
⼤学体育における
「⽣活の体育化」に向けた実践が
精神的健康に及ぼす影響
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休養活動

スポーツ型体育 保健型体育
効果が限られる 積極的⼈間形成が不⾜

全⽣活型体育(⽣活の体育化)

2

体育の実践⽅法

(⾦原,1977、2005)

⽣涯に渡って⽣活の全ての場⾯で⼼⾝を育む
活動 休養摂取



体育の授業時間に加え、授業時間外でも⼼⾝を育てる
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⽣活の体育化を体育授業に

いつでも どこでも なんでも

⼀般体操

(⽇本体操協会,2018)
：簡易性・可変性・個別性
⾃由性・創造性・計画性

→⽇常⽣活でできることを体育授業で実践することで
⽇常⽣活での過ごし⽅について考えさせる

：健康づくりや体⼒の向上を⽬指して⾏う
「exercise」を取り扱う領域(⻑⾕川,2017)



こころの健康と⽣活の体育化
いきいきと⾃分らしく⽣きるための重要な条件

運動 ⾷⽣活 休養と睡眠

⽇常⽣活の過ごし⽅が重要
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⽣活の体育化が貢献できる

(厚⽣労働省,2013)
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現状の課題と⽬的

⼤学体育授業において、これまで取り⼊れられてこ
なかった⽇常⽣活の中で実践できる運動プログラム
をICTを⽤いて指導し、運動プログラムが精神的健
康に及ぼす影響を明らかにすること。

・⼤学体育における⽇常⽣活に介⼊する⽅法は、⾝体活動増強のための学習やモニ
タリング(⽊内ら,2009)や講義と有酸素運動等の運動指導(Sallis,1999)であり、
⽇常⽣活と運動を密接化させた内容を指導した報告は⾒当たらない。
・ICTを利活⽤した教育が推進されており(⽂部科学省,2018)、実技授業でも使われるようになって
いる。with/afterコロナ時代でも、有効な使い⽅をしていく必要がある。
・⾝体活動全般は⼼理的覚醒⽔準を増加させ、静的ストレッチやゲーム性のある種
⽬は快気分を向上させる(⾼橋ら,2012)。そのため、⽇常⽣活の中で実践する運動も⼼
理的効果があると考えられる。また、継続することによる効果の検証も必要である。



研究の構成

実態把握 運動考案 効果検証

研究① 研究② 研究③

全⽣活型体育/⽣活の体育化に向けた
体育授業実現に向けて
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⼤学体育における
⽇常⽣活介⼊実践の
ねらいや⽅法の把握

運動プログラムを考案し、
⼤学⽣が⽇常⽣活で実践で
きる運動を抽出

運動プログラム指導し、
即時的/継続的効果を検証

修⼠論⽂で実施済み



研究① 題⽬と⽬的実態把握
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「全⽣活型体育」「⽣活の体育化」についての研究の動
向を明らかにするとともに、⼤学体育指導現場における
⽇常⽣活への介⼊の実態について明らかにする。

「⽣活の体育化」についての実態調査
―系統的レビュー調査とアンケート調査を⽤いて― 



研究① ⽅法1：レビュー調査
・「全⽣活型体育」/「⽣活の体育化」で検索

「全⽣活型体育」Google scholar 14件/CiNii 6件
「⽣活の体育化」Google scholar 56件/CiNii 21件
・「⼤学⽣」・「⽇常⽣活」/「⽣活習慣」・「介⼊」で検索
・海外における⽇常⽣活を取り上げた実践について検索
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実践の に着⽬
ねらい
⽅法
成果

⼼⾝の育成⇔健康 ？
具体例なし⇔フィットネス

⽣活の管理

実態把握



• 対象者:
体育実技指導教員(筑波⼤学,東京芸術⼤学,東海⼤学…)
体育実技受講学⽣(筑波⼤学,東京芸術⼤学,東海⼤学…)

• 質問項⽬
①⽇常⽣活/⽣活習慣に関わる指導をして(受けて)いるか
②どのようなねらいの指導をして(受けて)いるか
③どのような内容の指導をして(受けて)いるか

• 質問⽅法
Googleフォームを使⽤
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研究① ⽅法2：アンケート調査実態把握



研究② 題⽬と⽬的

⼤学体育において「⽣活の体育化」を指導内容とする
ために、⽇常⽣活で実施できる運動プログラムを考案
し、継続するための実践的な知⾒を得ること。

実現のための
運動の考案
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⼤学体育における「⽣活の体育化」に向けた実践
―⽇常⽣活で継続できる運動の提案― 

修⼠論⽂で実施済み



研究② ⽅法-1
• 対象者

筑波⼤学リフレッシュ体操受講者(4回の授業のうち3回以上出席した者)

• 指導内容(運動プログラム)
「どこトレ」(どこでも楽しくトレーニングできる)を4回指導する。
1回⽬: 階トレ(階段=トレーニング場)
2回⽬: スマートレッチング(スマートフォン＋ストレッチング)
3回⽬: 座・チェック(座位＋チェック)
4回⽬: 私のどこトレ

実現のための
運動の考案
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修⼠論⽂で実施済み



階トレの運動内容
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ふくらはぎ
伸ばし

1回転半

反回転

フラミンゴくだり

狂⾔
くだり

ふともも前⾯伸ばし



スマートレッチングの運動内容

逆さスマホ

ひねりスマホ

抱えスマホ

股関節のばし

ふともも裏⾯
のばし

体側のばし
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座・チェックの運動内容
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⾸肩のばし

考える⼈ 腕⽀持⽴ち
ロコモ度
テスト⽴ち

スクワット座り プッシュ⽴ち
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私のどこトレの実施⽅法 ⾃分なりに運動を考案

階トレ

スマートレッチ

ザ・チェック



研究② ⽅法-2
• 指導⽅法

LMS(manaba)を⽤いて教材を提⽰
電⼦アンケート機能を利⽤して運動プログラムの評価

• アンケート内容
運動プログラム評価(興味度・快適度、実施希望度、感想)
⽇常⽣活における実施・継続実態、感想

(各授業終了1週間後、全授業終了3ヶ⽉後)

実現のための
運動の考案

16運動プログラム評価 実施実態調査 継続実態調査

3ヶ⽉

1 1 2 2 3 3 4 4

修⼠論⽂で実施済み
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3ヶ⽉後継続率 29％
運動内容 ストレッチ系の運動
継続理由 「簡単だから」78%
継続しなかった理由「忘れていたから」100%

心地よく軽めで容易な運動

リマインダー 生活の
体育化

研究② 結果実現のための
運動の考案

修⼠論⽂で実施済み



研究③ ⽬的 題⽬と⽬的

「⽣活の体育化」を実現させるための授業⽅法を提案す
るとともに、⽇常⽣活における運動プログラムの継続が
精神的健康に及ぼす影響を明らかにする。

実現と効果検証
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⼤学体育における「⽣活の体育化」に向けた
授業の効果検証 ―精神的健康に着⽬して― 



研究③ ⽅法-1
• 対象者
介⼊群:2022年度筑波⼤学共通体育リフレッシュ体操(春)受講者(2クラス)70名程度
統制群:2021年度筑波⼤学共通体育リフレッシュ体操(春)受講者(2クラス)70名程度

• 運動プログラム
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1,外でどこトレ 〜わくわくMets VS Mets〜
わくわくWalking 、階段トレ

2,中でどこトレ 〜⽇常⽣活に遊び⼼を〜
スマートレッチ、ザ・チェック

3,ベットレッチ 〜快適な⼊眠・起床のために〜

研究②で
得られた結果をもとに

追加考案

効果検証 実現可能？

運動継続者の特徴
運動への「楽しさ・⾼揚感」

継続しやすい運動の種類
「楽しく、気持ちが良いこと、
効果を実感できること」

(江⼝,2019)

(細井,2011)

授業中

授業時間外



運動の即時的効果を気分の状態(快・不快、興奮・沈静)⼆軸から測定できる
⼆次元気分尺度(坂⼊ら,2003)を各テーマ実施前後に測定。
ベッドレッチの継続的効果として、睡眠の質・量・リズムを評価できる
3次元型睡眠尺度(松本ら,2014)の実施。
介⼊前後の睡眠について1ヶ⽉ごとに3ヶ⽉間測定

運動プログラムの継続的効果を、精神健康度として測定できる
GHQ-12(中川,1996)の実施。1ヶ⽉ごとに3ヶ⽉間測定
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研究③ ⽅法-2効果検証

授業に対する内省調査(運動プログラム評価、授業内容の評価)

⽇常⽣活における運動プログラムの実施・継続実態調査(毎週実施する)

精
神
的
健
康

継
続
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2次元気分尺度

測定
Aクラス

Bクラス

測定 測定

測定 測定 測定
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2次元気分尺度…気分を測定
(「外でどこトレ」「中でどこトレ」)

活性度/ポジティブ覚醒(=エ＋ク−ウ−キ)と
快適度/ネガティブ覚醒(=ア＋オ−イ−カ)を測定



3次元型睡眠尺度…睡眠の量・質・リズムを測定
(「ベッドレッチング」)
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寝る態勢に⼊ってから30分以上寝付けない
夜中に2回以上⽬が覚める
起床する予定の時刻よりも2時間以上早く⽬覚めて、その後寝付けない
深く眠れた感じがしない
眠れないことに不安を感じる

本当はもっと寝たいが、思うように睡眠がとれていない
⽬覚めた直後に強い眠気や疲労感が残っている
昼間だけでなく、午前中や⼣⽅に眠気を感じる
居眠りやうたた寝をする
平⽇の睡眠時間は6時間未満である

平⽇・休⽇に関わらず、就寝時間はほとんど変わらない
平⽇・休⽇に関わらず、起床時間はほとんど変わらない
朝⾷は毎⽇きちんとした⾷事を摂っている
「朝型」と「夜型」でいうと、⾃分は「朝型」である
平⽇の起床時刻は…
午前6時頃もしくは午前6時よりも早い
午前6時30分頃
午前7時頃
午前7時よりも遅い

リズム

質

量

質問項⽬



GHQ-12…精神的健康を測定
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神経症のスクリーニング⽤に作成された。
下位因⼦を想定しつつも⼀元性が仮定できる尺度(清⽔,2014)。
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⽇常の中で実施できる運動の継続
⼤学体育における指導内容の拡充と指導効果の向上

楽しく⼼地よく実施できる運動を考案し、ICTを⽤いて指導するにより

⼤学期に確⽴された⾝体活動パターンの
⻑期間に渡る維持が⽰唆(Fishら,1996)されることから
⽣涯にわたる⽣活習慣と精神的健康の改善へ寄与

期待される成果
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最近の考え事...
•題名に出しているが、「⽣活の体育化」は本当にやりたいこと？
⽣活の全てを通してからだを積極的に育てる
→【成⻑させる】【なるべく強くする】
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もちろん⽣活の中も使って⾝体を成⻑させることは⼤事だけど、
「⽣活の中で成⻑・効果を⽬的とする体育/運動」よりも、
⽣活の中に運動を取り⼊れながら、その場を⼼地よく豊かにしたい。
「⽣活の動楽化」の⽅がいいな。

⽣活の体育化の発想は借りつつ、
題名や⽬的等を変えようかな？
(マイナーチェンジ)


