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はじめに

　首都圏に位置する一私立大学（以下、S 大学）では、中
央教育審議会（2008）により取りまとめられた「学士課
程教育の構築に向けて（答申）」（以下、中教審答申）を受け、
平成 24 年 4 月に学長の諮問機関としてカリキュラム改正
に向けた検討委員会を設置、その検討委員会による答申か
ら全学部からなるカリキュラム協議会が追って設置され、

「新たな学士課程教育」の構築の議論が進められた。保健
体育科目においても、学士課程における体系性・順次性と
教科内容（カリキュラム編成上における教養教育と専門教
育の有機的連携の実現等の見直し）について議論が重ねら
れた。その結果、平成 26 年度には全学部でカリキュラム
改正が行われ現在に至っている。
　平成 25 年度までの旧カリキュラムにおける保健体育科
目は「教養科目」の区分にあり、1 年次には演習科目の「体
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事例報告

At one private university in metropolitan sphere of Kanto (S-univ.), the curriculum reform was implemented and 
semester system was adopted in 2014. With the curriculum reform, PE in liberal arts in S-univ., which had been 
opened in a whole year, was restructured and was divided into two course; one was on the core curriculum course 
(and first year education) named as “sport literacy class” in the first semester and another was on the educational 
curriculum course named as “sport wellness class” in the second semester. The former was aimed to acquire social 
skills through sport activities, and the later was aimed to encourage the awareness of their own mental and physical 
state through sports activities. The purpose of this study was to investigate whether “sport literacy class” and “sport 
wellness class” affected the exercise habits and life skills of students by questionnaire survey. The results suggested 
that both of “sport literacy class” and “sport wellness class” under the new curriculum couldn’t achieve to alter 
the preference of students for sport, but would contribute to promote the sport activities, the exercise habits and the 
stage of exercise-related behavioral change. Furthermore, it was suggested that “sport literacy class” improved their 
skills used generally in interpersonal situation, especially for leadership and interpersonal manner, and “sport wellness 
class” improved their skills used mainly in personal situation, especially for knowledge summarization and self-esteem. 
These indicated that both “sport literacy class” and “sport wellness class” could pursue the objective of each class. 
To make more positive impact on the preference of students for sport, the sport activities and the exercise habits, it 
is necessary to devise the management methods of “sport literacy class” and “sport wellness class”.
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育演習」が必修として前後期に展開されていた（前後期各
１単位の計 2 単位）。その他、理論科目が選択必修として
3 科目展開され、卒業までにそのうちの 2 科目を取得する
ことが求められていた（1 科目 2 単位）。よって、学生は
演習科目と理論科目の併せて 4 単位を取得することが卒業
要件であった。さらに、2 年次以降に履修できる「スポー
ツ演習」が選択科目として展開された（半期 1 単位）。
　平成 26 年度以降の新カリキュラムにおいては、従来の
体系・区分から大々的な改正が検討され、保健体育科目
の位置付けの変更も提案されることとなった。その結果、

「体育演習」の前期分が初年次教育の一環（川嶋 ,2005；山
田 ,2009）として「転換・導入教育課程（所属する学部・
学科の専門教育課程への導入）」に配置され「S 大学基礎
科目」の一つとされた。一方の後期分は「教養教育課程（基
本的な力を用いて、さらに知識を広げ、それぞれの分野の
理解をいっそう深める）」に位置付けられ、「保健体育系科
目」の一つとされた。両者は各 「々スポーツリテラシー」、「ス
ポーツウェルネス」と名称変更するとともに、教育内容が
見直された。この改正の過程において、必修から選択とさ
れた理論科目は 6 科目からなる「スポーツ論群」に、2 年
次以上に選択科目として履修可能な「スポーツ演習」は「ア
ドバンストスポーツ」とどちらも名称変更とともに「保健
体育系科目」へと同様に見直しがなされた（図 1）。
　以上のようなカリキュラム改正が進められ、従前の「体
育演習」が半期ごとの「スポーツリテラシー」と「スポー
ツウェルネス」とに明確に分けられて展開されることと
なった。
　本研究は新カリキュラムが施行されて 2 年目のタイミン
グとなるが、まずは、カリキュラム改正に伴う作業の過程、

および新カリキュラムはどのような教育目標のもとに展開
されているかを明らかにした上で（課題Ⅰ）、新たに配置さ
れた「スポーツリテラシー」と「スポーツウェルネス」を
受講した学生にどのような影響（インパクト）を与えられ
ていたのか、ライフスキルに関する影響を主として検討し、
今後の授業展開の再考に資することを目的とした（課題Ⅱ）。

課題Ⅰ：	カリキュラム改正の過程と新カリ
キュラムの教育内容

１．カリキュラム改正の指針
　全学的なカリキュラム改正を進めるにあたり、教養教
育の在り方検討小委員会〔答申〕（平成 24 年 11 月 22 日、
学長宛提出資料）により、以下の通り、教養科目における
教育目標の設定が提案された。

　S 大学における教養教育は、学生が所属する特定の学部・
学科を超えた普遍性を基本理念とし、個別の知識を全体的
な視野へと結び付けるために行われる高等教育である。そ
れは狭い意味での「知識」を超えて、本学の学生なら誰も
が獲得すべき「学びの力」を、教養科目群の総体を通じて
育成することに他ならない。「学びの力」とは、目の前の
如何なる課題、如何なる状況からも常に何事かを学び取る
ことのできる「総合」的な能力であり、社会・文化・自然
に体する様々な問題意識、論理的な思考力、倫理性、言語
能力や身体知など、「社会で生きること」全体に関わる諸
能力を通じて、初めて相乗的に形成される。その意味での
総合的な「学びの力」を身につけ、社会人としての成長可
能性、発展可能性を涵養することは、本学の教育理念であ
る「社会知性」を具体化したものであり、教養科目は、各

図 1　S 大学の旧カリキュラムにおける保健体育科目（左）の位置付けと新カリキュラムにおける位置付け（右）
図中の数字は卒業要件単位数（括弧囲み数字は選択による取得上限単位数。※は取得上限数の設定なし）
実線矢印は必修科目としての移行。点線矢印は選択科目としての移行。 
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学部・学科の専門教育を、さらに異なった視点から相対化
し、普遍的な視野へと学生をいざなうものである。
以上の基本理念のもとに、本学の教養教育の目標を次の様
に設定する。

（１） 学生が各自の学びの過程を、より広く俯瞰し、動機付
けられるように、多元的な科目群の履修を通じて、諸
学問領域を断片化させない総合的な視野を獲得する。

（２） 学生が未知の諸分野・文化圏と柔軟に接続し、現代
社会における「公共性」および「共生」を実現する
ために、意思疎通能力の基礎を育成する。

（３） 学生が社会人としての成長可能性の素地を形成でき
るように、専門教育とも連携して、全学規模で「学
士力」養成の基盤を再構築する。

　この教養教育の基本的理念および教育目標と中教審答申
がカリキュラム改正の指針とされ、これまで実施されてき
た保健体育科目をベースとして、大学教養体育としての新
カリキュラムの策定が進められることとなった。

２．新カリキュラムの策定とその方針・教育内容
　旧カリキュラムにおいては、演習科目と理論科目が必修
となっていたが、新カリキュラムにおいては、理論科目は
選択となり、理論を必修として学ぶ機会がなくなった。こ
のため、演習科目内に理論を学習する機会を作る必要が生
じた。さらに、旧カリキュラムの演習科目である「体育演
習」の 1 単位は「転換・導入教育課程（前期）」に、「体育
演習」のもう 1 単位は「教養教育課程（後期）」に位置付
けられ、前後期の教科目標および授業内容を明確に分ける
必要が生じた。これらの 2 点が、新カリキュラムの策定に
加味され検討がなされた。それらをもとに、下記のような
保健体育系科目カリキュラム方針（平成 25 年 6 月 18 日、
全学カリキュラム協議会資料）が立てられた。

　スポーツおよびウェルネス（健康増進活動）に関する専
門の知識を教授し、スポーツを通じた学士力の養成ならび
に社会知性の開発を目指すとともに、生涯健康で豊かなラ
イフスタイルを創造できる教養溢れた学生を養成するとい
う目的を実現するため、次の方針のもとに科目を構成する。

（１） 導入教育課程における「スポーツリテラシー」を通
じて、スポーツが有する様々な可能性に触れて身体
知を養い、スポーツによる学士力の養成と心身の健
康の維持増進に取り組む。またスポーツ文化を総合
的に理解し、問題解決に取り組むことのできるス
ポーツリテラシーを身につけ、共に学ぶ仲間作りの
場としてのスポーツを実践し、スポーツを媒介にし

て学生間の意思疎通能力を育みながら豊かな人間性
や倫理観を養う。

（２） 教養教育課程における「スポーツウェルネス」を通
じて、身体活動が健康なライフスタイルの創造に貢
献することを体感し、「学びの力」の土台となる心
身の健康の維持増進を果たすとともに、将来におけ
る健康面の課題を解決するための運動習慣の醸成を
図る。

（３） 教養教育課程における「アドバンストスポーツ」を
通じて、スポーツにおける幅広い知識と専門性の高
い技術、審判法やマッチメイク等のマネジメントに
ついて学習する。このことにより、スポーツをライ
フスタイルの中に取り込み、生涯にわたり身体的、
精神的、社会的に健康で豊かな生活を送る能力を身
につける。

（４） 教養教育課程における「スポーツ論」においては、
スポーツが有する多角的な価値について、社会科
学、自然科学、人文科学などの視点から教授し、
世界共通の人類の文化であるスポーツに関する教
養を深めるとともに、在学時および卒業後におい
て日常的にスポーツに親しみ、スポーツを通じて
地域社会と積極的に関わりながら心身の健全な発
達、明るく豊かな生活の形成に繋げることのでき
る能力の醸成を図る。

３． 新カリキュラムの教育内容の特徴と共通テキスト
の作成

　「スポーツリテラシー」と「スポーツウェルネス」の教
育内容は、教科目標を達成できるよう、各々特徴的な工夫
がなされた。
　「スポーツリテラシー」では、種目ごとに各担当教員が
授業を実施するが、全 15 回の授業のうち第 1 回から第 4
回までを「導入プログラム」、第 15 回を「振り返りプロ
グラム」とし、全種目共通の合同で実施することとされた

（図 2）。導入プログラムである第 1 回目は「スポーツリテ
ラシー講義」として、授業の教科目標、実施する種目の説
明、ならびにスポーツの心身への効果、スポーツマンシッ
プなどに関する講義内容とした。第 2 回は「健康セミナー」
と称し、薬物乱用防止教育や飲酒や喫煙などの健康行動に
関する情報提供が行われることとなった。このセミナーは
S 大学学生生活課と協働にて実施され、薬物乱用防止教育
については外部講師の協力も得られることとなった。
　第 3 回、第 4 回は「スポーツエンカウンタープログラム」
とし、身体活動を用いた「コミュニケーションプログラム」
と、体験学習の手法を用いた「キャンパスオリエンテーリ
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ング」が実施された。前者の「コミュニケーションプログ
ラム」は担当者がファシリテーターとなり、身体活動を行
うゲームやワーク（アイスブレイク）によって、仲間づく
りやコミュニケーションのきっかけを作ることを目標に実
施することとされた。後者の「キャンパスオリエンテーリ
ング」では、少人数のグループによるワークとして、学内
スポーツ関連施設めぐりをしながらの課題解決プログラム
を立案し、実施することとされた。どちらのプログラムも、
仲間づくりやコミュニケーションのきっかけを作ることが
目標であった。いずれも、実際にその種目を実施する演習
プログラムの導入に相当するが、学士力で言うところの「コ
ミュニケーションスキル」や「課題解決力」、「チームワー
ク」、「リーダーシップ」の導入（気づき、きっかけ作りな
ど）となることを狙ったものとなった。
　「スポーツウェルネス」においても第 1 回を「導入プロ
グラム」とし、種目間共通の講義を行うこととした。この
講義では、スポーツや運動による健康の維持・増進の効果、
生涯スポーツの意義、科学に基づいた運動実践プログラム
などの情報が提供されることとなった。第 2 回から第 14
回は学生が選択した種目を実施することになるが、それぞ
れの種目特性に応じ、科学的指標を用いて身体面および心
理面の評価を実践し、スポーツの効果を客観的に理解する
ことが狙いとされた。教材（機材や資料）については共通
のものを用意し、各授業のスケジュールや種目特性に応じ、
適当な教材を選択して実践できるよう準備が進められた。
第 15 回の「振り返りプログラム」では、授業内で行った

各種測定データを通じて学習した内容について内省すると
ともに、健康の維持増進に繋がる生涯スポーツへの動機付
けを促すこととされた（図 3）。

課題Ⅱ：	新カリキュラム下で展開された「ス
ポーツリテラシー」および「スポー
ツウェルネス」の教育効果

方法
１．対象者
　S 大学の主に神奈川県川崎市のキャンパスに通ってお
り、一年次を対象に必修科目として開講されている「スポー
ツリテラシー」および「スポーツウェルネス」の受講生を
対象者とした。S 大学は東京都千代田区にもキャンパスを
有し上記同様の科目も開講されているが、その受講生は本
研究の対象から除外した。アンケート調査を実施するにあ
たり、対象者には、得られた結果は全体集計と処理をし、
研究データとして用いる可能性のあることを書類とスライ
ド資料をもって説明した。同意が得られた場合に回答を記
入してもらうこととした。本研究は、専修大学スポーツ研
究所研究倫理委員会の承認を得て実施した。

２．調査手順
　「スポーツリテラシー」は導入教育課程として前期に、「ス
ポーツウェルネス」は教養教育課程として後期に開講され
ている。どちらも、サッカー、バスケットボール、バレーボー

図 2　スポーツリテラシーの授業展開例
（平成27年度のスポーツリテラシー講義2は、各種目担当において実施）
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ル、バドミントン、卓球、テニス、ゴルフ、アクアスポーツ、
ダンス、Physical fitness class（PFC）、Outdoor fitness 
class（OFC）のいずれかから 7 ～ 11 種目展開されている。

「スポーツウェルネス」にはこのほかに集中授業（ゴルフ、
スキー）も開講されているが、調査対象からは除外した。
　「スポーツリテラシー」の初回の授業は、ガイダンスと
種目選択の時間に充てられていたため、2 回目の講義形式
で実施した健康に関するセミナー時に最初のアンケート
調査（以下、リテラシー初回）を実施した。「スポーツリ
テラシー」「スポーツウェルネス」ともに最終回は全種目
合同授業の予定であったが、本研究を実施した平成 27 年
度は諸般の事情により各種目に分かれての実施となった。
よって、各種目に分かれて展開された「スポーツリテラ
シー」「スポーツウェルネス」の最終授業時に、それぞれ
実施した 2 回目のアンケート（以下、リテラシー終回）と
3 回目のアンケート（以下、ウェルネス終回）の配布、回
収は各種目担当の教員が行った。なお、リテラシー初回は
アンケート調査票に直接記入し、リテラシー終回、ウェル
ネス終回は各々マークカードへ記入する形式を用いた。

３．調査内容
　アンケート調査票は、対象者のプロファイル、および運
動の嗜好性、運動習慣等を回答するフェイスシート、島本・
石井（2006）が開発した日常生活スキル尺度（大学生版）
から構成した。リテラシー終回、ウェルネス終回のアンケー
トには、齋藤ほか（2010）が大学の体育演習の授業効果

に関する研究に用いた「体育演習に関するアンケート」を
追加した。全ての質問項目は、「大学生における運動・生
活行動に関するアンケート調査」として 1 部にまとめられ
配布、回収した。
　フェイスシートには学籍番号、年齢、性別、身長、体重
の記載欄を設けた。また、「私はスポーツをしたり、身体
を動かしたりすることは好きな方である。」といったスポー
ツや身体活動の嗜好に対して「非常に当てはまる」「やや
当てはまる」「あまり当てはまらない」「全く当てはまらな
い」の 4 件法の質問、授業以外での現状の運動習慣に関
して「ほぼ毎日（週 5 回以上）」「週 3・4 回程度」「週 1・
2 回程度」「月に 2・3 回程度」「年に数回程度」「まったく
してない」の 6 件法による質問、現在の運動行動変容ステー
ジに関して、これまでの尺度（岡、2000）を一部修正した「私
は現在、運動をしていない。また、これから先（3 ヶ月以
内）もするつもりはない。」（無関心期）、「私は現在、運動
をしていない。しかし、これから先（3 ヶ月以内）に始め
ようと思っている。」（関心期）、「私は現在、運動をしてい
る。しかし定期的ではない。」（準備期）、「私は現在、定期
的に運動をしている。しかし始めてからまだ間もない（3 ヶ
月以内）。」（実行期）、「私は現在、定期的に運動をしている。
また、長期（3 ヶ月以上）にわたって継続している。」（維
持期）の 5 件法の質問を設定した。厚生労働省の「定期的
な運動」の定義は「週 2 回以上、運動実施時間が 1 回 30
分以上」とされているが、運動の継続のためには心理的な
影響が大きいと考えられる（Supaporn and Griffin,1998）。

図 3　スポーツウェルネスの授業展開例
（平成27年度のスポーツウェルネス講義2は、各種目担当において実施） 
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20 分の軽い運動でもその後 12 時間にわたって気分のよい
状態が維持されること（Sibold and Berg, 2010）を考慮し、
対象者を継続的に運動へ携わるきっかけともなるように、
本研究における「定期的に運動している」は、「週 2 回以上、
運動実施時間が 1 回 20 分以上」の運動習慣とした（図４）。
　日常生活スキル尺度（大学生版）（島本・石井、2006）は、
効果的に日常生活を過ごすために必要な学習された行動や
内面的な心の働きと定義された学生のライフスキルを多面
的に測る尺度である。主に個人場面で展開されるスキルを
表す個人的スキル（計画性、情報要約力、自尊心、前向き
な思考）と，主に対人場面で展開されるスキルを表す対人
スキル（親和性、リーダーシップ、感受性、対人マナー）
の 2 つに大きく分類される 8 下位尺度に各 3 項目、計 24 
項目の質問から構成され、「ぜんぜん当てはまらない」「あ
まり当てはまらない」「わりと当てはまる」「とても当ては
まる」の 4 件法であった。各回答は順に 1 点から 4 点ま
で点数化し、逆転項目に関しては反転処理を行い集計した。
　「体育演習に関するアンケート」（齋藤ほか , 2010）は、
フェイスシートや日常生活スキル尺度（大学生版）（島本・
石井、2006）と重複する項目も多かったため、本研究では、
授業への取り組みに関する質問についてのみ分析対象とし

た。内容は、「授業に興味を持って参加できた」、「この授
業は満足できた」の各々に対して、「強くそう思う」「そう
思う」「どちらでもない」「そう思わない」「全くそう思わ
ない」の 5 件法であった。

４．分析方法
　データの集計、分析には Excel 2010 および、SPSS（22.0）
を使用した。身長、体重、BMI、および日常生活スキル
尺度（大学生版）で得られた各スコアに対して、アンケー
ト実施時期の違いによる 3 群（リテラシー初回、リテラシー
終回、ウェルネス終回）の比較は対応のある一元配置分散
分析を行い、その後の下位検定には Bonferroni 法を用い、
有意水準を 1% 未満とする群間比較を行った。

結　果

　リテラシー初回、リテラシー終回、ウェルネス終回
の配布数は各々 3,096 部、2,854 部、2,596 部であり、
有効回答数（回収率、ここではフェイスシートによ
り学籍番号が識別可能な回答と定義）は各々 3,026 部

（97.7%）、2,645 部（92.7%）、2,324 部（89.5%）となった。

図４　スポーツウェルネス終回で用いたアンケートのフェイスシート
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リテラシー初回とリテラシー終回、ウェルネス終回の
回収率に差が生じたが、調査の実施場所、および回答
形式の違いが影響していたものと考えられた。最終的
には、全 3 回実施したアンケート調査の全てにおいて
有効回答をしていた男子学生 1,045 名（18 歳～ 28 歳）、
女子学生 764 名（18 歳～ 31 歳）の計 1,809 名分のデー
タを分析対象とした。
　対象学生の身長、体重、BMI を表 1 に示した。男女と
もに身長、体重に有意な変化はなく、BMI も男子で 21.0
前後、女子で 20.0 前後と適正範囲内でほぼ一定の値で
あった。
　運動嗜好に関する質問に関して、リテラシー初回、リ
テラシー終回、ウェルネス終回の間に大きな変化はみら
れず、「やや当てはまる」「非常に当てはまる」を合せ
た回答は、男子で各々 87.2％、86.6.％、86.3％、女子は
各々 66.7％、65.6％、68.6％であった（図 5）。授業以外
での「現在の日常生活の運動習慣」に対して「週 1・2 回
程度」以上の運動習慣があるとの回答は、運動嗜好に関
する質問同様に、男子で各々 55.8％、75.7％、63.4％、女
子で各々 26.2％、54.6％、44.8％であった（図 6）。現在
の運動行動変容ステージに関して（図 7）、無関心期は、
男子で各々 15.6％、14.4％、16.7％、女子で各々 32.9％、
33.2％、33.8％となり、男女ともほとんどその割合に変化
はなかった。関心期では男子は 42.0％、14.8％、17.6％、
女子は 46.3％、20.9％、24.9％となり、男女ともにリテ

ラシー初回と比べ、リテラシー終回、ウェルネス終回と
もに 20％以上低い割合であった。準備期では、男子は
23.4％、36.8％、37.1％、女子は 12.6％、26.8％、24.2％
となり、関心期でみられた変化とは反対に、男女ともに
リテラシー初回と比べ、リテラシー終回、ウェルネス終
回ともに 10％以上高い割合となった。実行期においては、
男子は 9.7％、12.3％、5.0％、女子は 4.6％、9.2％、2.6％
と増減がみられたが、維持期では男子は 9.7％、21.1％、
22.8％、女子は 3.4％、9.2％、13.6％と徐々に高い割合と
推移した。
　日常生活スキル尺度の 8 つの各下位尺度と、個人的スキ
ル（計画性、情報要約力、自尊心、前向きな思考）の合計、
対人スキル（親和性、リーダーシップ、感受性、対人マナー）
の合計の各スコアについて、アンケートの実施時期による
推移を表 2 に示した。対人スキルにおいて、下位尺度の親
和性にのみ有意な変化がみられなかったが、他の下位尺度、
および対人スキル合計に関しては、リテラシー初回と比較
し、リテラシー終回、あるいはウェルネス終回に有意な向
上がみられた。個人スキルにおいて、下位尺度となる情報
要約力、自尊心にウェルネス終回に有意な向上がみられ、
計画性においては、リテラシー初回と比較しリテラシー終
回において有意な低下がみられた。
　授業への取り組みに関する回答の割合を、先行研究の齋
藤ほか（2010）の値（体育演習 H21）とともに表 3 に示した。
ただし、齋藤ほか（2010）の値は、「その他」の回答を含

表１　分析対象となった学生の身長、体重、BMI
リテラシー初回 リテラシー終回 ウェルネス終回 回答数

男子
身長 (cm) 171.9 ± 5.6 172.0 ± 5.7 172.2 ± 5.6 （n=1,015） ns
体重 (kg) 63.0 ± 9.4 62.2 ± 8.8 62.3 ± 8.7 （n=1,010） ns
BMI 21.3 ± 2.9 21.0 ± 2.7 21.0 ± 2.6 （n=991） ns

女子
身長 (cm) 158.7± 5.6 158.7± 5.7 158.7± 5.6 （n=707） ns
体重 (kg) 50.4 ± 6.8 50.3 ± 6.6 50.6 ± 6.5 （n=575） ns
BMI 20.0 ± 2.3 19.9 ± 2.1 20.1± 2.1 （n=559） ns

図５　アンケート実施時期とスポーツ・運動の嗜好（左図：男子、右図：女子）
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めるように算出し直した。「授業に興味を持って参加でき
た」に対する「強くそう思う」「そう思う」の肯定的な回
答は、体育演習 H21、リテラシー終回、ウェルネス終回
で各々 82.8%、79.2%、74.4% であった。同様に「この授

業は満足できた」は各々 86.8%、82.0%、80.0%、であった。
体育演習 H21 と比較し、リテラシー終回、ウェルネス終
回において僅かながら低くなる傾向もみられた。

表２　アンケート実施時期と日常生活スキル尺度（大学生版）の各スコア
リテラシー初回（A） リテラシー終回（B） ウェルネス終回（C） 回答数 Bonferoni の下位検定

対人スキル合計 34.65 ± 5.13 35.15 ± 5.73 35.16 ± 5.48 （n=1,299） ** A < B, *** A < C
親和性 9.14 ± 2.04 9.14 ± 2.22 9.12 ± 2.13 （n=1,691）
リーダーシップ 7.07±1.93 7.23 ± 2.20 7.33 ± 2.16 （n=1,725） ** A < B, *** A < C
感受性 8.71±1.80 8.72 ± 2.01 8.86 ±1.92 （n=1,729） ** A < C
対人マナー 9.79 ±1.69 10.07±1.89 9.93 ±1.84 （n=1,707） *** A < B, ** A < C

個人スキル合計 30.35 ± 4.97 30.37± 5.51 30.67± 5.42 （n=1,299）
計画性 7.70 ±1.81 7.53 ± 2.19 7.60 ± 2.12 （n=1,718） ** B < A
情報要約力 7.71±1.64 7.83 ±1.80 7.99 ±1.78 （n=1,557） *** A < C, ** B < C 
自尊心 7.18 ±1.85 7.21± 2.00 7.35 ± 2.00 （n=1,521） ** A < C, ** B < C
前向きな思考 7.79 ±1.85 7.72 ±1.92 7.80 ±1.91 （n=1,689）

** P < 0.01, *** P < 0.001

表３　アンケート実施時期による授業への取り組みに対する回答（％）
実施時期 強くそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない その他 （回答数）

授業に 
興味を持って 
参加できた

体育演習 H21 51.6 31.1 11.6 1.8 0.7 3.2 （n=3,470）
リテラシー終回 40.6 38.6 13.4 3.2 1.3 2.9 （n=1,809）
ウェルネス終回 33.0 41.4 17.6 4.4 1.6 2.0 （n=1,809）

この授業は 
満足できた

体育演習 H21 57.1 29.7 8.4 1.2 0.5 3.2 （n=3,470）
リテラシー終回 47.7 34.3 10.5 3.2 1.2 3.1 （n=1,809）
ウェルネス終回 39.3 40.7 13.6 3.2 1.4 1.9 （n=1,809）

図６　アンケート実施時期と日常の運動習慣（左図：男子、右図：女子）

図７　アンケート実施時期と運動行動変容ステージ（左図：男子、右図：女子）
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考　察

１．体格、運動の嗜好性、運動習慣、運動行動への影響
　入学当初の 4 月中旬から同年度の 1 月中旬までの約 9 ヶ
月間の期間中に、男女ともに身長、体重に大きな変化は
なかった。文部科学省（2015）による平成 26 年度の調
査結果における大学生の全国平均は、男子 18 歳の身長が
171.4cm、体重 61.9kg、BMI は 21.2 となる。女子 18 歳は
身長 158.2cm、体重 50.6kg、BMI が 20.2 となる。19 歳で
は男女各々、172.0cm、62.8kg、21.2 と 158.4cm、51.0kg、
20.4 である。S 大学の学生は全国平均並みの体格であるこ
とが分かった。ただし、ある大学における先行研究（下門
ほか ,2013）では、BMI の基準の「低体重（やせ）」と「肥
満」に該当する学生の体力が、「普通体重」の学生の体力
と比べて劣っているとの報告がある。また、大学の体育授
業の枠組みの中で健康行動に関する介入を行い身体活動・
食事・休養といった生活習慣全般を改善させることが可能
なことも明らかとなっている（木内ほか ,2008）。本研究で
は、BMI の値とその他の指標との関係は調べていないが、
大学生においては、特に「低体重（やせ）」や「肥満」の
学生に対する調査、介入が重要となるだろう。
　スポーツや身体を動かすことが好きかどうかに関して
は、肯定的な回答をしていた学生は、男子で 85% 以上、
女子で 65% 以上と男子の方が高い割合であったが、男女
ともに年間を通じて変化はみられなかった。「スポーツリ
テラシー」、「スポーツウェルネス」の授業は、学生の運動
の嗜好に対してほとんど影響を及ぼすことがなかったこと
が示唆される。しかしながら、運動習慣に関して、授業以
外に少なくとも週 1 回以上の運動を実践している学生の割
合が、年度初期と比較し、前期終了時には 20% 以上、後
期終了時には 10％以上増加していることが明らかとなっ
た。さらに、運動行動変容ステージにおいて、無関心期の
学生は年間を通じてほぼ同程度の割合で存在していたが、
関心期にいる学生を 20% 以上減らし、その学生を準備期
以上へと移行させていることも示唆された。そしてこれら
の影響は、男子と比較しスポーツや運動を行っている学生
の割合が低い女子にも同様に表れていた。前期終了時から
後期終了時にかけて、運動習慣および運動行動を停滞ある
いは多少の後退をさせている原因について今後研究する必
要はあるが、「スポーツリテラシー」、「スポーツウェルネス」
の授業を通じて、スポーツや運動をすることの意義や必要
性に関しては、学生に届いていたものと考えられた。
　S 大学の旧カリキュラム下の保健体育科目の受講生を主
な対象者として実施された先行研究において（相澤ほか、
2014）、学生はスポーツや運動の実施や知識を深めること

の重要性の認識は高かったが運動の習慣化までには至って
いないこと、大学教養体育における更なる工夫を施した取
り組みが必要なことが示唆されていた。新カリキュラムに
おいて教育内容、教科目標が刷新され展開された「スポー
ツリテラシー」、「スポーツウェルネス」の授業は、多少な
りとも学生をスポーツや運動の実践へと導くことに貢献で
きたものと考えられ、新カリキュラムの策定の方向性は概
ね正しかったものと思われる。ただし、これらの効果は入
学後の部活動やサークル活動などへの参加が影響を及ぼし
ている可能性も考えられるため、課外活動への参加状況も
加味した研究を進めていきたい。
　そして今後は、大学教養体育の実技が必修のコースを卒
業した卒業生は、そのコースを選択しなかった卒業生よ
りも健康に関連する知識や行動、習慣が強化されている
ことや（Pearman et al.,1997）、 そこでの“楽しい”とい
う経験が卒業後の健康習慣や運動習慣に繋がることから

（Supaporn and Griffin,1998）、将来的にインパクトを残す
ためにも、スポーツ・運動好きを増やす授業展開の工夫が
必要となる。

２．学生のライフスキルに対する効果
　現在では、多くの大学で初年次教育が導入されその効果
が検討されており（木内ほか ,2010；中井・菅 ,2012）、大
学教養体育も初年次教育として学生の社会スキルの開発に
貢献していることを示す研究も多い（中山ほか ,2008；木
内ほか ,2008；木内ほか ,2009；橋本 ,2012）。S 大学では、
それまでは教養科目として 1 年次に通年で展開されていた
体育実習が、平成 26 年度より前期分が初年次教育を担う

「スポーツリテラシー」として、後期分はこれまでの体育
演習に近い「スポーツウェルネス」として再配置され、教
育内容、教科目標が明確に分けられた。これら新カリキュ
ラムのもとに展開された大学教養体育にどのように効果が
あるのか検証するために、各々の学生のライフスキルへ及
ぼす影響を改めて検討した。
　日常生活スキル尺度（大学生版）（島本・石井 ,2006）の
対人スキルの下位尺度において、「リーダーシップ」と「対
人マナー」においては、リテラシー終回までに向上してい
た効果がウェルネス終回時まで継続してみられ、「感受性」
に関しては、リテラシー終回時までに効果はみられなかっ
たが、ウェルネス終回時において向上がみられた。一方
の個人スキルの下位尺度では、「情報集約力」と「自尊心」
において、ウェルネス終回までに向上がみられたが、「計
画性」に関しては、リテラシー終回時に低下がみられた。
　前期のスポーツリテラシーでは、スポーツを通じてコ
ミュニケーションスキルの醸成を図り（橋本 ,2012）、大学
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生活への適応を促すための仲間づくりの機会とする目論見
もあった。その点「リーダーシップ」や「対人マナー」の
スキル向上がみられ、対人スキル合計にも効果が表れてい
たのは一定の評価を得たことになるだろう。しかしながら、
本音で物事を言い争いながら親密な関係を形成・維持する
スキルの「親和性」、相手の気持ちへ感情移入するスキル
の「感受性」、個人スキル全体の向上に貢献するまでに至
らなかった。スポーツエンカウンタープログラムの実施や
共通テキストの使用と REACTION NOTE の提出などに
成果がみられた反面、学生同士互いに尊重しながらコミュ
ニケーションを図ることの必要性が強調され過ぎ、周囲と
の協調、同調を意識させすぎる結果となった可能性もある。
S 大学の「スポーツリテラシー」の授業展開において、今
後克服すべき課題である。
　「スポーツリテラシー」終回時以降、後期の「スポーツウェ
ルネス」終回時までに、情報を扱うスキルの「情報要約力」、
現在のありのままの自分を肯定的にとらえることができる
スキルの「自尊心」において、特に個人スキルに向上がみ
られた。「スポーツウェルネス」では、自らの心身の状態
に気づき健康状態を維持・増進させられるようにと、テキ
スト中にスポーツウェルネス・ワークブックが準備されて
いた。全授業、毎時間の実施とはいかなかったが、それを
もとに、体組成や活動量、運動強度などを測定し評価の仕
方を学びながら授業が展開される機会が設けられた。それ
らの作業を通じ、自分自身の情報を客観視するスキルの開
発につながった可能性があり、スポーツウェルネスの授業
展開も新カリキュラムの策定時に意図した効果が表れ、評
価に値する成果が得られたといえよう。

３．新カリキュラムと旧カリキュラムの比較
　ただし、今後に大いに検討すべき課題も浮き彫りとなっ
た。授業への取り組みについて、興味を持って参加できた
かに対する「そう思う」以上の肯定的な回答が、旧カリキュ
ラムで展開されていた体育演習の 82.8％から、スポーツリ
テラシーに対しては 79.2%、スポーツウェルネスに対して
は 74.4% と低下の傾向がみられた。反対に「そう思わな
い」以下の否定的な回答に目を向けてみると、各々 2.4％、
4.5%、6.0% と「体育演習」の倍前後にまで増加している。
授業は満足できたかに対する回答も同様に、肯定的な回答
の割合は低下する傾向を示し、否定的な回答の割合は各々
1.6％、4.4％、4.5％と倍以上に増える結果となった。この
原因としては、「体育演習」と「スポーツリテラシー」「スポー
ツウェルネス」の授業内容が影響している可能性がある。
前者では、初回から最終回までの全 15 回を通じて、学生
が選択した一つのスポーツに取り組んでいた。一方、後二

者では、それぞれの教科目標を達成するための工夫として、
授業内での小レポートの作成や様々な測定とその記録、小
講義などが行われていた。その結果、スポーツの実質活動
時間が圧縮されてしまったことが影響をした可能性があ
る。これらへの対処は、これまでにも成果の報告がある時
間外でのホームワークの活用（木内ほか ,2008；2009；西
脇ほか ,2014）など、改善可能な方法があるだろう。さら
に、授業支援システムの活用により、授業の質的あるいは
量的保証につながる可能性も示唆されている（吹田ほか、
2013）。これらを併用して用いることにより、学生、教員
の両者にとって効率的な授業運営が可能となることが考え
られる。また、新カリキュラムにおいて試みた工夫が、ス
ポーツそのものを楽しむ、いわゆる「スポーツ目的論」で
はなく、スポーツで学ぶというスタンスの「スポーツ手段
論」の色を強くしてしまった可能性もある。旧カリキュラ
ム時の調査では（齋藤ほか ,2010）、授業で取り組んだ“ス
ポーツ”に対する興味について回答をしていたが、本研究
においては、“スポーツで何を学ぶのか”という教科目標
とそれに伴う授業内容に対する興味を回答していた可能性
も考えられる。本研究の範囲においては、その詳細は明ら
かにすることはできないが、今後の調査においてこの点を
明らかにし、より学生が授業に興味をもち、且つ教科目標
を達成できるような対策を講じたい。

まとめ

　S 大学では平成 26 年度より新カリキュラムとなり、大
学教養体育として従来展開されてきた「体育演習」の教科
目標や授業内容を大幅に見直し、新たに「スポーツリテラ
シー」「スポーツウェルネス」を配置した。新カリキュラ
ムが施工されて 2 年が経過し、当初に掲げられた教育目標
に応じた授業効果を獲得し、ある程度成果として得られて
いることが分かった。今後、さらに将来を見据えた大学教
養体育のあり方を示しながらインパクトを残すためにも、
授業の運営方法や学生の実態・ニーズに応じた授業展開等
を工夫することが必要と考えられる。
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　首都圏に位置する一私立大学（S 大学）では、従来は通年で開講されていた教養科目の「体育演習」が、平成 26 年度より
新カリキュラムのもと、前期に導入教養課程として「スポーツリテラシー」に、後期に教養教育課程として「スポーツウェル
ネス」に再編された。本研究では、新たに配置された「スポーツリテラシー」と「スポーツウェルネス」を受講した学生にア
ンケート調査を行い、それらがどのような影響（インパクト）を与えられていたのか、ライフスキルに関する影響を主として
検討し、今後の授業展開の再考に資することを目的とした。新カリキュラムにおける大学教養体育は、学生のスポーツ・運動
の嗜好に影響を与えるまでに至らなかったが、運動の習慣化や、運動行動変容ステージを進める効果があることが示唆された。
また、「スポーツリテラシー」においては「リーダーシップ」や「対人マナー」の対人スキルに、「スポーツウェルネス」にお
いては「情報要約力」や「自尊心」の個人スキルに向上がみられ、授業目標に沿った授業内容であったことが示唆され、一定
の評価が得られる結果となった。今後は、さらに将来を見据えたインパクトを残すためにも、より学生が授業に興味をもち、
且つ授業目標を達成できるような授業となるよう、運営方法に更なる工夫が課題となる。

英文抄録の和訳

　本研究は、平成 27 年度（公社）全国体育連合大学体育
研究助成（一般課題、課題番号 27-05「『体育演習』から『ス
ポーツ教育』へと変換した大学教養体育の授業効果～一私
立大学の実践事例～」）を受けて実施致しました。
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