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1	 研究目的

　藤村トヨ（以下、トヨとする）に関する研究はこれま

で本学の研究者を中心に行われてきており、その内
容の一部（腰伸ばせ即腹の力）については本学学生
のよく知るところでもある。
　現在、子どもの体力低下については国においても

重要課題として取り上げられているところであり、その

課題解決に向け重要な役割を果たす体育教員養成
についてもその在り方･方法等についても議論の交わ

されているところである。本学は次世代を担う子ども

たちの育成を担う体育･スポーツ指導者養成を開学
以来実践し続けてきており、その伝統を受け継ぐ学
生が、在学中に実質の創設者であるトヨの教育理念
や本学建学の精神について学ぶ機会は、数年前か

ら実施されるようになった入学後のオリエンテーショ

ンの場も含め必ずしも多いとはいえない。
　そこで本研究は、「藤村トヨ研究会」が平成18･19

年度にかけて行ってきた研究 1）を先行研究として、
主に本学学生を対象としたトヨの理念と建学の精神を

よりわかりやすく解説しビジュアル化した小冊子（以
下、リーフレットとする）を作成するとともに、このリーフ

レットをもとに研究者の関連する授業の中で講義（体
育原理の『スポーツと女性』の講義時や、総合演習
の授業時間の活用はもとより、個々の研究者の授業
に関連させて授業展開）を実施、その講義の前後に

おいて本学建学の精神およびトヨの考え方に対する

理解度を調査するためのテストを行い、本学およびト

ヨに関する理解促進について明らかにするとともに、ト

ヨの教育理念や建学の精神について学ぶ機会の重
要性についても考察をした。
　本研究により、本学や日本の女子体育指導者の草
分けであるトヨに関する知識を学生に身に付けさせる

ことはもちろんであるが、それらを通じてより多くの学
生が本学学生であることを誇りに思えるようになれば

幸いと考える。
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2　方法

　①リーフレットの作成（平成20年度）
②作成されたリーフレットを使用した授業を展開

し、藤村トヨと建学の精神に関する知識教育を

行う（平成21年度）

3	 リーフレットの作成（平成20年度）

　平成20年度はリーフレット作成を行った。
　先行研究となる「藤村トヨとその建学の精神」を執
筆担当した本研究会メンバーで、リーフレット作成の

目的とその活用方法について検討し、各執筆担当（表
1）が学生に対しより理解を深めるためのリーフレットと

なるよう、その内容を精選、リーフレット作成主担当
においてとりまとめて作成をした。
　また、理解をより深めるため、各執筆担当者は、
担当箇所のポイントを明確にするよう設問を検討し

た。
　なお、当初計画では、平成20年度にリーフレット

（パイロット版）をもとにしたモデル授業（講義）を藤園
祭で行う予定であった。しかし、その前年に本研究
会主催で行った、トヨ縁の総持寺による法話と坐禅体
験が、あまりにも好評であったこと、それに加え、リー

フレット作成の遅れなどから次年度に先送りしたが、

平成H21年度は、藤園祭開催日程が短縮されたこと、
既に前期授業で調査を開始しておりモデル授業とな

らないことより行わなかった。
　本リーフレットのポイントは、トヨと本学の歴史から

建学の精神、そしてトヨの実践してきた内容が、極
めて簡潔に視覚的に記されていることである。このこと

は60分〜90分の講義の配付資料として適切であると

ともに、講義内容に関する理解度を見るための質問
内容も備えていることから、建学の精神等基本的事
項の振り返りにも十分に活用できると考えられる。

○リーフレット概要

　①体裁：見開きA4　3枚裏表
　②内容
　　　　

※表紙文言は、校歌2番の歌詞である。
p.17〜22に内容を載せた。

表1

執筆箇所 執筆担当
藤村トヨと建学の精神 掛水	
女性観と女性教育	 阿江									
教育実践にみる教育的価値 本村									
禅的教育（坐禅）と女性美 早瀬									
禅を通した教育実践 浅見									
食へのこだわり 筒井									
トヨの提唱する体操 長谷川					
実技指導 森田									
トヨのダンス（唱歌遊戯）作品 奥野									
音楽教育の変遷とその実践 在原									
野外活動にみるトヨの教育観 大森									
姿勢教育 奥野･加茂						
腰伸ばせ即腹の力 夏井									
次世代を担う君たちへ 掛水									
藤村トヨ年譜･学園の系譜 掛水									
藤村トヨQ&A 各担当								
デザイン･表紙･取りまとめ 渡邊･早瀬						
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4　リーフレットを使用した授業の展開と
その結果（平成21年度）

　平成21年度は、前年度作成のリーフレットを配付
資料に授業を展開、授業の前と授業後に行う藤村トヨ

知識テスト2）（以下、テストとする）によりトヨおよび建
学の精神等に関する理解度について調査を行った。
　調査方法は、講義を行う前にマークシート用紙を

解答用紙とするテストを受講学生すべてに行い（プレ

テスト）、テスト終了の後にリーフレットをもとにした講
義を行い、講義終了後に再度同一問題によるテスト

（ポストテスト）を行った。本調査は異なる授業形態
の中での実施であることより、プレテスト実施の時期
は、講義の1週間前に行う場合と講義直前に行う場
合の二通りがあった。
　調査対象、実施授業及び授業担当等は表2の通
りである。

　担当教員は、いずれも本研究会メンバーであり、
配付資料はリーフレットのみとした。
　授業形態は、スクール形式（藤村教育センター含
む）であり、P.P.を使用しての講義の形式を取り、講
義内容、及びP.P.スライドは、担当教員により異なる

が、リーフレットを中心教材とした授業展開を基本と

した。

　テスト調査項目については、リーフレット作成に携
わったメンバーから個別に提供された内容を、リーフ

レット作成担当及びテスト調査集計担当（阿江）等で

選出した。
　プレテストの回答がどのようであったかを図1〜10
に示した。これは入学直後のフレッシュマンセミナー

で「建学の精神」を学んだばかりの大学1年生の結
果である。
　項目内容が入っているところが正解であるが、答え

がばらついていることが分かる。
　図11〜16は各学年ごとに全体の質問ごとの正解
率を示したものである。図17は全学年の正解率を示
した。
　質問ごとにプレテストとポストテストの正解率に差
があるかについての検定を行った。従属関係にある

集団として扱い、Z検定を行った（表3）。分析には、
エクセル統計Ver.6.0	㈱エスミを使用した。
　対立仮説は、プレテストとポストテストの正解率が

同じとした。以下は両側検定の結果で、学年によっ

て若干の違いはあるが、質問3と質問6はプレテスト

とポストテストの正解率に有意な差異が認められず、
正しく認識されていたことがわかる。それ以外の質問
では、講義を行った後のポストテストで正解率が大き

く増えた。このことから、教育の必要性が指摘できる。

授　業 プレテスト ポストテスト 授業担当

大学1年
体育原理

前期
281名

7/3実施
249名

7/10実施
早瀬

大学2年
発育発達論

前期
266名

7/8実施
186名

7/8実施
阿江

大学3年
総合演習

後期
290名

10/7実施
293名

10/14実施
掛水

大学4年
スポーツカウンセリング

前期
134名

7/9実施
122名

7/9実施
阿江

保体1年
体育原理

前期
62名

7/2実施
58名

7/9実施
早瀬

保体2年
体育心理学

前期
88名

7/8実施
74名

7/8実施
阿江

合計		1121名 合計		982名

表2　調査対象者
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質問 1への回答

1
74%

2
26%

誤り

質問 4への回答

3
45%

1
0%

5
5%

4
34%

2
16%

ドイツ

質問 2への回答

2
46%

1
7%

4
0%

5
0%

3
47%
昭和

質問 5への回答

3
37%

1
1%

5
13%

4
31%

2
18%

ドイツ

質問 3への回答

3
98%

1
0%

5
1%

4
1%

2
0%

腹

質問 6への回答

3
2%

4
0%

5
0%

1
1%

2
97%

ダンス指導に必要

図1　質問1への回答 図4　質問4への回答

図2　質問2への回答 図5　質問5への回答

図3　質問3への回答 図6　質問6への回答
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質問 7への回答

3
41%

4
27%

5
0%

1
30%

2
2%

女性美

質問 9への回答

1
68%

2
32%

正しい

質問 8への回答

3
31%

4
3% 5

12%

1
2%

2
52%禅

質問 10への回答

1
2%

5
4%

4
26%

2
60%

3
8%

号令太鼓

図7　質問7への回答

表3　母比率の差の検定（T値）

図9　質問9への回答

図8　質問8への回答 図10　質問10への回答
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図11　大学1年正解率（質問3,	6は有意差なし）

図14　大学4年正解率（3,	6,	9,	10有意差なし）

図13　大学3年正解率（3,	6,	9有意差なし）

図16　保体2年正解率（3,	6,	9有意差なし）図12　大学2年正解率（3,	6,	9,	10有意差なし）

図15　保体1年正解率（3,	6,	9有意差なし）

図17　全体の正解率



27

5	 考察とまとめ

　プレテストとポストテストの結果からは、一部を除き

その理解度には極めて有意な差を見ることができる。

　テスト結果をまとめると以下の通りである。
　質問1　

　本学の再興者であり、「実質的な創設者」と
称されているトヨを、多くの学生が創設者として

理解している。
　質問2

　トヨが無くなった時代を大正時代と認識してい

る学生が多く、長年に渡り本学に携わってきたト

ヨの実像についての認識が足りていない。
　質問3

　学生の最も得意とするところであり、極めて正
解率は高い。

　質問4、5
　4、5は関連する内容であるが、トヨが強い影
響を受けたドイツ体操についての認識は学生に

はあまり理解されていない。
　質問6

　多くの学年で正解率が授業後に下がっている。
　これについては推測の域は出ないが、即答で

解答をしているプレテストと、授業を受け様々な

知識が得られた後に解答をするポストテストで

は、考えすぎたが故の誤答があったものと推察
される。見方を変えるならば、今後同様の形で

授業展開等を行う場合には、より留意して説明を

しなければいけない箇所であるともいえる。
　質問7

　そもそもトヨの発行した雑誌の存在を知り得て

いない学生がほとんどであることより仕方のない

結果であったといえる。
　質問8

　平成19・20年度の藤園祭で総持寺を迎えて

の坐禅を経験していない学生にとっては、正解
を導き出すことは難しいと考えられる。

　質問9　
　質問3、6に次いでプレテストの正解率が高

い。可能性としては、学生は野外活動実習の実
体験から解答を導き出していると考えられるので

はないか。
　質問10

　これもプレテストの正解率が高かった。
　本学の新体操の授業内容及び新体操部の活
動内容が好影響を及ぼしているといえるのでは

ないだろうか。

　学年学科ごとのデータのばらつきについては、授
業担当者が異なることや、配付資料には制約（リーフ

レットを使用）があるものの授業展開が全く同一では

ないことなどから仕方のないことといえる。
　児童教育学科に対しても同様に行うことができれば

より良かったと考えるが、授業担当者の兼ね合いを

考えたとき現実的には難しいものがあった。

　今回の研究は、主に学生を対象とした、従前に

比べてよりコンパクトなトヨに関する資料を作成するこ

と、そしてそれをもとに授業を展開、トヨに関するより

正しい知識を身につけてもらうことを目的に行った。調
査内容も10の質問にその正解率の変化のみであり、
どのような理由で学生が誤答をしたのかについては

推測の域を出ない。
　これらをふまえた上で本研究を振り返ると、研究者
にとっては常識的と考えられる質問内容についても誤
答が多く、その意味では意外な結果であったともいえ

る。しかしながら、プレテストにおいては誤答をして

いた内容も、その多くは講義により正解率は上がって

いる。その意味では少なからず効果はあった。
　また、学生のトヨに関する知識に大きな偏りがあっ

た。大学としても、常日頃から学生が見聞きする「腰
伸ばせ即腹の力」ばかりではなく、トヨと建学の精神
についてより広い知識を身につけることができるよう配
慮していくことが必要である。トヨの考え方の中には、
一部今の時代にはマッチしない内容もあるが、トヨが

実践してきた女性教育、健康教育、全人教育の理
念は何ら色あせるものではない。
　大学全入時代を迎え、今後のさらなる大学の発展
を考えるのであるならば、学生が誇りと愛着を持てる
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大学であること、大学がどのような考えで学生を教育
していこうとしているのか明確であること、教・職員が

親身になって学生に対応をしていくことは必要不可欠
である。
　本学の建学の精神は何であったのか、今一度学
生も含め関係各者が心にとめておく必要ある。

　今後の展開としては、多少リーフレットの形の変更
はあってもよいと考えるが、学生募集要項に同封し、
受験希望者のトヨと建学の精神の理解促進に役立て

ていただければと考えるとともに、本学新入生に対し

最初の講義で活用していただければ幸いである。

引用・参考文献
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2）	 　　　　　　　　　　　　　　　藤村トヨ知識テスト

　東京女子体育大学・同短期大学の発展に大きな功績のあった藤村トヨ先生についてあなたはどれくらい知識を

持っていますか．　
　次の質問に答えマークシートの当てはまる数字に線を引いてください．

質問1. トヨ先生は私立東京女子体操音楽学校の創設者である	 正解2
	 1　正しい	 2　誤り　

質問2. 藤村先生が亡くなったのはいつの時代ですか	 正解3
	 1　明治	 2　大正	 3　昭和	 4　平成　　　　　　　　　　　　　

質問3. トヨ先生の姿勢教育の中心にある「腰伸ばせ即○の力」を完成させましょう．
	 ○に入る漢字はどれですか	 正解3
	 1　骨	 2　頭	 3　腹	 4　背中	 5　尻

質問4. トヨ先生の提唱する体操はどこの国からの影響が強いですか	 正解3
 1　アメリカ	 2　イギリス	 3　ドイツ	 4　スウェーデン	 5　デンマーク

　　
質問5. トヨ先生が連れて帰った外国の体操の先生ワルターさんは，どこの国の人ですか 正解3
 1　アメリカ	 2　イギリス	 3　ドイツ	 4　スウェーデン	 5　デンマーク

質問6. 音楽が必修なのはなぜですか	 正解2
	 1　楽しいから　　	 	 2　遊戯（ダンス）指導に必要だから

	 3　ピアノがあったから	 4　他大学も行っているから

質問7. トヨ先生の発行した雑誌は「婦人と體育」のほかにどれですか	 正解4
	 1　身体と體育	 2　男性美	 3　美しい女性	 4　女性美　　　　　

質問8. トヨ先生がとくに教育にとり入れたのは次のどれですか	 正解3
	 1　キリスト教	 2　競技スポーツ	 3　禅	 4　お花	 5　武術　　　

質問9. トヨ先生が水泳やスキーに力を入れたのは自然運動研究の成果を知ったからである 正解1
	 1　正しい	 2　誤り　　

質問10. トヨ先生が欧州から持ち帰った運動具は次のどれですか	 正解2
	 1　スキー	 2　号令太鼓	 3　こん棒	 4　フープ　　5	 バレーボール




