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初任期にある小学校教員の体育科授業における安全配慮の傾向について

真 家　英 俊

Tendency of Safety Management in Physical Education Class of Elementary School Teacher
 for New Appointment Term

Hidetoshi Maie

要　旨
本研究は、初任期にある小学校教員の体育科授業における安全配慮の傾向について検討し、本

学の教員養成課程における安全教育の指導内容に関する基礎資料を得ることを目的とした。都内
の公立小学校に勤務する初任から 5年以内の初任期にある教員 15名を対象とし、半構造化インタ
ビューによって体育の授業における安全配慮という方向性を保ちながら、対象者に「安全面での
配慮」に関する自由な語りをしてもらうことでデータを収集した。その結果、初任期にある小学校
教員の体育科授業における安全配慮の傾向は、準備運動や種目選択の工夫など「主活動前の安全
配慮」の方が、運動のポイント指導や教材内容の工夫といった「主活動中の安全配慮」よりも割
合がやや多く、授業前の主活動以前に安全配慮の重点が置かれていることが示された。また、授
業で使用する「用具の工夫」によって児童の事故や怪我を回避する傾向にあることが示された。
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1．はじめに

小学校における傷害の発生において、もっとも
多いのは「休憩時間」であり、全体の約半数を占
めている 1）。傷害が発生する場所は、「運動場・校
庭」がもっとも多く、次いで「体育館・屋内運動
場」「教室」の順である。部位別にみると「手・手
指部」がもっとも多く、次いで「足関節」「眼部」
「頭部」の順となっている。そして、運動指導内容
（実施種目）別では、「跳び箱」と「バスケットボー
ル」が他の種目に比べて格段に多く、次いで「マッ
ト運動」「サッカー・フットサル」である。 平成
21（2009）年に「学校保健法」から「学校保健安
全法」に法改正がおこなわれ、学校安全の充実を
図ることが国策レベルでの重要課題となっている

が、学校安全の対象は不審者による犯罪や災害発
生時の対策に偏重しており、学校管理下における
事故に対する視点が希薄であることも指摘されて
いる 2）3）4）。
「体育科」および「保健体育科」の実技授業にお
ける傷害発生件数は、法改正年度の平成 21（2009）
年度に一時低下したものの、平成 22（2010）年度以
降は法改正前の数値とほぼ同等の値で推移しており
大きな変化はみられない 1）5）6）7）8）9）10）11）12）13）14）。
これらの報告に示されているように、学校安全の
充実が指摘される中、教員の指導が前提となる体
育の授業において発生する事故や怪我を未然に防
ぐための対策が充実しているとは言い難い。さら
に、学校安全の対象が防犯対策や災害対策に偏重
していることのみならず、専科の教員が担当する
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訳ではない小学校の体育科授業での安全面に対す
る認識の低さも指摘されている。加登本ら 15）は、
小学校教員が体育の授業をおこなう際の悩みにつ
いて検討しており、「安全面」に関する項目は他の
項目よりも悩みとしての認知が低く、初任期・中堅
期・熟練期のどの教職歴であっても悩みとして捉
えられていないことを明らかにしている。また、厚
東 16）は、小学校男性教員の体育の授業後における
反省的思考（8つの反省尺度による項目得点）を教
職経験年数ごとに比較検討し、「安全管理」に関す
る項目得点は、教職経験の年数を重ねてもほぼ横
ばいであることを報告している。すなわち、体育の
授業における安全面への認識は、教職歴や教職経
験にかかわらず、悩みや授業を振り返る際の視点
として認知されにくく、体育の授業をおこなううえ
で意識の低い対象であると捉えられる。
体育やスポーツ活動において、指導者は危険を

事前に予見し、事故を回避するように配慮した手段
をとることが重要であると指摘されている 17）18）19）。
小学校教員においても体育の授業をおこなう際、子
ども達の事故を防ぐために何らかの安全配慮をおこ
なっているものと考えられるが、任用間もない初任
期にある小学校教員の体育科授業における安全配
慮的傾向を把握することは、養成課程における安全
教育の基礎資料を得るためにも有意義であると考え
る。そこで、本研究では、初任から 5年以内の初
任期にある小学校教員の体育科授業における安全
配慮的傾向について検討することを目的とした。

2．方法

⑴　データの収集法
①　データの収集
本研究における調査対象は、都内の公立小学校

に勤務しており、担任学級において体育の授業を
指導する初任から 5年以内の教員 15名（男性 6名、
女性 9名、平均年齢 27.1± 2.47歳）とした。調査
対象は、いずれも養成課程卒業後すぐに正規採用
されており、臨時採用等の経験を持たない初任期
にある教員であった。

データの収集においては、質問紙や標準化され
た面接調査よりも比較的オープンに組み立てられ
ているため回答の自由度が高いと言われている半
構造化インタビューを採用した。初任期の教員が
体育の授業において安全面で配慮している事項を
より正確に引き出すために、回答の自由度が高く、
対象者への負担も少ない半構造化インタビューを
採用することがもっとも妥当であると考えられた。
インタビューでは、「体育の授業をおこなう際、子
ども達に怪我をさせないために安全面でどのような
配慮をしているか」という質問の柱を立て、体育
の授業における安全配慮という方向性を保ちなが
ら、対象者に安全面での配慮に関する自由な語り
をしてもらうことでデータを収集した。インタ
ビューでは、著者自身がインタビュアーとなり、イ
ンタビュアーの主設問から始まり、体育の授業にお
ける安全配慮について対象者が語れるだけ語り尽
くしたところでインタビューを終了とした。インタ
ビュー中は、対象者の承諾を得て語りを ICレコー
ダーに録音し、その音声をすべてトランスクリプト
することによってデータとした。データの収集は、
2018年 8月および 2019年 8月に実施された。

②　倫理的配慮
半構造化インタビューでは、研究の趣旨、およ

び調査内容に関してプライバシーが守られること、
研究への参加不参加に関しては不利益がないこと、
収集されたデータは研究目的以外には使用しない
ことを口頭および文書で説明し、同意を得られた
場合に調査対象とした。

⑵　データの分析
①　質的内容分析
データの分析方法については、Mayring20）が考案

した質的内容分析を用いた。この手法で用いられ
るテクスト資料は、インタビューデータを始めとし
て多様である 21）。本研究では、初任期の小学校教
員が「体育の授業をおこなう際に安全面でどのよ
うなことに配慮して授業をおこなっているのか」に
ついて自由に語ってもらい、教員の語りから得られ
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た「体育の授業における小学校教員の安全配慮的
行為」を収集した。

②　カテゴリーの設定
カテゴリーについては、中村ら 22）が設定したカ
テゴリーを採用し、「体育の授業における安全配慮
の観点」として、「運動様式に関する安全配慮」、
「環境に関する安全配慮」、および「児童及び教師

自身に内在する要因に関する安全配慮」の 3つを
設定した（表 1）。

③　データの割り振り方法
構造化内容分析をおこなうにあたり、インタ

ビューデータの中から安全配慮に関する発言を 1

つひとつ抽出した。それらの安全配慮の中で、類
似するものを 1つのカテゴリーにまとめる作業を著

表 1    体育授業における安全配慮の観点

定義 例

運動様式に関する安全配慮
その運動のもつ特性によって引き起こされ
る事故に対する配慮。

授業で扱う運動種目でよく使う部位を十分
にほぐすような準備運動をおこなった。児
童同士の接触による怪我を防ぐために走る
方向を指定した。

環境に関する安全配慮

運動施設、設備、および用具などの状況や
気温・湿度などの自然条件、児童同士の人
間関係など社会的・人的条件といった体育
授業（運動）をおこなう環境によって引き
起こされる事故に対する配慮。

体育用具（鉄棒）の点検をおこなった。
児童同士の衝突を防ぐために、隣り合う跳
び箱の間隔を十分にあけた。

児童及び教師自身の要因に関
する安全配慮

児童の発達段階、体力、知識、技能、性
格、情緒、規範意識、健康状態、あるいは
教師の指導計画における不備など、児童や
教師自身に内在する要因によって引き起こ
される事故に対する配慮。

子どもの理解度や習熟度に応じて、段階的
に指導した。
話を聞く場面の留意点など学習規律に関し
て指導した。

表 2　抽出されたコード化単位

コード化単位 安全配慮の種類

（ 1）その運動で使う部位の準備運動 
（ 2）技のポイント・コツの指導 
（ 3）種目選択の工夫 
（ 4）教材内容の工夫（ルール、人数、コートの工夫等） 
（ 5）運動の補助者をつける

運動様式に関する安全配慮

（ 6）場づくりの工夫 
（ 7）使用する用具の工夫 
（ 8）用具・施設の点検 
（ 9）自然条件

環境に関する安全配慮

（10）学習規律 
（11）児童の動線指導 
（12）児童の技能・実態に合わせた指導（段階的指導・学習形態の工夫等） 
（13）用具の準備指導 
（14）用具の使い方 
（15）安全教育 
（16）教師の立ち位置 
（17）指導・活動計画の明確化（授業前段階） 
（18）その運動に内在する危険性の予習（授業前段階）

児童及び教師自身に内在する要因に関
する安全配慮
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者自身がおこない、それらのカテゴリーをコード化
単位として設定した。 

本研究におけるコード化単位とは、「分析し得る
最小単位のデータで、テクストにおける最小の部
分であり、ひとつのカテゴリーのもとでまとめられ
る可能性をもつもの」と定義した。

3．結果

⑴　抽出された安全配慮事項
データの割り振りによって 18のコード化単位を
設定することができた（表 2）。これら 18のコード
化単位を「運動様式に関する安全配慮」、「環境に
関する安全配慮」、および「児童及び教師自身の要
因に関する安全配慮」の 3つに分類した。

⑵　安全配慮事項の内容
本研究において調査対象とした初任期にある小

学校教員 15名の体育科授業における安全配慮に関
する事項（以下、安全配慮事項）を集計したとこ
ろ、74の安全配慮事項数が抽出された。また、安
全配慮事項それぞれの割合は、「運動様式に関する
安全配慮」が 20.2％、「環境に関する安全配慮」が
18.6％、および「児童及び 教師自身に内在する要
因に関する安全配慮」が 61.2％であった。
安全配慮事項におけるコード化単位の割合を図 1

～3に示した。運動様式に配慮した安全配慮事項
における各コード化単位の割合は、「準備運動」が
33.4％、「運動のポイント指導」が 28.4％、「教材選
択」が 15.2％、「教材内容」が 12.6％、および「運

図 1　運動様式に配慮した安全配慮事項における各コード化単位の割合

図 2　環境に配慮した安全配慮事項における各コード化単位の割合

図 3　 児童及び教師自身に内在する要因に関する安全配慮事項に
おける各コード化単位の割合
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動補助者をつける」が 10.4％であった（図 1）。ま
た、環境に配慮した安全配慮事項における各コー
ド化単位の割合は、「場づくり」が 41.2％、「用具
の工夫」が 38.4％、「用具・施設の点検」18.8％、
「自然条件への配慮」が 1.6％であった（図 2）。そ
して、児童及び教師自身に内在する要因に関する
安全配慮事項における各コード化単位の割合は、
「学習規律」が 30.6％、「児童の実態に合わせた指
導」が 28.4％、「児童の動線指導」が 4.2％、「用具
の準備指導」が 14.8％、「用具の使い方」が 4.4％、
「安全教育的要素」が 11.8％、「教師の立ち位置」

0.4％、「指導・活動計画の明確化」が 5.2％、およ
び「運動に内在する危険性の予習」が 0.2％であっ
た（図 3）。

4．考察

本研究では、初任から 5年以内の初任期にある
小学校教員の体育科授業における安全配慮の傾向
について検討した。運動様式に配慮した安全配慮
において、授業で扱う運動種目でよく使う身体部
位をほぐすような準備運動や、その種目選択に留
意するといった安全配慮は、授業中の主活動より
も前におこなわれる安全配慮的行為であると捉え
ることができる（以下、主活動前の安全配慮）。一
方、運動のポイントを指導したり、ゲームのルール
を工夫したりするなどして安全を図るような教材内
容の工夫や、運動の補助者をつけるといった授業
中の主活動においておこなわれる安全配慮（以下、
主活動中の安全配慮）がある。このように、体育
の授業に関わる安全配慮事項を捉え直すと、「主活
動前の安全配慮」と「主活動中の安全配慮」の 2

つに分類することができる。それぞれの割合を比
較すると、「主活動前の安全配慮」が 57.9％、「主
活動中の安全配慮」が 42.1％であり、「主活動前の
安全配慮」の方がやや多かった。中村ら 22）によっ
て、教職経験 15年以上の熟練教員における安全配
慮は、教職経験 15年未満の教員に比べて「主活動
前の安全配慮」の割合が有意に少なく、「主活動中
の安全配慮」の割合が有意に多いことが報告され

ている。また、教職経験 5年未満の教員は、授業
で取り扱う競技用の用具を「危ないもの」として回
避する傾向がみられるのに対し、教職経験 5年以
上の教員においては、用具や施設の特性や危険性
を理解することで安全を図る傾向にあることも明ら
かにされている。これらのことから、体育の授業に
おいて、初任期にある小学校教員の安全配慮は、
「主活動中の安全配慮」に比べて「主活動前の安全
配慮」の割合の方が大きい傾向にあり、授業前の
種目や用具の選択に重点が置かれている傾向にあ
ることが示された。すなわち、危険な種目や用具を
回避することによって安全を図るといった傾向があ
ることから、養成課程における体育科に関連した
学びにおいて、安全面に配慮した準備など授業前
におこなう安全配慮はもちろん、授業中の安全配
慮に関する教育内容の充実が必要であることが示
唆された。
環境に関する安全配慮の傾向として、「場づくり」

および「用具の工夫」が約 8割を占めていた。特
に、「用具の工夫」に関する話題の中では、「怪我
をしない（しにくい）用具」、「痛くない用具」、あ
るいは「怖さを感じない用具」といった表現が頻
出しており、そのような怪我をしない（しにくい）
等の「用具」を用いることによって児童の安全に
配慮する傾向が伺えた。この傾向は、初任期にお
ける小学校教員は、体育の授業において怪我の危
険性が低い用具を選択することによって事故を回
避する傾向にあることを示唆しており、中村ら 22）

の報告とも一致するものであった。
児童及び教師自身に内在する要因に関する安全

配慮の傾向としては、「学習規律」「児童の動線指
導」「用具の準備指導」「安全教育的要素」が約 6

割であったことから、児童の安全に対する意識の
啓発を含め学習環境を整備することによって安全
に配慮する傾向が示されたと考えられる。その一
方で、「教師の立ち位置」「運動に内在する危険性
の予習」の割合は顕著に低く、教師自身が危険を
予見することによって事故を回避するなどの安全
配慮は乏しく、安全配慮的行為における不均衡も
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示された。
本研究では、面接調査によって、初任期にある
小学校教員の体育科授業における安全配慮の傾向
について検討し、「体育科」における安全教育の指
導内容に資する基礎資料を得た。しかしながら、
これらの傾向が、養成課程における学びの不足に
由来するものなのか、教職経験の少なさから生じ
るものなのか、あるいは他の要因によるものなのか
といった背景については明らかとなっていない。大
学における教員の養成課程において、平成 31

（2019）年度の入学者から「学校安全」科目が必修
化された。体育の授業における安全配慮的行為の
形成において、「学校安全」科目の役割や効果につ
いても今後の検討が期待される。
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