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学習方法の検討
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Leaming methods to prevent choking under pressure 

Kisho Ogasa 1)， Hiroki Nakamoto2)， Sachi Ikudome3) ， Hiroshi Mizuochi4) and Shiro Mori2) 

Abstract 

This study aims to present an e百'ectivelearning method to prevent performance decrement in choking under pressure. On 

the basis of an attentional theory， the present study compared the e百'ectsof three learning methods on choking: skill focus learn-

ing， which focuses on task-relevant cues; defocus learning， which focuses on task-irrelevant cues; and eclectic learning， which 

focuses on a single swing thought cue. Eighteen college students were assigned to one of the three learning conditions. They 

practiced golf putting in 10 blocks of 10 trials for 3 days each (300 trials in total) under each condition， and， after learning， skill 

tests were conducted under low-， middle-， and high-pressure conditions. The result showed that， i汀espectiveof the anxiety 

level， putting performance did not decrease in the eclectic learning mode. In contrast， in the other two learning conditions， the 

level of performance decreased with an increase in the anxiety level. These results indicate that the most e百'ectivemethod to 

prevent choking under pressure is the eclectic method-namely， one that focuses on a global cue word that collectively repre-

sents the explicit rules of skill execution. 

Keywords: Choking， Distract model， Explicit monitoring model 

り"と呼ばれ(杉原、 2003)、その予防法や対処法の解明

は研究者においても重要な関心事となっている (e.g.，

Beilock & Gray， 2007)0 

あがりによるパフォーマンス低下のメカニズムとし

て、注意散漫モデル (Wine，1971)と顕在的モニタリング

モデル (Baumeist町 1984)という運動時の注意と記憶構

造に着目した 2つのモデルが提案されている。注意散漫

ワーキングメモリ(課題遂行の際に必要と

はじめに

スポーツにおける競技指導の目的を端的に示せば、練

習場面での実力向上と試合場面での実力発揮である。特

に、試合場面でのプレッシャーによって不安や緊張から

本来の実力を発揮できないことは、選手はもとより指導

者にとっても重要な問題の一つである。このような不安

や緊張を感じ実力が発締できなくなる心の状態は“あが モデルでは、
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なる情報を短期的に保持し処理する短期記憶システム)

の処理容量不足からパフォーマンス低下が説明される

(Carver & Scheier， 1981: Wine， 1971)。具体的にいえば、

あがりを喚起するプレッシャーは、課題遂行に無関係な

思考(例えば、将来の結果に対する心配など)を喚起さ

せる。この場合、課題遂行者は遂行中の課題と不要な思

考の両方に、限られたワーキングメモリの処理資源を振

り分けなければならない。このように注意散漫モデルで

は、課題に無関係な情報に注意がシフトし、課題遂行に

必要とされるワーキングメモリの処理資源が奪われてし

まうことによってパフォーマンス低下が生じると仮定し

ている。一方、顕在的モニタリングモデルでは、注窓散

没モデルで説明される処理資源不足というよりは、むし

ろ過剰な処理資源の配分がパフォーマンス低下を招くと

考える。具体的にいえば、プレッシャーは運動を正しく

遂行しようとする自己意識を高める。その場合、注意は

意識的・意図的に運動の細部に向けられ (Gra弘2004)、

練習によって自動化・手続化されたー述の運動が、ひと

つひとつの運動を意識する個別化された述動になる(脱

チャンク化:Masters， 1992) 0このように顕在的モニタリ

ングモデルでは、練習によって自動化・手続化された一

述の運動が、学習初期に行われるような意識的でぎこち

ない運動に逆戻りすることによってパフォーマンス低下

が生じると仮定している (Baumeister，1984: Beilock & 

Carr， 2001; Hardy， Mullen， & M訂tin，2001; Masters， 1992) 0 

これらのモデルは、注意のシフトによるパフォーマンス

低下という点では一致しているが、注意が課題遂行以外

に向くか、課題遂行に過剰に向くかという点で相反する

理論であるO

よって、これらのモデルからは、あがりによるパ

フォーマンス低下の有効な予防方法として全く対称的な

ものを仮定することができる D 仮に課題に無関係な思考

への注意のシフトがパフォーマンス低下の原因ならば、

課題遂行にだけ注意を集中すればパフォーマンス低下を

回避することができるo Beilock & Carr (2001)は、ゴル

フパッテイングの学習において、自己意識や運動に強く

注意が向く状況で練習した群は、課題に無関係な妨害に

注意が向く状況で練習した群よりも、あがり場面でのパ

フォーマンス低下が小さいことを報告している。この結

果から、課題遂行にだけ注意を焦点化する方法はあがり

によるパフォーマンス低下の予防に有効であると考えら

れる。しかしながら対照的に、仮に動作に過剰な注意が

向くことによってパフォーマンス低下が生じるならば、

動作そのものに注意を向けない運動制御を促す方法が有

効となるo Masters (1992)は意識的な運動制御が遂行で

きないように、学習中に文字をランダムに発話させる 2

重課題を用いてゴルフパッテイングの学習を行わせたと

ころ、あがり場而においてパフォーマンス低下が認めら

れなかったと報告している(同様に、 Gucciardi& 

Dimmock， 2008: Mullen & Hardy， 2000) 0この結果は、 2

重課題によって、スキル遂行に関わる顕在的な知識によ

る意識的制御の獲得が抑制され、潜在的な知識による無

意識的制御の獲得が促進されたためであると考えられて

いる。このように、あがりによるパフォーマンス低下の

原因が、注意が課題以外に向く、あるいは過剰に向くた

めであるといった理論の相反は、その予防方法において

も、注意を課題に焦点化するか、課題から脱焦点化する

かといった正反対の可能性を示唆することになる。さら

に近年では、運動遂行時に自己意識に注意を向ける場合

でも、パックスイングやフォーワードスイングといった

ように注意を部分的に向けるのではなく、ゴルフスイン

グの一連のプロセスを統合した打ち方に関する全体的な

キューワード(例えば、スイング全体をスムースに行う)

に注意を向けた場合、あがり場面でのパフォーマンス低

下が小さいことが示されている (Gucciardi& Dimmock， 

2008: Jackson & Wilson， 1999)0この方法では、ひとまと

まりの動作へ注意を集中できるため、過剰に個々の動作

に注意が向くことによって生じる脱チャンク化と課題以

外への注意の分散によって生じる処理資源不足の両方を

回避できる可能性があると考えられている (Gucciardi& 

Dimmock， 2008) 0つまり、このような課題遂行に注意を

向けながらも、過剰には向けないという折衷条件でもパ

フォーマンス低下が軽減されると考えられる。

以上のように、注意を自己意識に焦点化する方法や脱

焦点化する方法、動作の全体的なキューワードを利用す

る方法があがりによるパフォーマンス低下の予防方法と

して提案されているが、どの方法に関しでも一貫した結

果が得られているわけではない。その原悶として、それ

ぞれの研究において、対象となる実験参加者の技能水

準、課題内容、テスト文脈で用いられたプレッシャーの

かけ方が異なることが影響していると考えられる。例え

ば、 Beilockら (2002)は、運動遂行に対する注意の焦点

化や脱焦点化の影響が初級者と熟練者では異なることを

示している(同様に、 Gra弘2004)。また、遂行する課題

に必要となるワーキングメモリの処理容抵の違いが、処

理資源不足や過剰な意識的制御の生起を規定する要因と

なることが示唆されている (Beilocket a1.， 2∞4; Beilock 

& Gray， 2007; Hardy， Mullen， & Martin， 2001)。さらに、プ

レッシャーの秘煩によって、パフォーマンス低下を引き

起こす動作への影響が異なる可能性も指摘されている

(キ111Jら、 2007)。よって、あがりに有効な予防方法を明

らかにする場合、同一技能水準、同一課題、同一プレッ



あがり品~J{fiでのパフォーマンス低卜を川避する";!:)，l)!7Jil、の+9!.!.t 3 

シャ一条f'IoTでの比較が必裂となるが、そのような研究

は熟練者を対象とした研究のみであり (Gucciardi& 
Oimmock，2008)、初級r.を対象に学ザiJiil、として比較し

た研究は行われていない。 初級者を対象とした年 ~I)I実験

によって J'1坊方法を比較する こ とは、過去のう~:1可経験の

迎いが尖験結果に彩科すると予想される熟練者を対象と

するよりも (Beilock& C山 r，2001: Masters， 1992)、より

明f，!I:にあがりの子!日'ji去の効来を検品lできると考えられ

る。

以上から本研究では、焦点主'1斜!?l 、 II見 H~ ，t~:r: L~~斜『判、折

衷tiH:中刊をJIli.り上げ、あがり tt)j而でのパフォ ー7 ンス 11，
下予|坊につながる枇もイi~1J な学習方法を 、 l司ー技能水

準、 1r;1一課題、同一プレツンヤ一条1'1の lで比較しIYIら

かにすることを目的とした。

11. 研究方法

1 実験参加者

笑験参加者は、右利きでゴルフ経験のない9J-{-大う':/1-'

18名 (20.7:t 1.46成)を対象とした。なお、平1Iき手はアン

ケー 卜川紙にて判別 した(八川、1996)。参加者には、尖

験の尖施。Îjに、実験手~iiおよび例人間報の l抗議について

説明IL、 卜分な理解をtUた上で参加lの|“Jn'を得た。

2 実験課題

災験:課題として、実験主l刈に設泣きれた ド姐な人 L ，~

上の的に lítJかつて、 250cm 離れた悦 ìi{t~か りパッティング

を行い、(j甘の'1'.(.、にボ-1レを静止 させるというゴルフ

パァテイノグ諜泌を111いた (lgII)。なお、的の11'1任は

100cmで、 5cm-iつ半作の大きさが院なる l日制の同心1'1

によ って椛Ji止されており、 if，.(.、 lこポールがI'i~l[ーした場介

は10.'町、外側にl旬かうにつれて 9点、 8.1，'，(と 1/J.ずつ減

点し、1'10の外側lにポールがl作11-.したJJJ.げh はO山とした。

""酬

一HA
べ一」

」
図1 実験装置および課題についての概略図

3 実験装置

ゴルフパッ ティング課題を行うために、 frr径100cmの

l' 1 Jf;の的が:tUiかれた、1'.)出な 人工芝を十上111した。パ Yテイ

ングf仰(リ札J~.'点l

自離tを;記己i鈷kするために、デジタルビデオカメラ (SONYtl 

製、 DCR.HC62 ) を J II いた。 1;il}~5は的の|方2.l m の[占的

から、サンプリング川波数30Hzで行った。パァテイング

動作if'のクラブヘッドの 3次元凶仰を計測するために、

OPTOTRAIくCertlls(NDI判製、OPTOTRAK)を111，、た。

クラブヘッドに赤外線マーカーをJ!，Iif.)し、実験参加ftの

liij方に設iFJした位 inセンサーによって、サンプリング品l

ilJi.数初日Hzで計測をわった。また、状態不安の測定に|則

しては、状態 特伯イゾ〆テス ト(新版 5同町一TraitAnxiety 

Inventory.Form JYZ [5'1‘AIl: 1肥111j!)-ら、 2000)を{史!IIし

た。

4 実験手続 き

実験l:tj!lfiに先立って、全実験参加1ftに対してプレテス

トおよび状態不安の測定を実施した。プレテストにおい

ては 10，:，，1Jのパッテイングを実施させ、その後、パッ

ティング制収に基づいて パフォーマンスレベルが[Ii]様

になるように全'人験参加者を 3つの尖験併に分Jl'iした。

尖験昨は、習得試行を1fう際、パァテイング動作にa.tf

を向ける「イi 占 1\'1斜!~J){nr: J、動作以外の，1，，'， 1則係なf首相((11日

1):~~l凶 ) I こ iì戸主を IÍl J ける 「脱，V~i:i 明和I!~l}{ 昨」、そして、 一

辿の~i!J11を統合した打ち}Jに附するキューワー ドにH:n

を j íljける 「折"'ü\~糾lザ'/It下 」 の 3 つとした。

プレテス ト終 f後、全'丈験参加者に対して 311111)の11

f~l[で判官J 試行およびプレ ッ シャ ー トでのポストテストを

実施した 判得試行においては、以卜に司、したような児

なる教 '1、が昨 11T:に リ えりれた。 まず、 11' 山瑚練~J)l ln に対

しては、ゴルフのm;且Jiを:!，!;にパァテイングにl叫する市

裂な ~ÒJ I1のポイントをー つ悦示し 、 そのポイ/卜のみを

芯織しながらパ ッティングを実施するよう教示した。こ

の~i!J刊のポイノトとは、 「打ち方」 に|則するもの、 「腕の

似りJiJ に IllJするもの、そして 、 r~Jiの fJi: iUJに|則するも

ののうちどれか lつが.I!'l11為に与えられた。Hf-t<的に

は、それぞれ 「手前のみを使うのではなく、腕全体で打

つことに:0::織を向ける」、「パ yクスウイングの大きさに

.'.1. 織を l ítJ ける」 、 r ~fi を動かさないように打つこ とを 1231設

する」という内容であり、 1'1ff.ヰ試行開始時に口頭で伝え

た。 弔~12な動作のポ イ ントに|刻する救d之内容を複数に L

て、昨l人lの11!1人1mでjもなるようにしたJ:'1![Jjは、あがりへ

の効栄が、fl示された[1!Jf'1のポイン卜にiiーなを向けたこ

とによるものか、動1'1ポイン トにi対わ句ずーっのポイン

トにiJ立をliilけたことによるものかを弁明lするためであ
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る。次に脱焦点型練習群に対しては、パッテイング開始

前にrIOOから 2ずつ引いていってくださ ¥'¥J と教示し、

パッティング終了まで暗算をし続けることを要求した。

なお、試行毎に異なる数字を教示した。最後に折衷型練

習群に対しては、「柔らかいパッテイングj、「振り子のよ

うなパッティング」など、ゴルフ選手の一連のパッテイ

ング動作を表すキューワードを意識しながらパッテイン

グを実施するよう教示した。習得試行は、 10試行を 1

セットとし、 1日10セットずつ、 3日関連続で合計30

セット (300試行)を行わせた。

3日日の習得試行終了後に状態不安の測定を行い、実

験参加者に対してポストテストについての説明を行っ

た。ポストテストは、 Beilock& Gray (2007)を参考に、

金銭的報酬および社会的評価という 2つの側面からプ

レッシャーを与える 3条件(プレッシャー弱条件、プ

レッシャー中条件、プレッシャー強条件)で実施した

(表 1) 0 ポストテストにおけるプレッシャ一条件の遂行

順序は、全実験参加者ともプレッシャー弱、中、強の順

序で行った。本研究では、実験参加者間でプレッシャ一

条件の順序をランダムにするという順序効果を相殺する

ための手続きを用いなかった。その理由は、プレッ

シャ一条件では、弱条件・中条件の順で行う実験参加者

と強条件・中条件の順序で行う実験参加者の問で、同じ

プレッシャー中条件が同程度のあがりを喚起できないと

いう相対効果の問題を回避するためである。全てのテス

トおよび習得試行において実験参加者は、パッテイング

実施後にポールの実際の静止位置を確認することが可能

であった。習得試行におけるセット問のインターバルお

よびポストテストにおける各条件聞のインターパルはそ

れぞれ、 30秒および1分間とした。

表 1 ポストテストにおける各プレッシャ一条件につい

ての詳細

プレッシャー録件 金銭的鰻蘭

B~長件 なし

各Iit行において以下の縄国を与えた

中条件 <I:鈎の中心にポールが僻止:S()()円

電;習得"の平淘1IJa.以よ-，ω円

IIit行に聞して以下の銀扇を与えた

強.件 (1:的の中心にポーJ"が静止:C9嗣が2倍

c2:的の中心以外に;f{-J"が"止・徳副を没収

5.測定項目

社会的解笛

なし

なし

得点にmする
他省比駁

5E事

I~ 

習得試行を通してゴルフパッティングのパフォーマン

スが向上したかどうかを検討するために、同心円上の

ポール静止位置に恭つ'いてパッテイング得点を算出し

た。各実験局面においてあがりが喚起されていたかどう

かは、 STAIによって測定した状態不安得点によって検

討した。また、あがりが喚起された状態でのパフォーマ

ンスを示す指標として、的の中心からボール静止位置ま

での距離に関する絶対値を使用した。距離の絶対値は、

的の上方から撮影した映像を基に、 DARTFISH

(DARTFISH社製、 DARTFISH)を用いて算出した。さら

に、同様にキネマティクスの指標として、クラブヘッド

のピーク速度を算出した。速度は、 OPTOTRAKによって

計測された3次元座標データを基に、 Matlab(Mathworks， 

Inc.)を用いて算出した。

6.統計処理

プレテストから習得試行を通して学習効果が得られた

かどうかを検討するために、 10試行毎のパッテイング得

点の平均値に関して、群 (3)xパッテイング試行数 (31)

の2要因分散分析を行った。そして、習得試行と比較し

てポストテストにおいて実際にあがりが喚起きれていた

かどうかを検討するために、各実験局面(習得試行、ポ

ストテストにおける 3つのプレッシャ一条件)における

状態不安得点に対して、群 (3)x実験局面 (4)の2要因

分散分析を行った。また、あがり場面におけるパフォー

マンスおよびキネマティクスに関して群問で比較を行う

ために、絶対誤差およびクラブヘッドの移動迷度に関し

て、群 (3)xポストテスト条件 (3)の2要因分散分析を

行った。主効果の検定には Bonferroni法を用い、交互作

用が有意であった場合には、単純主効果検定を行った。

なお、全ての統計解析には統計解析ソフト SPSS(SPSS 

社、 SPSSfor windows 12.0)を用い、有意水準を 5%未

満とした。

m.結果

1 .各群のパッティング課題の学習効果について

図2はプレテストから習得試行終了までのパッティン

グ得点、に関して、各群の10試行毎の平均値の推移を示し

ている。これらに関して、群 (3)xパッティング試行数

(31)の繰り返しのある 2要因の分散分析を行った。その

結果、パッティング試行数に関する有意な主効果が示さ

れた [F(30，450) =6.45， p<.OlJ。交互作用に|期しては有

意な結果は得られなかった。主効果に関して多重比較を

行った結果、全ての群において、プレテスト及び習得試

行における最初の10試行の平均値から最後の10試行の平

均値が有意に向上していた (pく.05)。この結果は学習方

法の違いに関わらず、習得試行を通してパッティングパ

フォーマンスが有意に向上したことを示している。

2.各テスト試行における状態不安得点について

プレッシャ一条件毎の状態不安得点は、プレッシャー

弱条件では、 44.5:t8.47点、プレッシャー中条件では、

41.2:t8.67点、プレッシャー強条件では、 45.5:t9.44点と
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であった。交互作用に関して単純主効果検定を行った結

果、焦点型練習群においては、あがり低条件と比較して

あがり中条件とあがり向条件 (pく.01)において誤差が有

意に増大していたこと、また、脱焦点型練習群において

は、あがり低条件と比較してあがり高条件 (p<.01)、あ

がり中条件と比較してあがり高条件 (pく.01)において誤

差が有意に増加していたことが示された。これより、焦

点型練習群においてはあがりが中程度および高程度にな

ると、パフォーマンスが有意に低下するということが明

らかとなった。また、脱焦点型練習群においてはあがり

の程度が高い場合にのみ有意なパフォーマンスの低下が

示された。一方、折衷型練習群は、あがり喚起によるパ

フォーマンス低下は示されなかった。

各あがり喚起条件における絶対誤差の比較図3

なった。これに対し、習得試行では、 39.8:t9.12点であっ

た。これらについて、群 (3)x実験局面 (4)の繰り返し

のある 2要因分散分析を行ったところ、主効果、交互作

用ともに有意な結果は示されなかった。そこで、習得試

行とポストテスト(プレッシャー 3条件の平均得点)に

ついて、群 (3)x実験局面 (2)の繰り返しのある分散分

析を行ったところ、実験局面の主効果に関して有意な傾

向が示され [F0， 15) =3.84， pく.10]、ポストテスト全体

(43.7:t5.54)においては、習得試行 (39.8:t9.12)と比較

して約4点の状態不安得点の増加傾向が示された。以上

から、本研究において用いた金銭的報酬および社会的評

価によるプレッシャ一条件の操作は、習得試行に比べる

とあがりを喚起することができたが、実際には実験操作

の意図した通りにはあがりを喚起していなかったといえ

る。つまり、実験操作に関わらず、あがり喚起の程度に

は個人差があったといえる。そのためこれ以降の項目に

関しては、実験参加者ごとに、 3つのプレッシャ一条件

において状態不安得点が低かった順に、あがり低条件、

あがり中条件、あがり高条件と定義し分析をlrった。

図2

4.各群のあがり場面における動作速度の変化につ

いて

図4は各あがり条件におけるクラブヘッドのピーク速

度を群毎に示している。あがり場面において示されたパ

3.各群のあがり場面におけるパフォーマンス発揮

について

図3は各あがり条件におけるパッティングの中心から

の誤差を示している。先にも述べたように、この図にお

けるあがり喚起の強さの違いは個人内での状態不安得点

の違いを表している。異なる学習方法があがり l喚起場面

でのパフォーマンス発輝に与える影響を検討するため

に、パッティングにおける中心からの絶対誤差につい

て、群 (3)xあがり喚起の強さ (3)について繰り返しの

ある 2要因の分散分析を行った。その結果、あがり喚起

の強さの主効果 [F(2，30) =19.29， p<.01]及び群×あが

り喚起の強さの交互作用 [F(4， 30) =4.28， pく.01]が有怠
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図4 各あがり喚起条件におけるピーク速度の比較

フォーマンスの低下についての原因を検討するために、

ピーク速度に関して群 (3)xあがり喚起の強さ (3)の繰

り返しのある 2要因の分散分析を行った。しかしなが

ら、全ての主効果及び交互作用に関して有意差が示され

なかった。つまり、学習方法の述いはプレッシャー下に

おける動作のキネマティクスに対しては影響を与えない

ことが明らかとなった。

w.考察

本研究は、あがり場面で生じる注意のシフトに着目

し、焦点型練習、脱焦点型練習、折衷型練習をとりあげ、

あがりによるパフォーマンス低下を回避する有効な学習

方法を明らかにすることを目的とした。本実験で得られ

た主要な結果は、異なる学習方法は、習得試行のパ

フォーマンス向上に影響は与えないが、あがり場而での

パフォーマンス低下の程度に影特を与えるということで

あった。

具体的には、焦点型練習群の参加者はあがり中条件お

よび高条件においてパフォーマンスを低下させ、脱焦点

型練習群の参加者はあがりが中程度まではパフォーマン

スを維持したが、あがりが最も向くなる場面では大きく

パフォーマンスを低下させた。これら雨前.の結果に対

し、折衷型練習群の参加者はあがりの程度に関わらずパ

フォーマンスを維持する結果となった。つまり今回の結

果からは、ゴルフスイングのー述のプロセスを統合した

全体的なキューワードに注意を向ける方法が、あがり場

而におけるパフォーマンス発揮に有効であるといえる。

まず、本研究で用いたパッテイング謀題における焦点

型練習群のあがりによるパフォーマンス低下は、顕在的

モニタリングモデルで説明される過剰な意識的制御に

よって引き起こされたと考えられる。その理由として、

仮にパフォーマンス低下が課題に無関係な情報に注意が

シフトするワーキングメモリの処理資源不足によって生

じたならば、運動遂行にのみ焦点をあてる焦点型練習群

は、あがり場而で最も高いパフォーマンスを示すはずで

ある。しかし、この群の参加者ではあがりが中程度の場

合にすでにパフォーマンス低下が観測され、本研究で用

いた学習方法の中で最もあがりに脆弱な方法であった。

Beilock & Gray (2007)は、よく学習されたゴルフパッ

テイングや野球のスイングのように、自動化・手続化さ

れた知識によって無意識的に制御される運動課題(ワー

キングメモリへの負荷が小さい課題)の場合は、過剰な

意識的制御によってパフォーマンス低下が生じ、意思決

定や問題解決のために情報を逐次更新し、意識的に制御

される運動課題(ワーキングメモリへの負荷が大きい課

題)の場合は、処理資源不足によってパフォーマンス低

下が生じやすいと指摘している(同様に、 DeCaroet a1.， 

2011)。これらに従えば、焦点型練習群のように、習得試

行においてパッテイング動作の側々に焦点をあてて意識

的に練習を繰り返すことは、あがり場面での顕在的モニ

タリングによるパフォーマンス低下を招きやすいといえ

る。

また、学習初期から意識的な運動制御ができないよう

に2重課題を用いて練習した脱焦点型練習群において

も、中程度のあがりまではパフォーマンスが維持される

が、高いあがり喚起状況で・はパフォーマンス低下が生じ

た。この結果は、 2重課題の有効性を主張する Masters

(1992)の見解とは異なる O 本研究と彼の研究の主要な違

いは、あがり条件の設定にある。 Masters(1992)はプ

レッシャーとして、パッティングをゴルフ熟練者が後で

評価するという社会的評価のみを与えたが、本研究にお

いては、プレッシャーが中程度の条件では金銭的報酬、

プレッシャーが最も高い条件は金銭的報酬と社会的評価

が与えられた。よって、 Mastersの研究は本研究におけ

るけI程度のあがり喚起場而までしか検証していないこと

になる。これらを総合して考えると、 2重課題を用いて

学習初期の意識的な制御を抑制する学習方法は、あがり

が中程度の場而では意識的制御が抑制されるが、プレッ

シャーが強く向いあがりが喚起された場合には有効では

ないことを示す。 Maxwell，Masters， & Eves (2000)は、

2重課題を用いても個々の動作に対する意識を完全に抑

制できず、平均2つは動作に関する知識を利用しながら

学習していたと報告しているo つまり、 2重課題を用い

ることでメイン課題(パッテイング)に対する注意を減

少させることができるが、特に高いあがり状態のl時はそ

の減少させた注意を完全に制御できず、メイン課題への

意識的制御が残存してしまい、その結果、本研究で示さ

れたようにパフォーマンスが低下すると考えられる。
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以上のように、焦点型練習も脱焦点型練習も高いあが

り状況で過剰な意識的制御が行われたためにパフォーマ

ンス低下が生じてしまったといえる。動作への過剰な意

識は学習された一連の運動を脱チャンク化し、運動速度

を低下させる (Masters，1992) 0 本研究においても有意で

はないが、最もあがりが高い状況において両昨の動作速

度が最も小さな値を示したことは、両群のパフォーマン

ス低下が過剰な怠識的制御による脱チャンク化によって

引き起こされたことを示唆すると考えられる。現実場面

において、初級者の多くは学習中に意識的に迎動を調整

しながら練習し (Fitts& Posner， 1967: Ericsson， Krampe， 

& Tesch-Romer， 1993)、その後、ワーキングメモリへの

負荷が低い自動化された制御となる (Beilock& Carr， 

2001; Masters， 1992)。このことを考えると学判初期に一

連の運動から要素を切り出して個別に指導することは、

あがり場面でのパフォーマンスに有害になるといえる。

一方で、中程度のあがりでパフォーマンス低下が生じな

いという脱焦点型練習群の結果は、脱焦点型事長宵によっ

て運動が自動化・手続化されていたことを示唆してお

り、この方法は学背中の手続き化を促進する学背ともい

える。

これらの焦点型、脱焦点型練宵群の結果とは異なり、

折衷型練習群の参加者はあがり場面でのパフォーマンス

低下を回避することができた。本研究と額似して、

Gucciardi & Dimmock (2008)は、熟練したゴルファーに

対し、スイングに関する 3つの知識に注意を向ける条件

(例えば、腕、体虫、加速)、スイングに無関係な 3つの

知識(例えば、色情報)に注意を向ける条件、一連の動作

を表すキューワードに注意を向ける条件(例えば、ス

ムーズ)のそれぞれの状況でパッテイングを行わせ、あ

がりに対する一過性の効果を検討している。その結果、

本研究と同様に、キューワードに注意を向ける方法が最

も有効であることが示された。この理由として、彼らは

2つの可能性を述べている。一つは、処純資源に関する

もので、単一のキューワードをJH'-、た状況は、 3つの情

報に注意を向ける他の群よりも処理資源をパッティング

に多く投入できたため、パフォーマンスが向くなったと

指摘している。しかしながら、本研究では焦点型練習群

でも折衷型練習群でも同様に一つの情報に旅立を向けさ

せたことから、この可能性は支持できない。もう一つは、

注意を向ける情報の内容に関するもので、キューワード

を用いた群は、パッティング動作の個々に対する注意で

はなく、全体の動作をひとまとまりにした情報に注意を

向けた点が有効であったという主張である。このような

方法は、あがり場面iで生じる迎動の脱チャンク化を防止

できると考えられる O よって、本研究においても、一連

の運動を表すキューワードに焦点をあてた折衷型練習群

は、あがり場面で過剰な意識的制御が行われでも、脱

チャンク化が生じることがなかったため、パフォーマン

スを維持したといえる O

v.まとめ

以上のように、あがり場面で生じる注意のシフトに着

目し、初心者を対象にして、焦点型練習、脱焦点型練習、

折衷型練習をとりあげ、あがりによるパフォーマンス低

下を防ぐ有効な方法を検討した結果、折衷型練習が有効

であることが明らかになった。つまり、あがり場而での

過剰な意識的制御によるパフォーマンス低下を回避する

ためには、学習対象となる運動の動作要素に注1訟を分割j

する練背を避け、動作要素をひとまとめにしたキュー

ワードを意識する練宵が必要であるといえるc しかしな

がら、本研究の結果は、プレッシャーに関する実験操作

に基づく分類ではなく、個人の状態不安得点、に基つeいて

再分類・分析することで得られたものである。この方法

では、あがり喚起を促すプレッシャーの種類の影響は相

殺されるため、異なる学背がどの種類のプレッシャーに

よるパフォーマンス低下を回避できたかについては疑問

が残る。よって、今後はあがり場而を作り出す複数のプ

レッシャ一条件を統制した上で、学潤によるあがりの予

防法を検討する必要があるといえるO また、プレッ

シャーを与えることによって喚起された不安の程度も

STAIの集同基準に基づいた場合、低不安であり、より高

いあがり喚起場面下での検討も必要といえる。
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文脈の不確実性が運動修正能力の向上に与える影響

幾 留 沙 智(鹿屋体育大学大学院博士後期課程)

中 本浩揮(鹿屋体育大学体育学部)

森 司朗(鹿屋体育大学体育学部)

The influence of contextual uncertainty on the improvement 
of movement correction capacity 

Sachi Ikudome 1 
)， Hir叫dNakamoto2) and Shiro Mori2) 

Abstract 

This study investigates how， in a coincident timing task， having uncertain expectations about the velocity of the target in a 

subsequent凶alcan improve movement correction capacity for target velocity change. Eighteen participants practiced a coinci-

dent timing task that involved a reaching movement to intercept a moving target. In the acquisition phase， they practiced under 

slow (4 m/s) and fast (8 m/s) conditions， where the initial velocity remained constant for a total of 270 trials. Three learning 

methods were used: (i) where two velocity conditions were randomly presented (High group)， (ii) where two velocity conditions 

were presented alternately (Control group)， and (iii) where one condition was presented after the completion of the other (Low 

group). Test trials that included an acceleration condition involving a change in velocity仕om4 m/s to 8 m/s within the trial in 

addition to the slow and fast conditions were conducted before and after the task was performed. The results indicated that all 

groups showed similar improvements with regard to timing errors in the coincident timing task under the test conditions. 

However， with regard to the rate of movement correction action after the acquisition phase， the High group marginally higher 

than the Control and Low groups. In addition， only the High group significantly increased the rate of movement correction仕om

pre-test to post-test. This result indicates that only the High group， which practiced under uncertain conditions， improved their 

movement correction capacity. Thus， the rapid update of the internal forward model under unpredictability in velocity conditions 

across trials could contribute to the improvement of movement correction capacit手

Key words: movement correction capacity， contextual uncertainty， coincident timing task 

1 .はじめに

野球やテニスなど厳しい時間制約を伴う打球運動で

は、ボール速度や軌道の変化に応じて、素早く柔軟に運

動の速度や方向といったパラメータを修正する必要があ

るo そのため、これまで多くの先行研究において、移動

指標の速度変化 (LeRunigo et al.， 2005: Teixeira et al.， 

2005，2∞6a，2006b)や軌道変化 (McLeod，1987: Le Runigo 

et al.， 2010)に対する捕捉行為の修正過程が検討され、近

年では、打球運動の熟練選手は未熟練選手と比較して、

変化後の環境に合わせて素早く正確に捕捉行為を修正す

る能力を有していることが明らかにされている (Gra弘

2009: Ranganathan and Carlton， 2007: Ripoll and Latiri， 1997: 

Le Runigo et al.， 2005， 2010)。よって、打球連動の熟達に

おいては、運動修正能力の向上が必要不可欠と言える

が、このような運動修正能力の向上に対する効果的な学

1) Graduate School 01 Physical Educatio1Z， Doctor's Course， Nati01zal 11lstitllte 01 Fitness alld Sports in Kanoya， 1 Shiromizll， Kanoya， 
Kagoshima， Japall 891・.2393

2) Faωlか01Physical Education， Nationallnstitute 01 Fitness and Sports ;n Kanoya， 1 Shiromizu， Kanoya， Kagoshima， Japan 891・2393
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宵方略については明らかにされていなし」

従来の捕捉行為の研究では、運動の調節は、知覚一行

為結合による述統的な運動制御であると説明されてきた

(ギプソン、 1985:Lee， 1976， 1980; Montagne et a1.， 1999: 

Peper et al.， 1994: Le Runigo et al.， 2005， 2010:山本、 2005)。

これに従えば、接近するボールを打つ場合、視覚情報を

常に利用しながら最終的にボールを捉える瞬間まで述統

的に打球運動を修正できることになる (Bootsmaet al.， 

1991; Bootsma and van Wieringen， 1990: Le Runigo et al.， 

2005，2010;Warren， 1988)0 しかしながら、環境の変化を

検出してから述動修正が開始されるまでには少なくとも

100 ---300ms程度の神経処理時間が必要となることから

(Nijhawan， 2008)、スポーツのような厳しい時間的制約

下で、連続的に運動を修正することは不可能であるとの

指摘もある (Zagoet al.， 2009) 0また、 deAzevedo Neto 

and Teixeira (2009)は、移動指標に対する捕捉行為にお

いて、指標速度が途中で急激に変化する状況でも、実験

参加者が予めその速度変化を予測可能な場合(文脈が確

実な場合)には捕捉行為遂行中の修正(移動指標の速度

変化に対する述動速度の変更)は観測されず、反対に、

移動指標が速度変化しない状況であっても、その速度が

事前に予測困難な場合(文脈が不確実な場合)は、布Ii捉

行為遂行中の修正が観測されたと報告している。この結

果は、移動指標の速度変化に対する運動述度の変更と

いった運動遂行中の修正が行われるか否かは、移動指標

に速度変化が生じるか否かよりも、むしろ次試行の移動

指標の速度に|期する不確実性の程度によって規定される

ことを示す。このように、近年では、運動遂行中の修正

は実際の視覚情報よりはむしろ、事前の予期や運動に

|期する内部モデルに基づいて実行されていると考えられ

ている (Zagoet al.， 2004， 2005， 2008: Zago and Lacquaniti， 

2005)。

以上のような捕捉行為遂行中の運動修正に関する近年

の知見に基づいた場合、運動遂行中の修正能力の向上に

は、内部モデルを素早く更新する経験が必要といえ、そ

れには文脈の不確実性が高い状況下での学習が有効であ

ると考えられる。具体的には、複数の速度条件が不規則

な順序で呈示される不確実な文脈下では、事前に準備さ

れた運動計画が実際に要求される運動と異なる状況が頻

繁に誘発されるため、指標呈示後に素早く運動計画を変

自足するといった機会が増加する。このような移動指標呈

示後の内部モデルの素早い更新経験を含む練習は、たと

え移動指標の速度変化に関する直接的な経験を伴わなく

とも、素早い内部モデルの更新が要求される運動遂行中

の修正(運動速度の変更)能力を向上させることが可能

であると予想される。一方で、次試行において呈示され

る移動指標の速度が予測可能である確実な文脈下では、

移動指標呈示前に次試行での速度条件に合わせた内部モ

デルの吏新が可能であり、素早い内部モデルの更新経験

が得られないため、運動遂行中の修正能力は向上しない

ことが予想される。

以上から本研究では、学習中における次試行の速度条

件についての不確実性の程度が、移動指標の急激な速度

変化に対する素早い運動速度の変更といった運動遂行中

の修正能力の向上に与-える影特を明らかにすることを目

的とした。これを明らかにするために、実験&!t!題として、

向かつてくる移動指標に対して正確なタイミングでリー

チング運動を実行する一致タイミング課題を川いた。運

動遂行中の修正能力を評価するテスト試行においては、

移動指標の速度が途中で急激に加速する条件を実験参加

者に呈示し、リーチング運動の速度を変更することでタ

イミング一致させる課題を行わせた。習得i試行において

は、運動遂行中の修正能力の向上を目的として、移動指

標に速度変化の無い 2種類の定速条件で練習を行った。

この際、次試行の速度条件についての不確実性の程度、

つまりは学習中の文脈の不確実性が異なる 3つの実験群

を設定した。まず 1つ目の群は、 2種類の速度条件が不

規則な順序で呈示されるために不確実性が向く、移動指

標呈示後の素早い内部モデルの更新が要求される High

群、次に、 2つの速度条件が交互に呈示されるために不

確実性が低く、移動指標呈示前に内部モデルの更新が可

能である Control群、そして、各速度条件をまとめて練

習するために不確実性が低く、また内部モデルの更新も

要求されない Low群であるo 仮に、運動遂行中の修正能

力の向上に対して内部モデルの素早い更新経験が必要な

らば、学習中の向い文脈の不確実性によって移動指標呈

示後の素早い内部モデルの更新が要求される High群の

みが、学習後に述動修正を意味する運動速度の変更を含

む制御方略を用いることが予想される。

n.研究方法

1 .実験参加者

正常な裸眼・矯正視力を有する右利きの男子大学生18

名 (22.2::!:: 2.73歳;平均±標準偏差)を対象とした。全

実験参加者には予め実験内容および実験により起こりう

る危険性について十分説明したうえで書面にて参加の同

意を得たo また、本研究はヘルシンキ宣言に則った鹿屋

体育大学倫理審査委員会の承認を得て実施した。

2.実験装置および実験課題

移動指標を呈示するために、長さ 4mのレール上に

200個の赤色発光ダイオード (LED)を2cmI日j隔で配置



文脈のィ、冊'Jifトがλil!出~'~ ，Eí，t}Jの JílJ Jに'j.i.る影特

したノ〈ァティングシミュレーター (AO-5N;7プライド

オー7イス、東;;0を仙川した (IχI 1 参 !!H ) 。 この談 ii'~で

は、 3秒1mの子fi1刺激点灯後、!日J!tfi/.i片、り到述点まで

LEDが紙11年占士lし、光刺激が尖験参加者にlilJかつて移動

してくるように比える 尖験参加!日には、この移動指標

が引11i1，山 に到述するタイミノグに令わせてリーチノグ辺

助を行う一致タイミング訓!ffiを行わせた。 リーザノグ足li

!fi}J は 、 50cm のレール Ic に s没 -il/l~ された反仏、スライデー を

修動指標の到i主/.iに1;'1かつて移動させることによ って行

われた スライダーの卜郊には 2CI11 HH附で25仰のセン

サーがi収り付けられており、これにより、作センサー lー

をスライダーが通過したlI:fllilが，lc録された。この通過Ikf

!l1Jとスライダーのfi'，:iilU/刈iにJよづいて線形Mlillllを施し、

0，002秒旬のスライダーの変付データを，)とめた そして、

ml¥された変位データを二附微分し、スライゲーの加liili

l止をt):ll¥した。また、 一致タイミング部活におけるタイ

ミングぷ注として.移動指僚のがJi主1I.'tIHJとスライダーの

到達JI ，~UIIの誤差が記録された。 なお、スライダーのj岨 iH

11.f[:11およびタイミングiiflXのサンプリング仏l波数は

1000l-lzとした。

一致タイミングli出胞の移動指十号、の述l主条('1ーとして、加l

iili条刊および2純郊の定述条('1の合員l'3条('1をfljいた

U< I 参m~ ) 。 まずIJlliili条 (' 1 では、移動指悼の述J止を移動

l品1tr.;400ms後に 4111 Sから 8111/5に急激にIJIIifさせた。

- )j、定述条 ('1 では、 4ñ~の述IJtは長l[j主山までー定とし、

4 m/s で移動する II~述~f'1 、および8m!s でftff;}JするlfJJ

述条('1とした。なお、これりの実験条('[は、 j主タイミ

ノグ，1*題における iill~!リJ修正について検討した先行li)f :先を

JLに a没2にした (LeRunigo et al.， 2005: Tcixcira et al.， 

2日05)。

3，実験手続き

')6験参加者は、ili絞 31111i)の日れで行われるプレテス

Reaching movement (50cm) 
reaction slidcr 

end 01 runway 
‘区• 

表 1

11 

移動指標の速度条件

Velocity conditions 
Accel由ratlOn Slow Fast 
AOG息地f31ion Con'旬"' Constant 

相" 相" 8m/5 

白羽f， 相 f， 8ml5 

3曲 m，

7凹 m， 1四Xlms 5叩 m，

V，k記局"""内geCOI刈11llns

Inrtlill vebcrty 

Final veloc町

了間le-lo.arrIV818t1ervelocity 
<1m司e

TOlallme durlng which thc 
""川崎 WBSV陶bIe

ト、 )11)'t~l~ I~t 1 J:、およびポストテストに参加した。JlH'的

には、 '人験 11-1 II1こプレテス トおよ び刊得試li(1-2 

ブロ Yク)、 2nnに¥'11:;ぷ行 (3-5ブロ ァク)、そし

て31111/ニザll(}試行 (6ブロ yク)およびポストテスト

がうた施された。

全実験参加者は尖験IJlJ始liilに、 .. t~I){ll fの文脈のイ、縦突

刊のf:ilI.止が見なる 311I' (I-ligh Itr、Conu'ol群、 Lo¥V(11)の

いずれかに 6t，ずつ1縦約為に似り分けられた。'k験参加l

H には、 λ ライダーに対して，J~hに14!(立姿勢をとり、イ i

Tでスライダーを移動させ、，1~~題を遂行するよう教ポを

ワえた その後、主Liftや実験，l~UliHこt!'tれるための料!~I}I ，試

行として、加|述、Ilbili，およひ"I ~ '，'j .iili条刊を2試行ずつ行

わせた プレテストおよびポス トテス トでは、 3つの速

度条('1カ旬、規lII)Ij: ~tiJ j';で15試行ずつ合計45試行"~ぶされ

た。 また、判15試行は 6プロック (1プロック45流行)

に分叩lして')6胞された。その際、文脈の不純:k:I'1を操(1

するために述位条('1の日ぷ用roj ーが iでなる午 ~Ql JjS('rによ っ

て各 11Î'は糾!~I)l を行った。 Jt.体的には、 I-l igh I町は低迷およ

ひ[，~':ji~条 (' 1 が不規!IIJ な町iJj';で1t1/)、されるためにィ、保%悼

の制度が仙く、移民Î}J 411~ 't~ 示後の，f;'1'い1;1，1;市モデルの更

新が~，)i:される方略、 Control 鮮はl山'Iiili I主条('1ーが公正に

'AFI、されるためにィ、縦'M'Iの.f'，lJJtが低〈、次試行で111示

される述l正条刊にイTわせて移動指t.:'{1， ~不 Jjíj に 1)，1 託1，モデル

の!l!析が"1能な克服品、 そして、 LowIi下は作iilil立条仰が l

プロ yク11'/のliiil.( 1 -23試行日 )または後'["， (2'1-'15 

sequence 01 target stimulus (4m) 

prc stimulus (3soc) 
叩 01runway rf:il 

light回 cmlllmgdi岡田IL目的
reac針。"'愉悦d、

n
u
y
 

国 mputerlor re∞rding 
performan哩 measures

図 1 実験において用いた装置の概略図
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試行目)にまとめて呈示されるために不確実性の程度が

低く内部モデルの更新も要求されないという方略であっ

た。 Low群における速度条件の呈示順序は、プロック問

でカウンターバランスした。習得試行中には、タイミン

グ誤差についてのフィードパックが試行毎に口頭で与え

られた。また、全試行における試行間のインターパルは

5秒、習得試行におけるプロック聞のインターパルは 1

分とした。プレテストの後およびポストテストの前には

3分間の休憩時間をとった。

4.測定項目

まず、一致タイミングの正確性に関する学習前後の変

化について、群聞の違いを検討するために、プレテスト

とポストテストにおけるタイミング誤差を算出した。誤

差は、その大きさと方向性(尚早反応もしくは遅延反応)

を表す恒常誤差を求めた。次に、移動指標の加速に対す

るリーチング運動の制御方略に関する学習前後の変化に

ついて、群問の遠いを検討するために、プレテストとポ

ストテストにおけるリーチング運動の加速度を算出し

た。移動指標の加速後に生じるリーチング運動の加速度

の増加は、運動修正が行われたことを意味する (Le

Runigo et al.， 2005) 0 そのため、リーチング運動の加速開

始(移動指標の加速が起こる前後1∞ms区間のリーチン

グ運動の加速度の平均 +2SDの値を超えた時点)が、移

動指標の加速後少なくとも100ms以降にみられた場合を

運動修正が行われた試行と定義し(図2参n日)、その出現

割合について学習前後で比較した。基準を100ms以降と

した理由は、運動遂行中の修正には100-160ms程度の時

間が必要であるとされているためである (Michaelset a1.， 

2001: Le Runigo et a1.， 2005) 0 

40 

20 
a 
B E 0 

s・20
・a
l! -40 
2 
g喝。
ω 
4 -80 

-唱00

0 0.2 OA 0.6 0.8 唱.0

Tlme (s) 

図2 運動修正が行われた試行についての典型例

破線は移動指標の速度変化時点、制崎け部分は移動指僚の

速度変化。ij後lOOms区間の加速度についての平均+2S0の
範闘を示す。

5.統計処理

タイミング誤差に関しては、全ての速度条件に関して

群問で比較を行うために、群 (3:High群、 Control群、

Low群)xテスト(2:プレテスト、ポストテスト)x述

度条件 (3:加速条件、低速条件、高速条件)の3要因分

散分析を行った。繰り返し要因は最後の 2要因である。

そして、移動指標の加速に対する巡動修正の出現割合に

関する群聞の比較については、分布の正規性を確保する

ために逆正弦角変換を行い、その後、群(3: High群、

Control群、 Low群)xテスト(2:プレテスト、ポスト

テスト)の2要因分散分析を行った。繰り返し要因は最

後の 1要因であるo 交互作用が有意であった場合は単純

主効果検定を行った。なお、全ての統計解析には統計解

析ソフト SPSS(SPSS社、 SPSSfor Windows 12.0)を用

い、有意水準を 5%未満とした。

m.結果

1 .全速度条件における学習前後のタイミング誤差

の変化について

各群の 3つの速度条件におけるプレテストとポストテ

ストのタイミング誤差を図3に示した。これより、全速

度条件に関して、全ての群がプレテストからポストテス

トにかけてタイミング誤差を負方向に減少させているこ

とがわかる。統計分析の結果、テスト (F(I， 15) = 27.04， 

pく訓， l1p2=.64)、および速度条件 (F(2， 30) = 54.13， Pく

.01，l1p2=.78)の主効果が有意であった。また、交互作用

に|期しては、テスト×速度条件 (F(2，30) = 6.12，pく.01，

llp2=.29)が有意であった。交互作用についての下位検定

の結果、全ての速度条件に関して、プレテストと比較し

てポストテストにおいてタイミング誤差が有立に減少し

ていたことが示されたゆく.01)0 この結果は、練習を

行った低迷、高速条件のみでなく加速条件に対しても詳

の違いに関わらずプレテストからポストテストにかけて

パフォーマンスの向上が得られたことを意味している O

また、プレテストでは低速条件のタイミング誤差が加速

および高速条件よりも有意に小さいことが示されゆく

.00、ポストテストではこれに加えて、高速条件のタイ

ミング誤差が加速条件よりも有志;に小さいことが示され

たゆく.01)。これより、高速条件におけるパフォーマン

ス向上の程度が加速条件よりも大きいことが明らかと

なった。

2.加速条件における学習前後の運動修正の出現割

合の変化について

図4は、各群における巡動修正の出現割合を示してい

る。各群のプレテストおよびポストテストにおける修正
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(!ι)加1;車条判、 ("'火)低迷条('1、(:(，)1::;述条('1の結果を示す。

post-test pre-test post-test pre-test 

図3

るHigh111 の IIJ現il~J 合は、 Control 群およびLow f.fと比較

してZJJい傾向が示された。これらの結棋は、文脈の不附

7三位の松肢が王s動遂行'1'の修正能力の向上に対して影響

を与えている可能組を示している。

述励遂行qJの修正能力を市価するために学習前後のテ

スト試行において皇示したjm述条('1のタイミングEld-に

|則しては、プレテス lからポストテストにかけて?成少し

たものの、その減少のれlJ~には!.t-:~I)I 方闘rr!l1Jで泌いが示さ

れなかった。この結扶が'1:じた坦IIJJ1として、 全併が判fl}

試行をJ!!!して I~I 己の jlli励H年IlH に l則する il 確なプログラミ

ングを促進させた可能伯が考えられる。 致すイミング

の111JJJ，'，川合について分析を行ったtJ1巣、テストの二iミ効栄

(F(I，15)=22.02，t<.01，11P'=.59)および nfxテストの

交互利!日 (F(2，15) = 5.24，pく 05，11P'=.4I)がイi官、であっ

た。交互作用についての下位検定の結栄、ポストテス ト

において、 High111'の巡励修正のn¥JJt割合が Conlrol1非お

よび Lowl作よりも日い傾向があることが示された(戸〈

.10)。また、High昨においてのみ、プレテストからポス

トテストにかけてIJJ現割合の布:0:な片山11が示された (pく

01 )。これより 、不附尖セlのど:，い文脈一卜で料!仰を行った

High Ilr，は、移動指仰の急激なiJllifに合わせてilli!fiiJ遂行'-11

に述動述度を!Jllifさせる制御力的をJlli得していたといえ

を要するilliffWでは、移動指標の到達と巡ifljJの完了を完全

に一致させるために、修動指紋のj!11述までの I I.~I::Iや自己

の述勤先 fまでのH年HIlをあらかじめ比航もったJで先回

りしてilliif9Jを実行しなければならない (Benguiguiet al.， 

2ω3: Poulton， 1950， 1957杉版、 2003)。そのため、迎励l時

1mに|期するプログラミ〆グの習熟によ って符られる五Eif;jJ

のJ!~f~I:H的安定住は、より 7Jiい一致タイミングパフォーマ

ンスをリじさせる(liモsilian，2005乃Idesleyand Whiling， 

1975: Williams and Slarkes， 2002: 111本、 2005)。よって、本

研究のように移動指燃の到達に合わせて述続して迎邸Jを

遂行するという状況では、自己の述動に|到する-J'tした

察

本研究の目的は、文脈の不確実1'1の兆なる学問方llIi'r

が、迎if;iJ遂行中の修iI能力のl，jJ1に与えるi話料をIYIらか

にすることであった。結採として、テスト試iiにおける

力nif条 ('1 に対するタイミングæ~l~ 'こ|則しては、プレテス

トからポストテストにかけて全ての学習方略でイr.tiな減

少が刀、されたが、 illi助修正のIHJJL古IJU'に関しては字弘r:h
略IHIでwなる結県がぶされた。 J-t体的には、ィ、作')~性の

向い学習l方略を行った HighI:rのみが学習liIi後で巡MJ修

正のiI'，fJ!;':r1合を市立に1('1!Jllさせ、さらに、 t..j!:)，J)f1<去におけ

1V.考

る。

巡切JプログラムのWJ北を経験することになり、これによ

り、全昨が共通して一致タイミングパフォ ーマ ンスを日

めたといえる。また、，fJ1述条('1では!Jnif条件と比較して、

より大きなパフォーマンスの向 lが示された。これは、

i習得試行において出銭糾聞を行った山述条例について

は、練習を行っていないiJlI述条例よりも、辺助プログラ

ムのTl軌がより促進されたことが似l珂であると考えられ

る。

以jのように、文脈の不確実仙のれu主はタイミング誤

疋に対しては彩特をリえないことがJYIりかとなったが、

述励修iIのIH現割合に対しては、彩守平を与えていること

が示された。deAzevedo Ncto and Teixeira (20日9)は、述

}止変化寸る移動指標に対する布liiJE行為において、述動述

• High 
• Control 
ロLow
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プレテストおよびポス トテストにおける移動指
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。

図4
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度の急激な変更を含むパターンおよび変更を含まないパ

ターンという 2つの速度パターンを報告しており、それ

ぞれオンライン修正および事前にプログラムされた運動

遂行を反映していると述べている。これより、 High群が

学習後に運動速度の加速を含む制御方略を他の群よりも

多く用いていたという結果は、 High群では運動遂行中

の修正能力が向上したのに対して、 Control群および

Low群では向上しなかったことを示唆している。本研究

における High群は、習得試行中に 2つの速度条件が不

規則な順序で呈示されるという不確実な文脈において練

刊を行っていた。このような不確実文脈においては、事

前に経験した速度条件に基づいて次試行の運動を計画

し、遂行することが報告されている (Gra弘2002)。つま

り、 High群は習得試行において、事前の試行において経

験した速度条件についての内部モデルを、移動指標が実

際に呈示された後に素早く更新する必要があったといえ

る。よって、加速条件に対して運動修正の出現割合を増

加させ、タイミング誤差を減少させたという High群の

結果は、移動指標呈示後の素早い内部モデルの更新経験

が、運動開始後の環境変化に合わせた素早い内部モデル

の更新を可能にしたことを示唆する。

以上のことから、本研究の結果は、文脈の不確実性の

程度が運動修正能力の向上に対して影響を与えるという

当初の予想を支持しているように忠われる。一方で、

High群における運動修正能力の向上が文脈の不確実性

の程度による影響ではなく、文脈の干渉による影響であ

ることも考えられる。この点に関して、干渉の程度が異

なる Control群と Low群がともに運動修正の出現割合を

増加させなかったという結果は、運動修正能力の向上が

文脈の干渉効果(文脈干渉効果:Goode and Magill， 1986: 

Shea and Morgan， 1979)では説明できないということを

示唆している D つまり、 Control群が行った学習方略で

は、習得試行中に2つの速度条件が交互に呈示されたた

め、不確実性の程度は Low群と同様に低いが、次試行に

おいて呈示される速度条件に合わせて移動指標呈示前に

内部モデルを更新することは要求された。しかしなが

ら、 Control群は Lowl:洋と同様に運動修正の出現割合の

増加を示さなかった。これより、運動遂行中の修正能力

の向上に対しては、単なる内部モデルの更新経験ではな

く、文脈の不確実性によって引き起こされる移動指標呈

示後の素早い内部モデルの更新経験が必要であるといえ

る。

v.まとめ

本研究は、文脈の不確実性の異なる学習方略が、運動

修正能力に与える影響について検討を行った。その結

果、不確実性の程度の高い学習方略を実施した群では、

急激に加速する移動指標に対する巡動修正の出現割合を

学習前後で有意に増加させたことが明らかとなった。本

研究の実験群は、加速する移動指標に対する練習を行っ

ていないことより、これらの結果は、運動修正能力の向

上には移動指標呈示後の素早い内部モデルの更新経験が

大きく貢献している可能性を示唆している。以上を踏ま

えると、実際のスポーツ場面において運動修正能力の向

上を目的とする場合、環境変化そのものを経験すること

を重視するよりも、事前の予期や準備が裏切られるよう

な不確実文脈を経験させる必要があるといえる。
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1 .全体シンポジウム



<全体シンポジウム>

学校・地域におけるスポーツクラブ革命

ーその動向・展開・発展課題一

演者:宮田育俊(宮崎県体育協会)

宮良俊行(長崎国際大学)

谷口勇一(大分大学)

【企画趣旨】

スポーツは、個人の自主性、自発性を尊重する

ものであり、個人のクオリティ・オプ・ライフを

充実させるだけでなく、スポーツを文化として育

てていくことが少子化・高齢化へと加速するわが

国の社会全体にとって欠かすことのできないもの

のひとつとなっているo

本シンポジウムにおいては、スポーツを文化と

して育てるために 3人のシンポジストにご登壇い

ただき、学校・地域がそれぞれの立場や特徴を活

かしながら、今後どのような連携を図っていくこ

とが重要となってくるかについての論議を深め、

「スポーツクラプ革命Jを生涯スポーツの具現化

への一途とすることを目的としたものであった。

【演者要旨】

1. r総合型地域スポ}ツクラプ育成上の課題j

宮田育俊(宮崎県体育協会)

総合型地域スポーツクラプ(以下「総合型クラ

ブj という)は、地域住民が自主的・主体的に運

営するスポーツクラブであり、身近にある学校や

公共スポーツ施設等を活用し、負担にならない程

度の会費で、誰もが生涯を通じたライフステージ

において自己の興味・関心に合わせてスポーツに

親しむことができる組織構造と理念を有するスポ

ーツクラブである。しかしながら、今日、設立さ

れた総合型クラプにおける自立に向けた問題など、

今後解決していくべき課題は山積している。そこ

で、本県ではどのような総合型クラブ育成の経過

をたどり現在に至っているのか、現在の総合型ク

ラプの運営状況はどうか、これからの総合型クラ

司会:池上寿伸(佐賀大学)

プ育成上の課題、総合型クラプ育成施策について

報告した。

総合型クラブ活動状況調査の“クラプの現在の

課題について"からは、「財源の確保・指導者の確

保・会員の確保jが高い数値を示し、このことが

今日もクラプ経営上の大きな課題である。総合型

クラプの自立状況の程度を知るために、経済的自

立の目安となる“年間予算に対する自己財源の収

入割合"を一つの手がかりとして検討を試みた。

自立に向けては総合型クラブ自身が定期的に活動

を振り返り、点検をすることが必要であり、自己

評価を行う際の視点について整理して示した。さ

らに、行政との関係づくり、学校との連携・協力

について本県における具体的な活動例を示した。

また、学校との連携・協力については、総合型ク

ラブ活動状況調査より、総合型クラブは学校との

連携・協力をどのように考えているのか集約した

ものを示した。これら総合型クラプ活動状況調査

について報告の後、これからの総合型クラプ育成

上の共通する課題として、 fクラブ運営に係わる人

材の確保と資質向上、施設等活動環境の整備、財

源確保、関係機関・組織間における連携体制づく

りj について内容を整理、説明した。

総合型クラプの大小(会員数や財政規模)に係

わらずそれぞれの総合型クラブが自立に向けてど

のような工夫・取り組みを行っているか。地域へ

の存在意義を高めるためにどのような活動を行っ

ているか。その活動が理解され“地域で愛され・

地域で必要とされ・地域で信頼される"ことが、

長期継続をするための鍵を鐘っているo
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2.総合型地域スポーツクラブによる地域活性化

の展望と課題について

宮良俊行(長崎国際大学)

文部科学省(当時文部省)は 1995(平成 7)年

度から『総合型地域スポーツクラブ育成モデル事

業j を開始し、 2000(平成 12)年に出された「ス

ポーツ振興基本計画jを基に、 fいつでも、どこで

も、誰とでも、いつまでもjをモットーに、地域

住民ひとりひとりのライフスタイルやレベルに適

したスポーツを一生涯続けることができる環境づ

くりとして、生涯スポーツ社会の実現を目指して

いる。黒須 (2006)は、この事業のねらいとして

1 0項目のメリットを提言しており、そのひとつ

に地域の活性化、つまり「地域づくり j を掲げら

れている。つまり、地域住民が主体となって総合

型地域スポーツクラブを発展させていくプロセス

の中で、人々が交流し地域づくりのきっかけにな

ることが期待されている。

これまで、スポ}ツを活用して地域づくり、地

域を活性化させた事例は全国的にも数多くみられ

る。秋田県琴丘町では、スポーツ活動によって地

域住民にもたらされた効果として、スポーツその

ものを楽しめたというより f一緒に活動する仲間

が増えたからj、f友人・仲間との交流の機会jや

「仲間との交流j等社会的効果があったという実

績が残っているo また、山形県小国町では、山間

地域における公共施設の有効活用を図りながら地

域活性化を進めていったという事例もある。

全国何百もの自治体はスポーツ推進宣言を行い、

その効果としてスポーツ人口を増やして住民の体

力・健康の維持猶進に役立てるとともに、自治体

のイメージアップを図ることで地域活性化の起爆

剤となる事業を展開してきた。

これまでの日本のスポーツ振興に関しては、「ス

ポーツ振興基本計画Jを策定して生涯スポーツ社

会の実現を図るとともに、地域住民のスポーツ振

興への積極的な関わりが期待されている。しかし、

課題としてどちらかといえば行政主導でスポーツ

事業を計画・実施しており、地域住民は受け身的

であるといえる。

しかし、人口約 1万人の熊本県南関町では、ス

ポーツと福祉の分野で総合型地域スポーツクラブ

と行政がうまく連携し、地域住民の健康づくりを

進めながら住民同士の結びつきを強め「住んでい

る人の顔が見える地域Jの紹介をした。

3. r学校運動部活動の再生を視点としてj

谷口勇一(大分大学)

スポーツ基本計商 (2012)の策定に伴い、わが

国においては、スポーツを通じた学校と学校外(地

域)の協力関係構築が期待され始めた.学校(部

活動)と地域のスポーツ活動の連携については以

前より盛んに議論されてきたが、良好な連携パタ

ーンの構築事例はいまだ数少ない.なぜなのか?

本報告では、特に学校(教師)の意識に迫りつつ、

その原因・要因に言及し、今後の学校・地域にお

けるスポーツクラブ構想の可能性について検討・

報告した.

九州内における各種調査活動の結果、学校(教

師)は、部活動に潜む各種課題解決の方途を総合

型クラブとの連携に見出したいとの意向が看取さ

れた.しかしながら、学校(教師)においては、

部活動と総合型クラプ閑の連携関係構築時に伴う

自らの「多忙状況jへの危機感、さらには、「総合

型クラブ関係者には部活動の教育的意味が理解で

きないj等の総合型クラプ活動に対する不信感を

抱く教師存在も相まって、積梅的な総合型クラブ

への接近が為されようとしない状態にあると把捉

された.一方で、緊密な部活動と総合型クラプ聞

における関係性構築の経緯を有する事例(フィー

ルドワーク)からは、「学校にとって、有益な存在

としての総合型クラブ評価が得られたとき、両者

の関係は急速に深まりをみるj可能性を見出すこ

ととなった.

部活動の再生を意図した学校・地域におけるス

ポーツ革命に求められる視点は、青少年期スポー

ツ指導の専門家である学校教員の「活用Jr身分保

証Jを基軸とした政策の設計(見直し)に向けら

れるべきなのではないか.すなわち、わが国にお

ける新たなスポーツ政策指針であるスポーツ基本

計画に対する批判的検討は、学界一ことさらに地

域学会にとって喫緊かつ不可避な作業といえよう.

むしろ、部活動の再生(活性化)こそが、わが国

の学校・地域におけるスポーツクラプ革命の本質

に他ならないのである。

上記要旨の講演後において、次のような観点の指

摘をフロアよりいただき、今後の学校と地域を結ぶ



一貫指導体制づくりに関する整備の必要性が提案さ

れたものと考える。

①クラブ運営が自立化、継続化するためのスタ

ッフ・経費・施設に関するクラブ運用システム

について

②クラプ育成に重要となるクラプマネージャ

}・体育指導者・スポーツ指導者・教師等の人

的資源の活用とリーダー養成について

③運営スタッフやボランティアが、やり甲斐を

持って活動できる環境づくりについて

④現場における危機管理、リスクマネジメント

に関する体制づくりについて

⑤日本人のスポーツに対する価値観の捉え方や

生き方、惹いては地域活性化等への意識転換の

必要性について

結びに、シンポジウム後の情報交換会にお

いて、日本体育学会の山西哲郎会長より「今

後は、中央より地方からの取り組みを手がか

りとし情報発信していくことが必要Jとのコ

メントを受けたことを報告する。
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2.専門分科会シンポジウム



く第 1専門分科会シンポジウム>

他の専門領域から見たメンタルトレーニング

一体育・スポーツ学における普遍的トレ}ニング理論の可飽性一

立木宏樹(九州保健福祉大学)，本多壮太郎， (福岡教育大学)，兄井 彰(福岡教育大学)

コーデイネーター:兄井 彰(福岡教育大学)，谷口勇一(大分大学)
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『スポーツメンタルトレーニングとは』 ンタルトレーニングでは重要であり，競技者が主体

兄弁彰(福岡教育大学) 的に問題を解決していくことを支援し，自立した競

スポーツメンタルトレーニングとは， rスポーツ選 技者として成長を支援することも行う。競技者自身

特有導者が競技力向上のために必要な心郡句スキ が自己理解を深め，洞察を得て，自分なりの答えを

ルを獲得し，実際に活用できるようになることを目 見つけ出す過程は，決して楽なものではなく，この

的とするJ(改訂スポーツメンタルトレーニング教本， ような過程において，競技者の話を傾聴し，共感し，

2005) トレーニングである。このスポーツメンタル 受容しながら指導者は支援し，競技者が人間的に成

トレーニングついては，スポーツ心理学会が認定す 長するよう行うことも重要なスポーツメンタルトレ

る資格制度が2(別年度から発足しており，資格取得 一ニングの内容である。

者は，平成23年度までに 121名にのぼる。このよう 以上のように，スポーツメンタルトレーニングとは，

にスポーツ心理学の領域では，十分に認知されたト 一人の人間として自立した競技者を育てていくこと

レーニングであるo を主眼としている。

このスポーツメンタルトレーニングが目的としてい 『社会学』の立場から

るのは，自分で自分の心をコントロールできる一人 立木宏樹(丸州保健福祉大学)

の人間として自立した選手を育てることである(杉 「メンタルトレーエングj とは、スポーツ選手が

原， 2008)といえる。そのため，競技者の実力が最 パフォーマンスを発揮するために「心理jをコント

大限に発揮できるような心理状態を作り維持できる ロールする一種の作業である。そして、それは最高

ようにする心理的スキルの習得と競技者の人間的な のパフォーマンスを導き出すために、心離句な動態

成長を援助する心甜句サポートが主なトレーニング として表出する感情をいかにコントロールするかを

内容となる。 トレーニングすることであると考える。特に、否定

この心部句スキルの習得には，具体的には，競技者 的な(ネガティプ)感情(緊張、鷲き、不安、怒り、

の心理面のアセスメント→目標設定イ宵動のコント 恐れ、嫌悪、落ち込み等)をコントロールすること

ロール→イメージトレーニング→メンタルリハーサ が課題となる。こうした f感情 {emotil∞)Jについ

ルといった流れで行われることが一側句である。ま て、感情社会学では哲学や心理学での内観的、力学

た，心轡句スキルの技法として，競技に対する動機 的、行動主義的、生理学的等、個体主義的把握とは

づけを高める目標設定技法，プレッシャーのかかる 異なり f社会史や、人類学が感情の歴史的・文化的

場面で実力を発揮できるよう気持ちをコントロール 相対性を主張する中で劇育の自然性剤固体性を前提

する情動のコントロール技法，実力を発揮する準備 とせず、その社会性を問う社会学理解j と捉えてい

をしたり，新しい技を身につけるときに用いるイメ る。ここでは人々が持つ f樹育Jは何らかの担会的

ージ技法，試合ヰ練習での集中力高める注意集中技 事象とつながっているということが重要な視点であ

法，不合理な思考を排除するためのポジティブシン る。つまり、アスリートが抱く f樹育jは個人的、

キング，試合に対する心理的準備を行うメンタルリ 生物判ぬもののみではなく社会的な f感情Jとし

ノ、ーサルなどさまざまな技法やトレーニングが考案 てその議論の余地があるということとなる。

されている。これらの心掛句スキルを競技者にあっ ジンメル(1988)は社会学が感情を扱う場合のひと

た形でプログラム化して，より効果的にトレーニン つの視角として『相互作用の産物としての劇育jを

グすることが，スポーツメンタルトレーニングの 1 第二次劇育と位置づけて、特定な担会条件が特定な

つである心硝句スキルトレーニングと呼ばれている。 感情をIU偽な結果として生起させるという構図を示

また，競技者に対する心理的サポートもスポーツメ している。一方、感情と文化の関係、についてトマス・
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カーチマン(1981)は黒人と白人の文化的差異から

みるに感情表現の違いについて『黒人文化は、感情

を附胸』する技術、つまり高いレベノレの樹育を御

しながら、感情の昂りをパフォーマンスの燃科に変

換していく能力をはぐくむ。自分の感情に動揺せず

に、ぼとぼしる感情を集中カとコミットメントに変

換し、パフォーマンスに生かしていけるのが黒人文

化のスタイルである。白人文化には舗句な場面では

感情表現の抑制を求める規則があり、感情表現は限

定されるj と述べている。

以上のように f感情Jの生起キ演出は担会的・文

化的影響を受けていることから、 f劇育Jのコントロ

ールがその主な作業となる「メンタルトレーニングj

はスポーツ選手自身を取り巻く社会・文化と関係し

ており、社会、文化的差異による「メンタルトレー

ニングJの類型化の必要性が考えられる。

1輝集代表者森原清美塩原勉本間康平 「新社

会学辞典J有斐閣 1朔:225必 6

2)岡原正幸他編「感情の社会学j世界思想社 1卯7: 

11・13

3) 向上番:186-2ω 

『運動学の立場から』

本多壮太郎(福岡教育大学)

f実践のための理論Jとしてのスポーツ運動学は

運動時間・運動空間の中で，外側からではわからな

い運動を内面から捉えていく f運動者の動感発生へ

のアプローチjに関する研究・実践を行う。そのア

ブローチが運動観察を経ての「動感交信jであり，運

きやスキル獲得のための「コツの促発・倉Jj発j をね

らいする。続いて予備運動の処方であったり，類似

運動の提供であったりといった具備句方法や教材の

開発・実践を目指していく。

近年の学校体育の授業研究に関しては研究者や

指導者が，学習の方向性について，出発点から到着

点までの明確な道筋を見出し，学習過程において学

習者をいかに支援していくのかについても詳細な授

業計画や，学習機器，教材(下位教材)や学習資料の

入念な準備，そして毎時の活動評価などにより方法

学的にマネジメントされていると感じる。それは否

定されるものではなく，勢いがあり，雰囲気のいい

中での授業の展開を保証するものと考える。但し，

動きやスキノレの習得や改善のアプローチは道筋のみ

が示されて，あとは自分で進め，つまり，指導者と

学習者が関わり合いながら動きの創発や促発を行

っていくことがおざなりになっているのではなし、か

とも感じている。個人的に』えこれからの体育のあ

り方として，体育・運動方法学的に発展してきた授

業展開に加え運動特捜索を再検討し，学習者に

自己身体とより深く対話させ，また，他者(の運動)

を感じる能力を育ませる体育を目指していくべきで

はないかということを提言している。

メンタルトレーニングについては，近年ではその

重要性や効果が世間に広く認知されているように感

じる。メンタルトレーニングに関する本は聞いたと

ころによると 1∞冊を超えているという。但し，メ

ンタノレマネジメント，メンタルコンディショニング，

メンタルプラクテイス等々，類似した名称が多々あ

り，メンタルトレーニングとの具嗣句な相違点につ

いては私自身理解できていなし、。

そもそも私自身の狭い理解ではメンタノレトレーニ

ングとは，競技力を最大限に発揮するためのメンタ

ルスキルのトレーニングであると認識している。メ

ンタルスキルが獲得されたり，向上されたりすれば

競技力も向上するという考え方も確かに成り立つが，

但しそれは既に持っているものがよりよく発揮され

るということで，実力そのものを高めるものではな

いという捉え方であった。

今回，シンポジウムへの参加にあたり，メンタル

トレーニングによるメンタルスキルの獲得にiえ目

標設定技法情動のコントロール技法，イメージ技

法，注意集中技法，ポジティブシンキング，メンタ

ノレリハーサルなど様々な技法が考案されているとい

うことを理解した。柴田ら(加13) も指摘するよう

に，動きやスキルの指導一学習過程において，指導

者や運動者によっては，いくら潜勢自己運動を通し

て感覚世界を探ろうと試みても，どちらか，あるい

は双方ともまったく臨場感が沸かなかったり，確信

が持てないなど失敗することも少なくな川また，

自分の感覚を表現するのに難しさを感じる運動者も

おり，何らかの誘導を図らなければならない場合も

ある。そのようなときに，メンタルトレーニングの

技法を活用し，潜勢自己運動能力を高めたり，運動

感覚を表現したりすり合わせたりする交信能力を効

果的に学び，運動共感能力を高めることができない

ものだろうか弘

柴田点 )11口鉄二関岡康雄 (21∞13)運動共感に関す

る研究，.仙台大学大学院スポーツ科学研究科研究

論文集Vol. 4: 49・54.J 
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く第2・4合同専門分科会シンポジウム(ワークショップ)> 司会:桧煩靖樹(福岡大学)、栗原淳(佐賀大学)

印刷教材と携帯電話を活用した体重コントロールプログラムの開発と
効果の検証

山棒幸司(佐賀大学)

キーワード:健康行動学、 ICf、生活習慣病予防、介入研究

研究の背景と目的

わが国の2型糖尿病およびメタボリツクシン

ドローム(以下MSと略)などの生活習慣病保有

者の増加が国家的問題となりつつある。平成 19

年度の調査では、糖尿病が強く疑われる者は

890万人で 10年前より 200万人の増加と報告さ

れている。特に、糖尿病関連の医療費は1.8兆

円(平成 14年度国民医療費の概況)に達し、国

家財政が危機的状況にある中、糖尿病などの生

活習慣病対策は喫緊の課題とされている。一方、

平成 20年度より開始された特定検診・特定保健

指導の MS予防・改善の取組みは一定の評価を得

ているものの、 MS該当者とその予備軍は 1940

万人にもおよび、現在の保健指導者のみでこの

全対象者にアプローチしていくのは難しいと考

えられている。そのため、効果的かつ効率的な

行動変容プログラムが必要と考えられている。

本発表では、上述の解決法のひとつを提案す

るために我々が進めてきた、厚生労働科学研究

f印刷教材と携帯電話フィードパックシステム

を用いた食生活の改普及び運動指導プログラム

の開発に関する研究Jの開発状況と研究成果を

報告する。

方法

本研究で開発した行動変容プログラムは、行

動科学に基づき作成した印刷教材と教材提供後

のサポートを効果的に行うためのモパイル型健

康支援システムで構成されている。研究期間 3

年間の本研究事業では、初年度にあたる平成 21

年度には糖尿病や MSに対する健康教育に活用

可能な印刷教材3種類を作成した。研究2年目

には、印刷教材を用いた介入研究の評価ととも

に、印刷教材と同時に活用する携帯電話個別フ

ィードパックシステム(モパイル型健康支援シ

ステム)を開発した。最終年度は、印刷教材と

モパイル型健康支援システムを用いた介入研究

の評価を実施し、さらに地域在住中高齢者がモ

パイル型健康支援システムを実際に利用するか

の実態調査を行った。

結果と考察

複数の介入研究を実施した際の成績は比較的

良好であった。すなわち、地域在住高齢者 33

名に対する印刷教材のみの 1か月の介入では

0.5kgの減量と 23∞歩強の歩数靖加が認められ、

職域の中高年者 47名に対する印刷教材と ICT

システムを活用した 3か月の介入研究でもウエ

スト周囲長の1.3佃減少や糖脂質代謝指標

(HbAlcおよび HDlコレステローノレ)の改善が

認められた。また、女子大学生に対し対照群を

設定し実施した介入研究でも、介入群は対照群

に比べて体組成の改善や高強度身体活動の増加

を認めることができた。さらに、地域在住の中

高年者 53名に対する実態調査では、モバイル型

健康支援システムを勧められ実際に利用するの

は約 4割であり、女性の利用率が低いことが明

らかとなった。

以上の結果から、今回開発した印別教材とモ

パイル型健康支援システムを用いた行動変容プ

ログラムは短期の減量や行動変容に有効である

可能性が高いと考えられた。今後の課題は、全

過程を i-PADのような ICTで提供可能としたプ

ログラム開発と効果の検証を行うことである。

また、中高年女性のモバイル型健康支援システ

ムの利用率を向上させる対策も不可欠であると

考えられた。

付記

本研究は厚生労働科学研究費補助金(代表:

山津幸司)の一部として行われた。
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く第2・4合同専門分科会シンポジウム(ワークショップ)> 司会:桧垣靖樹(福岡大学)、栗原淳(佐賀大学)

興奮収縮連関と骨格筋の疲労

事公永 智(宮崎大学)

キーワード: 骨格筋、筋小胞体、筋力低下、活性酸素

細胞膜の活動電位発生から、収績に至るま

での一連の過程を興奮収縮連関といい、これ

はカルシウムイオン(Ca2+)濃度に依存してい

る。

筋の収縮は、まずは骨格筋や心筋では活動

電イ立が細胞膜より横行小管を介して筋小胞体

(SR)へ至ると Ca2+放出チャネルにより SRに貯

蔵されているCa2+の放出が行われるところか

ら始まる。細胞内の Ca2+濃度が lpMまで増加

すると、トロポニンと Ca2+が結合し、それに

起因してトロポミオシンが働き、ミオシンの

作用部位が露出する。引き続いて露出したミ

オシンとアクチンがアデノシン三リン酸

(ATP)を用いて反応することにより筋収絡が

開始するo

一方、筋の弛緩は主として ATPを用いて、

SR C♂-ATPaseタンパクが Ca2+を能動的に取

り込み、筋細胞内の濃度を o.111M以下までの

低下と、それに伴うトロポニンとCa2+の結合

が解除されることにより連鎖的に引き起こさ

れる。

筋肉は、継続的な収縮活動を行うと次第に

発揮できる筋力が低下する。この現象は一般

的に筋疲労と呼ばれている。今まで疲労の主

因として考えられてきた筋収縮の副産物であ

る乳酸の蓄積は、その可能性が否定されつつ

あり、逆に筋収縮のためのエネルギー源とし

ての役目を持つことが明らかになってきた。

その他、考えられる主な要因について考察を

行う。

(1) 筋線維内部の変化に起因か?

無機リン酸

強度の高い運動中、 ATPを再合成するため

にクレアチンリン酸系が動員されると、クレ

アチンリン酸(PCr)が無機リン酸(Pi)に分解

する反応が進む。この Piの蓄積により、最大

張カが低下することがわかっており、これが

筋疲労のー要因と考えられている。

-グリコーゲンの量

持久的な運動を継続して行うと、時間の経

過とともにグリコーゲン量は低下し、ほぽ枯

渇すると運動の継続が不可能になることから、

筋疲労の引き金になる事が推察されている。

(2)代謝関連物質の影響か?

.匙盤

高強度の運動を行うと、筋内に乳酸が産生

することはよく知られている。しかし、運動

を伴わずに生体内で存在する程度に筋内の乳

酸を増加させても、発揮される張力には影響

が無かったことから、乳酸自体が直接的に筋

疲労を引き起こす可能性は低いことが分かつ

てきた。

-活性酸素種(RI凶)

活性酸素種とは、通常の酸素より反応性の

高い酸素化合物の総称である。細胞内には発

生した ROSを処理する(抗酸化)機能が備わっ

ており、安静時では、 ROSの濃度は低く保た

れている。しかしながら、激しい運動を行い

ATPの需要が高まると、 ROSの生成速度が抗酸

化能力を上回り、 ROSの濃度は上昇する。増

加した ROSの一部は、筋原線維や筋小胞体な

ど、収縮に重要な役割を果たすタンパク質を

酸化し、その機能を低下させる。

「筋疲労j のメカニズムについては、活性

酸素による影響等、未だ不明な点が多く残さ

れており、早期の解明が期待されている。
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<第2・4合同専門分科会シンポジウム(ワークショップ)> 司会:桧垣靖樹(福附大学)、栗原淳(佐賀大学)

生理活性物質によるエネルギ寸℃謝調節

十枝内厚次(宮崎大学)

キーワード:ペプチド、視床下部、消化管、末梢中枢連関

要旨

肥満は、生活習慣病の基礎疾息であり、エ

ネルギー摂取が消費を上回る状態が常強化する

ことによって生じる。エネルギーの最大消費組

織は、骨格筋であるが、その調節は中枢によっ

て行われている。エネルギー代謝調節は、生理

活性物質の情報伝達システムによって制御され

ており、とりわけペプチドに負うところが大き

い。生理活性ペプチドの探索と機能解析の領域

において、我が国の貢献度は大きい。本シンポ

ジウムでは、ペプチドの探索における我が国の

貢献と、ペプチドによる生体のエネルギ一代謝

調節機構について解説する。

( 1 )生理活性物質の探索

生理活性物質の探索は、一つの発見が、新

たなシステムや新たな物質の発見に繋がること

から、重要な研究分野である。視床下部におけ

る生理活性ペプチドの発見と構造決定の貢献に

よって、シャリー博士とギルマン博士が 1977

年にノーベル賞受賞した。その後、我が国では、

数多くのペプチド発見に貢献し、この分野にお

いて先駆的な働きをしている。ペプチドの中に

は、心房性ナトリウム利尿ペプチドのように、

臨床の現場で利用されているものもある。また、

グレリンやアドレノメデュリンのように、臨床

試験中にあり、実用を目指すペプチドも数多く

存在する。生理活性ペプチドは、内因性ペプチ

ドであることから、代謝経路が明確であり、製

剤化の上で、副作用のリスクの低い薬剤となる

可能性が高いことから、注目を集めている。

(2) 消化管ペプチドの役割

消化管は、様々なペプチドを分泌する内分

泌器官として機能する。胃から分泌されるグレ

リンは、空腹情報を伝達し、腸管から分泌され

るグノレカゴン様ペプチドー1、コレシストキニン、

ペプチド yyは満腹情報を伝達する。これらペプ

チドの情報は、血行性および迷走神経を介して、

中枢のエネルギー代謝調節を担う神経回路を作

動させることで、消費のバランスを決定する。

(3)迷走神経を介した末梢中枢連関

迷走神経節神経細胞は、消化管由来ペプチ

ドの受容体を合成し、消化管の神経末端に輸送

する。迷走神経末端は、内分泌細胞の近傍にあ

り、消化管ペプチドの神経伝達物質としての作

用を調節している。ペプチドは受容体を活性化

し、その情報は求心性の電気信号に変換され、

延髄孤束核に伝達される。孤東核からは、新た

な神経系を介して。末梢のエネルギー情報を視

床下部に伝達する。

(4)視床下部のエネルギー代謝調節

視床下部は、摂食、飲水、運動、ストレス、

体温、情動、生体リズムを司る。末梢からの情

報は、特異的な神経団路を作動させ、恒常性維

持に機能する。特に、エネノレギー摂取と消費の

バランスは、摂食一次中枢である弓状核から放

出される神経ペプチドが、二次中枢である室傍

核を介して、決定している。この決定に基づい

て、中枢は自律神経、もしくは下垂体ホルモン

を介して末梢組織を制御し、最終的なエネルギ

ー代謝を決定している。

(5)新規ペプチドの発見

新規ペプチドの発見は、新たな生体システ

ムの発見に直結する。新規ペプチドによる情報

伝達システムの理解を深めることは、新たな薬

剤の開発に寄与することはもちろんのこと、効

果的な運動方法の開発や老化の制御にも貢献す

る。体育・スポーツの領域においても、医学と

異なる観点でペプチド研究を進め、新たな学問

領域として成熟させる必要がある。
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く第3専門分科会シンポジウム>

諸外国における体育教育・スポーツ教育事情

演者:藤井雅人(福岡大学)

谷川裕子(九州大谷短期大学)

中島憲子(中村学園大学)

【企画趣旨】

ここ近年、グローパリゼーションの進行や科学技

術の急速な進歩、また PISA(OECD生徒の学習到達度

調査)の結果などを受けて、諸外国における教育改

革の波が急速に押し寄せている。そこで各国はナシ

ョナルカリキュラムの改訂や教育機会の多様化、教

員養成の在り方、または教員の質向上のための研修

制度といった質・量ともに、急速な改変が求められ

ているのが現状である。その際、体育教育やスポ}

ツ教育も同様の影響を受け、改革を迫られているの

はいうまでもない。

そこで、本シンポジウムでは、各シンポジストか

らドイツ、シリア、カンボジアにおける教育事情、

体育・スポーツ事情を報告していただいた。その際、

経済、社会、文化の中の体育教育・スポーツ教育の

内実について、現地での経験を踏まえて写真やビデ

オなどで紹介いただきながら知見を広め、その考え

方や特徴を学びたい。

【演者要旨】

・学校と地犠スポーツクラブとの連畿が進むドイツ

の青少年スポーツ 藤井雅人(福岡大学)

藤井氏には、ドイツにおける青少年スポーツにつ

いて、政治的・教育的制度を概観し、特に学校とス

ポーツクラブとの連携という視点を中心に紹介して

いただいた。

そもそもドイツは 16州から構成される連邦国家

で、各州が独立国のように強大な自治権を持ってい

るため、特に教育・スポーツ政策やそのシステム自

体も一様ではないことを理解した上で諸問題を解釈

していかなければならないとのことであった。青少

年の教育や発育発達を巡る問題は、日本やその他の

アジア各地域に限らず、ドイツにおいても体力や運

動能力の低下や肥満の子どもたちの増加が問題視さ

れていた。加えて、移民政策における受け入れの結

果、社会的な格差の問題を浮き彫りにしていること

司会:小松恵理子(鹿児島女子短期大学)

灘信子(福岡こども短期大学)

は否めないようである。こういった中、特に PISA

ショックにみられる学力低下に伴って、ドイツにお

ける伝統的で主流であった『半日制jの学校が、 2000

年代に入って『終日制jの学校へ急速に普及した。

このことから、子どもたちが過ごす場所や時間帯の

変化に伴って、学校スポーツと地域スポーツクラプ

との連携が重要視されているのである。こういった

連携は、トップスポーツの領域では大きな成果を生

み出している点や、終日制の学校制度に伴って整備

拡充されるといった教育政策として活動展開されて

いき、ますますの促進が期待されるところだが、こ

れまでドイツ青少年スポーツ活動の場を築いてきた

地域スポーツクラブの活動展開にとっては、青少年

スポーツシステムそのものに大きな変更をもたらす

可能性があることは否めない。どちらの意味におい

ても、現状をふまえて、その連携のあり方や内容に

ついても多くの諸問題を持ち合わせていると感じた。

-シリアを伝える ~青年海外協力隊のスポーツ指

導者として~ 谷川裕子(九州大谷短期大学)

2000年から 2002年にかけて青年海外協力隊のス

ポ}ツ指導者として活動された経験から、シリアに

おける学校およびスポーツ事情についての報告をい

ただいた。シリアは、現在非常に内戦を含めた政情

不安な国であるが、シリア国民は親日の固として、

日本および日本人には好印象を持っているとのこと

である。

現在日本からスポーツ指導者として、陸上や卓球、

水泳など 14種目に渡る派遣が行われ、さらに音楽や

体育といった領域においても UNRWA(国際連合パレ

スチナ難民救済事業機関)からの人道支援活動が行

われている。学校体育としての活動時間は、小学校

では週 2-3時間、中学校では週2時間と設定されて

いる。授業内容は「身体活動jを基礎に、『人格発達j

と『協力j を教育目標と置かれているが、男子と女

子で学習内容が違っている点や、ポールの投げ方、



パスの仕方、前転の仕方などの各運動は行うが、系

統的な配列や将来的な活動へとつながるような内容

にはなっていないなど、教育目標へ向けた学習活動

とは言いがたいといった内容を紹介していただいた。

また、シリアで問題視されているのが、スポーツや

運動の不足と食習慣の乱れによる女性の肥満である。

紹介された写真には、どっしりと腰を据え、朝から

昼まで食事を続けているものであった。シリアでは、

男性としてのカを測る一つの見方として、女性の太

り具合から判断する風習が残っているらしい。学校

期を終えて自宅で過ごす時間が増える 20代から急

激に BMIが増加していく傾向を示していた。

谷川氏が専門種目として直接指導されていた新体

操の練習場と練習風景を見せていただいたが、壁が

はがれ落ちそうな体育館であったものの、室内練習

場そのものが、太陽を遮ることのできる環境である

点、そして新体操をするためのフープやロープなど

の専門用具を実際に用いて操作することができると

いった点においても、そこに集う子どもたちの幸せ

な様子は、スポーツの本来の姿を見ているようで自

然体であった。また普段着ることのないレオタード

(そもそも肌を出しではならない)に対して、目を

繍々と輝かせてのびのびと谷川氏の指導に従って、

楽しく学ぶ様子から、固に限ることなくすべての子

どもたちにスポーツ文化や運動文化を体験して欲し

いと切に感じた。

-カンボジアの子どもたちに学校体育を ~第三世

界への国際教育協力の経験から学んだこと~

中島憲子(中村学園大学)

カンボジア王国 (Kingdomof Cambodia)は、日本

の約 50%の面積を持ち、人口は日本の約十分の一、

首都はプノンペン、気候は熱帯モンスーン気候で乾

季の平均気温は35-40度、観光ではシェムリア

ップ州にある世界文化遺産のアンコール・ワットが

有名である。ポル・ポト政権の影響で、 50歳以上が

約 10%、15歳以下の子どもの割合が人口の約 50%

といった日本と真逆な人口ピラミッド型をしている。

そもそもなぜカンボジアなのかについては、三つ

の理由がある。まず「体育の先進国病(海野2010)J

と無縁の国や地域をみたい。二点目は、体育が教科

として成立し実践化されていく瞬間に立ち会いたい。

最後民、 Heartof Gold (NPO)所属の山口拓氏のカ

ンボジアを紹介した報告 (2010年日本スポーツ教育
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学会国際大会)に触発された点からである。そこで

今を生きるカンボジアのすべての子どもたちに、何

らかの形で学校体育を提供したいと考えたことがき

っかけである。

子どもたちは、どの国の子どもたちと何も変わら

ず、バイタリティ豊かであり、かつ勉強へ向かう姿

勢は日本が見習わなければならないほど積極的であ

り大いに楽しんでいる。一方、教師は安月給のため

に教師という職業を楽しんでいるとは言えず、どこ

か疲れきった表情、生活のために精一杯といった感

が拭えない。また、 5000人を超える規模の学校であ

っても、ボール類は数個、農村部の学校に至つては、

学校唯一の運動用具がパレ}ポール1個のみと、道

具不足は悲惨な状況である。 2年前から導入された

体育の授業が行われている風景はなく、指導書もシ

ラパスも配布されていないか、配布されても校長室

に山積みになったままといった状況であった。また

その内容においても、カンボジアで『どうやってそ

の目的を遂行するのか?J と疑問に思うほど、子ど

もや教師の生きる現実の生活と求められる内容・環

境に君主離がみられた。このような状況から、最も強

く感じたのは、「カンボジアの生活に根ざした体育

(=カンボジア版生活体育)の可能性を探っていく

必要性j であった。現在は、小さな手応えとして、

学校行事やクラブ活動といった内容の教育支援の可

能性を探っているところである。

【まとめにかえて】

今回のシンポジウムでは、企画趣旨に示したよう

な目的で、日本以外における体育教育・スポーツ教

育事情を報告いただいた。ドイツといった先進国、

内戦紛争真っただ中のシリア、諸外国から様々な支

援・援助を受けるカンボジアと、バラエティに富ん

だ選択であったが、各国における学校体育教育およ

び地域スポーツの実態とそれに伴う諸課題を受けて、

今の私たちはそれらにどのように応えるのか、また

どのように支援・援助することが国際教育協力であ

るのかについて考える機会を得たo 日本における体

育教育・スポーツ教育のあり方について原点に立ち

返り、価値や意味を関われているように思う。他国

の教育事情、スポ}ツ事情から多くの示唆を得た。

専門分科会の枠に留まることなく、こういった機会

が準備できることを期待したい。

(文責:中島憲子、分科会世話人代表)
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<第5専門分科会(競技スポーツ)シンポジウム>

地域を基盤としたスポ}ツ強化システムの確立

演者:黒川剛(鹿屋体育大学)

川添康史(ジョイ・バレーボールスクール)

【企画趣旨】

スポーツ基本法が平成23年8月24日に施行されて、

これまでのスポーツ振興法が全面改正された。基本法

には学校・地域の連携強化をはじめ、スポーツ人材の

拡充、トップスポーツと地域スポーツの好循環等の方

針が植われている。

スポ}ツは、世界共通の人類の文化であり、国民が

生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む

上で不可欠のものとなっているo

さらに、地域におけるスポ}ツ推進の中から優れた

スポーツ選手が脊まれ、その選手達が自身の充実した

競技生活を終えた後に、地域におけるリーダ}や国の

トップアスリートとして後進の競技力向上に寄与し

ていくことは、我が国のスポーツの発展を支える上で

好循環をもたらすものと期待される。また、地域に特

化したスポーツの強化育成や学校運動部の継続した

活動には、その競技者や指導者を支えるサポート体制

の確立が望まれる。

本シンポジウムにおいては、南九州地域に基盤をお

き、スポーツ強化・普及・振興の面で長年尽力されて

きている方々をシンポジストに招き、スポーツ強化育

成の取組事例の紹介をしていただくことにした。

鹿屋体育大学自転車競技部監督の黒川剛氏は、圏

内は元より国際大会出場、特に本年はロンドンオリン

ピック代表選手を育成されており、また地域密着型の

イベント参加や民間企業支援を通した強化を図って

おられる。

一方、ジョイ・バレーポール代表の川添康史氏は、

都城市を基盤とした少年期から青年期にかけての一

貫指導体制の確立と『バレーボールの町復活』をかけ

た選手育成強化にあたっておられる。このシンポジウ

ムが、地域からの情報発信の一環として、今後のスポ

ーツ強化システム確立に向かう議論として活かされ

ることを望む。

司会:池上寿伸(佐賀大学)

田口正公(福岡大学)

【演者要旨1
0人材育成で日本の自転車をメジャーに!

ー地域&企業との連携で活動環境を整えるー

黒川剛(鹿屋体育大学)

1.チーム紹介

TV放映された映像【BS-TBSr銀輪の風J(自転車

競技メジャー化計画鹿屋体育大学自転車競技部の

挑戦)2012年 6月 18日放映分、制作会社の許可を

得て 17分に編集】を視聴頂いたロ

・オープニング映像

.競技紹介(全日本ロード選手権風景)

-世界で活践する強い卒業生(プロロード)から 2名

のオリンピアン誕生

-自然豊かな大学周辺の活動環境(ロ}ド)と大学で

の積極的なスポーツ医科学の導入

・黒)11コメント「強いだけの選手ではなく良い人材

を育成しているJ

-市内ホテルでの報告会、学生が企画してチームス

ポンサ}や市民への報告と交流

・スポンサ}挨拶まわり、黒酢会社社長コメントか

ら深いつながりを理解

・選手コメント「他の大学生には出来ない貴重な経

験、支えて頂くスポンサーに感謝j

・地域イベント風景、大会前日の運営・準備からボ

ランティアで支える

・レースでトップは強さを見せ、短距離斑は市民や

参加者とふれあう

・選手コメント「楽しみながら協力させて頂き、毎

回貴重な体験をさせてもらっているj

・参加者コメント f地域のみんなで鹿屋体育大学の

選手遼を応援しているJ

• 08プロ選手コメント「活動を通じて地域の理解と

応援が年々高まっているj

2. 3つの活動指針の概要紹介

f真剣に・楽しく・社会と共にJを f3つの活動

指針』に掲げている。



「真剣にj 授業や実験などの大学生としての活

動と、常に世界を目指した競技活動の両立。

f楽しく j 本来楽しいはずのスポーツを理解さ

せ先輩後輩や性別、競技経験や能力による理不尽な

序列の徹底廃止、コミュニケーション重視の組織作

り。一例として歴代の主将には多くの女性が歴任し、

能力の高いリーダーは正当に評価されている。

「社会と共にJ 現役も卒業後も人材として社会

貢献する意識を持たせている。ボランティア活動で

賛同者獲得。

3. r社会と共にJの具体的事例紹介

( 1)日本学生スポーツ界初のウエア広告で活動環境

を整備。 製品開発やイメージアップに貢献。因みに

青は大学の色、黄色は世界頂点(ツール・ド・フラン

スのチャンピオンのみが着用できるイエロージャー

ジ)をイメージ。

(2) r市民による応援する会Jがチームを力強く応

援。農作物の差し入れやカンパなど日頃からの支援

が多数ある。

(3)地元イベントには運営から全員協力。 トップ選

手達の盛り上げでイベントはいつも大盛況。各種イ

ベントのアンケート結果では、学生とのふれあいが

最も高い評価。

(4)子供向けのイベント支援も大人気。 トップ選手

とのふれあいで青少年の健全育成にも貢献。次世代

を担うタレント発掘は重要、県連盟などと連携して

教室などの指導を行う。

(5)交通安全・防犯のキャンベーン、道路開通式典

などに協力。メディア取材で大きな宣伝効果ある。

活動を通じて行政とのネットワークも構築。

(6)活癒で地域の自転車環境の良さを宣伝。イベン

トや合宿での交流人口増大で経済効果あり。前週開

催された全日本インカレ鹿児島大会は、これまで構

築したネットワークが結集し過去最高の評価を得る

素晴らしいイベントとなったo

4. まとめ

地域社会の支援で活動環境を整え、チームの活動

理念である「日本の自転車競技をメジャーにするた

めに、創造し私欲を捨て社会貢献できる本物の人材

育成j が軌道に乗っている。
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0バレーボールの町都城復活のために

川添康史(ジョイ・バレーポールスクール)

]VS (ジョイ・バレーポ}ルスクール)は楽しく、

バレーポールの基礎基本を学ぶスクールで、スタッ

フは7人、 5歳から小学校6年生まで、約 50人の

子どもが週2日、夜7時から 9時まで、汗を流して

いる。対外試合には意義を感じていないので、一切

出場しない。

8年前退職を機に、このスクールでバレーボール

の町都城の復活を図ろうと思った。

事を起こそうとするには、人・物・金を考慮する

ことが肝心。立ち上げの準備委員会の人選がうまく

いき、立ち上げ以後、後援依頼や体育館借用等スム

ースに行った。

資金は受益者負担とした。お金を支払っても参加

したいと云うような魅力あるスクールでないと意味

がない。資金はすべてスクール生に還元する形・でな

ければならない。

スクールの目標は、バレーボール愛好者の底辺拡

充である。この事を念頭に、楽しく基礎基本を学ぶ。

社会生活に必要な援を身に付ける。小学校の時期に

鍛えなければならない柔軟性や器用さを養うという

3点を指導の軸とした。

指導者は従来の指導の既成概念を捨て、新しいス

タイルを構築する必要があるo 怒鳴ったり、命令の

指導では子ども遠の技術は伸びないロ心を動かす指

導が大切である。

餅は餅屋。柔軟性や調整力など指導種目によりプ

ロにお願いするのも一つの方法である。

感性豊かな小学生の時期、本物と接することは、

技術的にも精神的にも与える影響が大きい。機会を

捉え、オリンピック出場選手等素晴らしいゲストを

招くようにしている。

月 1回、中体連に呼びかけ、合同練習会を聞き、

指導者も、生徒も合わせて指導している。同時に各

学校の全選手をチェックし、高等学校と連絡を取り

合い、強化を図っている。

高校とは年に 2回の交流会を持っているo このこ

とで、スクール生は夢をもち、高校生は指導を通じ

て自分の技の確認をしており、相乗効果がもたらさ

れている。また、本スクールの協力金の 21討を高校

生のための支援金としている。

後継者を育てバレーボールの町都城の復活を確実

なものにしたい。



3.研究推進委員会企画セッション



大学体育における“楽しさ"の構造と運動習慣との関連性

一“楽しさ"を観点とした授業内容の本質的側面の再考一

0田原亮二(福岡大学)丸井一誠(精華女子短期大学)

中山正剛(別府大学) 神野賢治(金沢星稜大学) 村上郁磨(久留米大学)

キーワード:大学体育運動の楽しさ 身体活動量運動習慣

緒言

これまで，大学で行われている体育授業(以下，

大学体育)において，授業と日常生活における運動

習慣との関連性を主題とした調査・研究による成果

は数多く報告されている.その中で丸井ら(2010)

は，大学体育履修後の学生も含めた横師句な調査を

行い，大学体育履修後の運動習慣を促進させた因子

が， Ir授業の楽しさ』と， Ir授業外学習・活動』 で

あることを示した.大学体育における楽しさの要因

は，友達とのコミュニケーション，有官包惑，達成感

等，多様性に富んでいる.しかし，大学体育の多く

は実技を中心としていることから，楽しさの中核を

戒すのは白軍動の楽しさ』であると言えよう.また，

どのような町観の楽しさ』が運動習慣を促進させ

るかといった，楽しさの“中身"と運動習慣との関

連性に着目した先行知見はない.したがって，大学

体育履修後の運動習慣を促進させる要因が『授業の

楽しさ』である以上， w運動の楽しさ』の構造につい

て検討することは，大学体育の意義，効果を示す上

で重要であると考えられる.

本研究は，日常の運動習慣につながる町鋤の楽

しさ』の構成要素を探ることおよび，大学体育がそ

の要素に対してどのような効果を及ぼすかについて

明らかとすることを目的とする.

方法

対象偽記、修の大学体育を受講している大学生であ

った.完全な回答が得られた351名分のデータを分

析対象とした調査時期は平成23年4月中旬，およ

び7月上旬であった.

質問項目は，個人属性，過去1ヶ月の身体活動量，

運断T動変容ステージ，運動自己効力感，意志決定

バランス，運動の楽しさについてであった.運動の

楽しさは徳永ら(1980)が作成した体育授業の『運動

の楽しさ~ 56項目の中から，大学体育の目的，授業

の内容を考慮し 16項目に改変し援用した.

『運動の楽しさ』に関する 16項目に対して，主因

子法を用い探索的因子分析を行った.その後，抽出

された町輸の楽しさ』の因子と運動習慣との関車

を検討するため，まず運搬前動変容ステ一、河IJに『運

動の楽しさ』得点を比較した.さらに，身体活動量，

運動自己効力感，意志決定バランスを従属変数"w運

動の楽しさ』を説明変数とした重回帰分析(強制投

入法)を行った.また，大学体育によって変化した

『運動の楽しさ』が身体活動量等に及ぼす影響を明

らかとするため，二元配置の分散分析を行った.全

ての統計処還は5%剥簡を有意とした

結果および考察

因子分析の結果， w運動の楽しさ』の項目について

3因子 15項目が採択された.第 1因子は競技志向，

第2因子はコミュニケーション志向，第3因子は自

己決定志向と命名した日常の身体活動量および，

運動習慣は志向性によって異なり，競技志向と自己

決定志向が予測因であることが明らかとなった.さ

らに，受講前後で各志向性が向上した群と減量した

群の二群に分け，受講前後と群の二要因で身体活動

量の変化を比較した結果，コミュニケーション志向

において有意な変化が認められた競技志向では運

駒子動変容関車要因に有意な変化が認められた

重回帰分析の結果から，競誌志向を高め，自己決

定志向を抑えることが身体活動量の増強に繋がるこ

とがノ刊凌された. しかし，受講後のこれらの志向性

の変化は身体活動量にはつながらず，関車要因の変

化に留まり，コミュニケーション志向の変化が有効

であることが示された. したがって，生涯に亘る継

樹句な身体活動の増強のためには，まずコミュニケ

ーションの志向性に訴えかけることが重要となるが，

合わせて競民志向の楽しさを経験させるための授業

開発・研究の必要性もノ刊凌される.
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大学体育実技授業における eラーニングシステムを用いた

予習および復習が学生へ及ぼす効果

0田中裕己、和田智仁、坂中美郷、演田幸二 高橋仁大{鹿屋体育大学)

キーワード:体育予習復習 eラーニングバレーボール

緒言および目的

教育現場では学力向上のために宿題を出すなどし

て、 f予習・復習Jを目的とした家庭学習を促しており、

この取り組みが学力の向上を図るのに重要であること

は認知されている。体育においては、文字や図だけで

は伝え難い運動の「コツj としりた非言謝句な内容が

多く存在するために、予習・復習を行うにはこれらに

加えて映像を用いることが必要であると考えられるが、

撮影された映像を学生に見せるには DVDなどのメデ

ィアに書き出すといった多くの手間と時間が必要であ

ったために、体育において予習・復習が滑われること

はあまりなかった。しかし、近年では、インターネッ

トなどの情報技術を活用した学習環境である reラー

ニングjが普及してきでおり、これを用いることで、

先述した手間と時間の軽減でき、さらにはインターネ

ット環境があれば、いつでもどこでも予習キ復習が可

能となる。体育における eラーニングの活用について

は、いくつか報告があるものの、大学体育実技授業に

おいて予習・復習を目的として授業を全て撮影し、提

示した取り組みはされていなし、

そこで、本研究は、大学体育実技授業のパレ}ボー

ルにおいて、 eラーニングシステムを用いた予習及び

復習を活用した授業の展開が学生へ及ぼす努燥を明ら

かにすることを目的とした。

方法

本研究の対象は、体育大学で実施しているバレーボ

ールの授業 (90分授業・全 16回)とした。履修学生

数は、 50名であった。

1.授業の展開内容

【第 1週~第8週】個人自披能・集団的技能の練習方

法の解説及て思議員L審靭腿ゆ指導・解説

【第ト15週】班対抗蛾およひ潜哨限去の実践

【第16週】期末猷験(実関

2.撮影・映像提示およびアンケートの実施

毎回の授鶏勾容{各班¢練習・試合・授鶏瑚習中の

担当教員の指喝をデジタルピデオカメラにて撮影し、

それらの映像を班毎の練習キ教員の指導内容など、ンー

ン毎の映像に編集したうえでeラーニングシステムに

提示し、学生州諸の時間に復習できるようにした。

さらに、予習を行えるよう、次の授業てγ行う内容のモ

デル映像を提示した。

3.アンケートおよびアクセスログ解析

第 1週固と第16週自にアンケートを実施し、予習お

よひ液習の効果の確認を行った。また、 eラーニング

システムれのアクセスログの解析を行った。

結果およて拷察

アンケートの結果個収数:例4)、多くの学生が

「自らの練習映像jおよび『教員の解説・見本映像l

がまだ術習得・理解に有用であると答えた(0=35)。ま

た、授業の映像を提示することの必要性については、

ほとんどの学生が必要であると答えた炉刻。さら

に、アンケートの自由託謎の恒賂には、「休んだ時の授

業内容が分かつて良かったj、『自らの動きを客観的に

見ることができて良かったJといったポジティブな回

答も得られた。

アクセスログ分析の結果、コンテンツへの総アクセ

ス数は、復習用コンテンツ(268聞は予習用コンテンツ

(111町に比べ多くのアクセスがあった。このことから、

学生同袋習を重視していたのではないかと考えられた。

さらに、復習用のコンテンツハのアクセスは、授期首

判第1週~第 4週)に多くみられた授類自半には実

技に関する基梢持説明が多くあるため、学的ま復習

を行っていたために多くのアクセスがあったのではな

し、かと考えられた。

これらのことから、体育実技授業においてeラーニ

ングを用いて映像を用いた予習復習をおこなうことは

学生の意欲向上および校術習得に効果を与える可制金

が示凌された。



4.スチューデン卜・セッション
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子どもの体力低下の現状と未来

司会安方惇 (福岡大学大学院)

演者芦江源太(熊本大学大学院)

馬渡洗二(熊本大学大学院)

キーワード:子ども体力向上家庭

子どもの体力の低下は将刺句に国民全体の体力の

低下につながり，生活習慣病の構加やストレスに対す

る抵抗力の低下など健康に不安を抱える人々が増え，

ひいては相会全体の活力が失われる事態が危摂される.

子どもの体力向上を科学的見地から効駒ト合瑚句

に行うためのプログラムを考え，体育の授業のみなら

ず，特努幅動，総併句な学習の時間，休み時間，避動

部活動など，学校教育活動全体を通じて，子どもが体

を動かす場キ機会を確保することが必要である.

本セッションでは，子どもの体力の現状を把握し，

問題点を整理する.そして，多面的な視点から効率的

かっ合瑚句に体力を向上させるプログラムについて討

論したい.

子どもの体力の現状・問題点

平成お年10月，文部劇学省は青少年の体力・運

動能力調査結果を発表した.青少年の体力を長期的に

みると，渥カ及び走，眺投能力にかかる項目は体

力水準が高かった昭和 ω年頃に比べ中学生男子の

50m怠ハンドボール投げを除き依然低い水準になっ

ている(文部琳学省スポーツ・青少年局スポーツ振興

課資料より). 

文部科学省の f子どもの体力向上のための取組ハン

ドブックJによると，運動やスポーツの実施率が 1週

間にω分剰荷の小学生は男子で10.務，女子で24.舗

であった.また，中学生男子は9.3%，女子i主 31.1%

であり，運動をする子どもとしない子どもの二極化が

顕著であると報告されている.

現在の子どもの体力低下の問題点として， r時欄の

減少J:学防トの学習活動や屋内遊【舟網の糊日による

外甑件スポーツ活動時週の減少， r空間の減少J:空

き地や生活道路の減少から，子どもたちの手軽な遊び

場の減少， f.仲間の減少J:少子化や学校外の学習活動

などによって一緒に遊ぶ友達の減少，以上の3つのポ

イントが挙げられる.これらを称して「サンマ (3間)

の減少」として体力低下の原因とされている.rサンマ

の挨少jはすなわち子どもの身体活動呈キ輪運蔵時

間広勝~を意味している.笹山ら(20ω)は「身体活動

量と体力合計得点との聞には男女とも有意な生の相

関関係が認められ今身術活動量が多い児ほど，体力が

高いという関連性がある.Jと報告しており，体力を向

上させていくためには身体活動量や総運動時習をよ

り増加させることが求められる.

体力向上のためのこれまでの喰組み

I子どもの体力向上のための聡且ハンドブックjに

記載されている子どもの体力向上のための事伊民燥か

ら読み取れるお邑点は保識者との連携(保護者の意識

づけ)，生活習慣の改善，表彰(上位者発表，参加賞)

であり，これらが子どもの体力向上と密接に関係して

いる可制生が考えられた.また，これらの共通点は

fサンマの減少Jに対応しており，総運動時簡の確保

が子どもの体力向上に繋がったと思オオLる.

今後の展望に向けて

若吉ら(2005)は， f.保護者の子どもの体格や体力に

関する興味・関心の高さが，子どもの運動意欲に影響

を及ぼすjと述べており，松浦(1卿)は「児童期及び

青年期は一生の中で体力のいろいろな要素がピークに

達し最対肋を発揮できる時期であり，この時期に到

途できた体力レベルが一生の体力・運動能力の上限を

決定づける.したがつて，この時朔に子どもたちの体

力.運動能力をできるだけ伸ばしておくことカが=

ある.Jと述べている.これらのことから，子どもの体

力向上には児童期における学校・地域・家庭・外部

指導者の連携の中でも「家庭jとのi藍携が特に重要で

はなし、かと考える.

子どもの体力向上には，子どもの生活習慣の改善・

意識改革・意欲喚起が必要であり，ます市機者の意識

改革をし，家庭の中で体力向上に関する意般ヨけをす

ることが，総運動時間を高め，体力向上に繋がり，生

涯にわたってスポーツに親しむことにも繋がってくる

のではなし、かと私たちは考える.



5.一般研究発表(口頭発表)
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インディアカ協会会員の継続意欲に影響を及ぼす要因について

一埼玉県インディアカ協会を対象にして一

0井上晃一徳屋体育大学大朝船 山崎利夫傭屋体育大学)

キーワード:インディアカ，イベント評価，実態調査，継続意欲

目的

近年，国民の健康や体力において，運動不足キ生活

習慣病等の問題が生じている.それらに対芯すべく，

2012年3月，文調剤学省はスポーツ基本計画Iを策定し

たこれに基地，生涯スポーツ柾会の実現を目標と

している.これらの政策により，国民が様々なスポー

ツに親しむ機会が埠訪日している.だが，一度始めたス

ポーツもなかなか紺鰯?することができなし、とし、う問題

も同時に存在する.萩ら (1鈎)は fイベントの多く

は圭催者側の一対句な企画，運営，評価にとどまって

おり，参加者測に立った評価キ調査はほとんどみられ

ない.その結果己地城士会における健康・体力づくりに

関するイベントはプログラムの固定化やマンネリ化，

それに参加者の減少等の問題をかかえているJとして

いる.

そこで，本研究では現在，会員の減少傾向が著しい

埼玉県インディアカ協会(以下， SIA)の会員を対象に

質問続調査を行い， SIA会員の総統意欲に影響を及ぼ

す要因を探ることを目的とした.

方法

1.対象およて席駐留時期

調査は萩ら(t鈎)，野川ら(t朔)の指南究

をもとに件減した質問紙を用いて行った.質問紙を

平成23年8月開催の「埼玉県南部ブロック予選会J参

加者3∞名に配布し， 2ω件を回収した.そのうち有

効回答は230件甥性64名，女性166名)であった.

2.調査項目

調密実目は大きく 3つから檎戎される.

①サンプルの属性:年齢，性肌過去に行ったスポ

ーツ経歴など.

②インディアカについて柑鰯奔数，継続している

理由，縦続できた理由など.

③大会について:出場年数，参加願期免運営評価，

今後の大会〈の参カ鴫畿話鶏kなど.

結果と考察

年代ごとの特徴をみるために 5つの年代ω歳

代~ω歳仰に分けて分析した.インヂィアカの継

続理由はどの年代でも， r楽しみ・気晴らしJ，r健
康・体力づくりjで曾j合が高く，liJ頃'の健康に対す

る意識からインディアカを縦続していることが伺え

た.インディアカが紺殺できた理由も，年代に大き

な溜まなく， rチームメイトの存在Jが高b曾恰を占

めた.縦続を支える要因は刈句なものが大きいこと

が示唆された.また，大会の運営評価額目が，今後

の大会への参郷腕鰍にどのように影響している

かを明らかにするため rSIA主催大会の運営評価

(1 0 項目)J を独立変数~ r今後の大会ハの参力繭鵠掻

欲lを従属変数として，ステップワイス濯による盟国

帰分析を行った.表1はその結果を示したもので

ある.これによると，今後の大会への参力樹党献

に影響を与える項目が年代によって異なることがわ

かる.rSIA主催大会の運営評価jの「今後の大会へ

の参力隊鶴器認決jに対する各変数の説明カは 11.49

--36.42%であり， 1%，水準の有意差が認められた.

20歳代ではf開催場所J，30歳代では「時間帯Jとf開

催場所J，4O歳作では「全体の運営'j， 50歳代ではf種

目数lとf係員の幼芯.j，そしてω歳代では「開催場

所jが影響を及ぼしている.

今後，大会運営を行う上で，各年代で影響を及ぼ

す項目をより強く意識し，上述繍鰯耀由や引Lを

支える要因を考慮することで，会員¢溺鶴議採糊2高

まると言えよう.

表1.璽回帰分析の結果(ステップワイズ法)
年代 密教

20盛代間借揖帝

30歳代時間帯
間借揖陪

40車代金体の運営

50歳代種目数
俸昌の鍋底

60爺代間信温商

首相園優位 F傭
.722 13.04" 
.541 13.63" 
.678 13.59'・
.429 11.49" 
.548 36.42" 
581 21.40" 
519 14.35" 

"P<.Ol 
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高校生のフロー体験について

0山本勝昭、徳島了、坂元瑞食(福岡大学スポーツ科学部)

今村律子(九州工業大学大学院)、大田さくら、高IJ島加奈子(福岡大学大学院)

Keyword フロー， POMS，ピークパフォー7 ンス

[目的1
自己成長モデノレに基づく、学校期のスポーツポジ

ティプ体験(フロー)は、運動・スポーツ緋続への

内発動機づけを高める重要な重要因である。先に中・

高 ・大学生を対象として「ピークパフフォー7 ンス

時のフロー状態と POMSとの関係」を報告した。(九

州スポーツ心理学会，2011)

全体的にピークパフォー7 ンス (p.P)時のPOMS

プロフイ}ノレとフローには有意な相関がみられたが、

今回は対象者の少なかった高校生に焦点を絞り、前

回と同様に主観的回想法により、実施した。

[方法1
1.調査対象者と調査時期

西日本地区の種目別競技レベルの高い高校を対象

に、本学教育実習生を通し、校長と顧問の同意を得

て、調査を実施、回収した。

対象校は9校、 365名(男 271名、女 55名)。

時期は 2012年 6月に実施した。

2.調査内容

過去の p.p時のことを思い出し、その時の状態

を主観的回想法で回答してもらった。

測定は SFS(谷木，2009)とPOMS短縮版MCT

E型(山本，1994)を刷いた。その時のメンタノレコン

ディションは、 MCTII型(緊張・抑うつ・攻撃性・

活性 ・疲労・情緒混乱の 6因子)SFSは(行為と感

知の融合、今の課題への集中、統制感、自己意識の

消失、時間感覚の変容、自己目的的体験の 6因子)因

調査はMCTII型を記入後Flowを含むアンケート調

査を行った。所要時聞は約 20分であった。

【結果及び考察】

先の大学生を対象とした研究でも、POMSの

初旬1得点が低い選手ほどフローのおtal得点が高

くなるとb、う仮説が支持されていて、今回の調査で

も同様な結果が得られた。(図 。

POMSのタイプと Fl ow~'尋点
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POMSのタイプ【 P.・.)
図1. POMSのタイプと Flow得点

メンタノレコンディションとフローは p.pに関係

する重要な要因であることがいえよう。

挑戦(やる気)と能力との関係において、注意や

意識の集中が高まり、フローという心理状態が出現

するがこれは能力と挑戦の最適なバランスによって

出現する。(チクセントミハイ)

p.pは能力や技術のより高い者が食適な動機(覚

醒 ・緊張のレベノレ)によってその人が持つ潜在能力

が顕在化した結果が最高のプレー成績 ・記録などの

p.pとなって結果することを示している。

1.競技レベルが高いほどフロー得点は高い。

2. POMS得点とフロー得点、には有意な相関がみら

れた。

3. チクセントミハイのフローモデノレは p.pを考

える上で有効であるが、フローになるための方

法を具体化する必盛がある。その点、では、 p.p

についてメンタノレコンディショ ニングからのア

プローテが実践的であることを報告する。
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CSRとスポーツ

ープロスポーツと企業スポーツの役割から-

0黒田次郎(近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科)

キーワード:CSR (Corporate Social Responsibility =社会貢献活動)Role model (社会規範) プロス

ポーツ 企業スポーツ、ノープレスオブリージュ (noblesseoblige) 

目的

スポーツの社会的・経済的・文化的価値が注目さ

れている中、スポーツ団体、 トップアスリート、企

業等による“CSR(Corpora飴 S∞血1Responsibility 

=社会貢献活動、以下、 CSR)"が積極的に行われ

るようになってきている。

本研究は、多くの人々を熱狂させ、夢と感動を与

えるプロスポーツと日本の競技スポーツレベルの維

持・向上に貢献し スポーツ振興に寄与している企

業スポーツの CSRに関する活動、儲IJ、課題等に

ついて明らかにすることを目的とする。

対象と方法

1. 調査対象

財団法人日本プロスポーツ協会に加盟している

15団体及び一般社団法人日本トップリーグ連携機構

に参加している 217チームを対象とした。(平成24年

7月現在)

2. 調査検討項目

プロスポーツのチーム・選手及び企業スポーツに

よる CSRの取り組み、問題意識、課題等を調査し、

実状を把握した。

結果と考察

欧米諸国では、プロスポーツチームやトップアス

リートによるチャリティ活動のみならず、ボランテ

ィア活動が多岐にわたって行われている。

プロスポーツリーグにおいては、リーグが規約に

“CSR"を規定している。さらにチームでは、 "CSR"

担当部署を設置し、選手に対して“CSR"に参加を

奨励しているところも見受けられる。またそれらの

活動は、社会において高く評価され、多くの市民(地

域住民)から尊敬を受けている。

一方、わが国においても、プロスポーツ選手、プ

ロスポーツのチーム・選手による“CSR"は、徐々

にではあるが確実に活動の幅が広まってきている。

プロスポーツのチーム・選手は スポーツ活動を

通して活躍することが望ましい。また、それと同時

にチーム・選手には社会の模範(Rolemodel)とし

ての役割が期待されている。しかしながら、欧米諸

国と比較して選手個人の社会性の欠如、リーグ及び

チームの取り組みの意識の欠知や見返りを求める風

潮など、ノープレスオブリージュ (noblesseoblige) 

の意識の欠如は否めない。

プロスポーツの世界から日;材虫自の文化である企

業スポーツに目を向けると、リーマンショック以降

経済の劉じからまだ回復していない状況の中、企業

スポーツは転機を迎えているといわれている。

これまでの企業スポーツの所有理念は、「福利厚

生J、「社内一体感j、「士気高揚J、「広告宣伝効果J

などを求めていた。ところが、近年の経済・社会環

境の変化により、多くの企業スポーツが撤退してい

る中、企業スポーツを維持する価値観として「社会

貢献Jr地域共生jとしづ思念を浸透させようとする

動きが活発になってきている。

企業スポーツによる CSR活動は数値やデータで

測定することは非常に困難である。プロスポーツ選

手、スポーツ団体の活動についても同様である。

それぞれの立場で役割、課題など多々あるかと恩

われるが、スポーツの価値とは何か?スポーツのカ

とは何か?誰もが納得できる評価指標を設定するこ

とが不可欠であろう。
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スポーツ合宿・キャンプの受け入れ先進地の実態に関する研究

0山崎利夫・隅野美砂輝・前回明(鹿屋体育大学)

キーワード:スポーツ合宿・キャンプ、受け入れ、屋内運動場、鹿児島県、沖縄県

1.目的

鹿屋体育大学は2010年秋に鹿屋市と包括連携協

定を結んだ。同協定の目玉事業は、同大学、岡市及

び岡市観光協会の産官学が連携した「スポーツ合宿

まちづくり推進事業J(3年間)である。2011年度は、

同市内と岡大学において、プロ野球選手とサッカー

J1選手も自主トレーニングを行った。このほか、プ

ロトライアスリートや実業団の女子バレーボール、

陸上中長距離のチームも合宿を行った。

今後、スポーツ合宿・キャンプで多くのトップア

スリートが鹿屋市を訪れて、交流人口が拡大し、地

域経済が活性化していくには、スポーツ合宿・キャ

ンプの先進地の実態を調査・分析して、それらをも

とに、岡市が誘致ー運営で抱える課題・問題点を明ら

かにしスポーツ施設およて縮泊・飲食関連施設をレ

ベルアップする必要があるo

そこで、岡市からの受託研究として、鹿児島県内

と沖縄県内のスポーツ合宿先進地の受け入れ実態・

体制について視察と聞き取り調査を行い、関連資料

を収集・分析した。

2.調査方法および内容

調査対象は、鹿児島県5市。沖縄県4市1町の10自治

体とした。調査内容は、鹿児島県については、誘致・

受け入れ体制、誘致活動、自主トレ実施の有無、海

外からの受け入れ、受け入れスポーツ種目、主な利

用運動施設、受け入れチーム・選手名、ガイドブッ

クの作成状況、助成金制度、屋内運動場の対応種目

およて矧j用状況、サッカー場・野球場・陸上競技場

の芝の状況、総合運動施設、宿泊先、課題などから

なる。沖縄県については、プロ野球チームが春季キ

ャンプで利用する屋内運動場に焦点を絞って調査し

た。調査内容は、利用球団、運動場サイズ、建設費、

使用床材、対応種目、利用状況、その他から成る。

3.結果

3.1鹿児島県、

①3自治体が誘致や受け入れ委員会・協議会を設置

②4自治体健児島市以外)洲可らかの形で誘致活

動を実施。

③4自治体がスポーツ合宿・キャンプのガイドプッ

クを発行。誘致活動には必須アイテム。

@全自治体が屋内運動場が完備。市民の利用が多く、

年間を通じて高い稼働率。

⑤い脅しも宿泊施設が充克食事・送迎・宿泊でプ

ロ・実業団・大学生の各ニーズに細かく対恥

3.2沖縄県(屋内運動場)

①いすサしも 5伽 X印m前後と面積が広く、プロ野球

団の室内練習に十分耐えうる。

②建設費は総額6-..7億円。この予算で5OmX5Om規

模の面積が確保できる。

③いずれも人工芝。多種目に対応できるショートパ

イル伯煮込

④市民の多様な利用ニーズに対応すべく、野球やサ

ッカーを軸に多種目に対応可能ロ

⑤プロ選手以外に実業団、大学生-、市民が盛んに利

用して高い稼働率。

@刷用形態はスポーツ以外にジョギングやウォーキ

ング、ダンス、運動会、体育授業、コンサート、

イベント、災害時避難所など多岐にわたる。

⑦屋内運動場は体育館や陸上競技場と同様、住民に

とって必須のスポーツ施武

4.まとめ

調査結果を踏まえ、鹿屋市に以下の提言を行った。

①主要スポーツ施設の整備

-冬芝対応に(特にサッカ一場)

.屋内運動場の新設

②宿泊施設の充実

プロ野球・ Jリーグの大人数での長期間キャン

プに対応が可能

③鹿屋体育大学と鹿屋市の密接な連携体制の構築

既存の争倍佳作業部会を発展させて連携協議会の

下鰍E織に昇絡

④「おおすみスポーツコミッションJの設立
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Jユースクラブと高校運動部選手における意識形成に関する研究

0立木宏樹(九州保健福祉大学)谷口勇一(大分大学)

キーワード Jユース 高校運動部社会性の獲得学習指導要領において習得を目指す強度、能力

I 諸言

近年、少年期のスポーツ育成環境は著しく変化

を遂げている。サッカ←では Jユースクラブと学

校運動部の両者が共存関係を構築しつつある。両

者はそれぞれの環境や指導体制、指導者の指導観

等の違いにより「クラブ育ちj と「学校運動部育

ちj といったそれぞれの特徴を有した選手を育成

することとなっている。そこで、本研究では fJ

ユースj と「学校運動部Jとの比較研究として、 J

ユースと高校運動部選手の意識形成に注目し、そ

れぞれの意識内容、態度の違いについて明らかに

し、その違いからみえる fJユースj と「学校運

動部j の関係性について考察することを目的とす

る。

E 研究の方法

本調査は、以下の 2つの調査を実施した。調査

1は0県内の指導者4名 (Jユース指導者 l名、高

校運動部指導者3名)を対象として、平成24年 5

月から 6月初旬に直接面接法にてインタピュー調

査を実施した。調査 2は九州における Jユース 4

チームと高校運動部 12チーム (Jユースが存在す

る各県の平成 23年度県大会上位ベスト 8校、また

はプリンスリーグ九州所属校)を対象として、平

成 24年 6月に質問紙調査を実施した。調査方法は

郵送法にて行い、有効回答数は 1066名となったo

具体的な質問調査項目内容は1.基本的属性(現在

における学年、活動頻度、競技実績等)、 2.社会性

の獲得に関する項目(山本 2011)、3.スポーツに

関する価値意識に関する項目(上杉 1985)、4.学

習指導要領に基づいた習得されるべき態度、能力、

5.学校運動部、 Jユースへの興味、関心に関する

項目、以上5つの項目によって構成した。

E 結果と考察

1.指導者へのインタピュー調査結果

本調査におけるインタピューデータの分析にあ

たっては、質的データの分析手続きのひとつであ

るグラウンデッド・セオリー・アプローチ法を援

用し、概念の抽出を試みた。その結果、 Jユース

指導者、高校運動部指導者から「明確な価値意識

の差異j、高校運動部指導者から「人間性の育成j、

Jユース指導者から f学校生活への積極的参与j

の概念が抽出された。

2.選手の質問紙調査結果

社会性の獲得に関連する項目、及び学習指導要

領において習得を目指す態度、能力に関連する項

目についてどちらも Jユース選手の平均値が高い

傾向がみられた。

3. Jユースと学校運動章容の関係性

両者の差異は、 rJユースj と f学校運動部Jに

みられる関係性の変化を示唆している。 Jユース

はその存在意義に関して、プロ選手育成に伴う競

技志向というひとつの役割機能から教育的指導に

基づいた社会的人材の育成という役割機能を追加

するよう、自ら変化しつつあり選手への意識調査

からもその傾向が看取された白一方、学校運動部

は様々な課題を抱えつつも教育的機能を強固に主

張し続けてはいるものの、選手の意識調査からは

その機能低下の傾向が看取されている。つまり、 J

ユ}スをはじめとするクラブは学校運動部が長く

専有してきた f競技志向を担保とした教育的機能

の保持jへと、学校運動部は f競技志向の放棄と

教育的機能の減退jへと変化しつつあることは、

クラブと学校運動部の反転現象が今まさに起きつ

つあると考えられる。
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日本ジュニア女子走幅跳選手の踏切動作に関する
バイオメカニクス的研究

一日本ジュニア男子選手との標準動作，動作変動性の比較ー

0大村一光(鹿児島女子短期大学) 飯干明(鹿児島大学)

キーワード:走幅跳ジュニア女子踏切動作標準動作動作変動性

緒言

多くのスポーツ場面において，指導者やコーチが

選手の動き働作)を指摘、修正する際一流選手等

の動作を参考にしている場合が多い.しかしながら，

多くの指導者の持つモデルは主雛句であり，また多

様であるために一樹句に確立されたものではない.

Ae <京町7)は世界一流女子走高慰鑓手の動作を平均

化して標準謝怜備けることによりよのような

問題を解決することを試みている.そしてこのよう

な標準蜘拘えその競伎の主要制立を明ら料こG，1b

作の欠点を見いだす上で役立つとしている.道幅跳

における標準鋤宇キ動僧騒動性iこついて，αnmaetal.
(2009)は世界一流男子と日本ジュニア男子を対象

に検討しているが，日本ジュエア女子選手を対象に

した研究はみあたらない.そこで沖研究では日本ジ

ュニア女子走幅膨縫手(以下JW)の踏切動作につ

いて，キネマティクスデータキ標準蜘宇局何窃倣

などを日本ジュニア男子選手(以下JM)e:tl殺すー
ることにより)wの特徴や託強豪向上へ向けての課題

について明らかにすることを目的とした.

方法

笈胞年(長崎)，2C脳年(島根)およびJWでは

2010年制縄を加えた全国高校総体創臓の決勝

において，それぞれM立8位までに入賞した選手の

うち)wでは18名，JMでは16名を研究対象とした.

デジタルビデオカメラを踏切板側方に設置し，毎秒

ωHZで撮影した.なお:，2010年大会では踏切板倶防

のスタンドから毎秒おOHZで撮影した.得られた画

像は限AMEDIASsy指叫D閉めを用いて分析

し，助走速度，闘躍角，各関節角度などのキネマティク

スデータの他標準鮒宇助作変動性を算出した.また

データの有意差検定にはt検定を用い5%，未満を有

意差ありとした.

結果と考察

分析対象とした訴技の平均猟JW; 5m8l， JM ; 

7m35)，踏切足接地時の水平助お車度(JW;8.73m1s， 
JM;9.勉 nls'滞切離酬の水平速度(即;7.49m/s， 
JM; 8.4lmls滞切胸離旭恥垂直速度(即;288m1s， 

1M; 3.1制's)についてはいす守Lも5%-0.1%，水準で

1Mが有意に大きくなっており男女差がみられた.

踏切 1歩前接地から踏切足離地までの腕錯角およ

明部み角の変化をみると踏切1歩前離胞時および踏

切足接地待の値はいす>>tLもJWの方が大きくなって

おり，身体の上下期断大きな状態で踏切ハ新Tして
いることが示された.このような蜘特え踏切中の水

平助走速度を減少させたり，腕錫角治判、さくなりや

すいとみられるが)wはJMに比べて踏切中の水平

助走速度の減少が小さく男鹿角はやや大きし頓向

にあったことから JWの踏切動作がJMと異なって

行っていたものと推察された.

踏切中の身体各部位の平均蜘開弱椴(mCV)を

みると，上体角踏切胸吠腿角，振上脚大腿角，踏切開膝

関節角の値が小さかった.このような傾向は世界一

流男子やJMについてもみられたことから男子と同

椅乙女子においてもこれらの身体部位が却献にと

って筆要な役創を示すことが冴唆された.そのなか

で?上体角，踏切獅下腿角，踏切腕醸関節角に着目する

と，JMとの間に統計約有意差がみられたことから，ジ

ュニアの男女の踏切動作の相違は，これらの部位の

使い方の相違によるとみられる.そこで，上体角と踏

切腕膝関節角の踏切中の変化を検討すると)Mでは

踏切足接地時には上体を後傾させているものの踏

切中盤からは前傾させる傾向にあったのに対し川ν
では踏切中に衡頃させたままであった.一方踏切脚

の膝関節角は踏切足接地時，離地時のいす~におい
てもJWの方が大きく屈曲させていたが最大屈曲は

小さく踏切中に踏切脚の膝融行をあまり屈曲伸展

させていないことを示した.以上のことをもとにす

ると)wにみられた上体キ樽切脚の蜘特え質量の大

きな上体の前傾を抑え，負担の大きい膝の屈曲を小

さくすることで助走速度の低下を抑え周雌角を大

きくしていたと考えられる.このような踏切動f科え

スヒ」ドヰ栃カの劣る女子選手にとっては効果的な

踏切動作の1つであるとみられるが踏切腕膝の屈曲

伸展や上体の起こし回転によるノサ、を生み出す上で

は耐と比殺して不剤になるとも考えられる.



踏切脚の違いがパスケットボールの片脚ランニングジャンプに及ぼす影響

一跳臆高およて織地時間に着目してー

0杉山 敬(鹿屋体育大学大学院)

水谷未来・蔭山 雅洋(鹿屋体育大学大学院)・前田 明(鹿屋体育大学)

キーワード:片脚ジャンプ，踏切脚の違い，跳躍高，接地時間，バスケットポール

目的

パスケットボ-JL選手は，限られた範囲内で相手やボ

ーノレに瞬時に対応した上で高く跳殿する能力が重要であ

る.しかし，頻繁に利用する片脚ジャンプにおいて，左右

の踏切脚によって闘鴎摘が異なる選手が多い.これまで，

片脚ジャンプとドロップジャンプ ωJ)やリバウンドジ

ャンプ低J)σ籾都欄に着目した研究因子ほれ 1朔;

遠藤ほか.2ω7)は報告されているが，いす守もも両瞬時

切か片腕時切の片側のみの検討である以上のことから，

片脚ジャンプ能力の左右差に着目し，閉館高および接地

時間の差や関係、を検討することにより，バスケットボー

川霊手の闘蝿測定やトレーエング法開発に有益な知見が

得られると考えた.

本研究では，パスケットポールの片脚ランニングジャ

ンプにおいて踏切脚の違いによる獲得跳躍高およて服地

時間の関係を明らかにすることを目的とした

方法

被検者は大学ノ〈スケットポール官官に所属する男子選手

16名としたまた，後述する片脚ジャンプ高の左右差によ

り，差が小さな上位群7名(差小群:)，差が大きな下位群

9名(差大群)に分類した実験は，ボールなし片脚ジャ

ンプおよび片脚での3伽 n台からのOJ(OOJ)・RJ(ORJ)・

スクワットジャンプ (OSQJ)を行った.片脚ジャンプを異

なる踏切脚にて4回ずつ行い， 12台のEagleカメラ (5∞固

とフォースプレート包側1Hz.)を用いて測定したその他

の闘膿は異なる踏切脚にて 2回ずつ行い，マットスイッ

チを用いて測定した評価項目は，回健高，接地期司，jt岬

血似としたなお本研究では，片脚ジャンプの跳躍高が高

い踏切脚を回.gh踏切脚，低し崎切脚を low踏切脚と定

義し，最も跳躍高の高い 1訴技を分析した

結果と考察

差大群のODJにおいて回.gh踏切脚がlow踏切脚と比

較して有意に高値を示した σ8bleI).また，差小群のODJ

において凶.gh踏切脚と low踏切脚聞に有意な相関関係

が認められた σ8bleI).両群において四位踏切脚のOOJ

跳躍高と片脚ジャンプ高の間，差小群の low踏切脚の

OOJ闘蝿高と片脚ジャンプ高の聞に有意な相関関係が認

められたさらに，差大群の片脚ジャンプにおける重心最

ド点から踏切離地までの時間は回gb踏切卿が low踏切

脚と比較して有意に短かった.

本研究において，差小群の∞Jで見られた回gb踏切

脚とlow踏切脚聞の関係性およて燈大群のlow踏切脚以

外で認められたOOJ蹴鋸高と片脚ジャンプ高の関係から

片脚ジャンプと ODJの跳躍糊生の関係性が高いといえ

るDJは発揮トルクやパワーlこおいて膝・股関節よりも足

関節の重要性が示されている(図子・高松， 1995;木越

ほか， 2似).また，片脚ジャンプにおいても是関節の底

屈力が向上すると跳鼠高が向上すると報告されている

(田中ほか， 2∞7)さらに， DJJ説副朝司で高パワー発揮

する運動(図子ほか， 1朔)であることから片脚ジャン

プの重心最下点からの姐時間反発での慰畷には足関宣機

能が大きく関与していると推察される.以上のことから，

片脚ジャンプおよびODJは足関節の働きや発揮パワーの

紺生が類似していると考えられるまた， RJ尚翻完ジャン

プであるため予測により次のジャンプの準備が可能

(y∞n et a1.， 2∞7)であるが，バスケットボール選手は

頻繁に片脚ジャンプを利用するため l回の聞健・衝撃に

合わせた準備を行う能力カ溜れていると考えられる.本研

究では，短い接出時間で高く聞協昔ずる際，片脚ジャンプ

能力差の1要因がO悶能力であることが明らかとなった.

1副 el臼mpar回 nandnt凶側副首p加納鵬nt噸1Jumplr喝同andlow抑n帥18
h'gb百 jumpir司~ par冨問地r，re湾問c:tIveIy.
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面扇園切}側主胸骨捕ま 0.02 問主抑t
2
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流水プールを用いた多人数の縦列水中歩行による運動強度への影響

0平野雅巳・田中 守・清永 明・田中宏l路・檎垣靖樹(福岡大学)

キーワード 水中歩行，流水プーノレ

目的

流水プーノレと水中トレッドミノレ (UWT)は、少人

数の指噂者での監視や運動日釦支の管理liが行え、ハイ

リスクの対象者への運動療法が可能である。しかし、

1名ずつしか運動できないため、.'it¥者数にfljl)限が生

じる。そこで本研究は、最大4名が同時に水中歩行

できる流水プーノレと UWTを用い、縦}'I)歩行による

運動強度への影響を明らかにすることを目的とした。

方法

健常成人男性 10名を対象に上流側のUWTを用い

て 1.8n也氏の一定水流速度でUWTiili度を漸土留させ、

運動強度の定量性を硫認した (A条件)0UWT速度

は、 0.7~1.2m/5eCの範囲でO.II11/secずつ漸地させた。

次に、同じ被験者に対して、下流側の UW了を用い

て歩行する条件 (B条件)、上流側に他の運動者がい

る場合の下流側の UWTを用いた縦功|歩行条件 (C

条件)とした(図 1)。下流仰|の水中歩行は、 0.8、1.0、

1.2111/5配の UWT速度について各 10分間の水中歩行

を行い、測定順や運動強度の地減による影響をi怪減

させるため、ランダムに前半と後半の 5分間毎に B

と C条件を切り替えた。測定項目は、西空素摂取量

(ti O2)、心拍数 (HR)、主観的運動強度 (RPE) と

した。i呼j及代謝指標は、各条件の速度毎に歩行|現始

4-5分の平均値を採用した。fJ4、実験条件や手順を

耐Irr認させるために、全ての被験者に練習を行わせた。

図1流水ブール向の水中トレッドミJレの運動実施の条件

結果と考察

一定水流速度で UWT速度を/1山首させ、運動強度

の定量性を確認した。その結果、 A 条件において

表 1 水中トレットミル湿度ど名運動条件による厳ヨ民間取量と;肖 AJ:~霊

A条件 B条件 仁条件

U:~W~取量 0，8 m/sec 1.39士 0.14 1.33 Z 0.18 1.0・， .:. V.J"-' 

(LJmin) 1.0 m/seι 1.70士 0.20 1，69士 0.18 1.25士 0.11札b

1.2m/sec 2.08 :t 0.24 2.03士 0.18 153:t 0.15・b
〆vγ3主度 0.8 m/sec 6.0 :t 0.8 5.8 :t 1.0 4.5:::t 0.7 ~ b 

1.0 mhec 7.3士1.2 7.3土 1.2 5-'土 0.8H 

1.2叫'" 9.0 :t 1.3 8.8:t 1.6 6.6:t 0.9 ...b 
エヰルキー;向買量 0.8m/sec "7土 70 194:t 27 151:t 19 '.b 

(kc.l1/30min) 1.0mhec 7"土 30 748士 76 181¥:t 18 ...b 

1.2m/sec 308:t 36 300土 " 225:t 2] ..b 

' : A ~員 {宇 v， s C議件(p< 0.05) 平均値 土得準偏差
" 日条件 V. ~ C条件(p< 0.05) 

uwr速度が O.lm1sec毎の漸増幅に対してV02は、

有意に増加したことから、運動強度の定盆性が高い

ことをli(t!認した。また、A条件と同-uwr速度に

おける B条例二は、 V02に差がなかったことからヒ流

flU)と下流側が同程度の運動負荷で、あることを明らか

にした。一方、縦列歩行である C条件は、他条件と

同一 uwr速度にも関わらずV02が低値を示した

(表 1)。これは、 上流侃1)の歩行者によるドラフティ

ング、作用が下流flll)の水流による運動負荷を減衰させ

たことが原因のーっと考えられる。また、運ifsJ負荷

経減による消費熱量への影響は、上流側の運動時に

比して uwr速度 0.8、1.0、1.Zm/secの順に、 30

分当たり平均5Zi:26(36%)kcal、66i: 30(37%)kcal、

84 i: 44(39%) kcal少なし、。これらのことから、品、汐1)

歩行では、水流と U羽rr 速度から成る機械的~ffiJJrに

弁Iする生理学的強度が低くなり、その効果が小さく

なる可能性がある。そのため、 uwr速度を考l出し

た運動プログラムが必要であることを示唆した。

まとめ

本研究は、同一水流速度と UWT速度で上流側と

下流flU)の運動強度が同程度であることを示した。一

方で、縦~I)i対Tによる下流{同lの運動者は、上細川lよ

りも運動強度が減衰する。そのため、縦列歩行では、

運動弥皮を考l面、する必要がある。

詞括字

本市iJf究は、私立大学戦略的基盤形成支援事業の助

成の一昔11を受けて遂行された。
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出生体重が体格と新体力テストに与える影響

0安方惇1) 芦江源太 2) 清永明 3，4) 田中宏暁 3，4) 桧垣靖樹 3，4)

1)福岡大学大学院スポーツ健康科学部研究科 2)熊本大学大学院

3) 福岡大学スポーツ科学部 4) 福岡大学附置身体活動研究所

キーワード:出生体重生まれ月 新体力テスト

背景と目的

近年，我が国では低体重で生まれる子どもが増えて

いる.r小さく産んで大きく育てる」としづ風潮があっ

たようだが，低体重で生まれた子どもは，標準体重で

生まれた子より児童期に肥満になりやすいとの報告も

ある.そのため日常生活での身体活動が減り，体力が

低くなるかもしれない.そこで本研究では，出生体重

が現花の体格と新体力テストの結果に及ぼす影響につ

いて検討した.

方法

対象者は，福岡県のN小学校に在籍する 3年生から

6年生の計721名のうち，出生体重と新体力テストの

全項目のデータの両方が得られた565名(男子278名，

女子287名)を解析対象とした.測定は，平成10年よ

り施行されている新体力テスト 8項目(握力，上体起

こし，長座体前屈，反復横とび:， 5伽1走， 2;伽1シャト

ルラン，立ち幅とび，ソフトボール投げ)を行った.

また，生年月日，身長，体重，生活習慣，運動習慣に

関わる内容のアンケートを保護者に言己入してもらった.

統計処狸は，統計用ソフト SPSS(18.0)を用い，出生体

重が 25∞g未満(A)，25∞g以上3鵬 g未満(B)，30∞g 

以上(C)の 3群間の比較では一元配置の分散分析およ

び Tukeyの多重比較を行った.数値は，平均時票準偏

差で表わし，有意水準は5%未満とした.

結果と考察

代表例として 5年生における出生体重で分類した 3

グ〉レープの身嗣句糊数およひ噺体力テストの結果を表

lに示す.出生体重拐IJで比較した結果で、は， 5年生男子

の身長において， AがCに比べ有意に低く， BがCに

比べ有意に低しイ直を示した.体重 B~但においてA が

Cに比べ有意に低い値を示した.握力においてBがC

に比べ有意に低く 6年生男子も同様の結果で、あった.

上体起こしにおいて AがBおよびCに比べ有意に低

い値を示した.3年生と 6年生男子の身長において， B

がCに比べ有意に低く， 3年生男子の立ちl隔とびにお

いて， AがCに比べ有意に低い値を示した.5年生女

子においては，身長と上体起こしでAが BおよびC

に比べ有意に低い値を示した. 6年生女子の身長にお

いてBがCに比べ有意に低し、値を示した.

本研究の限界として対象者数が少ないため，今後，

対象者数を追加し検証する必要がある.また，横断的

な研究のため因果関係を明らかにすることはできない.

表15年生における出生体重別対象者特性

男子 A(n=6) B(n=2η C(n=49) 
Statistica1 

話gnificance
身長(cm) 134.8j: 3.9 136.9土4.3 140.3:t 5.7 A<C.，B<C. 

体重(kg) 26.9j: 2.1 32.8士5.7 351土6.7 A<C" 

8Ml(kglm2) 14.8 j: 0.6 17.4:t2.6 17.8土2.6 A<C. 

出生体重(g) 2099.3 j: 434.1 2808.9土 162.6 3332.8全 2772

握力依g) 17.5:t 1.9 17.1 :土 3.0 191士3.1 B<C・
上体起こし{囲130秒} 14.3:t 3.3 15.0土3.8 18.6:t 4.3 A<C・，8<C"

長座体前屈(cm) 28.8土5.1 30.4土 5.5 33.1:t 6.6 

反但績とぴ(困120秒 32.0士 12.8 35.6:t 6.8 35.8士7.8

20mシャトルラン(囲) 52.5土 14.7 38.0土 18.6 46.5土21.S

50m走{秒} 9.5士0.5 9.6:t 1.0 9.4土0.9

立ち幅とぴ(cm) 143.3 j: 9.8 139.8土 19.8 144.9:t 20.2 

ソフトポール投It(m) 27.0土6.6 22.7:t 7.5 24.0土7.8

体力テストスコア(点) 48.3士7.3 47.9:t 9.2 52.4:t 8.6 

女子 A(n=6) 8(n=2η C(n=49) 
Statistica1 

司E凶ficance

身長(cm) 134.8j: 3.9 136.9土4.3 140.3j: 5.7 A<8・，A<C..

体重(kg) 26.9土2.1 32.8土5.7 351土6.7

8Ml(kglm2) 14.8j: 0.6 17.4:t 2.6 17.8土2.6

出生体重(g) 2099.3j: 434.1 2808.9:t 162.6 3332.8j: 277.2 

握力(kg) 17.5:t 1.9 17.1土3.0 191土3.1

上体起こし(回130秒) 14.3土3.3 15.0士3.8 18.6士4.3 A<8・，A<C..

長座休前屈(cm) 28.8土5.1 30.4土5.5 33.1:t 6.6 

底値横とぴ(固120秒 32.0:t12.8 35.6:t 6.8 35.8j: 7.8 

20mシャトルラン(図} 52.5土 14.7 38.0j: 18.6 46.5士21.S

50m走{秒) 9.5土 0.5 9.6:t 1.0 9.4:t 0.9 

立ち曜とび(cm) 143.3 j: 9.8 ¥39.8士 19.8 同4.9士20.2

ソフトポール投It(m) 27.0j: 6.6 22.7士7.5 24.0:t 7.8 

体力テストスコア(点) 48.3j: 7.3 47.9:t 9.2 52.4:t 8.6 

平絢士槙i$!偏差 .p<0.05， ..p<0.01 

A:2500g未満 8:2500g以上3000g未満 C:30∞芭以上

結論

出生体重と現在の体格および新体力テストとの関

連性は，女子より男子において強く影響することが示

唆された.特に，握力，上体起こし，立ち幅とびなど

筋発揮がワーの項目において出生体重との関連性が認

められた.
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野球投手の体幹捻転機飽および動作が投球速度に与える影響
一中学生・高校生・大学生の年齢別の特徴についてー

0蔭山雅洋・岩本峰明・杉山敬・水谷未来(鹿屋体育大学大学院)

隅野美砂輝・山崎利夫・前田明(鹿屋体育大学)

キーワード:投球動作体幹発育発逮筋力・パワー

目的

野球は投手が果たす役割は大きく，投手の箆カ

として，どれだけ速いボールを投げることができ

るかは，勝敗を左右する重要な要素のーっとなる.

そのため，中学生から大学生までの投手を対象に，

年齢別の投球速度に対する体力的要因と技術的

要因を知ることは， トレーニングや技術指導を行

ううえで有益であると考えられる.

そこで本研究は，中学生から大学生の野球投手

を対象に，体幹の捻転機能および動作が投球速度

に与える影響を明らかにすること目的とした.

方法

被検者は野球投手62名であった(中学生25名，

高校生 17名，大学生20名).実験は，蜜内にて

簡易マワンドを設置し， 18.44 m先の的に向かつ

て全力投球 10球を行った.全ての投球は光学式

モーションキャプチャーシステムとフォースプ

レートを使用し，三次元座標および地面反カを計

測した.なお投球速度は，スピードガンを用いて

測定した.体力的要因の評価は，体幹の倦転筋力

およびパワー，背筋力，援力，脚伸展パワーとし

た.技術的要因の評価は，軸脚および踏込脚の地

面反力，体幹部(上胴，下胴，捻転)の角度およ

び角速度とした.

投球速度に対する貢献度は，筋力，パワー，動

作の三要因から投球速度を予測変数とするステ

ップヲイズ法による重回帰分析を行った後，選択

された項目の標準化係数と相関係数との積から

算出した.

結果および考察

図 1は，年齢別における投球速度に対する貢献

度を示したものである.筋力・パワーについて，

Kanehisa et a1. (1995)は，発育期の男子では，年

齢経過に伴い四肢の断由.積と筋力が増加し，特に

13--15歳がそれらの増加が著しいと報告してい

る.また藤井 (2∞7)は，筋力の MPV年齢は，

12歳後半から 14歳の中学生の時期であること報

告している.これらのことより，中学生は，発育

の差異が筋カやパヲーに影響されるため，投球速

度に大きく貢献したと考えられる.

動作について，島田ほか (2∞0)は，下胴の回

旋や体幹の捻転が投球腕に伝達するエネノレギー

を生み出すと報告している.またFleisiget al. 

(1999)や高橋ほか (2005)は，投球速度を高め

るためには，上胴最大角速度が重要であると報告

している.よって，投球速度を高めるためには，

体幹は重要であり，中学生と高校生は，体幹を捻

ることで，投球腕に伝達するエネノレギーを生み出

している可能性が考えられる.

したがって，筋力やパワーの貢献度は，中学生

が高校生や大学生に比べ大きく，動.作は，中学生

と高校生が体幹の捻転動作を，大学生が体幹の回

旋動作を大きくすることで，投球速度を高めてい

ることが示唆される.

鐙:IJ 宵&11司盆ld
1111.&.111司王LJ!;

皇室主 Id2= 町拘司温d

且笠
..医量"角遠慮司且白

泊込CE・亀鱒@下舗角康司a延~
m込田Y尉拘e小 包 司 且 岱
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直盤主 Id2= I!'IIl;th~ØRâL 
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図 1 投球速度に対する貢献度
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未就学児を対象とした運動遊び教室に関する一考察

一超低体重出生児における意義についてー

0高岡綾子(鹿児島大学非常勤講師)

キーワード:超低体重出生児運動遊び教室母親運動指導者

目的

平成 21年度の単産における出産時の平均体重は

3.ωkgであり、その中で 2.5kg未満の低体重出生児

の割合は8.3%、またl.Okg未満の超低体型尼の智治

は02%である。しかし、近年複合的な要因によりこ

の割合は年々増加の傾向にある。

本研究の目的は，未就学児を対象とした運動遊び

教室に参加している超低体重児K君を対象に、今後、

幼児期における超低体重出生児への運動指導内容や

指導方法の基礎資料を得ることである。

方法

対象鹿児島県H市在住K君 (5歳 11ヶ月)。母親

への聞き取り、 K君の活動観察、運動遊び教室の内

容などを検討し考察を行った。

内容

1.生育歴 K君は、出生時体重592g、身長29.5cm

(剖台期間おヶ月 6日)の超低体重出生児であった。

5歳 11ヶ月現在体重 14kg、身長 110Cslo出生後す

ぐにICU。未熟児網膜症の手術2因。小児弱視で2

歳半から眼鏡使用。その後、医師から、運動発生の

遅延や発生の順番が正常時と異なるため、今後いろ

いろな府臓を受けることが大切である、と言われる。

2.この運動遊て湾住藍に参加するまで 産後9ヶ月

から地域の子育てサークルに参加。検診でリスクの

あった幼児のための教室や、医療福祉センター、療

育センターなどに通いPTやOTとのリハビリを行

ってきた。 1歳半と 3才時に発達テストを受け、引

き続きいろいろな荊搬を受ける運動遊びをするよう

に指導される。

3.運動遊び教室に参加した理由 今後経験すると

思われる困難を、小さく産まれたことのせいにして

ほしくない。また、体が小さいだけでなく発達のバ

ランスや体の使い方が悪いため、療育の場だけでな

く一般の子供が通う教室の運動を通して、子供の能

力が引き出せるのか、可能性を探りたし、。という母

親の思し、から参加に至った。

4.運動教室の概要

同年代の未就学児男女8-11名と共に、平成23年4

月.......24年2月、 10回 1コースを2コース参加。内容

は、手甑F、柔軟体操、歩く、走る、跳ぶなどの全

身を使った基本動作を含んだゲーム、ボールやフー

プの操作、音楽を用いた一連のリズム運動 など

結果と考察

具体例1.ボールをかごに入れるゲーム特に「片

手ボール投げJが苦手。飛距離、方向性が安定して

いない。しかし、両手を同時に伸ばすカはあるので

胸からのチェストパスのような投げ方は得意。出来

ない片手投げの練習ばかりでなく、気分よく友達と

ボール遊びを続けることによって、片手投げ練習の

意欲につなげる。

具体例2.フープを使った遊びとリズム体操

「走っている途中で急に止まる、目的物の前で止ま

るJことが不得意。直接的な走る止まるの練習だけ

でなく、フープと併走してくぐる遊びや、音楽がに

あわせて動いたり止まったりする体操を行う。

これらのように、教室の内容は、特に超低体重出生

児のためのものではなく、その年代に必要と思われ

るものを愉しく出来るようにプログラムしている。

その中に、 K君にあったものが多く含まれていたと

考えられる。母親も f毎回愉しく参加し、個人キ療

育の現場のみでは経験させられない刺激もたくさん

受けることができる。日常動作の不安定さも改善さ

れてきているようだj と述べている。

まとめ

今回の研究結果をもとに、地域の様々な子供達が共

に成長していくことを手助けできる、運動遊て賭憧

を継続して開講し、その内容や方法を研鎖していく

所存である。



46 

学校体育におけるベースボール型ゲームの実践状況と課題の検討

一中学校での戦術的学習課題に着目してー

0黒谷亮・鵜狩大地・治雄介(鹿児島大学大学院)庚瀬勝弘(鹿児島大学)

キーワード:学校体育ベースボール型戦術

1. 目的

2側年の学習指導要領改訂により球技は fネッ

ト型Jrゴール型Jrベースボール型jの三類型に分

類され，中学校1・2学年においてはそれぞれを必

ず履修するよう示された。しかし，この3類型の中

でも中学校における fベースボール型Jの実践的研

究は少なく，そのほとんどがゲームのボール操作な

ど運動技能を簡易化したものに留まり，未だその戦

術的な学習課題を明確に示したものは見当たらな

い。そこで本研究では， rベースボール型jにおけ

る小学校での先行実践をもとに，その戦術的な課題

に着目し，中学校での学習課題およびカリキュラム

づくりの基礎資料の提示を目的とする。

2.ベースボール型の戦術的な一連の流れ

鈴木ら0∞13)は，ベースボール型ゲームを進塁型

ゲームとし，その構造を f打者が走者になろうとす

るゲーム(1次ゲーム)Jと『走者が進塁しようとす

るゲーム(2次ゲーム)Jの構成からなると述べてい

る。

従って，ベースボール型ゲームは 1次ゲームと

2次ゲームを含んだゲームから構成されており，走

者の進塁がそれ以上認められない場合，プレイは中

断し，中断した状況から 1次ゲームが再スタートさ

れる。このとき守備側，攻撃側ともに，ゲーム再開

に備え，再スタート時の状況を考慮した「意図自耀

択J(守備:優先されるべきアウトを決定し，それ

を期予するための守備位置を選択，攻撃:走者を進

塁または打者の出塁のために発揮する技能の選択)

が滑われている。そして，ゲームが再開されれば「状

況判断による意思決定J(守備:打球に応じてどこ

でアウトにすることができるか，走塁:進塁するこ

とができるかなど)がなされ，それに伴った技能が

発揮される。ベースボール型では1次ゲ}ムと 2次

ゲームをセットに，ゲームが断片的に進行するため，

攻撃側，守精側ともに「意図的選択→状況判断に

よる意思決定→技能発揮j という戦術怜寸車

の流れが繰り返されることで，ゲームの攻防が

例コれていると言える。

3.小学校における先行実践

これまでの小学校における先行実践ではゲーム

の複雑な判断やルール，運動技能の簡易化，平等な

学習機会の保障などをキーワードにゲームの修正

が行われてきた。そういったゲームの中で f意図的

選択jと「状況判断による意思決定jが部分的に取

り出され学習されている。従って，中学校において

は，ゲーム修正の側面を保持したまま，この戦術句

な一連の流れを整理・明確化し，単元を通して体系

的に学習することでゲームの理解を一層深めるこ

とが重要であると考えられる。

4.ベースボール型における学習課題

ベースボール型の戦術句な一連の流れをゲーム

の構造から整理し，攻守ごとに時系列にて示した

(表L

表 ゲームの時系列に沿った喰衛的なー遣の流れ

2次ゲーム中

将厳による傘思決定

中学校でのベースボール型の学習課題は，ここに

示したように，ゲーム中の戦術的な一連の流れにお

ける，それぞれの場面ごとの手続きを提示すること

が望ましいと恩われる。また，単元を通して学習課

題が顕在化するようなゲーム教材を段階に応じて

設定しなければならない。

参考文献

鈴木理，土田了輸局瀬勝弘，鈴木直樹.(2∞13).ゲームの構造

からみた球技分類試論.体育スポーツ哲学研究.25(2). 7-23 
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大学体育授業の「チカラj とその残存性

-1年後の学士力関連スキルと運動行動に着目して-
O中山正剛(別府大学短期大学部) 田原亮二(福岡大学)

丸井一誠(精華女子短期大学) 神野賢治(金沢星稜大学) 村上郁磨(久留米大学)

キーワード:学士力関連スキル l年後調査大学体育運動行動

目的

2∞8年に中教審から，学士課程教育構築の必要性

と学士カが提起されて以降，各大学にて学士が身に

つけるべき能力を育むためのカリキュラムやシラパ

スが模索され始めている.一方で，大学生を対象と

した体育授業研究では体育授業がコミュニケーシ

ョンスキルやリーダーシップに影響を及ぼすことが

明らかにされており(橋本ら， 2009;西田ら， 2(X)9)， 

生涯スポーツに関する研究では，木内ら(2∞6;2009)

が「体育の宿題jが大学生の日常活動量に好影響を

与えていると示唆している.さらに，中山ら(2011)

は，大学における体育授業と学士力の関係性につい

て調査するため，体育授業の主な目的である， r生涯

スポーツJと f社会的スキルの向上Jに基づき，授

業内における運動V行動変容とコミュニケーションに

関する介入が，コミュニケーションスキル，問題解

決カ，チームワーク，リーダーシップ(以下，学士

力関連スキル)と日常の運新T動に好影響を及ぼす

ことが認められ，大学体育授業の持つ「チカラjが

明示された.しかし，大学体育における介入研究の

多くは授業期間前後を比較することで介入効果を

調査しており，その持続効果を示している論文は限

りなく少ない.例えば，木内ら(2(泌)は，介入授

業を行い，その後の追跡調査を行っているが，対象

が男子だけであること，授業後の空白期間が3ヵ月

後という点から，さらなる調査が必要であると考え

られる.

そこで，本研究では，大学体育を通した学士力関

連スキルの向上と運新予動変容の効果が，授業期間

終了 1年後も残存するか否かを明らかにすること目

的とする.

方法

1.対象および調査時期

対象者は， 1年次に運前行動変容技法とコミュニ

ケーションスキル向上を意図した介入授業を受けた

2年生 104名とした.また，介入授業を受けていな

い 2年生227 名を~ト入群とした.調査は，平成24

年7月上旬から 8月上旬にかけて実施した.

2.調査項目

徳永・橋本 (201ω が作成したスポーツ特有のポ

ジティブ糊生尺度(lα;8)を援用し， rチームワー

クJ，rリーダーシップ'J，r問題解決力(忍耐力)Jを

測定した.また，堀毛(1994)が作成した EωE2

を使用し， rコミュニケーションスキルJを測定した.

加えて，これまでのスポーツ経験と過去 1カ月の身

体活動量(Kasari(I976)改訂船，現在の運動行動

ステージ (Okaet al. (21ω1) )から構成されている.

結果と考察

本研究は，大学体育を通した学士カ関連スキルの

向上と運鰍瑚変容の効果の残桝生を調査すること

を目的とした.介入群の授業期間後と授業期間 1年

後の運蜘予動ステージでは，維持もしくは向上した

割合が 74.4%であり，低下した者が 25.6010という結

果となった.つまり，体育授業が終わって 1年が経

った後も約4人に3人は運動行動を維持もしくは向

上できたことになる.また，介入群の身体活動量と

学士力関連スキルの残相生を一元配置の分散分析を

用いて調査した結呆適切伝達力，チームワーク，

リーダーシップにおいて 1年後の残桐生が確認され

た.さらに，介入群と非介入群の授業期間 1年後の

結果を t検定を用いて分析した結果，身体活動量，

適切伝達カ，チームワーク，リーダーシップにおい

て有意差がみられた.これらの結果は運麟予動変

容技法とコミュエケーションスキル向上を意図した

大学体育における介入授業の効果が，授業直後だけ

でなく授業期間 1年後も「退鎖的動Jrコミュニケ

ーションスキルJrチームワークJrリーダーシップj

において残存していたことが示唆された.
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高校時の体育目標達成度と大学時の健康生活スキルとの関連性
0丸井一誠・田原亮二(福岡大学)中山正剛(別府大学短期大学部)

神野賢治(金沢星稜大学) 村上郁磨(久留米大学)

キーワード:体育目標達成度健康生活スキル

目的

学習指導要領が2∞8年に改訂された.この改訂に

おいて理念となる『生きるカjは縦続し，知識キ技

能の習得とともに思考力・判断力・表現カなどの育

成を重視している.とりわけ体育科の充実により，

豊かな，じゃ健やかな体を育成することは前回の改訂

に比べ，より重要な位置づけになったといえる.

今回の小学校・中学校・高等学校の学習指導要領

における体育の目標に共通して記載されているキー

ワードに着目すると， r健康の保持増進Jr生活を営

む態度を育てるJ等が挙げられる.さらにこれまで

の体育科目の中核的目標として，シーデントップ

(198の，クノレム(1992)，高橋(t矧)が主張する「情

意目標Jr運動目標Jr認識目標Jr担当主的行動目標Jが

挙げられるが，今回の改訂においても根幹は変わら

ない状況であった.

したがって上述した体育の目標を達成することが，

今後の日常生活において『健康の保持増進Jr生活を

営む態度Jの向上に繋がり，ひいては「生きるカJ

を育むことになると考えられる.

そこで上述した保健体育科(以下，体育科)にお

ける4つの目標はどの程度，達成されているかどう

かを把握すること，さらに体育科によって培った資

質は高等学校卒業後，つまり学習指導要領の基に指

導された後において，実際の日常生活に活かせるス

キルを身につけているかどうかを検討することが必

要であると考えた.

そこで，本研究では，高校期における体育の目標

の達成が即蜘句に健康生活スキルとして身について

いるかを明らかにすることを目的とした.なお、本

研究では小・中・高等学校の学習指導要領の内容を

終えたばかりの大学生に着目して研究を行った.

方法

1.対象および調査時期

対象者は， F大学およびN大学， K大学の 1年生

426名(男性 190人，女性忽6人)とし，アンケー

ト調査を実施した.

調査時期は，平成24年4月....... s月であった.

2.調査項目

高田ら似削)洲械した総掛句評価(体育の授

業評価尺即を援用し，高校期の『情意目標Jr運動目

標Jr認識目標Jr担会自併す動目標Jの達成度を測定し，

f総合得点jを個人の資質としての体育目標達成度

とした.また，村上似氾4)が作成した健康生活ス

キル評価尺度を使用し， r.身体的尺度Jr心硝句尺度j

f担会的尺度jを測定した.加えて，これまでのスポ

ーツ経験と現在の運動行動ステージ(Okaet al. 

(2000) )，小・中・高校期の体育授業の満足度から

構成されている.

結果

1. 体育目標達成度と健康スキルとの関連性

体育目標度の平均総合得点 48匁点以上を体育目

標達成群(以下，達成群)， 48.52点未満を体育目標

未達成群(以下，未達成群)として分け，比較した

結呆達成群は未達成群より健康生活スキル，現在

の運新諭ステージが全体および男女ともに有意に

高いことが確認できた.

考察

高校期の体育目標達成度が大学期の健康生活スキ

ルに与える影響を検討した結呆体育目標をより達

成できている者ほど，健康生活スキルが高く，運動

実施頻度も高いことが示唆された.この結果は，近

年大学生の健康生活キ漣動習慣が悪化している現状

を改善させるための基礎資料となり得る.なお、詳

細な考察については当日の発表にて行う.
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高齢者を対象にした DPBP相当心拍数と年齢推定の 50%VO?max
相当心拍数との比較・検討と支援方法の提案 (第一報)

0前田龍・松原建史・樋口慶亮・藤谷順三・石見淳二・江口慎一(側健康科学研究所)

進藤宗洋(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:高齢者健康づくり運動 DPBP相当心拍数年齢推定50%V02m以相当心拍数

目的

高齢化が進み，生活習慣病や寝たきりの予防・改善

を目的に健康づくり運動を実践する高齢者の割合が増

加している.自治体の施策として，高齢者の利用料金

を減免している公共運動施設もあり，利用の大半が高

齢者という所も珍しくない.そして，これまで健康づくり

運動の支援現場では，年齢から推定した 50%V~max

相当の心拍数(以下，年齢推定HR=138一年齢-;-'2拍

/分)を用いて，ニコニコペース運動の強度管理を行っ

てきたしかし，この式は70歳未満を対象にしたもので，

高齢者における信頼性については明らかにされてい

ない.また，運動負荷に対する HR反応は個体差が大

きく，運動の自由度(安全限界と有効限界の幅)が狭い

と想定される高齢者には，より綴密な負荷設定が必要

になってくる.そこで，本研究は二重積屈曲点相当の

取(以下， HR@DPBP)を用いて高齢者における年齢

推定 HRの信頼性を検証するとともに，高齢者に対す

る安全かっ効果的な健康づくり運動の支援方法につ

いて考察することを目的とした.

方法

1.対象

公共運動施設で健康づくり運動を実践しているの歳

以上の高齢者で，条件として降圧薬を服用していても

m 抑制作用がないこととし， DPBPの測定を希望した

27名の内，血圧上昇により測定を中断した 8名を除い

た19名(72:t5歳)を本研究の対象とした.統計処理は

健常群(男性5名，女性9名)と服用群(男性5名)に分

類して行った.

2.座位安静日寺田(以下，四@陀st)測定

3分以上の座位安静後，脈拍モニターHR-40(日本精

密領暗号)により限⑫首tを測定した.

3. DPBP測定

DPBP測定は自転車エルゴ、メータを用いた多段階式

運動負荷試験により行った.運動負荷の漸増は， 1........2 

分間隔で，対象者の状態を考慮、して0.1........0.3kpの幅で

個別に設定した.そして，各負荷におけるHRと自動血

圧計四・300(フクダ電子)を用いて収縮期血圧(以下，

SBP)を測定し， HRとSBPの二重積が運動負荷の増加

に伴い，急措する屈曲点にれを DPBPという)が目視

にて確認されるまで運動負荷を漸増していった.正式

な DPBPは，測定終了後に熟練者 3名それぞれが目

視により決定した平均値を採用した.そして， DPBP強

度による 4分間の固定運動負荷試験を行ない， HR，

SBPの測定と RPEを聴取した.

結果と考察

年齢推定限と取@DPBPは，健常群で 102:t2拍/

分と 103:t11拍/分，服用群で 102:t3拍/分と 97:t13 

拍/分であり，各群とも2つのHRの聞に差を認めなかっ

た.また， HR@DPBPが年齢推定取の:t10%以内だ

った者は健常群で、 14名中 8名，服用群で5名中2名

であった.しかし，“年齢推定HR-HR@DPBP"から求

めたAHRには個体差があり，その影響因子を分析し

たところ，健常群・服用群ともAHRと限⑫首tとの聞に

有意な負の相関性を認めた(それぞれ， p<O.05).さら

に， DPBP相当のRPEは，両群とも 12:t1であり，全対

象者が 11から 13の範囲であった.

以上のことから， 65歳以上の高齢者(HR抑制作用

がある降圧薬服用者を除く)を対象とする場合，年齢推

定 HRは約半数の者には適用可能であることが明らか

になった.一方，残りの半数には異なる支援が必要と

なるが， HR@陀stを指標に年齢推定 HRを修正するこ

とやRPEを慎重に聴取することで，適正運動強度に管

理できる可能性が示唆された.今後もデータを集積さ

せ， AHRに及ぼす影響因子について，体力因子も含

めた検討を行い，高齢者に対する信頼性の高い運動

支援方法の確立を支援現場から目指していきたい.
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0難波秀行(福岡大学)

i京巣と考察

合計 2298名(協力率22.4%)より平日と休日の2

日rlnの 15分毎の行動内容データを得た都市規繰ご

との回収状況は，①東京周辺地域 1086名(男性610

<s，女性476名)②地方中級者j¥市 4694古(男性247

名，女性222名)，③人口 5万人未満市1I'T.f1'743名(男

性 427名，女性316名)であった.平日と休日を合

わせた 1~I の平均総エネルギー消費量は，東京周辺

地M或2559kcal，地方中核都市262供四1，人口 5万人

未満市IIfJヰ't2660k日 lで東京周辺地域が他の地l)戒に比

絞して有意 (pく0.01)に低いfiliを示した身体f;!ilfllJ

の内訳では 仕事の沼田IJJにおいてnDR周辺胤l)rJ(は
他の地持主よりも有意 (p<O.OI)に低く， r移動の活動」

では，東京周辺地蛾が他の地減よりも有意 (pく0.01)

に~:~~、値を示した. なお休日では移動によるエネノレ

ギー消費盆の差はみられなかった週初 ・スポーツ

によるエネノレギー消費訟は 88kcalで全体のわずか

3.6%であった.

本システムは，1)保札輔導，健康づくり教室，

栄養指導，リハビリテーションなと臨床応用. 2) 

e-h回 l山のコアコンテンツ 3)疫学研究における身

体活動やライフスタイルの犯渥.などに応用できる

であろう

都市規模ごとのエネルギー消費量の比較(平日+休日)
{同".四

ライフスタイノレ

目的

これまで，身体活動ili:の評価には質問1紙， 加速度

計を用いたものなどその利用目的に応じて開発が進

められてきた しかしながら，数千~数万人規模の住

民の身体Ii!切j盛を詞哨liする方法のエビデンスがあま

り示されていない.加速度計はコスト面から多人数

に対しての百四日が難しい また，セノレフレポートは

妥当性が低く介入の効果を縦新的に百判Uiする上で放

題がある.本研究では， 1)多人数にリーチできる，

2)インタラクティブな通信‘機能による測定利度の向

上，3)低コストのデータ管理，を目指してシステム

開発を行い実際に数千名規模のデータを収集するこ

と目的にした

身体活動キーワード ICl 

方

l 尭陣およひ淵査l時期l

インターネット絢査会社を通して全国規般のデー

タを得ることを目的に①東京周辺地域，②地方中核

都市，③人1=15 万人未満市川市i の 30~60 歳台の

10270名の登録会員に調査{剤買をかけた調査joJlltJ

は 2012年 7 月 12 日 ~8 YJ 8日のJI日に行った

法
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2. ICTを用いた身体活切rンステム(Lifestyle24.jp)

24時間振り返り法 (K田bnick，2005)を参考に， 15

分ごとの行動内容を仕，jf{Work町lat吋 activities)，通勤

仰'ay10 work)，余暇¥1寺山](Leis眠 timeactiviti田)，運動

(Sports activiti田)の4カテコり -911並類の行lflIJをイラ

ストから選択して，タイムラインへ入れる仕組みで

ある。回答結巣は，webサーバーで一元管理され 15

分ごとの行動内容に割り当てられた各々の活動強!支

に基づき，総エネルギー消費量;σEE)の鉱山には，

「基礎代謝iil(sMR) X 24 11寺問平均 METsX1.1-7 

0.9Jの式を用いた1!i干高ff-t謝の計t'):は第5次栄養所

要盆の基礎代跡推定式を用いて算出した 統計は

SPSS ver.20由Mを用い，都市規般ごとの総エネノレギ

ー消費量の比i淡には一元配置分散分析を行い，多重

比般を行った.
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簡易推定 50%V02max/wtと冠動脈疾患危険因子との縦断的関係

O松原建史(福岡市健康づくりセンター)・樋口慶亮(株式会社健康科学研究所)

小池城司(福岡市医師会成人病センター)・進藤宗洋(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード最大下有酸素性作業能力 健康開iili体力指際縦断研究

口的

健康度をZ科目iする上で信頼性が高い体ノJ指標とし

て、役大酸素摂取拡 (V02ma，)、乳酎高i他や二重加

府;IUI点相当の酸素扱l祝金等があるが、これらを健康

づくり運動の支援現場で定期的にiJ!IJ定するのは困嫌

である そこで、自転車エノレコメータ述。IJtjJの 1組

の仕事率 (watぬ)と心拍数 (HR;拍/分)、年齢と

体重から簡易に単位体藍当たりfft定 50%VO，回 目

(簡易 50%V02ma，; m出gl分)をn:J~lする方法を

考案し、これが耐いほど冠動脈疾也危険因子

(CRFs)が異常値を示すオッズ比が低いことを報

告した 1) しかし、先の報告は検iJfi的関係を検証し

たに過ぎないため、本研究では簡易 50%VO，ma，と

CRFsの縦断的関係を検証することを目的とした

方法

1対象沼岡市健康づくりセンターの世llMi皮診断 1

日コースを受診した者のうち、 1年以 lニ・3年以内

の|間隔で2回以上受l診していた 1，064名(男性493

名と女性571人)を対象とした(年齢 40土 14歳)

2. iJIIJ定 CRFs として、 II5û1~J~JlÍll圧 (SBP) 、制長

期IIlLJ土 (DBP)、総コレステローノレ (TC)、中性脂

肪 (TG)、HDLコレステローノレ (HDL'c)、Illl踏仙

(FBS)とHbA1cをiJIIJ定した

本研究で用いた最大下有酸素性作業能力の街僚で

もある簡易 50%V02maxは、自'1去車エノレゴメータ述

。IJrpの 1mの仕事さ字[A]とそれに対応する HR[B]、

年由州L定による 50%VO，max相当 HR(138 年齢

/2，拍/分)[C]から年齢推定%VO，ma，相当HRの

{上、炉率 [D]を大の式を用いて算出した;[D] = 

[A] 1 [[B] 1 [C]) 続いて、求めた [D]と体ifi

を、アメリカスポーツ医学会編 ・運動処))の指針の

代謝計算式 (2000): VOzJ叫 (m此吾 分-)[=1.8X [D] 

{kg' mI分)1体重{kg)+3.5(m山gl分)+ 3.5(m1Ikgl 

分))に代入し、伺l劫 50%VO，maxを算出した

結決と考察

健康度診断 l回目と 2回目の受診間隔は、 1.4:t0.5

年であり、簡易 50%VO，max(0<0.001)とI-IDL.c

(p<0.001)には有意な附加を、 SBP(0<0.001)、

FBS (p<0.0 1)とHbAlc(p<0.001)には有意な減

少を認めた

次に、簡易 50%VO，maxの変化J1!:(L1)を独立変

数に、各L1CRFsを従属変数にとった相関分析では、

全てのI~J係において有意な相関性を認めた (vs. L1 

SBp.AC.AG・L1FBS:p<0.001、vs.L1DBP 

p<0.01、vs.L1HDL.c ・L1HbA1c: p<0.05) さら

に、;tIM怒因子に詰IIJ定1111閥、年齢、 l契T1.飲泊習慣、

)~経の有1!\\ と CRFs の初期値を加えた偏相関関係を

求めたところ、 HDL.c以外は有意な相関他を維持し

ていた (vs.L1SBP . L1DBP . L1TC ・L1TG・4
HbA1c : p<0.05、vs.L1FBS : p<0.01) 

以上のことから、影判5因子を制盤した場合でも簡

易50%VO，ma，と CRFsに縦断的関係性があること

が明らかになり、最大下有鮫素性作業自白Jを高める

ことが、冠動町議官、の F防 ・改善に繋がることと、

簡易 50%VOml出 が健康関連体力指標として信頼

できることが示唆された。
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L1SBP ーo135 く0001
_ L1DBP ー0.100 <0.01 

議変数 L1TC 
-0.101 <0.001 

L1TG -0.126 <0.001 
LJIIDL-c 0.069 <0.05 
L1FBS ー0.110 <0.001 
L.]I-Ib̂[c -0.078 <0.05 

4簡易印刷02ffiaxとL1CRFsとの相関関係

1l松)j;Ul!史ら簡易推定 50%V021llaxlwtと冠動脈疾忠危

険因子との関係体育学研究，57山 P問 ss，2012
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ニコニコペース運動の継続による最大下有酸素性作業能の

向上が血圧に及ぼす効果について

~公的健康増進施設での取組み~

0藤谷順三・演泰之・松原建史・石見淳二・江口慎一(株式会社健康科学研究所)

進藤宗洋(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:ニコニコベース運動最大下有酸素性作業能力 降庄効果

目的

健康づくり運動の支援現場では、年齢推定による

最大酸素摂取量の 50%相当の心拍数(以下、推定

取@50%VU2max>を指標lこ、ニコニコベース運動の

強度を管理しているが、これを指標にしたトレーニ

ング(以下、 Tr.)の降圧効果に関する報告は存在しな

しLそこで本研究は、推定HR@50%VU2m似のな

による最大下有酸素性作業能の向上が、降圧作用に

及ぼす影響について検証するとともに、支援現場で

運動効果を引き起こすための条件について明らかに

することを目的とした.

方法

1.対象:福岡県宇美町健康福祉センター「うみハピ

ネス」 トレーニング‘ルームで、3年以内に 1∞回以上

のTr.を行い、 Tr.開始時の SBPが 140mmHg以上ま

たはDBPが9伽unHg以上で、あった降圧薬非服用群

(以下、非服用群)27名と降圧薬服用群(以下、服用

群:)34名を対象とした.

2.測定:最大下有酸素性作業能として、自転車エル

ゴメータ運動中の一組の負荷(watts)、脈拍数(拍/分)、

結果と考察

Tr.ll"""15回目と 96"""100回目の値が揃っている

者を対象に、各平均値を比較したところ、非服用群

では簡易 50%VU2m似が有意に向上し、 SBPとDBP
は有意に低下していた(全てp<O.ooO.服用群では簡

易50%VU2maxは有意に向上しいくO.∞1)、SBPは低

下傾向で炉0.051)、DBPは有意に低下していた

い0.05).最大下有酸素性作業能と血圧の Tr.適応速

度の関係では、両群とも簡易 50%VU2maxとSBPな

らびに DBPに有意な負の相関性を認め(非服用群は

p<O.05、服用群はp<O.ooI)、最大下有酸素性作業能

のTr.適応速度が速いほど、血圧の低下も速いことが

示唆された(図 A). 次に、 Tr.頻度(回/週)と簡易

体重(kg)と年齢から単位体重当たり簡易推定 図A

50%VU2maxのTr.適応速度に両群とも有意な正の相

関性を認め(両群pく0.000、各国帰直線のx軸切片は、

非服用群は0.9回/週、服用群は1.3回/週で、あった(図

B). このことから、健康づくり運動の支援現場で最

大下有酸素性作業能を向上させ、血圧に対する運動

効果を引き起こすためには、週2回の施設での運動

実施を目標に、最俄恩 l回以上は実施するよう取り

組む必要があると考えた.
図B.

50% VU2max<ml/kgl分:以下、簡易 50%VU2max>を算

出した(算出方法は、第 61回九州体育スポーツ学会

割線:松原らに掲紛.Tr.l"""10回目はコンディシヨ

ニング期間として解析データから除外し、 11回目以

降のTr.日と簡易50%VU2m似の関係、から回帰直線を

求めた.次に、全プロットの回帰直線に対する残差

を算出し、スミルノフの棄却l検定を用いて離れ値を

除外したそして、回帰直線の傾きをTr.適応速度と

し、同様の処理を血圧に関しても行った.

車拍ι g E 

y= -4.474x -0.016 
0.1 r r= 0.607 

• pく0.05
n = 11 

[ぺ-0.2 
-0.3 

0.06 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

ー0.01'

• 
• 

y = 0.014)( -0.012 
r= 0.844 
p< 0.001 
n:: 11 

¥2 3 4 5 6 

x軸切片=0.9回/週

簡易50%V02maxの傾き Tr.頻度(回/週)

図A.非服用群における簡易5脱，VU2m邸と血圧のTr.適応速度の関係

図B.Tr.頻度と簡易 5脱，VU2m猷のTr.適応速度との関係(B)
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春の高校バレー全国大会の移行期におけるプレーの変化

一男子準決勝以上の場合一

0佐藤剛吉](鹿屋体育大学大学院)、高橋仁大、積田幸二、坂中美郷(鹿屋体育大学)

キーワード バレーボーノレ、ゲーム分析、高校生男子、全国大会

目的 が向くなったと感じられたのではなし、かと考えられる。

これまで高校生の全国大会は3月に「全国高等学校 また3年生が残っていたチームも多数あったため、プ

バレーボーノレ選抜倒勝大会(1，2年出場可)J、8月に「全 ランクを減らすとし、う意図は達成できていたと考えら

園高等学校総合体育大会兼全日オZバレーボーノレ高等学 れる。

出撃手権大会(1，2，3年出場可)J、10月に「国民体育大 表 1:日程変更前後の大会に辺話噴出場したチームで、

会(1，2，3年出場百J)Jがあり、これらを総J称して「三 メンバー杭成が変化したチーム数

自と呼1mてし、た。しかし平成22年度から前年度の

3月下旬にあった「第41回全国高等学校ノ《レーボーノレ

選抜優勝大会(通称訴の高校ノ〈レー)Jを廃止し、翌年

の l月上旬に「第63回全日ヰV-¥レーボーノレ高等学校選

手権大会(通称事の高校ノくレー)Jを開催することとな

り、3年生も出場することが出来る大会となっTゐ大

会はこれまで以上にハイレベノレなi臨し、が繰り広げられ

た印象であった。

そこで今回家安のあった、 20 1 0 年 3 月開催の r~再 4 1

回全国高等学校バレーボーノレ選抜倒勝大会Jと、 2011

年 l月開催の「第63回全日本υミレーボーノレ高等学出握

手権大会Jの2大会を分析し、ブランクを減らす等の

日程変更の意図が達成されているか、また試合内容に

どのような変化があったかを明らかにすることを、本

研究の目的とした。

方法

メンバー桝成の変化と、試合のデータの変化にっし、

て研究をす寸めた。まず参考資料を用い、日程変更前

後の岡大会に退職出場したチームで、スターティング

メンノく一等に変化があったかを調べた。

試合内容に関しては、男子大会準決勝以上の試合を

対象とし、バレーボーノレのデータ分析ソフトである

DataVolleyを用いてデータを収集した。

結果と考察

ほとんどのチームで、スターティングメンバーに変

更があったことが分かった(表 1)。また日程変更前に

はいなかった送手である l年生が、スターテイングメ

ンバーに加わってし、るチームも多数柄王した。このこ

とは、日程変更前よりもず・ーム内での選手府が厚くな

ったと考えられる。またメンバー杭成においても!隔が

広がりチームカが高まったと考えられ、試合のレへノレ

スタメンが 3年生が残 l年生がス

変わったチ っていたチ タメン出場

ーム ーム したチーム

男子41チ

ーム
M 40 23 

試合内容については、攻撃パターンの噌'IJllやトスの

配球が偏らなくなったチームが多かった。これは日程

変更後の大会では耳矧IiJ~J開方沖ドぴたこともあり選手層

がj平くなり、 チームカが向上した成果であると考えら

れる。

一方で攻略むξターンが糊日・変化があったチームが

多かったにも関わらず、 アタックの決定率、効果率が

低下傾向であった(図 1)。これはプロック力、レシー

ブ力が向上したためであると考えられる。

また年度最後の大会で互いに知ってし、るため、 日程

変更後の大会では、それまでとあまり攻撃に変化が無

かったチームは苦戦し、改良に日間jしたチームは針雌

したのではないかと考えられる。

. 0<0.師

60.0% 

調陣
50.0% 

血ム '圃園田司E
40.0% 
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決定率 効果率
1人率

-日程変更前 時四 28.7% 37.2% 

・日程変更後 町 .6" 23.S" 39.7" 

図1 日程置費前検の男子大舎のアタソクデータ
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バスケットボールのピストノレディフェンスの
有効性に関する研究

O贋田祥吾(福岡大学大学院) 山本勝昭(福岡大学)

徳島了(福岡大学) 今村律子(九州工業大学)

キーワード:認知指差し選択反応

目的

パスケットボーノレのディフェンス時において、ヘ

ノレプディフェンスは重要な戦略の一つであるo 自分

のマ}クマンとボーノレマンを同時に指で差してとら

えて構えるピストルディフェンスという基本技術が

あるが、実際ノ〈スケットボーノレの試合では、多くの

プレーヤーがピストルディフェンスを行っていない。

しかし、指差しの効果として芳賀ら@卿)は、注

意のJi肉付けや焦点化、海保ら @ω7)は、行為の

意識化などがあるとしており、篠原@瓜ゆ)は、指

差しが視覚的注意に作用しそれを行う場合と行わ

なし場合で、期撤に対する反応、時間に有意な差があ

ったとしている。

そこで、本研究では、ピストルディフェンスの特

徴でもあるこみ・向に対する指差しを行うことが、指

差しを行わない時と比べて、二h"向の痢臓に対する

反応を早めることができるかどうかどうかを明らか

にし、バスケットボ}ノレの現場におけるピストルデ

イフェンスの有効性を明らかにすることを目的とし

た。

h"法

被験者は、大学パスケットボ吋L選手、およ℃経

験者2S名とした。

実験は、室内で行う全身即芯、およて月賦実験と

した。被験者は、左右の2つのモニターにランダム

に提示される色凍I臓を、正面の注視点に視点を置い

たまま捉え、 2つのモニタ}の色aカ滑1った瞬間にマ

ットから跳ぶという全身反応課題を行った。その時

の条件は、

①2つのモニターを指で差した状態

②手を広げて腕を上げておく状態

③手を降ろした状態

であったoそれぞれ10開所い。反応時間の平均と

誤即志の数を計測した。

また、被験者にアイマークレコーダ ulac社事む

を着用させ、反応時の眼球運動を確認し、注視制こ

視点があるかどうかを確認した。

実験後には、アンケートによる内省調査を行った。

結果と考察

3つの条件での全身即志の反応時間の平均から一

元聞置の分散分併を行った結果、 3条件ともに有意

な反応差は見られなかった。誤即芯においても指差

しを行った時が少なかったが、差はなかった。

ピストルディフェンスを行うことは、多くの被験

者が必要であると答えており、ヘルプディフェンス

時の有効な手段であることはうかがえる。しかし、

実際には、反応、が早まるということではなく、より

強く意識が向き、対応を柔軟に行うことができるの

ではないかと考える。また、意識の共有によるチー

ムとしてのディフェンスカ向上につながるツーノレに

なるものとしても有効である可能性はある。さらに

は、ピストルディフェンスは基礎技能の一つである

ことや「今は必要な"'0Jとのアンケートの回答など

から初，じ宥に対して有効である技術であることも考

えられる。

句腸c) i 

;7∞十I一一寸二ご¥
;L1---i一一一一十一一

s∞ 
N H 

(手を降ろす) (手を上げる)

条件

舗を惹す)



コーピングに影響を与える要因の検討

0阪田俊輔(九州大学) 杉山佳生(九州大学健康科学センター)

キーワード:トランスアクションモデル環境要因 運動有能感体育授業

目的

ストレスに対処する能力(コーピング能力)は，

社会生活を送る上で展-も重要な能力のーっとされて

いる.そのため，その能力を向上させる手がかりと

してコーピング行動の採用過程を詳細に分析するこ

とは重要であると言える.

本研究では，コ}ピングは「環境Jと「個人Jの

相互関係により採用されるというトランスアクショ

ンモデル<Lazarus& Folkman， 1991 :図I)に準拠し，

f環境JJr個人JJ rコーピングjの3変数を設定し，

体育授業中のストレス場両において，その関係を明

らかにすることを目的した.

図1 トランスアクションモデル(佐々木1994，ー岩間錫8

1. 目的

研究1

方 法

環境要因を測定する尺度を作成する.

2. 共I象およて潮査時期

K大学の体育実技授業受講者288名を対象とし，

調査は平成24年4月に実施した.授業時に研究者が

調査票を配布し，実施・回収した. 対象者はストレ

ッサー得点によりスクリーニングし，ストレスを最

近経験したものとして263名を分析の対象とした.

3. 測定項目

1)ストレッサー:ストレス場面を統制するため，

岡ら(I卯8)によるストレッサー尺度より，競技成

績に関するもの3項目を引用した.

2)環境要因: スポーツ心理学を専攻する学生 2

名で体育授業を想定し，計8項目を作成した.

結果と考察

環境要因尺度について探索的因了分析を実施した.

その結果， 3項目ずつ2因子が抽出され，それぞれ

「支援J(α=.676)， r圧力J(α=.676)と命名した.

信頼性及び妥当性は樹3満足のいく値を示した.

1. 目的

研究2

方法

環境要因及び個人内要因として設定した運動有能

感のコーピングへの影響を検証する.

2. 対象及て繍査時期

K大学の体育実技授業受講者396名を対象とし，

調査は平成24年7月に行われた.授業時に研究者

が調査票を宙開し実施・回収した.研究1と同様

の手続きで352名を分析の対象とした.

3. 測定項目

研究1の調査項目を調整したものに，以下の2項

目を追加した.

3)運動有能感:藤田ら (2011)により作成され

た運動有能感下位尺度を引用した.

4)コーピング:渋倉 (2ぽ沼)により作成された

コーヒ。ング尺度を引用した.

結果と考察

環境要因，運動有能感を独立変数，コーヒ。ング

を従属変数としてパス解析を実施した.その結果，

適合度指標はGFI=.963，CFI=.970， RMS臥~.068

で許容できる範囲の値を示した.先行要因である環

境要因と運動有官笛惑は有意な相関を示し，ストレス

コーヒ。ングにそれぞれ有意な影響力を持つことが分

かった.この結果から，コーピングの採用に環境と

個人が影響を持つというトランスアクションモデノレ

は支持された.今後は個人内要因についてその内蒋

を変化させ，ストレス場面についても他の場面を対

象として研究を深める必要がある.

55 
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認知トレ}ニングシステムにむけた基礎研究

一周辺視と反応時間測定の検討ー

0今村律子(九州工業大学大学院) 庚田祥吾(福岡大学大学院)

徳島了，坂元瑞貴，山本勝昭(福岡大学) 磯良浩久(九州工業大学)

キーワード:周辺視提示条件反応時問視点距離

目的

スポーツのようなダイナミックな環境下において

アスリートには，瞬時に的確な判断を行う能力が求

められる.視覚痢撒呈示から正確かっ泡ハ判断を測

定し，パフォーマンスへの影響を検証することは視

覚分野研究領域の大きな課題である.中，乙、視や周辺

視の研究分野において，反応時間を測定することは，

アスリートのパフォーマンス発揮の解明に近づくこ

とが理解されるが，より実践に近い実験環境での測

定が求められる.そこで本研究では，より実践に近

い実験環境を設定し，条件別糊爆示と反応時間の

測定を行うことで，見て判断するトレーニングにつ

ながる基礎的なデ}タ蓄積を目的とした.全身反応

時間と視点距離を測定し，周辺視情報提示時の球技

種目選手における視覚探索方略の検討を行った.

方法

1.対象者:球技種目選手16名(平均20歳+1.46)

欄艮 13名，矯正3名のうち有効対象データ 14件.

平均視力右1.4，左1.4でいすサもも正常視機能者.

2測定機器 NAC担当髄モバイル型アイマークレ

コーダ- EMR・.9(分析ソフト:臥岨R.-dF:節句ry)

3.刺激提示機器:移動式モニター3台.

結果と考察

提示条俄1点提示X2点提示Xl・2点提示)と反応

機器(指押しX反応マット)において2要因分散分

析を行った結果，反応時間に主効果が見られたが交

互作用は見られなかった(酔84.53，ド0.05)(図1).ま

た，中，乙視と周辺視について視点距離から検討した

結果，有意な差が見られなかった(図2).周辺視デ

ータを抽出しうる刺激提示距離と設置角度ではなか

った可能性がうかがえる.今後は視点距離と，視点

座標との関連も検討することが必要である.今回の

実験課題において同提示課題でありながら，指押し

では「簡単.j，全身即芯では「難しいJと感じる傾向

がみられた(図3).このことから，本研究の実験条

件即芯課題においてよりフィールドでの判断トレー

ニングとして実感できたのではないかと思われる.

今後は，周辺視範囲を検討し，提示位置と反応時間

の関係，また周辺視と心部鵠簿の関連を探求し検

討する必要性があると考えられる.
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スポーツ・コミットメントとスポーツ意識に関する研究

一女子学生を対象に一

0金崎良三(福岡女子大学)
キーワード:コミットメント態度信念規範信念行動意図

目的

かつて徳永ら(1985)は、人びとがスポーツを生

活化し健脚句な生活を送るのに役立てるために「ス

ポーツ行動診断検査J(DISC)なる検査票を作成し

た。また剣崎(1998)は、スポーツの実施やその継

続化を説明するためにコミットメントの概念を用い

てスポーツ・コミットメント (SC)尺度を作成した。

本研究は、女子学生を対象にSC尺度の有効性を

検証するとともに、 SCとDISCで取り上げたスポー

ツ意識やスポーツ意識・行動のパターンとの関連を

明らかにするものである。

方法

1.調査の対象、方法、時期

調査の対象は、福岡県および広島県における女子

大学の 1-..2年生442名であり、各大学の担当教員

が直接調査票を学生に配布し回収した。調査時期は、

2012年1-..2月である。

2.調査の内容と分析

調査の内容は、 DISCとSC尺度を構成するスポー

ツの意識や行為傾向、過去および現在のスポーツと

の関わり、スポーツの行動意図などである。得られ

たデータは、SPSSによる統計手法を用いて分析した。

結果と考察

1. SC尺度の有効性

4項目から成るSC尺度によってSCのレベルを測

定した結果、平均は8.6点であったo これを基準に

対象者を、上位群 (11点以上)、中位群 (8-"10点)、

下位群 (7点以下)に分けて、これら 3群と現在の

スポーツとの関わり、スポーツの行動意図との関連

を分析した結果、SCレベルの上位群ほどスポーツと

の関わりが深く、下位群ほどその関わりは低いこと

が明らかになった。すなわち、 SC尺度は女子学生の

場合も有効であることが検証された。

2. SCとDISCによるスポーツ意識との関連

DISCで検査したスポーツ意識は、態度(スポー

ツをすることの楽しさと不安の感情)、信念(スポー

ツの心顧旬、社会的、身体的効果についての信念)

および規範信念(家族、友達、地域の人からスポー

ツをすることを期待されているかどうかについての

信念)である。表1によると、上位群は態度、信念

表1.コミットメントレベルとスポーツ意識得点

畑町国tment 態 度 信 念 規範信念

n M SD M SD M SD 

上位群 97 27.9 3.∞ 50.3 5.71 6.8 2.06 

中位群 187 25.4 3.75 46.8 6.45 5.3 1.80 

下位群 158 22.6 435 433 6.53 4.4 1.53 
」ー

および規範信念のいずれも得点が高く、逆に下位群

ほどそれぞれの得点が低くなっており(P<.01)、SC

とDISCによるスポーツ意識の聞には有意な関連が

認められた。

3. SCとスポーツ意識・行動のパターン

DISCによるスポーツ意識・行動のパターンを、

ここでは「意識と行動の水準が最も低しリや「意識

が高い割には行動が少なしリなどを合わせてA・B

型、「意識も行動も平均的タイプJをC型、「意識が

低い割には行動が多しリや「意識と行動の水準が最

も高しリなどを合わせてD・E型として取り上げ、

これらと SCのレベルとの関連を分析した。その結

果、 D・E型はSCの上位群に多く A・B型は下位群

ほど多いことがわかった(p<訓)。すなわち、 SC尺

度で測定したSCのレベルと DISCで検査したスポ

ーツ意識・行動のパターンとの聞には有意な関連が

見られ、両者いずれで測定、検査してもスポーツと

の関わりを説明または予測することが可能である。

要約

本研究で用いたSC尺度は女子学生の場合でも有

効であることが検証され、SCのレベルの高い者ほど

DISCによるスポーツ意識が高く、またスポーツ意

識と行動の水準が高し、傾向が見られた。したがって、

SC尺度と DISCとの有意な関連が明らかになったo
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育児期にある女性の精神的健康と運動

0谷川裕子(九州大谷短期大学)高柳茂美(九州大学)黒岩英子(福岡女学院大学非常勤)

笠井妙美(東海大学) 古田瑞穂(筑紫女学園大学短期大学部)

キーワード:育児期の母親気分障害育児不安歩数

目的

育児ストレスや育児不安といった育児に関する問

題は社会的な問題となっており、育児ストレスや育

児不安の実態、それらが抑うつや精神的健康に及ぼ

す影響、ソーシャルサポートの必要性等については

さまざまな調査研究がなされている。

一方、運動習慣が身体や心に好ましい影響を与え

ることはさまざまな研究によって報告されているo

運動は、不安や抑うつを改善することや、ストレス

を和らげる緩種励果として作用することが明らかに

されつつある。

しかし、育児期にある女性の日常身体活動量と精

神的健康に関する報告はほとんど見られなし、。

本研究では、育児期にある女性を対象に、精神的

健康度、運動・スポーツの実施程度、身体活動量の

調査を実施し、その実態を明らかにすることを目的

とした。

方法

1.対象およて潮査時期

平成23年6月~平成24年1月に、 D市・F市内の

5つの保育所・幼稚園において研究に参加すること

を同意した子どもの母親 294名

2.調査項目

1)身体活動量の測定

オムロン活動量計を 1週間装着

2)アンケート調査

①個人的属性

②運動に関する調査

③主雛句健康度

④育児不安尺度(育児負担感・育児不安感・育児肯

定感の下位尺度で構成されている:住田・中国，

1999) 

⑤自尊感情尺度

⑥抑うつ性尺度 (CES-D)

結果と考察

対象者の年齢・36.5:t4.5歳、職業・専業卦詰:44%、

ノミートタイム :22%、フノレタイム :27%、自営:4%、

その他 :3%、子どもの人数・1.98:t0.76人、 CES-D

得点・ 8.2]:t6.65点、平均掛子数・ ω61.4:t]954.6 

歩で、あったo 運動・スポーツの好き嫌いは、かなり

好き:]0%、どちらかといえば好き :54%、どちら

かといえば嫌い :35%、大嫌い:1%であった。以前

運動・スポーツクラブに加入していた :67%、現在

加入している:14%、主観的健康度・非常に健康で

ある:10%、健康である :7野ら、あまり健康でない:

11%、まったく健康でない0% パートナー・イクメ

ンである:75%であった。

CES・Dによる気分障害域と正常域 (cutofpoint 16 

点)の2群聞のt検定を行った結果(表)、育児負担

感、育児不安感、育児肯定感に有意差がみられた。

気分障害域のほうが、樹子数がか領向にあったが、

有意差は見られなかった(P=.089)。その原因として

本研究では、集団特性として、気分障害域のn数の

曾j合が比較的少ないこと、生活背景が異なることな

どが考えられるため、今後さらに検討をす寸めた川

表 CES-Dの気分陣害域と正常域からみた育児感情、自事感情および歩数

墨盆陸軍謹 正草壁

M wl 日 M wl 日
育児負担感 15.3 4.3 36 13.0 3.1 258 0.000 
育児不安感 12.5 4.0 36 11.0 3.5 258 0.017 
育児肯定感 12.3 3.0 36 13.9 1.7 258 0.003 
自尊感情 11.7 2.4 36 11.6 1.8 258 0.716 
呈誼盆盤 ~ l.W aQ ~ :l.i.5!J ru ~ 
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体育的遊びを通して獲得される幼児期の運動技能に関する実態調査

0西田明史(西九州大学短期大学部)

キーワード:幼児運動遊び専門指導員パフォーマンステスト 成就度

目的

運動技能は運動能力を基盤とし、運動経験によっ

て獲得される。他方、ラルソンの運動能力の階層構

造によると、スポーツ技能を高めることは、基礎運

動技能のみならず基礎運動能力を高めることにつな

がる。つまり、幼児期の運動発達について郡平を深

めるためには、運動能力と関連する運動技能の特徴

を把握することも重要であると言える。

そこで本研究では、専門指導者により意図的・計

画的に指導されている運動遊び(以下、「体育的遊びJ

と記す)への取り組みを通して、幼児がどのような

運動動作を経験し、どのような運動技能をどの程度

獲得しているのかについて調査・検討した。

方法

1.調査対象者およびデータ収集の方法

本研究の対象は、体育的遊びの実践を保育に組み

入れている九州4県の幼稚園・保育所に在籍する年

長児555名(男児256名、女児299名)で、あったo

調査は、 2011年 10月上旬から 11月上旬にかけて専

門指導員によって実施されたo

2.調査項目

運動技能の調査には、体育的遊びの年間プログラ

ムを素材にした6種目(マット、跳び箱、鉄棒、平

均台、縄、ボール)各3項目の計 18項目からなるパ

フォーマンステストを作成して用いた。各パフォー

マンステストの成就度については、「できないJrで
きたり、できなかったりするJ九、つでもできるJの

3段階で評定した。

3.分析

男女児の各グループにおいて、種目内のテスト項

目問の差を調べるためにFriedman検定を行った。テ

スト項目聞に有意差が認められた種目について、

Bo時 rroniの方法により有意水準を調整し、Wilcoxon

の符号付j慎位和検定による多重比較を行ったoまた、

各テスト項目において、男女差を調べるために

Mann-WhitneyのU検定を行った。有意水準は、いず

れにおいても 5%未満とした。

結果と考察

各パフォーマンステストの成就度を見ると、「いつ

でもできるJの割合が 80%程度にまで達していた項

目は、男女児ともに5種目で計 10項目あった。詳し

くは、マット運動の「横転Jr前転J、慰w箱運動の

「踏み跳びJr支持跳びのり j、鉄棒運動の「前回り

おりJr足抜き回り・尻上がりJ、平均台運動の「送

り足横移動Jr前進歩行J、ボール運動の「ボール投

げ・受けJrボール蹴りJであったロなわ運動の「前

まわし跳ぴJr後まわし跳びJr跳びぬけJの3項目

は、男女児ともに成就度が他種目よりも低く、「いつ

でもできるjの割合が20%から 60%程度であったo

また、平均台運動を除いた5種目において、男女

児ともに種目内のテスト項目聞の成就度に有意差が

認められた。マット運動の「後でんぐり返りJ、聞初'

箱運動の「開脚跳てj越しJ、鉄棒運動の「逆上がりJ、

ボ‘ール運動の「まりっきJは、それぞれの種目内の

他項目と比較して成就度がもっとも低かった。なわ

運動の成就度は、男女児ともに「跳びぬけJがもっ

とも高く、 f後まわし跳ぴJがもっとも低かったo

パフォーマンステストの各項目の成就度について、

男女児聞を比較した結果、 18項目中3項目において

有意差が認められた。すなわち、慰問瀬運動の「開

脚眺ひ遜しJの成就度は男児のほうが女児よりも高

く、なわ運動の「前まわし眺び」および「後まわし

跳びJの成就度は女児のほうが男児よりも高かった。

以上のことより、体育的遊びの体験がさまざまな

運動技能の獲得に結びついたと考えられる。各パフ

ォーマンステストの成就度の高さは、体育的遊びの

プログラムが年長児にとって妥当な内容を含んでい

ることを示唆している。多くの項目で成就度に性差

が認められなかったが それは体育的遊びが適切に

実践されていた可能性を示していると考えられる。
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教科内容研究における弁証法論理学の可能性2

一鬼遊びとボーノレゲームの関連性を問うー

0西谷憲明(鹿児島国際大学)

キーワード: 教科内容追う逃げる対立矛盾

目的

前回のω回大会では、攻防入り甜点型ボーノレゲーム

を対象に弁観論妨法による推劇扮祈・総合によっ

て、事物の構造や発展がとらえらオ1へかっ体系的な整

理の可能性を事実て苛そすことがねらいとした。今回は、

ボール運動と関車の深い鬼忠則髄と発展、ボール

運動との関連と闘リを紳月する課題に迫ることである。

方法

教科内容を弁語法論理学の方法論を適用して、その

本質拒握をし、その構造・発展を分析・総合しながら、

ボー凡徒動との関連性をとらえる。その際の対象は、

長年にわたって系鮒生研究を追究している学校体育研

知司志会幼年体育分科会の著作物[作l幼児の体育あそ

び』翁蚊途画 1鈎9~今]である。その 3 ・ 4 ・ 5歳児の
各教材を 12教材に整理して「手段的内容J、f人間関

係j の概鎖怯拒握、 r~捌朋J 切断、 f鬼との向

き合い方J等について分析し考察を加えた。

結果と考察

1. r人間関係Jの概念視点を中心とした分析

(1)3歳児の鬼遊び

子どもたちが、鬼遊E肋意味線機できない段階で

先生の伝承者としての工夫がある。スキンシップを中

心にしながら、追う・逃げるという行動と言葉の航F
つきを遊灼中で体得できる工夫がある。また、「ごっ

こ遊びjで「鬼J~j怖いものというイメージを形成し

て嘘げるJ行動を発生させ、しっぽ取り活動を通し

て子ども同士の活動均年士組まれている。

ω4歳児の鬼猷F
子ども溜司士のかづ哨りを介して自:卦錨動とし

て展開されている。人間関係、としては、追うカ:逃げる

の役倉扮担があり、迎ずる側同安全地帯封こ逃前泣rこ
とができる。この安全地帯の質を分析すると難易度が

あり、また鬼の動きの自由度も含めて、その月間予性に

ついては、検討課題があると思える。

(3)5歳児の鬼遊び

人間関係としては、追うカ議げる役寝扮粗に加えて、

逃げる側が捕まると、それを味方が助ける活動が生ま

れ、これを阻止する追う側の対応も発全ずる。牢屋の

周囲ηすきを兜ハて、味方を助ける行為は、攻防入り

観点型的当てゲーム等でゴL ノL官官の空いた空間に入っ

てシュートする千瑚と類似{主があると考えられる。

(必しっぽ取り鬼遊'(}Q)内容と発展性について

3・4・5歳児の各年齢影後の教材にしっぽ取り鬼

遊びがある。その人間関係の共通点として、他の教材

では、追うと逃げる役曾助担があるのに無いという特

色がある。全年齢を見通すと fしっぽ陣取りj等につ

ながっているが、やはり役倉扮担を明確にしたしっぽ

取り教材の工夫協必要であるよう仏思う。教材として

挙げられている f引越し舶の発展として、スタート

から途中にいる鬼にしっぽを取られずにゴールの線ま

ち也り着く人数で、 2!/iぃープの勝敗を決するという

鬼遊びがある。これは、小学校教材に登場したフット

ボール型ゲームiこつながる可能性を見いだせるo

2.鬼遊びとボーノレゲL ムとの関連性

ドッジボーノレは、ボール保持側を鬼側と仮定すると

駒お逃げる役割となる。逃げる側は、背後から体めが

けてボールつが飛んでくるので、ボーパ保持者に体の正

面を向けて避けたり取ったりする。ボール保持側が切

り替わりゃすく「追う・逃げるJ仮IJの交(吃が政駒に発

金する。鬼遊ひめ発展としてドッジボールも捉えられ

る。また、引越し鬼の発展としてフットボールゲーム

Jゆ見通しがあり、追う・逃げる関係性でとらえられ

る。さらに前回取り上げた攻防入り観点型的当てゲー

ムとの関連については、ボールを巡る攻防の質白告発展

でぜ術的内容に矛盾関係、を含む内容である。鬼遊ぴで

は、追，う・逃げるという対立的概念を本質としている

と考えられるので闘IJされる。

本研究の研究対象として挙げることができなかった

が、「ぼうけんj(地域によっては fぼっけんj)も、鬼

遊びと考えると、その延長線上に野球型ゲームを想定

することも可能であると考える。
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大学教育における身体教育の必要性について

一必修「体育Jの教育内容・方法の検討一

0西迫 貴美代(鹿児島県立短期大学)

キーワード:身体教育 教育課程非言語的コミュニケーションワーク 導入教育

はじめに

本研究は、第 60回大会報告の「教育課程から読

み解く身体教育の位置づけの検討 2Jにおいて報告

した成果を基に、いわゆる必修「体育jの教育内容・

方法を再検討することを目的とする。

また「身体教育j とし、う概念の使用については、

大学教育全体における「身体に関わる教育内容Jを抽

出・精選するために、教育課程を教科課程(=いわ

ゆる体育)と教科外課程(学生生活支援:サークル

活動、自治会活動など)を区別することによって、

教科と教科外の関係性を浮き彫りにするための限定

的使用である。(先行研究の「身体教育j概念と区別)

方法

59・60回大会報告の実験授業は K大学の教員養

成系学科の特別講義として設定された「自己表現法

(身体)Jとしづ選択必修科目である(他に言語、音

楽が設定され三つの科目から一つを選択)。この教育

内容・方法と短大2校の必修「体育」の教育内容・

方法との比較検討を行い、現在の大学生の「からだJ

に関する認識の実態を明らかにする。そのことによ

って大学の教育課程において「身体教育の必要性J

を改めて確認するとともに、導入教育としての積極

的な位置づけを再検討する。

1.実験的授業の成果から実施目標の設定

自分や他者の「からだJを観察するワークの体験

から、自らのからだの感覚を再発見する。

2.抽出した教育内容

自己表現法(身体)の教育内容→抽出

からだが生きている証拠探し からだの

(呼吸の意識化→おやすみヨガヘ) 内部感覚

2 かたし、からだ、柔らかし、からだ 向上

(緊張とリラクゼーション)

3 非書翰コミュニケーションワーク からだか

(触れる・見る・聞く感覚を喚起) らの発信

3.実施方法

対象・実施時期 実施形態

A 短大生 1年生<前期〉 計67名 特別授業として

校 1) 2011・37名、 2)2012-30名 5月:1回(90分)

B 短大生 1年生 授業の導入

校 ]) <後期>20日・21名 教材:パドミント

2) <前期>2012・12名 計33名 ン・卓球

4.A:からだの内部感覚とワークについての記述、

B:学習ノート、最終レポートの記述分析(ポートフ

ォリオ評価)によって「からだの認識jの変化を分析

する

結果と考察

1.A・B校ともに、腹式呼吸とからだの感覚につい

ての記述では、「体育だったのに疲れがとれたような

不思議な感じJr気持ちよかったJrからだの疲れて

いる箇所がわかった」という記述がほとんどで、あっ

た。「睡眠が十分にとれないJ学生生活が浮上する。

肩・腰のコリを多くの学生が記す。

2.A校での非言語的コミュニケーションワークでの

「気づきJは、「言葉を使わないのはむずかししリ「言

葉を使わないで伝わるのはすごしリとしづ記述はあ

るものの、前段のリラックスワークの効果(使用す

る感覚に集中する)はあまり見られないロ

3. B校は 15回の学習ノートを参考にしながら、最

終レポートを作成。バドミントン、卓球ともにゲー

ムの導入にワークを実施。対戦相手の動きとべアと

のコンビネーションの理解が深まっている。また「体

調Jr自己評価Jの記述から「私Jを客観的に分析する

傾向を読みとれる。なぜ高校体育と大学体育が接合

しないのか、このことが非言語的コミュニケーショ

ンワーク導入への期待である(導入教育:既成の概念

くずし)。まずは「からだの認識Jを高めることを目

的に必修「体育Jの教育内容(教材の精選)・方法(学

習者の主体性)をさらに追究する。
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大学体育における授業内容の検討

一卓球の生理学-

O村上清英(中九州短期大学)

キーワード:大学体育卓球スポーツ生理学

目的

2008年より大学体育における知識・能力の形成とい

うテーマで大学生の体育・スポーツ・健康等に関する

知識・能力の実態調査と大学体育の教科内容の設定，

その後の習得状況について継続研究してきた。 2011年

は大学体育における学士課程教育に対応した授業内容

の検討を行ったo それは体育・スポーツ科学の専門的

内容のひとつであるスポーツ生理学を一般教養科目の

体育実技(卓球)に関連させながら学習する授業実践

であった。様々な指標を用いて検討した結果，基礎技

能や専門知識，スポーツ実践の知識・技能について一定

の教育効果は期待できた。しかしながら，課題として技

能変化と専門知識の向上の違いが明らかになった。こ

れは，卓球技術と専門知識の低い関連付けであったこ

とを示唆している。そこで，本研究は昨年の継続研究

としてスポーツ生理学と体育実技(卓球)を融合させ

た授業実践において基礎技能と専門知識のバランスよ

い目標を設定した。授業内容は卓球の技術・戦術内容

と生理学的内容の構成である。具体的には、専門知識

の講義とそれに関連させたトレーニングやスキルテス

トを実施し 15回の授業実践の成果を検討した。

方法

1.対象およひ調査時期

熊本県内の保育者養成系短期大学に 2012年度に

入学した学生の内、本授業を受けている 71名を対象

に質問紙調査を実施した。調査は、 2012年度の前期

授業の初回と最終回の2回実施した。欠損値のある

回答を除外した55名(有効回答率78%)を分析対

象とした。

2.調査項目

大学体育を通じて学生に形成される知識・能力に

ついては、学習指導要領ならびに先行研究をもとに、

「スポーツ実践を支える構成要素に関する知識・技

能J20項目、「スポーツ生理学の専門的内容J5項

目、「卓球の基礎技能J5項目を設定した。すべての

調査項目について、 4段階評定による回答を求めた。

3.分析

統計処理は、(対応のある)t検定と叫1∞xon符号

付順位検定を用いて対応のある 2標本間の差を検定

した。有意水準は 5%.未満とした。

結果と考察

スポーツ実践を支える構成要素に関わる知識・技

能(以下、「スポーツ実践の知識・技能J)関して、

事後において技術・戦術と組織・運営、その他要因

で、有意な向上(p<.05)が見られ、事後においてスポー

ツ実践の知識・技能におけるポジティプな変化が認

められた。

スポーツ生理学の専門知識(以下、「専門知識J)

と技能の程度と変化(以下、「技能変化J)に関して、

事後においてすべての質問項目で有意な向上がみら

れ (pく訓)、専門知識と技能変化におけるポジティ

ブな変化が認められた。

今回、専門的内容であるスポーツ生理学と体育実

技を融合させた授業実践において基礎技能と専門知

識のバランスよい目標を設定し、その効果を検討し

た。様々な指標を用いて検討した結果、一定の教育

効果は期待できた。これは、専門知識の講義とその

関連トレーニング、スキルテストの導入が影響して

いるかもしれない。

今後の課題としては、「あまり身に付いていないJ

から「やや身に付いているJと実感する学生の割合

を増やすためのさらなる工夫が必要かである。例え

ば、学生の気質を活かすことやセルフモニタリング

を用いた専門知識と関連させたトレーニングやスキ

ルテストの実施などが考えられる。また、専門知識

の構築と基礎技能獲得との関係性を客観的に評価す

るための尺度としてのテスト作成が必要と考えられ

る。
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小学校体育授業における BGMの使用効果

0谷本英彰(九州大学大学院) 杉山佳生(九州大学健康科学センター)

キーワード:小学校体育授業 BGM 満足度達成度

目的

本研究では，小学校の体育授業において平易に学

習意欲を喚起させる方法のーっとして BGMの利用

に着目し，その効果を検証することで体育授業にお

ける BGMの効果に関する示唆を得ることを目的と

した.

方法

1.対象および介入時期

九州地方の小学校に通う児童119名(5年生64名，

6年生 55名;男児 57名，女児 62名)を対象として

2011年 11月から 2012年2月に介入を行った.

2.介入手順

1つの単元を rBGMなし」と rBGMあり」の授

業にわけ，介入を行った.rBGMなしJの授業では，

通常の体育授業を行った.rBGMありjの授業では，

体育授業で児童が活動する際に BGMを流し，教師

の説明の時間などの非活動時間には BGMを流さな

いこととした.BGMは児童に「好きなBGMに関す

るアンケートJを実施し，その結果をもとに選択し

た.

3.調査項目

西国 ο002)により作成された学習意欲検査(短

縮版AMPET:The Achievement Motivation in Physical 

Education 1i回t)を用いた.調査は， BGMを使用する

授業およびBGMを使用しない授業の前後2回，合

計4回行った.また，毎回の授業後にその授業の満

足度および達成度を調査した.

結果と考察

体育授業における BGMの有効性を検証するため

に，学習意欲の各下位尺度の得点について，授業タ

イプ(BGMあり・ BGMなし)X時間(授業前・綬業

後)の2要因分散分析を行った.その結果を表 1に示

す.

学習，官欲における「運動の有能感Jにおいて，有

意な交互作用が認められた.また， r失敗不安Jは有

意傾向ではあるが，交互作用が認められた.そのた

め，各要因の水準ごとの主効果を検討した.その結

果， r運動の有能感Jについては BGMありの授業

において授業前と比較して授業後の得点が有意に増

加しており， r失敗不安Jについては， BGMありの

授業において授業前と比較して授業後の得点が有意

に減少していた(運動の有能感 F(1，118)=8.45，

p<.Ol;失敗不安 F(1，118)=3.44，p<.10). 

満足度および達成度に関しては， t検定を行った.

その結果，達成度において有意な主効果が認められ，

rBGMありJの授業の方が rBGMなしJの授業

より得点が高かった(t(1，118)=2.53，p<.05). 

以上のことから，体育授業でBGMを用いること

によって，運動に対する達成感を感じることができ，

有能感を向上させるとともに，失敗に対する不安を

低減させることができることが示唆された.

表1学習意欲の授業前後の変化および

その分散分析・下位検定の結果

BGMあり BGMなL 同盟
下位倹定の鎗泉

彼111前 彼.後 彼.前 鑓察後鰻.，1イプ時間交互作用

学冒ストラテコー
15.04 15.31 14.70 】5.08

5.88. 4.99" aω 
(2.98) (~鈎3 (3.∞} (3.08) 

国飽の克盛
15.16 15.31 14.81 15.18 

4.¥1・ 6.16・ 0.42 
(2.切〉 (2.98) (3.16) 。11)

学留の錫範的思度 15.91 15.96 15.88 15.95 
凪14 0.0苦 0.12 

(2.59) (2.幻} (3.俗} (2.86) 

遭動の有能信

学習の白包

緊強位不安

失敗不安

10.81 1¥.51 ¥0.88 10.81 
4.鈎・ 6“ 8.45・・ BGMあり:綬象的〈俊IIIt量

(4.34) (4.41) (4.46) (4.52) 

15.18 JS.l9 1S.02 15.04 

1“ aω 。ω
(3~) (3.58) (3.初】 (3.94) 

10.95 997 10.92 10必
1.01 22.0ヨ...2.'ω 

(4.30) (4.53) (4.21) (4.36) 

10.21 9.45 9目87 9.11 3.44. BGMあり:自霊泉前〉授察後
O.ω 8.68 

(4.32) (4.19) (4.04) (4.30) 

( )肉I主観崎直信袋

pくe∞1...p<.OI.・p<.OS.'p<.IO 

表2授業後における満足度および達成度

;首足度

遼成度

BGMあり BGMなし
主効果

d車
4.07 

(0.82) 

4.09 

位2

3.99 

(0.86) 

3.86 

(1.∞) 

1.03 

2.53本

( )肉は標準偏差、<.05
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小学校体育におけるキャッチバレーの教材化に関する研究

0山本創一朗(九州共立大学非常勤講師)福本敏雄(佐賀大学)池上寿伸(佐賀大学)

キーワード:小ヤ校体育ネット型

目的

小学校新学習指導要領が平成23年より全面実

施され、発達段階に応じた内容の明確化・体系化

が図られた。ネット型ゲームではソフトバレーボ

ールが例示されているが、小学生にとってゲーム

の楽しさを十分に味わう為に必要なボール操作

技能の習熟が難しいとの指摘がある。また、ボー

ル操作を簡易化した教材としてキャッチバレー

の実践例がある。そこで、本研究ではキャッチバ

レーを教材とした実践授業との比較を通して、ソ

フトバレーボールにおける児童の授業評価と基

礎技能の習熟を観点とした比較検討を行なった。

方法

1.対象クラス及び授業内森
鐙1対象クラス及び経E貨の省銀

l 佐賀僅FIJ同掌韓 S年生 2~~ス f各.l1li)
l 封書l~~ス lolm平 1:女平 1僻 1&~'J h整備~しl 齢 E 
l毒ヤヲチパv.ーを11λしたタラス I A 119名 119名 l総省 1 7名 1 31名 138名 E
lキヤヲ手パレー香組λしていないタラス IB 118名 la名 139名 1 8名 132名 138名 E

キャッチバレーを導入した実験鮮のクラスをA

群、導入していないクラスを B群とした。実施時

期と期間は2010年 11月"'2011年2月の8時閥単

元で実施したe (表 1)

失

通

~1m 盟
国
…

授業実践上の場の設定及びルールについては

表2の通りである。

2.調査項目

1)両群の形成的授業評価の分析の変容の比較

2)両群の基礎的なボーノレ操作技能及びゲーム中

の技能の変容の比較

3.分析方法

Microsoft Excel for Windows、SPSSll.OJ for 

Windowsを用いて単純計算、分析を行なったo

結果及び考察

1.両群の形成的授業評何の比較

キャッチバレーボール技能

.3穆成的援Z医院偏

~完 11事 7 

成.1.12.10 2 u.u g !A7 4 12.58 4 12.69 4 1""7 4 12M s 
3 12.157 4 u・ 3 12.151 

.. 
812.31 :1 12.44 4 IU1 " IUO 4 

.11;'関心
1.12.57 2 12111 3 12.71 4 12B7 4 12..84 4 12.88 4 12-" 4 

~.12.71 
. 

B 12.71 :; Us3 " 12.4晶 2 12Ji7 3 UM  " 1.t.73 a 

学fJ.方
1.12且S 3 12.153 3 12.68 " 12.71 " 12.74 " 12.73 4 12.88 E 

812.03 3 12.84 4 12.117 4 12..52 3 12.“ 3 12.79 " 12.70 4 

11カ
A 2.30 2 2.56 3 12B3 4 2113 4 2.10 4 2.88 E 2.82 

ー
.. 

18 量但 4 IU9 " 1量S且 事 12M ヨ 量.I5!Ii 宮 12.68 4 12.84 4 
A:Nz32.8:N屯8..障:p<G.OII.崎:p<OD1.

形成的授業評価の比較から、授業進度に伴い

評価値が両群とも上昇傾向がみられた。またA

群では成果、意欲・関心、協力の次元で有意な

伸びの差がみられた。具体的には、学習者がキ

ャッチバレーによって技能の伸びを実感しやす

かったことを表したと考えられる。また意欲的

に活動に取り組みやすく、学習者同士の教えあ

いや助けあいのなかで、仲良く学習を進めやす

いことも示したと考えられる。(表 3)

2.両群の技能の比較について

ZLおい酬B時凶 基礎的なボー
冒ル操作技能につ

いては、 1分間の

直上トス(オーバ

ゲーム中

の技能につ

いては、触球

A:嗣.B:嗣.*:p<ω5.輔 :p<O.OI 数と返球数

を指標とし比較したところ、特にA群では各項目

の伸びに有意斧がみられた白(表的

まとめ

キャッチバレーを教材とした授業の比較を行

なった結果、児童の授業後の授業評価に成果がみ

られ、ゲーム中の技能発揮につながったo キャッ

チバレー導入による教材化への有効な点は、触球

によるラリー継続と技能の習熟によるボール操

作性の向トにあっ弁。
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小学校体育活動コーディネーターについて考える
ーキッズ委員会の活動を契機としてー

0神力亮太(佐賀大学大学院)坂元康成 ・池上寿伸 ・堤公一(佐賀大学)

キーワード小学技体育活動コーディヰータ一体育佼業公認指導者

研究目的

文部科学省は「スポーツ立国戦略」をfHI)定し小

学校体育活動コーディネーターの配置を試みて

いる。本稿では、佐賀県サッカー協会キッズ委員

会が小学校の体育授業に、日本サッカー協会公認

の指導ライセンス所有者をコーディネーターと

して派遣することで、ill!!WJやスポーツの楽しさや

面白さを伝えることができるのではなし、かと考

え、実証的研究を行い、実施結果にもとづき分析

を行ったものである。

研究の方法

指導ライセンス所有者で、実際に小学校の体育

綬業を実施し、児童からアンケート制脊や、担任

教員からヒアリング司M査を行うことにより、児蛍

にスポーツに対する心主II的な変化が見られたか、

また指導者がコーディネーターの役割を担える

かを検証した。

1. アンケート調査

対象は佐賀県武雄市立A小学校の 1.3.5年生

206名であり、実施日程は平成 23年 10月 27r:1 

及び、 11月 6日の 2日間であった。

活動実施直後にアンケートを配布し、 その場

で回答 ・回収を行った。(回収率 100%)質問l内

容は、スポーツ全般に閲する質問や、活動後の

巡即Jに対する心理的な変化に!刻するものなど

複数選択のアンケートにより行った。

2. ヒアリング調査

対象は同小の実験対象学年の担任教員 7名で

あり 、活動実施中に、今回のような取り組みの

是非、普段の授業との巡いなどの意見を述べて

もらうインタビュー形式をとった。

調査結泉と分析

アンケー卜捌査によると、授業を行った斜i:W:、
全体の 94%とほぼ全員の児童が「楽しし、Jと思え

る授業を展開することができたが、性日1)や学年別

にみると男子児Z立は低学年になるほど興味を示

し、女子児童では学年が向くなると興味を示しづ

らくなることがわかった。(図 1.2参照)

ヒアリング調査によると 、「場や環境」ついて

は術導者の人数や道具の笠宮さにより、活動ilJ;が

上旬}Jllし、指導者が普段と異なることにより、活動

への抵抗感が緩和されていた。「教員の全体的な

機子Jについては教員の歩考になることがあり、

教只の指導技術向上につながることなど活動そ

のものは符定的に捉えているが、計画や日程制整

など準備の大変さが伺えた。「児童の様子j につ

いては、楽しそうで活動盈が多く、普段有i徳的で

ない児frrや女子児童に笑顔が多いことから、不得

手としている児童に対して効果的であることが

示唆された。

結論

アンケート調査より、コーディネーターの役割l

である体育授業については、指導ライセンス所有

者の体育授業を実施することで児童のスポーツ

への興味を府加させる一助となりうることがわ

かった。また、地域との述挑に!刻しでも、佐賀県

内数箇所で巡回指導を行っていることや、今回武

雄市とタイアップで行ったような活動を行える

ことから学校現場と述悦の可能性が十分期待で

きることがわかった。しかしながら、担任とのテ

ィームティーチングや壬I~ I::)計画など、 準備iñiでの

辿批不足や不十分さから活動に至るまでの日H函

の円滑化が12必題としてあげられた。
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中学校での武道授業に関する研究

0市川和希(鹿屋体育大学大学院) 中村勇・竹下俊一・前田博子(鹿屋体育大学)

キーワード:中学校武道必修化新学習指導要領

目的

武道領域の授業が中学校学習指導要領の保健

体育分野で平成24年度より完全実施されている.

そこで本研究では，その準備段階での状況や課題

を調査し，安全で学習効果の高い授業を展開して

いくための指導方法や環境整備について検討す

ることを目的とした.

方法

武道必修化に関する文献を広範に収集し，整理

検討した後，考察を加えた.また，武道専門家や

中学校教員らによる問題提示や学校現場の現状

に関する調査研究資料を中心に検討を行った.

結果及び考察

1.武道場の整備状況

平成21年5月 1日時点での報告では，全国の

中学校での武道場の整備状況は公立中学校で

47.8%，私立中学校で42.3%である.したがって，

全国の 52.6%の中学校には武道場が整備されて

いないことになる.

2.教員について

田中(2010)の調査によると，男性教員の 64.2%，

女性教員の 10.2%が柔道経験者である.また，男

性教員の 93.4%はほぼ単独で指導が可能だが，女

性教員の 86.2%が鞠虫での指導は困難であると

回答している.

3.武道授業実施時間について

田中 (2010)の報告によると，武道授業実施時

間は平成21年度では 10""12時間 47.6%，13時

間以上が 11.1%だったのに対し，必修化後の平成

24年度以降の実施予定は 10""12時間が 54.7%，

13時間以上が 22.7%とそれぞれ噌加傾向が見ら

れる.

4.各種目における施設，用具・服装，男女共習

について

各武道種目にはそれぞれ特別な施設や用具・服

装を必要とするが，中にはそれらを必要としない

授業研究が進められている種目もある.男女共習

に関しては，ほとんどの種目で可能であるが，体力

差や用具への配慮を必要とする.また相撲には男

女共習の習慣がない.

5. 中学校における柔道事故

武道が必修となることで，授業中の事故発生が

危倶されている.特に柔道中の重大事故発生につ

いて報告されているが，授業中よりもむしろ運動

部活動中の事故が多いという実態がある.柔道事

故における死因の 65%は頭部外傷， 26%は運動全

般で起こる突然死や熱中症， 4%は窒息死・臓器

不全， 5%は原因不明などその他である.

結論

武道場の整備や専門知識を持つ教員の養成が

十分に行われていないと考える.

授業時間に関しては，増加傾向が見られる.

ただし，全生徒が授業を行うために十分な授業

時間を確保できるかどうか疑問の声も出てきて

いる.

柔道事故は授業中よりも部活動中に多く、死

亡事故の原因では頭部外傷が多い.これらのこ

とから授業と部活動での指導の違いを十分に理

解した上で授業展開を考えていかなければなら

ないだろう.



6.一般研究発表(ポスター発表)
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学校体育指導要綱〈昭和 22年)にみる小学校体育教材に関する研究

u"l井修一(福岡教育大学大学院) 榊原浩晃(福岡教育大学)

キーワード:学校体育指導要綱民主主義体育の教材

はじめに

本研究は，昭和 22年に発行された学校体育指導要

綱にみる小学校体育教材について着目し、その内容が

その後の学樹旨導要領へといかに継承されているかを

吟味することを目的とした。学校体育指導要綱の発行

の経緯とその内容を，同解説を執筆した大谷武ーの見

解をふまえて検討する。代表的な知子.~究としては井

上一男著の『学校体育制度史』の記述を援用するが，

特に，小学校の体育分野について考察する。

1. W学校体育指導要綱~ (昭和 22年)発行に至るま

で

体育は戦時中に軍事的訓練と最も深いかかわりを

持っていた。戦後に至つては，軍事的教材の削除、武

道(剣道、柔道、薙万、弓道)の授業が禁止された。

武道の禁止による余剰時間は体操へと割り当てられた。

昭和 21年頃から国民のスポーツへの欲求は高まった

が、焼け残った体育施設等では十分な運動機会は与え

られず，当時の食糧事情の新じによりスポーツの一時

低迷した。

昭和 21年後半から次第に新体育の方向を示すよう

な指示が出され 21年 9月に学校体育研究委員会が文

部省内に設けられ、「学校体育の刷新改善に具体的方策

の調査審議と学校体育内容の研究Jが行われるように

なった。委員は40人とし、学校体育に関する専門家、

学識経験者の中から文部大臣によって，委嘱された。

『学校体育指導要綱』は 21年 9月に発足した学校体

育研究会の調査研究によるものを原案としたものであ

り昭和21年4月に第一次教育使節団の報告書が発表

されている。この報告書に示されている事項が要綱の

方向性を決めている。 報告書の基本をなす考え方は、

「日本の教育のあり方全般にわたって、前近代的な教

育制度から民主主義社会を打ち立てるための教育制度

にきりかえる」ことの必要性を強調している。

2. r学校体育指導要綱』の内容

『学樹旨導要綱』は、新しい教育方針に則り、体育

の基本的方向を示すために制定されたものであって、

その重点を民主主義に透徹した、健全で有能な社会人

の育成におかれている。

民主化の面からみて大きくまとめると

q期走の個性を尊重し、正課と課外と通じてその重要

性を強調した点

②体育の機会均等と女子体育の振興を企図した点

③スポーツを重視し、体育の社会性を強調した点

@激材に基本的最小限の要求を示して指導者の創意工

夫を重んじた点

科学化の面からみて大きくまとめると

q激材の配当を学徒心身の発達段階に適応させるよう

工夫されている点

@満生の重視する点

⑮ヰ学的基礎に立脚した指導を強調した点に分けられ

る。

まとめにかえて(その後の学習指導要領への継承と展

開)

昭和 33年に発行された学習指導要領との違いはよ

り細かく学年にわかれており，遊戯という括りがなく

なっている。年次ごとの教材の配列は学習指導要領に

特徴的であるが，低学年，中学年，高学年の樹オ配列

は学校体育指導要領の基調をなしていたといえる。ま

た、衛生についての指導範囲が大きく異なっている。

また、指導要綱では 1，2，3年とまとめであったものが

学習指導要領はまとまっておらず、各内容の領域を通

して学ぶようになっている。

【資料・文献】

文部科学省 『学校体育指導要綱』 昭和22年

大谷武一著学校体育指導要綱解説 目黒書庖，昭和

22年

井上一男著 『学校体育制度史』 大修館書庖， 昭和

34年

今村嘉雄宮畑虎彦著 『新修体育大辞典』 不昧

堂出版，昭和 51年
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『拳義志林~ (明治 12年)所収の「僅操術の世代Jについて

一明治初期における古代オリンピックの内容紹介ー

0榊原浩晃(福岡教育大学) 田端真弓(九州大学健康科学センター学術協力研究員)

キーワード:明治初期古代オリンピック 体操術東京大学 『撃墓志林』

はじめに

明治 12(1879)年に東京大学法学部に在籍してい

た当時4年生の大野金三郎(本籍:兵庫県)が「髄

操術の世代J(明治十二年十二月)と題する英文(‘'The

Age ofGymnastics"， The Popz吻・&ienceMonthly， June 

1878)を翻訳した内容を当時の東京大学の学術紀要

『皐整志林』に掲載していた。当該時代は，嘉納治

五郎の東京大学文学部在学時代にあたり，この資料

は身体教育や古代オリンヒ。ックの情報がいち早く日

本にもたらされていたことで資料価値を有する。翻

訳であるものの，古代オリンヒ。ックに関する内容は，

これまでギリシャ史からの断片的紹介のレベルをは

るかに凌駕する内容であることが判明した。

1.明治 12年の東京大学法学部と体育事情

明治 12年の法学部には，英米法を専門とする 2名

の外国人教授 (HeruyTaylor Teny(l847・1936)，アメ

リカ法， Sir Charles James 11紅白19(1845・1923)イギリ

ス法)が雇用されていたが，彼らの体操に関する所

見(生徒の健康概して十分ならざるにあり意うに是

れ体操の未だ到らざる所あるか…〔テリー教授)， 

第四年生の情況は全く前年と相同じくして皆よくこ

つこつ勉強せりといえども、気力やや衰耗して振る

わざる覚う、けだし、其長座読書する者甚だ多くた

めに身体の健全を欠くによるならん故に之をして一

層戸外の娯楽に時を費やさしめ、およそ蹴盤、郷球、

操舟其他の体操諸戯を一般生徒に勧奨せんことこれ

余の最も希望する所なり〔ターリング教授))が注目

に値する。

2. r飽操術の世代J翻訳者大野金三郎と原著者

Felix L. Oswald 

大野金三郎に関しては，明治 13年 7月に東京大学

法学部卒業後の足取りが不明である，しかし，明治

17年 10月刊 『鶴嶺雑誌~ (鹿児島県)第1号「法

学士大野金三郎憲法史概言第一Jの講擬酸素あ

る。原著者 FelixLeopold伐 wald(1845・1卯6)は 1斜5

年 12月6日 ベルギー生まれ， 1865年ブリュツ

セル大学卒，その後、ゲ、ツチンゲ、ン大学、ハイデル

ベルク大学で研究，学位学術修士 (AM.)、医学

博士側D)の学位を有し，紀行家(紀行文・エッセ

イ集などの刊行)で自然科学の知見を有し，自然史

の研究に従事したとしづ。

3. 古代オリンピックの内容

「鰭操術の世代J(明治十二年十二月)和文翻訳の

内容を列挙すると以下の表のように集約される。

表1.体操術の世代(明治12年)にみる古代オリンピック関連の内容

希臨の学術と蹴台、人民の生活
希髄の教育、希髄人の身体
ポリスにおける運動施設、イリヤン氏 (Al刷、}…
ライカーガスの法緯(リュクルゴス側、アセンス、シップス(テーパイ)、
コリンス、スパークスとパライストラ…
オリンピア、コリンス、ネメア、デオニシアの祭典
オリンピア祭，コリントス=イストミア祭，ネメア祭.ディオニューシア祭
(ディオニューソスを視して盲代アテナイで催された大室町一

オリンピア大競避、イスミア、ネメア ー

第92固オリンピアード、アグリセンタム(アグリジェント)のエゼネタ
ス (EoenetusExalnet凶)
当時如何家園の葛藤争エニモ四十八箇月を歴テオリンピックゲームの
時期に近ヅケパ必ス停止セサルヲ・..
ピンダロス詩中、ロードアイランド(ロードス島出身)のダヤゴラス
|日勾α部)
ゼウスのオリンピア宮職
希臨人の精神と運動競技
第町田オリンピアード、ポリダマス~倒閣時一 ー

ポアハープス氏:(Or.肱鮒国ve)、体操の生甜鋤用
スパークス(スパルタ)の軍制と腫燥衡の位置、盛装歩兵と瞳操術
マラソン故事
イタリア、シチリア、希髄の人々 の健康と寿命、戦闘自l臓と腫操
世界中の人民と体力、世界各国の腫操街、スカンジナピア、スコットラ
ンド、ドイツの人々 と腫操、アメリカのトゥルン・フェライン…
希臨人の睡操の意礎、今後の睡操街置視

まとめにかえて

この資料は 1878年のアメリカにおける各種の体

操の内容が比較検討されていた。しかし、それらの

体操の端緒は古代ギリシャの体操術であり，古代オ

リンヒ。ックに関する言及がなされていた。日本にお

ける古代オリンヒ。ック情報に関する資料の 1っとし

て加えておく必要がある。
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幕末長崎における競馬場・遊歩場関連史料について

O田端真弓(九州大学健康科学センター学術協力研究員)

キーワード:外国人居留地 レクリエーション乗馬遊歩道

， .はじめに

安政5(1858)年，幕府が安政の仮締句で5ヶ国と

通商鯨句を鰍吉したことにより外国人の居留が認めら

れ，長崎にも外国人居留地が設置された。しかし，居

留地に居住する外国人の遊歩地は限定され乗馬の制限

があった。当時の外国人にとって，乗馬は散歩やボー

リングなどとならぶ「レクリエーションJとしての意

味を持ち，イギリススポーツを噌む社交の場としての

競馬場設置を考えていた。幕府はこれを許可し，元治

元(1864)年頃それらを具体化するための長崎奉行と

各国公使らとの交渉が開始された。新子とイギリス公

使との交渉を記した慶応2(1866)年5月.......... 6月 12日

までの奉行の記録によれば，当初の競馬場建設予定地

は浦上新田であったが，長崎の地銀的な問題，前任奉

行の退任，費用の負担などを理由に奉行は公使の提

案を受け入れず，継続課題となっていた。

本研究は，幕末期に移入されようとしていたスポー

ツとし、う観点から，露骨馬場，遊歩道関車史料を紹介し，

整理・検討したものである。用いた主たる史料は， W:雑

書書抜弐~ (作鰭刻と略す)および『晶崎競馬場遊

歩場設置→牛ー~ (W設置ー』と略す)である。

2.陪臨剥の競馬場・遊歩場関連目録

『雑書刻は目録番号 1........ 44までを収めた『雑書壱』

の続編であり， 45..........116で構成されている。このうち，

競馬場およぴ遊歩場に関連するものは47r競馬場遊歩

場之儀英公使申立仏仏鴨申立相違し、たし候儀ニ付在府

組頭ヨリ掛合之事J，57 r於江府閣老ト英公使ト御対話

遊歩場一条ニ付適宜郊合議セン為ニ此樹E頭蓋宣右回

答いたし候御書翰ヲ以掛合之事J，97 r出嶋ヨリ居留地

江之遊歩場jf矯栄等之義申立之事Jである。

3. r四十七J(史料開館割目録番号47)の概要

慶応2年8月頃のものとみられる本史料はイギリス

公使パークスとフランス公使ロッシュの競馬場，遊歩

場建設に関する意見の相違を示したもので，パークス

は浦上競馬場と大黒町から動馬場までの遊歩道の建設

を要求している。対するロッシュの具体的意見は本史

料には示されていないが奉行はフランス側の要望に

即して建設を進めたいとしている。

4.慶応2年6-7月の隈置ー』とその内容

(1) r長崎新子仏企¥使ト対話大意書」

同年6月21日，長崎フランス領事館において，ロ

ッシュと奉行能勢の問で交渉が行われた。ロツシュは

パークスの競馬場案に従えば建設費が高くなることを

指摘し，彼は極力費用を抑えたいと奉行に伝えた。こ

こで奉行はロッシュの提案に賛同したいが，パークス

の要望もあるため，長崎では決断ができないとし丸

(2) r長崎奉行英公使ト対話大意書J

同年同月 23日，パークスと能勢による交渉は副碕イ

ギリス領事館で行われた。パークスは大黒町から浦上

新田までの遊歩道の建設を要望し，その見積書を請求，

競馬場よりも遊歩道の建設を「懇望lしていることを

伝えた。これについて奉行はロッシュに述べたように

江戸で談判するとしむまた， r先キニ其許江引合候儀」

とあり，競馬場，遊歩道の議論は，イギリス公使主導

でなされていたとみられる。

(3) ~競開髄現鍛置云々刻仏鴨献ニ由リ局嚇行意鄭鯨ノ上申j

同年7月ロッシュは「戸町ヰ搾波之平解牛場」付近

の高台に遊歩場，競馬場を設置する程度で寸づ全である

とした。フランス側の意見を汲めは田畑を潰さず，

かっ競馬場，遊歩場がコンパクトにまとまると考えて

いた奉行にとってこの案は都合がいいものであった。

ノミークスは (2)のように遊歩道建設を望み，見績書

と図面を要求していた。

5.おわりに

本研究では競馬場，遊歩場開車史料について紹介し，

その一部について検討した。『雑書弐~ r四十七Jと同

時期の『設置一』を用いて，両史料の検討を行った。

『雑書壱』は，奉行とイギリス公使との交渉記録であ

ったが， W雑書刻， W設置-~ではこれまでの交渉に，
新たにフランス公使との交渉が加わっている。フラン

ス公使とイギリス公使の意見の相違の根底には，競馬

場の建設にかかる費用の問題があったとみられ，これ

が競馬場および遊歩場の設置場所の議論をも生み出し

れ九よって競馬場交渉滞蹴したものとみられる。
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日本人の「あし史j の文化的考察 (3)

-Japanese Gait : r歩容j からの考察-

0栗山緑 (広島大学大学院総合科学研究科)

Keywords あし、歩容、日本人

【目的】

「からだJが文化をあらわしているとしづ視座で、

日本人の「あしJの文化的側面の研究の三つ目の

手法として、「あしJの動きである「歩容J(gait) 

について追及するo 日本人の「歩容Jとしてよく

知られている「ナンノ~J や「摺り足J は、飛脚や

武芸者といったある特定集団の「歩容Jで、一般

的に行われていたとは言い難い。そこで文献的に

確認できる f歩容J名称を軸に、一般的日本人の

f歩容j を考察することを目的とした。

【方法】

漢和辞典、字訓、日本国語大辞典、広辞苑を主

たる参考文献とし、「足Jと「歩Jの字が使われ

ている「歩容Jに関する語句を抽出した。そして、

それらを「歩き (walk)Jと「走り (runljog)Jに

分類した。その際、「勇足J、「真秀足Jといった

武術や歩行術等での専門的歩容名称は除外した。

【結果】

walkの「歩容J名称は 30語句、runJjogに値す

るものは 6語句、その他 2語句を確認した。(資

料)

【考察】

「歩容j名称においては、 walking用語がrunning

用語に比して断然多く、またwalking、running用

語共に「足Jの字を使用したものの方が半数以上

を占めていた。出典文献から推測すると、それら

のほとんどの「歩容Jは、奈良・平安期から明治

期に使われ、行われていたのであろう。しかし、

それらのほとんどは21世紀の今日、忘れさられて

いる。「歩容J用語の誕生は、ある特定の状況や

目的のためであることも感じられた。当時の一般

的日本人の「歩容Jの特徴については、異文化人

からの指摘が必要となった。そこで、 Greece国籍

のPa釘ickLafcadio Hearn (小泉八雲:1850・1904)の著

書『神々の国の首都』の中に以下の記述を検討に値す

るものとした。「人々は皆が爪先で歩いている。(中略)

歩くときにはいつもまず第一に足指に重心が乗る。実際

下駄を用いる場合にはそれよりほかに方法がない。なぜ

なら、腫は下駄にも地面にもつかないから、真横から見

ると模型に先細りした下駄に乗って足は前のめりになっ

て前進する。(中略)でも、日本の子供たちは少なくとも

3 inch (7， 6cm)の商さの下駄をはいて、鼻緒を親指と次

の指との聞にひっかけただけで全速力で走る。彼等はつ

まづいてたおれることもなければ、下駄が足から抜け落

ちることもない。Jと、当時の日本人の「歩容j に

驚嘆の感さえ伺えさせる。また、宮本武蔵の『五

輪書』には、 f足の運びょうの事、つまさきをすこ

しうけてきびすをつよくふむべし(爪先を少し浮

かすようにして腫を強くふみなさい)J とあるの

は、腫をつけない歩き方が、一般化していたから

ではないのかという指摘もある o r爪先重心Jの

歩容は、当時の日本人の代表的履物であった下駄

や草履に由来するものと思われるが、日本人の足

跡の研究では、古墳時代までは、日本人の「あしJ

跡は、五指が扇のようにひろがり腫が小さくとが

っていて、中足指節関節にカをいれ、前傾姿勢で

立っていた、と分析されている20 さらに近年、人

聞は本来Fore-footstrike (爪先重心)走法であり、

1970年代のRunningshoesの開発を期に、 Re訂~foot

s凶ke(腫着地)に移行したという発表されている3

このことからも、動物を人間足らしめた直立二足

歩行 (bipedalism) にとっては、おre-foot strikeが

自然な立ち構えであるに違いない。近年の日本人

の歩容は、 rear-foot strikeである。健康増進のため

に大きな役割を担っているwalkingを、 fore-foot

strikeに戻すことで、日本人の健康を「あしJから

取り戻すことの可能性は大きいのではないだろ

うか。

1甲野普紀・田中聡『身体から革命を起こす』新潮社、2006.pI34.

2 平沢弥一郎『足の裏は語る』筑摩書房、 1991

3 Bramble， D. M. & Lieberman， D. E. Endurance running Wld曲e

evolution ofHomo.Nature 432， 345-352 (2004). 
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スポーツの動機づけに及ぼす文化的自己観の影響

一日本、中国、台湾の大学生競技者の比較ー

0磯貝浩久(九州工業大学情報工学研究院)

キーワード:スポーツ動機づけ文化的自己観国際比較

目的

わが国のスポーツの動機づけに関する研究は、欧

米の理論やモデルを基にして検討されてきたが、動

機づけのあり方は文化によって異なると考えられる。

文化的要因のなかでも、特に文化における自己の捉

え方が動機づけに大きく関わるとされる。このよう

な自己観について、Markusand Kitayama (199]) 
は文化的自己観の枇念を示し、欧米文化では相互独

立的自己観瑚携で、東洋文化では相互協調的自己

観点海携であると指摘している。自己観は2つに大

別され、それに基づき動機づけや行動が異なると説

明される。しかし、同じ相互協調的自己観刈勝な

アジアの国であっても、必ずしも同様な動機づけや

スポーツ行動がとられるわけではないと思われる。

そこで、本研究では日本、中国、台湾の大学生競

技者を対象として、文化的自己観を定量的に評価し

て、スポーツへの動機づけとスポーツ行動に及ぼす

影響を検討することを目的とした。特に、本研究で

は単一の心理変数の国際比較ではなく、自己観、動

機づけ、スポーツ行動の関係性のダイナミズムに焦

点をあてて上回投することとした。

方法

1.調査対象

調査対象は日本、中園、台湾の大学生競技者で、

対象者数は日本人競技者803名(男性623名、女性

180名)、中国人競技者591名(男性423名、女性 168

名)、台湾人競技者 423名(男性 230名、女性 193

名)、合計 1817名であった。

2.調査項目

1)スポーツの動機づけ

a)課題・自我志向性尺度:Duda(1989)の尺度の日本

語版(磯良他、加1)

b)スポーツにおける個人・相会志向性尺度(磯貝・

徳永・橋本、 2001)

c)スポーツでの他者志向的動機尺度(磯貝、 2011)

2)スポーツ行動

a)スポーツコミットメント尺度(金崎、 1労2)

b)適応感尺度(青木、笈問)

3)文化的自己観

相互独立的相互協調的自己観尺度(高田他、 1蜘)

結果と考察

1)尺度の等価性の検討

日本で概念化された尺度の中固と台湾における等

価性を検討するために、尺度毎に検翻句因子分析を

行った。その結果、全ての尺度の適合度が基樹直よ

り高く因子的妥当性が示された。このことから尺度

の等価性が確かめられたといえる。

2)文化的自己観、動機づけ、スポーツ行動の日本、

中園、台湾の相違

文化的自己観の動機づけ及びスポーツ行動に及ぼ

す影響について、構造方程式モデリングを用いて3

カ国毎に検討した。日本においては、相互協調的自

己から個ん志向性へのパスが有意でなく、また相互

独立的自己観観から他者志向的動機へのパスが有意

でないという特徴を有するモデルが適合した

(GFI=.988， AGFI=.947， CFI=.983， RMS臥~.063 :図

1)。すなわち、他者との関係性を重視する自己観を

強く有する者は、スポーツで個人の主張を控える傾

向にあり、また自己を他者との関係と切り離して捉

える傾向にある者は、スポーツ場面で他者の期待に

応えるといった動機づけが減じる傾向にあることが

伺える。一方、このような関係は中国や台湾では認

められなかった。アジア諸国でも文化的自己観の動

機づけへの影響の仕方は異なることが示された。

図1日本の自己観、動織づけ、スポーツ行動の関係

付記:本研究は科学研究費(基盤研究(C))の助成を受

けて行われた。
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アマノレティア・センの平等概念とそのスポーツへの含意

岡田猛(鹿児島大学)

キーワード:アマルティア・セン潜在能力機能福祉

目的

スポーツが f世界共通の文化Jであり、 f全ての

人々の権利Jである(スポーツ基本法)とされる

今日、生活における"スポーツの平智が追求され

るべき課題のひとつとして浮かんでくる。

ところで、スポーツにおける平等を課題とした

場合、そのための条件として取り上げられるのは、

スポーツに必要な施設、指導者、または所得など、

一般に外的条件であろう。

しかし、外的条件が等しく整えられたとして、

人々は多様であるため、スポーツ生活を等しく享

受できるとは限らない。

本研究では、福祉・生活レベルにおける平等の

考えに新境地を開いたとされる経済学者、アマル

ティア・センの(不)平等に関する議論に沿って、

スポーツにおける(不)平等のあり方を考察して

みることにする。

センの潜在能力アプローチ

センは、所得など外的資源の平等をもって人間

の平等とする所得アプローチの限界を指摘する。

人聞は多様性を基本的特性とするから、同じ所得

であっても、それを手段として実現される機能

(Functionings :暮らしぶりの良さ)としての福

祉には違いが出る。

センにとって機能とは、福祉を表す様々な状態

(--であること)や行動(--できること)を意味

し、福祉を直接表す概念とされる。「健康であるJ

「教育を受けているJなどが基本的な機能になる。

人間における多様性を前提にすると、外的資源

を機能(福祉・生活)に転換することのできる能

(不)平等スポーツ

力、いわゆる潜在能力(Capabili ty) こそ暮らし

ぶり指標として適切であり、潜在能力における平

等こそ真の課題とされなければならない。

潜在能力は、選択することのできる機能の集合

であり、「社会の枠組みの中で、その人が持ってい

る所得や資源で何ができるかという可能性j とし

て概念化される。

潜在能力アプローチとスポーツ

スポーツは生活の質、暮らしぶりの良さを構成

する機能のひとつとして認められよう。

また、センの定義に従えば、所得やスポーツ環

境における平等は、機能としてのスポーツにおけ

る平等を保障する条件にはなりえない。スポーツ

環境をスポーツ生活に変換できる能力こそ重要、

ということになろう。

こうして潜在能力アプローチからは、選択可能

なひとつの機能としてスポーツが保持され、各人

の条件に応じて必要となる他の諸機能と組み合わ

されて各人の福祉が実現されることになる。

従って、「週一回以上のスポーツ実施率が3人に

2人 (65覧程度)J (スポーツ基本計画 "24.3)と

いった目標の示し方は潜在能力アプローチにそぐ

わないことになる。

潜在能力の視点からは、良い暮らしぶりを実現

するために必要時に選択・実施できるスポーツ能

力を潜在的な“引き出し“として平等に持ってい

ることが課題とされるから、スポーツの実践頻度

はスポーツにおける平等の指標とはならない。置

かれた状況によっては、スポーツを控えることが

福祉(暮らしぶりの良さ)をもたらすからである。
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老人保健施設入所者のリズム体操における運動強度の検討

一日常移動手段の違いによる比較一

0荒井 久仁子(九州大学大学院/医療法人社団寿量会 熊本健康・体力づくりセンター)

キーワード:老人保健施設入所者安静肢位 リズム体操運動強度移動手段

【目的】

当医療法人では週 1回、セラピストと健康運動指

導士と共同でストレッチとリズム体操で構成した集

団運動を実施している。この集団運動において、心

拍数やBorgの自覚的運動強度(以下RPE)を測定し、

運動の強度を明らかにすることにより、安全で効果

的な集団連動が提供出来ているかを検討することを

目的とした。また、日常の移動手段(独歩群および

車椅子群)により強度に違いがあるかも検討した。

【対象および方法】

集団運動に参加している 61'"'-'96歳の女性入所者

20名(独歩群 10名:84. 8:t6. 4歳、車椅子群 10名:

82. 8:t9. 9歳)で、要介護度(独歩群1.4:t0. 5、車

椅子群 3.1土0.7)、心疾患の既往がある者や心拍数

に影響のある薬を内服している者は除外した。

対象者に心拍計(ポラール社製 S80li)を装着し、

各体操直後の心拍数を求めた。さらに、最大心拍予

備能の%強度(以下%HRR)、最大心拍数の%強度(以

下知Rmax)を算出した。 RPEは初期に 13段階を使用

していたが、わかりにくいとの意見があったため、 5

段階にし、フェイススケールを付けたものを使用し

たロ初期データは、 13段階を5段階に変換し、評価

した。安静時と各体操直後に測定し、以下の項目を

検討した。

1.各体操の%HRR、%HRmax、RPEから運動強度を分

析した。また、各体操の%HRR、%HRmaxとRPEとの

相関をスヒ。アマンの順位相関係数を用いて分析した。

2.独歩群と車いす群を、 2要因分散分析を用いて分

析した。統計学的有意水準は全て 5%未満とした。

【結果および考察】

各体操の運動強度%HRR、%HRmax、RPE、RPEと%

HRR、%HRmaxの聞に相関関係を(表1)に示した。

アメリカ心臓協会(以下 M仏)では心血管疾患の

予防効果のある運動強度は%HRRでは40--70%、%

HRmaxでは50'"'-'80%、RPEでは 11'"'-'14 (5段階に置き

換えると 2'"'-'4)としている。今回の結果では、%

HRmaxではAHAの目安を満たすが、%HRRでは満・たさ

なかった。結果が事離した原因として、米国対。ーツ

医学会による身体活動強度の分類では、 %HRmaxは

低強度では正確に運動強度を反映せず、 %HRRとの

聞に約 15%の差が出現するとしている。しかし、M仏

と今回の対象群が一致しているかは不明であり、今

後老健レベルで、のデータの蓄積が必要である。また、

車椅子群と独歩群では、車いす群の運動強度が有意

に高かったため、同様の運動でも車椅子群のほうが、

運動強度が高くなることが示唆された。しかし、 RPE

の結果は独歩群が有意に高値であったことから、車

いす群は 13段階の RPE評価だ、ったものが多く、介護

度も高かったため、主観的な細かい運動強度の評価

が困難で‘あったと考えられる。今後、 RPE評価の方

法を統一し、分かりやすい指標で測定する配慮、が必

要である。

以上より、現在の集団運動は運動強度としては心

血管疾患の予防効果は低いことが示唆されるが、安

全性としては十分に安全な範囲の運動で、あると考え

られる。これは、集団運動が様々な心身機能を呈す

る多数の対象者を少数のスタッフで対応することを

考慮すると、リスク管理の面で重要であると考えら

れる。

表 1.各体操における運動強度と相関関係

" ftn時 111偏体鍋後 ソーラン節骨量 区ンシャン音田俊 盛11体樋自量

車総司r-I草 0.0也 3.3土3.3% 1.8士3.5% 8.5土7.4% 8.2士6.9%

、F恨R
治!PI草 0.0首 0.1::t::3.6% 2.4士2.6% 4.1土4.6~也 2.1::t::6.3% 

プログラム • .t • Z草 • • ‘' 謹 1Il総与野 53.5土7.7% 54.9::t::7.9% 55.7::t::8.2% 57.3土8.7% 56.2土8.8%
動 治歩E草 51.2::t::7.3% 51.3会6.1% 52.4企6.3% 53.3土5.9% 52.4土6.2ーも
強 ¥Hrmu 

プログラム .t .t .t .t 
度 事草 • . 

‘' 
. 

車給手Z草 1.5士0.8 2.0士1.2 2.1::t::1.0 2.3士1.2 2.1企1.0

R陀
包歩S草 1.9土1.0 2主-主TLi 2.7士1.6 3.1土1.2

3主-主T12 
プログラム .t .t 

E草 • • • 別院

相 ーもIflR- 取締手続 ".5. ".5 ".5. ".5. ".5. 
関 RPE 重量歩Z草 ".5. ".S. ".5 nふ n.5. 
関 ー..罰ma. 思純子事事 ".5. ".5. ".S n.5. ".5. 
係 -RPE 治歩草草 ".5. 円.5. ".5 ".5. n.5. 

p<.05 プログラム・ a純子p t:鎗!pp p ・ g縄平野vs強歩"
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小学校の走り高挑びにおける視覚教材の効果に関する研究

0山口晃司(佐賀大学大学院) 福本敏雄(佐賀大学) 堤公一(佐賀大学)

キーワード:走り高跳び 視覚粉オ

目的

近年、体育科において知識・技能の習得と活用が

謡われている。しかし、子どもが理想の動きを理解

することや自らの動きを把握することは難しい。身

体の動き方を認識させることによって“技能"や“楽

しさ体験"“自発的な学習"を高めることができると

考える。 従来、教師の声かけや友だちの言葉、他者

の動きをモデリングし、フィードパックを行ってい

たが、技の獲得には限界を感じる。従来の指導方法

に加え、遅延装置により自分の動きを見てフィード

ノtックすることや単元のはじめに理想の動きのモデ

ルを示すことでより技の獲得ができるのではなし、か

と考える。

そこで本研究では、小学校6年生を対象に、「陸上

運動J走り高跳びの授業において、電子黒板で遅延

装置など視覚教材を使用したクラスと使用していな

し、クラスで運動の技能や授業評価の変容が見られる

かを検証することを目的とする。

方法

1. 対象およひ調査時期

対象は、 S県内 F小学校の6年3組 38名(男

子 19名、女子 19名)、 6年2組 39名(男子 19

名、女子20名)である。 3組を実験群(視覚教

材使用クラス)、 2組を被実験群(視覚樹オ使用・

なしクラス)として走り高跳ひ@の授業を行ったo

実施時期と期間は、平成23年 11月~平成24年

1月の6時間単元で実施した。

2. 調査項目

授業後に記入する学習カードの結果から以下

の調査を行ったo

1) 実験群(視覚耕寸あり)と被実験群(視覚

教材なし)で毎時間ごとの記録の伸びを比

較する。

2) 実験群と被実験群で毎日寺間ごとの形成的授

業評価の変容を比較する。

3. 分析方法

Microsoft Excel for windows、SPSS11.5 J 
for Windowsを用い単純集計・t検定を行ったo

結果と考察

1)実験群と被実験群の毎時間の記録の比較

毎時間の最高記録を記入させ、そのクラス平均

を比較した。 l回目と 6回目の記録の平均値を比

較したところ、実験群において有意差が見られた。

(0.01 >p) 

10200 

10000 

'18.00 

'16.00 ・ー一一一一一一一 一--------S4.00 -.，----:--
S2.00 ! 

cm  50.00 i li !?φ;-3;@j?l⑤! 圃噌ー実験~ i 93.68 I!件闘 96.2S !J7.83 日 時 10509 

1~~賊附 102.74 101.88 I 104.85 108.37 105悶 叩竺ι

図1 実験群と被実験群の比較(記録の伸び)

2) 形成的授業評価の比較

表 1 実験群と被実験群の比較(形成的授業評価)

1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 6時間目
成果 2.40 2.33 2.51 2.63 2.51 2.62 

意欲・関心 2.79 2.75 2.80 2.82 2.77 2.83 
学び方 2.71 2.74 2.81 2.83 2.83 2.85 
協力 2.79 2.68 2.66 2.73 2.77 2.82 
健合 2.64 2.59 2.67 2.74 2.70 2.76 

1時間目 2時間目 2時間目 4時閉目 E障問目 6時間目
感皐 2.43 2.20 2.46 2.53 2.36 2.57 

意欲・関心 2.64 2.14 2.52 2.58 2.58 2.76 
学ぴ方 2.55 2.34 2.67 2.61 2.59 2.74 
協力 2.24 2.20 2.30 2.51 2.39 2.59 I 
総合 2.46 2.22 2.49 2.56 2.47 2.65 

実験群と被実験群で毎時間の形成的授業評価を比

較した。

2つの授業ともに進度に伴い評価数値が上昇傾向

にある。実験群のみ「協力Jの次元、「楽しさ体験J

「学び合しリの項目で結果の伸びに有意差(0.05>p)

が見られた。

授業を追うごとに子どもが遅延装置の使い方を理

解してきたことで、授業中子ども同士で話し合い、

学び合う場面が多く見られたことから記録の伸びや

形成的授業評価の結果に繋がったと考えられる。

これらの結果から、視覚教材を用いることによっ

て記録の伸びや学びに好影響を与えることが示唆さ

れた。従来の学習スタイルに加え、視覚紛オを利用

した学習を仕組むことは意義があると言えるだろう。
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日常の身体活動量の増加を促す体育授業の介入効果について

0樋渡靖司(佐賀大学大学院) 福本敏雄(佐賀大学) 堤公一(佐賀大学)

キーワード:自主的・自発的身体活動量の増加休み時間

目的

子どもたちが体を動かす場面は様々考えられるが、

学校生活では体育の授業と休み時間に大別されると

言って良い。体育の授業では、楽しい体育の考えに

基づき、運動の楽しさを十分味わえるよう工夫した

授業を展開し、運動に親しむ姿を目指している。こ

の授業場面での成果は、休み時間の運動遊びとして

現れて欲しいところであるが、実際には、室内で友

達と話をしたり読書で過ごしたりする児童も数多く

おり、十分満足できる状況とはいえない。児童の体

力が依然低下傾向にあり、運動の二極化が問題とな

っている昨今の状況を考えると、休み時間の不活動

な状態を活動的な状態へ変容させることは学校体育

の重要な課題のーっと言える。

そこで本研究では、活動量の低下が予想される冬

季に、休み時間との接続を意図した体育授業を行い、

児童の学校生活における身体活動量及て舟轍意識に

もたらす効果について検討することを目的とした。

方法

1対象およひ澗査時期

佐賀県G町内2小学校に在籍する5-6年生91名

介入群 :Y小学校56名【男子24名女子32名】

6年生26名【男子 12名女子 14名】

5年生30名【男子 12名女子18名】

盆盤整 :C小学校35名【男子23名女子 12名】

6年生 12名【男子 8名女子 4名】

5年生23名【男子 15名女子 8名】

調査時期:1期 10月24日.......28日 計5日間

E期 11月 14日.......25日 計7日間

皿期 12月12日.......16日 計5日間

2.調査項目

1)身体活動量の測定(歩数・活動時間):力防車度

センサー付歩数計(スズケン社劉を登校時に配付

し、下校時に回収するという方法で学校生活におけ

る身体活動量を計 17日問視j定した。

2)ff動言己録:記録用紙に①時間割②休み時間の過

ごし方③休み時間毎の歩数について児童が記入した。

3)運動に関する意識調査:3回の調査期間中それ

ぞれ1回ずつ、自記式質問紙法により運動・遊びに

関する意識調査を実施した。

体ほぐし チャレンジBOOK やさしい運動群

4)授業評価:高橋らが開発した形成的授業矧面を

用いて毎時間の授業評価を児童本人が記入した。

3分析方法:MIJα-osoft Excel伽 windows， SPSS 11.5 

J 伽 W凶 owsを用い、単純集計・T検定を行った。

結果と考察

児童の活動量低下が予想される冬季 (ll期)に、

活動量増加を促す体育授業「体ほぐし運動jを5時

間実施した。(表 1)取り上げる運動は、休み時間に

も行えるよう、手軽で友だちと楽しく関わることの

できる運動とし、活動意欲の喚起を最優先した。

表1実施した授業内容

仰ぐし
トマ置控漉殖そう宮イヤ百揖う あ官邸 種目勝 軍服闘う

明型肝艶・州問 'R?虫 ・棚倉bt:貯
芯お:z・9イヤ繊 ・枕祇ミ ・九』苅鹿} Z弘 u

・扇面画i .10'1刈レ』情息 ・飾織 品弱齢、

授新ト入前後において、学校生活における身体活

動量を測定した結果(表2)、歩数及び中強度以上の

活動時間は、両群とも有意》ト入群:歩数P=O.04、

活動時間P=O.OI、統制群:歩数 P=O.∞、活動時間

=0.∞)に減少していた。そこで、 I期とE期の差

に着目し、変化量を算出したところ、歩数では、介

入群【-536歩】統制群【-2479歩】中強度以上の

活動時間では、介入群【-3.4分】統制群【-11.1 

分】と変化量には差があった。そこで、両群聞の差

の検定として、対応のない t検定を実施したところ

有意差が (P<O.oI)認められた。また、初期段階で

ある I期についても同様の検定を実施したところ、

両群聞に有意差は認められなかった。初期開皆に有

意差がなく、介入後の変化量に有意差が認められた

ことから、本研究における介入授業は、活動量を増

加させるには至らなかったが、少なくとも活動量の

減少を抑える効果があったことが示唆された。

表2 学校生活における身体活動量

似抑制 N-白 館館"~H 附 翻襲
I悶盟問制骨首語審 I岡田岡野晶樹鐙 1聞E田811l
胸，N闇 P恒蜘蜘p11 PII PI1 pt1 

持 限定期d1m O.Gt 44 卿個20-2419 0.00 .. n1d凹70.00ω 

麟:Jl927.G 剥 OD1. . 制 御 斗 1 . 1 即 問 問 脚"

ー:P'-0C5鎗:何回 ー:P'-0C5院院側 t:向崎町p'-叩
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体育授業における対人的戦術に関する学習内容の検討

0清水将(岩手大学)

キーワー ド糊?学習、対人的戦術、カン、鬼遊び

1.はじめに

新学習指導要領では、 12年間の体系化が示された

が、ゴーノレ型や武道における対人的f酬明土、 「何を、

いつ、どこで、どうやって学ぶかJという過程につ

いては例示されていない。グーム領域の鬼遊びにつ

いても、球技への系統性を考えた教材化はあまり見

られない。ボール近勤や球技においては、ボール煉

作やボーノレを持たない窃Jきに等に焦点化された研究

報告があるが、相手との関係を意識した「カンJを

育てる教材・授業づくりの知見は少なく、ゲーム・

ボール運動・溺世におけるスコープとシークエンス

の検討は、緊急の課題と考えられる。

本研究では、武道やゴーノレ型に必要とされる対人

的戦術における相手との空間と時間に関する「かけ

ひきj を経験的に学ぶ下位教材として、 「すり抜け

鬼j を実施し、その有wJl注を検証しながら、対人的

戦術の手続き的知識を明らかにすることで学習内容

を明確化することを目的とする。

2.方法

O対象者

・I県小学校6年生 N=37(M=19・F=18)

.実施時期 :20¥2年9月

0教材 fすり抜け鬼Jと手続き

・特定のベアを作成し、 ジャンケンの勝者(子)が

敗者(鬼)の績をすり抜ける。タッチされずにすり

抜ければ子の勝ち、タッチす寸Uま鬼の勝ちとする。

①手の間合い(腕一本干割支)

② 一歩下がった間合い (3m程度)

O統計処理

得られた各5l聞のデータに対して、直接確率計算

をおこなった。有意水準は5%に設定した。

3.結果と考察

握手の間合いでは、鬼と子の勝ち数はほぼ等しく、

勝敗の未確定性が椛保されたが、 一歩下がった広い

間合いでは、勝敗に有意差が生じた。(p=0ω60) 

身桝操作を主とする鬼遊びは、相手との関係に焦

点化して、 Iカンjの発揮が求められる状況を簡易

化してっくりだすことができ、対人的戦術を学ぶ素

材として適していると考えられる。握手の(狭い)

間合いでは、認知と尻応が勝利に結びつき、正しい

判断、意思決定の向上が期待できるのに対して、広

い間合いでは、 2捌抱援と身備員作が勝敗の確定要

素となり、戦術や作戦の達成力の向上が期待できる

と考えられる。

鬼遊びでは、最初に自分の有手Ijな間合いのIt.ijし合

いがおこなわれ、次に攻防一体の間合いで優劣を競

うことが目指される。すなわち、対人的戦術では、

空間(間合い)が時間より先に「かけひき」され、

自分に有利な空間限司刃の悶)を占めることが勝敗

を左右する。隣合いと相手の動きの理解(=カン)

が対人的戦術には不可欠であるが、対人的空間であ

る間合いと集団的戦術の担問(スペース)は異なる

学習内容であり、対人的戦術の空間(間合い)や時

間を学習内容とする必要性が示された。

-可.~主at:t.、 ・9 ヲ 4晶・・ち
市:p...::O.06 

3. 

30 I ft.O 

o. 
20 

，. 
w 
e 
。

a・帯昆"'""醤.し、 ー-.伊"拘而.供=偶包謡言、、

間 4ヨ"'、によるm・ちD:の比瞳

4 まとめ

fすり銭け鬼jは、戦術で必要とされる、@判断、

②意思決定、@滋能発揮を含み、空間認知を高め、

相手との関係である「カン」を働かせる教材として

有効と考えられる。相手と対止守する場面では、自己

の身体能力を把握した上で、どのように攻めるか(作

戦)、相手の動きにどう対応するか(戦術)という

意思決定がなされるが、対人的戦術の達成カ獲得の

ためには、自分の身体操作によって相手を「破る」

ことを重視した課題を持ち、 「カンJを働かせる必

然性のある教材の重要性が示唆された。
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大学女子バスケットボールのルール変更による攻撃傾向の変化

0宮田睦美・大山泰史・八板昭仁(九州共立大学)

キーワード:バスケットボールルール変更 シュート分布 ドライブ

目的

2010 FIBAノいーノレ改正によってコートデザインが

25年ぶりに変更された。主な変更点は、 3ポイント

ラインのゴールからの距離(6.25m→6.75m)、制限区

域の形状(台形:3.6m • 6m X 5.8Om→長方形:4.90mX

5.80m)、ノーチャージング、セミサークノレ(ゴールの中

心から半径 1.25mの半円)の新設である。これまでに

/レール改正によるゲームの勝敗や技術・戦術および

指導方法に至る影響について、様々な観点からの報

告がみられている口今回のルール改正で、も、 ])3ポ

イントショットの難易度の上昇、 2)制限区域の拡大、

3)ノーチャージング‘セミサークルによってゴール近

くのエリアにおける攻防の様相の変化が考えられ、

攻撃および防御の戦術の対応が勝敗に影響すると考

えられる。そこで、本研究は九州大学バスケットボ

ール連盟に加盟する女子大学生を対象としてルール

改正前後のゲームにおける攻撃開始エリア、ショッ

ト位置、攻撃形態を調査し、攻撃傾向の様相を比較・

検討した。

方法

調査対象ゲームは、第 15回全九州大学春季バスケ

ットボーノレi撃手権大会の6試合と第16回全九州春季

バスケットボーノレ選手権大会の5試合の計11試合と

した。各ゲームをV1Rに収録し、上記調査項目を

記録した。ノレーノレ改正前後のコート区分は、 l苅1に

示した通りである。収集したデータを新ルールと!日

ノレールに分類し、比率の差の検定を用いて解析した口

図 1 コート区分

結果と考察

1) Area-Dからの攻撃開始数の割合が、改正前

22.8%(185/811)、改正後は 0.80/0(6刀59)で有意に減少

した(p<0.01)。同時に Area-Eでは、改正前6.0%

(49/811)、改正後 33.30/0(253刀59)であり有意に増加し

た(P<O訓 )0Area-Dは改正後2ポイントになったエ

リアであり大幅に樹子数が減少した。攻撃・防御は、

3ポイントラインが一定の基準になっていると考え

ることができるであろう。 3ポイントショット数の

割合は、ノレール改正前後に有意差は認、められなかっ

た。本研究対象者では、 3ポイントショット難易度

の上昇による影響は少なかったと考えられる。

2) ドライブ回数は、改正前26.90/0(218/811)、改正後

35.40/0(269刀59)であり有意に増加した(pく0.01)。特に

Area-Eの試行数が改正前 18.8問411218)、改正後

52.80/0(1421269)であり有意に増加した(p<O.OI)。ルー

ル改正によって、上述のように攻防のプレーエリア

が外側に拡大したことで、ディフェンス同士の間隔

が広がったことでドライブ攻撃がより有効な攻撃

手段になったと考えられる。

3) A陀a-Aのショット総数は、改正前30.60/0(248

/81] )、改正後 30.40/0(231n59)であり、変化は見られ

なかった。しかし、ドライブ以外のショット(パスや

ピボットプレイ等によるもの)は、 60.5%(1501248)か

ら39.4%(911231)に減少し、ドライブからのショット

は、 39.50/0(981248)から 60.6%(1401231)に有意に増加

した(p<O.O1 )0 Area-Aのショット数は、 ドライブか

らの割合が増加しており、全ドライブ試行数の 520/0

(140/269)がArea-Aでショットしている。これらの

結果はディフェンスエリアの拡大によって l線目

(ボールディフェンス)を打破するとゴ~-/L0ITく

(Area-A)まで、ボールを進め、ショットまで、結ひ、つけ

ていると考えられ ドライブ試行への2線目・ 3線

目のディフェンス対応が間に合っていないと考える

ことができるつ
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大学バスケットボールにおける DefensivePlayの勝利への貢献

4青しい評価法の作成一

0田方慎哉(福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科)

小牟礼育夫・青柳領・田中守(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:効率評価貢献度ディフェンス

目的

ノヌスケットボールで一般的に多く使われている評

価法は E伍.ciencyである.ポジティブな数字からネ

ガティプな数字を引くことで，効率的に評価してい

る反面，ディフェンスの項目が少ないこと，あるい

は，ディフェンス項目の回数が一試合を通して少な

いことから，ディフェンスの貢献は反映されにくい

傾向にある.コーチがしっかりとした目標をもち，

それに役立つ統計値を得ることができれば，試合の

結果よりも大きな観点から考えることができる.こ

のま録されたデータは，プレイを改良し進歩させる

ための手引きとして役立つ (Smi也D.1992)と述べ

られていることからも，ゲームを統計偽に管理して

いくことの重要性は示されている.さらには，多く

の指導者がディフェンスの重要性を強調してきた

(Kn帆B.19<.12;W4∞飢J.R2ω;8:幽1，D.1992). 
しかしながら，具体的な評価方法の作成に至った研

究は極めて少ない.本研究では，ディフェンスに関

するプレイを細分化し，勝敗別に比較した.その結

果から勝敗に関わる民伽凶vePIayを選定し，新し

い評価法を作成することを目的とした.

方法

1.対象試合

対象試合は，平成24年度福岡県大学春季リーグ戦

5試合とし，ピリオド毎の得点で勝敗を分けた全20

ピリオドとした.

2.分析項目

①ボールマンプレッシャー②ディナイ③ヘルプ④

テイタチャー火⑤シュートチェック⑥ショットプロ

ック⑦ボックスアウト③リバウンド⑨スティール⑮

ディフレクション，以上10項目をプラス項目.⑪シ

ュートチェック⑫ギャンプル⑬スイッチディフェン

ス@ファウル，以上の4項目をマイナス項目とし，

これらをさらに場所と状況に応じて細分化した 33

項目とした.

3.分析方法

試合のビデオ映像から，各プレイ毎に再生・停止

を繰り返し，あらかじめ作成した評価用紙に

防御国vePIayの回数を記録した.統計処盟には，対

応のある t検定を用いて，勝敗チーム聞で比較し

た.

結果と考察

1. 勝敗チーム聞における政出f倒 的Playの回数

.勝利チームは， Defensive Playの回数が顕著に高

いことから，勝つためには，ディフェンスが重要に

なることが数値として示された.

2.チーム回F値とチームD蜘lSivePlay回数の関係、

チームEFF値とチームDefensivePlay回数に有意

な相関が認められなかった.このことから，ディフ

ェンスに着目することで，新たな視点で選手を評価

できる可能性が示唆された.

3. Def泊siveP1ay各項目の比較

各項目の比較において，プラス項目，ボーノレマン

プレッシャー，ディプレクションが，勝ちチームに

おいて有意に多く，マイナス項目，シュートチェッ

ク無しが，負けチームにおいて有意に多かった.

4.まとめ

本研究の結果から，ディフェンスのプラス項目に，

積極的なボールマンプレッシャー，パスに対するハ

ンドワークを行うこと.そして，マイナス項目にシ

ュートチェック無し，の項目を新しい評価法として

用いるべきであることが示凌された.

今後の課題

1.本研究では，ディフェンスのみについての比較を

行ったが，勝利に対するオフェンスの貢献度も考慮

していくことが必要である.

2.本研究は，九州大学バスケットボールにおいての

結果が得られたが，今後，ミニ・中学校・高校・プ

ロ，また性差についての検討も行う必要性があると

考えられる.
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タグラグビーの授業実践に関する一考察

一女子短大生を対象として一

0黒原貴仁(鹿児島女子短期大学)庚瀬勝弘(鹿児島大学教育学部)

キーワード:タグラグビー ゲーム構造運動有能感

目的

本研究は，タグ、ラグビーのゲーム構造について，教

職を目ざす女子学生の実態把握を目的とした。

研究方法

1.タグラグビーにおけるゲーム構造の検討

「ゴール型Jにおいて，攻撃側の課題である「最大

防御境界面Jの突破を手がかりとして検討を図る

2.対象

K女子短期大学児童教育学科小学校養成必修科目

「体育 1 (球技)Jの受講生40名。

3.時期

2012年5月上旬から6月上旬にかけての全6回

4.授業計画

全6回で計画した。 1コマ 90分を 45分2回に区

切り実施し(表1)，鈴木 (2∞9) r公式B∞Kだれ

でもできるタグラグビーj を参考にした。

表1侵業計画(1コマ卯分を45分2固に区切り実施〉

時 2 3 4 5 6 

ね
ねらい1 ねらい2 ねらい3
タグ取り鬼を獲しむ 通り銭け鬼を援は、 みんなで攻めたり、守つ

ら たりしてタグラグビーを楽

い
L生、

学
オリヱンテーシ:c" 個人銭衡の習得 個人綾衡の習得

個人綾街の習得 一人通り翻す鬼 3対3のゲーム

習
2人鬼 集団還り篠け5包 4対4のゲーム

ジャンケン鬼 チーム対抗通り銭け鬼 5対Sのゲーム

肉 チーム対銑タグ取り鬼 ゲーム(4対4)

ゲーム(4対'4)

g 

5.運動有能感の調査

岡沢ら (1ω6)によって作成された運動有能感測

定尺度 (3因子各4項目，全 12項目)を用いて運動

有能感をねらし、 1終了後・ねらい2終了後・授業終

了後の計3回測定した。

6.質問紙調査およびフィールドノート

毎時間終了後に，自由記述式による質問紙調査を

行なった。また，授業実施者によるフィールドノート

から，ゲーム情況の分析を行なった。

7.分析・検討の方法

データの分析は，統計分析ソフト SPSSStatistics 

Base 17.0 for windowsを使用した。

結果と考察

1.タグラグビーにおけるゲーム構造の検討

タグラグビーは，相互に最初の防御面の突破をめ

ざし合うゲームであり，ゲームにおいて攻撃側は，常

時，突駒子動を発生させる課題を有することになる。

一方，防御側は，常時，最大防御境界面を維持する課

題を有することになる(庚瀬，2011)。つまり，タグラ

グビーでは，ボールゲームにおいて，ボールを保持し

たまま最大防御境界面の突破を図ることが，攻撃側

における課題となると考えられる。

2.運動有能感の変化

授業におけるタグラグビーが運動有能感に与えた

影響について検討を加えるため，反復測定分散分析

を行なった。その結果，運動有能感の「身榊句有能さ

の認知J， r統制感Jの項目に対してねらし、 1

後Jr授業終了後Jの得点平均は統計特句に有意な差

が認められた。

3.質問紙調査およびフィールドノート

対象者の質問紙調査と授業者のフィールドノート

により，対象者は，授業前半(1---2)では，ボールを操

作(パス・キャッチ)する技術やルールについての

否定的な内容が多かった。

そこで，ねらい2を実施する前に，前述したタグラ

グビーのゲーム課題を説明した。その結果，授業中盤

(3'-""'4)では，ゲーム内容および攻撃側における突破

行動に対すること等が確認できた。

授業後半(5---6)では，運動量や守りのついての否

定的な内容が確認された。これは，対象者にボールを

保持したまま突破することに対する飽きが生じてき

たのではなし、かと考えられる。

まとめ

本研究の結果，授業前半では，攻撃側のゲーム課題

として「パスを行い，最大限了御境界面の突破を図るJ

と考えていた。しかし，授業後半では「ボールを保持

したまま，最大防御境界面の突破を図るJと考える

ようになった。今後の課題として，運動有能感を高

める工夫を検討するとともに，戦体f学習や発達段階

の側面へのアプローチを行うこと，さらに，ボール

ゲームの系統性を考慮し，授業を行う教師自身がタ

グラグビーのゲーム構造を理解し，分析できるプロ

グラムの構築が必要であると考える。
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体育系大学生の学内教育実習が教員としての資質能力に与える影響について
0永山寛・瀬尾賢一郎・難波秀行・深江久嗣・藤井雅人・田中守(福岡大学)

キーワード:体育系大学生学内教育実習教員としての資質能力実習の効果

目的

将来教員を目指す学生において，教育実習は教員

としての資質や基本的な学校教育活動内容を理解す

るとともに，生徒と共に自己の成長を高める重要な

機会である。本学スポーツ科学部では，教育実習を

少しでも効尉句に進めていくための輪布トレーニン

グとして， 3年次に選択科目の学内教育実習(科目

名:教職事前実習)が開議されている。この実習は，

他学部の1年次における生涯スポーツ演習(従来の

一般体育実鉛を実習の場としており，観察→参加

→実習の手順で，徐々に指導実習に慣れていくとい

う内容てオ蒋成されている。実際の教育実習に行く前

に，教職事前実習を受講することで教員に必要な資

質能力や自信，教員志望度が高まることが期待され

るが，その効果ヰ窃響については検討されていなしL

そこで本研究では，教職事前実習が教員としての

資質能力や自信，教員志望度に与える影響について，

質問紙法により検討することで明らかにし，基聯句

資料を得ることを目的としたロ

方法

福岡大学スポーツ科学部3年次の務職事前実習履

修者(前期実習)46名のうち，実習前と実習後調査

で回答が得られなかった 2名を除いた 44名(男性

16名，女性28名)を対象者とした。

平成24年度前期授業期間(4月-..7月)の始めの怠)

と終わり(po説)に，先行砂関(西松(21∞18)，秋光(2011)，

藤荊2011))や福岡大学スポーツ科学部授業評価ア

ンケートを基に，以下の調査項目から構成された質

問紙を作成し，調査を実施した。

1.教員志望度:大学卒業後に教職を希望するかにつ

いて「強く希望J，r:迷っているJ，r.希望しないj

の3項目で回答させt::.o
2.実習に対する不安感のe)，教職に対する自信度

(po武): 1∞mmの直線1:(左端脱，右端が 100(10)

に印をつけることで回答させt~

3.資質能力尺度伽&PO説):r実蹴悌尊カ(7項

目)J，r自発的行動力(7項目)J，r真面目さσ項目)J，

『仕事に対する自信(5項目)J，r教員としての責任

感7項目)J，r仕事のやりが刊3項目)J，r教育問

題に対する関1i:，'(3項目)Jから構成され，4尉署(r全

く該当しないJ，rあまり該当しないJ，rまあ該当

するJ. rとても該当するJ)で回答させた。

4.実習の効果尺度加渇:):r学級経営カの向J:(7項

目)J，r教職意欲の向上(10項目)J，r指導まだ術の習

微21項目)Jから構成され，資質龍カ尺度と同様，

4段階で回答させた。

結果と考察

preにおいて，教職を迷っている者(21名)は教

職を強く希望している者(22名)よりも f実習に対

する不安感jが強く，Postでのf教職に対する自信度J

が低かった(いす守Lもp<O.os)。また， preにおいて

f実習に対する不安感jは資質能力尺度のうちの『実

践的指導力J，r自発的行動力JJr仕事に対する自信J，

「教員としての寅伍感Jと負の相関関係にあり，こ

れらの資質能力尺度防相互に正の相関関係にあった。

実習の効果としてf実鴎拘指導力J，r自発的行動力J，

f教員としての寅任感jが民戚で有意に低下した(い

す~もp<O.OOo r教聡志望度jは実習を通して大き

く変化しなかった。一方， r教職に対する自信度jは

f指導技術の習得Jの効呆の予測因子であり， r実践

的指導力jの変化が「学級経営カの向上jを予澱す

る可能性が考えられた。

これらのことから，耕磁輔綾習は教員としての

資質能力を高めさせる役割よりも，むしろ教員に求

められる資質能力ヰ場蛾に対しての認識を明確にさ

せ，教職適性について現知今除する機会となってい

る可能性が示唆された。

今後の課題として，教職を強く希望している者ほ

ど自己効力感が高い可能性が考えられたため，自己

効力感についての調査や，質問項目の妥当性につい

て検証することが必要である。また，対象者数を滑

やし，不安感や自信度が実習によってどのように変

化し，それらの変化が資質能力にどのような影響を

及ぼすかについて検討することが必要である。
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体育系大学生の教育実習が教員としての資質飽カに与える影響について
0瀬尾賢一郎・永山寛・難波秀行・深江久嗣・藤井雅人・田中守(福岡大学)

キーワード:体育系大学生学内実習教育実習教員としての資質能力実習の効果

目的

近年、教員の指導力不足の問題などを背景に，改

めて質の高し教員の養成が求められている。中央教

育審議会の教員の資質能力向上特別部会(2012)に

おいて.rこれからの教員に求められる資質能力Jと

して5つの構成要素が掲げられた。

将来教員を目指す学生にとって，教育実習は学校

の教育活動内容を理解するだけに留まらず，実習を

通して教員としての資質や能力を培う貴重な場とな

っていることはいうまでもな凡 F大学スポーツ科

学部においては，この4年次に行われる教育実習を

少しでも効尉句に進めていくための事前トレーニン

グとして， 3年次の選択科目で学内での教育実習(科

目名:教職事前実習)が開議されている。

これまで、教育実習での効果測定については先

行研究によって多く検討されてきたが、学内実習の

受講状況による4年次の教育実習への効果について

は検討されていない。

そこで本研究では， 4年次に行われる教育実習に

おいて，教員として求められる資質能力の変容を実

習前後で比較するとともに， 3年次の学内実習を受

講した学生と受講していない学生の，教育実習によ

る効果についても検討することを目的とした。

方法

F大学スポーツ科学部に在籍する学生で，平成24

年度に中学校または高等学校に教育実習に行く 150

名のうち，教育実習前後で質問紙法による調査を実

施することのできた欠損値のない 92名を分析の対

象とし，学内実習の受講者 (48名)と非受講者 (44

名)の2群に分けて分析を行った。

教育実習 (5月--7月のうち3週間)の始めの電)

と終わり σo武)に，以下の調査項目から構成された

質問紙を作成し調査を実施した。

1.教員志望度:3項目

2.実習に対する不安感の珍:)，教職に対する自信度

σo銃:): 1α加mの直線上(左端脱，右端が 100>10)

に印をつける

3.資質能力尺度:r実勝均指導力(7項目)J，摘発的

行動力σ項目)J， r真面目さσ項目)J，r仕事に対

する自信(5項目)J，r教員としての黄色顧7項目)J，

f仕事のやりがい(3項目)J，r教育問題に対する関

心。項目)J

4.実習の効果尺度:r学級経営カの向上σ項目)J，

『教職意欲の向上(10項目)J，r指導技術の習衡21

項目)J

結果と考察

f仕事こ対する自信Jr仕事のやりがいjの2因子

において，受講者およて緋受講者ともにpreからpost

にかけて有意な上昇がみられた(p<O.Ot)0 r実践的

指導力j においては，受講者(p<O.OI)，非受講者

(p<O.os)に有意な上昇がみられた。『教員としての

責任感Jにおいては，受講者およて舟ド受講者ともに

得点の上昇はあったものの，受講者のみに有意な上

昇がみられた(p<O.05)or.仕事のやりがいJr実蹴令

指導力Jr教員としての寅但瀦Jの得点をみると， pre 

の段階ではほ同司じ得点だったものの、開溺では非

受講者よりも受講者のほうが大きな得点上昇を示し

ていることから、学内実習での経験が教員としての

資質能力に直樹句に影響はしないものの，教育実習

の経験により，教師効力感が非受講生よりも向上す

る態度を学内実習で身につけたものと考えられる。

受講生の仰において『教員としての責任感j と

f自発的行動力jに正の相関，またpostにおいては

受講者およて舟ド受講者に共通して相関のあった因子

として， r自発附子動力Jと f実脚令指導力Jr仕事

のやりがいJ，そして「教員としての黄色感Jと「実

践的指導力J，さらには受講者にて f真面目さJと「自

発的行動力J，r教員としての責任感jに強い正の相

関がみられ，非受講者では「仕事のやりがいjと「実

蹴湘導力J，r自信j に強い正の相関がみられた。

以上より，学内実習での経験が教育実習を通じて

非受講者よりも大きな成長を個々で感じ，それは何

事にも真面目に取り組む姿勢が各因子に影響を及ぼ

したことで資質能力の向上があったものと考えるo
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女子学生の「やせj と体力に関する検討

0山本美佳(県立延岡病院) 大柿哲朗(九州大学健康科学センター)

キーワード:若年女性、 BodyMass Index、体力

目的

我が国では、生活習慣病を患う人の割合が増え、

生活習慣病と関連する「肥満Jが社会問題となって

いる。その一方で、若年女性の fやせJ(BodyMass 

Index (BMI)<18.5)の割合が 2害IJを下回ることはなく、

他の先進諸国と比べ高い傾向にある。それにもかか

わらず「やむに関する研究は少なく、「やせjが

どのような弊害をもたらすかについて明確になっ

ているとはし、えない。そこで、本研究では体力に焦

点を当て「やせ」との関連について検討することを

目的とした。

方 法

1.対象および調査時期

調査対象者は、2003年.......2010年に正課授業におけ

る体力測定を受けた K大学女子学生 1年生 18.......24

歳 (5308名)で、あった。このうち標準体重とされる

BMI=22を基準とし、 B聞が 22以下であった 4389

名を分析対象者とした。体力測定は各年 1回、授業

中の4.......7月に実施しており、測定項目は文部科学省

の体力テストに準ずるものである。

2.調査項目

(1)筋力:握力、背筋力

(2)筋持久力;上体起こし

(3)全身持久力 :2伽1シャトルラン、踏み台昇降

(4)柔軟性:長座体前屈

(5)瞬発力:反復横とび

(6)跳躍力:立ち幅跳び

本研究では 2∞3年.......2010年に行われた測定項目

のうち共通項目のみを分析した。

分析では、まず始めにBMIを独立変数、体力を従

属変数とする単回帰分析を行い、 BMIと体力に関連

が認められるか否かを検討した。続いて、対象者を

BMIによって 3群(血m側、 underweight、obesity)

に分け、群間の体力の差を検討するために一元配置

の分散分析を行ったo

結果と考察

BMIと体力の関連を検討するために回帰分析を

行ったところ、体力テストのほとんどの項目におい

て、 BMIは有意な規定力を有していた。また、「立

ち幅跳びj の項目以外では正の規定力がみられた。

「立ち幅跳びJに関しては規定力が5齢、とは言い難

く (s=・.049)、実際にはB阻く22の体格間で有意

な関連はみられないと考えられる。

正の規定力がみられた項目に関して、「やせ」の学

生は体力が低いと予測されたため、BMIを血inness、

und例 'eight、obesityの3群に分け、分散分析を行っ

た。その結果、「踏み台昇降Jを除く全ての項目で

白血n偲 s群はnonnal群と比べ結果が有意に低かった

(表1)。とくに「握力Jおよび「背筋力Jの項目で

耐m岱 s群と nonnal群の差が顕著であったことから、

「やせ」ている学生は筋力が低いと恩われる。

Arimatsu et a1. (21∞9)は、若年女性の「やせj が骨

密度に影響を及ぼしていることを明らかにしており、

骨粗怒症への警告を行っているが、本研究から「や

せJている若年女性は、筋力も低いことが明らかに

なったD すなわち、骨粗懸症のみならず、転倒など

筋力低下によって引き起こされる問題についても

「やせJは影響を及ぼしている可能性が示唆された。

これらのことより、若年期から適切な体型づくりに

向けた取り組みを行う必要があると考えられる。
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女子大学生の月経に関する実態と身体認識について

0宮嶋郁恵(福岡女子短期大学)

キーワード:女子大学生 初経 随伴症状 身体認識

目的

近年，女性をとりまく社会的環境の変化に伴い，女

性の健康や身体に関する意識が変わっていると恩わ

れる.身体的には以前より初潮年齢が早まり，女性と

しての身体のメカニズムや体型を意識する時期が早

まっていると考えられる.一方若年女性の痩せ志向

は年々高まり，実際，痩せ型の女性が増加している現

状である.このことは身体的に問題を生じていない

のだろうか.女性の特徴である月経に着服して，過去

の調査結果と比較して現在の若年女性の現状や意識

について実態を明らかにする.

方法

1.対象および調査時期

九州全県の女子大学生を対象に，アンケート調査

を行った.調査内容に賛同を得た 1392名のうち，無記

入等を除いた1082名を分析の対象とした測定時期

は2012年 5月で全九州大学女子体育研究会の各県

の会員(体育教員)および木学体育担当教員に依頼

し，調査票を配布，実施・回収した.

2.調査内容

1)初潮に関すること 2輝夜の月経状況(随伴症状

等)3)体型認識について

3.統計処理はSPSSPASWS t副泊cs18.0を用い，有意

差検定は分散分析を行った.

結果と考察

対象者の半均年齢は 18.6歳半均身長は 157.3cm，

平均体重は52.05見平均B阻は 21.03であった.初潮

年齢は 12.42歳(148.98ヶ月)であった.全九州大学女

子体育研究会の過去の調査と比較すると，1955年は

14.6歳 1970年は 13.2歳 1980年は 12.8歳であった.

また，1985年に報告されている女子大生の実態調査

(全九州大学女子体育研究会会員)では 12.7歳であ

り，当時と比べ初潮時期は0.3歳早くなっている.

平均初潮率を比較すると右の図に示すよう

に，1970年以降は平均年齢はあまり変わらない状況

であるが今回の調査では平均値の 12歳の割合が減

井上勝子・藤塚千秋(熊本学園大学)

り，早期の9歳・ 10歳の増加，および14歳・ 15歳の増

加がみられた2008年の全国調査でも，同様な傾向が

見られ，この現象が若年女性の痩せ傾向と関係があ

るのか調査が必要と考える.

女子大学生の実際の体型は「痩せj が 17.~1o， r普
通Jが74%，rß~満」が 8.郡もであった.しかし r痩せJ

と認識している学生は"も， r普通Jは46010，r肥満J

と答えた学生は45%であった.また「痩せたいJと答

えた学生が約 85%おり，ダイエット経験者は過去，現

在合わせて約45%であった.これから「ダイエットす

るj と答えた学生は 34.4%であった.さらに、車想

としている身長・体重身長 16仇mに対する健康的

な体重を記入させ算出したB聞を体型別にみると，

f痩せJ群の砥想BMIは17.5、健康的B阻は18.7

となっており，誤った身体認識を有している者が多

いことが明らかとなったo 体型別に初潮の平均月数

を比較するとそれぞれ r142.7ヶ月九 r150.8ヶ月J， 

r155.9ヶ月Jで，有意差が認められた.BMIと初潮月

数の相関関係を見ると BMI値の高い人ほど初潮が

早いことが確認された (1%水準で有意) • 

このような状況の中で将来妊娠・出産)を見越

した健康教育，女性としての健康的な身体について

正しい認識が持てるような指導を工夫していく必要

があると考える.
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幼児の体力・運動能力と保育環境・内容との関係

O高原和子・角南良幸(福岡女学院大学) 瀧信子(福岡こども短期大学)

キーワード:幼児体力・運動能力保育環境・内容

研究目的

筆者らは先行研究において，定期的に意図的な身体

活動を取り入れている保育所における幼児の体力・運

iit埼包力の横断的調査を実施した。その結果，幼児の運

動能力は全体的に低値で，保育所における取り組みが

体力・運動能力面に十分に反映されていないことが確

認され，取り組みの再考の必要性が考えられた。しか

し，幼児の体力・運動能力は個人差が大きく，同時に

実施したアンケート調査による「運動が好きJな幼児

ほど運動能力が優れているという結果を得たことか

らも，保育所の取り組みよりはむしろ幼児の運動に取

り組む意識や取り巻く環境の影響が大きいことも考

えられ，この樹新的調査からは多面的に精査し，検討

していくことの必要性を強く感じた。

そこで，幼児の体力・運動能力面に関する縦断的調

査を実施し，その聞に行われた保育実践(主活動の内

容)および保育環境との関わりについて検討した。

研究対象および方法

対象:福岡県筑紫野市のこども園に通う 4歳児および

5歳児クラスの男児48名，女児45名，計93名 (6月

測定時4歳2ヵ月一6歳2ヵ月)

体力・運動能力測定項目と実施方法:測定項目は， 25m

走， 17トホーール投げ，立ち幅跳び，両足i輯実跳て腿し，体

支持持続時間で，東京教育大学体育心理学教室作成「幼

児運動能力測定j 方j去にしたがって実施した。

測定期日:2011年6月， 2012年2月のいずれも午前中

に実施した。

身体活動量(歩数)測定:加速度計(ライフコーダ〉

を用い，登園後装着し，水敵Fや着替えなどを除いて

降園までの問装着し計測した。

保育実践内容:保育指導計画および保育記録の主活動

の内容から， r運動猷~J や「身体表現遊びJ rゲームj

など，からだ、を使った活動を抽出し記録した。

結果と考察

.体力・運動能力の全国調査との比較(年齢区分別)

6月の測定(初期値)における体力・運動能力の結果

では， 25m走は全年齢区分で全国平均直を上回ってい

たが，立ち幅跳びおよv体支持持続時間については男

児女児とも全国平均{直を下回っており，先行研究と同

じような結果だ、ったこれには，日頃の子どもたちの

遊びの状況や保育環境が関わっていることが推察され，

この結果を受けた保育内容の検討と実践の試みが期待

された。

・保育実践内容(主活動の内容)

実際の保育実践では，年間をとおして様々な活動が

行われており，体力・運動能力面に影響を及ぼすであ

ろうからだ、を使った遊ひ・も多く取り入れられていた。

但し，冬場においては季節的に難しいことや行事の練

習等で少なくなる傾向がみられた。

・体力運動能力の変化 (6月と 2月の比較:クラス別)

すべての項目に置いて記録に伸びがみられた。ただ

し，この伸びについては，子どもの成長(年齢ゃから

だの発達)によるものなのか，保育実践によるものな

のかを明らかにすることはできなかった。今後この点

を踏まえた検討の必要性が示唆された。

・全国平均と 6月・ 2月の体力運動能力の比較

6月と 2月の測定結果を子どもの月齢にあわせて年

齢区分で分け，全国平均と比較してみると，男女児と

も「立ち中高砂~J，男児で「体支持持続持問J がまだ低

値であることがわかったロこれらを改善するためには，

保育実践のとりくみに加えて，保育現場における自由

遊び時の過ごし方の工夫も必要であると考えられた0

・身僻舌動量(歩数)の変化(クラス別)

身体活動量(歩数)の 6月と 2月の比較では，年中

児においては有意な増加傾向が認められたが，年長児

では減少傾向がみられた。今回，身体活動量としては

歩数のみの計測であったため詳細を明らかにするこ

とはできなかったが，年中児，年長児とも保育実践の

内容に大きな違いはないことから，それ以外の子ども

の自由遊びに何らかの違いがあることが推察され，今

後，自由遊び時の子どもの観察の必要性を感じた。ま

た，歩数の記録においては，個人差も大きく，個別の

観察も必要であることが考えられた。

以上の結果を基に，これを出発点として幼児の体

力・運動能力と保育環境の違いの検討や保育内容の精

査を実施していきた¥.t¥
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幼児の体力・運動能力と社会的スキルとの関係について

O 角南良幸，高原和子(福岡女学院大学) 瀧信子(福岡こども短期大学)

キーワード幼児体力運動能力社会的スキル主張自己統制協捌

目的

近年，コミュニケーンヨン能力など子ども遠の社

会的スキルの低下が問題となっているが，その要因

のひとつとじて運動を伴う遊びの減少が指摘されて

いる。子どもにとっての遊びは心身の発育・発達に

必要不可欠なものであるが，特に運動を伴う遊びは

体力や運動能力を向上させることだけでなく，遊び

の中で友達との関わりを憎やし相互作用しながら社

会的スキノレを獲得することができると考えられる。

本研究では，体)Jや巡動能)Jが高い子どもほど社

会的スキノレが高いとの仮説のもとに，幼児の体力・

運動能力と社会的スキノレの関係について検吉村るこ

とを円的としたロ

方 法

1 対象

福岡県内の幼稚園・保育園に通う幼児 169名(年

長 75名a 年中 94名)。

2.体力測定項目

25m走，立ち幅跳び，両足連続跳ひ@越し，体支持

持続時間， IlRIlli!片足立ち，ソフトボール投げ，立ち

上がりパワー(竹井機器工業)。

3 質問紙

幼児を対象とした社会的スキル調査(中台・金111，

2002)を保識者と保育者に実施した。この社会的ス

キノレ得点は， ゴド張スキノレ(自分から仲間との会話を

しかける，友達を色々な活動に誘う，などに自己統

制スキル(不公平な扱いを受けたと感じたら、教師

や親にそのことをうまく話す，仲間とのトラブル銭

高で、自分の気持ちをコントロールする，など)，協

調スキル(仲間から嫌なことを言われでも、適切に

対1":、する， 言われなくても親の手伝いをする，など)

の3つの下位尺度から構成される。

結果と考察

社会的スキノレに年代差，性差l立認められなかった。

保設者による評価と保護者による評価を比較したと

ころ，協調スキノレにのみ有意ーな差が認められ，協調

スキルでは保護者は自身の子どもを過大評価してい

る可能性が示唆された。社会的スキノレと体力 ・運動

能力の関係では， 25m走(r-0.300)，立ち幅跳び

(r-0.320) ，体支持持続時間(r-0.212)，関11&片足立

ち(r-O.l86)と有意な相関関係が認められた(p<0.05)。

しかし，ソフトポーノレ投け:両足連続跳ひ漣しは有

意な相関|剥係は認められなかった。下位尺度では自

己統制スキノレが最も関連性が高かった。

本研究の結果から，子どもは運動を伴う遊びをと

おして，走る，跳ぶ，体を支持するなどの基礎的な

体力・運動能力を身につけながら，同時に社会的ス

キノレも獲得していく可能性が示唆された。しかし，

相関係数は高くないため，今後は兄弟数や習い事，

保護者の活動性，住居環境など，他の要因も加味し

て検討する必要性が考えられた。
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ロコモティブシンドロ}ム予防を目的とした

ロコトレ体操の開発
~ rミランパくん体操ロコトレバージョンj について~

0堤公一，福本敏雄，井上伸一(佐賀大学)，小川香織 (NPO法人スホ。サ7ォアオサ)， 

山田良典(佐賀県健康福祉本部)，内田信子(株式会社サガテレビ)

キーワード:ロコモティプシンドローム ロコモーショントレーニング 健康づくり体操

目的

現在，日本では超高齢化社会の到来とともに要

介護者が急速に増加しており，特に高齢者の運動

器疾患の急増は，人生 80年で考える健康づくり

支援において看過できない新たな健康課題として

重要視されている。このような現状の中， 2007 

年に日本整形外科学会は，運動器の障害により要

介護となる危険の高い状態を「ロコモティブシン

ドローム(運動器症候群)Jと呼ぶことを提案し，

介護予防対策の一環として運動器疾患対策推進事

業を展開している。

そこで筆者らは，介護予防事業の一環としてロ

コモティプシンドローム予防の普及啓発を進めて

いる佐賀県健康福祉本部の要請と株式会社サガテ

レビの協力により，佐賀県民の健やかな生活の一

助となることをめざすロコモーショントレーニン

グを取り入れた健康づくり体操「ミランパくん体

操ロコトレバージョンJを開発した。

開発コンセプト

「ミランパくん体操ロコトレバージョンJの振

り付けを考案するにあたっては，中高年及び高齢

者のロコモティプシンドローム予防を目的とする

ロコトレ体操を開発コンセプトとし，かっ安全で

楽しみながら継続的に行うことができるよう具体

的な動きを作成していった。

特に，株式会社サガテレビの人気キャラクター

であるミランパくんを題材に，筆者(堤)らが 2010

年4月に開発した健康づくり体操である「ミラン

ノ〈くん体操J(幼児から高齢者が楽しみながら継

続的に実施できる健康づくり体操として，体力の

要素である調整力や柔軟性の維持向上につながる

ようなバランスを保つ動作や，屈伸・伸脚・開閉

という身体各部を大きく動かすストレッチ的な動

作が多く取り入れられている)の振り付けをベー

スに，ロコモーショントレーニングの代表的な運

動である「片足立ちJrスクワットj の動作を取

り入れてアレンジした。

開発結果

開発コンセプトに基づき振り付けを考案した結

果， rミランパくん体操ロコトレバージョンj に

おいて行う動作を 9種類とした。考案した「ミラ

ンパくん体操ロコトレバージョンj の振り付けを

資料 1に示す。

資料 1 rミランバくん体操ロコトレバージョンJ振り付け
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クラスター分析を用いた投球動作の発達度の類似性について

山 田雄吾洲雅明 2 東恩納玲代3 吉武裕久 O吉田剛一郎3

1 (株)宮日サービスセンター 2大分県立芸術文化短期大学 3鹿屋体育大学

キーワード:クラスター分析投動作発達

目的

投動作の発達について、男女学生被験者の投球フ

ォームを撮影した映像を分析し、視覚的に6つのパ

ターンに分類することによりその発達度を検討する。

一方、同映像について動作解析ソフトを用いて投球

時各関節の角度等を数量化し、社会科学分野で広く

利用されるクラスター分析を応用して、発達度の科

学的な分類を試みる。分析結果について、視覚的分

類と比較して、その類似性・整合性を検討する。

方法

18歳--20歳の男子学生5名、女子学生28名、計

33名に硬式テニスボールを 3回試投させ、前方と側

方から投球フォームをビデオ撮影し、併せて球速を

測定した。各被験者の最速時の投球フォームを分析

対象とし、フォームの特徴を視覚的に、宮丸1)の示

す投球動作の典型的な6つの発達度ノミターンに当て

はめることにより分類した。一方、同映像について、

動作鰯庁ソフト、 D銅色hを用いて、投球時における

27ヶ所の角度を抽出した。それらのデータに、球速

およびステップ幅/身長を加えた計 29変数を用いて、

Ward法によるクラスター分析を行い発達度の分類

を試みた。同様に、発達と関連する諸要因のクラス

ター分析を行ったD

結果

①男女被験者の投球フォームを撮影した映像を分析

し、フォームの特徴から 6つの発達度ノミターン

(P-I--P-6)に視覚的に分類した。

②投球動作の発達についてクラスター分析を行った

結果、視覚的分類において前期群に分類した被験

者 (P-2・P-3・P-5')および球速が下位の被験者に

よって形成される発達度前期群、 P-5を主体に形

成される発達度中期群、野球やソフトボールの経

験者を含むP-6およびP-5中でも球速が上位の被験

者により形成される発達度後期群にクラスター化

され、視覚的分類と類似した結果を示した。変数

に絶対値またはZ値を用いても、ほぽ同様の結果

が得られた。

③発達と関連する諸要因のクラスター分析について、

発達度を示す 1つの要因である「球速Jについて

は、股関節角度に関する 2項目、左腕の使い方に

関する 2項目が、統計学的に最も近い分析上の距

離を示した。

④球速と関連するクラスターを形成する 11項目に

ついて下SCOREを求めると、球速、股関節角度リ

リース時など多数の項目において、発達度別に前

期・中期・後期とスコアが集束する結果を得た。

100 1000 3000 

♂ 3 (P-6}ーーーー可
♂ 6-(同?-.......... トー1、 a1l
♂ '4 JP--6) .'-.-' -， 一 、 .aド品i

l♂'2 (P，..，6)- ヨ弘 γ:ィ--11
♀ 1 (P-5) 
♀10 (P-5) 
♀ 8 (P-5) 
♀ 9 (P-5) 
♀28 (P-5) 
♀20 (P-5) 
♀ 6 (P-5) 
♀13 (P-5) 
♀ 2 (P-3) 
♀ 3 (P-5' ) 
♀27 (P-5) 
♀ 4 (P-2) 
♀21 (P-3) 
♀26 (P-5' ) 
♀23 (P-5') 
♀11 (P-5) 
♀12 (P-5) 
♂ 1 (P-6) 
♀ 5 (P-5) 
♀22 (P-5) 
♀18 (P-5) 
♀14 (P-5) 
♀17 (P-5) 
♀24 (P-5) 
♀15 (P-5) 
♀16 (P-5) 
♀19 (P-5) 
♀25 (P-5) 
♀ 7 (P-5) 

投球動作の類似性を示すデンドログラム
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脚筋力評価を用いた中高齢者の転倒予防プログラムの開発

0宇野直士 (NPO法人スポーツフォアオ}ノレ) 井上伸一(佐賀大学) 浦寺朔太(上峰中)

キーワード:中高齢者転倒予防股関節筋力運動プログラム

目的 結果

厚生労働省が実施した国民生活基礎調査 (2010)

では、65歳以上の人が要介護状態となる原因とし

て骨折・転倒(10.2%)が報告されている.転倒に

よる歩行制限は運動機能を著しく低下させ、また

転倒に対する恐怖心が日常生活中の活動性を低

下させ、結果、各身体機能の低下を引き起こし、

新たな転倒へと悪循環を生みだす (post-fall・

synむome; Murphy，Isaaω，1982) .本研究は、市

内在住中高齢者を対象に、転倒に関するアンケー

ト調査と股関節筋力測定を実施し、転倒に関する

現状と要因を抽出し、得た知見をもとに転倒予防

に効果的な運動プログラムの開発を目的とした.

方法

1.アンケート調査

調査方法は 2012年度 S大学健康教室において

アンケート用紙を配布、主旨説明を行い、回収す

る方法をとった.対象数は 173名、内 144名から

回答を得た.内訳は 50代 11名、 60代 62名、 70

代 63名、 80代 8名であった.質問肢は選択式の

8項目を設定した.

2.股関節筋力測定

測定にはデジタル筋力測定装置TP-780(TOYO

PHYSIG必，キ:t)を取り付けた測定台を用いた.な

お従来使用していた機器を改善し、調節式背もた

れの設置、大腿部との接触部分の改善を施した.

左右脚3秒間の Peak値をとった.測定実施者は

132名であった.内訳は40代 2名、 50代 13名、

60代 57名、 70代 54名、 80代 6名である.

3.運動プログラム作成

アンケート調査と股関節筋力測定の結果、また

転倒における内的要因(身体)を考慮し作成した.

転倒に関するアンケート

144名中、過去 1年間で転倒経験のある人は

14%、その内、複数回の転倒を経験した人は 35%

であった.転倒場所としては屋外(60%)が多く、

原因はつまずき(37%)、次いで段差(16%)、滑り

(16%)の順となった.転倒時の状況としては歩行

中(59%)、が多く、次いで走り(18%)、階段(9%)

の順となった.転倒を原因とした外傷は打撲

(35%)、すり傷(20%)、骨折(5%)であった.転倒を

経験したことで転倒が怖いと感じる人はおらず、

少し怖いと感じる(17%)程度であった.

股関節筋力

股関節筋力値の年代別平均値は加齢に伴い低

下する傾向がみられた(下図).転倒歴の有無によ

る年代別股関節筋力値は転倒歴を有する群が転

倒歴の無い群に比べ低い傾向にあった.

運動プログラム

以上の結果から、加齢に伴い低下し、歩行時の

脚の引き上げ動作に関与する股関節筋力を強化

すること、また転倒の現状・要因として、歩行時

のつまずきが多いことから、歩行動作に股関節周

囲の複合的な動作を組み込んだ、 38種類からなる

運動プログラムを作成した(ExerciseWal悩ng).

kg 

20 

0 

股関節筋力値(女性参加者)

50・5455・5960-6465-6970・7475・7980+ 
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競泳選手におけるボクシングエクササイズの生理・心理学的効果

-rミット打ちJを主体とした一過性運動に関する検討ー

0熊原秀晃(中村学園大学)，西国順一(群馬大学)，田場昭一郎，田中宏暁(福岡大学)

キーワード:メンタルヘルス 運動様式運動処方 トレーニング コンディショニング

目的

打撃運動の要素が強い「ミット打ちj を主体とし

たボクシングエクササイズ (BOX)は，身体的体力の

向上や競泳の技術的側面に対する効果が期待できる

とされ，一流競泳選手が重要なトレーニング法とし

て採用している.さらに BOXは メンタルヘルス

に対する特異的効果も期待できることが経験的に知

られている.しかし，そのような効果を客観的に検

証した報告は我々が知る限りない. したがって，本

研究は， BOXが競泳選手の心身に与える効果を寸品

性運動の側面より検証することを目的とした:具体

的には，①運動中の生理的応答について運動強度の

側面より音利面すると共に，②感情・気分に与える特

異的効果の有無を検討した.

方法

対象者は，水泳歴 16:1:3年で最近一年間の競技成

績が地区大会上位入賞以上の大学生競泳選手男女

13名 (20:1:1歳， 167.5:1: 5. 4cm， 61. 0:1: 7. 2kg)で

あった.BOXと自転車エルゴ‘メータを用いた対照運

動 (CON)を2週間の間隔をおいて実施した.運動中

lこ，湖数を連続して計測し，主雛句運動強度を聴取

した.また，運動開始前と終了5分後にPOMS短縮版

および WasedaAffect Scale of Exercise and 

Durable Activity (WASEDA)を用い心理的指標を評

価した.主運動およびウォーミングアップ，クーリ

ングダウンを含めた運動時間は， BOXが33.2分， CON 

が48.0分であった.BOX試験の主運動は，基本的な

パンチング動作の練習を行った上で，対象者同士が

お互いに手の平でパンチを受けるミット打ちを想定

したエクササイズ，およびインストラクターが持つ

ミットにてエクササイズを行った.CON試験は，事

前の運動負荷試験で決定された 40分間の固定負荷

(111 :1: 26watts)を主運動として行った.ペダリン

グは60目前分を維持した

結果と考察

BOX主運動中の平均Jt;伯数は，年樹監定最大心拍

数の42.0土4.0%であり， CON (54.4:土4.8%)に比して

有意に低値を示したしかし，最高J~伯数に有意な

差は認められなかった (63.5土9.7vs 60.8:!:3.4%). BOX 

後の POMSの「不安Jr疲労Jr混乱jに有意な低下，

f活動性Jに有意な増加が認められ，顕著なicebe屯

profileを示した運動実施前値に有意な試験問差の

認められなかった項目に対して二元配置分散分析を

施した結果， r抑うつJr活動性Jに有意な交互作用，

「混乱Jに交互作用の傾向が認められた「総合的不

快感Jは， BOX後に有意に低下， CON後で低下傾向を

認めた.運動実施前の値に試験問で差の傾向が認め

られた為，運動実施前値を共変量とする共分散分析

を施した結果， BOX後のポジティプ方向への変化量

が CONに比して有意に大きいことが認められた.

¥VASEDAの「高揚感JもBOX後に有意に増加し， CON 

との聞に有意な交互作用を認めた.BOX後にみられ

る活気や高揚感といったポジティプな感情の向上は，

特異的な効果であることが示唆された.さらに，一

部のネガティプ因子や総合的不快感においても「ミ

ット打ち」に特異的な低減効果が期待された.BOX 

の運動強度は，低~中等度の範囲で変動するが，平

均的な運動強度は低強度であった.身体的トレーニ

ング効果の獲得に必要な運動強度を確保するための

プログラム内容の構成に課題はあるが， BOXは，競

泳選手をはじめアスリートの心身のトレーニング/

コンディショニング・プログラムとして応用可能で

あると期待された.

本ボクシングプログラムの実施は，山田博久氏(株

式会社ライフフィールド)と査問貴司氏(白井・具

志堅スポーツジム)の協力を得た.本研究の成果の

一部は，財団法人上月スポーツ・教育財団の助成に

よるものである.
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シュート成功率とリバウンドボーノレの傾向

→国々の選手に焦点を当ててー
0大山泰史・川面剛・八板昭仁 (九州共立大学)

キーワード:バスケットボール リバウンドボール落下位置個人の傾向

目的

本研究は、リバウンドボールの落下位置に関する

同様の研究が何故異なる結果になるのかということ

を明らかにすることを目的とし、全体のレベルでは

なく個人のレベルでリバウンドボールの落下位置を

調査することでこの問題を解消できなし、かを試みた

ものである。

方法

1)実験方法

被験者は、 K大学女子バスケットボール部員8名

とする。図 1のようなコート上のエリア IからVの

5箇所からスリーポイントシュート(以下3PSとす

る)を放ちリバウンドボールの落下地点を集計用紙

に記録した。

2)分析方法

シュートエリア毎で個々の選手が各スポットのリ

バウンドボールの落下本数を比較するためにχ2検

定を行った。さらに、 χ2検定を行い有意な差があっ

た場合には残艶示析を行った。統計処理の有意性は、

危険率5%および1%水準で判定した。

結果・考察

1)すべてのリバウンドボールの落下位置

総リバウンドボール数3582本は、 IAに72本、

IBに383本、 ICに31本、 llAに 176本、 llBに

585本、 llCにお本、ITlAに239本、皿Bに649本、

mcに109本、 IVAに 164本、 IVBに616本、 IVC

に42本、 VAに40本、 VBにω4本、 VCに17本

という結果であった。

この結果は従来の落下位置に関する研究と同様に

その時その時で落下位置が変わってしまう可能性が

あると考えられる。

2)リバウンドボールの方向に焦点を当てた落下位置

C選手、 G選手の左コーナーからの3PSのリバウ

ンドボールの落下位置を比較すると C選手はW以外

に1%水準で有意差が見られた。 G選手は、 E、W

以外に 1%水準で有意差が見られた。

特に皿のエリアでは、 C選手は 13.880に対してG

選手は・3.284という残差が見られたことから個人に

おけるリバウンドボールの落下位置に特徴があると

考えられる。

3)リバウンドボールの距離に焦点を当てた落下位置

D選手、 F選手、 H選手の左コーナーからの3PS

のリバウンドボールの落下位置を比較するとD選手

のC以外において 1%水準で有意差が見られた。

3選手間で特にBのエリアに大きな差が見られた。

D選手14.294、F選手9.4卯、 H選手7.333とし、う残

差が見られた。距離においても個人間での残差にお

いて有意差があるためりバウンドボールの落下位置

に特徴があると考えられる。

結論

全体レベルで、リバウンドボールの落下位置を見る
と傾向は見られるものの先行研究と同様、それぞれ
の研究次第になってしまう可能性がある。
全体を一括りにリバウンドボールの落下位置にお

ける傾向を見てしまうと個人の特徴が見えなくなっ
てしまう。そのため、リバウンドボールの落下位置
における特徴を見るためには個人レベルに焦点を当
てて研究を行うことに意味があると考えられる。

図 1 実験におけるコート区分
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バスケットボールの f前進型プレイjの流れについて

- b jリーグRチームを対象に 一
0)11面剛・八板昭仁・大山泰史(九州共立大学)

青柳領(福岡大学)今村律子(九州工業大学)

キーワード:フアストプレイク アーリーオフェンス 時系列調整残差

目的 結果と考察

パスケットポールのファストブレイクやアーリー

オフェンスなどのプレイは基本的にはボールを絶え

ず前へ進める f前進型プレイj といえる.この f前

進型jプレイに関しては前のプレイや状況と次に行

われるプレイヰ吠況は独立ではなく関連がある.本

研究はこれら f時系列的に発生し、お互い嗣l約を受

けるプレイjを「プレイの流れJと考え、時系列に

隣接するプレイや状況聞の隣室を検討する.

方法

1.対象試合およてメ分析項目

対象は2∞9年および2010年度bjリーグRFチー

ムが対戦した6チーム 12試合である.記録した項目

は fl.ボール獲得種類Jf2.衝騎のプレッシャー人

数Jr3.獲得エリアの縦方向の距離Jf4.横の獲得エ

リアの横方向の距離Jr5.獲得後手段Jf6.ボールを

運ぶl戸 ンJf7.ボールを運んだ人数Jf8.センター

ラインを越えた時点のフロントコートのオフェンス

人数Jr9.センターラインを越えた時点のフロントコ

ートのディフェンス人数Jfl0.ボール獲得からシュ

ートまでの総ドリプル数'jrl1.ボール獲得からシュ

ートまでの総パス数Jr12.シュートした場所Jr13. 

シュート時にプレッシャーをかけた人数Jf14.攻撃

パターンJr15シュートの成功・失敗Jf16.ボール

獲得からセンターラインまで所要時間Jr17.センタ

ーラインからシュートまでの所要時間Jの17項目で

ある.

なお、時系列的には、項目番号1から 4まではボ

ーノ同委得局面、 5から 11まではボールを運ぶ局面、

12と13はシュート局面、14から 17はそれまでのプ

レイの総針句な結果と考えることができる.

2.分析方法

名義尺度およて澗踊尺度が混在しているので各々

名義尺度聞ではクロス表を作成し、 χ2検定を行い、

有意差があればクロス表内の各セ/レの調整残差、間

隔尺度聞では積桝目関係数、名義尺度と間隔尺度聞

では、分散分析後、有意差があれば多重比較検定を

用いてその傾向を検討した.

ボール獲得の種類と次期プレイとの関連では、獲

得後のプレイではアウトオプパウンズ以外はドリプ

ルが多く、ボールを運ぶレーンではアウトオブパウ

ンズは同じサイドレーンを進むのに対して、ドリプ

ルとパスカットではミドノレを進んでいた。運んだ人

数ではアウトオプパウンズでは4線が多く、ドリプ

ルカットやパスカットでは2線が多かった。 CL越え

時のOFではアウトオプパウンズ、リバウンドが多く、

他のプレイと有意な差があった。 CL越え時のOFと

wの差ではドリプルカットとパスカットの場合が

OFの数が多く、それ以外はDFの数の方が多く、両

群には有意差が見られた。 ドリプル回数やパス回数

ではアウトオブパウンズとリバウンドがパスカット

やドリプルカットと比較して多かった。

獲得時のプレッシャーでは、獲得後のプレイでド

リプルの方がパスよりも多く、運んだ人数は運んだ

人数が少ない方が多かった。 CL越え時のOF人数、

ドリプルやパスの回数とはプレッシャーの人数は負

の相関があったが、 CL越え時のOFとDFの差では正

の相関が見られた。ただし、ボールを運ぶレーンと

は有意な関連は見られなかった。

獲得時のエンドラインからの距離との関連では、

エンドラインから遠い場合はドリプルの方が多用さ

れ、遠同じラインを維持しながらボールが運ばれ、

運んだ人数は少なかった。距離との関連では乱越え

時のOF人数、ドリプルやパスの回数とはプレッシャ

ーの人数は負の相闘があったが、 CL越え時のOFと

DFの差では正の相闘が見られた。

獲得時の績方向のレーンとの関連では、運んだ人

数、 a越え時の館、 a越え時の OFとDFの差とは

有意な関連は示さなかった。獲得後のプレイはサイ

ドで獲得した場合はドリプルが多く、ミドノレでの獲

得ではパスが多かった。 ドリプノレやパスの回数はい

ずれもミドノレでのボール獲得時に多い傾向があった。

以上のように、ボール獲得時から次のボール運び

の局面間に関車が見られ、これはボール運ぴ局面か

ら、シュート局面や攻撃パターンやシュートの成否

にも関連が見られた(詳細は紙面の都合で省略)。
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バスケットボールの速攻に影響を与えるプレイおよび状況
0棲木規美子・青柳領・小牟礼育夫(福岡大学スポーツ科学部)

田方慎哉(福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科)

キーワード:調整残差独立係数クロス表

目的

バスケットボールでは、ボールを保持してからシ

ュートまでの寸車のプレイは独立ではなく、その前

後のプレイや状況は互いに影響し合い、最終的なシ

ュート局面の状況を決定していると考えられる。特

に、非可逆的に展開される速攻ではその傾向は顕著

である。そこで、本研究は速攻を取り上げ、シュー

ト局面までの寸車のプレイや状況と最終的なシュー

ト局面の状況やプレイとの関連を検討し丸

方法

l.対象試合およびプレイ

対象試合は、 2010年にチェコで行われた第 16回

FIBA女子バスケットボール世界選手権大会で日本

が対戦した7チームとの試合、合計8試合で、その

試合の中で発生した日本の速攻の総数 145プレイを

対象とした。

2.分析項目

分析項目は①セーフティ数②奪取方法③奪取エリ

ア④奪取時DF数⑤奪取時OF数⑥奪取後DF程度⑦

奪取後プレイ種類③フロントイン DF数⑨フロント

インOF数@)OF配置⑪関わった人数⑫ノ号ス回数⑬シ

ュート前のプレイ種類⑭シュート前 DF程度⑮シュ

ートの種類⑮シュートの成否⑫シュートの状態⑬シ

ュートまでの時間である。この中で速攻の成否を判

断する基準として本研究では⑮敵畝@を用いた。

3.分析項目

速攻の成否を判断する基準とそれ以前の状況やプ

レイとのクロス表を作成し、それより求められた独

立係数により関連の有無、有意な関連がみられた場

合は調整残差の有意性により関連の傾向を検討した。

結果と考察

1. シュートの成否

シュートの成否とそれ以前のプレイや状況との関

連を独立係数により求めたが、有意な関連を示すも

のはなかったo これは必ずしもシュート局面でオフ

ェンスに有末IJな状況をつくったとしてもシュートが

成功するとは限らないことが起因していると考えら

れる。

2.シュートの種類

速攻が、「最も成功率が高いゴール下からのレイア

ップシュートを目指す」としづ前提で、シュートの

種類を「ドリプ、ルシュート」と「ジャンプシュートJ

に分類し、シュート局面以前のプレイや状況との関

連を検討した。結果、⑨フロントインOF数、⑩OF

配置⑪関わった人数、⑬シュート前のプレイ種類と

有意な関連を示し、調整残差の有意性からドリプル

シュートの方がジャンプシュートよりも「フロント

インOF数は 1人が多く、 2人で少なしリ「ワンマン

ブレイクが多いJrシュート前のプレイではドリプル

をしている場合が多いJ傾向を示した。

3.シュート状態

「シュート状態」はアウトナンバーになっている

状況を3段階に評価した。結果、「奪取時DF数Jrフ
ロントイン DF数」は前後のプレイや状況を勘案し

ない場合は関連が高く、 DF数が多いと状態は悪く

なる傾向がみられた。また、「フロントインOF数J

にも高い関連がみられたことから、 OF数が多けれ

ばアウトナンバーになりやすいが、速攻としては成

立しにくかったo

4. シュートまでの時間

速攻が成立するためには相手が十分な防御態勢を

整えないうちに攻撃を完遂する必要があることから

ボ、ール奪取からシュートまでの時間を5秒で区切り

検討した。結果、④奪取時 DF数⑤奪取時 OF数③

フロントインDF数⑨フロントインOF数@ゆF配置

⑪関わった人数⑫ノミス回数⑬シュート前のプレイ種

類と有意な関連を示し、「奪取時DFの数が3人Jr奪
取時OFの数が 5人Jrフロントイン DF数が 2人J

「フロントイン OF数が 1人Jr2線速攻Jr関わっ

た人数が2人Jrパス回数が 1回Jrシュート前のプ

レイがドリブノレJで r5秒宋満」が有意に多し可頃向

を示した。
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高校女子バスケットボール選手の栄養摂取状況と

フィジカルパフォーマンスへの影響の検討

0楠本欣司・石原萌映・清水夏希(活水女子大学)

キーワード:高校生、女子バスケットボール、栄養調査、新体力テスト

緒言

バスケットボーノレ選手のフィジカノレパフォーマンス

を向上させるために競技特性を考慮した様々なトレー

ニングプログラムが開発・実践されている。しかし競

技レベルを効射句に向上させるためにはトレーニング、

だけでなく、適切な栄養摂取も必要不可欠である。ま

たバランスのとれた食生活習慣は運動能力のレベルア

ップだ、けでなく、ケガの予防あるいはケガからの早期

回復・早期復帰のためにも重要な役割を果たしている。

目的

本研究では、高校女子バスケットボーノ同室手のイン

シーズンにおける栄養摂取状況を調査し、完擦のフィ

ジカルパフォーマンスにどのような影響を及ぼしてい

るのかを検討する。

方法

1.対象者:長崎県内の高校に在校する女子バスケット

ボ、ーノレ選手12名(年齢16.0土 0.9歳、競技歴8.0土 03

鵡と しι
2.調査内容及び方法:食事調査は2012年4月ゆ予防t)

と5月争ωt・臨t)に連続した平日 5日間を合計2回実

施した。食事調査法は目安量・写真記録法で、行ったo

栄養価算出はエクセル栄養君 (v町.6.0)を用いた。フィ

ジカルパフォーマンスの測定は食事調査期間が終了し

たそれぞれm翌日 6日目に実施した。測定項目は体組

成並びに新本カテスト(12........19歳対象)の鶏腰項に

表1.栄養価算出結果

~・記& R)&-test 

エネル=半-(kcaI) 2155.1 :i::285.7 2139.3土319.7

タンパク質包) 83.8土却.8 お.1土15.7

脂質 ω 70.9士121 69.3土13.9

炭水イ助 ω 288.0土41.9 沼5.6土40.6

ナトリウム <mg) 3943.8土乃1.8 37∞.8土749.8

カルシウム <mg) 498.0土1卯.4 495.1土174.9

鉄 <mg) 8.9土1.9 8.9士1.9
レチノール当量 <mg) 知6.9土155.9 制8.4土134.5

ビタミンBIung) 1.0土0.2 1.0土02

ビタミン82ung) 1.4土0.4 1.4土03

ビタミンC6ng) 87.0土40.4 91.9土421

食牧醐縦総量 ω 129土29 13.2土4.5

食塩相当量包) 10.1土1.9 9.5士1.9

準じた6種目を行った。測定場所。湘l合上により、 r50

走j及び「ハンドボール投げJは測定を行わなかった。

結果

栄養摂取状況について、p静岡と po岱闘の間で有意

な差は見られなかった。(表1)

倣勘定につして、糊旨肪率と BMIのpo岱闘が有意

に低下した。フィジカルパフォーマンスについては、

2伽シャトルラン (V~M似合む)の伊佐闘が有意に

向上した。(表2)

考 察

本研筑結果より、インシーズ、ンにおける高校女子バ

スケットボーノ凶墾手の栄養摂取状況とフィジカノレパフ

ォーマンスを把握することができた。食事面において

pJ予防tとpo:岱脳間で特に変化が示されなかったが、一

方で身体面においては糊旨肪率の低下や心肺持久力が

向上していたことが示された。これは今回調査したス

ポーツ現場に如、て栄養判句視財も「消費量>摂取

量Jという環境下で練習ヰ試合が実施されていた可能

性が示唆され、過去の研究同様にアスリートに対する

食育啓蒙活動を急務と言及している結論を支持する。

まとめ

本研究から、栄養摂取状況を運動レベルと合わせて

検討したことで、改めて栄養面に考慮したトレーニン

グ‘プログラムの開発・実践の必要性を再確認できた。

表2. フィジカ/レパフォーマンス結果

伊守防 pωt抱 st

157.2土3.7 157.3土3.8身長 (an)

{植匂)

糊旨肪率仇)

52.9土3.7

27.0土1.7

21.4土0.9

243土3.0

31.1土27

47.0土6.3

1832土 10.9

53.8土5.4

52.5土3.9

25.9土1.7**

212土1.0事

25.1 :i::28 

31.7土26

46.6土6.7

1827土7.6

54.5土4.8

BMI 

侵力匂)

上体起こし個)

長座体前屈 (cm)

立幼翻防 (cm)

反復横倒防個)

2伽シャトルラン個 87.7土13.5 94.0土11.4紳

VO2陥 x<m比前nin) 45.7土3.0 472土2.6林

allda包=m阻止sd、*p<.05、*事p<.OI
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九州体育 ・スポーツ学会第61回大会報告

大会実行安l.l長 品田龍 吉c7川fA'}:)

第611~1大会は、平成例年 (2012 ) 9)) 7r1-9 11の 3U U:J、山崎公立jJ/を会場にIJfJJmされた

9月7日 (金)大会前日

。プレセミナー (企阿 (テ ーマ世話人 講師〉

①メンタルトレーニング研究会「みる))Jを)II!併して競技に'1かす 俄貝171久 今村flt( 

②第3分利会 木立主ビクス (太政とエアロピクスの融合):q'向車 f 妓遊 (rf由I;:HII太鼓グループ)

})九州大学体育連合 テニス段業七ミサ一 斉藤成 lij Ijl山正剛、続本公鋭、汗脚色鰐訂l

どのセミナーも'五時?に身体を動かしながらの1)(1別となり、参加者の興味 ・|則'L、と U，q'力がリ|き 11¥されていた。多紙

なテー7 の必定 (qI J古市rJ)により!liなる参加!日のI昨))11が明まれる (学会としての全州があっても )。

0総務委Q会

0プレセミナ-~，税会 (下川 t 公立)';:'? 2 1;食 i;;.:).......布|太鼓グループは別途、 ，'，¥附di1人lにて尖施

メン空ルトレーニンゲ

9月 8B (土)大会 1日目

0一般研究発ぷ(11頭発ぷ 19iii，題

01全体み-~'，:Tf1正秀発点'Ïl i並y，委 11 会 ( 2 ~〆『 選 IH )

O制作議出

太滋ピヲス

~ 11本全体的地械を越えた乍会の交流をIlli行に合州された =

r 1 r rJlj村郎 (11本体育学会会長 在iI大学教11)氏が、 rflの巡

助 スポ-';，X践研究史~述動 的励 。11<験こそ知J症の版以であ

る-Jと題して溝uIiLた。)じることは身体と zIJHによる tU)!であ

る (I，t学 (司、)Jの1!;(/，()とJ¥Iiえ、 illi1;j)の:uJ味刊 を111]いながり IIE

ることを IIdh化したい」 とする氏の熱 /J: が、大教常一判、の参加l -i'í~

(約 100名 ) に{ムわり、多くの Jt!卓が1~;，られたように 111 う

0学会食 1
'
町シンポジュウム 「学校 ーJ也J&におけるスポーアクラブ

革命~その励lilj 展HfJ. 1~JI~~~:m --J 

テニス授業セミナー

招待論演 山西哲郎教授
(日本体育学会会長 立正大学)

池上カ f'l'(fld'i大)氏の進行で、 3~〆I のシ/ポジスドがなI刊しそれぞれの立品川、ら提'京がなされた。 テーマに

ついての議t論から、今後、'I'.illにわたるスポ-'J'人践をJ~.脱化するための課題が浮き彬りにされ、 「 市命J へむけた民

なる取り剖lみをIII色刷することの iff.t!tlが指摘された (参加行革')70名)

• ;:: 1 EI i'if圭 (;;f附県体fi協会)I総合 J\'iJ也J占スポーツクラブfi成 i二の ;l~~ :ffi J 、':~\1:.t俊行 (長崎1'1際大)f総合唱地域ス

ポーツクラブによる地域活字l 化の JJ~~{ と 諜Ilfi J . ~m 9j _. (大分大)1';校述励古11川1f})のjIピiをm.....>:として」

0総会~稲本 会長の挨拶のあと、大会会長 ) I ~ I~II~二 日附公古 ;ce/:'r"1生が歓迎の侠妙を行った
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Oti'i輔i父換会ホテル メリージュ柄本会長、 JI上大会会長のJ刻草、学会1'[、

功労口、浩手優禿発表'此の表;:t;があり、その後、間報交換恕税の会が和やかに

i!主められた。参加者数の犯lk!に苦労したが、幸いにも多くの会U (ki.Jsot，)のIL¥

怖があり雌会に終 fでき安明した。

9月9日(日)大会2日目

0スチューデントセァション 「子どもの体力低 Fの現状と未来」

司会 1;方伴 (福岡大l淀) 、 1~l者 J"i iJ 源太 (熊本大院) 、.I.!~ili.t洗二(熊本大院)

O研究jft進委民会食州セ ァション 「大学体育における“楽し さ"の椛;iilと巡rrUJ習慣

との|則辿性来しさ を観点とした授業内容の本質的側而lの再考-J 111版記二

(稲|吋大)他4名、 「大学実技授業における eラーニングシステムを川lいた予習お

よびW.WIが学生へ及ぼす効採JIII巾柿己 (1111111体λ:)他4名

。専門分干|会シンポジュウム

第一 「他の専1"はiJまから比たメンタルトレーニング」、第三 「諸外l叫における体Ti教育 スポーツ教育すけ)ljJ

第二 1'4 ワーク γ ョップ(3 名の .l\tt\;'l者) 、 ~}-h : r地域を法維としたスポーツ強化システムのIi!l:立」

0一般研究発表 (11 yf[発表)32出題

0一般研究発表 (ポスタ一発表)27題

総括

大きな組織改革をして10年。この1111、会長をはじめとする多くの方々の努力により着実な獄み昆ねがなされてきてい

ることはIi~かである 。 学会として |止がiJ 目 する耳目論的 「知IJ を生みだ し者必t し続ける ことは本会の使命である 。 それと

ともに、今のi時代が求めるテーマへ何らかの方向を示すことも大切な部組となろう。こうしたこと を大会迎営に反映さ

せていく更なる努力が求められる。そのための 1つの切り口を、今回の大会連告から振り返ってみたい。今後の学会大

会改普の手がかりに燃がれば 、と思う。

Off!務関係

・名利qrし込み千就き .'，!::膏iの係式-1住居!統一 シンプル化の必要伯 ~大会参加l 研究発女川i込 ~~I~ (A ~~I~_ ) 、 大会日

似柄、7\.会参 JJll î~ (共同研究者の未収、いが多い)の鋲込ゴ/11、など

・大会企阿委U会、学会!JH'hJ"j、大会'人行委U会の役割分11]の明確化

。町「先l則{，0

• qr也テーマと抄録テ 7 の不一致がi段見

• r他支部 (地域)との学術交流jにl則わる発表の受付方法

.締め切りWIIIを過ぎてのrjr込

• ;:Jられない30分前までの発表者 ・出以の受付H午1111

0会計|則係

・締め切り jgJRを過ぎての仮込

・振也金の内fV(が不明確 (JIIが、どの羽目の代金を振り込んでいるのかチェックしにくい)

・広告をとらず、学会本部と宮崎コンベンション協会 (本県独自の補助金制度による)からの補助金、大会参加賀で

なんとかj!J1'i1'

611"1 大会を!~\ ，rr.終了でき、学会役員 FI\'JIならびに大会災行委l~会委WH止に感謝する次第である。 特に 、 会場校と

なった日崎公立大う主には大学として全Tiri(10な協力 扱助をいただき、多識 ・深謝である。
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第61回九州体育・スポーツ学会大会報告

(演題数・参加者数)

32演題
学会発表数

27演題ポスター

学会参加者 202人

和太鼓 20人

プレセミナー参加者 メンタルトレーニング 25人

テニス 16人

九州体育・スポーツ学会大会発表者の推移 (2000年-2012年)
概数

口頭 ポスター 発表 発表者 発表者 分科会 全体 スチューデント 課題別・ 課題別 トピック ラウンド 合計
開催年;回;開催県:主管校

発表 発表 合計 (教員ほか)(大学院生)シンポジウム シンポジウム セッション 助成研究 シンポジウム セ7ション テーブル 演題数

i 1fI~ A>: i熊本 12 36 23 1:3 
5 

一 一 一 一 一 一 42 2∞o i 49 i 1f~ 本県立大 24 
(iiii題8)

一 一 60 2∞1 1 50 1鹿児向 j鹿児島大 29 15 "・1 32 12 一( iiii題4) (i~í組 1 1)

;仁2002 1 51 1・中 純 ;沖縄県立 22 13 35 一 一 一 35* 1'1' JflU [看護大

2∞3 ~ 52 ~ 'g. 崎:目的 16 20 36 一 一 一 一 i 一 一 42* 
呂 :公す大

3 
九州 (i寅題4)

。
一 一 一 54 20倒 53 編|刈 27 11 :38 26 12 

(j~í題3) <iiii題5)産業大 11.2・，1・5
合IIIJI

3 
(演題7) ワ

D 
41 2005 54 大分 大分大 13 11 16 8 

(jUi題3) (i寅題5)
:1・f2F1Ilall ・5

2∞6 1 55 1佐賀 i佐 賀大 2 
2 

66* 32 30 62 31 :31 一 (i寅題2).・

. '長崎 2 5同j*
2∞7 i 56 i長 崎シーボ}~ト大 20 35 :X) 25 :30 一 一 一 (j寅題2)

2∞8 1 57 1福岡;久留米大 30 34 64 38 26 (節也11)
(i寅題9)

92 
'2・1{i"I"J 

(iiii姐4) (j寅題1)

2 2 :能本:ll}.. 城大 29 37 66 32 3，1 (演題11) (j斑題5)
91 2ω9 i 58 i 

Ciiii題3) (出題2). 
: 12・lul.jJl

・
2 1 59 1鹿児正~ :鹿児島 27 32 59 24 35 (j寅題10) 一 一 (i寅題3)

82 2010 : 59 : IÆ !Æ}'"~ : 女子短大
:2・.1{;I"J 

(iiii題3) (iiii也3) Ciiii題4)

. 
. 4 

2011 i 60 j沖純i'r桜大 48 32 80 50 :30 (j~í題8) 95 
12・.luJtiJ

(iiIi姐4) (iiii題2) <i寅題1)

宮崎大 4 1 1 
初12: 61 :宮崎(会場:宮崎) 32 27 59 43 16 (i責題10) 一 一 一 76 

公立大 12・4合I司l
(演題3) (i貰題2) (演題2)

1 !内の数字は専門分科会
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九州体育・スポーツ学会事務川

1. 2012年第2回総務委員会

日時:2012年3月18El (日) 14時---17時

場所:鹿児島大学教育学部第二講義棟

出席者:橋本会長、則元副会長、飯干副会長、根上副会長、大村i理事長、 111崎事務局長、竹下総務担当、(三輪第611りl大

会実行委員会)

橋本会長挨拶

[報告1
1.学会大会当番大学の学長への挨拶について(橋本会長)

橋本会長より、第61回大会ための宮崎公立大学の学長への挨拶の予定をしていたが、宮崎公立大学の学長選挙と

重なり訪問ができていない旨の報告があった。さらに、今後学長の代わりに理事長へ挨拶の検討を行い、早期に

宮崎公立大学への訪問をすることが了承された。

2.女性理事の選挙について(事務局、恨 1-.副会長)

根上副会長より、女性理事の選挙について審議の途中の経過報告があった。経過は以下のとおりであるo

① 女性の選出方法として、理事の選挙の得楽結果から女性上位から順に選出すること

② 会員全体の30%にあたる女性の理事人数は 5名が理想だが、理事選挙のちた態を踏まえ 3---4名程度が適当

③ 女性の会員には理事の仕事への理解を深めるため、積極的に広報活動をすること

3.次期学会大会の主管大学について(総務:大柿)

[議事1

大柿理事長より次期学会大会の主幹校として、福岡県の成事から 4校(福岡大学、九州共立大学、西南学院大学、

九州大学)の推薦が挙がっている旨の報告があった。学会大会までに候補校を絞ることが了承された。

1.第611日l大会要項について(実行委員会・大会合耐委員会)資料:120318企ー①、 120318企ー②、 120318企-⑥、

120318企一④、 120318企-⑤、 120318企一⑥、 120318企-⑦

資料に基づき宮崎公立大学の三輪氏が大会のスケジ‘ュールについて説明を行った。則元副会長より第61回大会の

要項について説明があった。新企阿の「若手優秀発表質Jの申込方法と選考方法についてi議論された。第一1::1EI 

に「若手優秀発衣食」のl時間を設け、大会i時前に発表抄録を提出してもらい、当日の発表と合わせて研究推進委

員会委員が選考を行うことが了承された。また、第一ElIIの昼食時に選考委員会、総務委員会、理事会を順次行

い「若手優秀発表賞J候補を決定することがi{(認された。申込用紙の内容についてはさらに検討することが了承

された。

2.課題研究のテーマについて(研究推進委員会)

研究披進委員会担当の根 1:副会長より、課題研究のテーマ「運動・スポーツの継続と生続発達に関する研究Jの

提案があり、了承されたD

3. 会員管理の手順について(事務局)資料:総務委員会でも審議依頼事項一会員1"3;1'1!

1 )日本体育学会の他支部会uの扱いについて

他支部の会日の学会発表や学会誌掲載の扱いについて、本学会の会費5000l'Jは他支部から見て高額であり、そ

れより安い会費を払っている他支部の会員に無料でサービスすることは、九州体育・スポーツ学会の会員に

とっては不公平感があるとの意見が出た。とりあえず他支部会uには、大会会費の納入時に「九州体育・ス
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ポーツ研究J誌代2000円を徴収することが了承された。

2)年会費の一時期未納者の扱いについて 資料:事務局報告 1

竹下事務局員より現在の会員数、会費納入状況、会費未納状況及び督促の方法について資料をもとに説明が

あった。 3年間会費未納者については、年度末を過ぎても入金が無ければ会員資格を抹消すること、督促の手

順や住所不明者の処理は会則に基づき行い事務局に一任することが了承された。

3)その他:日本体育学会事務局への要望について

支部を移動した会員のデータ公表について、氏名・所属先の公表だけでなく住所・連絡先等を本部事務局から

移動元と移動先の支部事務局に連絡してほしいとの要望が九州支部事務局より出された。その件については橋

本会長が日本体育学会理事会や本部事務局に要望することが了承された。

4.名誉会員・功労賞等の候補者について(総務:大柿、則元)資料120318総一①、 120318-②

資料に基づき大柿理事長と則元副会長より名誉会員・功労賞の候補者について推薦があった。名誉会員は、井上

勝子氏と松永淳一氏が推薦され了承された。功労賞については、品田龍吉氏、田口正公氏、田中宏晩氏、照屋博

行氏の推薦があり了承された。また顧問に進藤宗洋氏の推騰があり了承された。

5.その他

1 )若手優秀発表賞について(大会企画委員会)

若手優秀発表質の発表資格者として故大8名とし、 8名に満たない場合は発表内容で精査し、若干名を候補者

として推薦することが了承された。

2)今後の検討課題として く学会の活性化の一環>(橋本会長)

橋本会長より学会の活性化の一環として下記の要望が出された。

① 他の学会とのジョイントについて

日程が合えば他の学会とのジョイントを推進していくことが了承された。

② アジア地域および在日外国人研究者との学術交流(情報収集)について

九州地区の大学や学会に参加している外国人の研究者を本学会大会に積極的に招聴していくことが了承された。

③ 体育・スポーツ関連機関(日本体育学会、大体述、教育委員会、日体協、企業など)との連携強化について

日本体育学会、大体連、教育委員会、日体協、企業などの体育・スポーツ関連機関に加え体育・スポーツ関

連の企業も視野に入れて述携を強化していくことが了承された。

④ 他学会等の資格認定に係わる講習ポイントとしての学会プログラム(例:健康運動指導士)の認定について

本学会でも資格認定ができるように学会の在り方を検討していくことが了承された。

3)機関誌への投稿方式と再投稿方式の改正について(編集委員会)

飯干編集委員長より、編集委員会のアクションプラン具体化の骨子案が示され、「機関誌への投稿方式と再投稿

方式の改正」について説明があり、骨子案を承認した。

次回総務委員会

日時 平成24年7月に開催し、日時及び場所については検討していくことになった。

II. 2012年 第3回総務委員会議事録

日時:2012年7月16日 13時--17時

場所:鹿児島大学教育学部第2講義棟 (2F) 23号教室

出席者:橋本会長、大柿理事長、飯干副会長、根上副会長、山崎事務局長、前回事務局員、竹下事務局員、(三輪第61回

学会大会実行委員)

橋本会長挨拶
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議事

1.第61回大会(プログラム等)に関する検討(大会企画i委員会)

宮崎大学の三輪先生及び根上MIJ会長より、第61回学会大会のプログラム以下プレセミナ一、情報交換会、メンタ

ルトレーニング、若手優秀発表の審査方法等の報告があった。また実行委貝会の運営に関して原稿の提出・差

替・題名変更状況等について報告があった。

プログラム内容等を確定し、細かな修正を大会実行委員会に一任することが了承された。

三輪先生(大会実行委員会)より、学会員以外のシンポジストについては大会参加費を取るべきか否かという質

問があり、シンポジストについては参加賀を取らないことにした。また大会準備について、大会参加費の徴収方

法、抄録締め切り後の変更の取扱い、プレセミナー後の懇親会の人数の把担方法について問題点が挙げられた。

これらの点については、来年度の課題として、引き続き検討することにした。

2. 平成23年度経理決算(案)・平成25年度予算(案)について(事務局)

前回会計担当より、平成23年度 (2011年度)の一般会計及び‘特別会計の決算報告の報告占案の説明があり、原案

通り了承された。引き続き、平成25年度 (2013年度)の予算案の説明があり、特別会計の取扱い、事務局が沖縄

へ移行することから交通費計上の額、予備費の取扱い等について、予算案をさらに検討して貰うこととした。

会費未納入者t二年度を遡って 3年分の会費の請求を行っているが、請求年度の翌年度に支払った会費支払の取り

扱いは、請求した年度を基準としそこから 3年遡った年度から充当していくことが承認された。

3.女性理事の増加方法について(根上削会長)

根上副会長より、女性の理事の人数を最低3名以上とする案が提出され了本された。選出方法は理事選挙の得禁

数の多い順に選考することが了換された白

4.学生企両委員会の規約制定について(橋本会長)

橋本会長より、学生企画委員会の規約の制定について説明があった。規約制定については継続審議となり、橋本

会長が規約案を作成し次回の総務委員会で提出することが了承された。制定の是非を合めて次同総務委員会

(メール会議)で瀧i議することが了本された。

5.投稿規定の改定について(編集委員会)

飯干副会長より、投稿規定案の説明があった。投稿資格をより明確にすること等の修正を原案に加えることで了

承された。

6.学会会則・規程等の改正について(総務委H会)

大柿理事長より学会規則・規定等の改訂について説明があった。主な改訂点は「支部」を「地域」に変更するこ

と、また各専門分科会の世話人の選出、学会賞の表記、若手優秀発表賞の制定等についての追加・修正が了承さ

れた。さらに文言の表記について若干の修正を加え、総務委貝会(メール会議)で審議することが了承された。

7.理事会・総会の議題等について(各委員会・事務局)

事務局より学会大会i時の理事会及び総会の議事要旨の提案があり、了承された。総会では審議事項を報告事項の

前にすることで了承された。

8. その他

なし

報告事項

1.第62回大会(福岡県)開催大学について(大柿理事長)

大柿理事長より、来年の学会大会の開催について、九州共立大学(仲里i青学部長)の内定を得たことの報告があっ

た。

2.功労賞・名誉会員について(大柿理事長)

功労賞対象者の照屋・田口・問中・品田先生、名誉会員候補者の井上先生に述絡し、現時点で3名から承諾の述

絡を受けたこと、また名誉会員候補者の松永先生へは述絡がまだであることが報告された。

3.優秀論文賞、奨励論文貨の推薦の進捗状況について(研究推進委只会)

根上副会長より、選考の進捗状況の報告があった。結果は総務委員会(メール会議)に報告することとし、1't・状

の作成があるので早期の連絡を事務局に行うことが確認、された。
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4.課題研究助成採択候補者の選考の進捗状況について(研究推進委員会)

根上副会長より、選考にあたっては未来形の研究よりも現在進行形の研究を基準にしているとの報告があった。

研究助成採択候補者は総務委員会(メール会議)に報告することとした。

5. 日本体育学会の動向について(橋本会長)

橋本会長より 8月に開催される東海大学での日本体育学会及び来年立命館大学で開催される体育学会に関する報

告があった。

6.その他

なし

次回 9月7日 16時-18時(於:宮崎公立大学 2F多目的演習室)

III. 2012年 第4回総務委員会議事録

日時:2012年9月7日 16時-18時

場所:宮崎公立大学講義棟 (2F)多目的演習室

出席者:橋本会長、則元副会長、根上副会長、大柿理事長、山崎事務局長、竹下庶務担当、前回会計担当、大会実行委

貝(品問龍吉委員長、三輪佳見副委員長、宮元章二副委員長)

橋本会長挨拶

議事

1.第61回大会の確認

三輪大会実行副委員長より大会の準備状況について報告があった。参加申込み者の確認状況、受付方法、喫煙場

所、飲食場所、総会での井上雄二大会会長挨拶、情報交換会の当日参加者の扱い及び会員の輸送手段等について

の説明があった。

学会の実施及び参加申込みの確認事項として、大会中止の場合の参加費の扱い、参加費未納者からの徴収方法等

について議論され、それらの対応方法について確認した。

大会実行委員から、今後の課題・要望として「学会参加申し込み A票-E表Jの様式を個人名と支払金額が確認

できるよう修正することが提案された。また大会開催にあたり各県の会員数に比例して学会大会開催の比率を検

討してほしいとの要望が出された。この 2件については、総務委員会等で今後審議することが確認された。

2.理事会の内容の確認

理事会の議事要旨に従い各項目の説明者が確認された。

理事会資料の確認を行い、資料9の r2012年度」の表記を r2013年度」に修正し理事会では口頭で説明すること

が確認された。また資料11の「各委員会報告」の内容を追加資料として作成し添付することが確認された。

事務局から2011年9月-2012年8月間の会員数の報告(一般会員25名、学生会員29名)と2012年度会員資格停止

者82名の報告があった。

3.総会の内容の確認

総会での議事次第の確認を行った。挨拶は橋本会長と井上大会会長の挨拶を行うこと、また理事長より進藤宗洋

氏が日本体育学会の名誉会貝になったこと等の報告をすることが確認された。

山西哲郎日本体育学会会長の招待経費として、謝金が2万円でその他旅費・宿泊費を学会本部から支出すること

が確認された。来年の学会大会での招待者は学会の経費から支出することが提案されたが、今後総務委員会で検

討していくことが確認された。

学会賞(奨励賞)の副賞の金額を 2万円とすることが確認された。

2011年度の決算案及び2013年度の予算案が確認された。

会長挨拶、大会会長挨拶を総会式次第に入れることが確認され、総会の資料に追加することになった。
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4. その他

恨'/..研究推進委員長より研究推進委員会の課題研究助成や学会貨の選定にH与問がかかり、各委uの負担も大きい

との報告があった。この件については、会UlU'.の「常設委員会に関する申し合わせjと「研究助成規定Jr研究助

成施行細則jの内容の精査を含めて継続的に寄議していくことが確認された。

報告事項

なし

N. 2012年(新年度) 第 1回理事会議事録

日時:2012年9月8日 (J:) 8時30分-9時40分

場所:宮崎公立大学研究講義練2階 多目的演習室

出席者:22名中18名の参加(4名委任状)・事務局U3名

大柿哲朗理事長開会の挨拶

橋本公雄会長挨拶

品問龍吉第61回大会実行委員長挨拶

1.若手優秀発表貨の設置および学会食規程・細川の改訂について(資料 1) 

大村j理事長より、「学会賞規定」及び「学会社施行細則」の改訂案が提案された。審議の結果原案通り承認され

た。ただし候補者の年齢が r35成米満」は学会発表当日までとすることが確認された。

2. 会則等の改訂(資料2)

大村i理事長より、日本体育学会の一般社団法人化による「支部Jから「地域Jへの名称変更、会長の任期を一期

2年に変更、Jlp.事の任期を学会から学会までの2年間等、「会則Jr研究助成組定Jr研究助成施行紺i則Jr功労賞

規定Jr大会号抄録規定」の改訂についての提案と説明があった。審議の結果「会則Jr研究助成規定Jr研究助成

施行細則Jr功労賞規定」の改訂が似案通り水i認された。なお「大会号抄録規定Jは編集委員会で再度検討し提案

することになった。

3.学会誌投稿規定の改定(資料3) 

飯干編集委員長より rr九州体育・スポーツ学研究j投稿規定Jの改訂について提案があった。帯議の結果原案通

り承認された口

4.学会1't・について(資料4) 

根上研究推進委員長から、学会1'1・の選考過程の説明及び候補者の推薦があった。審議の結果、優秀論文貨は該当

者なし、奨励賞は河津慶太氏(論文題目「スポーツチームにおけるメンバーの共通理解尺度の作成」第26巻第 I

号掲載)が該当者として承認された。今後の課題として、実践研究には現職の教員が多く応募するので、それに

合った基準を検討することが確認された口

5. 2012年度の課題研究助成について(資料5)

根上研究推進委員長から、研究助成についての選考過程の説明及び候補者の推薦があった。審議の結果、 i課題研

究は荒井久仁子氏の研究「高齢者2次予防事:業におけるソーシャルサポート介入が述動継続およびメンタルヘル

スにおよぽす影秤」に、一般研究には谷口勇一氏の研究「“過波Jurを迎えたスポーツ行政機構をめぐる f揺ら

ぎjの諸相Jに助成金を交付することが承認された。

6. 名誉会民の推薦(資料6)

大村jjlp'事長より、名脊会Hの規定と選考過程の説明があった。審議の結果、井上勝子氏と松永淳一氏を名持会員

とすることが本i認された。

7.功労賞の推薦について(資料7)

大柿理事長より、功労賞の規約会UIJ及び選考過位の説明があった。審議の結果、品問龍古氏、日!日正公氏、田中
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宏暁氏、照屋博行氏に功労賞を授与することが承認された。

8. 2011年度会計決算(案)について(資料8)

前回会計担当事務局員より、一般会計と補正予算及び特別会計の決算(案)の説明と監査の結果の報告があった。

審議の結果原案通り承認された。

9. 2013年度事業計画(資料9)

大柿理事長より2013年度事業計画(案)の提案があった。審議の結果一部年度表記を修正し、原案通り承認され

た。

10. 2013年度予算(案)について(資料10)

前回会計事務局員より2013年度予算(案)の提案があった。審議の結果原案通り承認された。

11.次期学会大会について

大柿理事長より 2013年の第62回学会大会について九州共立大学での開催提案があり、承認された。

12. その他

1 )学会大会主管校の挨拶

第62回学会大会の主管校である九州共立大学の担当者による挨拶があった。

2)専門分科会の運営経費について

前田事務局員より、専門分科会の運営経費についての支給について説明があった。

3) 60周年記念史の配布について

報告事項

橋本会長より60周年記念史を配布する基準として、原則会員全員配布(学生会員及び本学会入会が3年未満の会

員、会費未納者を除く)とし、学会大会において各大学・地域の代表者が持ちかえる方法が提案され了承された。

1.活動報告(資料11)

大会企画委員会、研究推進委員会、編集委員会の活動報告について資料にもとづき則元、根上、飯干各委員長よ

り報告があった。事務局の活動報告は資料にもとづき山崎事務局長より報告があった。 60年史編集委員会につい

ては大柿理事長より説明があった。その他、大柿理事長より、進藤宗洋氏が日本体育学会の名誉会員に承認され

たことの報告があった。

2. 日本体育学会の動向について(資料12)

橋本会長より、日本体育学会の一般社団法人化による「九州支部」から「九州地域」への名称変更、男女共同参

画社会基本法に基づく女性理事数の増加、平成25年度日本体育学会大会(立命館大学草津キャンパス開催)等の

報告があった。

3. 新入会員について(資料13)

竹下庶務事務局員より、 2011年度会員総数は720名、そのうち新入会員88名 (2012年4月 1日時点)、また会費納

入者は720名中508名 (71%)との報告があった。また60回学会から61聞大会までの学会年度でみると、新入会員

は、一般会員25名、学生会員29名、合計54名であった。

4. その他

1 )女性理事の選出について

根上研究推進委員長より、女性理事を増やす案について臨時の理事会 (2012年9月8日12時40分宮崎公立大学研

究講義棟2階 多目的演習室)で提案するとの報告があった。

V. 2012年(新年度) 第 1回総務委員会議事録

日時:2012年9月8日 12時20分--12時40分

場所:宮崎公立大学研究講義棟2階多目的演習室

出席者:橋本会長、飯干副会長、則元副会長、根上副会長、大柿理事長、山崎事務局長、竹下庶務担当事務局員、前回

会計担当事務局員
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審議

l.若手優秀発表11:・の推薦について

根上研究推進委員長より、若手優秀発表質の候補者の選考過程の説明があった。審議の結果、第一グループから

黒谷亮氏、第二グループから前田龍氏を若手優秀発表質の候補者として理事会に推薦することが承認された。

2. その他

なし

報告

1.みやざきコンペンション協会の後援について

橋本会長より、第61回大会の運営にあたり「みやざきコンペンション協会Jから60万円の後援があったとの報告

があった。

2. その他

なし

VI. 2012年(新年度) 第2回理事会議事録

FI 時:2012年9月8日(土) 12時40分-12時10分

場所:宮崎公立大学研究講義棟2階 多 目 的 演11}1室

出席者:16名 (3名委任状、 3名欠席)

議事

1.若手優秀発表賞について

根上委員長より若手優秀発表質の候補者の選考過程の説明の後審議を行い、第一グループから泉谷亮氏(演題

「学校体育おけるベースボール型ゲームの実践状況と課題の検討-1/1学校での戦術的学宵課題に着目して-J)、

第二グループから前田龍氏(?寅題「尚齢者を対象とした DPBP相当心拍数と年齢推定の50%VO:!max相当心拍数

との比較・検討と支援方法の提案(第一報)J)が若手優秀発表質の受賞者として承認された。

2.男女共同参画と女性理事選出について

根上研究推進委員長より、国の男女共同参両事業にともなう本学会の女性理事数の基準及び選出方法について説

明があり、理事選挙において女性候補者の中から得票数が上位の者を選ぶ方法をもとに、女性理事3-4名を選

出する案が提出された。審議のうえ女性理事は 4 名とすることが本認された。この女性~p.事 4 名を会則に記載す

るという提案がなされたが、今回の会則の改訂では具体的数値の記載までは行わないことにした。

3.その他

なし

報告

なし

VH. 2012年(新年度) 総会議事録

日 時 :2012年9月8日(土) 16時50分-17時50分

場所:宮崎公立大学講義棟 1F 103教室(大講義室)

開会の挨拶(橋本公雄学会会長)

大会会長挨拶 (井上雄二宮崎公立大学学長)
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議長選出:橋本会長が選出された。

審議事項

1.若手優秀発表賞の設置について(資料7)

大柿総務委員会委貝長より資料にもとづき「学会賞規定」及び「学術貢献および学会賞施行細則」の改訂案が提

案され、原案通り審議の結果承認された。

2. 会則等の改訂について(資料8)

大柿理事長より日本体育学会の一般社団法人化による「支部Jから「地域」への名称変更、会長の任期を一期2

年に変更、理事の任期を学会から学会までの 2年間等、「会則Jr研究助成規定Jr研究助成施行細則Jr功労賞規

定」の改訂についての提案と説明があった。帯議の結果原案どおり承認された。なお「大会号抄録規定Jは編集

委員会で再度検討し提案することが報告された。

3.学会誌投稿規定及び学会会則・規定の改訂について(資料9)

大柿理事長より rr九州体育・スポーツ学研究j投稿規定jの改訂について提案があった。審議の結果、原案通り

承認された。

4. 2011年度会計決算(案)について(資料lO)

前回会計担当事務局員より、一般会計と補正予算及び特別会計の決算(案)についての説明と監査結果の報告が

あった。また古村溝監査と小松恵理子監査より原案通り間違いのないことが報告された。審議の結果原案通り承

認された。

5. 2013年度事業計画(資料11)

大柿理事長より、 20日年度事業計画(案)の提案があった。審議の結果一部年度表記を修正し原案通り了承され

た。

6. 2013年度会計予算(案)について (資料12)

前回会計事務局貝より、 2013年度一般会計及び特別会計の予算(案)の提案があった。審議の結果原案通り了承

された。

7. 第62回学会大会について

2013年の第62回学会大会を九州共立大学で開催することが、承認された。九州共立大学の仲里消スポーツ学部長

による挨拶があった。開催予定は 9月7・8日であるが、日本体育学会大会の開催が8月28日......30日に予定され

ている。このことから、本会の開催日について、再度九州共立大学に持ち帰り、検討して頂くことになった。

8. その他

なし

報告

1. 2011年度活動報告について(資料 1) 

大柿理事長より、大会企画委員会、研究推進委員会、編集委員会、事務局の活動報告について資料をもとに紙上

報告があった。

2.学会賞について(資料2)

大柿理事長より、優秀論文1'tは該当者なし、奨励賞は河津慶太氏(論文題目「スポーツチームにおけるメンバー

の共通理解尺度の作成J第26巻第 1号掲載)が該当者として理事会で承認されたとの報告があった。今後の課題

として、実践研究には現職の教員が多く応募するので、それに合った基準を検討することが報告された。

3. 2012年度課題研究助成について(資料3)

大柿理事長より、課題研究は荒井久仁子氏の研究「高齢者2次予防事業におけるソーシャルサポート介入が運動

継続およびメンタルヘルスにおよぼす影響Jに、一般研究には谷口勇一氏の研究「“過波期"を迎えたスポーツ行

政機構をめぐる f稲らぎjの諸相」に、それぞれ20万円(課題研究)と10万円(一般研究)の助成金を交付する

ことが理事会で承認されたとの報告があった。

4. 名誉会員および功労賞について(資料4) 

大柿理事長より名存会員の規定と選考過程の説明があり、井上勝子氏と松永淳一氏に名誉会員の称号が与-えられ
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たことが報告された。

5. 60周年記念史編集委員会(資料5) 

金崎60周年史編纂委員長より、各執筆者の原稿提出が大幅に遅れたこと等、これまでの編纂過程が報告されたロ

また70周年記念史の編纂では、各年度の大会、全体シンポジウム、特別講演などについて、当番大学にただちに

報告するように義務づけ、記録は事務局が保管しておく等の検討課題の提案があった。

6. 日本体育学会総会報告(資料6)

大柿理事長より、日本体育学会の一般社団法人化による「九州支部Jから「九州地域Jへの名称変更、男女共同

参画社会基本法にJ伝づく女性理事数の増加、平成251[:皮日本体育学会大会(立命館大学草津キャンパス開催)等

の報告があった。

7.新入会員について

竹下庶務事務局員より、 20日年度会員総数は720名、そのうち新入会員は88:g， (2012年4月1日時点)、また会費

納入者は720名中508名 (71%)との報告があった。また60国学会から61回大会までの学会年度では、新入会員は

一般会員25名、学生会員29名、合計54名であった。

8. その他

1 )大柿理事長より、進藤宗洋氏が日本体育学会の名誉会員に承認されたとの報告があった。

2)学会賞(奨励賞)、功労賞、若手優秀発表質の表彰式は会場の都合により、情報交換会で行うことになった。
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四1. 2011 (平成23)年度決算
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2，100，000 
2，400，000 
2.350.000 

50.000 
200.000 
200.000 
50.000 

広体告育料年会補助金
。

50.000 
利子 。
その他 。

立| 2.650，0∞l 

2，958，846IIJ 

2，747，453円

211，393IIJ 

2011決の 制IJ 考

2.599.500 
2，599，500 
2.540.000 5，O001 11×48391名1-'1、2.500JIjx 381名〆1

59.500 1.000Jllx 、 5∞JI'Jx57
239.476 
239，476 前年度より繰越

119.870 。
68.000 11本体育学会本部より

370 
51.5C日会y1ij~!振込

2.958，8461 

増減(I!o$)-予m
199.500 
199，000 
190.0∞ 

9.500 
39.476 
137.224 
69.870 。
18.000 

370 
51，500 
308.846 

項 目 l2OTI予穿寸三百11両 fT 備 考 |増減(予算決算)

UJ~務費 1.020，0001 1.019.8931 110 
事務局経1~ 1 630.0001 714.7431 ム 8'1.740 

人F何n..... 1 . 149，∞9.1 m.1∞ L... ....1... ι6∞ 
交通貨 L 2~9.∞91 . 2g~~日 [ I ム 42.980 
1' 111剖~~. ...I sQ，∞91 ... 01 . [ .. 8仏0∞
i且信託 [ 80，000[ ... ~~~，~;;~ [ 学会誌発送1'114示985円 | ム 14明55
ii'j:f[品lx 40，0001 18.0081 121，992 
諸1'1 40.0001 51.5C日|会y1i1~~1長込の返金 | ム 11.500 

会議等経費 390.000 1 305.1501 84.850 

理事会 • •• • 100.∞O l n~∞ L.. ..... .........l...... ........JJ，200 
総務委n会 150.α)01 181.0C日 ム 31，000 
大会企画委q会 L 3仏∞9.1 1 ~，9∞ L . 17.∞o 
研究推illi.~q会 ...... 30.∞O[ .... 9.1.......... • •••••••• .[ 30.∞o 
編集委n会 80.0001 88.3501 ム 8.350 

2事業費 1.070.0001 1.177.5601 ム 107.560
刊行資 600.0001 637.5601 ム 37.560 

機関誌刊行1'1 600.0001 637.5601 ム 37.560 
補助金 470.000 1 540.000 1 ム 70.000 

I-IP維持政 }9，9991 ~O.O∞ ............... ..............1 0 
大会補助金 ......109，0991....._..;;90，0∞ |補1予知O万1'1(総務委u会議決)[ ム 1∞Pωo
学会賞巡也 1'1 50.0001 20.0001 30.000 

3補助金 500.0001 500.0001 _ __ _ _0 
補助金 500.0001 500.0001 0 

分科会補助金 100.OC日lOo.OOOL I . 0 
課題研究助成金 '100.0001 400.0001 0 

5 積立蚕~. 50.0∞ 50.0001 Q 
4:i'l立金 50.000 1 50.0001 ___0 

6 予備1~ 1 10.0∞ 01 10.000 
予制1i1'1 10.0001 01 L 10.ωo 

合 ;(1 2.650.000 1 2.747，4531 ム 97.453
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2011 (平成23)年度特別会計決算

1.収入の部

2. 支IBの部

項目
合計

前期航立金額

利息 | 
当期積立金額

合H!-

金額

2，110，900 
2，060，900 

0 
50.000 
330，772 

備

特別招待者経費

表彰|瑚述費

169，730 I交通貨、宿泊費、任食代、謝金

59，140 Iトロフィ一、扇、削11:・等

3.繰越の部

事務HJ品費

記念式典補助費

次期繰越金額

1，9021 

盟必Q
1，780，128160周年記念誌に支出する予定

帳簿、領収-i'}等を監査した結果、 l二記決算書のとおり適切に処理されていることを認めます。

2012年8月28日

2012年8H30日

監査 I J 'ド;ヤ堅¥子⑨

監査す行 F手 審

医. 2013 (平成25)年度事業計画

1 庶務関連

1 )九州体育・スポーツ学会第621W大会の開催 (2013年) (福岡地区・九州共立大学)

2)事務局ニュースの発行

2013年 度 第 1号 2013年 6月発行予定

2013年度 第2号. 2013年10月発行予定

20日年度 第3号 2014年 3月発行予定

3)機関誌の発行

「九州体育・スポーツ学研究J第28巻 第 1号 (2013年10月発行予定)

「九州体育・スポーツ学研究J第28巻 第2号 (2014{I:3月発行予定)

2 諸会議の開催

・総会の開催

2013年度 第62回大会時開催予定

.理事会の開催

2013年度 第 1回第62回大会時開催予定

.総務委員会の開催

2013年 度 第 1回 2013年 3JJ J:.旬開催予定

20日年度 第2酎 2013年 7月上旬開催予定

2013年度 第3問 2013年 第62mJ大会前日開催予定

随時開催

・学会賞選考委員会の開催

20日年度 第 1回 20日年 5月上旬開催予定

随時開催

・研究助成選考委員会の開催

2013年度 第 1回 20日年5月上旬開催予定

随時間1m

109 

考



110 iL州Ifi! スポーツ学研究 ~127 J.!i 第 1~;. 'I ~成2'1'1'10)1 

-大会合phj委員会のI!fll/i:

2013'1'1正第 11"1 2013'1ミ10)1 下旬|品川佳子;江

随Ik'ilm111， 
・編集委u会のIJHm，

機関誌発行に合わせて随H電I'jJflfm

X. 2013 (平成25)年度予算

2013 (平成25)年度一般会計予算

収入の部 3. 238. 000円

支出の部 3. 238. 000円

収入の部

項 目 2012年度 2013年度 備考

1会費 会費 2.400.000 2，550，000 
年会費 2.350.000 2.500.000 5.000円x480名.2.500円x40名

入会金 50唱。。。 50.000 1，000円x40名，500円x20名

2繰越金 200，000 150，000 
繰越金 200.000 150.000 前年度より繰越

3雑収入 雑収入 50，000 538，000 
休育学会繍助金 50.000 68.000 日本体育学会本部より

特別会計より補I)l 。 470.000 
その他 o 。

2，650.000 3.238.000 

支出の部

1頁 目 2012年度 2013年度 備考

1事務費 1.020.000 1，515，000 
事務局経費 590.000 1.145.000 

人件費 150.000 150.000 会員管理・選挙等7ルハーイト謝金等

交通貨 150.000 585.000 事務局交通費(沖縄より)

印刷費 80.000 80.日00封筒印刷コピー代等

通信'fr 150.000 250.000 学会誌発送賀選挙送料切手代等

消耗品質 30.000 50.000 文具I 事務用品等

諸費 30.000 30.000 学会費返金等

会議等経費 430.000 370.000 

理事会 120，000 30.000 交通費 会議設を含む

総務委員会 180.000 180.000 交通費会議貨を含む

大会企画委員会 50.000 50.000 交通費会議費を含む

研究推進委員会 30.000 30.000 交通通費貨!会議議費貨をを含む
編集委員会 50.000 80.000 交会 含む

2事業費 1，070，000 1，170，000 
刊行費 600.000 600.000 

機関誌刊行費 600.000 600.000 九州体育・スポーツ研究 2回尭刊

補助金 470.000 570，000 

HP維持'1t 20咽000 20.000 
学会大会補助金 400.000 500.000 

学会賞運営費 50.000 50.000 盾副賞等

3補助金 補助金 500.000 500，000 
分科会補助金 100.000 100.000 第1-第5分科会I 各2万円

課題研究助成金 400β00 400.000 15万円叫 10万円

5積立金 積立金 50.000 50，000 
積立金 50.000 50.000 特別会計積立(記念誌等)

6予備費 予備費 10，000 3，000 
予備費 10.000 3.000 

2，650.000 3，238，000 

増減

150，000 

150.000 。
-50，000 
-50.000 

488，000 
18.000 

470.000 

588.000 

増滋(予算決算)

495，000 

555.000 。
435.000 。
100.000 
20.000 。

60.000 
-90.000 。。。
30.000 

100，000 。。
100，000 。
100.000 。

。。。
。
D 

ー7，000
-7.000 

588.000 
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2013 (平成25)年度特別会計予算

1.収入の部 収入合計

前年度繰越金

利息

金
650，388 
600.288 

100 
50.000 I一般会計より繰り入れ

470，000 I 
470.000 I一般会計に繰り入れ

180.388 

2.支出の部



編集後記

新編集委員会になりまして、 2巻目の編集になる、九州体育・スポーツ学研究第27巻第 1号をお届けします。

今回は、 2編の原著論文と第61回学会大会の抄録を掲載することができました。

9月に開催されました第61回学会大会で、編集委員会のアクションプランの中で計画されていたメールによる

投稿が承認されました。このことにより、投稿手続きが簡素化され、さらに、査読の迅速化が図られることが期

待されます。その結果、投稿論文の受付から受理までの期間が短くなり、より早く会員の方々の研究成果を公表

することができるようになりました。現在、すでに、 4編の論文がこのメールでの投稿を利用していただいてお

り、投稿数の増加も今後期待できると考えています。ぜひ、新たな投稿システムになった本機関誌へ投稿して下

さいますよう、お願い申し上げます。

また、本号の掲載論文に関しては、掲載された論文が2編で、すべて原著論文でした。前回の26巻2号の掲載

論文の数の5編に比べますとかなり少なくなっています。しかし、査読中の論文が6編ありますので、本機関紙

の最近5年間の掲載数と同様に、 2号の掲載数が多くなりそうです。なお、今回の掲載論文の研究領域には偏り

がみられ、本学会の基本概念である体育学という学問が複合領域だと考えますと、今後より広い学問分野に広

がった多彩な論文が掲載されることが望ましいと考えられます。一方、今回の学会大会抄録に関しては、口頭発

表が32演題、ポスター27演題で、大学院生などの若手の研究者を中心に報告がなされ、その領域も幅広いもので

した。今後は、本学会で発表していただいた結果を報告で留めるのではなく、さらに発展させていただいて、論

文という形で本機関誌へ投稿していただけることを期待しております。

最後になりましたが、投稿いただきました先生方、有り難うございました。また、大変、お忙しいところ、限

られた時間で査読に御協力いただきました先生方には深く感謝申し上げます。

(森司朗)

編 集委員会

飯 干 明(委員長)
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