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パフォーマンス課題・評価を取り入れたダンス授業の比較的研究

一男性教員による男女共習における実践を通して-

輿儀幸朝 1) 金城昇2) 小林稔3)

A Comparative Study Implementing A Performance Based Task and Assessment 

Approach to Dance Lessons in Health and Physical Education 

-The Case of a Co-Educational Class by a Male Teacher 

Yukitomo YOGI!) • Noboru KINJ02) • Minoru KOBAYASHI3) 

Abstract 

Purpose:A comparative study of the effect of lessons implemen山19a performance based task and assessment approach to 

those without.百lep山 poseof出isstudy is to clar略Tthe effect students' motivation to express泊gprocess thro唱hatwo-ye訂

lesson and observation period 

Method:To evaluate the ch創1gein students' motivation to learn， the Achievement Motivation in Physical Education Test 

(AMPE町wぉ used.古leAMPET was developed by Nishida (1989) for the purpose of objective verification in regards to the 

effectiveness of the ins加lctionwhich appeared to raise students' motivation to learn. 

ln addition， 阻 originalobj巴ctivetest was created by the r巴searcher加 orderto grasp the broader raI1ge of the students' 

chaI1ge in motivation to learn目'l¥voPE teachers who have more than fifteen years of teaching experience， a山 liversityfaculty 

member who is an e却 ertin this subject area， and two gradu配 studentsparticipated in creating this test. Furthermore， the 

AMPET and the originally created test were conducted before and after teaching each unit 

Res叫飽:廿leresults of the AMPET did not indicate any s氾nificantdifference between lessons implemen也Jga performance 

based task and those without at different stages in the students' learn血gprocess. However， a s取曲canteffect was seen 

before and after teacl也Jga山首t

For the original oQ日ectivet巴st，a s泡nific阻 tdi丘erencewぉ shownin lessons implementing a performance based task at 

different stages of the students' lea口町Jgprocess. This group showed more instructional e宜ectcompared to the control 

group. 

Conclusion:ln accordance with the AMPET， there w，お即 時nificantdifference for lessons加plementinga peばormance

based task in different stages of the students' lear叫ngprocess. However， a s泡nificanteffect wぉ seenin the cぉeof凶ne

period. Therefore， it is safe to say that a ce此ainarnount of instructional effect on problem solving lear百ingthrough co-

educational dance class is reco，酔ized 必80，the effectiv巴nessof performance based task andぉsessmentlessons w鉛

indicated through a s場岨cantch訂Jgeof the performance of the intervention groupぉ seenin仕leres叫tsof the original 

objective test. 
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緒言

平成24年度から中学校においては、新学習指導

要領が完全実施される。今回の学習指導要領の改

訂のポイントとして梶田 (2008) は、これから

の学校教育では何よりもまず「確かな学カ」を身

につけることと、そしてそれを基盤とした「生き

る力」を育成すべきであると述べている。この確

かな学力について中央教育審議会・初等中等教育

分科会教育課程部会 (2007)では、①基礎的・

基本的な知識・技能の習得、②知識・技能を活用

して課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力等、③学習意欲、の 3項目を学力の重要な

要素として提起した。これに関連して梶田 (2010)

は、その階層性に触れている。つまり、確かな学

力は「関心・意欲Jに支えられ、 「知識・技能j

を土台に持ち、 「思考力・表現力」などとして発

揮させるものでなければならないとし、学習意欲

が最も基盤であり、そのうえで知識の習得と、そ

の知識を活用する過程で思考力・表現カが育まれ

ることを指摘している。そのように知識を活用す

る力を含めた確かな学力を保障するために、西岡・

田中 (2008) は、リアルな文脈において知識や

スキルを総合して使いこなすことを求めるような

パフォーマンス課題と、知識を実際の世界にどの

程度うまく活用させているのかをはかるパフォー

マンス評価(ルーブリック注 1))を用いることが

重要であると述べている。

中央教育審議会の答申を受けて保健体育科にお

ける学習指導要領の改訂のポイントとしては、目

標の一部改訂、指導内容の見直し、発達段階を踏

まえた指導内容の体系化等が明示された。目標の

一部改訂では、生涯にわたって運動に親しむ資質

や能力を育てることが重視され、指導内容の見直

しでは、体育分野において武道とダンスの領域が

必修化となった。また、発達段階を踏まえた指導

内容の体系化では、 1年生・ 2年生段階と 3年生

段階での内容が明確に示された。今回の改訂で最

も大きく変わったことは、武道及びダンスの領域

が必修となったことである。現行の学習指導要領

では、武道及びダンスから一つを選択して履修す

ることとなっているため、三年間で武道あるいは

ダンスしか履修しないという生徒が多数存在して

いる。また、生徒の履修状況としては、全国的に

男子は「武道」、女子は「ダンス」を選択して取

り組んでいる学校が多い。

必修化を目前にして小林 (2011)は、ダンス

の授業実践に関する研究では、そのほとんどが女

性教員を対象としたものであり、男性教員を対象

に焦点をあてて研究された事例は極めて少ないと

の現状を指摘している。また中村 (2009)は、

男性教員に対してもダンスの領域における指導が

大いに期待されると述べたうえで、課題として男

性教員の指導力が懸念されていることを指摘して

いる。従って、必修化に伴い学校現場では、ダン

スの領域における男性教員の指導力の向上が迫ら

れている。それに関連して中森 (2011) は、ダ

ンスの指導プログラムにおいて、指導者が苦手意

識を持っていることや、生徒にも恥ずかしいなど

の苦手意識があることを問題視したうえで、男女

共習に関する学習過程の問題が大きなものとなる

ことを指摘している。このような状況から、必修

化を目前にしたダンスの領域における学習指導の

表 1 AMPET意欲的側面の各下位尺度の内容

下位尺度項目 内容

学習ストラテジー
体育学習を効率よく行うためのうまくできる方法や手段をいろいろと考えたり、

実行したりする程度を示す

困難の克服
人よりもうまく運動をできるようになろうとして、黙々と練習を続けたり、たと

えうまくできなくても最後までがんばるといった特性を示す
先生や指導者の話をきちんとまじめに聞いているか、うまくなるために必要な指

学習の規範的態度 導や助言を素直に受け入れているか、ルールやきまりなどをきちんと守っているか、
といった体育学習での規範的な態度を示す

運動の有能感
運動に対する自信や優越感に関連し、人よりも運動がよくできると認知している

程度を示す

学習の価値
運動がよくできるということに対する価値観や目的意識、学習することの必要性

などを示す
意欲的側面 5つの下位尺度項目の合計点
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下位尺度項目

緊張性不安

失敗不安

回避的側面

表2 AMPET回避的側面の各下位尺度の内容

内容

人前で運動するようなときに、どの程度緊張したり、あがったりしているのかを
示す

人に負けるのではないか、試合で失敗するのではないかといった失敗や負けるこ
とへの不安や恐れを示す

2つの下位尺度項目の合計点

準備状況は十分に整っているとは言えない。よっ

て、本研究では男性教員による数少ない事例研究

として、ダンスの領域の実践的研究に焦点をあて

た。

前述したように学習指導要領の改訂では、確か

な学力の定着が重要なキーワードとして掲げられ、

活用するカの育成が求められている。そこで、中

央教育審議会・初等中等教育分科会教育課程部会

の児童・生徒の学習評価のあり方についての報告

(2010)で紹介されている西岡・田中 (2008)

のパフォーマンス課題・評価を取り入れた授業を

展開して、その介入効果について、通常の問題解

決学習との比較的研究を試みる。本研究では、二

年間の実践を通して、確かな学力の基盤である学

習意欲に及ぼす影響について明らかにすることを

主な目的とする。

H 方法

1 調査時期

授業実践は、研究 1、研究2の二回実施した。

研究lは、平成22年10月'""'11月末までの時期に行っ

た。研究2は、平成23年 5月'""'6月末の時期に行っ

た。単元計画は各13時間とした。

学習意欲にかかる調査(体育における学習意欲検

査及び主観的評価)は、単元前と単元後に行った。

2 調査対象

対象は、沖縄県の中部に位置する中規模校(生

徒数480名)であるR中学校 3年生4学級の生徒

とした。研究1は、 155名(男子78名、女子77名)

として、介入群79名(男子40名、女子39名)、

統制群76名(男子38名、女子38名)で行った。

研究2は、 155名(男子76名、女子79名)として、

介入群78名(男子38名、女子40名)、統制群77

名(男子38名、女子39名)で行った。

3 調査方法

研究 l、研究2ともに、介入群2学級、統制群

2学級として二つの群を設けた。パフォーマンス

課題・評価を取り入れて展開する群を介入群、ス

テージ型学習過程における問題解決学習を展開す

る群を統制群とした。

4 調査内容

(1)体育に関する学習意欲検査

(Achievement Motivation in Physical 

Education Test :以下AMPETと記す〉

学習意欲の変容をみる評価尺度として、学習意

欲を高めると思われる指導法の有効性についての

客観的検証などが目的として開発された西田

(1989)の体育に関する学習意欲検査(品APET)

を用いた。下位尺度は、①学習ストラテジ一、②

困難の克服、③学習の規範的態度、④運動の有能

感、⑤学習の価値、⑥緊張性不安、⑦失敗不安の

7因子とL尺度(虚偽)から構成されている 5段

階評定尺度である。それぞれの下位尺度は8項目

あり、総項目数は計64(8x8)である。また下

位尺度は、体育学習を促進させる「意欲的側面(①

から⑤)J (表1)と、体育学習を抑制する「回

避的側面(⑥・⑦)J (表2)の2つに分けられ

ている。

(2 )主観的評価

学習意欲の変容を幅広く捉えることを目的とし

て、独自に主観的評価を作成した。作成は、教職

15年以上の保健体育科教員2名と教科教育を専門

とする大学教員 1名及び保健体育科専修の大学院

生2名の計5名のメンバーで、行った。項目は、①

あなたはダンスに興味がありますか、②あなたは

人前で踊ることの恥ずかしさを感じますか、など

計4項目から構成し、回答方法は4件法を用いて、

1 )とてもあてはまる、 2)ややあてはまる、 3) 

あまりあてはまらない、 4) あてはまらない、で

評定するように求めた。

5分析

月
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(1)体育に関する学習意欲検査 (AMPET)
統計解析ソフトIBMSPSS Statistics 19を用い

て、下位尺度ごとに群(介入・統制)と時期(単

元前・単元後)を要因とする繰り返しのある二元

配置分散分析を行った。統計的な有意水準はp<.05

とした。

(2 )主観的評価

統計解析ソフトIBMSPSS Statistics 19を用い

て、単元前と単元後の変容をχ2検定で比較を行っ

た。統計的な有意水準はp<.05とした。

川 授業実践の概要

(1)学習過程

授業づくりをするうえで、最初に取り組むこと

が学習過程の立案である。それは、生徒の実態や

学習指導要領に示されている内容を十分に検討し

て計画されていく。中学生期は思春期に入り自我

に目覚め欲求不満が起こったり、自分と他人の行

動が違うことに対して抵抗を感じたり、性を極端

に意識したりと心の発達に伴った変容が多くみら

れる。そこで、自分の想いやイメージを豊かに表

現し、仲間と意見を交流させながら作品をどのよ

うな学習過程で創り上げていくかが重要だと考え

る。学習過程について高橋ら (2002)は、学習

者が合理的に学習目標を達成できるように学習内

容の順序や手順を計画したものであり、学習の道

筋を示すものであると述べている。文部省 (1991)

は、その学習過程のモデルを次のように例示して

いる(表3)。

高橋ら (2002)は、文部省の示す学習過程の

モデルを次のように解釈している。モデルAを挑

戦の意欲の発展と、内容の発展を有機的に結ぶよ

うに組織するスパイラル型の学習過程としている。

また、モデルBを目の前にある運動に対して注目

したり、意欲的に行動して満足感や喜び、楽しさ

などの反応を示し、一生懸命に練習するという行

動へと進めていく、ステージ型の学習過程として

いる。本研究においては、学習意欲や、グループ

を編成して集団で取り組むこと、技能や表現及び

創作活動における思考過程に及ぼす影響について

着目していることから、自分の課題やグループの

課題の解決に向けて段階発展的に進めていくステー

ジ型の学習過程を取り入れることとした。

ダンスの領域においては、一般的に多くの学校

でステージ型の学習過程を用いて、学習を支援・

発展させることを目的とした問題解決学習が展開

されている。問題解決学習の目的として藤井

(2010)は、協同的な活動に有能に参加するた

めの能力の育成であると述べたうえで、子どもた

ちに協同的な学習活動への参加の経験を発展的に

積み重ねることを通じて、子どもの能力を育成す

る原理に基づく指導方法であるとの見解を示して

いる。また、問題解決学習と体育学習との関連に

ついて高橋ら (2002)は、これまで体育にも大

きな影響を与え、単元学習やグループ学習と一体

化して論じられ、実践されてきた経緯があると述

べている。従って、自分の考えを豊かに表現し仲

間と交流を図りながら、基礎的・基本的な知識や

技能を習得させ、集団(グループ)での協同的な

活動の経験を発展的に進めていく問題解決学習を

取り入れて実践することとした。

(2)教材観

現行の中学校学習指導要領解説保健体育編

(1999)のダンスの内容には、 「自己の能力に

適した課題をもって、感じを込めて踊ったり、み

んなで楽しく踊ったりすることができるようにす

る」と示されている。改訂される中学校学習指導

下位尺度項目

表3 学習過程のモデル

内容

モデルA

モデルB

毎時間の学習過程を、 「今持っている力Jでできる共通の学習内容から「工夫し
た力」での挑戦的な学習内容へとらせん的・発展的に進めていくモデル。器械運動
や陸上競技などの個人的スポーツに適用させることが多い。
子どもが運動の学習活動にみせる①受け入れ・反応段階、②発展段階、③飽和段

階というライフサイクルを一つのまとまりのあるステージととらえて、各ステージ
をねらい 1、ねらい 2という段階発展的に学習を進めていくモデル。典型的には集
団的スポーツの学習指導に適用される。
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表4 学習過程と評価規準

繍|時間| 統制群(問題解決学習)

(両群共通)

ね
ら
い
1

動きを合わせる、広げる、流れる

表現のスケッチ、表現の創造

〈ミニ発表会)2分間の音楽に合わせて

即興(本時)でできる創作活動

目、マ〉知識・技能を活用して自分やグノレープの課題の解決に向けて、

とともに、仲間と協力し交流を深めながら創作活動を展開して、テーマに沿った作

-319 -

5
t
}
7
 

統制群と同じ内容

統制群と同じ内容だが、 4時間目・ 12時

8 1間目と同様にパフォーマンス評価(ルー

ブリック)も取り入れた。

n
u
z、，噌
i
唱

i

両 la港動の特性に関心を持ち、楽しさ

群|や喜びが味わえるように進んで取

共|り組もうとする。

I (割舌動の場の安全に留意して、取り

通|組もうとする。

の|③自分の4鰭 11を自覚して仲間と励陪課題の解決に向|②リズムの特徴をと

規|まし合ったり協力して練習や発表いナて活動の仕|らえて、変化とまと|②踊りの特徴や表

|会をしようとする。 上方・表現の組み合|まりをつけて踊るこ|現の仕方を理解し

準|④仲間との違いや良さを認めようけコせを工夫でき|とができる。 1ている。

とする。 1る。

※1 評価規準は、統制群・介入群ともパフォーマンス課題 1と2以外は閉じ学習内容なので共

通の規準として設けた。

5
'
3
7
 

テーマの設定、曲の選曲、活動計画の立案

〔展開①〕テーマを意識した創作活動

グループ別の問題解決学習(前半)

統制群と同じ内容だが、リア7レな場面を

設定したパフォーマンス課題・評価を取

り入れた。

統制群と同じ内容

ク事ループや個人

の課題の解決のた

めに、合理的な練

習の仕方を知って

いる。

〈中間発表会〉

~ 1 (展開①〕の取り組み状況を発表し合って

，_ 1 - 1評価規準に沿って自己・相互評価を行い、

石|一…ーし明塑空発yi!.l_.，主堂"*(7)費動2五害芝哩Q
し、
2 n

3
g
3
1
i
唱

A

〔展開②〕中開発表会を終えての問題点

を確認して、発表会に向けて創作活動を

充実させ作品の完成度を高めてし、く。

グループ別の問題解決学習(後半)

〈発表会〉

これまでの取り組んできた創作活動の12 I ，::_v ~ _~ ~~ ~ _/ II!U."" ， '-''-~'n I H_~ ~~ -~ I 12 
成果を発表する。

評
価
規
準
(
観
点
別
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要領解説保健体育編 (2008)では、 「感じを込

めて踊ったりみんなで踊ったりする楽しさや喜び

を味わい、イメージをとらえた表現や踊りを通し

た交流ができるようにするJと改められている。

このことは、目標で保健体育科の改善の基本方針

である「生涯にわたって健康を保持増進し、豊か

なスポーツライフを実現する」ことが重視されて

いるからだと考える。

て、多様な動きの習得を図り、豊かな感性を育む

ことが大切である。そのためには、生徒の実態に

応じた学習目標の設定と学習計画の立案及び評価

の作成が重要である。

(3 )実態

研究 l、研究2とも対象となる生徒は、ダンス

授業を初めて履修した。また、パフォーマンス課

題・評価を用いた実践も初めてであった。単元前

の実態調査では、研究1、研究2の両生徒とも『ダ

ダンスは、リズミカルな動きを楽しむ運動で音

楽やリズムの特徴をとらえて、自己表現能力を育

表5 介入群(パフォーマンス課題・評価)の評価基準

レ}プリック
子、三屯唱

2 

区分 十分満足できる 概ね満足できる 努力を要する

全
-頭、手先、足先まで動きに -頭、手先、足先まで意識し -身体の一部しか動かさな

|皐
メリハリをつけ、全身を使 て全身を使うことができ い。全身を使うことができ

うことができた

言i襲 -動きに応じて視線を定め -視線を定めることができ -視線が定まっていなかっ

ることができた。 た。 た。

大 -感じを込めてダイナミッ -感じを込めて動くことが
-動きが小さく、自信がな

き さそうで恥ずかしがって
さ クに動くことができた。 できた。

いた

蛮化

-前後、左右、上下の動き -前後、左右、上下の動き

|が見られ、メリハリがあり が見られ、多様な動きをし|・動きが少なかった。

多様な動きをしていた。 ていた

ゲニZロ二
-イメージに沿って空間移 ・空間がうまく使えない。
動の大きさや使い方を工夫 -空間移動の大きさや使い 移動スペースが小さかっ

動き
間 できた。 方を工夫できた。

-速い動き、ゆっくりした
の

動ンき、ススロートモップモシーーョシ、なムヨ I ・動きの速さを使い分けて I・動きの速さに変化がなか変 速
化 さ ど、動きの速さにきわだ、つ いた。 った。

ズリ -動きに強弱が見られ、リ -動きに強弱が見られ、リ -動きに強弱がなく、リズ

ム ズミカルにできた。 ズムを意識してできた。 ムも一定だった。

j荒
-動きのつなぎがスムーズ -動きにつながりがあり、 -動きのつながりが不自然

れ
で、常に動きの種類や形に 形を変化させることがで で、ぎこちなかった。
変化をもたせていた。 きた。

イ -テーマやイメージにふさわ
メ 者

しい多彩でオリジナリティ テーマやイメージにふさ| テーマやイメージと関係
ス わしい動きをしていた。 のない動きをしていた。

ジ を活かした動きができた。
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ンスへの興味』は、 「まったくない」、 「あまり

ない」と答えた生徒が多かった。また、 『人前で

踊ることの恥ずかしさ』も「とても感じる」、 「ま

あまあ感じる」と答えた生徒が多かった。他の運

動領域においては、運動への興味・関心は高いが

ダンスに対する興味・関心は低かった。

(4)指導観

ダンスでは、イメージをとらえたり深めたりす

る表現、伝承されてきた踊り、リズムに乗って全

身で踊ることや、これらの踊りを通した交流や発

表ができるようにすることが求められている。そ

のため学習過程では、ダンスの楽しさや喜びを味

わうともに、個々の生徒が自らを表現し、多様な

動きを習得して豊かに実践することが重要である

と考える。

(5)学習目標

ダンスの楽しさや喜びを味わい、基礎的・基本

的な知識・技能を身につけ、それを活用して自分

やグループの課題の解決に向けて、技能を高め表

現を豊かにするとともに、仲間と協力し交流を深

めながら創作活動を展開して作品を完成させる。

(6)学習過程と評価規準及び評価基準

ダンスの学習内容の特徴として、村田・高橋

(2009)は、 「即興的な表現」と「簡単な作品

の創作」の二つをあげていることから、ねらい 1

では前者を、ねらい 2では後者を取り入れ学習過

程を計画した。また、評価規準は国立教育政策所

教育課程研究センターの評価規準を参考に作成し

た(表4)。なお、学習過程と評価規準及びパフォー

マンス課題・評価を取り入れる介入群の評価基準

(表5)の作成は、主観的評価を作成した 5名で

行った。

表6 繰り返しのある二元配置分散分析を用いたAMPETの下位尺度別得点の結果 (n=155)

介入群(n=79) 統制群(n=76) 主効果

研究1 群 時期 交互作用
Pre Post Pre Post (介入制醐) (pre-post) 

下位尺度 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD F p F p F p 

ストラテジー 29.3 5.79 29.6 4.83 29.6 5.79 30.3 5.14 0.46 .501 1.83 .178 0.17 .678 

困難の克服 27.7 6.36 28.8 5.45 27.3 6.19 28.2 5.56 0.27 .603 10.52 .001 0.07 .793 

規範的態度 29.3 5.79 29.6 4.83 29.6 5.79 30.3 5.14 0.46 .501 1.83 .178 0.17 .678 

運動の有能感 18.5 6.83 19.4 7.41 17.4 6.46 17.9 6.15 1.56 .214 4.00 .047 0.24 .627 

学習の価値 30.9 7.20 31.4 5.98 30.2 6.39 30.5 6.46 0.72 .394 1.12 292 0.02 .884 

緊張性不安 25.2 8.10 24.0 7.76 25.3 8.17 24.1 8.85 0.01 .910 6.28 013 0.01 .910 

失敗不安 22.5 7.12 21.8 7.14 22.4 7.43 21.6 7.53 0.02 .887 3.35 .069 0.02 .887 

表 7 繰り返しのある二元配置分散分析を用いたAMPETの下位尺度別得点の結果 (n=155)

介入群(n=78) 統制群(n=77) 主効果

研究2 群 時期
交互作用

Pre Post Pre Post (介入4脚IJ) (p問 -post)

下位尺度 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD F p F p F p 

ストラテジー 30.8 4.34 31.5 4.44 29.7 4.62 30.3 5.45 3.22 .075 2.57 .111 0.05 .826 

困難の克服 29.9 4.70 31.6 4.66 28.7 5.76 29.8 4.92 4.60 .034 11.36 .001 0.37 .544 

規範的態度 33.4 4.36 34.4 3.58 32.1 4.22 32.7 4.11 6.20 .014 11.22 .001 0.59 .442 

運動の有能感 19.8 6.63 21.4 6.28 18.0 6.71 20.0 8.05 2.46 .119 15.38 .001 0.10 .754 

学習の価値 31.7 4.75 31.8 4.45 31.9 5.71 33.1 5.19 1.17 .280 3.07 .082 1.65 .201 

緊張性不安 25.2 7.31 24.0 6.74 25.7 8.32 25.2 7.67 0.49 .483 2.62 .107 0.49 .483 

失敗不安 22.9 7.80 22.1 7.10 22.9 7.78 23.1 7.81 1.13 .289 0.37 .545 1.13 .289 
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IV 結果

(1)体育に関する学習意欲検査 (AMPET) に

よる比較

体育の学習意欲が、学習過程の違いによってど

のような差があるのかを明らかにするため、下位

尺度別に「群」と「時期j を要因とする繰り返し

のある二要因の分散分析を行った結果、研究1、

研究2ともに交E作用は有意ではなく学習過程の

違いによって、体育の学習意欲の変化に差はみら

れなかった。

研院1では、 「困難の克恥、 哩動の有能働、

「緊張性不安」の下位尺度で、時期に関して主効

果が有意に変化し、単元前よりも単元後の学習意

欲がポジティプな得点を示した。しかし、 「学習

ストラテジー」、 「学習の規範的態度」、 「学習

の価値」、 「失敗不安Jの下位尺度では、有意な

変容はみられなかった(表6)。

研究2では、 「困難の克服」、 「学習の規範的

四申四介入群ー+圃統制群

142 ， 
企 141.7 

140 ~ ~ 
139.6 

./ 
GTrim amp=.585 

p=.【防柑

G*T p=.734 

136 
Pre Post 

図 1 AMPETの意欲的側面 (n=310)

図2は、研究 1と研究2の二年間の回避的側面

(緊張性不安・失敗不安の 2つの得点の合計)の

結果を示している。介入群、統制群ともに時期に

関して得点が有意に変化した。しかし、群におい

ては交E作用が有意ではなく、学習過程の違いに

よって、回避的側面の変化に差はみられなかった。

研究 1、研究2とも意欲的側面、回避的側面にお

いて時期に関しては、介入群、統制群とも得点が

有意に変化したが、群においては、交互作用が有

意ではなく、学習過程の違いによって、意欲的側

面、回避的側面の変化に差はみられなかった。

態度」、 「運動の有能感」の各下位尺度で時期に

関して主効果が有意に変化し、単元前よりも単元

後の学習意欲がポジティブな得点を示した。しか

し、 「学習ストラテジーJ、 「学習の価値J、 「緊

張性不安」、 「失敗不安」の下位尺度では、有意

な変容はみられなかった(表7)。

研究 1と研究2の結果から、 「困難の克服」と

「運動の有能感」の 2つの下位尺度で時期に関し

て主効果が有意に変化し、単元前より単元後の学

習意欲がポジティブな得点を示した。

図lは、研究 1と研究2の二年間の意欲的側面

(学習ストラテジー・困難の克服・学習の規範的

態度・運動の有能感・学習の価値の 5つの得点の

合計)の結果を示している。介入群、統制群とも

に時期に関して得点が有意に変化した。しかし、

群においては交E作用が有意ではなく、学習過程

の違いによって、意欲的側面の変化に差はみられ

なかった。

ー+ー介入群 ー+ー統制群

Group p=. 962 
Ti鱒 p=.014*
G事T p=.886 

46.5 

、 i~J

45 
Pre Post 

図2 AMPETの回避的側面 (n=310)

(2 )主観的評価による比較

学習意欲を幅広く捉えることを目的として、独

自に主観的評価 (4件法)を作成して単元前と単

元後の変容を比較した。項目別の結果をもとに、

度数ができるだけ二分になるように中央値を定め、

群ごとに χ2検定を行った。

図3は、研究 1と研究2の二年間の「ダンスへ

の興味」の結果を示している。介入群においては、

単元前と単元後の比較で「興味があるJと答えた

生徒の割合が有意に増えた。しかし、統制群にお

いては、単元前と単元後の比較で「興味がある」
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叫がある山がない | -とても感じる ・それ以外

Pre 65 d x2=45 X2 =5 

i !|f=1 d. f =1 
介入群

S1 ....prF=1505 34t 
介入群{ |p=.018* 

Post Post I 9 n=155 

Pre 65 d X2zo X2 =1. 87 
d. f =1 

統制群 p=.777 
Post 68 n=155 

統P制os群tt 16 n=155 

0首 25略 50首 75唱 100出 0弘 25見 50% 75目 100目

図3 ダンスへの興味 (n=310)

と答えた生徒の割合は若干増えたが、統計的に有

意な差は見られなかった。

匡14は、研究 1と研究2の二年間の「人前で、踊

る恥ずかしさJの結果を示している。介入群にお

いては、単元前と単元後の比較で「とても感じる」

と答えた生徒の割合が有意に減った。 しかし、統

制群においては、単元前と単元後の比較で「とて

も感じるJと答えた生徒の割合は若干減ったが、

統計的に有意な差は見られなかった。

研究 lと研究2の主観的評価の結果から、学習

過程の違いによる差が表出し、介入群が統制群に

比べて、単元後に有意な変容がみられた。

¥V 考察

(1)体育に関する学習意欲検査 (AMPET)に

よる比較

困難の克服について西田 (2004) は、人より

も運動がうまくできるように練習をしたり、うま

くできなくても最後まで頑張ることと定義してい

る。本研究において、困難の克服で二年間とも時

期に主効果が有意に変化したことは、 学習過程で

ミニ発表会 (4時間目)、中開発表会 (8時間目)、

発表会 (12時間目)と発表会を三回設けたことが

要因の一部であると考える。すなわち、発表会ご

とに自己評価や相互評価をして完成度や取り組み

状況をフィードパックしたことで、自分やグルー

プの問題を課題として設定して取り組んだことで、

うまくできるように練習したり、作品を最後まで

完成させるために頑張ろうという達成動機の向上

に繋がり、意欲が高まったと推察される。高橋ら

(2010) は、問題解決学習では学習者の直接経

験の必要性を示唆している。実際に中開発表会後

図4 人前で踊る恥ずかしさ (n=310)

の活動場面における生徒の発言として、 「もっと

動きを大きくしたい」、 「テーマに応じた表現を

豊かにしたいj といったパフォーマンスを上達さ

せようという発言が多く聞かれた。また、個人学

習ノートやグループ学習ノートの記述からも、 「仲

間と協力して完成度を高められるように最後まで

頑張るJや「全員がしっかり動きを揃えることが

出来るように工夫していくJといった最後までしっ

かり作品を完成させることに取り組んでいる記述

が多くみられた。従って、 三回の発表会を設けた

ことで、学習経験の中から困難の克服に向けた問

題解決への意欲が育まれたと考えられる。

運動の有能感について西田 (2004) は、運動

に対する自信や優越感について認知している程度

と定義している。本研究において、運動の有能感

で二年間とも時期に主効果が有意に変化したこと

は、ダンスの領域は他の運動領域と違って全員が

初めて履修するということで、運動への出発点が

一緒だ、ったということが考えられる。他の運動領

域においては、過去の運動経験により、得意・不

得意や上手・下手といった固定観念を抱いている

生徒も存在する。それが時として問題解決の過程

でマイナスに作用することがある。運動への有能

感を高める教材の工夫として、水谷 ・岡津 (1999)

は、単元の最初からどの程度伸びたかという伸び

を意識化させるために、評価の工夫や仲間との認

め合いが有効であるとしている。従って、実態に

応じたポートフォリオ型の個人学習ノートやグルー

プ学習ノー トを作成して、自己評価や相互評価を

毎時間記述させ常にフィードパックができるよう

にしたことで意識化が図られたと考える。また、

毎時間の授業でグループミーティングの時間を設

qυ η
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定して、良かった点や課題点などを話し合う活動

をさせたことで、グループ内での仲間との認め合

いが育まれ、自信や優越感が高まったのではない

かと推察される。

体育学習を促進させる意欲的側面が高まること

について西田 (2004) は、体育学習における期

待や確信度が高いほど、また正の感情や誇りが高

いほど、得点が高くなることを示唆している。従っ

て、前述したように主効果が有意に変化した「困

難の克服Jや「運動の有能感」以外の下位尺度に

おいても、時期においてポジティブに変化してい

ることから、意欲的側面で時期において有意に得

点が高くなったと考えられる。実際の活動場面に

おいて、学習過程が進むにつれて、課題の解決に

向けた取り組みが効率的になり、グループミーティ

ングの充実や創作活動の工夫などが、観察や発言、

学習ノートの記述等から確認できたことは、有意

に得点が高くなった要因の一部であると考えられ

る。

体育学習を抑制する回避的側面(緊張性不安・

失敗不安)について西田 (2004) は、 「体育学

習で生じる落胆・恥といった感情が強いほど不安

(失敗不安や緊張性不安)も高いj ということを

示唆している。従って、ねらい lの活動で即興的

な表現を取り入れ、授業の終末で取り組みの成果

をグループごとに見せ合ったことや、恥ずかしさ

や不安を取り除くような教師の声かけや、学習ノー

トへのアドバイスを心がけたことが、回避的側面

の得点が有意に低くなった要因の一部であると考

えられる。

研究 1、研究2の二年間の実践において 7下位

尺度中、 2下位尺度で、時期の主効果がポジティ

ブに有意であったが、前述したように学習過程の

違いによって、体育における学習意欲の変化に差

はみられなかった。しかし、時期においては主効

果が有意に変化したことから、問題解決学習を用

いたステージ型の学習過程においても、一定の指

導効果が認められたと判断できる。

(2 )主観的評価による比較

ダンスへの興味について χ2検定の結果、介入

群においては単元後に「興味がある」と回答した

生徒の割合が有意に増えた。一方、統制群におい

ては有意な割合の差はみられなかった。ダンス授

業においてやる気を引き出す方法について中村

(1988) は、学習場面の設定が必要であるとの

見解を示唆している。実際にパフォーマンス課題

を取り入れ、リアルな文脈に基づいた場面設定を

して、知識やスキルを総合して使いこなすことを

求めた介入群の生徒の発言からは、課題の文脈を

想定して習得した知識や技能を総合して使いこな

す場面が多くみられた。また、単元後の感想から

i13時間はあっという間だった、またダンスをや

りたいJや「ダンスをやると聞いてショックでや

りたくないと思ったが、実際にやってみるとすご

く楽しく、とても面白かった」という記述が多く

確認されたことから、ダンスへの興味が有意に高

まったと裏付けることができる。

人前で踊ることの恥ずかしさについて、介入群

においては単元後に「とても感じる」と回答した

生徒の割合が有意に減った。一方、統制群におい

ては有意な割合の差はみられなかった。運動する

ことの恥ずかしさについて高橋 (2002)は、 「動

きに夢中になるような学習過程を展開することが

恥ずかしさを解消する」と述べ、さらに高橋

(2010) は、互いに見せ合う活動を通して作品

を創り上げていく過程の重要性を示唆している。

従って、パフォーマンス課題に応じて技能・表現

に重点を置いたルーブリックを作成して取り組ん

だことが要因の一部であると考えられる。すなわ

ち、毎時間の自己評価に加えてミニ発表会と中開

発表会の後にルーブリックを用いた自己評価をさ

せ、さらにグループ内で評価区分ごとにグラフを

作成させ、それをもとに意見を出し合うなどの相

互評価をさせたことが、問題の解決に対する意識

を高めて夢中に取り組むことに繋がったと推察さ

れる。また、ミニ発表会や中開発表会後の感想か

ら、 「仲間とともに一生懸命取り組んだJという

記述が多く確認されたことから、人前で踊る恥ず

かしさが有意に変化したことを裏付けることがで

きる。主観的評価では4項目中 2項目だけだが、

学習過程の違いによる差が表出し、パフォーマン

ス課題・評価を取り入れた介入群が統制群に比べ

て、より指導効果が現れたと判断できる。
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V まとめ

本研究は、パフォーマンス課題・評価を用いた

実践を通して、確かな学力の基盤である学習意欲

にどのような影響を及ぼすのかを明らかにするこ

とを目的として行った。

体育における学習意欲検査においては、交互作

用は有意ではなく学習過程の違いによって、体育

の学習意欲の変化に差はみられなかった。しかし、

時期においては主効果が有意に変化したことから、

男女共習ダンス授業において問題解決学習を用い

たステージ型の学習過程による本実臨は、一定の

指導効果が認められたと判断できる。また、学習

意欲を幅広くとらえる目的で作成した主観的評価

では、パフォーマンス課題・評価の指導効果が現

れ、群において有意な変化が認められその有効性

が示された。

VI 今後の課題

本研究は、ダンスの領域に焦点化して男性教員

によるパフォーマンス課題・評価を用いた男女共

習の授業実践を試みた。しかし、本研究は学校現

場における実践研究であり、年間指導計画におけ

る可能な授業時数や実施期間も一定程度制約され

ているという条件を有していることから、研究の

限界は否めない。今後は、他の学校においてもパ

フォーマンス課題・評価を用いることが知何に有

用であるのかについて実践を試み、確かな学力の

定着を図るダンス授業の発展を志向していきたい。
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注1)

ルーブリックについて、西岡 (2010)は「成功

の度合いを示す数段階程度の尺度として示された

レベルのそれぞれに対応するパフォーマンスの特

徴を記した記述語からなる評価基準表であるj と

述べている。それと関連して梶田 (2010)は、

観点別の評価項目を学習内容によって具体化した

評価規準(ノリジュン)と、ノリジュンの到達度

をA・B.Cなどのレベルに分けた評価基準(モ

トジュン)からなる評価指標であるとしたうえで、

到達度を形成的にアセスメントしていくものであ

ると、その有効性を示唆している。また、ルーブ

リックは指導と評価の一体化を図るための評価ツー

ルとしてだけでなく、自律的な探究を進めるため

の支援ツールとしての役割を果たすことも期待で

きるとしていることから、授業を通して生徒が身

につけた知識や技能を活かしたくなるような状況

を作るために、日常生活場面を想定したリアルな

パフォーマンス課題を設定して、知識や技能の高

まりが課題達成につながるようなルーブリックを

作成した。
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