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Abstract

保健体育科教育実習（以下，教育実習と記す）における保健授業の実施状況及び実習校（指導担
当教員）の実態や意識を明らかにし，実習校との連携・協力による効果的な教科指導の在り方を検
討するための基礎的データを収集することを目的とし， 2 つの対象者に質問紙調査（以下，調査
A，調査 B と記す）を実施した．
調査 A は関東に所在する体育系 A 大学に在籍し，平成29年 9 月～12月の期間に 3 週間又は 4 週
間の教育実習を終了した大学 3 年生男女151名（実習校内訳中学校85名，高等学校66名）を対象
に質問紙調査を実施した．
調査 B は同時期に体育系 A 大学の教育実習生を受け入れた実習校151校から抽出した中学校50
校，高等学校50校の指導担当教員100名を対象に郵送法による質問紙調査を実施し，73名の回答を
得た．回答に欠損のなかった72名（中学校36名，高校36名）を用いて分析を行った．
体育系 A 大学における教育実習の現状では高等学校に比べ，中学校での保健授業の実施状況が
低く，校種間に有意な差が見られた（x2＝38.71，df＝1，P＜.001）．
大学と実習校との連携・協力の現状では指導担当教員は教育実習の機会を「肯定的」に捉えてお
り，連携・協力に向けての意欲は前向きであるが，一方，大学と実習校において教育実習の目的，
指導内容について事前の共通理解が不十分な現状があることが窺えた．
今後，実習校との連絡調整，情報共有ができる有機的な連携・協力体制を整える必要性が示唆さ
れた．
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（ rainy days lessons )14) 「暗記保健｣3) と揶揄され，
授業者や学習者の保健授業への取り組み意欲の低調
さが指摘されて久しい．
野津らが平成19年に実施した全国調査2)では学習
指導要領に示された内容の習得状況は校種が上がる
ほどに低率を示した．さらに，保健学習に対する
「感情」や「価値期待」で構成されている「保健の
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学習意欲」や「日常生活における実践状況」も十分
とは言えず，現在においても低調な状況と言わざる

89

その後の大窄らの報告11) においても依然，改善
傾向が見られないことを指摘している．

を得ないであろう．このような現状を改善する方策

今迄の先行研究においても，度々，調査が行われ

としては，授業を担当する教員の保健授業へ取り組

指摘されているが現状が改善されていないことを踏

む意欲と授業実践力を高めると共に，専門性の高い

まえ，今後も継続的に実施状況を調査把握していく

保健体育科教員を養成し輩出することが不可欠であ

ことは重要と考える．

る．中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月公示)6) ，
高等学校学習指導要領（平成 30 年 3

このような教育実習を取り巻く課題の背景に，藤

月公示)7) の改

枝1)は学校現場における教育実習に関わる様々な問

訂，教育職員免許法（平成28年11月）が改正され，

題点の多くが「教育実習の大学教育からの分断と，

教員養成系大学において新学習指導要領及び教職課

その実習校への一任体制によるものである．」と問

程コアカリキュラムに対応した教職課程の一層の充

題提起している．大津らは教育実習における保健授

実・改善が求められている．中央教育審議会答申

業の実態把握，問題点を明らかにし，実習校側及び

（平成 18 年）「今後の教員養成・免許制度の在り方

大学側での指導体制の整備・改善を図っていく必要

について」において，「課程認定大学は教育実習の

性について指摘している10)．

全般にわたり，学校や教育委員会と連携しながら，

教育実習に関わる先行研究を概観してみると実習

9) と
責任を持って指導に当たることが重要である．」

生を対象として教育実習の実態調査，教育実習事

連携・協力の必要性を強調しており，教育実習の充

前・事後の実習生の意識や態度変容から教育実習の

実・改善を図ることが重要と考える．

意義や問題点を明らかにし，大学の教職課程カリキ

教育実習は「大学での学び（理論）」を「学校現
場（実践）」に生かすこととされている．また「学

ュラムの検討といった視点からの研究が中心に行わ
れてきた．

校の経験知」を学術的な学び（理論）と照らし合わ

本研究の意義は，1 つめは先行研究により指摘さ

せる（理論と実践の往還)12)貴重な機会である．今

れている教育実習における保健授業の実施状況は，

栄によれば，教育実習終了後において教職希望を高

指摘から約 30 年が経 過した現在においても，依

める学生が増加すること，また，教育実習前には教

然，改善が見られていない．実施状況の改善に向け

職希望が低かった学生でも，教育実習を終了し教員

て，継続的に調査し，情報を発信することに意義が

生活への魅力を感じた場合には教職志望に変化が見

ある．

られるという結果を報告している4)．また，坂井も

2 つめは，その背景となる実習校への一任体制に

教育実習前には教職を志望していなかった学生に対

よる課題の解決に向けて，連携・協力した指導体制

しても，教育実習は教職志望を芽生えさせる契機に

の必要性が指摘されているが，教育実習生の受け入

なりうると指摘している13) ．教育実習を通して教

れ側の実習校（指導担当教員）の実態や意識を明ら

職への意識付けや実践的指導力の向上など，その成

かにした調査が実施されていないことである．

果が期待される．教育実習の教科指導においては

そこで本研究では保健体育科教育実習における保

「体育」と「保健」の合併教科としての特性を踏ま

健授業の実施状況及び実習校（指導担当教員）の実

え，「体育」と「保健」を関連づけた授業実践など

態や意識を明らかにし，実習校との連携・協力によ

教育実習の在り方を検討することが重要である．

る効果的な教科指導の在り方を検討するための基礎

家田らは教育実習における保健授業の実施状況に
ついて高等学校に比べ中学校では未実施者が半数以
上おり，校種間での実習実態の差異について早急の
改善を指摘している5)．

的データを収集することを目的とした．
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．研 究 方 法
.

調査対象と方法

本研究では 2 つの対象者に調査を実施した（以
．
下調査 A，調査 B とする）
調査 A は関東地方に所在する体育系 A 大学で平
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「あまり思わない」，「そう思わない」を「連携・協
力なし」と 2 群に分けて分析を行った．また，「今
後も教育実習指導の機会があれば積極的に受け入れ
たいと思いますか」，「指導担当教員の経験が今後の
教員生活にとって有意義な機会であったか」につい
ては「そう思う｣～｢そう思わない」の 4 件法で回

成29年 9 月～12月に母校での教育実習を主とした 3

答を求め，その回答を「そう思う」「ややそう思う」

週間または 4 週間の教育実習を終了した大学 3 年

を「肯定的」，「あまり思わない」，「そう思わない」

生男女151名（実習校内訳中学校85名，高等学校

を「否定的」と 2 群に分けて分析を行った．デー

66 名）を対象とした．実習終了後，平成 29 年 12 月

タの集計・分析においては Microsoft Excel 2016

に実施した事後指導の際に無記名による自記式・択

for Windows を用いて実施した．校種間における実

一式質問紙調査を実施した．

習中の保健授業実施状況について x2 検定を行なっ

調査 B は体育系 A 大学の教育実習生を受け入れ

た．実施した保健授業の実施単位時間数，指導担当

た実習校一覧表名簿（151校）から校種別に無作為

教員の指導経験回数については t 検定を行い，有意

に抽出した中学校50校，高等学校50校，計100校の

水準は P＜.05と設定した．

実習指導担当教員100 名を対象とした．平成 30 年 1

.

月～3 月に郵送法にて無記名による自記式・択一式
質問紙調査を実施した．
.

調査内容

倫理的配慮
調査にあたっては，研究の趣旨，研究への参加は

自由意志に基づくものであり強制ではないこと，調
査票は無記名であり個人が特定されないこと，得ら

調査 A は教育実習生の実習状況について保健授

れた情報は研究以外の目的で用いないこと，成績評

業の実施状況，保健授業実施時間数，保健授業の未

価には関係しないこと等を口頭および文書にて説明

実 施理 由に つ いて 回答 を求 めた ． 調査 B は 属性

した．また，調査票の提出をもって同意とみなすこ

（校種，性別，年齢，教員経験年数）及び実習指導

ととした．なお，本研究は順天堂大学研究等倫理委

担当教員としての指導担当経験回数，実習指導内容

員会（順大ス倫第202028号）によって承認を受け

（複数回答）
，指導担当教員経験の意義，大学との連

た．

携・協力への意識，教育実習生受け入れ意欲，教育

．結

実習の検討課題
（複数回答）
について回答を求めた．
.

分析方法

調査 A は分析対象者151 名に配布し， 151 名から

.

果

教育実習における保健授業の実施状況【調査
A】

回収した（回収率 100 ）．回答に欠損はなかった

表 1 は調査 A の結果から実習中における保健授

151 名（中学校 85 名，高等学校 66 名）［有効回答率

業の実施状況を校種別にまとめた結果である．校種

100 ］を分析対象とした．調査 B は 100 校に配布

間に差 があるか検討する ため， x2 検定を行なっ

し，73 校から回収した（回収率73.0 ）．回答に欠

た．その結果，実習中における保健授業の実施状況

損のなかった72名（中学校36名，高校36名）［有効

について「実施した」と回答した学生は中学校では

回答率98.6］を分析対象として中学校，高等学校

43 名（50.5 ），高等学校では64 名（97.0 ）と中

の校種別に 2 群間で分析した．「大学との連携・協

学校での保健授業の実施状況が低く，校種間に有意

力は十分にあったか」については「そう思う｣～｢そ

な差が見られた（x2＝38.71，df＝1，P＜.001）（表

う思わない」の 4 件法で回答を求め，その回答を

1 ）．表 2 は実習中における保健授業の実施単位時

「そう思う」
「ややそう思う」を「連携・協力あり」，

間を校種別にまとめた結果である．校種間に差があ
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保健授業の実施状況
数値は人数（)

中学校

高等学校

n＝85

n＝66

43(50.5)
42(49.5)

64(97.0)
2(3.0)

表4

教員経験年数
数値は人数（)
中学校

高等学校

n＝36

n＝36

1 年～10年
11年～20年

19(52.7)
7(19.4)

8(22.2)
9(25.0)

21年～30年
31年～

6(16.7)
4(11.2)

10(27.8)

x2 値
38.71

P＜.001

表2
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9(25.0)

保健授業の実施単位時間数
中学校

高等学校

n＝43

n＝64

表5

t値

平均単位時間数±SD 4.32±3.68 6.40±3.97 2.73
最 大
15時間
18時間
最 小
1 時間
1 時間
P＜.01

指導経験回数

中学校

高等学校

n＝36

n＝36

最大

3.35±3.23
20回

7.63±5.81
25回

最小

1回

1回

平均回数±SD

t値
3.42

P＜.01

表3

保健授業の未実施理由
数値は人数（)
中学校

高等学校

n＝42

n＝ 2

はじめから計画されていなかった 27(64.2)
指導教員からの指示がなかった
4(9.5)
自分から断った
その他

1(50.0)
0(0.0)

については中学校では「1 年～10年目」19名（52.7
）と教員経験年数が比較的浅い教員が実習指導を
担当していた（表 4）．
指導担当教員の経験回数は中学校では3.35±3.23

0(0.0)

0(0.0)

回，最大 20 回，最小 1 回であった．高等学校では

11(26.3)

1(50.0)

7.63±5.81回，最大25回，最小 1 回であった．指導

経験回数について t 検定を行った結果，校種間にお
い て 有 意 な 差 が 見 ら れ た （ t ＝ 3.42 ， df ＝ 62 ， P
るか検討するため，t 検定を行った．その結果，保

＜.01）（表 5）．

健授業の実施単位時間数において，中学校では平均

「大学との連携・協力は十分にあったか」につい

実施単位時間数4.32±3.68時間，最大15時間，最小

ては「連携・協力あり」という回答は中学校では

1 時間の授業実施単位時間数となった．高等学校で

24 名（ 66.7 ），高等学校 22 名（ 61.1 ），全体で

は平均実施単位時間数 6.40 ± 3.97 時間，最大 18 時

46 名（63.8 ）であった．「連携・協力なし」は全

間，最小 1 時間であった．平均実施単位時間数に

体で26名（36.2）であった．校種間に有意な差は

ついて，校種間に有意な差が見られた（表 2）（t＝

見られなかった（表6）．「今後も教育実習指導の機

2.73，df＝1，P＜.01）．表 3 は保健授業の未実施理

会があれば積極的に受け入れたいと思いますか」に

由を校種別にまとめた結果である．実施状況が低か

ついて「肯定的」な回答は中学校32名（88.8），

った中学校における保健授業の未実施理由として

高等学校28名（77.7）と全体では60名（83.3）

「はじめから計画されていなかった」が27 名（64.2

であった．校種間に有意な差は見られなかった（表

）を占めた（表 3）
．
.

教育実習校（指導担当教員）の実態及び意識
【調査 B】

調査 B の結果から指導担当教員の教員経験年数

6）．「指導担当教員の経験が今後の教員生活にとっ

て有意義な機会であったか」について「肯定的」な
回答は中学校34 名（ 94.4 ），高等学校31 名（ 86.1
），全体では65名（ 90.2）であった．校種間に
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有意な差は見られなかった（表6）．「実習指導にお

「教材研究」（ 66.7 ），高等学校では 1 位が「教材

ける重点指導内容」（複数回答）については中学校

研究」（72.2），2 位「学習指導案の立案」となっ

では 1 位が「学習指導の技術」（ 75.0 ）， 2 位が

た．全体では「教材研究」（69.4），「学習指導の
技術」（61.1），「生徒把握・生徒理解」（45.8）
と「教科指導（授業実践）」に関わる項目が上位を

表6

教育実習校と大学との連携・協力の意識
数値は人数（)
中学校

高等学校

合計

(n＝36)

(n＝36)

(n＝72)

連携・協力なし

課題」（複数回答）については中学校では「実習時
期」（72.2），高等学校では「実習内容・プログラ
ム」（ 86.1 ）が 1 位であった．全体では「実習時

大学との連携・協力が十分にあったか
連携・協力あり

占めた（表7）．「保健体育科教育実習における検討

24(66.7) 22(61.1) 46(63.8)
12(33.3) 14(38.9) 26(36.2)

「実習内容・プログラム」
（62.5）
，
期」
（73.6），
「実習期間」（50.0）が上位となった（表 7）．

今後も実習生を受け入れたいか
肯定的
否定的

．考

32(88.8) 28(77.7) 60(83.3)
4(11.2) 8(22.3) 12(16.7)

否定的

教育実習における保健授業の実施状況

調査 A の結果から，特に中学校における保健授

実習指導は有意義な機会であったか
肯定的

.

察

34(94.4) 31(86.1) 65(90.2)
2(5.6)
5(13.9) 7(9.8)

業の実施状況が低調であることが明らかとなった．
これは，先行研究5)10)11)とほぼ同様の結果となり，
依然，改善傾向が見られない現状であることが示唆

表7

実習指導における重点指導内容・課題
数値は人数（)

された．また両校種における保健授業の実施単位時
間数において最小 1 時間から最大 18 時間の差があ

中学校

高等学校

合計

り，実習校によって実習状況にばらつきがあること

(n＝36)

(n＝36)

(n＝72)

など課題が明らかになった．中学校において保健授

重点指導内容（複数回答)

業の未実施理由として「はじめから計画されていな

教材研究

かった」が27名（64.2）を占めている．このよう

学習指導案の立案
学習指導の技術
学習の評価

24(66.7) 26(72.2) 50(69.4)
9(25.0) 19(52.8) 28(38.9)
27(75.0) 17(47.2) 44(61.1)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

20(55.6) 13(36.1) 33(45.8)
生徒指導（授業規律など) 12(33.3) 18(50.0) 30(41.7)
生徒の興味関心を引き
8(22.2) 11(30.6) 25(34.7)
つける

生徒把握・生徒理解

その他

2(5.6)

4(11.1)

6(8.3)

実習期間
実習内容・計画
（プログラム)
大学との連携・協力

26(72.2) 27(75.0) 53(73.6)
18(50.0) 18(50.0) 36(50.0)

その他

るが，藤枝1)が指摘するよう実習校への一任体制に
よって生じる大学と実習校との情報共有の不足も課
題として指摘できる．今後，実習指導体制における
連携・協力の在り方ついて検討することが必要であ
.

実習校（指導担当教員）の実態及び意識

実習校との連携・協力における実質的な対象者は

23(63.9) 31(86.1) 45(62.5)

指導担当教員になる．そのため調査 B では実習指

9(25.0) 10(27.8) 19(26.4)

導担当教員の実態把握を行った．中学校の指導担当

業務多忙化による担当
15(41.7) 16(44.4) 31(43.1)
教員への負担
実習評価
（実習記録を含む)

合，年間授業計画の位置づけなどの背景も推察でき

る．

教育実習の課題（複数回答)
実習時期

な現状の原因として実習時期における学校行事の都

11(30.6) 10(27.8) 22(30.6)
4(11.1)

0(0.0)

4(5.6)

教員は高等学校に比べ，教員経験年数や指導経験回
数の浅い教員が指導にあたる機会が多いことが明ら
かになった．
実習指導の重点指導内容として校種間で 1 位，2
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位項目に差が見られたが，全体では「教材研究」

．結

（ 69.4 ），「学習指導の技術」（ 61.1 ）となり，

論

「教科指導（授業実践）
」に関わる項目が上位となっ

本研究では保健体育科教育実習における保健授業

た．大学との連携・協力への意識について調査対象

の実施状況及び実習校（指導担当教員）の実態や意

校である体育系 A 大学では実習期間中に大学教員

識を明らかにし，実習校との連携・協力による効果

が 1 度は実習校へ巡回指導を実施しているが，「連

的な教科指導の在り方を検討するための基礎的デー

携・協力あり」という回答は全体で46名（63.8），

タを収集することを目的とした．その結果，以下の

「平
「連携・協力なし」は26名（36.2）であった．

ことが明らかになった．

成 22 年度教員の資質向上方策の見直し及び教員免

体育系 A 大学における教育実習の現状では高等

許更新制の効果検証に係る調査｣8) における集計結

学校に比べ，特に中学校での保健授業の実施状況が

果から，「教育実習の課題」について「大学との実

低く，校種間に有意な差が見られた（ x2 ＝ 38.71 ，

習校や教育委員会との連携が不十分と思う」という

．
df＝1，P＜.001）

回答は20.0であった．この全国調査に比べ，本研

大学と実習校との連携・協力の現状では指導担当

究の調査 B の結果はやや上回っていた．指導担当

教員は教育実習の機会を「肯定的」に捉えており，

教員の教育実習に対する意識として，「今後も教育

連携・協力に向けての意欲は前向きであるが，一

実習指導の機会があれば積極的に受け入れたい」

方，大学と実習校において教育実習の目的，指導内

（ 83.3 ），「指導担当教員の経験が今後の教員生活

容について事前の共通理解が不十分な現状があるこ

にとって有意義な機会であった」（90.2）といず

とが窺えた．

れも高い割合が示された．このことから，指導担当

今後，実習校との連絡調整，情報共有ができる緊

教員は実習生の受け入れや実習指導の機会を「肯定

密な連携・協力体制を整える必要性が示唆された．

的」に捉えており，連携・協力への意欲は醸成して
いると思われる．一方，体育系 A 大学における教

文

育実習の実施時期が大学 3 年生時の 9 月～ 12 月と
いうことを踏まえ，検討課題の 1 位には中学校で
，高等学校では「実習内容・
は「実習時期」
（72.2）
プログラム」
（86.1）と校種別に課題がある．
以上のような現状を踏まえ，大学側の意向と実習
校の実態を把握し，双方向の連絡調整や情報共有と
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