事例報告

大学体育の授業外課題における「4 つ以上」の簡易な指示は
継続的に学生の文章量を増大させる
瀧本真己 1, 2)，石道峰典 2)，中村友浩 2)，西脇雅人 2)

The simple instructions such as “four or more” help students continuously increase
their comments in assignments of college physical education during semester
Masaki Takimoto1, 2）, Minenori Ishido2）,
Tomohiro Nakamura2）and Masato Nishiwaki2）
Abstract
Purpose: The aim of this study was to examine whether the simple instructions such as“four or more”help students
continuously increase their comments in assignments in terms of quantity during semester. Methods: Students (n =
374) were assigned to Normal group (N group; n = 180) or Intervention group (I group; n = 194). In order to record
lifestyle habits and to induce behavior modification, all the students were given a workbook of six types of assignments
as homework during semester, and were expected to write their impressions and comments about each of the six
assignments. The I group students were asked to describe“their awareness and impression (4 or more)”after having
kept the records of the first-, second-, and third-assignments for 1 week, while the N group students were asked to
describe“their awareness and impression”without mentioning 4 or more. Moreover, in the fourth-, fifth-, and sixthassignments were not given the instructions to write 4 or more in the both groups. We collected all the workbooks after
the semester and assessed the number of characters and sentences. Results: The number of characters of the first-,
second-, fourth-, fifth-, and sixth-assignments were significantly greater in the I group than in the N group (P < 0.01).
The number of sentences of all the assignments were significantly greater in the I group than in the N group (P < 0.05).
Conclusion: These findings suggest that, when college students are assigned to write their comments about assignments
of college physical education, the simple instructions such as“four or more”encourage them to continuously increase
their comments in terms of quantity throughout semester and thus may enhance educational effects.
キーワード：感想文，指示方法，宿題
Keywords ; write their impressions, instruction methods, homework

緒

言

感想記述）を課すと教育効果が高まり得ることを FD アン
ケートの観点から報告している．このように，大学体育に

近年，大学体育授業における「教育効果の定量化」が注

おいても，学生に対して授業や課題の内容を振り返らせる

目されており，授業方法の改善・向上を目的とした実践

教育手法は，何ら振り返りをしない場合に比して，授業効

的研究が盛んに行なわれている．例えば，木内他（2003，

果を高める可能性が高いと考えられる．

2005，2006，2008，2009）は，体育授業内外でセルフ・

感想文は，学生に文章を記述させ，授業内容を振り返ら

モニタリングを実施すると，新入生の生活習慣や身体活

せる古典的かつ一般的な方法である．昨今では，初年次大

動量が改善・促進されることを報告している．また，松

学生の文章を書く力を伸ばすことの重要性が指摘されてお

本（2011）は，日常の身体活動状況をモニタリングする

り（島田．2013）
，感想文の記述はその役割の一端を担っ

体育の宿題が学生の身体活動量を増大させることを示して

ていると考えられる．しかし，感想文の記述量や内容は学

いる．さらに，西脇他（2014）は，ワークブックを用い

生間で大きな差があることも事実である．小沢（2009）は，

て体育授業の感想記述や授業外の課題（日常生活の記録と

大学の授業において文章を多く記述することに対して「負
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担」を感じる学生が多数存在し，これらの学生が文章記述

章量を多く記述するような習慣を定着させることができる

自体を困難な「壁」として感じていることを報告している．

とすれば，学期の後半で「4 つ以上」の指示を連続して抜

さらに，このような文章記述の苦手な学生は，感想文の記

いた場合であっても，文章量の増大効果が継続的に持続す

述量が少なくなる傾向にあり，教員側の意図に沿った文章

ることも２つ目の仮説として考えられる。そこで，本研究

記述による振り返りの教育効果が十分に得られない場合が

は，大学体育の授業外課題における「4 つ以上」の簡易な

ある．また，小玉他（1989）は，体育授業において言語

指示が，学期期間中の学生の感想文量に与える影響につい

的な指示を行なう場合，できるだけ簡潔的かつ具体的なも

て検討することを目的とした．

のにすべきことを，アブドサラム他（2009）は，適切な
目標設定の提示が学生の意欲を向上させ，教育効果を高め
得ることを，それぞれ指摘している．以上のことから，初
年次教育に強く関わり得る大学体育の教員は，授業におけ

方

法

対象者

る内容や指示を工夫することによって，学生に多くの文章

本研究は，工学系の大学に在籍し，一般教養体育の授業

を記述させ，より深い授業内容の振り返りを促すように配

（前期開講科目）を受講した 374 名の大学初年次の学生を
対象とした．これらの対象者を，受講クラスを基に群分け

慮する必要があるだろう．
瀧本他（2016）は，大学体育授業における授業の感想

し，対照群（180 名）と介入群（194 名）を設けた．両群

文を記述させる際，記述欄に「4 つ以上」と簡易かつ明確

の対象者の特性を表 1 に示した．いずれの特性に関しても

な指示を記述しておくと，学生の感想文量を増大させ，授

両群の間に有意差はなかった．また，対象者の在籍する学

業内容の振り返りの効果を高める可能性を報告している．

部は全て工学部であり，両群における学科の構成にも有意

こうした手法は，学生に対する指示方法に着目し，簡易的

差はなかった（表 2）
．なお，各学科全体における入試種

で適切な目標となるような指示を行い，学生の感想文量を

別（一般，推薦等）の割合は同一である．実施に際し，受

増大させ，教育効果を高めようとしている点で有意義な検

講者に研究参加への同意を得た．本研究計画は，所属機関

討であると考えられる．しかしながら，
この瀧本他（2016）

のライフサイエンス実験倫理委員会による審議を受け，承

の報告は，一過性の検討，すなわち，1 回の授業における

認されたものである．なお，本研究では，謝金等の報酬は

感想文の記述量に着目した調査であることから，得られた

一切なかった．

文章量増大効果が学期期間を継続して得られるか，否か，
については明らかではない．仮に，
「4 つ以上」といった

授業内容および課題内容

簡易な指示を与え続けることによって，学期期間を通じて

本研究における大学体育授業は，初年次の前期に開講さ

継続的に学生の記述する文章量が増大するのであれば，よ

れ，各学科のモデルコースとして設定されており，全学科

り深い授業内容の振り返りを促し，教育効果をより高める

においてほぼ必修科目として位置づけられるものであっ

可能性があると考えられる．こうした簡易な指示方法は，

た．授業形態は，講義と実技を混合しており，半期全 15

広く一般的に活用できる可能性があり，汎用性という観点

回の授業のうち，講義を計 5 回，実技を計 10 回行なった．

からも検討の価値が非常に高いといえよう．

初回の講義で専任教員によるガイダンスを行い，月に 1 回

以上のような背景から，大学体育授業の授業時間外課題

のペースで「生活習慣と健康」に関する内容の 3 回の講義

（宿題）において感想を記述させる際，
「4 つ以上」といっ

を行い，最後の 1 回にまとめとして筆記テストを実施した

た簡易な指示は学生の感想文の文章量を学期期間継続して

（表 3）
．実技の授業では，受講者に卓球，バドミントン，

増大させるという仮説を立てた．さらに，学期の前半に文

テニス，バスケットボール，バレーボール，サッカーから

表1

表2

対象者の特性

特性
男性
女性
年齢
中学課外活動経験がある者
高校課外活動経験がある者
大学課外活動経験がある者

対照群
92.2%
7.8%
18.3 ± 0.1 歳
91.1%
70.0%
60.7%

介入群
92.3%
7.7%
18.2 ± 0.1 歳
92.8%
71.7%
56.2%

対象者の所属する学科の割合

学科
建築学
電子情報通信工学
機械工学
応用化学
ロボット工学
環境工学
生命工学

対照群
18.9%
18.9%
15.0%
17.2%
15.6%
7.2%
7.2%

介入群
20.6%
20.1%
16.0%
11.9%
13.9%
10.8%
6.7%
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1 種目を選択させ，スポーツ活動を行わせた．なお，本研

体育授業の課題（宿題）は、
ワークブックを用いて行い，

究の対象者はバドミントンとサッカーの種目を選択した者

規則正しい生活習慣を獲得することを目的とする内容のも

であり，授業は 2 名の教員（専任 1 人，非常勤 1 人）が

のに全 6 回取り組ませた．1 回目は，睡眠と食事の時間の

担当し，それぞれの教員が対照群と介入群をそれぞれ複数

モニタリングを（4 月中旬）
，2 回目は，規則正しい生活習

クラス担当した．

慣が行えているかどうか，生活リズムチェックを（5 月中

本授業のねらいは，スポーツ活動を通じたコミュニケー

旬）
，3 回目は，食事の時間，内容を記録する食生活チェッ

ションスキルの向上と規則正しい生活習慣の獲得であっ

クを（6 月初旬）
，4 〜 6 回目は，行動変容ワークシート

た．コミュニケーションスキルは，同一学科の新入生同士

を用いて，生活習慣を改善するための行動変容プログラム

の人間関係の開始を導くスポーツプログラムや講義でのグ

（4 回目は睡眠，5 回目は運動，6 回目は食事をテーマとし

ループワークを実践することによって養い，大学生活への

た）を作成し，
そのプログラムの実行を（6 月中旬〜 7 月）
，

社会的な適応を促すことが目的であった．規則正しい生活

それぞれ行った（表 3）
．各課題の実施期間は体育の授業

習慣の獲得では，大学生の良好な修学状況を支える健康的

日を開始日とした 1 週間であり，課題終了後に課題に取り

な生活習慣の知識とその実践について学び，大学生活への

組んだ感想を記述させた．

学問的適応を促すことを目的として授業を展開した．

介入の方法
表3

対照群のワークブックには，全ての課題の記述欄に「1

授業と課題のスケジュール

授業は，ガイダンスを含めた講義を計 5 回，体育実技
を計 10 回実施した．
課題は授業 2 回につき 1 回の頻度で実施した．
授業回数
授業内容
課題
1
ガイダンス
2
講義①
3
実技①
1 回目
4
実技②
5
実技③
2 回目
6
講義②
7
実技④
3 回目
8
実技⑤
9
実技⑥
4 回目
10
講義③
11
実技⑦
5 回目
12
実技⑧
13
実技⑨
6 回目
14
実技⑩
15
まとめ（試験）

週間記録してみて，気づいたこと・感じたことを書きとめ
ておきましょう」と指示を記し（図 1a）
，各教員は，2 回目
以降の課題において口頭で感想や文章量を欄いっぱいに書
くことを要求した．2 回目以降に口頭での指示を行なった
のは，1 回目の課題での文章記述量が少なかったためであ
る．これに対し，介入群のそれには，全 6 回の課題のうち、
1 〜 3 回目の課題において，
記述欄に「1 週間記録してみて，
気づいたこと・感じたことを書きとめておきましょう（4 つ
以上）
」と表記し（図 1b）
，加えて，対照群と同様に，各教
員は，2 回目以降の課題において口頭で感想や文章量を欄
いっぱいに書くことを重ねて伝えた．また，介入群の 4 〜
6 回目の課題には，
「4 つ以上」の指示の明記は行わず，口
頭のみで対照群と同様の指示で同じ課題を出した．しかし，
いずれの群であっても，課題を発表する際，
「4 つ以上」に

a: 対照群

b: 介入群

図1
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関する特別な指示は一切行わなかった．受講者全員のワー

準誤差）
．統計処理は統計ソフト（IBM SPSS）を使用し

クブックを前期の授業終了後に回収し，後日，文章量の解

て行なった．両群の文字数と文章数の比較には，反復測定

析を行なった．なお，この授業の初回に実施したガイダン

の 2 元配置分散分析を，post-hoc test の多重比較検定に

スにおいて，課題の評価は，記述の文量や内容によってさ

は Bonferroni 法を，それぞれ用いた．両群の生活習慣に

れることを全受講者に伝えているが，課題を伝える際には

関するキーワードの使用割合の比較には，χ 2 検定を用い

成績との関連は特に説明しなかった．また，体育研究室の

た．危険率はすべて 5％とした．

取り決めで，成績評価はクラスごとに各コースで差が生じ
ぬよう，得点調整して最終評価がなされるため，たとえ対
照群と介入群のいずれの群であったとしても評価の際に不
利益を被ることは全くなかった．

結

果

最初に，両群の文字数を図 2 に示した．介入群の文字数
は，対照群と比較して，課題 1 回目（対照群：54.4 ± 3.0 字，

文章の解析

介入群：82.9 ± 2.6 字）
，
課題 2 回目（対照群：80.9 ± 3.6 字，

ワークブックにおける記述欄に学生によって記述され

介入群：98.6 ± 2.5 字）
，
課題 4 回目（対照群：81.2 ± 3.8 字，

た文章を PC に入力し，解析した． 解析項目は，文字数，

介入群：93.9 ± 3.7 字）
，
課題 5 回目（対照群：78.3 ± 3.4 字，

文章数，生活習慣に関するキーワードの使用割合とした．

介入群：88.1 ± 3.3 字）
，課題 6 回目（対照群：78.1 ± 3.6

文字数は，記述された文章から，句読点を含めて受講者ご

字，介入群：90.0 ± 3.8 字）において，有意に高値を示し

とに数えた．文章数は，書き出しから句点までを 1 文とし

た（全て P < 0.05）
．しかし，課題 3 回目は，有意差が認

て受講者ごとに数えた．生活習慣に関するキーワードの使

められなかった（対照群：91.1 ± 4.4 字，
介入群：82.7 ± 2.9

用割合は，文章内容を検討するため，課題の目的である生

字）
．また，両群の文字数のデータを継時的な観点でみる

活習慣の改善に関する単語を解析した．この解析は，各課

と，対照群では，課題 1 の文字数から徐々に増大し，課題

題において生活習慣
（睡眠，
食事，
運動）
の改善に関するキー

2 〜課題 6 のそれらの値は，課題 1 よりも有意に高い値と

ワードで，使用頻度が高い上位 5 つを抽出した．このキー

なっていた．これに対し，介入群では，課題 1 と課題 3 で

ワードを記述した者の人数を数え，各群におけるキーワー

有意な差が認められ，初回に比して文字数が増大していた

ドを記述した者の割合を算出した．解析後，対照群と介入

ものの，経時的な変化に一定の傾向は観察されなかった．

群を比較し，検討した．

次に，両群の文章数を図 3 に示した．介入群の文章数
は，対照群と比較して，課題 1 回目（対照群：1.9 ± 0.1 文，

統計処理

介入群：3.7 ± 0.1 文）
，課題 2 回目（対照群：2.3 ± 0.1 文，

結果はすべて平均値と標準誤差で表した（平均値 ± 標

図2

両群における文字数の比較

両群における文字数を比較した．数値は平均 ± 標準誤差で表している．
* P < 0.05, ** P < 0.01 vs. 対照群．
†† P < 0.01 vs. 各群の課題1回目．
交互作用 P < 0.01.

介入群：4.0 ± 0.1 文）
，課題 3 回目（対照群：2.9 ± 0.1 文，

図3

両群における文章数の比較

両群における文章数を比較した．数値は平均 ± 標準誤差で表している．
** P < 0.01 vs. 対照群． † P < 0.05 vs. 各群の課題1回目．
†† P < 0.01 vs. 各群の課題1回目．
交互作用 P < 0.01.
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介入群：4.1 ± 0.1 文）
，課題 4 回目（対照群：2.4 ± 0.1 文，

「起きる」
，
「運動」を記入した者の割合が，対照群と比し

介入群：3.3 ± 0.1 文）
，課題 5 回目（対照群：2.4 ± 0.1 文，

て有意に高かった（P < 0.01）
．課題 3 では，介入群の「食

介入群：3.2 ± 0.1 文）
，課題 6 回目（対照群：2.4 ± 0.1 文，

べる」
，
「乳製品」を記入した者の割合が，対照群と比して

介入群：3.2 ± 0.1 文）のすべてにおいて，
有意に高値であっ

有意に高かった（P < 0.05）
．課題 4 では，介入群の「起

た（P < 0.001）
．また，両群の文章数のデータを経時的な

きる」
，
「朝」を記入した者の割合が，対照群と比して有意

観点でみると，課題１の文章数に比較し，課題 2 〜課題 6

に高かった（P < 0.05）
．課題 5 では，介入群の「ストレッ

で有意に増大していた．一方，介入群では，課題１，課題

チ」を記入した者の割合が，対照群と比して有意に高かっ

2，課題 3 の文章数に比較し，
「4 つ以上」の指示がなくなっ

た（P < 0.05）
．課題 6 では，介入群の「食べる」
，
「体調」

た課題 4 〜課題 6 で有意に文章数が低下していた．

を記入した者の割合が，
対照群と比して有意に高かった（P

最後に，質的な観点からの検討を行うため，生活習慣改

< 0.05）
．

善に関するキーワードの使用割合を図 4 に示した．各課題
の上位 5 つのキーワードは，課題 1 が「朝食」
，
「寝る」
，
「就
寝」
「
，夕食」
「
，起きる」
，
課題 2 が「寝る」
「
，起きる」
「
，生活」
，

考

察

「睡眠」
，
「運動」
，課題 3 が「食べる」
，
「果物」
，
「乳製品」
，

本研究は，大学体育授業の授業時間外の課題において感

「バランス」
，
「食事」
，課題 4 が「寝る」
，
「起きる」
，
「朝」
，

想文を記述させる際，記述欄に表記した「4 つ以上」とい

「目標」
，
「早い」
，課題 5 が「運動」
，
「階段」
，
「体」
，
「筋トレ」
，

う指示が，学期期間を通じて継続的に文章量を増大させる

「ストレッチ」
，課題 6 が「食べる」
，
「朝食」
，
「食事」
，
「目

か，
否か，
について検討した．その結果，
1) 介入群の学生は，

標」
，
「体調」であった．これらのキーワードの使用割合を

対照群と比較して，学期を通して継続的に文章量を多く記

検討した結果，課題 1 では，介入群の「寝る」
，
「就寝」
，
「夕

述した，2）介入群で観察された文章量の増大は，指示を

食」
，
「起きる」を記入した者の割合が，対照群と比して有

中止した後も，文章数が低下したものの，文字数の増大と

意に高かった（P < 0.01）
．課題 2 では，介入群の「寝る」
，

いう一定の効果を持続した，という興味深い知見を得た．

図4

両群における生活習慣に関するキーワードの使用割合の比較

両群における生活習慣に関するキーワードの使用割合を比較した．A: 課題1回目，B: 課題2回目，
C: 課題3回目，D: 課題4回目，E: 課題5回目，F: 課題6回目．
** P < 0.01 vs. 対照群． * P < 0.05 vs. 対照群．
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本研究では，教員は両群において感想記述欄が文字で

ための心理的なプレッシャーがあった可能性が挙げられる

いっぱいに埋まるよう記述することを口頭で何度か説明

（瀧本他．2016）
．別の可能性として，
「4 つ以上」の指示

し，学生に記述させるよう最大限，努めた．その結果，対

が動機付けや関心・意欲を高めるガイダンス機能の役割を

照群では，課題 1 に比して，文字数が徐々に増大し，課題

果たし，
それが継続して作用していたことも考えられた
（瀧

2 〜課題 6 で有意な増大が認められた．したがって，こう

本他．2016）
．したがって，以上のことから，感想記述欄

した知見は，対照群においても，教員の口頭による一定の

に付け加える「4 つ以上」という簡易かつ明確な指示は，

指導が行われていたことを示すものであろう．

学生の文章記述量を学期にわたって効果的に増大させるこ

これまでに，瀧本他（2016）は，
「4 つ以上」の簡易な

とが示された．

指示が学生の感想文の文章量を増大させることを，1 回の

本研究では興味深いことに，
「4 つ以上」の指示を中止

授業において検討し，示している．しかしながら，こうし

した課題 4 〜 6 回目でも文章数が若干（しかし，有意に）

た「4 つ以上」の簡易な指示が学期期間を通じて効果を有

低下したものの，記述した文字数が対照群よりも有意に高

しているか，否か，不明であった．そこで，本研究では，

値であることが認められ，一定の指示効果が持続している

1 つの学期の間に全 6 回の授業時間外の課題を課し，
「4 つ

ことが示唆された．こうした理由については，推測の域を

以上」の指示の効果を検討した．その結果，対照群に比較

脱しないものの，
1 つ目の可能性として，
学生が「4 つ以上」

して，課題 1，2，4，5，6 回目において介入群の文字数

の指示を継続して授業（本課題）の評価基準として認識し

と文章数が増加した．鈴木（2005）は，教育活動におい

たことが挙げられる．それ以前の課題において「4 つ以上」

てコスト（人・モノ・金・時間）をなるべく減らした「効

の文章を記述することが条件であったため，今回も「ある

率化」した授業によって教育目標を達成することの重要性

程度、一定の量」を記述しないと成績が下がるという意識

を指摘している．したがって，本研究における「4 つ以上」

が働き，指示を中止した後も良い成績を取りたいがために

といった簡易な指示で文字数が増大したという本研究の結

対照群の場合よりも文量を多く記述しようと努力したのか

果は，教育現場において有益な情報となり得る可能性が

もしれない．2 つ目の可能性として，大学体育授業の課題

ある．特に，1 回目の課題では口頭での指示がないにも関

に対する動機付けがされていたことが考えられる．亀島他

わらず，対照群と比較して「4 つ以上」の指示だけで最初

（2009）は，対人適応を含む大学への適応における自己効

の課題から文字や文章数が有意に介入群で高値を示してお

力感を高めることが，学習の動機付けに肯定的な影響を与

り，2 回目以降に口頭の指示を行なった後でも，こうした

えることを報告している．大学体育授業は，コミュニケー

文字や文章数の増大が継続して観察された．つまり，本研

ションスキルの獲得に適することが示唆されており（西田

究で採用した「4 つ以上」といった簡易な指示は，コスト

他．2009）
，学生の大学への適応を支援する側面を有して

を減らし，その上で教育目標を達成するというような「効

いると考えられる．本研究においても，体育授業を受講す

率化」した教育方法であったのかもしれない．さらに，大

ることによって学生間のコミュニケーションが促され，そ

橋他（2013）は，具体的かつ適切な目標設定を行うこと

れにより大学適応の自己効力感が高められた可能性があ

で教育効果が高まることを報告している．本研究でも，指

る．このことが課題に対しての動機付けとなり，多くの文

示と適切な目標がうまくマッチングしたことで，文章増大

章を記述するようになった 1 つの要因と推測できる．3 つ

効果が現れた可能性がある．これに対し，3 回目の課題に

目は，学生が文章を多く記述することを学習した可能性で

おける介入群と対照群の文字数は有意差が認められなかっ

ある．介入群の学生は，
『課題に取り組んだ後に「4 つ以上」

たが，介入群の文字数が増大しなかったというよりは，む

の指示のもと文章を記述する』という行動を 3 回繰り返し

しろ，初期値が低い値だった対照群において，口頭指示に

た．課題に取り組むことが刺激となり，その結果，対照群

よって徐々に文字数が増えてきており，記録課題で文章量

よりもやや多くの文章を記述することが反応として引き出

を多く書くピークを迎えていたことに起因していると考え

されたと考えた場合，刺激—反応理論による学習効果が

られる．しかし，対照群では，口頭の指示でいくら文字数

現れた可能性がある．そのため，
「4 つ以上」の指示を中

や文章数を増やそうと教員が努力しても，簡易な「4 つ以

止した後も，学生はそれまで通り文章を多く記述したと推

上」の指示があった介入群の文字数や文章数を有意に上回

察できる．しかし，
「4 つ以上」の指示を中止した後にお

ることができなかったことは興味深い点であろう．また，

いても記述量が高い値を示した明確な理由は明らかではな

こうした「4 つ以上」の簡易な指示で文字数と文章数が増

く，さらなる今後の検討が必要なところであろう．

加した理由の 1 つとして，学生が「4 つ以上」の指示を具
体的な評価基準として認識し，良い成績や単位を取得する

次に，大学体育授業において感想を記述させることと，
持続的に文章量を増加させることの重要性や意義について
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考える．文部科学省の報告（2015）では，大学の初年次

± 0.1 文となっており，一定の対応が観察された．こうし

教育において，書くことに関する内容を実施している大学

た結果となった理由として，課題 1 回目は，初回の課題の

が 84.1％存在し，全体で最も多い内容であった．つまり，

ため文章を記述することに慣れていなかった，
「４つ以上」

大学初年時の学生は，文章を書く力が最も求められている

の指示を見落としていた等の可能性があった．しかし，そ

と言っても過言ではないだろう．大学体育授業において，

の後，課題が進むにつれて，結果の反芻に慣れ，文章記述

感想文で文章を多く記述させることを実施することで，大

が行えるようになった，成績等のために文章を書かなけれ

学生の文章を書く力を高める一助となっているのかもしれ

ばならないと考えるようになった，という可能性が考えら

ない．しかしながら，文章を書く力を高める以上に，むし

れた．これに対し，課題 4 〜 6 回目は，3.3 ± 0.1 文，3.2

ろ，文章を記述することで自己理解が進み，授業で取り組

± 0.1 文，3.2 ± 0.1 文となり，
「4 つ以上」の指示を中止

んだ内容を反芻した結果として，思考が深まる可能性があ

した影響が見受けられた．しかしながら，介入群の文章数

る（小沢 2009）
，という点において持続的に文章量を増加

が対照群と比べて高い値であることから，
「4 つ以上」の

させる重要性や意義があると言えるかもしれない．これを

指示の効果が完全に消失したわけではないものの，一部の

支持するように，本研究では，
「4 つ以上」の指示によっ

学生が今回からの課題は「4 つ以上」でなくて良いと捉え

て学生の文章記述量を増加させた結果，課題の目的やねら

た可能性が推測できる．また，全く別の観点から考察す

いである生活習慣の改善に関するキーワードの記述頻度が

ると，授業期間を通じて「4 つ以上」の指示を“文章数を

増大した．特に，文章増加量が最も大きかった 1 回目の課

4 文以上記述しなさい”と捉えなかった学生が少なからず

題は，4 つのキーワードの記述頻度が増加しており，文章

いる可能性が考えられる．これらの学生の指示の捉え方の

を多く記述させることで多くの思考を引き出したと考えら

ひとつに，
“4 つ以上の観点で記述しなさい”と解釈した

れる．また，課題 2 回目では，対照群の記述は睡眠に関す

可能性も考えられる．その根拠は，課題 2 と 6 回目におい

るキーワードが多かったことに対し，介入群では睡眠だけ

て，対照群では少なかった「運動」と「体調」のキーワー

でなく
「運動」
の単語が増加した．同様に，
課題 6 回目では，

ドが介入群で増加したことである．このことは，
「4 つ以上」

食事に関するキーワードに加えて「体調」の単語が増加し

の指示が学生に多様な観点を気づかせるかもしれないこと

た．こうした結果は，文章を記述する際に，学生が新規の

を示唆するものである．以上のように，
「4 つ以上」といっ

広い視点で，より思考したことによってもらたされた可能

た漠然とした指示は、学生全員の受け取り方が必ずしも同

性を示唆するものである．そのため，
「4 つ以上」の指示

じになるというものではなく，各学生によって異なる可能

により文章を多く記述することは，
学生の思考を促進させ，

性がある．しかし，
「4 つ以上」の指示は，何ら指示が無

こうした過程を経ることで，教育効果をより高める可能性

い場合と比較し，結果として，授業内容の反芻をより引き

を秘めていると考えられる．さらに，本研究の結果では，

起こし，思考させることによって教育効果を高める可能性

学期期間を通じて一定の文字数増大効果が確認され，今回

が示唆された．

の指示は持続的に効果を有する可能性が示された．
これは，

本研究は，大学体育現場における実践的な研究である

指示の効果が，他の教材や教科に波及される可能性をも推

ことから，重要な限界点が含まれている．すなわち，本

察させるものである．以上のように，大学体育授業におい

研究の介入群では，課題の 1 回目から「4 つ以上」の“指

て，自由記述の文章を簡易な指示によって多く記述させる

示あり”，対照群では「4 つ以上」の“指示なし”の状態

ことは，学生に内容を反芻させ，より深い思考をさせると

で研究を行った．しかし，厳密な検討を行う上では，初

いう教育効果を高める可能性があることから重要なことで

回の課題で，両群ともに“指示なし”の課題を与え，文

あると考えられる．しかし，文章量が増大した際，授業や

章の記述量のベースラインにおける両群の差が無いこと

課題で教育の目的やねらいとしていた項目の修得効果がよ

を定量的に確認した後，
「4 つ以上」の“指示あり”介入

り高まったか，さらに，簡易かつ明確な指示が「4 つ以上」

を実施すべきであった．しかし，同一大学の同一学部に

が至適な目標なのか，あるいは「3 つ以上」なのか，
「5 つ

入学した初年次学生をいずれかの群に受講クラスごとに

以上」なのか，という点については今後の詳細な検討が必

無作為的に割り振って本調査を行っているのみならず、

要なところであろう．

対照群と介入群の性別、年齢、学部学科構成、課外活動

さらに，
「４つ以上」という指示に対し，学生が記述し

経験に有意差がない等，可能な限り，ベースラインの対

た文章数について考察したい．本研究では，
「４つ以上」

象者の特性が同じになるよう介入デザインを立案した．

の指示によって，初回のみ 3.7 ± 0.1 文であったものの，

したがって，文章の記述量のベースラインデータ欠損の

介入群の第 2 回目と第 3 回目がそれぞれ 4.0 ± 0.1 文、4.1

影響は大きいものの，本研究では，対照群のその他のベー
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スライン特性がほぼ同じレベルの集団であったと推察で
きるだろう．さらに，課題 4 〜 6 回目において，今度は
反対に，
対照群に対して
「4 つ以上」
の指示を与えるような，
クロスオーバー形式の研究展開方法を採用し，比較検討
していれば，万が一サンプリングに偏りがあったとして
も，より一層，指示効果の有無を明確に明らかにするこ
とができていたかもしれない．したがって，今後，教育
現場においても無理なく実施できる研究デザインの工夫
をしつつ，更なる多面的な検討が必要なところである．
結論として，大学体育における授業時間外の課題におい
て自由記述を行わせる際，記述欄に「4 つ以上」と簡易か
つ明確な指示を与えると，学期期間を通じて受講者の文章
記述量を増大させることが示された．また，こうした文章
増大効果の一部は，
「4 つ以上」の指示を学期の後半で中
止した後も残存され，少なくとも指示がない場合よりは，
継続的かつ効果的に文章量を高める作用のあることが示唆
された．こうした情報は，大学体育における教育効果をよ
り一層効果的に高める可能性があることから，現場におい
て有益な知見であると考えられよう．
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英文抄録の和訳
目的：本研究は，学期期間中に，4 つ以上という簡易な指示が連続的に課題の感想量を増大させるか，検討することを目的
とした．方法： 374 名の大学生を対照群（n = 180）と介入群（n = 194）に分けた．生活習慣を記録し，行動変容を引き起
こすために，
学期期間中に，
全ての学生が宿題として 6 つのタイプの課題が与えられ，
これに関する感想やコメントを記述した．
介入群の課題 1 〜 3 では，記述欄に『1 週間記録してみて，気づいたこと・感じたことを書きとめておきましょう（4 つ以上）
』
という指示を表記し，
対照群のそれには，
同じ文章で「4 つ以上」を表記しなかった．さらに，
課題 4 〜 6 では，
両群において「4
つ以上」の指示をしなかった．学期期間後に全てのワークブックを回収し，各課題の記述欄に書かれた文章の文字数，文章数
を評価した．結果：介入群の課題 1，2，4，5，6（P < 0.05）の文字数は，対照群と比べて，有意に高値を示した．また，介
入群の文章数は，対照群と比べて，すべての課題において有意に高かった（P < 0.01）
．結論：これらの知見は，学生が大学
体育の授業時間外の課題に関する感想を記述する際，
「4 つ以上」といった簡易な指示は，学期期間を通じて量的観点におい
て感想を継続的に増大させることが示唆された．
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