活の安全・安心に対
する懸念が広まっていることから，安全教育の充実も必要である。現在，体育科や保健体育科にお
いては，以下のような問題点が挙げられている。①運動する子どもとそうでない子どもの二極化。
②子どもの体力の低下傾向の深刻化。③運動に親しむ資質や能力育成の機会の欠如。④学習体験の
制限および減少傾向。このような問題点を踏まえて，体育科や保健体育科の教育においては，生涯
にわたって健康を維持増進し，豊かなスポーツライフを実現することを重視し改善を図ることを目
指している。
体育の教育課程において，体を動かすことが，身体能力を身に付けるとともに，情緒面や知的
な発達を促し，集団的活動や身体表現などを通じてコミュニケーション能力を育成することにつな
がる。集団活動の中で筋道を立てて練習や作戦を考え，改善の方法などを互いに話し合う活動など
を通じて論理的思考力をはぐくむことにも資することもできるようになる。さらに，種々多様な運
動がそれぞれに有する特性や魅力に応じて，基礎的な身体能力や知識を身に付け，生涯にわたって
運動に親しむことができるように，発達の段階のまとまりを考慮し，指導内容を整理し体系化を図
るものとされている(文部科学省,2008)。なお，ここでいう身体能力とは，体力および運動の技能に
より構成されるものである。知識とは，意欲，思考力，運動の技能などと相互に関連しながら身に
付いていくものであり，動きの獲得の過程を通して一層知識の大切さを実感できるような指導が求
められる。
このように，中教審答申(文部科学省,2008)において，体育科・保健体育科では，小・中・高全て
の段階において，
「生涯にわたって運動に親しむ(豊かなスポーツライフを実現する：高のみ)資質や
能力の育成」を重視している。運動を生涯にわたって継続的に行うには，運動することが楽しいか
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ら運動に参加するというように「内発的動機づけ」にもとづいて参加することが重要である。体育
授業で「運動の楽しさ体験」が重要視されてきたことは，この内発的動機づけの視点からも支持さ
れるものである。すなわち，運動に関する関心・意欲・態度を高めるという目標は，児童生徒を運
動に内発的に動機づける過程を経て達成できるものであると考えられる。ここで挙げる内発的動機
づけは，デシー(Deci,E.L. 1980)によって「有能さと自己決定」から解釈されている。すなわち，
人間は「有能さと自己決定」を感知したいという欲求に動機づけられて行動するものであり，それ
を内発的に動機づけられた行動であると主張している。また，ホワイト(White,W. 1959)は，有能
感を有能さと同様の意味でとらえ，
「有機体が，その環境と効果的に相互作用する能力」と定義し
ている。すなわち，有能感とは予測不能な状況や環境のなかで，自信をもって積極的に対処してい
くことのできる能力のことである。
以上のことを踏まえて，
今後，
教育現場における体育科および保健体育科が取り組む課題として，
子どもたちが生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育成するためには，運動に対する有能感を
高めることが重要であると考える。
それゆえに，
体育授業において児童生徒の運動有能感を測定し，
その授業効果の検討を行うことが必要になる。そのような授業の実践の結果として，現行学習指導
要領の下における指導上の課題を踏まえた教師の指導性と児童生徒の自発性・自主性のバランス，
つまり「教えることと学ぶことのバランス」を改善し，さらには「互いに教え合い・学び合う活動」
へと発展することが期待されるのではないだろうか。授業における「教え合い・学び合い活動」の
重要性は認められているが，
「教え合い・学び合い活動」によって「運動有能感」が高まることを検
討した先行研究は見受けられない。そのため本研究では，ひとまず器械運動単元において「教え合
い・学び合い活動」を積極的に導入し，
「運動有能感」からみたその効果を確かめることにした。ま
た，
「運動有能感」の中でも特に「受容感」の変容や，運動技能下位群の変容に着目することとした。

Ⅱ 運動有能感の理論について
有能感の測定尺度に関しては，ハーター(Hater,S. 1979)によって作成された有能感尺度の日本語
版が，桜井(1983)によって作成されている。これまでの研究では，この日本語版の 4 つの下位尺度
のひとつである「身体の有能感尺度」を用いて測定を行ったものが多かったが，身体的有能感は運
動ができるという自己認知であり，運動有能感を身体的有能感の意味のみでとらえた場合は，運動
能力や技能の低い児童生徒を運動に内発的に動機づける方法を検討することは困難である。そこで，
岡澤ら(1996)は，運動有能感を総合的にとらえることが可能な運動有能感の下位尺度を明らかにし，
小学校高学年から大学生まで使用可能な「運動の有能感測定尺度」の作成を試みた。
その結果，運動有能感は，小学生(高学年)から大学生までのすべての発達段階に共通して三因子
(各因子四項目)に分類された。第一因子は，自己の運動能力，運動技能に対する肯定的認知に関す
る項目で構成されており，
「身体的有能さの認知」の因子と命名されている。第二因子は，自己の
努力や練習によって運動をどの程度コントロールできるかという認知に関する項目で構成されて
おり，
「統制感」の因子と命名されている。第三因子は，運動場面で教師や仲間から受け入れられ
ているという認知に関する項目で構成されており，
「受容感」の因子と命名されている。
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以上のように岡澤ら(1996)の研究による運動有能感は，
「身体的有能さの認知」
「統制感」
「受容
感」の三因子で構成されている。高橋(2003)は，従来の有能感という考え方では，
「身体的有能さ
の認知」のみが重要視され，運動能力の低い児童生徒を運動に内発的に動機づける方法を探ること
は困難であった。しかし，
「統制感」
「受容感」という要因が加わることによって，運動能力や技能
レベルの低い児童生徒を運動に内発的に動機づける体育授業のあり方を検討する手がかりが得ら
れると述べている。また，岡澤ら
(2001)は，小学生(高学年)から大
学生まですべての発達段階に使
用できる運動有能感測定尺度を，
小学校低学年にも使用できるも
のにならないかと試みた。その結
果，岡澤ら(1996)の測定項目を小
学校低学年の担任をしている教
師によって，低学年の児童にも理
解できる言葉に修正され，担任教
師が項目を読み上げて一斉に調
査するという方法によって，信頼
できる結果が得られるようにな
った。
このように，岡澤ら(1996)の作
成した運動有能感測定尺度は児
童生徒･学生の運動有能感を測定
することが可能であり，授業研究
に有効に利用できると考えられ
る。そのため，本研究では，岡澤
ら(1996)の作成した三因子から
なる「運動の有能感測定尺度」を

図１ 運動の有能感測定尺度

使用することにした(図 1)。

Ⅲ 有効な教材の予備検討
研究協力校に研究を依頼する前に，より有効な教材についての見通しをもつことを目的に，保健
体育科委託生ゼミ内で教授練習を行い活動や教材の有効性について予備的に検討した。
平成 20 年 4 月 21 日から 30 日までの，7 日間に渡り研究室内で教え合い・学び合い活動につい
ての検討を行った。そこでは，教え合い・学び合い活動を行わせるにあたってどのような点に留意
させればよいかを話し合った。その結果，教え合い・学び合い活動において留意すべき点は表 1 の
通りとした。
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表1
参加者

教え合い・学び合い活動の検討

委託生(現役教諭：男性 3 名，女性 1 名）
①友だちの活動を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない。

留意すべき

②友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，成果を認める。

内容

③教え合いの中で，お互いに伸ばし合う態度をもつ。
④積極的に，教え合い・学び合う。

実施時期

平成 20 年 4 月 21 日から 4 月 30 日までの間で計 7 日間

Ⅳ 運動有能感を味わう保健体育の授業に関する事例的検討
１ 方法
(1)対象授業
表 2，表 3 に示した通り，茨城県下 H 市立 T 中学校の 2 年生 5 クラス(男子 81 名，女子 82 名，
計 163 名を A，B の 2 グループに分ける)を対象として，器械運動(マット運動，跳び箱運動，鉄棒
運動)の授業(2 グループ×8 授業：計 16 授業)を実施した。器械運動の内容は，マット運動，跳び箱
運動，鉄棒運動から 1 種目を選択しメイン種目として 8 時間学習し，残りの 2 種目をサブ種目とし
て授業後半に 3 時間ずつ学習する協力校の授業形態を採用した。
A グループは，2 年生 2 クラス(男子 33 名，女子 34 名)で，教え合い・学び合い活動を単元計画
の中に位置づけて授業を行うクラスである(表 2)。B グループは，2 年生 3 クラス(男子 48 名，女子
48 名)で，教え合い・学び合い活動を位置づけずに協力校の従来通りの学習活動を行うクラスであ
る(表 3)。

表 2 対象授業
子ども

内

容

指導者

実施時期

表 3 対象授業

茨城県 H 市 T 中学校の 2 年生 2 クラス

子ども

(男子 33 名，女子 34 名)
器械運動
(跳び箱運動，鉄棒運動，マット運動）
委託生(男性)1 名が全ての授業を担当
T 中学校の体育教諭が T2・T3 として入る
平成 20 年 5 月 8 日から 5 月 30 日

内

容

指導者

実施時期

茨城県 H 市 T 中学校の 2 年生 3 クラス
(男子 48 名，女子 48 名)
器械運動
(跳び箱運動，鉄棒運動，マット運動）
委託生(男性)1 名が全ての授業を担当
T 中学校の体育教諭が T2・T3 として入る
平成 20 年 5 月 8 日から 5 月 30 日

以上のように，教え合い・学び合い活動の単元計画への位置づけの有無によって運動有能感の変
化を比較するものとした。なお，指導者については，協力依頼に行った時の学校側との話し合いに
より，単元計画を作成した委託生 1 名が T1 を務め，協力校の体育教諭が T2，T3 として指導にあ
たることとした。
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(2)単元計画

図 2 単元計画(教え合い・学び合い活動あり)

図 2，図 3 に示す通り，器械運動の単元計画を，教え合い・学び合い活動ありのクラス(図２)と
教え合い・学び合い活動なしのクラス(図 3)の 2 パターン作成した。基本的には，集団ゲーム，メ
イン種目個人練習，サブ種目個人練習のように，同じような内容で授業を行った。2 クラスの単元
計画の違いは，授業中盤に教え合い・学び合い活動を行うか，相互評価活動を行うかのみである。
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図 3 単元計画(教え合い・学び合い活動なし)

教え合い・学び合い活動ありのクラスでは，授業の中盤に 10 分間の「教え合い・学び合い活動」
を位置づけた。オリエンテーションにおいても，今回の授業での「教え合い・学び合い活動」の大
切さを丁寧に説明した。教え合い・学び合い活動においては，グループ内の友だち同士で，技のポ
イントや練習の仕方，工夫点や努力した点，課題などをお互いに教え合うこととした。また，活動
の中での留意点として次のことを確認した。
①友だちの活動を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない。
②友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，成果を認める。
③教え合いの中で，お互いに伸ばし合う態度をもつ。
④積極的に教え合い，学び合う。
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教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，協力校で従来通り行われていた学習カードを使用し
ての相互評価活動を実施した。相互評価は，グループ内の友だち同士で毎時間実施された。
２ 結果と考察
(1)具体的な活動記録の分析から見た実態
教え合い・学び合い活動を導入したクラスにおける「教え合い・学び合い活動」を，生徒の活動
記録から具体的に捉えてみたいと思う。
まず，授業の中での言葉かけでは，
「倒立の練習を頑張っているね。腰をもう少し反らせるとい
いよ。
」などのように，友だちの活動を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない言葉かけが多
く見られた。また，
「あと少しでできる。昨日よりもすごく上手になっているよ。
」などのように，
友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，成果を認める態度も多く見られた。

表 4 教え合い・学び合い活動の記述
種目名

友だちからのアドバイスの記述(技名) ※技ができるようになったもの
あごを上げてマットを見るとバランスがとれるよ。(倒立)
脚を開いた時に体を前に倒しながら押すときれいに起きられるよ。(開脚前転)
開脚後転よりもさらに強く突き放そう。（伸膝後転)

マット運動
回転の勢いと強い突き放しが大切。(伸膝前転)
両手とおでこで三角形を作るんだ。(頭倒立)
怖がらないで，両手でしっかり支えればできるよ。（跳び前転)
両手で跳び箱を強く突き放そう。(開脚跳び)
助走の勢いと強い踏み切りを意識して，あとは跳び箱を強く押そう。(かかえ込み跳び)
両手でしっかりと支えて勢いよく回ろう。(台上前転)

跳び箱運動

曲がっている腰をバネのように反らせると跳べるよ。(首はね跳び)
もっと強く踏み切って腰の位置が高く上がるようにしよう。(前方倒立回転跳び)
頭は軽く付くだけで腕のバネと腰のバネで跳ぶといいよ。(頭はね跳び)
手をつくタイミングが早い。強く踏み切った後で体をひねって手をつくといいよ。(側方倒立回転跳び)
脚の振り上げと蹴り上げが大切。(逆上がり)
鉄棒にお腹が引っかかれば大丈夫。(逆上がり)
頭を後ろに反らせると背中が反ってしまうからあごを引いて鉄棒を見よう。(逆上がり)

鉄棒運動

頭を鉄棒の遠くで回転させるような勢いで，背筋を伸ばして回転しよう。(前方腕支持回転)
鉄棒にもものあたりをつけて回転するといいよ。脚をよく振ってね。(後方腕支持回転)
背すじを伸ばして思い切って回転しよう。脚の振りを反動にして回ろう。(ももかけ回転)
足首を鉄棒のところに引きつけよう。その後は空中を蹴りながら鉄棒を引き寄せよう。(け上がり)

学習カードの記入(表 4)を見てみると，教え合い・学び合い活動を導入したクラスでは，単元の
前半では，5 割～6 割が肯定的なアドバイスの記述をしており，そのアドバイスによって約 2 割の
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生徒ができなかった技ができるようになったと書いている。それが，単元後半になると，全体の約
9 割が肯定的なアドバイスの記述をしており，そのアドバイスでできなかった技ができるようにな
ったと書いている生徒はそのうちの 5～6 割にまで増えていた。
(2)運動有能感の分析から見た効果
協力校の授業対象となった 2 年生は，茨城県が実施している体力テストの結果から見ても，比較
的運動能力が優れていると言える。また，授業における態度や取り組みも意欲的であるという特徴
をもっている。岡澤ら(1996)の先行研究の結果，身体的有能さの認知(10.76)，統制感(15.47)，受容
感(14.52）をみても，本実践の対象となった生徒は運動有能感の平均得点が，身体的有能さの認知
(11.42)，統制感(16.40)，受容感(17.30)と比較的高い傾向にあった(図 4～6)。
このような生徒を対象に，教え合い・学び合い活動の有無によって，運動有能感の高まりに変化
が見られるかを分析した。
図 4，図 5，図 6 は，単元前・中・後における「運動有能感」の変化を身体的有能さの認知，統
制感，受容感の因子ごとにまとめたものである。水谷ら(1999)の運動有能感に関する先行研究を参
考に各因子を単元前の合計点の高い順から，上位群，中位群，下位群の 3 群(各 33.3%)に分類し，
技能レベル毎の分析も加えて行った。全体的な単元前後の得点の変化についてウィルコクスン順位
和検定(Wilcoxon t-test p＜.05)によって有意性の検定を行った。

図 4 身体的有能さの認知に関する集計結果

その結果，図 4 に示した通り「身体的有能さの認知」においては，教え合い・学び合い活動あり
のクラスでは，上位群の得点の伸び(14.27→14.32→14.91)はわずかであったが，中位群(10.74→
11.39→12.78)，
下位群(7.36→8.50→10.09)になるにしたがって大きくなっており，
上位群，
中位群，
下位群の全ての技能レベルにおいて得点の伸びが見られた。さらに，下位群では授業前半に 5％水
準で，授業後半に 0.1％水準で有意性が見られた。また，中位群においても授業後半に 1％水準で
有意性が見られた。教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群が(15.33→15.73→15.77)
とわずかな得点の伸びを示したが，中位群(10.76→11.70→11.15)と下位群(5.85→7.42→7.33)は授
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業前半では得点の伸びが見られたが，後半にやや低下していた。有意性の検定では，下位群の授業
前半に 0.1％水準で有意性が見られ，中位群でも授業前半に 1％水準で有意性が見られた。
「身体的有能さの認知」で両クラス間の差を分析すると，授業前半では，教え合い・学び合い活
動あり・なしのどちらのクラスでも上位群，中位群，下位群の全ての技能レベルにおいて得点の伸
びが見られ，両クラスに明確な違いは見られなかった。しかし，授業後半では，教え合い・学び合
い活動ありのクラスにおいて全ての技能レベルで得点の伸びが見られ，さらに中位群，下位群の伸
びに有意性が見られるのに対して，教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，中位群，下位群の
得点がわずかに低下していた。このことから，
「教え合い・学び合い活動」は「身体的有能さの認
知」に有効であり，特に下位群の生徒にとって有効であったと考えられる。

図 5 統制感に関する集計結果

図 5 に示した通り「統制感」においては，教え合い・学び合い活動ありのクラスでは，上位群(18.82
→19.09→18.91)では授業後半で若干の低下傾向が見られたが，中位群(16.25→16.79→17.38)と，
下位群(12.90→14.24→15.29)では授業全般で得点の伸びが見られた。さらに，下位群では授業前
半・後半ともに 5％水準で有意性が見られた。
教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群(19.30→19.18→18.45)の得点が授業全般で低
下しており，中位群(16.03→17.09→17.47)，下位群(11.43→13.10→13.43)では授業全般で得点の伸
びが見られた。有意性の検定では，下位群の授業前半に 0.1％水準で有意性が見られ，中位群でも
授業前半に 1％水準で有意性が見られた。
「統制感」で，両クラス間の差を分析すると，教え合い・学び合い活動あり・なしのどちらのク
ラスでも授業全般で中位群，下位群の得点の伸びが見られた。さらに，教え合い・学び合い活動あ
りのクラスでは，下位群の得点の伸びに有意性が見られた。このことから，
「統制感」に関しては，
「教え合い・学び合い活動」は，下位群の生徒にとって有効であったと考えられる。
図 6 に示した通り「受容感」においては，教え合い・学び合い活動ありのクラスでは，上位群の
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図 6 受容感に関する集計結果

得点の伸び(19.00→19.04→19.48) はわずかであったが，中位群(16.00→17.35→18.61)，下位群
(13.33→16.14→16.86)になるにしたがって大きくなっており，上位群，中位群，下位群の全ての技
能レベルにおいて得点の伸びが見られた。特に，下位群においては，単元前(13.33)が単元中(16.14)
と大きく伸びていることがわかる。さらに，下位群では授業前半に 0.1％水準で，授業後半に 1％
水準で有意性が見られた。また，中位群においても授業前半・後半ともに 1％水準で有意性が見ら
れた。上位群においても授業後半に 5％水準で有意性がみられた。
教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群(19.40→19.07→18.90)の得点が授業全般で低
下しており，中位群(17.45→18.17→18.62)，下位群(13.92→14.51→15.51)では授業全般で得点の
伸びが見られた。有意性の検定では，下位群の授業後半に 1％水準で有意性が見られ，中位群でも
授業前半に 5％水準で有意性が見られた。
また，
「受容感」では，活動ありのクラスでは授業全般で全ての技能レベルにおいて得点の伸び
が見られ，さらに，上位群，中位群，下位群となるにしたがって得点の伸びが大きくなっている。
それに対して活動なしのクラスでは，上位群の得点が若干低下しており，中位群，下位群の得点の
伸びもわずかである。ウィルコクスン順位和検定(Wilcoxon t-test p＜.05)でも，はっきりとした違
いが出ており，
「教え合い・学び合い活動」は「受容感」に関しては，上位群，中位群，下位群の
全ての生徒にとって有効に機能したと考えることができる。
図 7 に示した通り「運動有能感合計」においては，教え合い・学び合い活動ありのクラスでは，
上位群(50.26→51.3052.91)，中位群(43.13→46.87→49.61)，下位群(35.00→38.19→41.43)のすべ
てにおいて得点の伸びが見られた。特に，中位群，下位群の伸びが大きかった。さらに，中位群で
は授業前半・後半ともに 0.1％水準で有意性が見られた。また，下位群においても授業前半・後半
ともに 1％水準で有意性が見られた。上位群においても，授業後半に 1％水準で有意性が見られた。
教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群(52.03→53.35→53.29)，中位群(43.78→46.00
→45.38)，下位群(31.70→34.67→36.57)となっており，授業前半は全ての技能レベルにおいて得点
の伸びが見られたが，授業後半では，上位群，中位群の得点が低下している。有意性の検定では，
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下位群において授業前半・後半ともに 1％水準で有意性が見られた。上位群では授業前半に 5％水
準で，中位群でも授業前半に 1％水準で有意性が見られた。

図 7 運動有能感合計に関する集計結果

「運動有能感合計」では，教え合い・学び合い活動あり・なしのどちらのクラスでも，授業前半
で上位群，中位群，下位群の全ての技能レベルにおいて得点の伸びが見られ，明確な違いは見られ
なかった。しかし，授業後半では，教え合い・学び合い活動ありのクラスでは全ての技能レベルで
さらに得点が伸びているのに対して，教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群，中位群
の得点がわずかに低下していた。このことから，
「運動有能感合計」に関しても，
「教え合い・学び
合い活動」は，上位群，中位群，下位群の全ての生徒にとって有効であったと考えられる。
以上のように，本実践の強調点とした「教え合い・学び合い活動」を活性化することは，
「運動
有能感」特に「受容感」を高めることに大きな効果をもたらす傾向にある。さらに，運動有能感下
位群の生徒にとっても有効な手段であると捉えることができる。

Ⅴ まとめ
本研究では，
「教え合い・学び合い活動」を積極的に導入する(単元計画に位置づける)ことによっ
て，
「運動有能感」(特に「受容感」)を高めることはできないか，という疑問を確かめようとした。
予備的研究によって，効果があると思われる教え合い・学び合い活動の留意点を，①友だちの活動
を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない。②友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，
成果を認める。③教え合いの中で，お互いに伸ばし合う態度をもつ。④積極的に教え合い，学び合
うこととして授業を行った。中学校 2 年生 5 クラスを対象に，教え合い・学び合い活動を実施する
グループと教え合い・学び合い活動を実施しないグループとに分けて授業を行いその違いを比較・
検討した。活動の有効性については，
「運動有能感」調査を単元の前後に実施し，単元前後の得点
の変化についてウィルコクスン順位和検定(Wilcoxon t-test p＜.05)を行い比較，検討した。その結
果，
「教え合い・学び合い活動」は，運動有能感を高めるのに効果的であり，運動有能感の中でも
特に「受容感」に大きく影響することが明らかになった。また，
「教え合い・学び合い活動」が運
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動有能感下位群の生徒に対して有効な手段であることも明らかになった。
実際に授業を行ってみて感じたことは，生徒たちが積極的にコミュニケーションをとり，お互い
に認め合って活動することができていたことが印象的であった。
「教え合い・学び合い活動」は，
日常の授業の中でも意識せずに行っている活動のようであるが，今回意図的に時間を設定し意識づ
けを行ったことによって大きな効果が得られたと確信している。また，学習カードの記述からもわ
かるように，いろいろな生徒が教師役(アドバイザー)になって，多くの生徒が技を習得することが
できている。アドバイザーになっていたのは技能が高い者だけではなかった。練習してできるよう
になった者や同じようなつまずきを感じている者，自分もできないが工夫して練習している者など，
多くの生徒が様々な立場から友だちにアドバイスをおくっていた。このような活発な「教え合い・
学び合い活動」が見られたことも本研究の大きな成果である。
今回は，個人種目である器械運動において「教え合い・学び合い活動」に着目して研究を行った
が，今後は陸上競技や水泳，柔道などの個人種目でも同様の研究をしてみる価値があると考える。
また，個人種目だけではなく，導入の仕方を工夫，改善して，球技などの集団種目にも活用するこ
とによって有益な示唆が得られることと思われる。それらのことは今後の課題としたい。

文 献
中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校および特別支援学校の学習指導要領等の
改善について」(2008), 文部科学省．文部科学省ホームページ．
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/20080117.pdf)
ダリル･シーデントップ著 高橋健夫訳(2003), 新しい体育授業の創造－スポーツ教育の実践モデ
ル－ 大修館書店．
Deci,E.L.：安藤延男・石田梅男訳(1980), 内発的動機づけ－実験社会心理的アプローチ－．誠信
書房，
〈Deci,E.L.(1975),Intrinsic Motivation. Plenum Press：NY〉
学習指導要領改定案(2008), 文部科学省．文部科学省ホームページ．
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/080216/003.pdf)
Hater, S.(1979), Perceived Competence Scale for Children (manual).University of Denver．
石村貞夫(2002), SPSS による分散分析と多重比較の手順［第 2 版］ 東京図書．
工藤文三(2008), 平成 20 年度版中央教育審議会答申 全文と読み解き解説 明治図書．
水谷雅美・岡澤祥訓(1999), 運動有能感を高める走り幅跳びの授業実践．体育科教育，47(9)：68-71．
水谷雅美･岡澤祥訓(1999), 運動有能感を高めるリズム体操の授業実践．体育科教育，47(10)：57-59．
向山洋一(2001), 教え方のプロ･向山洋一全集 26 子どもの運動量を確保する向山流体育授業．
元塚敏彦(1999), 「運動に関する有能感」を高める工夫．体育科教育，47(6)：70-72．
岡澤祥訓・北真佐美・諏訪祐一郎(1996), 運動有能感とその発達及び性差に関する研究．
スポーツ教育学研究 16(2)：145-155．
岡澤祥訓・木谷博記・木谷真佐美(2001)， 小学校低学年用運動有能感測定尺度の作成．
奈良教育大学紀要 50(1)：91-95．

- 89 –

茨城大学教育実践研究 27(2008)
27

岡澤祥訓・真庭美保(1999), 運動有能感を高める方法 その１．体育科教育，47(1)：49-51．
岡澤祥訓・木村憲章(1999), 運動有能感と自己決定欲求との関係．体育科教育，47(4)：60-63．
岡澤祥訓・辰巳喜之(1999), 運動有能感を高める原因帰属のあり方．体育科教育，47(5)：53-56．
岡澤祥訓・畠山竜太郎(1999), 運動有能感を高める卓球の授業実践．体育科教育，47(11)：73-75．
岡田賢司・岡澤祥訓・元塚敏彦(1999), 運動有能感を高めるペースランニングの授業実践．
体育科教育，47(12)：62-64．
岡沢哲子・谷口典子(2000), 幼児期における子どもの運動有能感を高める．体育科教育，
48(1)：67-69．
桜井茂男(1983), 認知されたコンピテンス測定尺度（日本語版）の作成．教育心理学研究
31(3)：245-333．
高橋健夫(2003), 体育授業を観察評価する． 明和出版．
高橋健夫(1994), 体育の授業を創る． 大修館書店．
White,W.(1959), Motivation reconsidered ;the concept of competence. Phychological Review.
66(5)：297-333．

- 90 -

