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Ⅰ．はじめに

近年、総合大学を含め体育・スポーツ系学部・
学科が増加している。それに伴い、学生獲得のため
に各大学とも特色を出していかなくてはいけないと考え
られる。本学も例外ではなく、大学競争の生き残りを
かけて、この課題に真剣に取り組んでいかなくてはな
らない。
大学には「学生を社会に送り出す」という使命があ

るが、体育・スポーツ系大学では、「体育・スポー
ツの指導者」として学生を送り出していく場合が多い
様に思われる。本学も例外ではない。一般的に体育・
スポーツの実技指導者（体育教員）になるためには、
最低限師範できる程度の「運動実技能力」が必要で
あると考えられる。このことは非常に重要な課題であ
り、体育系大学の在り方を考える上で外すことはでき
ない。日本には体育・スポーツ系の学部・学科を持
つ大学は、実に281校（国公立61校、私立220校）
にのぼり、短期大学も含めると332校となる。中学・
高等学校の保健体育または保健の1種免許状を出
す学部・学科にだけ絞っても242校となる（2種免許
のみの学部・学科および通信制は除く）。このような
現状の中、体育系大学の老舗である本学は、他の
体育・スポーツ系学部・学科と差をつけるために、そ
の専門性を生かした授業を展開し、学生により高い
師範能力を身に付けさせて社会に送り出していくという

ことが必要なのではないかと考える。これだけ多くの
体育・スポーツ系学部・学科があっても、国立大学
も含めて、各種目の専門家がそろっていて、授業に
おいても専門種目の指導者による指導が受けられると
いう大学は少ないのではないかと考えられる。実際学
生は、教員になった時などは、1人で陸上競技や球
技等、全ての種目を1人で教えることになる。しかしそ
の時に、大学でその種目の専門家に指導されたという
ことは、専門技能の習得や指導するにあたっての自
信等々、いろいろな視点から大いに意味を持つことで
あると考えられる。

Ⅱ．「陸上競技」の特性

「陸上競技」は授業では一般的に「陸上競技」とし
て一つのくくりとして捉えられている（学習指導要領で
もそのように捉えられている）。しかし陸上競技は、他
の種目（バレーボール、バスケットボール、器械運
動、ダンス等）とは少し性質が違っており、陸上競技
を構成する種目の違いは、他の種目のポジションの
違いや種目の違いとは本質的に異なった違いを持っ
ている。その分類方法はいくつか上げられるが、よく
言われる「走・跳・投」という分類の仕方は、「動き」
から分けられたものであり、具体的には以下のような
分類となる。
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走・・・ 100m  200m  400m  800m  1500m  
5000m  マラソン （競歩） 等

跳・・・ 水平方向への跳躍（走幅跳・三段跳） 
 垂直方向への跳躍（走高跳） 
 垂直方向・道具使用（棒高跳）
投・・・ 水平移動系（砲丸投・やり投）
 回転系（砲丸投･円盤投･ハンマー投） 

また「走」種目においても、エネルギー系から分類
するとさらに以下のような分け方ができる。

ATP-CP系・・・ 100m  200m 等
La系　　   ・・・  400m  800m等
O2系　      ・・・  1500m  5000m　マラソン 等

その他にも、神経系や筋線維タイプによる分類等も可
能であると思われる。「走・跳・投は運動の基本」と
いうような言い方で陸上競技を表現される場合もある
が、逆に言えば、陸上競技の構成種目はそれぞれが
大きく性質が異なっており、より専門性を高めていくた
めには、それぞれを個別に切り離して考えていく必要
性もあるのではないかということである。例えば本学
の研究室構成を例にして考えると、本学では「球技
研究室」はバレーボール、バスケットボール、ハン
ドボール、ソフトボールと性質の異なる種目で構成
されており、「種目特性」を考えた時に球技研究室だ
からといって、それぞれの専門教員が別の種目でクラ
ブ指導を行なうということはない。また授業においても、
「体育大学」としてより高い専門性を学生に対して授
業で提供していくことが使命でもある本学においては、
たとえ授業といえども同じ球技研究室だからといって、
バスケットボールの教員がバレーボールの授業を行
うことは考えられない（地方国立大学教育学部等では
教員不足のため、そのようなことが行われているところ
もあるようだが、そういう大学の授業は極めて専門性
が低いものとなっており、「運動の本質」を考えた時、
本学は専門性を重視した授業展開をしていかなくて
はならないと考える）。このようなことから考えていくと、
「陸上競技」の種目特性も「本学球技研究室」と同じ
ような種目特性の違いがあるとみることができる。この

ことはクラブ指導では顕著で、陸上競技部は一般的
に「短距離、長距離、跳躍、投擲」と専門コーチが
4名いるのが一般的で、「混成競技」を含めると陸上
競技部のスタッフは5名が標準であると考えられる。
またこのことは授業にもいえることで、陸上競技の授
業は水準を高めるためには陸上競技の教員は最低4
名（できれば5名）は必要であり、他の老舗の体育・
スポーツ系学部･学科を持つ大学においても複数の
陸上競技の教員を確保している。このように陸上競技
の教員教員がいることで、授業を工夫して、より専門
的に行うことができるようになる。本学も陸上競技に複
数の教員がいることから、より専門的な授業展開につ
いて視野に入れていくべきではないかと考える。例え
ば授業である種目の授業内容の時には、それを専門
種目とする教員が大いに関わる等も1つの方法である。
本学でも過去において、跳躍種目と投擲種目を1コマ
の授業の中で、単元で分担して行っていたこともあっ
たようであるが、そのような工夫も1つである。実技指
導の部分で、このような工夫をしていくことは、体育・
スポーツ系学部・学科が乱立している昨今において、
老舗体育系大学である本学が生き残っていく1つの
道ではないかと考えている。
そこでこのような考え方をもとに、本学の今後の実
技授業の在り方を考える上での基礎資料を得るため
に、陸上競技の授業について」他大学の現状はどう
なっているのかを調査してみた。

Ⅲ．体育・スポーツ系学部の他大学の現状

体育・スポーツ系学部の他大学の現状調査は、イ
ンタビュー形式で行った。陸上競技の授業内容全般
（授業の達成度、満足度等）についてのインタビュー
であったが、ここでは特に早急に取り上げられるべき
と考えた「種目特性を考慮した授業方法」および「陸
上競技の授業の1クラスの人数」について報告する。
調査を行った大学は以下の通りである。国立大
学6校、私立大学11校ののべ17校となっている（東
京学芸大学は小学校教員を目指す課程とより専門的
な中･高等学校教員を目指す課程の授業に分けた）。
また帝京平成大学は、授業科目名は陸上競技では
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ないが、担当教員、授業内容（シラバス）から陸上
競技と判断した。

体育・スポーツ学部・学科、のべ17校を調査 
国立大学  6   （東京学芸（小および中･高）・筑波・

埼玉大・ 長崎 ・富山） 
私立大学 11   （日本体育、日本女子体育、順天堂、

早稲田、東海、福岡、国際武道、
日本、八戸、帝京平成、法政） 

対象とした陸上競技の授業は、体育・スポーツの
指導者となるための基礎となる陸上競技の授業（本
学では「陸上競技Ⅰ」にあたると思われる授業）とした。

１．特性への配慮
（1）  陸上競技の特性に対する工夫を行っている大学

について

陸上競技の授業において工夫を行なっていると思
われた大学は、順天堂、東海、福岡、日本、法政、
早稲田、東京学芸（中･高）） の7校であった。その
内容は大きく以下のように3つに分けられた。

① 1つの授業で内容により複数教員が担当
1コマの陸上競技の授業内で、単元や種目により
陸上競技の専門教員が入れ替わって授業を行うとい
う方法である。1つの授業内で担当教員が変わるわ
けであるが、学生の評価は「専門種目の先生から指
導してもらえる」ということで概ね好評のようである。

② 授業を「トラック」と「フィールド」に分けて行う
ほとんどの大学は授業が半期で開講されているが、

その授業を「トラック」と「フィールド」という分類に分け
て開講することで授業内容を専門的なものとしている。
その際、授業を分けるだけでなく、「トラック」はトラッ
ク種目の専門家、「フィールド」はフィールド種目の専
門家が持つという形をとり、より専門性を高めている。

③ 授業内容を担当教員の専門性を生かしたものとする
授業には「トラック」と「フィールド」というような分類

はないものの、担当教員の専門種目を多く盛り込むこ

とで、質の高いものとする方法である。例えば本調査
での授業はほとんどが1年次開講であるが、1年生
では基本となる「走る」と、教員採用試験でも用いられ
ることが多い「ハードル走」に多くの時間をとり、その
授業担当はトラックの専門家が行う、といったような
方法である。

（2）  陸上競技の特性に対して特に工夫を行ってない
大学について
陸上競技の授業について特に工夫していないと思

われた大学は、日本体育・日本女子体育・国際武道・
帝京平成・八戸・筑波・東京学芸（小教員）･富山・
埼玉・長崎の10校であった。ここには本学のライバ
ル校とも思われる日本体育大学と日本女子体育大学
が含まれている。その現状について日本女子体育大
学のインタビューから詳しく聞くことが出来た。その内
容は「陸上競技の特性に応じて専門的に行いたい
が、学内には「陸上競技は陸上競技として1つの種目
として扱うべき」という意見もあり、特性に応じて授業
内容を工夫することを制限されてしまい苦慮している 
」というものである。つまり授業担当者は陸上競技の
特性を考慮した授業を行いたいと考えているが、学
内で理解が得られないということである。日本女子体
育大学も本学同様体育大学として複数の陸上競技の
各種目の専門教員がいるが、その持ち味を生かす授
業を行うことができていない。このようにライバル校で
ある日本女子体育大学がそのような現状であるとすれ
ば、「本学はその授業内容により専門性を持たせるこ
とで、日本女子体育大学に差をつけることができる」と
いうような考え方も、これからの大学教育の充実の必
要性を考えた時には必要なのではないかと考える。さ
らに付け加えると日本女子体育大学では、従来通年
で行っていた授業内容を、そのままトラックやフィール
ドと分けるようなこともなく、半期にしたため授業内容
が薄いものになってしまっており、本来専門性を高め
ていくべきところで、逆に専門性の薄い授業を行なう
現状となっている。順天堂大学の学生募集は良好で
ありその要因は様々であるとは思うが、陸上競技の
授業に関してみた場合、「専門種目の教員が入れ替
わって授業を行なう」という授業を行なうことで、授業
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内容も体育･スポーツ学部として専門性が高められ
た授業が行なわれており、このようなことも学生募集
には関わる1つの要因であるとも思われる。例えば本
学においても、授業でも投擲種目は、短距離・ハード
ルが専門の櫻田ではなく投擲専門の高梨に教わりた
いと学生は思うであろうし、またそのように授業でも専
門的に教えていると外部にアピールできれば、それは
本学の教育の特色として出していくこともできるのでは
ないだろうかと考えている。

（3） 本学の授業方法
本学の授業方法は「特に工夫を行っていない」に
分類される。本学は、体育大学として4名の陸上競
技の専門教員がいる。当然クラブ活動もその特性を
生かして、種目を分けてそれぞれの教員が指導に当
たっている。スポーツ推薦枠も、大学では陸上競技
の種目特性（ブロック）に分けて人数も配分されてお
り、これは陸上競技の専門性を生かすことを考えての
ことであると思われる。体育大学である本学は、この
考え方をクラブのみならず、授業においても大いに
生かして行くべきではないかと考える。前項でも触れ
たが、何よりこれは指導される学生の視点から考えれ
ば、その種目の専門指導者から授業で教わるというこ
とは、学生も希望するところでもあり、また必ずや後に
学生が指導者になったときの大きな糧となるに違いな
いと思われる。繰り返しになるが、本学では過去にそ
のような専門性を生かした陸上競技の授業を行って
いたこともあり、いま改めて体育大学である本学の使
命（役割）も考え、検討していくことが必要なのではな
いかと考えている。体育大学である本学は、スペシャ
リストである指導者が学生を指導することに意味があ
り、またそのような指導者がそろっていない大学やカ
リキュラムが整備されていない大学と一線を画するこ
とができるのではないかと考えられる。

２．履修人数について
授業内容に大きく関わる部分として、履修人数につ

いて調査してみた。大学によって履修方法や履修形
態、また1学年の人数に違いがあるため、実数では
一概に比較しにくい部分もあるが、本学より1学年の

人数が多い大学もあり、また実際に1クラスの授業を
その人数を教えているという観点からみれば、本学の
陸上競技（実技）授業の在り方を考えていく上では大
いに参考にし、考えていかなくてはいけない部分であ
ると思われる。

（1）  他大学の1クラスの履修人数
履修人数は1クラス50名未満の大学と51名以上

の大学とに分けた。「1学年全体の人数の考慮」等
の検討課題はあるが、多くの大学において「実技科
目の上限原則50名」となっていたため、50名をライ
ンにして検討してみた。その結果、授業における1ク
ラスの履修人数については、1クラス50名以内の大
学は16校であり、50名以上の大学は帝京平成大学
の1校のみ（80名程度）であった。その際の主だっ
た項目は以下の通りである。

①1クラス50名以内の大学（16校） 
・ 実際には30～50名の人数の授業では、多くの
教員が履修人数が多すぎてきめ細かい指導が
できないと感じている

・ 履修人数が50名に近づくにつれて2~3名程度
の学生助手をつけることができる大学もある 

②1クラス50以上大学（1、帝京平成大学80名） 
・ 主任教員の他に、非常勤助手や学生助手（3～

4名の助手）で対応

（2） 本学の1クラスの履修人数
大学の陸上競技Ⅰの履修人数は、1クラス60～80
名であり、保健体育学科は1クラス25名程度である。
保健体育学科は学生の減少に伴い人数が減少して
いるが、逆に少人数であるがゆえに指導に目が行き
届いていると思われる。昨今学生の運動能力の低下
も考えれば、少人数で丁寧に教えていくことは、体育・
スポーツ指導者養成の観点からは重要なのではな
いかと考えている。逆に大学（学部）の授業は履修人
数が多すぎるのではないだろうか。過去学生数が多
かった時は、時代の流れや学生の運動能力も高かっ
たことから、実技授業も大人数で行なえたと思われる
が、昨今の大学教育の流れや学生の運動能力の低
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下から考えると、クラス数の増加や、学生数の減少
を逆に利用して、1クラス少人数制の授業を行なうこ
とが、学生のためにもなり、また外部へのアピールに
もなるのではないだろうか。来年度、保健体育学科
陸上競技Ⅰの授業は、入学者数減少に伴い、本年度
まで2クラス編成で行なっていた授業を1クラスにす
ることが提案されており実現の方向に向かっている。
他大学では「1クラス30名で多すぎるので何とかした
い」と問題解決に取り組んでいることを考えれば、本
学保健体育学科が来年度2クラス編成であれば、1
クラス20名程度の適正人数であると考えられる。し
かし本学では、過去の慣わしからか、授業において
は「とにかく人数をまとめてしまう」というような傾向があ
るように感じる。いろいろなところで（もちろん大学にお
いても）少人数教育が叫ばれている中、本学も「大学
教育の質の向上」、「実技指導の質の向上」につい
て真剣に考え、少人数の1クラス編成も考えていくべ
きではないのだろうか。実際、今回インタビューした
教員の何名かに、「本学の陸上競技Ⅰは1クラス60
名以上で授業を行なっている」と話したところ、全て
の教員に驚愕された。その内容は、それでは授業に
ならないはずだ、というものであった。このことを逆に
考えると、昨今求められている大学授業内容は、その
ような大人数ではできない内容のものである可能性も
考えられる。他大学も過去には大人数で実技授業を
行なっていたはずである。それが時代の流れや学生
のニーズ、また学生の運動能力等々から変化してき
ているのではないだろうか。本学の過去に本学で行
なってきた授業の方法や自分（教員自身）が受けてき
た大学教育の経験のみだけではなく、もっと広い視
点からの授業改善を行なっていかなくてはいけないの
ではないかと考える。これには時間割やカリキュラム
の作成（本学の場合、カリキュラムはカリキュラム委
員会が機能しているので、特に時間割の作成）にもっ
と教員が関わっていかなくてはいけないというようなこ
とや、これらの作業が事務主導で行なわれるのであ
れば教務担当事務がより積極的に他大学の情報収
集を行なわなくてはいけない、等の問題点もあげられ
るが、このことについてはここで議論することではない
ので割愛する。

まとめ

本報告では、本学の実技授業の在り方を考えるた
めに、陸上競技の授業の視点から他大学の現状はど
うなっているのかを調査した。その結果、本学の授
業において以下のような検討課題が考えられた。

1．授業方法について 
・ 専門教員の活用（走・跳・投） 
・ 時間割の工夫、授業科目名の工夫 

2．授業の1クラスの人数について 
・ 少人数による授業 
・ アシスタントの活用

各大学とも、授業内容・方法については学生の質、
学生数に対応しながらよりよい授業展開を工夫してい
るようである。したがって、毎年我 も々少しずつでも
生の声を各大学教員から収集し、本学も他大学に遅
れをとらないような授業展開の工夫をしていくべきでは
ないかと考える。本学も老舗の女子体育大学という環
境に、決してあぐらをかくのではなく、逆に大いに生
かしていく方向で実技授業改革をしていければ、数
多くある体育･スポーツ系学部の中でも特色を出して
いくことができるのではないだろうかと考えている。


