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The purpose of this study was to clarify the philosophy and the factors regarding difficulties 
in the teaching of Gymnastics for All, and to show the structure of the philosophy and 
factors, in order to contribute to improving the quality of instruction in Gymnastics for All 
and to obtain basic knowledge for enhancing the teaching of Gymnastics for All. The 
research method was an interview, conducted in the form of a one-on-one personal interview 
between the researcher and the subject. It was conducted either in person or using a 
videophone tool. As a result, it became clear that while "understanding the participants," 
"teaching experience," and "use of hand tools" were common factors in the teaching 
philosophy, each instructor had different goals that were important to them. In terms of 
difficulties, it became clear that "how to relate to the participants" and "identifying the 
goal" were the factors that caused difficulties. 

 
【緒言】 

 第 4 次産業革命により生活環境全般において利

便性が向上し、急速に社会が変化する 1)一方で、

身体活動量の減少や運動不足による問題が明ら

かになっている 2)、3)。しかし、我が国において、

運動習慣があるものは半数にも満たず、運動習慣

を改善することに関心はあるが、改善する意思は

ないことの理由に、「仕事（家事・育児）が忙し

いこと」、「面倒くさいこと」、「歳をとったこと」

があげられている 4)。このことから、時間的制限

などを理由に、運動を実施する習慣を身につける

ことを諦めている可能性が考えられる。そのため、

実施者の生活様式や能力に合わせ、無理なく続け

ることができる運動の実施方法や内容が求めら

れている。 

本研究で対象とする一般体操は、「競技をしない

すべての体操」のことを示す。その目的は、健康

的な体を維持することや、一般体操を実施するこ

と自体を楽しむこと、一般体操を通して交友関係

を広げることなど様々である。また、一般体操の

特性には、「いつでも、どこでも、だれでも、ま

た、だれとでも、手軽に実施することができる」

といった「実施の簡易性」や、「個人の体力・技

能・年齢に応じて運動の行い方や構成の仕方を調

節できる」といった「実施者の個別性」がある 5)。

そのため、一般体操は、性別や年齢を問わず、誰

もが無理なく運動を継続できる可能性を有して

いると考えられる。 

 このような一般体操の普及・発展を図るために

は指導者の質向上が求められるが、競技性のない

一般体操は、決められたルールや規則がなく、指

導者によって実施内容が全く異なると考えられ

る。つまり、一般体操では、指導者の理念によっ

て実施内容が決まる可能性が考えられる。2015

年に日本スポーツ協会が掲示したグッドコーチ

に求められる資質能力において、指導者の理念は

「自分自身のコーチングを形作る中心にあるも

の」と報告している 6)。また、森田らは、「スポ

ーツ指導のあり方を問うだけでは、それに適うだ

けのスポーツ指導を実現することは難しく、指導

者の内面を汲み取る必要性があること」を示唆し

ている 7)。このことから一般体操の指導の質向上

を図るためには、指導者の考え方を認識する必要

性があると考えられる。 

 しかしながら、これまでの先行研究や事例を調

査したものの、一般体操の方法や内容に関する書

籍や研究は見受けられるが、指導の根本となる理

念に関するものは確認されなかった。 

 また、本研究では、指導上の困難さにも着目し

た。指導上の困難さに関する研究に関しても、競

技スポーツ 8)や学校教育 9)に関するものは散見さ

れるが、一般体操の指導上の困難さに関する研究

は見受けられなかった。そこで、一般体操の実践

現場における指導上の困難さを明らかにするこ

とで、より実践的な知見が得られる可能性がある

と考えた。 

よって、本研究では、一般体操における指導の

質向上に寄与するため、一般体操の指導理念と、



 

指導上の困難さについての要因を明らかにし、そ

の構造を示すことで、一般体操の指導を充実させ

るための基礎的知見を得ることを目的とした。 
 
【対象と方法】 

1）研究対象者 

研究対象者は、一般体操の指導歴が 20 年以上で

あり、加えて、幼児から高齢者といった様々な対

象者への指導経験を有する 3 名の指導者を選定

した(表 1)。 

 
表 1 研究対象者の基本属性 

研究 

対象者 
年齢層 性別 指導歴 

A 60 歳代 男性 42 年 

B 50 歳代 女性 32 年 

C 40 歳代 女性 20 年 

 

2）調査方法 

調査方法は、半構造化インタビューとし、表 2

に示すインタビューガイドに沿って、インタビュ

アーと研究対象者の一対一による個人面接形式

で行った。また、対面または、ビデオ電話ツール

を使用し、30 分から１時間程度を目安に実施し

た。さらに、インタビューで得た音声は、研究対

象者の承諾を得て、IC レコーダーに録音した。 

 
表 2 インタビューガイド 

質問内容 

①一般体操の指導において大切にしていること 
②指導当初（指導歴 0~3 年未満）一般体操の 
 指導において困難さを感じたこと 
③現在、一般体操の指導で困難さを感じること 

 

3）分析方法 

佐藤 10)が提示する「演繹的/機能的アプローチ」

および、太田 11)を参考に、質的データ分析を行

った。その際、質的データ分析専用のソフトウェ

ア MaxQDA（バージョン 2022）を用いた。分析は、

まず筆者が単独で行った。その後、体操指導を専

門とする研究者１名と討議し、分析内容の修正を

行い、本研究の信頼性と妥当性を担保した。 

具体的な手順としては、①録音されたインタビュ

ーの音声データから逐語録を作成した。②その中

から、一般体操の指導理念と困難さに関係する語

りを抽出し、分析の対象とした。③作成したテク

ストデータを分析可能なユニットに分け、コーデ

ィング作業を行った。④続いて、具体的な内容を

表すコードを、より抽象度の高い、概念的なカテ

ゴリーに構築した。⑤その後、逐語録の内容を重

視しながら、カテゴリー同士の関係を考え、関係

図を作成した。 

 
 

【結果】 

1)理念に関する要因 

分析の結果、A 氏は 8個のカテゴリーと、22 個

の上位コード、29個の下位コード、B 氏は 6個の

カテゴリーと、21 個の上位コード、31 個の下位

コード、C 氏は 6個のカテゴリーと、26個の上位

コード、15 個の下位コードが生成された。なお、

カテゴリーは【】、上位コードは〔〕で表した。A

氏の理念における要因では、【動くこと自体の楽

しさ】、【社会的背景】、【運動への主体的な関わり】、

【参加者理解】、【指導経験】、【一般体操の特性理

解】、【ねらいの設定】、【方法】といった 8個のカ

テゴリーが生成された。また、B 氏においては、

【新たな身体感覚の獲得】、【参加者理解】、【方法】、

【運動実施の過程の重視】、【指導経験】、【交流】

といった６個のカテゴリーが生成された。さらに、

C 氏においては、【生涯における体操実施】、【交

流】、【指導経験】、【参加者理解】、【領域特性の認

知】、【方法】といった６個のカテゴリーが生成さ

れた。また、カテゴリーを「指導前の経験・知識」

と「指導者のねらい」に分けて整理し、相互関係

を示した関係図を構築した(図 1、2、3)。その構

築した関係図から、「指導前の経験・知識」が「指

導者のねらい」を形成していることが明らかにな

った。 

 
図 1 A 氏における理念の要因についての関係図 

 

 



 

図 2 B 氏における理念の要因についての関係図 

 
図 3 C 氏における理念の要因についての関係図 

 

2)困難さに関する要因 

【困難さ】に関する要因として、A 氏では〔主

体性を引き出す指導〕、〔競争しない方法での指

導〕、〔参加者との関係構築〕、〔動くこと自体の楽

しさを見出させる指導〕、〔指導当初の困難さ〕、

〔指導者自身の理念の構築〕、〔指導者のねらいと

参加者の要望とのすり合わせ〕が抽出された。ま

た、B 氏では、〔運動に対する否定的なイメージ

の覆し〕、〔運動難易度の設定〕、〔一般体操に関す

る知識不足〕、〔参加者との関わり方〕、〔一般体操

への興味・価値の享受〕が抽出された。さらに、

C 氏では〔運動のねらいの見定め〕、〔指導当初の

困難さ〕、〔領域の特異性の理解を通した動機の養

成〕が抽出された。 

 

【考察】 

以下、『』の文章は、研究対象者のテクストか

らの抜粋である。 
 

1)指導理念 

指導者 3 名に共通したカテゴリーとして、【参加

者理解】と【指導経験】と【手具の活用】の３個

があげられた。 

まず、指導者は、【参加者理解】によって、指導

における実施内容やねらいの方向性を定めてい

ることが明らかになった。本研究対象者は、指導

する際の実施内容を予め全て決めているわけで

はなく、実施者の実態に応じて、運動の内容を適

切に調節するといった実施者の個別性 5)を重視

しているといえる。さらに、『ネガティブになっ

ている人たちの方に、私の場合は、いつも重点が

置いてしまうし、そこに、この(一般体操を)それ

こそ指導する意味がある気がしていて』といった

語りや、『縄跳びだったらいろんな跳び方、技系、

二重跳びが何回できます。クロス跳びが何回でき

ます。っていう、そういうどんな大変なことが、

どれだけ出来るっていうようなことしか、してこ

なかったり』といった語りから、本研究対象者で

ある３名の指導者は、【参加者理解】において、

〔運動が不得意な人への指導の重要性〕や〔限ら

れた運動経験〕を認知していることが明らかにな

った。このことから、本研究対象者である 3 名の

指導者は、運動に対して、苦手または否定的な意

識を持っている参加者に配慮するように、より重

点的な指導を行っていることが示唆された。 

次に、継続的に指導を実施することで、参加者

にとって体を動かすことの意味や難しさなどを、

指導者自身が実感するといった〔指導継続による

学び〕や、『知ったことを現場でやってみるのを

行ったり来たり繰り返して、だんだん親子ってこ

んな感じなんだなとか、経験しつつ(学ぶ)』とい

った語りから、【指導経験】による学びが語りか

ら得られた。経験による学びは、実践知と呼ばれ、

「個人的、経験的な知識、柔軟で不定形な知識」

と定義されおり 12)、現場での実践と省察を繰り

返すことで、コーチングに関する実践知が、「各

自の持論」として形成される 12)。このことから、

【指導経験】が各指導者の考えを構築し、重要な

理念を形成する際に深く関わっているのではな

いかと考えた。 

さらに、【手具の活用】をすることで、運動を行

うことに対して必然的な意味を見出すことや、手

具の操作に集中させることによって、『恥ずかし

さを感じさせない』で指導を行える可能性が考え

られた。 

また、共通したカテゴリーがいくつか明らかに

なった一方で、重要視するねらいは、指導者ごと

に異なることが明らかになった。現在の指導では、

A 氏は社会体育における参加者を、B 氏は一般学

生を、C 氏は指導者を目指す学生を対象としてお

り、それぞれ指導者によって対象者の特性に異な

りが見られた。そのため、参加者の違いによって、

異なるねらいが生じると考えられた。 

 

2)指導上の困難さ 

3 名の指導者に共通して見られた点は、指導当

初の一般体操に関する知識不足であった。一般体

操と同じ特性を有する領域である「体つくり運

動」に関する学校体育の教員の意識調査において

も、「授業や単元を維持するに必要な知識」に自

信がないことが報告されている 13)。そのため、

一般体操は運動内容やねらいが指導現場ごとに

固有であることから、適切な方法論で展開するこ

とに困難さが生じると考えられた。しかし、これ

は指導当初の困難さに限ったものであり、20 年

以上の指導歴を有した後には感じていないこと



 

が確認された。つまり、指導者は指導経験から実

践的な知識を得ることで、知識不足が要因となっ

て生じる困難さについては減少することが示唆

された。 

次に、A 氏と B 氏に共通して見られた困難さの

要因は、参加者との関わり方であった。そのため、

この 2名の指導者においては、運動に対して否定

的な参加者に対して動くことを強制せずに、参加

者自らが動き出したくなるように指導すること

が困難なのではないかと考えられた。また、A 氏

と C 氏に共通して見られた困難さの要因は、ねら

いの設定であった。つまり、参加者の状況や、教

室環境等の多様な要因を考慮し、ねらいを定める

ことが困難であると考えられた。そのため、主な

ねらいを設定する際に苦慮するといった困難さ

が生じることが考えられた。 

 
【結論】 

本研究では、一般体操の指導理念と指導上の困

難さに関する質的研究を行うため、研究対象者 3

名に対して、半構造化インタビューを行った。 

分析の結果、指導理念においては、【参加者理解】、

【指導経験】、〔手具の活用〕の要因が共通点とし

て挙げられた一方で、それぞれの指導者で、重要

視するねらいがことなることが明らかになった。

また、困難さにおいては【参加者との関わり方】、

【ねらいの見定め】が困難さを生じる要因として

明らかになった。一般体操の指導の質を向上させ

るためには、まず、指導者が共通した要因につい

て学びを深める必要性が考えられる。 

最後に、本研究が、一般体操の指導を充実させ、

一般体操の普及・発展のための一助となることを

期待する。 
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