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〈研究報告〉

要旨

本研究の目的は，効果的なオリンピック・パラリンピッ
ク教育の研修方法を明らかにすることである．その際，「オ
リンピック・パラリンピック教育の実施計画の作成」とい
う課題を設定した作業を中心とした活動を取り入れた参
加型教員研修を実施し，研修の前後でアンケート調査を
実施した．

4件法で回答を求めた質問紙の量的データを比較し
た結果，オリ・パラ教育に対する興味（質問①），重要
性の認識（質問②），内容に関する知識（質問③），方法
に関する知識（質問④），そして実践する自信（質問⑤）
の全ての項目で研修の前後で有意な向上が見られた（質
問①F（1,328）=34.47，p<.01：質問②F（1,328）=39.49，
p<.01：質問③F（1,328）=17.02，p<.01：質問④：F（1,328）
=23.82，p<.01：質問⑤F（1,328）=27.67，p<.01）．しかし，
Okada et al（2019）における伝達型（講義形式）の教員研修
のデータと比較した結果，研修方法に基づく効果の差異
は確認できなかった．また，研修を受けた感想について
自由記述で回答を求めた質的データをSCATによって分
析した結果，実践への意欲だけでなく各推進校の実状に
即した具体的な実践のイメージを獲得し，そのことが実
践方法の提案や実践への自信の獲得につながった，と考
えられた．

1.緒言

1．1．オリンピック・パラリンピック教育に関する教員研
　　　修の重要性と実施状況
現在，日本では，東京オリンピック・パラリンピック競
技大会（以下，「東京大会」）に向けたオリンピック・パラ

リンピック教育（以下，「オリ・パラ教育」）が盛んに行わ
れている．一方で，実際にオリ・パラ教育を推進する「全
国の多くの学校現場や自治体では，いまだ戸惑いが続い
ている」（佐野，2018，p．102）という報告もあり，オリ・
パラ教育の実践を実現するための教員へのサポートのあり
方が課題として指摘されてきた（舛本，2012：安齋ほか，
2017）．ここで重要な点が，オリ・パラ教育の実践を実
現するための教員へのサポートは，継続的なオリ・パラ教
育の実現という課題と密接に結びついていることである．
Masumoto（2012），Sanada（2017），Obayashi（2017）が
明らかにしている通り，日本では，1964年に開催された
東京大会，1972年の札幌大会，1998年の長野大会にお
いても，現在のオリ・パラ教育につながる取り組みが行わ
れてきた．しかし，これらの取り組みが大会後に継続的
に行われることは少なく注1），「一過性に終わってしまった
ことは否定できない」（佐野，2018，p．103）．そのため大
会後にも継続されるようなオリ・パラ教育の推進が望まれ
る中で，各種学校でオリ・パラ教育を実施する教員に対
する効果的なサポートが求められている（真田，2017）．
継続的なオリ・パラ教育を実現するための教員への効

果的なサポートの一つとして教員研修がある．日本におけ
るオリ・パラ教育の方向性を示した「オリンピック・パラ
リンピック教育に関する有識者会議」（以下，「有識者会
議」）の最終報告でも，学校でのオリ・パラ教育の実現の
ために「教員養成や教員研修において，オリンピックやパ
ラリンピックへの理解を深める機会の充実を図ることが期
待される」（有識者会議，2016，p．15）と明記されている．
また，大会開催都市である東京都のオリ・パラ教育の推
進の方向性を示した「『東京都オリンピック・パラリンピッ
ク教育』実施方針」（東京都教育委員会，2016）でも，オ
リ・パラ教育の実践を行う教員への支援策の一つとして
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「教員研修の充実」が挙げられている．そして，実際に東
京都教育委員会では，2016年度に2回，2017年度に3回
のオリ・パラ教育に関する教員研修を実施している（東京
都教育委員会，online）．さらに，東京都以外の道府県
及び政令市において，オリンピック・パラリンピック競技
大会に対する関心を高め，大会後に有形・無形のレガシー
を創出することを主な目的として行われているスポーツ庁
委託事業「オリンピック・パラリンピック・ムーブメント
全国展開事業」（以下，「オリ・パラ教育事業」）でも，事
業に参画した学校の教員へのサポートの一貫として教員
研修が行われている注2）．

1．2．オリンピック・パラリンピック教育の教員研修に
　　　関する先行研究の批判的検討
上述のように，オリ・パラ教育の教員研修の実施がオ
リ・パラ教育の実践の充実だけでなく継続的なオリ・パ
ラ教育の実施のための重要な課題であり，実際にオリ・
パラ教育に関する教員研修が行われている．他方で，国
内外のオリ・パラ教育に関する研究において教員研修を
対象とした研究は，管見の限り，上述の2つの教員研
修の取り組みのうち，後者のオリ・パラ教育事業の一環
として行われた教員研修の効果検証を行った友添ほか
（2018）及びOkada et al（2019）のみである注3）．友添ほか
（2018）は，前述のオリ・パラ教育事業における早稲田大
学オリンピック・パラリンピック教育研究センターの取り
組みを報告する中で，教員向けの研修である地域セミナー
の効果検証を行っている．そして，オリ・パラ教育に対
する興味・関心や重要性の認識だけでなく，知識や実践
への自信も高まったことを報告している．しかし，教員
研修の形式の差異に関しては言及がないため，どのような
オリ・パラ教育の教員研修が効果的かは十分に検討され
ていない．このような課題に対して，Okada et al（2019）
は，友添ほか（2018）で取り上げたオリ・パラ教育の教員
研修のうち，オリンピアン，パラリンピアン，オリ・パラ
教育の専門家の3名による講演を中心とした伝達型（講
義形式）の教員研修の効果検証を行っている．その結果，
伝達型（講義形式）の教員研修は，オリ・パラ教育に対す
る興味・関心や重要性の認識には効果的であったが，こ
れらの項目に比べて実践的な内容や方法，さらには実践
への自信に関しては低い値を示したことを指摘している．
しかし，Okada et al（2019）は，伝達型以外の方法の検討
は課題として指摘するに留まっている．このような先行研
究の検討を踏まえると，オリ・パラ教育の教員研修に関
する研究では，より実践につながる教員研修の方法の模
索が課題と言えよう．

1．3．本研究の目的
上述の問題意識及び先行研究の批判的検討を踏まえ
て，本稿では，オリ・パラ教育に関する参加型の教員研
修を実施し，その効果を検証することを目的とする．
教員研修センター（2012）によれば，教員研修の方法は，

伝達型，参加型，課題研究型，体験型の4つに大別でき
る．これらの方法の中で，特に参加型の教員研修は，よ
り実践的な知識や自信の獲得に効果的であることは，教
員研修の効果検証を行ったこれまでの研究において明ら
かにされてきた（松本ほか，2013：大橋，2015：須藤・藤
井，2012）．そのため，本研究では，参加型の教員研修
に着目した．

2.方法

2．1．オリンピック・パラリンピック教育に関する参加型
　　 教員研修プログラムの内容
本研究では，前述のスポーツ庁によるオリ・パラ教育

事業で地域セミナーという名称で行われている教員研修
に着目した．スポーツ庁のオリ・パラ教育事業では，公
募によってスポーツ庁と委託契約を結んだ地方自治体を
オリ・パラ教育推進地域と定めている．そして，教育委
員会を中心に，推進校の決定やオリンピアン・パラリンピ
アンの派遣の手配，さらには実践のサポートなどの取り組
みが行われている．このような取り組みの一つとして，地
域セミナーという名称で，推進校の教員を対象とした教
員研修が行われている．また，友添ほか（2018）によれば，
地域セミナーでは，オリ・パラ教育事業の概要や実践方
法に関する情報提供が主に行われている．そこで本研究
では，事業概要や実践事例の紹介に加えて，受講した教
員が各校における「オリ・パラ教育の実施計画の作成」を
行う「作業を中心とした活動」（教員研修センター，2012，
p．53）を取り入れた参加型の教員研修を行った地域セミ
ナーに着目した．意欲や関心をより高めることができる参
加型の中でも，特にワークショップは「受講者の共同作業
により，相乗的な成果を創りあげることができる」（教員研
修センター，2012，p．53）と言われており，実際に共同
作業を組み込んだワークショップ型の研修の成果が報告
されている（添田ほか，2018：岩田ほか，2019）．日本では，
前述の通り，オリ・パラ教育が推進され少しずつ実践が
積み重ねられてきているが，まだまだ推進校の教員の創意
工夫によるところが大きいのも事実である（真田・荒牧，
2016）．また，岡田ほか（2018）は，オリ・パラ教育事業
において，実際にオリ・パラ教育を実施した教員が「早期
の実施計画の立案」を課題として挙げていることを指摘し
ている．これらのことから，「オリ・パラ教育の実施計画
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の作成」という課題を設定することが，より実践的な知識
や自信の獲得に効果的であると考えた．

2．2．対象
本研究は，オリ・パラ教育事業において2018年5月か

ら7月にかけて5地域で実施した地域セミナーに参加した
教員のうち，オリ・パラ教育に関する研修をこれまで受
けたことがない教員を対象とした．対象者の内訳は，小
学校教諭35名，中学校教諭21名，高等学校教諭11名，
特別支援学校教諭3名の計70名であった．

2．3．調査手続き
上述の通り，スポーツ庁のオリ・パラ教育事業では，

教育委員会を中心に教員研修が行われている．そこで，
推進地域の教育委員会の担当者に対して調査を依頼し許
可を得た．その上で，教員研修の際に，参加した教員に
対して調査の趣旨を伝えたうえで，回答は強制ではない
ことを伝えて協力を依頼した．

2．4．収集データ
2．4．1．量的データ
本研究では，友添ほか（2018）及びOkada et al（2019）
で使用しているアンケート用紙を活用した．友添ほか
（2018）及びOkada et al（2019）は，オリ・パラ教育関連
の教員研修の先行研究がないことから，体育や他教科に
関する教員研修の先行研究を整理し，①オリ・パラ教育
に対する興味，②オリ・パラ教育の重要性の認識，③オ
リ・パラ教育に関する知識（内容）の理解，④オリ・パラ
教育の実践方法に関する知識の理解，そして⑤オリ・パ
ラ教育を実践する自信の獲得の5項目で構成された「オリ・
パラ教育の教員研修に関するアンケート」を作成した注4）．
なお，量的データの収集は，対象となる教員研修の前後
で実施した．

2．4．2．質的データ
Okada et al（2019）でも課題とされているが，教員研修

の効果を質的に測定するために，体育の教員研修の効果
測定に関する先行研究でも使用されている自由記述の調
査を実施した注5）．具体的には，松本ほか（2013）や大橋
（2015）を元に，教員研修の受講後に「研修を受けた感想」
に関する回答を求めた．

2．5．データの分析方法
2．5．1．量的データの分析方法
オリ・パラ教育教員研修アンケートによる量的データの

分析に関しては，質問項目の回答を「とてもそう思う=4

点」，「そう思う=3点」，「あまりそう思わない=2点」，「そ

う思わない=1点」として得点化し，SPSS ver.24を用いて
全ての質問項目に関して，群（参加型）×調査時（事前・
事後）の t検定を行った．さらに，本研究における参加型
の教員研修と先行研究であるOkada et al（2019）における
伝達型の教員研修を比較検証するために，全てのデータ
の正規性を確認したうえで群（参加型・伝達型）×時間（事
前・事後）の二要因分散分析を行い，群と時間における
交互作用が認められた場合は，Bonferroni法による単純
主効果検定を行った．

2．5．2．質的データの分析方法
質的データの分析に関しては，「Steps for Coding and 

Theorization」（以下，「SCAT」）を採用した．KJ法に代
表される質的データの分析に関しては，一般的に，分類
（分析）結果の信頼性の問題や多量のデータが必要とな
るデータ数の問題が指摘されている（藤井，2005：大谷，
2011）．これらの質的データの分析の限界に対して，分析
手続きを明瞭にし，小規模データにも有効な方法とされ
るのがSCATである（大谷，2008，2011）．SCATは，「デー
タの準備」，「ステップ・コーディングの実施」，「ストーリー
ラインの記述」，「理論記述の試み」，「疑問・課題の記述」
という手続きを明示的に残すことで「分析過程の省察可能
性と反証可能性」（大谷，2008，p．40）を高め，「自分の
分析の妥当性の確認（validation）のためのリフレクション
を分析者に迫る機能」（大谷，2011，p．157）を有してい
る注6）．このようなSCATは，自由記述の分析にも有効で
あることが示されている（大谷，2011）．そこで，限定され
た人数による自由記述によるデータを収集する本研究に
適していると考えSCATを採用した．その際，本稿のよ
うな小規模なデータの場合，「主に対象についての記述的
な理解を得ることを目的とすべき」（大谷，2008，p．32）
と指摘されていることから，「ストーリー・ラインの記述」
まで行った．また，SCAT分析では，「作業を協働で行う
ことで，多様な観点を共有」（大谷，2008，p．39）できる
と考えられることから，筆者と共著者1名で意見をすり合
わせ，一致しない場合は3人目に意見を求めるという手
順をとった．ただし、実際は筆者と共著者の間で意見の
すり合わせを行い、全て一致したため、3人目に意見を求
めることはなかった．

3．結果と考察

3．1．量的データの結果
　教員研修の前後で実施した「オリ・パラ教育の教員
研修に関するアンケート」の5つの質問項目を比較した結
果，表1の通り，全ての項目で有意な向上が見られた．
次に，本研究で収集した参加型のデータとオリ・パ

オリンピック・パラリンピック教育の教員研修の方法に関する実践的研究：参加型の教員研修の効果検証を通して
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ラ教育の教員研修に関する先行研究であるOkada et al

（2019）における伝達型のデータを比較した結果，表2

の通り，質問①及び質問②で有意な交互作用がみられ
た（質問①：F（1,324）=4.10,p<.05，質問②：F（1,324）
=8.07,p<.05）．そこで，質問①及び質問②に関して単純
主効果の検定を行った結果，図1，図2の通り，どちら
も「研修方法」の単純主効果が有意であった（質問①：F

（1,324）＝7.40,p<.05，質問②：F（1,324）＝5.93,p<.05）

3．2．質的データの結果
次に自由記述の結果を整理したい．前述の通り，

SCATを用いて自由記述の分析を行った結果，表3の通
り，11個の概念が抽出された注7）． 

さらに，これらの概念を組み合わせて，次のようなス
トーリー・ラインを得ることができた．つまり，セミナー
に参加した教員は，オリ・パラ教育に関する「新たな知
識の獲得」や「実践イメージの獲得」をしたことで，「安心

表2．伝達型と参加型の比較

図1．質問①の単純主効果の検定結果 図2．質問②の単純主効果の検定結果

表1．研修前後の変化



5

感の獲得」や「興味の向上」だけでなく「実践への意欲の向
上」を得ることができた．さらに，2020年の東京大会に向
けてオリ・パラ教育に取り組むことが「貴重な機会という
認識」を得たことで，「効果的な実践への提案」や自らの取
り組みを公開する「アピールへの意欲の向上」も生まれた．
一方で，具体的な実践をイメージすることで「新たな課題
の認知」や「新たな要求」も生じ，その解決のための「新た
な知識の獲得への意欲の向上」も得ることができた．

3．3．総合考察
本研究における仮説は，参加型の教員研修は，オリ・
パラ教育に関する興味や重要性に対する認識だけでなく，
実践的な内容や方法の理解，さらには実践を行うことに
対する自信の獲得にも効果的である，ということであっ
た．
このような仮説に対して，結果は以下の通りであった．
まず，量的なデータを分析した結果，表1の通り，本
研究で実施した参加型の教員研修は，オリ・パラ教育に
関する興味（質問①）や重要性（質問②）に対する認識だ
けではなく，実践的な内容（質問③）や方法の理解（質問
④），さらには実践への自信（質問⑤）を獲得するのに効果
的であったことが確認できた．さらに，Okada et al（2019）
の伝達型のオリ・パラ教育に関する教員研修に関するデー
タと比較したところ，オリ・パラ教育に関する興味（質問
①）や重要性（質問②）に対する認識に関しては，どちら
の方法も効果があることが確認できた一方で，実践的な
内容（質問③）や方法（質問④）の理解，さらには実践への
自信（質問⑤）の獲得に関しては効果の違いは確認できな
かった．
次に，質的なデータを分析した結果，表3及び前述の

ストーリー・ラインの通り，本研究で実施した参加型の
教員研修が，教員のオリ・パラ教育に関する重要性の認
識や知識の獲得，実践への意欲の向上に止まらず，効果
的な実践の提案や自らの実践を公開してアピールすると

いった意識につながったことが明らかになった．このこと
から，参加型の教員研修の中で「オリ・パラ教育の実施
計画の作成」という課題を設定した作業を中心とした活
動を実施したことで，教員が意欲だけでなく各推進校の
実状に即した具体的な実践のイメージを獲得し，そのこ
とが実践方法の提案や実践への自信の獲得につながった，
と考えられる注8）．
これらの結果から，オリ・パラ教育の教員研修の方法
に関する仮説に対して，以下の可能性と今後の課題が指
摘できる．まず，量的データからは，図1，図2の通り，
教員のオリ・パラ教育への興味・関心や重要性に対する
認識に関して，研修前の段階で参加型のほうが伝達型よ
りも得点が高いこと，及び参加型よりも伝達型のほうが
得点の上がり方は大きいことから，伝達型がオリ・パラ
教育への興味・関心や重要性に対する認識が低い教員の
オリ・パラ教育への興味・関心や重要性に対する認識の
向上に効果的であり，参加型がオリ・パラ教育への興味・
関心や重要性が高い教員のオリ・パラ教育への興味・関
心や重要性に対する認識の向上に効果的である可能性が
考えられる．この可能性をより精緻に検証するために，今
後は，オリ・パラ教育の教員研修を実施する前にオリ・
パラ教育への興味・関心や重要性に対する認識を調査
し，その高低で対象を分類したうえで，低い教員に対し
て伝達型を，高い教員に参加型の教員研修を実施し，オ
リ・パラ教育への興味・関心や重要性に対する認識への
効果を比較検証する必要があろう．他方で，質的データ
からは，参加型において教員が意欲だけでなく各推進校
の実状に即した具体的な実践のイメージを獲得し，その
ことが実践方法の提案や実践への自信の獲得につながっ
た可能性が示唆された．この可能性をより精緻に検証す
るために，各推進校の実状や事前に有する実践のイメー
ジに基づいて対象を分類し，教員研修を通してどのよう
な実践のイメージを獲得し，そして研修後にどのような実
践を実現したのか，という点の検討が求められる．さらに，
課題探究型や体験型等，より参加者が主体的に関わるこ
とが可能になる研修方法による研修を実施し効果を検証
していくとともに，伝達型の教員研修を対象に質的デー
タを収集し効果を比較検証していくことも必要であろう．
今後の課題としたい。

4．まとめ

本研究は，オリ・パラ教育に関する参加型の教員研修
を実施し，その効果を検証することを目的とした．具体
的には，スポーツ庁におけるオリ・パラ教育事業において，
オリ・パラ教育に関する講義に加えて，各推進校におけ
る「オリ・パラ教育の実施計画の作成」という課題を設定

表3．自由記述の分析結果
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した作業を中心とした活動を取り入れた参加型教員研修
を実施した．そして，教員研修の前後に，量的及び質的
データを収集し分析を行った．
量的データの結果からは，参加型の教員研修がオリ・

パラ教育に対する興味や重要性の認識だけでなく，オリ・
パラ教育の内容や方法に関する知識や実践への自信の獲
得にも効果的であることが明らかになった．さらに，参加
型と伝達型を比較した結果，どちらもオリ・パラ教育に
対する興味や重要性に対する認識の向上に効果的である
こと，及び参加者の事前のオリ・パラ教育に対する興味
や重要性に対する認識に応じて研修方法を選択すること
が必要である可能性が示された．また，質的データの結
果からは，参加型の教員研修が，オリ・パラ教育に対す
る興味や重要性の認識だけでなく，オリ・パラ教育の内
容や方法に関するより実践的な知識や実践への自信の獲
得に効果的である可能性が示唆された．

＜注＞
注1）大会後も継続的に行われたことが報告されている事例
としては，髙木（2013）が長野大会の際の国際交流活
動である「一校一国運動」を挙げているが，現段階で
どの程度活動が行われているかは不明である．

注2）他にも，日本パラリンピック委員会（以下，「JPC」）は
パラリンピック教育用教材である I ’mPOSSIBLEの活
用方法やパラスポーツの実技指導の方法などを中心
とした教員向け研修を実施している（JPC，online）．

注3）論文検索サイト「CiNii」を活用し，「オリンピック
教育」，「パラリンピック教育」，「教員研修」をキー
ワードとして検索を行った．また，海外のオリ・
パラ教育に関する研究において，論文検索サイト
「Sports Discuss」を活用し，「Olympic Education」，
「Paralympic Education」，「Teacher Seminar」をキー
ワードとして検索を行ったが，教員研修に着目した
研究は確認できなかった．教員を対象にオリ・パラ
教育に対する意識調査を行った研究としては Jorge.

K. and Otavio.T. (2012)がある．
注4）主に松本ほか（2013）と須藤・藤井（2012）を元に作成
した．詳細については，Okada et al（2019）を参照．

注5）量的データと質的データを併用した研究としては，例
えば平山・松下（2009）がある．

注6）SCATは既に教育関係や保育関係等の領域で活用さ
れている．教育関係では，越智・磯崎（2016）や渋谷
ほか（2018）がある．

注7）SCAT分析表は表4の通りである．
注8）石川（2018）は，「自信」の獲得には経験による熟達等
の要因が必要であることを指摘している．つまり，意

欲の獲得は実践経験につながり，自信の獲得につな
がっていくと考えられる．
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