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はそのための有効なツ ー ルとして活用できる。そ

1. はじめに こで、社会一般における遊び批判への対話として、

乳幼児期に限らない遊びの持つ教育的な価値を生

人生における遊びの意義や価値について、レク 涯発達の視点からも検討する必要があると考え、

リエ ー ショに携わる者にとっては今更言うまでも 遊びを活用した大学における体育の効用を考察す

ないことであろうが、我々の社会では勤勉さは礼 る。

賛されるものの（一昔前に比べればそれほどでは

なくなってきている感はあるが）、遊びは勉強ゃ 2. 大：学1本百j(J)f立置t-::汎t

仕事とは対立するものであるという否定的な認識

が今だ根強く存在している。

籠者は過去に保育者として保育の世界に身を置

いていたが、杉原・河溢(2014)が指摘するよう

に、発達的特徴に応じた遊びを通して保育を展開

することが乳幼児期における教育として最も効果

的な方法であるとされているなかで、保設者をは

じめとした一般の人々の持つ「遊んでばかりいる

だけでは子どもは育たない」とする遊びへの不信

感はかなり深刻なものであった＂。

成熟した市民として一人一人が人生を豊かに生

きていくためには、生涯を通した社会性をはじめ

とした非認知的な能力の育成が重要であり、遊び

大学における体育は1991年の大学設置基準の大

綱化以降、教養教育としてふさわしい内容を提供

することが求められている。ここでは従来の狭く

深くといった体育の専門化というよりも、対象を

拡大しホリスティック（全体的・総合的） な視点

から行う学際的な営みということができよう。ま

た、森田(2010)は大学全入時代を迎えた結果、

入学者は多様化し、大学の知的・モラルの水準は

低下の一途をたどっているが、そのような現状で

も高校の内容を繰り返すのでは大学教育で体育を

行う根拠にはならないことを指摘している2)。林

(2002)は、大学体育の思想は大学教育が究極的
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に求めることの関わりにおいて設定し直すことが

重要であると述べている九 そもそも、大学の教

養教育の目的としては、大学設置基準の教育課程

編成において「…幅広く教養及び総合的な判断力

を堵い、豊かな人間性を酒養するよう適切に配慮

しなければならない」と定められている。また、

その根本となる理念を示している教育基本法では

第一章第一条において、平和で民主的な社会の形

成者として育成すること（一部抜粋）が示されて

いる。すなわち、大学教育の目的は、民主主義社

会の将来を担う市民としての成熟を図ることにあ

ると考えることができょう。

このような市民としての成熟を担う役割の一部

は教養教育が担うことになるであろうが、それは

どのようなものなのだろうか。少々乱暴な言い方

かもしれないが、それは社会全体のために個の犠

牲を強いる全体主義でもなく、自分さえよければ

よいとする個人主義でもなく、世界市民としての

「倫理的な個人主義」への歩みではないかと考え

る。社会に出てからの労働という観点でいえば、

他者を出 し抜き蹴落として自己を高めるといった

競争ではなく、自分がいることによって周囲の者

がより高いパフォーマンスを発揮できるよう努力

する協働という視点の獲得である。今回、そのた

めの一助として、大学における教養教育のひとつ

である体育を通して、生涯発達の視点から社会情

動的能力の育成に注目してみようと思う。

3. 非認知的な能力

社会情動的能力はIQなどに代表される知識や

基礎的な読み舎き計算などの認知的能力に対し

て、非認知的な能力として扱われている目標の達

成や他者との協働、情動の制御に関連する能力で

ある。これは従来社会性といわれてきたものでも

あり、目標に向かつて創意工夫して努力したり、

人とうまく関わったり、自分の感情やふるまいを

コントロールしたりする心の特性（コンピテンス）

ということもできる。心の特性とは 「有能感Jや

「有能性Jを意味しており、自分の個性を活かし

ながら周囲と上手くかかわり、充実して日々を過

ごせるかに影響を与える能力でもある。OECDは

このような能力を3つのキーコンピテンシーとし

て、「倒人と社会の相互関係能力」「自律的に行動

する能力J「自己と他者の相E関係能力」として

示している九

近年、乳幼児期の教育で注目されている社会情

動的能力は、認知的能力に対して敏感期が広くへ

生涯を通した発達が可能であるとともに、家庭や

地域、学校、職場などで培われるとされている九

また、個人の一生涯の身体的・精神的健康や学業

達成、社会的成功などと関連する ことが示される

とともに、青年期における社会情動的能力の向上

による問題行動の減少が示されている九 ワイカ

ート（Weikart,D.1986）らは、幼児期の教育の在

りかたが15歳時点でどのような相違をもたらすの

かを調査した酬。知的能力に関しては有意な差は

見られなかったが、教師主導のカリキュラムを受

けたグループは子ども主導のグループに比べ非行

が2倍あり、そのうち窃盗に関しては5倍の多さを

示した。また、家庭との結びつきの希薄さや学校

でのクラブや委員会活動、他者への個人的な悩み

の相談なども明らかに減少した。この要因として

は、教師主導の就学前教育は権威と報酬を用いる

ことにより「他律性」を強化したことが指摘され

ている。組織的に権威と賞罰を用いるカリキュラ

ムは、子どもたちの社会的、道徳的な他律性と他

人にコン トロールされる必要性を強化する。その

「他律性Jが社会的、道徳的非行の増大を生み出し、

差異となって表れたのだと考えられている。また、

就学し 2年後の子どもの評価は、教師主導のカリ

キュラムを受けたグループは一貫して社交性、協
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調性、学業への適応といった点で、子ども主導の

カリキュラムを受けたグループより低い評価であ

った。

すなわち、直接的な知識の伝達を強調する幼児

教育カリキユラムは、子どもたちがルールや慣習

に関する個人間に起こる現実に適応する助けには

ならない可能性を持つことと、質の高い幼児教育

は子どもの自発的な学習（遊び）に基礎をおいて

基礎的
毘知能力

おり、自律性を育むこのようなモデルは人生の可

能性を増大させるということを示しているへ こ

のように、幼児期における社会情動的能力の育ち

は子ども主導の遊びから述べられることが多こと

を考えれば、生涯発達の視点からは青年期におけ

る遊びの活用による社会情動的能力の育成も十分

可能なのではないだろうか。

目額の

遭成
忍耐力
自己卸IJ

自揖への情煎．．． 

lft1出す
錨出する

解載する

外縛された
知鴎

社交性

徴憲

思いやり

図1 認知的能力と社会情動的能力の関係（高岡2016川より）

4.遊びの位置づけ

「遊んで、いる日置があったら勉強しなさいJ「この

遊び人 リなどの言葉が表すように、我が国にお

ける「基本的なものの見方」として、勤勉さは礼

賛されるが遊びは学習や仕事と対立するものとさ

れたり、「遊んでいるだけでは子どもは育たない」

などの遊び批判がある。杉原（2014）はこのよう

な背景に対して、教育における遊びの意味を説明

するために遊びの定義づけを行い、遊びによって

子どもが育つことを客観的に示すことの必要性を

指摘した。そして、遊びを「自己決定と有能さの

認知を追及する内発的に動機づけられた活動」で

あるとし、遊びの重要性の理解と指導法を導き出

すことを試みているへ学習や教育と対局にある

活動として認識されている遊びをこのように定義

することにより、「自立した人聞を育てる」 「自己

の潜在的な能力を高める」といった教育の根本的

な目的と整合性を持った活動として位置づけるこ

とが容易になる。また、佐々木ら （2012）は様々

な分野の代表的研究者から遊びの本質を導出し、

遊びを「真面目さや失敗を内包し、創造性と不確

定性を含めたアゴン・アレア・イリンクス・ミミ

クリに取り組む中で、夢中・没頭という状況を生

み出す子どもたちの行為Jと定義したへ このよ
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うな遊びは創造的な営みとその産物である文化と

しての価値を持つが、このような文化的な営みは

手間暇かけて価値ある「もの」や「こと」を創造

する過程で、自己を「もの」ゃ「こと」になかに

実現することでもある。それは自己を実現してい

くために必要な「自己を対象化Jする行為でもあ

ることから、遊びは「文化実践活動」として位置

づけることができょうへ本論では佐々木らの定

義を参考に、遊びを「真面白さや失敗を内包し、

創造性と不確定性を含めた活動に取り組む中で、

夢中・没頭という状況を生み出す行為Jとし、杉

原の定義とあわせて「文化実践活動Jとしての遊

びの活用を考察していきたい。

5.体育における遊びの活用

1 ）授業の概要

今回のフィールドである有明教育芸術短期大学

（以下、本学） は保育士、幼稚園教諭、小学校教

諭を育成する3年制の保育者養成校である。1年次

に「運動と健康Jという科目名で基礎教育科目と

しての体育が開講されており 、学年で60名程度の

学生を約20名で3クラスに分けて実施している。

体育における社会情動的能力の育成は、本学の理

念として掲げられている「一・子どもの幸せと人権

を尊重してその成長にかかわることを喜びとし、

地域や社会に貢献できる人材の育成に力を入れて

いますJ15）という部分の実現につながっている。

授業のねらいであるが、年度初めに配布するシ

ラパスにおいては「心と身体の健康をホリスティ

ックにとらえ、様々な運動を介して多様な人間相

互のつながりを形成し、自己を表現しながら時間

と空間を創造し共有することから、自らの心と身

体のあり方と健康とのつながりを理解する」とし

ている。ここでいう健康はウェルビーイングに近

い意味で用いているが、それは個人の権利や自己

実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好

な状態にあり、満足のいく人生が送れていること

を意味している。また、それは自分らしく生きる

ことを通して社会貢献することに喜びを見出せる

生き方という点において、社会情動的能力の育成

が重要な意味を持つ。

しかしながら、項目や体裁などの形式が定めら

れているシラパスでは授業内容や意図を十分に伝

えることが難しいため、別途講義の第1回目で資

料を配り補足説明をおこなっている。そこでは前

述したような視点から「健康とは何か？」と考え

ることが、「生きるとはどういうことか」、 「世界

とはどういうところか」、 「人間とは何かJといっ

た 『基本的なものの見かたjに関係していること

や、実技を「みんなでなかよくたのしむ」ことを

目標に 『基本的なものの見かた』に影響する「ホ

リスティックな認識Jの獲得を目指すこと、それ

が保育者の見えにくい専門性である子ども理解に

代表される「子どもとのかかわりの専門性Jを支

える資質を育むことを伝えている。

大まかな授業内容（前期）は以下の通りである

が、実際には指導演習を中止しフロアボールの回

数を増やすとともに、インデイアカを追加で実施

した他、シラパス作成に伴い講義を113入れるよ

うにとの御達しがあったので講義が入っている。

当該年度に限っては筆者（男性）が育児休暇取得

のために1日で5時限分の講義を実施する集中形式

という変則的な形をとることになった（筆者はも

ちろん、学生にもきっかったようである）。後期

はこれにフライングディスクを使った活動（ドッ

ヂピーやアルテイメッ ト）やソフトラクロスの他、

学生による遊びを中心とした指導演習を実施して

いる。
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表 1 平成29年度 「運動と健康J授業内容（前期）

回殴 榎銀内容

第 1回 オリエンテーシ担ン

第 2図 アイスプレイキングとA・S • E 

’11 3回
キネシオロジーとプレイン ・ジム

算 4回 チャレンジ ーザゲーム

’I! 5回
食育／牛乳I主身体にt追いのか。cm縫） フィールド ピンゴ

第 6回 ストレスと健康｛保線｝．フロアポール

第 7回 コズミック ・ベースポール

’11 a回
救急処置（構縫）・ラインサッ:JJ-

第 9回 原始反射（既製） Yフト ・パレーポール

第 10回 指導横習チーム分け／0・T ドッジポール

第 II回 12感覚鎗（鶴義）: G .・.T 

第 12回 指導演習①

第 13回 指噂演習<X

第 14回 指講演習＠

第 15回 まとめ

2）実践に向けての取り組み

本学の体育を考える場合に配慮しなければなら

ない点として、体育館が無いこと、グラウン ドが

ちょっとした芝生の広場といったもので（防護ネ

ット等が無く、基本的に球技禁止）、運動場とし

ての機能をほとんと’持っていないことを挙げなけ

ればならない。これは大学設置基準の緩和による

ものであるが、例えばバレーボールやパスケッ ト

ボールのコートが必要な場合は、近隣の体育施設

を使用する形になっている。過去にはこのような

施設を活用したケースもあったが、距離や時間、

用具等の問題があり、手狭ではあるが現在はダン

ス室として作られた部屋を主な活動場所として使

用している。大きな欠点は天井が低いこと（バド

ミントンができない）や、狭さからコートを作れ

ないこと（支柱を立てられない、部屋が変則的な

6角形であり面積的にも不可）があり、体育教員

泣かせの環境である。しかしながら、狭〈天井が

低い部屋は冷暖房の効きが非常に良い。逆に言え

ば、通常の体育が実施できない環境であるからこ

そ、従来のスポーツ種目等を環境に合わせてアレ

ンジし、創意工夫して活用せざるを得ない余地（遊

び）があるとも言えよ う。

授業に当たってはシラパスを作成し、基本的に

はその計画通りに実施することが望ましいとされ

ているが、実際の授業はシラパスとは大きく変更

となる場合もあり、その場合は学生に事前 ・事後

で理由を伝えるようにしている。シラパスは学生

との契約として厳守しなければならないものでは

なく、授業は目の前の学生とともに創り上げるも

のであるという立場を取っている。特にl年生の

シラパスは学生と出会う半年前に作成しているも

のであり、 実際に入学してきた学生やクラスの傾

向や雰囲気にはそぐわない場合が多いため、その

教育目的をより良い形で達成するためにはその都

度の修正が必要となる。今年度の例でいえば、例

年に比べて学生たちの活動に集中する能力が高

く、活動に没頭できる（遊び込める）傾向が強か

った。そこで、後期の学びを深めることにもつな

がると考え前期に予定していた指導演習を中止

し、後期に予定していた活動種目を繰り上げて集

中的に実施した。

開講に当たっては、第一回目に授業の内容や目

的、方向性などを伝えて見通しを持てるよう、オ

リエンテーションを実施している。これは、見通

しを持つことで自ら活動に向けて学ぶための用意

や準備をすることができ、主体的に動くことが可

能になると考えるためである。

3）実践のなかで

授業を実施する際に大切にしていることとし

て、遊びの定義を踏まえ、できるだけ学生主導に

なるようにする （自己決定の要素を増やし、やら

されている感を減らす）、活動に没頭できるよう

な環境をつくる、学生自身が活動のなかで周囲の

者のパフォーマンスを高めることができるように
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する、といったことが挙げられる。以下、これら

をどのように実践していったのかを述べる。

(1）目標設定

まず初めに実施するのはBeingという形での目

標設定であり、様々な活動を通して、ただ楽しか

っただけではなく、個々のなかで成熟した市民へ

の成長につながる気づきを引き出すことを目的と

している。模造紙に授業の目標として、「みんな

でなかよくたのしむ」と記入し、大きく星印を描

く。星の中には目標の実現につながる行為や心が

けを記入し、星の外側にはそれに反するものを記

入する（図2）。これは活動の最中に「自分が何を

やっているのか」ということに気づくきっかけに

なるものであり、体験学習の教材として授業の導

入や振り返りで活用している。ただ楽しかった（つ

まらなかった）活動が、自分にとっての学びをも

たらすものであったとうことに気づくことにもつ

ながる。星の内外への記入は任意であり、教員が

勝手に設定した目標に共感できなければ記入しな

くてもよいことにしている（みなさん記入してく

図2 Being 

れているが）。また、授業のなかで書き足すこと

も出来るようにしている。また、目標設定と記入

に際しては「自分に何ができるのか」といった

Doingの視点ではなく、「そこに存在すること自

体が絶対的に肯定されるJという意味でのBeing

を大切にしていることを伝えているヘ

「みんなでなかよくたのしむ」という目標は、

保育者養成校という背景から女子比率が多 く、

様々な学生がいる中で実現することは容易ではな

い。これは様々な立場をとる市民相互の受容や相

互扶助的な関係づくりでもあり、「隣人を愛せよj

という聖書の言葉にもつながっていくものであろ

う。話が広がりすぎていると瑚笑されてしまいそ

うであるが、思想も信条も異なる周囲の人間との

平和が実現できなければ、世界平和の実現につな

がらないと （錐者は本気で）考えている。どちら

かが折れて諦めるといった意味での折り合いを超

えて、どちらも折れない、でも矛盾と葛藤のなか

でも対話を続けて寄り添えるといった「寄り合い」

の関係づくりが求められているのではないだろう

か。保育現場にいた筆者の感覚で言えば、乳幼児

期の子どもの世界では

このような「寄り合い」

所帯としての共同体に

おける平和が実現され

ているのであるが・一。
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(2）ゲームの活用

授業の導入に際しては、アイスプレイキングゲ

ームやA・ S ・ E (Action Socialization Experience : 

l人では解決できない課題に対して、グループの

メンバーが協力して課題を克服する活動）、イニ

シアチブゲーム、 G・ W ・ T （グループワークト

レーニング）などを適宜活用している。他に鬼遊

びその他の昔遊びなども準備運動的に導入で実施

数することもあるし、チャレンジ ・ザ・ゲームも

授業における位置づけとしてはこちらに近いかも

しれない。この手のゲームとしては、人間知恵の

輪 （ヒューマンノット）やフープ・リレー（手つ

なぎフラフープ送り）などが代表的であろう。ま

た、体育ではあるがいわゆる運動モノに限定せず、

ダイヤブロックを使った「わいわいブロック」ゃ

紙とペンを用いる「わたしのお店やさん」、ネイ

チャーゲームである 「フィールド ・ビンゴJなど

も実施している。このような活動は目標が設定し

であることで、振り返り活動などを通して教育活

動としての意義を持たせやすくなる。

ゲームに限らないが、グループ分けはこのよう

な活動にはっきものである。教員によるやらされ

ている感を減少させるために、くじ引きやジャン

ケン遊び、で勝ったもの順にならび、そこからグル

ープを分けたり、例えば4チームであれば学生が

今いる場所で右から順に「いぬ」「さるJ「きじ」「お

に」といった感じでランダムに割り振っている。

人間関係には好き嫌いがつきものであるが、他人

に見出す欠点や美点は自分の中の短所や長所であ

ること、すなわち出会いは鏡の関係でもあること

を伝えるようにしている。このようにして毎回違

うメンバーで交流することは、人間関係の広がり

や気づき体験の増加、マンネリ防止等の目的があ

るが、 学生からは例年好意的な意見が挙がってい

る。

(3）スポーツの活用

体育の授業であるので、様々な運動を取り入れ

ているが、施設面での制約もあり、いわゆる競技

スポーツ的な種目は実施せず （できず）、ニュー

スポーツを中心に活動している。その際に注意し

ている点としては、スポーツ技術や戦術の向上が

第一義の目的ではなく、遊びを通しての学習であ

るため、前述した遊びの定義の観点からスポーツ

を扱うように心掛けている。繰り返しのパスやド

リブル等の練習などはウォーミングアップを兼ね

た最小限にして、ゲームを中心に進める。フロア

ボールではリレー形式でドリブル競争を したり、

ドッヂピーでのパス練習 （用具に不慣れなため、

どうしても必要）はペアになったところから1～2

分で相手をどんどん変えていき、メンバーを一巡

させるようにしている。このようにすることで退

屈な繰り返しが様々な相手とのコミュニケーショ

ンゲームにもなる。ゲームが始まると教室が狭い

ために、正規のコートは作れず壁まで目いっぱい

使って変形コート1面がせいぜいであり、 4チーム

対戦の場合は半数は見学となる。得点や時間割－測、

応援などを楽しみながらやってはいるが、総当た

り戦にしてなるべく lゲーム当たりの時間を3～5

分程度と短〈設定し、メンバーの入れ替えを頻繁

に行っている。ゲーム中はかなり激しく動くので、

この時間でも軽く汗をかくのには十分である。時

間があれば、さらにグループ替えなどをして試合

を行うことも可能である （学生の体力的には厳し

い）。活動内容は易しいものであるが、運動量は

なかなかにハードであるという意見が多い。体育

は短く濃く、という イメ ージがあるようである。

ニュースポーツに関しては既存のルールがある

が、教室の環境と学生の運動レベルに合わせるこ

とを考えて適宜アレンジしている。定められたル

ールに合わせるのではなく、自分たちにルーjレを

合わせることを大切にしており、実際にやってみ
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て難しい所があれば学生と相談してJレールを変更

したりして、どうすればより面白くなるかを試行

錯誤して活動を作り上げている。これは、できる

だけ学生主導の雰囲気をつくることで社会情動的

能力を育みたいという意図に基つeいている。この

ような視点から、以前はニユースポーツは種目ご

とに 1回の授業という形であったが、今年度はフ

ロアボールを継続 ・発展させて4回実施すること

になった。回を追うごとに結果的に学生の多くは

技術的にも戦術的にも進歩し、どのように自分が

立ち回れば周囲のメンバーが活躍できるのか、よ

り楽しめるのかといった気づきや学びが新たに生

じていたようである。 また、 4回継続実施といっ

てもフロアボールのみで90分使うわけではなく、

準備運動としてインデイアカを使ってパスをつな

げることを目指したタスクゲームを実施してい

る。授業のねらいや学生の傾向から、一つの種目

を引っ張るよりも、 90分で2種目程度を組み合わ

せて実施する方が活動に没頭できるようである。

定義に沿うものであり、授業の方向性や目的と整

合性を持っていればよいことになっている。実施

される活動は多岐に渡るが、例として椅子取りゲ

ームや体操 （ょうかい体操やアンパンマン体操な

ど）、昔遊び、フットサjレ、イントロクイズ、ジ

ェスチャーゲーム、様々な形式のドッジボ｝ル、

フロアボーJレ（授業でやった種目や内容でも可。

同じことをやっても、同 じにはならないと考え

る）、ポートボール、ミニ運動会などである。ク

イズ大会系の活動では、体育という背景からか、

早押しにピーチフラッグの形式を組み合わせ、フ

ラッグ （この場合はインデイアカ）を先に走って

取れこ行くために競争したりして活動を創意工夫

し、運動量を上げたりしている（教員からは要求

はしていない）。また、いくつかの種目や活動を

組み合わせて実施する場合が多い。活動が終わる

と、毎回全員で車座になり（参加者で時間と空間

を共有し、お互い顔が見えるようにして対話的な

雰囲気を作りたいので基本的に学生は車座で集ま

る）振り返りを行う。演習担当学生からやってみ

(4）学生主導の活動と遊び ての感想や気づき、反省などをシェアしてもらい、

遊びとしての活動では、自己決定的であること 教員からも補足説明や今後のアドバイス、学びへ

が非常に重要であり、そこには選択の自由が必要 のフォロ一等を行う。Beingも活用しながら、自

である。学生による指導演習は、遊びとしての意 分が周囲とのつながりなかで何をやっていたのか

義を達成するためには欠かすことができない。 4 に気づく機会を提供しようと試みている。

月になり授業が始ま ってから、筆者による体育が

実施されていく中で、遊びとはどういうものかと

いったイメージが潜在的に作られてくるので、時

期を見計らって学生に先生役をバトンタ ッチす

る。課題としてはランダムか好きなもの同士でグ

ループ分け （クラスで選ばせる）を行い、演習の

日程をジャンケンゃくじ引きで決め、グループご

とに30～40分程度の指導策（計画表）を作成し、

提出してもらう。指導案を確認して必要に応じて

アドバイスや準備をおこない、演習が始まる。

内容はあえて限定せず、これまで学んだ遊びの

4）授業を終えて

以下に、このような授業を終えて学生たちが何

を感じ、何に気づいたのか、学んだ‘のかを紹介す

る。これは前期、後期の最終授業に振り返りとし

て自由記述式で書いてもらうレポートであり、教

師からはなかなか見えない学生の内面を表現する

ことによる、（自覚している者は少ないが）学生

自身による自己評価でもある。自由記述式である

ためコメントは非常に多様だ、ったが、共通した意

見や主だ、ったものを簡単に項目別に分けてまとめ
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た（表記は原文に準ずる）。

①Beingについて

・Being （いるだけでいい）というのが、すごく

みんな心に留めているのが伝わった。

－最初に作ったBeingで書いたことは結構実現？

というか、実際できていたと思いました。

－みんなで楽しむためには何が必要か大切かをみ

んなで瞥きました。そこから勝敗関係なく、こ

の授業を楽しんで取り組むことができました。

いつも最後は笑っていて本当に楽しかったで

す。

・私自身、 doingの方が大切だと考えていました

が、実際はbeingの方が重要で、みんなから得

るものや共感できるものがたくさんありまし

た。

－今まで小中高と運動音痴で周りの役に立てない

役立たずでした。でも、先生から「私がいるだ

けでいいJと言ってもらえてとても嬉しかった

のを覚えています。

－周 りの人の目が気になっていたが、「みんなで

なかよくたのしむJという 目標を立ててからと

てもラクになりました。上手 ・下手を気にしな

いで楽しく取り組めました。

－自分がどうあるべきか、周囲がどうあるべきか

を学べるから毎回の授業が楽しみだ、った。

②体育について

・今までは体育や運動が嫌いで、いつもつまらな

かったけど、授業を通してだんだん楽しくなっ

てきて、考え方も変化してきて、まず自分が第

一に楽しんでやっていこうという考えに変わり

ました。

－私たちは （勝ち負けの）結果にとらわれすぎて

いたことに気づいた。

－同じ種目ばかりで飽きたけど、同じ種目をやる

ことで毎回少しずつ上手く動けるようになれた

と思うので楽しかった。

－高校生の頃は足手まといになったり、出来ない

奴が動いて何の意味があるのかと思いながら体

育をしていて、大学でも同じだろうと決めつけ

ていたが、大学の体育では今までの概念がなく

なったかのように自ら積極的に動くことができ

たので正直驚きました。知らない間に成長した

のかなって思いました。自分を変えられてよか

った。

－フライングディスクのとき、先生が本気になっ

てやってくるの本当に面白かった （ドッヂピー

におけるパスとキャッチの練習で、手加減せず

に全力で投げ合った）。

－学生に合わせて授業を変えることができるのっ

てすごいと思いました。

－スポーツをするとその人の性格がよく 出るた

め、相手を理解するのに適していると感じた。

③環境について

－自分から積極的に動く ことで周囲や雰囲気が変

わり、楽しめた0

・楽しいは相互作用だなと思った。

－前期は進んで活動するということに欠けていた

けれど、後期はなったら進んで活動することが

できるようになった。

－別に運動が得意でなくても、その場－の雰囲気が

良ければ嫌な気持にならない。雰囲気づくりが

大切だと思った。

－積極的な人とか消極的な人とかいろんな人がい

るクラスだったけど、みんなで楽しめたんじゃ

ないかと思う。

－後期はクラス全員がさらに仲良くなり、アット

ホームな環境で授業に取り組むことができまし

た。互いの得意な所など個性を理解し合えるた

め、互いを考えながら「一緒に何かをする」こ

との大切さを知ることができました。

－人の気持ちを考えて行動したり、居場所をつく

ってくれる素晴らしい時間だなと思った。
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－この授業で素がでているように楽しんでいる人

が多かったと思います。

・自分が居やすい環境を作りミスしでも大丈夫と

わかると自由に身体を動かせて競技が上達する

ことも学んだ。雰囲気がほわほわしてたから本

当の自分で居れたし楽しかった。

④人間関係について

・普段話さない人と関わり 、良い人間関係が形成

できる。

－毎回バラバラのチームで力を合わせて頑張って

ゲームに挑んだのはとても楽しかったです！！

－勝負事が苦手で自分のためだとやる気が無いけ

ど、チームの為と思えばしっかりできるように

なった。

－どうしたらこの人が活躍できるか、サポートで

きるか楽しめるかという考え方が大切。

－「自分はどうやったら周りのためになるだろうJ

と考えるようになりました。

－加減がわからず上手くできなかったが、友達が

声をかけたりしてくれて、一人ひとりが上手く

なるように支えあう ・協力することが大切だな

と学びました。

－回を重ねるごとに周りの人や動きが見えるよう

になって、得意不得意それぞれの人に合わせて

考えることができるようになってきた。

－できない子のサポートをして、感謝されて嬉し

い気持ちになった。

－他人に迷惑をかけずに自分で解決しようと考え

るだけではなく、自分ができるように友達がフ

ォローしてくれたりして、たくさんの協力や共

感が生まれました。

－ミスしたとき、なぐさめられるより笑ってくれ

たりいじってくれて良かったです。

⑤指導演習から

．自分で考え活動することができて良かった。

－指導演習では他人の発想から学ぶことが多くあ

り、いろいろな視点でみることができた。

－先生としての立ち位置の難しさがわかった。

・一人ひとり違う意見でこうしたらよいのではと

案を出しあえて良い関係性だと思った。

－しっかりと話を聞くなど、先生役の人に協力し

たいと思った。そういう環境をつくりたい。普

段の授業（他の科目など）もしっかり聞きたい

と思った。

・みんなが一生懸命考えたものだから、一生懸命

やりたいと思った。

－前に立つと緊張したり他の人たちの空気が怖く

感じたけれど、指示すればその通りに動いてく

れるし、何でも挑戦してみるものだなと思いま

した。

－自分だけでは足らない部分が多かったけれど、

生徒役のみんながたくさん動いてくれて、やり

遂げることができました。

・やってみて、「こうしたらも っといいんじゃな

いか」と考えることが増えて、援助の仕方も学

べたからよい機会だ、った。

－先生のように学生主体で授業を進めていく には

どうすればいいのか試行錯誤したが、結局答え

はわからなかった。

⑥保育者養成の視点から

－指導案を作る過程で保育所保育指針をじっくり

見るき っかけになり、他の授業で活用できるよ

うになった。

－今まで知らなかったが、運動は結果に関わらず、

遊びの中での過程が重要であると学んだ。子ど

もと関わるときにこの事を大切に考えていきた

し、。

－将来、子どもたちがどうやったらよ り楽しく遊

べるかなど工夫して活かしていきたい。

－自分自身が楽しく何かをすることで子どもたち

にも影響するのだなと思いました。

－授業の進め方やまとめ方が現場で役に立つなと
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思う部分があって勉強になりました。 いくということを感じる。その効果を発揮するた

⑦その他 めには、遊びの定義にあるような自己決定的であ

・勝つことに目的が行き過ぎて雰囲気がすごく怖 りたいという欲求に働きかけられるよう、やらさ

くなっていた人がいたので、私もそうなりやす れている感を減らす配慮が重要である。「みんな

いので気をつけようと思いました。 でなかよくたのしむ」という目標は、民主的な社

・良い雰囲気が作れていると思ったけれど、こそ 会・共同体を作ることをやさしく表現したもので

こそ言ったりしている人がいて、嫌だなと思つ ある。そのために必要な物は、統制や強制を伴う

た。 ような一つの思想ではなく、自由に基づく多様な

・慣れてきてしまったからか、手を抜いたり一人 思想と一つの理想であろう。遊びの定義としても

くらいいいかなと思って活動している人もい 挙げている自己決定的で、ありたい、有能でありた

た。別に責めることもないし、皆違うからしょ いという人間の根源的な欲求が、ひとつの理想と

うがないと思う。 して設定した目標の共有により、うまく働いたと

・人が話している最中に、おしゃべりがうるさい 感じている。この根源的な欲求を満たすことは、

と思うことがあった。 個々のモチベーションやパフォーマンスを向上さ

6.考察

教育においては出来る限り管理や統制を減少さ

せて緩やかに授業を実施しているため、そこでは

実に多様な気づきと学びが生じていることが理解

できるが、その方向性は前述したねらいと整合性

を持つものである。学生の意見からも、これは授

業開始時にBeingを作成し、目標設定したことの

影響が学習効果を高めるうえで大きかったと考え

ることができる。教員はあまり直接的な指導や介

入はせずに、教育的な環境構成のために安心でき

る雰囲気づくりに心を砕いた。安心できる環境は、

表情や言葉、感情の表現などに伴うコ ミュニケー

ションの活発化につながる。目標設定は学校や職

場における理念のようなものであり、全員ではな

くと も集団構成員の多くが目標や方向性を共有す

ることにより、最も影響力の大きい人的環境とし

て周囲への影響を及ぼしていたのではないだろう

か。

学生の様子を見ていると、我々の心は形成力を

持ち、心に思い描いたことは具現化・現実化して

せるような安心できるエートス （倫理的雰囲気）

をつくることにもつながっており、集団の構成員

はその影響を潜在的に強く受けていることが学生

の意見から読み取れる。

授業を通した多様な学生の学びと気づきは、教

員の力によってもたらされるわけで、はない。遊び

の創造と不確定性が示すように、目標や種目、活

動内容をは じめとした様々な環境の他にある予期

せぬスプリングボード （きっかけ）の存在がある

が、おそらく最も大きな要因は仲間であろう。様々

な仲間の存在とかかわりが、自分の固定観念や思

い込みを壊し、自己の限界を引き上げるブレイ ク

スルーをもたらしている。そこカ冶らいえることは、

教育や学習活動における「神のみぞ知る」という

「遊び」の存在である。シラパスのような計画を

立てそれを正確に実施するかに労力を割くのでは

なく、目の前の学生を信じて委ね、 学習の流れを

感じて合わせていく合気とでもいうべき創造的な

営みが大切である。ここでは有機的な自由や隙間

や余裕としての「遊び」が必要で、あり、機械的に

評価改善を行おうとするPDCAサイクjレはなじみ

にくい。
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また、多くの学生の意見からは人の役に立ちた

い、という強い欲求の存在に気づく 。授業を通し

ての教え合いや助け合いの機会を確保すること

で、その欲求を呼び起こし、満たすことのできる

環境づくりが求められている。このような教育の

スタイルはアクテイブラーニングに代表されるよ

うな環境を通した教育のひとつであり、従来の教

師主導型のTeachingから、学生主導で学びを呼

び起こし、引き出すという意味合いが強い

Educationへの転換の流れを持つものであろう。

今回様々な学びが生じた背景としては、授業に

おける環境の他に、学生自身の素地として保育者

養成校という特殊性も考慮しなければならない。

学力的には決して高くなくても、日頃から歌や音

楽、造形活動に触れる機会が多く 、子どもとの関

わりなどを求める頭が柔らかい学生が多いという

特徴が挙げられる。しかしながら、このような授

業の展開は保育者養成校以外では難しいというこ

とにはならない。以前筆者は看護学校においても

同様の授業を展開したことがあり 、そこでも豊か

な遊びを通して、多様な学びと気づきを引き出す

ことが可能で、あったことを付け加えておく必要が

あろうへ

このような授業を実施する際に、種目を多様化

するか、繰り返して深めるかという点は体育教師

にとって悩ましい部分のようである問。種目の選

択に関しては、敏感期に代表される幼児期におけ

る遊びと発達の関係の視点が参考になる。自分の

発達（学び）のために必要な活動とその繰り返し

は、その活動に没頭することができているか否か

に現れ、発達が完了すれば飽きるのである。そし

て、さらに次にステップ（活動）に向かう。この

現象は乳幼児期に限らないため、授業ではその種

目や内容に学生がどれだけ没頭できているかで期

間と内容を判断するようにしている。自らの持っ

ている潜在的な課題と学び工合っていなければ没

頭することはできない。このような種目や内容の

見極めのためには、その前 （後）の段階の活動が

必要で、ある。基本的には没頭できなければ、その

活動が難しい（早すぎる）か、簡単すぎる （既に

獲得している能力や解消している課題）と考える

ことができる。没頭できる限りは、授業の目標に

つながっていればどれでもよいと捉えることもで

きる。また、どうしても種目の選択に迷って答え

が出ない時は、わりと直観に従うことが正しいと

いうことを後で理解することができる。

しかしながら、このような授業にあるものはメ

リットだけではなく、自由で安心できる環境が放

縦に傾くこともあり、学生の私語は増えることが

多い。おしゃべりしていることが周囲にどのよう

な影響を与えているのか、目標に対してどのよう

な環境を作り出しているのかに気づくことが大切

なので、どやしつけて黙らせるのではなく、わず

かな閉じっと学生に目を向けて待っていると、自

分が何をやっていたかに気づいて恥ずかしそうに

静かになる。これは数秒で事足りるので、その都

度対応している。これもノンパーパルなコミュニ

ケーションのひとつであるが、学生との様々な対

話が重要で、あると考えている。

この科目の位置づけはあくまで教養教育である

が、保育士としての学びにもつながっている。こ

れは保育者の見えにくい専門性としての子どもの

内面を理解し、子どもの目に見えない活動の文脈

を読み取ろうとする 「子ども理解jの能力である。

青年期と幼児期では質的にも量的にも相違点は多

いが、自らが実体験を通して学び成長する経験は

遊びに対する価値観を変容させることであり、将

来遊びを通して子どもを育てる際にはこのような

経験が役に立つことが予測される。また、遊びを

通して社会情動的能力が育まれていく 可能性は、

学生のレポートから読み取るこ とができょう。保

育者や教師としての専門性の一つは、 クラスや集
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団の建設的なエートスを作っていくことである。

これは職場をはじめとした社会における生きかた

の問題でもあり、結果的には民主的な社会を支え

る将・来の市民への成熟につながっていく学びとな

る。それは卒業後も続く自己教育への営みと可能

性でもあり、基本的なものの見方を探求していく

ことを意味している。

7.まとめ

大学体育における遊びの効用に関しては、社会

情動的能力を育成し、成熟した市民への気づきと

学びをもたらす機会となることが予測される。ま

ずは教育との整合性を持たせるために遊びを定義

することが必要であり、それを踏まえてBeingと

いう形で目標設定を行い、遊びそのものを教育と

することを試みた。Beingをきっかけとした目標

の視覚化は、学生にこれからの見通しを持たせる

ことを可能にし、次の行動を浮かび上がらせるこ

とで、学生主導の行動や主体性の実現に貢献した。

このようにして形成されていくエートスは安心感

を中心に、自由と自己決定的な雰囲気を生み出し、

それが表現やコミュニケーションの活性化、パフ

ォーマンスの向上、挑戦しようという意欲につな

がった。このようなエートスを背景として、多様

な遊びを通した活発な人間相互のかかわり合いが

スプリングボードとなり、成熟した市民への成長

に向かう気づきと学びを呼び起こしたのではない

かと考えられる。

8. おわりに

今回、大学体育における遊びの効用を考察した

が、改めて青年期における文化実践活動としての

遊びのもつ教育的な価値や体育教材としての可能

性に目を向けることができた。教育として活用で

きるような形で遊びを明確に定義づけることによ

り、生涯発達の視点から社会情動的能力を育み、

成熟した市民の育成という大学教育の目的と整合

性を持って、大学体育のなかで遊びを活用するこ

とに価値を見出すことができた。また、保育者養

成の視点からは、保育者の見えにくい専門性の育

成にもつながる可能性を持つことが示唆された。

広く一般社会からの賛同と容認を得られるよう

な遊びに対する理解を広げていくことは、教育に

限らず様々な社会問題への福音となる可能性を持

っている。このような遊びの効用を紹介できる機

会を活かした教育をこれからも展開していきたい

と考えている。
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