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課題研究中間報告

「受容感」に着目した小学校体育授業の学習意欲に及ぼす影響

前田健

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

1 . 問題関心

(1) 近年における小学校体育科の学習指導要領について

周知の通り，平成 29年 3月に学習指導要領が告示された。小学校学習指導要領解説体育編には，

究極的な目標として「生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するた

めの資質・能力を育成することを目指す」と記されている。体育の授業を通して身に付けたい「資

質・能力」とは，その特性に応じた各種の運動の行い方及び身近な生活における健康•安全につい

ての理解と，基本的な動きや技能を身に付けるようにする「知識及び技能」，運動や健康についての

自己の課題を見付け，その解決に向けて思考し判断するとともに，他者に伝える力を養う「思考力，

判断力，表現力等」，運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，楽しく明るい生

活を営む態度を養う「学びに向かう力，人間性等」の 3つである。

一方，現行の学習指導要領（平成 20年）から継続して目標には「生涯にわたって」という文言が

書かれている。「生涯にわたって身体活動を継続する」ということに関連して，子ども時代から身体

活動を習潰付けていく重要性について，竹中 (2002)はBorehamand Riddochの理論に依拠して「子

どもは，身体を動かすことで心臓・呼吸器系，筋骨格系や神経系，内分泌系を発達させ，筋力，筋

持久力，スピード，パワー，および柔軟性を促進し，身体的な成長の刺激としていく。また，子ど

もは身体を動かす結果として，外界の環境に対しで情報検索を行い，自分と外界との相互作用を通

して精神的（メンタル・ヘルスや自己概念，自尊感情及び有能感），社会的な成長（社会的スキル）

もしていく。もう 1つ重要なのが，疾病予防，特に生活習慣病の罹病率への影轡が示されている点

である。」と述べている。

したがって，子ども時代から身体活動を行うことが，生涯にわたって身体活動を継続する上で極

めて重要であると言える。

(2) 生涯にわたって身体活動を続けることと内発的動機づけの関連

まず初めに，生涯にわたって身体活動を続けていくには自分から「やりたい」と思うことが大事

である。「自分からやりたい」は，まさに動機づけに関連するが，その中でも内発的動機づけは生涯

にわたる身体活動に深く関与する。動機づけ理論からすると， 日常的に運動・スポーツに対して内

発的動機づけの程度が高いと，困難に出合ってもそれを乗り越え，運動を継続すると言われており

（杉原， 2002),生涯体育・スポーツにとって極めて重要

である。

他方， Deci(1980)によると内発的動機づけの本質は

「自己決定」と「有能さ」の認知であると述べている。

また，自己決定ができるのは有能であるからであり，有

能になればなるほど自己決定の幅が広がる（図 1)。そ

れに関連して，岡澤 (2002) は運動への自信（有能感）

を高めることが軍要であると述べている。運動に対する

自信を持つためには，ある程度の運動能力や運動技能が

- 37 -

図 1 自己決定と有能さの関係（杉原， 2003)
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高いことが求められる。この考え方を授業レベルにおろしてみると，その課題は，運動技能の低い

児童の運動への自信をどのような方法で高めるかではないだろうか。

一方，岡澤ら (1996) は，運動に対する自信を，運動が上手にできるという自信である「身体的

有能さの認知」だけでなく，努力や練習をすればできるようになるという自信である「統制感」や

指導者や仲間から受け入れられているという自信である「受容感」の 3つでとらえることが必要で

あるとしている。

本研究では，授業実践（課題発見実習II'課題解決実習 I'課題解決実習 II)の期間が各 10日間

と限られていること，また，平成 29年に改訂された学習指導要領では，「生涯にわたって心身の健

康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成する」ためには「主体的・

協働的な学習活動」が求められていることから，運動有能感の 3因子の 1つである「受容感」に着

目する。

(3) 「受容感」に関する先行研究

①北見•吉野 (2008) は，「器械運動の授業における教え合い学び合い活動が生徒の運動有能感に

及ぼす影瞥」をテーマとして，中学校2年生2クラス（男子 33名，女子 34名，計 67名）を対象に

実践研究を行った。具体的には，全8時間中 6時間の授業の中盤に 10分間の「教え合い・学び合い

活動」を位置づけた。教え合い・学び合い活動においては，グループ内の友だち同士で，技のポイ

ントや練習の仕方，工夫点や努力した点，課題などをお互いに教え合うこととした。また，活動の

中での留意点を確認した。「ア．友だちの活動を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない。イ．

友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，成果を認める。ウ．教え合いの中で，お互いに伸ば

し合う態度をもつ。エ．積極的に教え合い，学び合う。」その結果，「教え合い・学び合い活動」は，

「運動有能感」の 3囚子全ての得点を高めるのに効果的であり，その中でも特に「受容感」を高め

ることに大きく影聾することが判明した。また，「教え合い・学び合い活動」は運動有能感下位群の

生徒に対して有効な手段であることも明らかになった。

②小畑・岡癌•石川 (2007) は，「フラッグフットボールの特性が速動有能感に及ぼす影瞥」をテ

ーマとして，小学校3年生 2クラス（男子 36名，女子 36名，計 72名）を対象に実践研究を行っ

た。具体的には，全 14時間をねらい 1 (簡単なゲーム［しっぽ取り，宝運び］を通してフラッグに慣

れる）が 3時間，ねらい 2 (アウトナンバー[2対 1, 3対 2]のゲームに取り組む）が 6時間，ね

らい 3 (ノーマルナンバー[3対3]のゲームに取り組む）が 5時間の 3つに分けて取り組んだ。そ

の結果，単元を通して「運動有能感」の 3因子全てで得点が高まった。全ての児童が多くの成功体

験を持てたことが「身体的有能さの認知」に影響を与え，また，作戦を立てることによって一人ひ

とりに役割が与えられ，見通しを持ってゲームに参加できたことが「統制感」に影瞥を与え，さら

に，役割が明確になったことや単元終盤の大会を通して仲間からの肯定的な関わりが行われた結果

が「受容感」に影響を与えたことが明らかになった。

2. 研究目的

本研究の主な目的は，運動が苦手な児童に着目して，運動有能感の 3因子の 1つである「受容感」を

高める授業づくりについて検託することである。同時に，「受容感」を高める授業がクラス全体の学習

意欲の向上につながるかを明らかにすることである。

3. 課題発見実習 II (前期）での実践

(1) 単元名：「水泳運動」

-38 -



課題研究中間報告

(2) 対象：協力連携校A第 5学年の 1クラスを対象に実施した。

(3) 目的

実習期間の関係で，全 10時間のうち第8時までは担任が行い，第 9時・第 10時を筆者が担当し

た。 2時間ということで今回は，水泳が苦手な児童の学習意欲と技能の向上をめざすことを目的と

した。

(4)指導計画 (2時間）

第 8時までを終えた後に，水泳が苦手な児童及び 25m泳げる児童数人に「クロールの何が難し

い？」と尋ねたところ，共通して「うまく息つぎができないから水中で苦しい」との回答があった。

この課穎は， 25m泳げる児童でも抱えており，第9・10時の 2時間は「水中での呼吸の仕方」にポ

イントを置いて，表 1の通り実施した。

表 1 授業の実施内容

時数 学習内容

第9時 1. 基礎感覚づくり

(9月20日） 0ウォーミングアップ（水中ダッシュ 1本，ボビング 1本，けのびバタ足 2本【プールの横幅 (12

I m)を利用して，横1列で一斉に行う。ボビングでは「呼吸の仕方（水中では息を止めるのではなく，

第 10時 鼻から吐き出す）」を意識する。】）

(9月 21日） 2. 基礎運動

①ビート板を使い，顔を上げて 25mバタ足で泳ぐ。②呼吸の仕方を意識して，顔をつけ 25m泳ぐ。

③ビート板を使い，クロールの腕の動きを意識しながら泳げるところまで行く。（息つぎなし）④ビ｀

ート板を使い，息つぎの練習をする。⑤手を補助しながら，ビート板を使わずに泳ぐ。

3. 主運動

0バディを組んで練習（基礎運動を通して，自分に足りないところをバディからアドバイスや助言を

もらいながら強化する。）

(5) 学習形態の工夫

技能を習得するにあたって，「できていない部分」を自分自身で具体的に把握するのはとても難し

いことである。そのため，主運動を行う際に「自分がどこでつまずいているのか」をより具体的に

把握するため「バディ」を組んでの練習を取り入れた。バディの組み合わせは，①運動スキルが高

い児童 (25m以上泳げる）と低い児童 (15m程度）のペア，②運動スキルが同じレベルの児童同士

(1回は 25m泳げた）のペアにした。

(6) 実践の成果

単元終了後に 2時間の授業を通して自由記述で振り返りシートを記入させた。表 2は，児童が記

した感想を基に分類したものである。

表2 学習意欲と技能の向上の認知に関わる記述例

①学習意欲と技能の向上の両 1. 今日，ビート板を使ってだけど初めて止まらずに 20mまで泳ぐことが

方に関する文言が記された感 できて嬉しかった。送且，ビート板を使わずに泳げるように頑張りたい。

想 2. 今日は，今まで 12.5mまでしか泳げなかったけどプールの半分までい

くことができた。もっと水泳の授業をしたい。

②学習意欲に関する文言が記 1. 最後まで 25mは泳げなかったけど， 6年生では 25m泳げるように塁堡

された感想 りたし‘。

③技能の向上に関する文言が 1. 今までは水中で息を止めていたが，鼻から吐くように意識したら且止

記された感想 距離泳げるようになった。

2. 昨日までは 25m泳ぐだけで苦しかったが，呼吸の仕方を意識すると苦

しくなくなった。
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3. 水の中で息が少しできにくかったので，水中で鼻をプクブクさせるの

を意識したら楽に泳げた。

4. 息つぎする時，息をいっぱい吸うことを意識して泳いだ。あと，息つ

ぎする時に，頭を上げ過ぎず横を向いて息つぎできるようになった。

④他者との関わり（受容感） 1. 昨日は， 25mが精いっぱいだったけど，今日は， 25m以上泳げた。 M
に関する文言が記された感想 さんの「もう少しでいけるよ」という言葉で勇気づけられた。

2. 今日， Sさんにアドバイスしたら，記録が伸びた。

3. 今日， Yさんや前手伝いをしてくれたHさんから泳ぎ方のコツを整三

てもらったらうまく泳げるようになった。

児童の感想の中でも，「③技能の向上に関する文言が記された感想」が特に多かった。記されてい

る内容を見てみると，「息継ぎ」「呼吸の仕方」を意識したら「楽に泳げるようになった」や「水中

で苦しくなくなった」という感想が多かったことから，「呼吸の仕方」を習得し，技能が向上したこ

とがうかがえる。また，表2の①に記されている 2つの感想は水泳が苫手な児童のものである。「25

m泳ぐ」という目標こそ達成することはできなかったが， 1の感想を書いた児童は，最初は水に顔

をつけることを嫌がっていてあまり練習に積極的ではなかったのに，「呼吸の仕方」を習得して最終

的にはビート板を手の補助代わりに使って， 20mも泳ぐことができたのはかなりの成長だと言える。

同時に，「次は，ビート板を使わずに泳げるように頑張りたい。」という内容を書くまでになったの

は，確実に学習意欲も高まったと言えるだろう。「④他者との関わりに関する文言が記された感想」

に記された内容からは，「教えてもらったらうまく泳げるようになった」の言菓から象徴されるよう

に，筆者がバディを組んで活動させることの意図でもあった「学び合い活動を通しての技能の向上」

が達成できたのではないかと考えられる。また，「勇気づけられた」の言棄から，バディを組んで活

動したことで，岡澤ら (1996) が提唱している「運動有能感」の 3因子の 1つである「受容感」が

麻まったのではないかと推察される。

4. 今後の展望

課題発見実習II(前期）では，「受容感」に着目した学習形態のエ夫や根拠となるデータの収集があま

りできなかったので，今後の実習では「受容感」に着目した学習形態のエ夫やそれに合わせた評価方法

を考えて実践していきたい。
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