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はじめに

本調査は，2015（平成27）年度本学体育学部新
入生に，高校時代の保健体育授業や部活動等の実
態を思い出してもらい，質問紙法により実施したもので
ある．女子体育研究所では，2001（平成13）年に本
学学生に対して，高校時代の体育実技，高校時代の
クラブ経験および大学とのクラブとの関係を調査し，
2002（平成14）年に報告している（女子体育研究所，
2002）．今回の調査の内容は，体育実技とクラブ経
験のことだけではなく，保健体育科のジェンダーイコー
リティ達成度（保健体育科男女教員数，男女共修授
業等），体育実技，体育理論，保健，課外活動，課
外活動における体罰の実態と，多岐にわたる．これら
は何れも今日の社会，教育，体育の世界で解決しな
ければならない問題点を含んでいる．
少子高齢化社会となり，高校生数は減少し高校の
廃止，統廃合が進んでいる．こうした状況下で当然
教員数も減少し，保健体育科では男子教員よりも女子

教員数の減少が報告され，女子高校であっても女子
体育教員が全く配置されていない高校もあることが報
告されている（掛水，2006a）．一方で，男女共同参画
社会となり，1989（平成元）年3月告示文部科学省高
等学校学習指導要領から教育上の男女差はなくなり，
保健体育科においても，表面上は男女平等となった．
しかし，女子はダンスを，男子は武道を選択する場
合が多く，男女差が残っていることを井谷（2005），掛
水（2006ｂ）などが報告している．男女平等カリキュラ
ムは男女共修の授業をもたらしたが，全てが男女共
修になった訳ではない．
文部科学省学習指導要領は，ほぼ10年毎に改訂

されて来たが，改訂毎に保健体育科における選択制
は増加している．本年度本学体育学部新入生の大多
数は2012（平成24）年4月に高校へ入学している．こ
の年は1999 （平成11）年3月告示文部科学省高等
学校学習指導要領が施行中であったが，2009（平
成21）年3月に現行の学習指導要領に改訂された．
この現行新学習指導要領は2013（平成25）年4月
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高等学校入学生からの実施であるが，保健体育，専
門教科（体育）は，「学校の判断により，平成22年度
から新学習指導要領によることも可能」（文部科学省，
2009）と指示され先行実施された学校もある．したがっ
て，今年度本学体育学部新入生は新旧いずれかによ
る教育を受けている．
伊藤らは，1999（平成11）年3月告示文部科学省
高等学校学習指導要領下で学んだ順天堂大学ス
ポーツ健康科学部在学生の調査結果として，高校で
の体育実技で70％以上の学生が受講していたのは
「2領域4種目であり，特に球技領域の種目に偏った
傾向が顕著であった．現行の学習指導要領に示され
ているスポーツの分類は個人スポーツと集団スポー
ツでなされていることから集団スポーツとして取り扱
われる球技領域の種目に偏っていると考えられる」（伊
藤ら，2002，p. 29）と報告している．櫻田らは新学習
指導要領への移行期に，陸上競技でインターハイに
出場した高校53校での授業での陸上競技の実施種
目を調査し「8種目1校，7種目1校，6種目4校，5種
目5校，4 種目8校，3種目16校，2種目3校，1種目
15校であった．3種目行っている学校が一番多かっ
たが，三年間で1 種目という学校が15校あった．」（櫻
田ら，2013，p. 2）と報告している．このように，球技へ
の偏重やたとえ陸上競技を選択していても，わずかの
種目を行っているという状況に陥っている．
また，必修教科であっても，高校生が教科を履修し
ていないという「高校未履修問題」が2006（平成18）
年度に問題となった（文部科学省，2006）．この時，
保健も履修不足科目に挙げられている．また，体育理
論は，しばしば「雨降り講義」と言われ,雨が降らない
と体育理論の授業はないという声もある.
さらに，本学新入生の大多数が高校時代に運動部
に所属し，なかには，インターハイや国体出場を目指
して日夜練習に励み，その結果，体育大である本学
へ入学しているものが多数いる．このような状況のな
かで，忘れてはならないは，2012（平成24）年12月
に起きた大阪市立桜宮高校男子バスケットボール部
キャプテンの自殺事件である．教師により繰り返され
ていた暴力行為が明らかとなった．この時，本学新
入生の大多数は高校一年生であった．同じように勝

利を目指して運動部活動をしていた本学新入生の高
校時代はどのようなものであったのであろうか．悲しい
ことに，この後，暴力や体罰は繰り返し起きている．
本調査はこのような背景から行われた．本来，全国

の高等学校への調査をすべきであろう．しかし，本学
新入生を対象として調査し，本学新入生がどのような
教育を受けてきたのかを把握することは，これからの
教育をする上で重要な資料となる． 

1．方法

1.  1　調査対象
本学体育学部1年生を対象とした. 調査人数は

374人（1年生在籍数386人の96.9％），回収率は
100％であった．

1.  2　調査方法
2015（平成27）年7月に，大学1年生必修科目「ス

ポーツ史」（掛水担当）の授業で集合調査を実施し
た．調査日時は以下の通りである．

7月10日（金曜日4校時）　大学1年cd組　
7月11日（土曜日1校時）　大学1年ab組
7月13日（月曜日4校時）　大学1年 ef組

高校時代に高大連携で科目を履修済のため必修
科目「スポーツ史」を履修していない学生は，所属ク
ラスの授業あるいは女子体育研究所で7月10日から
29日の間に実施した．

 
1.  3　調査分担
本調査は女子体育研究所運営委員全員で実施し

た．調査用紙，報告書の作成は6の視点から分担し
た．担当および本所報に掲載した報告書の題目は以
下の通りである．詳細は各視点からの報告書をご覧
いただきたい．

1． 保健体育科ジェンダーイコーリティ達成度
担当： 掛水
題 目： 高等学校保健体育科におけるジェン

ダーイコーリティ実現状況：本学新入
生への調査から
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2． 体育実技の授業
担当： 長谷川・及川
題目： 高等学校における体育実技授業や課

外活動等の実態調査
3． 体育理論の授業
担当： 笹生・中村
題目： 高等学校における体育理論授業の実

態に関する研究
4． 保健の授業
担当： 戸田・鵜澤　
題目： 本学新入生の高校時代における科目

保健授業に関する調査研究
5． 課外活動
担当： 小野田・八尾
題目： 高校時代の保健体育授業や課外活動

等の実態調査：部活動やクラブチー
ムでの活動についての一考察

6． 課外活動における体罰
担当： 大石・笹生
題目： 高校運動部での体罰経験の解釈と体

罰再生産メカニズムの関連性の検討：
認知的不協和理論による体罰の正当
化および集団凝集性の観点からの体
罰のチームワーク強化機能について

1.  4　調査項目
調査用紙はA4裏表4ページにわたる．本稿末尾

に調査用紙を掲載した．調査項目は152問であった．

1.  5　倫理的配慮
本研究は東京女子体育大学研究倫理規範に則っ

て行われ，2015（平成27）年6月10日に本学研究倫
理委員会に倫理審査を依頼し，6月24日に承認された．

2．結果と考察

2.  1　ジェンダーイコーリティ達成度に関する調査
共学高校での男女共修授業の実施状況，全高校

の保健体育科教員の男女比，種目別担当教員の性
別という視点から，高校保健体育科授業でジェンダー

イコーリティが達成されているかどうかを調査した．
共学高校出身者の20.3％（62人）が全く男女共修
授業を経験していなかった．保健体育科教員数は男
性教員4名，女性教員1名在籍の学校がそれぞれ最
も多かった．男女比では，「男性5名・女性1名」およ
び「男性4名・女性2名」の組み合わせが最も多かった．
体育実技における各種目の担当教員は，球技，陸上
競技の授業では男女の教員が指導に当たる比率が
高かった．武道の授業を受けたのは26.2％のみで，
男性のみの指導が多かった．一方で，ダンスの授業
は73.8％が受け，女性のみの指導が多いという全く逆
の結果であった．
これらの結果から，高校保健体育科授業ではジェ
ンダーイコーリティが達成されていないことが明らかと
なった．

2.  2  体育実技の授業に関する調査
体育実技の授業の実施の実態について，特に各
種目において具体的にどの程度の内容が実施されて
いるのかを調査した．
実施率の高い種目は，球技（98.7%），陸上競技

（83.7%），ダンス（73.8%），器械運動（55.7%）など
であった．一方，実施率の低い種目は，武道（26.2%），
体つくり運動（体操）（39.0%），水泳（42.3%）などで
あった．特に実施率の低い種目を見ると，それぞれの
種目に関する施設・設備環境，用具の有無などが影
響していると考えられる．
さらに，各種目での上達度の実感を調べたところ，
球技，陸上競技，ダンスなどで主観的上達度が高かっ
た．これらの種目は，球技は試合によって，陸上競技
は記録の向上を数値として確認できることによって，そ
してダンスは発表や鑑賞の機会が設定されているこ
とによって，それぞれ上達を実感しやすかったと考え
られる．またこれらの種目は高校での実施率の高い種
目でもあることから，学生が上達を実感しやすい種目
ほど授業で実施されやすいという傾向があることが分
かった．

2.  3  体育理論の授業に関する調査
体育科教育学会などでもその実態が明らかにされ
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ていないと指摘されている，体育理論授業の実施の
実態を調査した．
調査の結果，体育理論の授業を受けた記憶がある

と回答した学生は33.6%にとどまり，44.5%の学生は
明確に受講していないと回答した．高校の学科別に
見ると，体育・スポーツ学科の高校では，普通科の
高校に比べて有意に実施率が高かった．さらに体育・
スポーツ学科の高校では，体育理論の時間が保健
体育とは別に設定されている割合が非常に高かった．
また具体的な内容別に見ると，主に実技に近い内
容（「スポーツの効果的な学習の仕方」など），もしく
はトレーニングに関する内容ほど実施される割合が
高く，スポーツに関する人文社会科学的な内容（「ス
ポーツの歴史・文化的特性と現代的特徴」など）はあ
まり実施率が高くなかった．こうした傾向は，学生が
本学に進学しようと考える際の動機にも影響を与えると
考えられる．

2.  4　保健の授業に関する調査
保健の授業に対する学生の意識を，全国の高校3
年生を対象とした調査結果（女子の結果）との比較か
ら明らかにしようとした．
本学の学生は，全国の学生と比較して，保健の学

習が社会に出てから役に立つと考えている割合が高
かった．また，保健の授業で学んだ内容を振り返った
り，自分の生活に生かそうとしたり，積極的に健康に
関する知識を取得しようとしたりする意識が高かった．
このように，本学の学生は，一般的な女子高校生に
比べ，保健に対する意識が高いと言える．
一方で，保健の具体的な内容に関する簡単な試
験を実施したところ，全国平均と比べて非常に低い正
答率となった．つまり，本学の学生は保健に対する関
心は極めて高いものの，それに関する正しい知識を習
得しているとは必ずしも言えないことが明らかとなった．

2.  5　課外活動に関する調査
高校における部活動やクラブチームでの活動につ

いて，練習量や指導者の熱意，学校の支援体制や
施設といった点について調査を行った．分析の際には，
主に競技レベルの高低に着目し，競技レベルの高い

チームの特徴を明らかにしようとした．
その結果，競技レベルの高いチームにおいては，

1回あたりの練習時間が長く，また指導者が熱心で
あったり，施設が充実していたと答えた者が多かった．
さらに，課外活動が進路の選択にどれだけ影響を
与えたのかを調べたところ，全体の83.6%の学生が
影響を受けており，より充実した課外活動を行うことを
目的として本学に入学する学生が多いことが示唆され
た．さらに競技レベルの高い者ほど課外活動の経験
が人間的成長につながったと認識していた．

2.  6　課外活動における体罰に関する調査
高校時代に体罰を受けた経験について調査を行っ

た．
分析の結果，高校時代の所属チームの競技レベ

ルが高いほど，体罰を受けた割合が高かった．さらに，
競技レベルの高いチームに所属していた学生ほど，
体罰に対して「仕方がない」という肯定的な意識を有
していた．そして，体罰を受けた経験がある学生も同
様に，有意に体罰に対して肯定的な意識を持ってい
た．
本来であれば，自分自身が体罰という辛い経験をし

た者ほど，体罰に対して否定的な感情を持つはずで
ある．にもかかわらず，それとは逆に，体罰の正当化を
行う傾向が表れていた．こうした現象はなぜ起こるの
だろうか．この問いについて，心理学における認知的
不協和理論から説明を試みる．

まとめ

2015（平成27）年度本学体育学部新入生に対して，
高校時代の保健体育授業のジェンダーイコーリティ
達成度（保健体育科男女教員数，男女共修授業等），
体育実技，体育理論，保健，課外活動，課外活動に
おける体罰の実態を調査した結果，次のことが明らか
になった．
　

1． 高校保健体育科授業ではジェンダーイコーリ
ティが達成されていない． 

2． 体育実技種目の実施率は，最も高い球技
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（98.7%）から最も低い武道（26.2%）まで大きな
開きがある．施設・設備・用具の有無と学生が
上達を実感しやすい種目ほど授業で実施されや
すいという傾向がある．

3． 体育理論の授業を受けた記憶がある学生は
33.6%にとどまり，44.5%の学生は明確に受講し
ていないと回答した．体育理論の内容は主に実
技に近い内容もしくはトレーニングに関する内容
ほど実施率が高い．

4． 保健に対する関心は極めて高いものの，それに
関する正しい知識を習得しているとは必ずしも言
えない．

5． 課外活動で，競技レベルの高いチームにおい
ては，練習時間が長く，指導者が熱心で，施設
が充実していた．競技レベルの高い者ほど課外
活動の経験が人間的成長につながったと認識し
ていた．

6． 所属チームの競技レベルが高いほど，体罰を
受けた割合が高かった．本来であれば，自分自
身が体罰という辛い経験をした者ほど，体罰に対
して否定的な感情を持つはずである．にもかか
わらず，それとは逆に，体罰の正当化を行う傾向
が表れていた．

文部科学省学習指導要領による教育を受けていて
も，高校時代に受けた保健体育授業や部活動等は
様々であった．本来，高校教育の基礎の上に大学
で教育されるべきであるが，その基礎がまちまちであ
る．データとして得られたこの調査結果を，女子体育
指導者を養成する本学の教育に生かさねばならない．
在学4年間で，学生によっては，本来高校時代に学
んでおくべきことを含んで学ばせなければならないこと
になる．
今後は，この調査結果は，日本全体に言えることで

あるのか，本学新入生だけに言えることであるのかを
検討する必要がある．
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