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◇教師教育論の立場から



内容

I. 体育科教育学からみた教師教育
の視点

II. 演者の研究実践から

III. 今後の検討課題
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体育科教育学からみた教師教
育の視点

体育教師に求められる資質・能力とは？

教師の資質・能力はどのように成長するか

教員養成課程、現職教員

身につけるべき実践的指導力をどう向上させ
るか 3

日本体育学会第60回大会（2009） 体育科教育学専門分科会
シンポジウム「体育を教える教師に今，求められる力量とは」



体育科教育学における教師教育
の研究方法

量的アプローチ

質問紙

授業の組織的観察法

質的アプローチ

インタビュー

観察

指導資料、日誌
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教師の知識、信
念、教授行動、
省察過程などを
明らかにする
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演者の研究実践から

全科を教える小学校教師の体育授
業に対するコミットメントを促す要因
から、中高の体育教師の授業への
取り組みについて考える
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【参考】

『小学校教師の体育授業に対するコミットメントを
促す要因の質的研究』体育学研究，58（1）：45-60．

『小学校教師の体育授業への積極的な取り組み
を促す要因』体育科教育，62（7）：42-45．



授業に対するコミットメント

教師の体育授業に対するコミットメント

体育授業の指導を重視し、積極的に授業
実践の改善に取り組む

教師の信念

体育授業観、教師観
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方法

対象

大学での長期研修に参加した小学校教師12名

データ収集

個別の半構造化インタビュー（約70分）

データ分析

逐語記録をM-GTAにより分析

カテゴリー、概念の作成とカテゴリー間の関係 7



体育授業へのコミットメントを促
す要因
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体育授業に
対する信念

職場環境や
学習機会

授業実践の
省察

体育授業に対する
コミットメント

a

b c

d

e



教師の内的側面：
体育授業の信念

授業観、教師観

体育授業の教育的価値の重視、体育指導者の自覚

➡体育教師は、部活動指導者としての教師観？

➡部活動を通した人間教育という教育観？

体育指導のやりがい、指導の効力感

児童の喜ぶ姿、成長

➡体育教師は部活指導にやりがい？
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省察的要因：
児童の学習からの影響

児童の肯定的反応

授業のやりがい、教育的価値の認識を促す

他の教科よりも反応が表出しやすい

児童の否定的反応

授業改善への意欲へ

改善の道筋をイメージできる、サポートを求められ
る環境
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外的側面：
同僚教師や職場環境など

 同僚、先輩教師の支援

 先輩教員から指導を受ける、研修を勧められる機会

 ➡中高の教師も同様（Wang and Ha, 2008）

 ➡体育教師の「孤独（isolation）」という問題も（木原，
2011；Stroot & Ko, 2006）

 職場での役割期待

 学校体育指導の中心的役割を期待される

 男性の小学校教師への期待

 ➡中高の体育教師には、教科指導以外の生徒指導、部
活動指導の期待が存在？（cf.岩田，2014；松田，2010） 11



外的側面：
同僚教師や職場環境など

研修への参加機会

授業研究会への参加、発表

理想的な授業、教師に出会う

➡中高よりも授業研究が盛ん

 公的研修への批判（cf. Armore & Yelling, 2007）

受け身、フォローアップがない

教師の負担を増やさない支援、日常に根差した
共同の促進を 12



要因間の関係から

豊かで多様な経験のサイクル

一直線ではないコミットメントの促進

ひとつの経験からも、多様な影響

単一の要因で促されるのではない（cf. Rovegno,
2009）

阻害要因も（多忙、同僚の体育指導観・・・）
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今後の検討課題として・・・
①教師の支援について

 偶然に任せない授業観、教師観の変容を

 受けてきた体育の再現

 多様な経験を通した授業への取り組みの変化

 授業者としての教師観への変容（cf.須甲・四方田，2013）

 学校内、大学、教委との協同的な支援

 授業研究や教職実践演習

 それぞれの専門性を活かす双方向な体制

 体育教師への教科指導の期待 14



②研究の視点について

教師のリアルな成長過程（cf.木原，2010）

教師を自らを変容させる主体として

教師教育の担い手に関する研究の視点

大学教員、教委、学校管理職

教員養成を担当する大学教員はどのような知
識や信念を有しているか、それが学生にどのよ
うな影響を与えるか（cf. Beatriz et al., 2006）
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