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　東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故の影響から，被災地となった学校の教育環境はとて
も厳しい状況となった。本研究の対象である福島県飯舘村は，この放射線の影響から，全村避難と
なり，村内にあった３つの小学校（臼石小学校，飯樋小学校，草野小学校）は，震災後，川俣町の
川俣中学校で間借りをして学校生活を送っていた。2012（平成24年）年４月からは，同町に建設さ
れた仮設校舎にて３校一緒に学校生活を送っている。本研究は，全村避難となった飯舘村の３つの
小学校（臼石小学校，飯樋小学校，草野小学校）の現状から，震災前と震災後の体力の変化と現状
を基に，体力向上のための体育活動支援を実施し，そのあり方について考察した。そして，被災地
区に関わらず，小学校における体育活動支援の方法について，子どもの体力向上に繋げていくため
に大学と教育の現場との協働についてのシステムを提案し，その実施方法等についての研究である。
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１．はじめに
　東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故の影響
から，被災地となった学校の教育環境はとても厳しい
状況となった。震災後，被災を受けた学校は，避難を
余儀なくされ，他校の校舎や公民館などの施設を間借
りしたり，仮設の校舎で学校生活を送ったりすること
になった。　
　その東日本大震災から４年以上が経つ。福島県には
いまだに仮設校舎注1や他校間借り注2にて学校生活を
送っている学校も多数ある（小学校14校，中学校10校，
高校９校）。注3

　震災直後は，国が定めた学校の安全利用の目安の放
射線量は，年間の積算で20ミリシーベルト，１時間当
たり3.8マイクロシーベルトと言われ，外での運動活
動等は禁止され，子どもたちは自由に外で遊ぶことや
体育の授業もすることができなかった。その後，グラ
ンドの除染作業が進み，その制限は解除された。しか
し，福島県内の学校では，常にグランドや校舎内外の
放射線量に気を配りながらの学校生活を送っているの
が現状である。また，グランドや公園には，被災者の
生活支援を優先するために仮設住宅が立ち並び，子ど
もたちが運動をする場所が減った。
　そして，本研究の対象である福島県飯舘村は，この
放射線の影響から，2011年７月，「避難指示解除準備
区域」（年間積算線量が20ミリシーベルト以下），「居
住制限区域」（同20ミリシーベルト超で避難継続が求
められる地域），「帰還困難区域」（同50ミリシーベル
ト超で，帰還は長期間困難な地域）の３地区に再編さ

れている。村内にあった３つの小学校（臼石小学校，
飯樋小学校，草野小学校）は，震災後，川俣町の川俣
中学校で間借りをして学校生活を送っていた。2012年
４月からは，同町に建設された仮設校舎にて３校一
緒に学校生活を送っている。同時に仮設の体育館も建
設された。児童数は，震災前の2010年で，草野小学校
153名，飯樋小学校132名，臼石小学校62名だったが，
震災直後の2011年（平成23年）には，草野小学校91名，
飯樋小学校87名，臼石小学校42名に減少，2015年には，
草野小学校65名，飯樋小学校58名，臼石小学校32名と
さらに減少傾向となっている。
　全村避難のため，児童たちは借家や仮設住宅などの
避難先から学校に登校している。そのほとんどがス
クールバスの送迎にて登校しているのが現状である

（写真１）。また，そのスクールバスの送迎に掛かる時
間から，放課後，学校に残ることはほとんどできず，

 写真１　待機しているスクールバスに乗り込む児童たち 
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待機しているスクールバスに乗り込むという状況であ
る。
　そこで，本研究は，全村避難となった飯舘村の３つ
の小学校（臼石小学校，飯樋小学校，草野小学校）の
現状から，震災前と震災後の体力の変化と現状を把握
し，体力向上のために体育活動支援を実施し，そのあ
り方について考察していく。そして，そのことを基に
今後，被災地区に関わらず，小学校における体育活動
支援の方法について提案していく。

２．目的
　本研究は，先ず飯舘地区の小学生の震災前後の体力
の変化と現状を調査，分析していくことを目的とした。
また，大学で体育を専攻している体育系の大学生が，
小学校の体育の授業において体育活動を支援していく
ことで，子どもたちは種目の特性を学びながら体を動
かす楽しさを感じ，体力の向上に繋げていくことも合
わせて目的とし，体育活動支援の実践から，その方法
とあり方を提案していく。

３．方法
　飯舘地区の小学６年生を対象として，2010年から
2014年の体力テストの結果を抽出し，震災前後の体力
の変化や全国との比較，現状の把握を行った。
　⑴　対象者数
　　2010年　飯樋小学校24名（男子12名，女子12名）
　　　　　　臼石小学校 5名（男子３名，女子２名）
　　2012年　飯樋小学校15名（男子７名，女子８名）
　　　　　　臼石小学校 5名（男子３名，女子２名）
　　2013年　飯樋小学校12名（男子６名，女子６名）
　　　　　　臼石小学校 9名（男子５名，女子４名）
　　　　　　草野小学校18名（男子８名，女子10名）
　　2014年　飯樋小学校15名（男子７名，女子８名）
　　　　　　臼石小学校 6名（男子４名，女子２名）
　　　　　　草野小学校12名（男子４名，女子８名）

　また，2013年から2014年に体育活動支援を実施した
小学４年生から６年生の児童（2013年４年生41名，５
年生36名，６年生37名，2014年４年生33名，５年生36
名，６年生33名）および関係教員（2013年10名，2014
年９名）に，体育活動支援の内容についてアンケート
を実施した。

４．福島県内と飯舘地区の小学校の体力
　低下について
　⑴　福島県内の子どもの体力低下
　福島県内では，震災と原発事故から４年が経ち，子
どもたちの肥満傾向や体力低下が明らかになってきて
いる。文部科学省が行う小学５年生と中学２年生を対
象に行う「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」では，

震災以前から福島県の小学生の肥満出現率は全国から
比べると高かったが，2014年では，男子は全国の出現
率10.0％に対して，17.4％，女子は7.8％に対して12.2％
とどちらも全国で１番の出現率となった。注4そして，
福島県内と全国の小学５年生と中学２年生の実技８種
目の合計点の平均値を比較すると，震災以前も男子は
平均を下回っていたが，震災後，全国平均を大きく下
回った。女子は，震災後2012年の結果から全国を下回っ
た。震災前，福島県教育委員会の調査注5によると，
全国体力テストの項目毎に小学生の全国平均値と県平
均値を比べたところ，男女総項目数96中，県平均値が
全国平均値を上回るか同等の項目数の割合は，震災前
は約80％前後，項目数にすると2010年は96項目中73項
目で上回るまたは同等であった。2011年は震災の影響
から，ほとんどの学校で体力テストは行うことができ
ず，データ抽出は不可能となった。そして，震災から
１年が経った2012年の結果では，上回るか同等であっ
た項目の割合は49％，96項目中49項目と激減した。現
在，落ち込みは若干回復傾向となっているが，いまだ
に男女とも全国平均値を下回っている。原発事故によ
る健康不安を背景にした子どもの運動能力の低下が顕
著である，と福島県の地元紙福島民友（2015）でも報
道された。

　⑵　全国，飯舘村の子どもの体力テストの種目毎の
　　比較
　全国，飯舘村の小学校６年生の体力を震災前と震災
後で種目毎に比較をした（震災前の草野小学校のデー
タは，学校避難でデータが見つからなかったため飯樋
小，臼石小の２校のデータ比較となった）。
　震災前の2010年における比較（表１，表２）では，
飯舘地区の小学６年生の体力テストの数値は，男子は
全種目，女子は５種目において，「上回るか同等」の
数値であった。しかし，震災後，2012年の全項目で男
女共に全国の平均値を下回る結果となった。特に，20
ｍシャトルラン，50ｍ走，ソフトボール投げの数値は，
大幅に低下した。その原因は，震災後，屋外での体育
活動が制限された期間があったことや，狭い校庭とい
う限られた運動環境，避難所からのスクールバス通学
による身体活動量が減ったことなどが考えられる。中
村（2012）の研究にある福島県郡山市全体の小学校と
全国の小学校の体力・運動能力調査の結果の大規模な
比較でも，20ｍシャトルラン，50ｍ走，ソフトボール
投げで統計的に有意に下回る結果となっており，その
背景は，児童の屋外での身体活動の制約によって，身
体活動量が著しく減少したものと考えられている。郡
山市内は，避難制限がされていない地域であるにも関
わらず，このような結果が表れていることは福島県内
全域で問題視すべきことであり，全村避難となってい
る飯舘地区の小学校においては，身体活動量を増やす
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活動をしていかなければならないと考えられる。
　男子の長座体前屈や握力など室内で実施可能な種目
においては，大幅な低下は見られず，むしろ回復傾向
にある。これは，屋外での運動制限のあった中で，体
育の授業で，室内でできる体つくり運動として，柔軟

性を高めるストレッチや補強運動などは重点的に取
り組まれていたためと考えられる。このことは小川

（2012）の研究でも，屋外活動が制限されたことで，
屋内で実施できる体育活動として，握力や柔軟性を高
める取り組みが十分に行われ，屋内であっても「しっ
かりと取り組めた体力は向上する」という結果に繋
がったとしている。

５．飯舘地区の小学校への体育活動支援
　の実践事例
　⑴　いいたてスポーツ学生派遣事業「いいスポ」に
　　ついて
　震災の影響で避難をしている飯舘地区の小学校の現
状から体力低下がみられる児童に対して，大学生が体
育の授業に赴き，体育活動を支援する取り組みを2013
年から実施した。
　教員免許を取得した大学院生がコーディネーター役
となり，小学校の担当教員と連絡をとり，体育の授業
の年間計画に基づき授業の内容を調整し，派遣される
大学生と指導内容について考え，指導案を事前に送付
し，小学校と連絡調整をするという流れで実施をした。
派遣される大学生は体育を専攻し，特に授業単元を専
門競技としている学生を派遣することで，競技の特性
を生かし，より専門的な授業内容を提供できるように
した。また，運動量の確保のため，導入において競技
の特性と「体つくり運動」を合わせた独自の「体力向
上プログラム」を考え，15分程実施した。２年目は，
福島県教育委員会と福島大学が協力してつくった「運
動身体づくりプログラム」注6（写真２）を授業の導入
部分で実施して，児童の体力向上を図った。
　教員免許取得を目指す学生にとっては，教育実習以
外に学校現場で実践経験を積むことができ，さらに現
職の先生から直接指導を受けることができる貴重な機
会となった。

　⑵　2013年の実施内容について
・対象学年：４年生から６年生
・頻度：各学年月１回（派遣回数は月３回）

＊

表１　2010年と2012年の全国と飯舘地区の
　　小学６年生男子の体力テストの比較

表２　2010年と2012年の全国と飯舘地区の
　　小学６年生女子の体力テストの比較

写真２ 「運動身体づくりプログラム」の一例 
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・内容：大学生が３～４人のグループとし，年間指導
計画に基づき，Ｔ１となる大学生が指導案を
作成し，学年担任が進行の上，授業を展開し
ていく。他の大学生と担当教員がＴ２となり，
授業を補佐する。

・実施した領域：体つくり運動，器械運動（跳び箱運動）
陸上競技（持久走，短距離走，ハードル走，
走り高跳び），表現運動（ヒップホップ（写
真３），創作ダンス），球技（バスケットボー
ル，バレーボール，ポートボール）

・特徴①：毎時間，前半15分程度は競技の特性を生か
した「体力向上プログラム」として，補強運
動や動的ストレッチなど取り入れた体つくり
運動を実施。

・特徴②：授業のＴ１となる大学生は，単元種目を専
門として競技（部活）をしている者とする。

　⑶　2014年の実施内容について
・対象学年：４年生から６年生
・頻度：各学年月１回（派遣回数は月１回）
・内容：年度始めに，小学校からの専門的に指導をし

てほしい授業単元を聞き，その単元の授業を
指導する。学年担任が中心となり，大学生が
Ｔ１となり，他の大学生，担当教員がＴ２と
なる。

・実施した領域：体つくり運動，器械運動（マット運
動，鉄棒運動），陸上競技（持久走），表現運
動（ヒップホップ），球技（バスケットボール）

・特徴①：派遣する回数を月１回として，同日に３学
年の授業を実施することで，より系統性と発
達段階にあった授業内容となった。

・特徴②：派遣される学生は，教職を希望する４年生
を中心とした。

・特徴③：「運動身体づくりプログラム」を導入部分
で実施した。

６．体育活動支援に対するアンケート
　調査
　2013年，2014年と実施終了時に，対象となった４年
生から６年生，およびその担当の教員に事業について
のアンケートを実施した。
　⑴　小学校教員へのアンケート結果

　今回の事業に関わった先生方へのアンケート（図２）
から「体育の授業の指導方法の参考になった」という
回答（89％）が得られた。小学校では，中学校，高校
のように体育を専門としている教員が少ないため，体
育を専攻とし，または授業実施種目を専門競技とする
大学生が指導をすることは，専門技術習得や競技の特
性を知る機会となり有効だったと言える。
　「児童の体育の授業への取り組みが変わった」とい
う回答（74％）では，先生方から「児童は毎回いいス
ポを楽しみにしている」という意見も聞かれ，この事
業をしっかり受けるために普段の授業への取り組みが
変わったという。
　先生方は「児童の技術の向上」も感じており（79％），
大学生の示範（写真３）や専門的な指導から，児童た
ちは高い技術を見ることで興味が沸き，モチベーショ
ンが上がったそうである。休み時間に練習する児童が
増えたようで，このことも技術の向上に繋がっている
と考える。
　「体力の向上」については，月１回程度の体育指導
だけでは「体力向上は見られない」（42％），「どちら
ともいえない」（47％）という回答であった。
　その他の意見として，下記が挙げられた。
・特に器械運動の指導方法が大変勉強になりました。
（ポイントを押さえられるようなスモールステップ
での指導）

・がむしゃらに教えるのではなく，ポイントを押さえ
ての指導方法が参考になった。

・スモールステップでのリズムダンス指導が勉強に
なった。

・専門的な技術についての知識が不十分だったので，
大変参考になりました。

写真３　表現運動（ヒップホップ）で模範演技を
　　　見せる学生
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図２　2013年，2014年飯舘地区小学校教員アンケート
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・ダンスの指導は，特に参考になりました。
・場の設定や，説明資料，そして何よりも目の前で高

い技術（動き）を見せていただくことで，大変参考
になった。質問にも丁寧に答えていただき，大変あ
りがたかった。

・若い先生は，やって見せたり，自分で手本を示して
くれて活気がありとてもよかったです。

　⑵　児童へのアンケート結果
　児童へのアンケートの結果から，この事業に対して
とても満足度の高い回答が得られた。

①「いいスポの授業をしてくれた大学生は分かりやす
　く指導していましたか？」
　４年生95％，５年生100％，６年生99％が「はい」
と回答した。「はい」の意見として，「なわとびのはや
ぶさを見せてくれたから」「見本を見せてくれたから」

「（いい例と悪い例の）違うところを，やさしく，実際
に前でやってくれるから」「絵を実際に書いたり，やっ
てくれた点」「コツなどを詳しく教えてくれた」「動き
ながら説明していたから」「授業中，次にどこに移動
するかをわかりやすく教えてくれた」「やさしくゆっ
くりと教えてくれたから」などがあった。大学生たち
が，見本を実際に見せてくれたということが，児童に
とってとても印象に残り，指導において示範をすると
いうことは，児童には重要な役割を果たすと考える。

②「いいスポの授業を通して，体育の技術が向上した
　と思いますか？」
　４年生70％，５年生88％，６年生84％が「向上した」
と回答している。「はい」の意見として，「後ろ二重と
びもできるようになったし，色々なバスケットのパス
の仕方を覚えることができたから」「二重とびの回数
が34から60になりました」「二重とびが向上しました」

「マラソン記録会の前に，疲れない走り方を教えてく
れたから」「なわとびなど二重とびがとてもできるよ
うになったから」などがあった。できなかったことが
できるようになった，という意見が多かった。「いい
え」という意見では，「ドリブルが体育の授業で活か
せなかった」「もとから体育が苦手だから」などがあり，
成功体験をさせることが，児童の技術の向上だけでは
なく，やる気にも繋がっていくと考えられる。

③「いいスポの授業で体力が向上したと思いますか？」
　４年生38％，５年生21％，６年生26％と約３割程度
の児童は，「いいえ」「どちらとも言えない」と答えて
いる。理由としては，「習ったことを実行できていな
いから」「なかなか体を動かせなかった」「そんなに動
かなかったから」「運動時間が短いから」などがあった。
先生方の意見と同様に，運動時間が短く，動いた感じ
がもの足りないと感じる児童がいたということだと考
える。大学生の慣れない指導の中に，説明時間が長く
なることもあり，実際にゲームなどの実践の時間が少
なかったこともこの理由に繋がっている。「はい」と
答えた児童は，「持久走記録会で最高記録を出せたか
ら」「二重とびが１回しかできなかったのが５回でき
るようになった」「体力テストの得点が上がった」「全
身を使うスポーツが多かったから」「楽しみながら，
普段使わない体の部分を使ったから」などがあった。

④「いいスポの授業は楽しかったですか？」
　４年生89％，５年生95％，６年生93％が「はい」と
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図３　2013年，2014年飯舘地区小学校４年生アンケート
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いう回答であった。その理由として，「普段あまりや
らないことを教えてもらったから」「教え方が上手だ
し，わかりやすく実際にやって見せてくれるから」「バ
スケのパスがとても面白かったです」「ダンスを踊っ
たことが楽しかったです」「いいスポさんたちの教え
方がわかりやすかったから」「ダンスがわかりやすかっ
たです」「できない」と言ったら，できるまでやさし
く教えてくれる」「すごい技を見せてくれるので楽し
かった」「普段の体育とちがうスポーツができたので
楽しかった」「大学生と一緒に授業できるから」「体育
の準備体操などではやらないことをたくさんやったの
で楽しかったです」などがあった。「いいえ」または

「どちらとも」の意見は，「苦手なものも得意なものも
やることがあるから」「ダンスとかは楽しかったけど，
なわとびとかは苦手です」「体育はもともと苦手だっ
たから」などがあった。

７．考察
　震災から４年以上が経ち，福島県は原発事故のさま
ざま影響から身体活動量が低下し，児童の体力低下が
データからも明らかになってきた。飯舘地区の小学生
も種目毎の結果からも見ても同様に劇的な体力の低下
が見られた。しかし，飯舘地区の小学生の体力テスト
の結果は，それ以後は向上傾向にある（図６，図７）。
この背景には，小学校全体で，体力低下に対する問題
意識から身体活動量を増やす努力を継続的に行ってき
たことが挙げられる。その取り組みの一つとして，
2013年，2014年と実施した「いいスポ」もその役割を
担っていると言えるだろう。アンケートの結果から，
体育活動支援を行った体育の授業のみでの体力向上に
ついては，直接的に感じることは少なかったが，体育
に対する取り組み方や体を動かすことへの楽しさを感
じる児童が増えたことが，長期に渡っての体力向上に
繋がり，この向上傾向に至っていると考える。
　被災地区の小学校の体育活動を支援する団体は多数
あり，オリンピック選手を派遣したり，体育的イベン
トを開催する事業は，数多く見られ，スポーツによる
復興は，体と心，また地域との連携など多くの効果が
ある。中村（2014）によれば，被災地区に対する復興
スポーツ事業の展開は，施設の復旧，総合型クラブの
復旧，地域へのスポーツ教室の開催など，ハード面か
らソフト面までさまざまである。しかし，それらが断
片化・拡散化した形で，個々の活動の積み重ねで終わっ
てしまうことが問題だと言う。
　避難が継続されている小学校に体育的な活動を支援
していくことは，運動の定着を促し，長期に渡って体
力の向上に繋がり，スポーツを通した貢献活動となる。
　この活動をイベント的な一過性のものではなく，継
続して支援していく方法として，飯舘地区の小学校で
実施した体育活動支援の事業は，重要な実践事例と言

えるだろう。
　アンケートの結果から，先生方，児童たちから「い
いたてスポーツ学生派遣事業」全体に対して，多くの
満足している回答を得られている。児童たちは，毎回
授業を楽しみにし，体育を専攻とする大学生からの指
導によって，技術が向上したと実感した児童がたくさ
んいたことは明らかである。記録が伸びたことや普段
できない練習をしたり，間近で大学生の示範を見るこ
とができたことなどが「楽しさ」に繋がったと考えら
れる。これらは，授業で実施する種目を専門とする大
学生だからこそできる技術指導であり，本事業の最大
のメリットである。
　今回，この体育活動支援事業を通して，児童は，分
かりやすく，楽しい体育の授業を受けながら，自分の
技術が向上したことを実感できたことが喜びや嬉し
さ，楽しさに繋がり，体力の低下が見られた飯舘地区
の小学生の体力向上の一役を担ったと考えられる。

 
８．提案
　文部科学省の「スポーツ立国戦略」の５つの重点戦
略の目標と主な施策の中に，「小学校体育活動コーディ
ネーター」の配置がある。「総合型クラブ等地域との
連携を図る」役割が期待されており，2011年から予算
化され，動き出している。実際に総合型クラブにおい

 
図６　全国，飯舘村の小学校６年生男子の体力テスト
　　合計点の変化

図７　全国，飯舘村の小学校６年生女子の体力テスト
　　合計点の変化
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て実施され，文部科学省の報告（2013）によれば，「小
学校の教員の代わりに，手本や見本を見せることで児
童たちにスポーツへの関心を高めることができた」「き
め細かい指導で，児童が運動・スポーツに親しみ，体
育好きになる児童が増えている」「体育指導の進め方
等が参考になった」という，本研究のアンケートと同
じような報告がなされていた。この文部科学省の事例
報告においては，「小学校体育活動コーディネーター」
は，教員OBや社会体育指導委員，トップアスリート
などが担っているが，今回「いいたて学生スポーツ派
遣事業」は，教員免許を取得した大学院生が，授業の
調整役としてコーディネーターの役割を担い，大学生
が実際に授業を計画，実践した。大学生にとっては，
教育実習以外に教育の現場に立つことができ，現場の
先生方から直接指導をいただけるとても有効な機会で
あった。また，先生方にとっても専門種目の指導の方
法を学ぶことができ，スキルアップや学び直しの機会
となった。また，小学校では体育を専門とする教員が
少ないことなどから担当教員が示範を見せることがで
きない時もあり，互いに有効だと考えられる。「いい
スポ」の実践を通して，体育の教員を目指す大学生が
在学する大学が，小学校への体育活動支援を中心的に
コーディネートし，実際に技術指導をしていくことを
システムとして提案する（図８）。
　2015年も「いいたてスポーツ学生派遣事業」に関し
ては，継続して進められている。このシステムを活用
しながら，より効率的に体育活動支援を進め，継続的
に実施していくことで子どもたちの体育への関心や意
欲を高め，そこから体力の向上に繋がっていくことを

期待したい。

９．まとめ
　全村避難により仮設校舎で学校生活をしている飯舘
地区の小学校の体力の低下は，とても深刻な問題であ
る。これは飯舘地区の小学校のみではなく，福島県全
体の小学校においても，データからみると同様に体力
低下は明らかであった。この福島県の小学生の体力低
下の問題を解決するために，福島県に存在する福島大
学が取り組む体育活動支援は重要な役割を果たす。福
島大学は，震災後，多くの体育活動を中心としたイベ
ントや事業を企画，実行してきた。今後はイベント的
な一過性のものではなく，長期に継続して実施してい
く体育活動支援を展開していくことが，問題の解決に
繋がっていくと考える。そこで小学校が必要としてい
る体育的な活動の支援を具体的に把握し，計画的に進
めていくことが重要である。小学校への支援の中で，
地域の小学校にすぐに足を運ぶことができる距離の近
さは重要なポイントであり，福島大学だからこそ今回
の事業も継続して活動ができた。　
　今後，この事業を進めていく上で，提案したシステ
ムを安定化させるためには，小学校と連絡調整および
学生との教材研究を行う教員免許を取得した大学院生
の存在が重要である。大学院生は，コーディネーター
としての役割をしながら，現職の先生方から指導を受
け，課題を見つけながら学生と一緒に教職現場の経験
を積んでいくことができる。このことは，文部科学省
が2008年にスタートさせた「教職大学院」制度注7と
似ている部分があり，今後，教職に就くために実践的
な人材の育成が必要とされ，大学院がさらに重要にな
ることは間違いない。
　以上のように，県内の子どもの体力低下を改善して
いくために，継続した体育活動支援が重要であり，そ
れを担う拠点となる大学と支援を必要とする教育の現
場との連携が効率良く図られ，子どもたちに体を動か
すことの喜び，楽しさ，嬉しさを味あわせることが，
子どもの体力向上に繋がっていくと考える。

10．今後の課題
　課題として，継続した事業にしていくためには，教
職を目指す学生の確保である。地方大学の大学院へ教
職を目指して入学してくる学生数が少ないことや入学
してきても専攻する分野の時間割の関係から協力が得
られない場合がある。また，小学校へ指導に行く時間
帯は，指導をする大学生にも授業がある。そのために
事業に参加したい学生には，３年生時から声を掛け，
４年生になる時に時間割編成に配慮してもらい，参加
できるように調整してもらうことも必要となってく
る。また2014年は，大学院生１名がコーディネートし，
指導する学生は４年生のみであったため，事業の流れ

 
図８　大学が担う「小学校体育活動コーディ
　　ネーター」としての役割（システム）
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を引き継ぐことが難しいのではないかということも懸
念されている。引き継ぎに関しては，小学校側も担当
教員の転勤などもあるので同様にスムーズにいかない
場面が出てくる。また，年度末，新年度の小学校の先
生方の業務多忙さから，連絡調整の時間がとれない場
合などもある。小学校，学生，大学院生の３者での時
間調整や人材確保が大きな課題である。
　児童の体力向上と楽しく取り組める授業を展開する
ために，体育活動支援をより充実させ，継続した取り
組みにするためにも事業に関わる学生，教員を増やし，
より効率的なシステムにしていけるようにさらに研究
していきたい。

【注】
１）仮設校舎とは，プレハブ校舎のことで，べニア板と鉄

骨で組み立てられた簡易的な校舎である。教室数や大き
さも限られている。

２）他校間借りとは，他校の校舎，教室の一部を借りて学
校生活を送ることである。どちらも特別教室や体育館な
どは，協力してくれる学校から借りることになり，時間
割を組む際や学校行事などで使用する際には，他校との
調整が必要となり，かなりの制限がある。

３）福島県教育委員会ウェブサイト「学校一覧」
　http://www.pref.fks.ed.jp/information.html
４）文部科学省ウェブサイト「平成26年度全国体力・運動

能力，運動習慣等調査結果」
　http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kodomo/
　zencyo/1353812.htm
５）福島県教育委員会ウェブサイト「平成25年度　福島県

児童生徒の健康，体力・運動能力の現状」
　http://www.kenkou.fks.ed.jp/tairyoku/
　22tairyokukoujyou/tairyoku%20index.html
６）福島県教育センターウェブサイト「《改訂》運動身体

づくりプログラム」
　http://www.cms-center.gr.fks.ed.jp/?page_id=1441
７）文部科学省ウェブサイト「教職大学院」
　http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kyoushoku/
　kyoushoku.htm
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