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Abstract
This paper is the report on the actual condition of Faculty Development of physical education
teachers in Japanese college and universities. The purpose of this research was to obtain the
fundamental data for building a systematic FD program for college physical education. The object
of the investigation was universities and junior colleges of middle or large size in Japan. There were
472 universities and 98 junior colleges. The period of the investigation was from March to May of
2013. The questionnaires were mailed and the replies were received by mailing or e-mail. There
were 274 replies. There were 119 professors (43.4%) and there were 103 associate professors
(37.6%).
The questionnaire had 25 questions concerning the followings;
i) A teacher’s duties and ethics
ii) The educational concept and environment of college
iii) Syllabus and teaching methods
iv) Faculty Development
The replies for one respondent is settled in the range of 25 to 100. The average number of
answers was 81.1. The higher the respondent’s status was , the higher the total number replies
was.
The characteristic points are the following three points.
(1) There are not so many people who have an image of future career development.
(2) There are not so many people who wrote papers on college physical education.
(3) There are not so many people who are members of academic societies on university education.

はじめに
ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）
は近年の大学教育のグローバル化とユニバーサル化に
対応するための一つの取り組みとして発展してきている。法令上は、大学設置基準第 25 条の３に
「当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする」
と定められており、従来は努力義務であったものが 2008 年から学士課程教育においてＦＤが義務
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化された。その結果、各大学や各地の大学コンソーシアムではさかんにＦＤが行われるようになっ
ている。さらに、どの専門分野にも共通する一般的なＦＤの他に、専門分野固有のＦＤを展開する
必要性が唱えられるようになり、中央教育審議会答申
「学士課程教育の構築に向けて」(2008 年 ) で
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4

は、「学協会による分野別の質保証の仕組みが未発達であり、分野別ＦＤを展開する基盤が十分に
形成されていない。
」と述べられている 1)。専門分野によって研究方法と教育方法が異なり、必要と
する知識や技能も異なるので当然のことである。そして、2008 年に策定された教育振興基本計画
では「大学教育の質の向上・保証」の具体的方策の一つとして、分野別ＦＤに取り組むことが求めら
れている 2)。
また、中央教育審議会答申
「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」(2012 年 ) で
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は、体系的ＦＤ の必要性も指摘されている 3)。単発で断片的に行うＦＤでは効果が薄く、長期間
にわたる体系的なＦＤへの取り組みが期待されているのである。国立教育政策研究所では、「ＦＤ
マップ」(2009 年 )4) や「新任教員研修のための基準枠組」(2010 年 )5) を作成しているし、全国私立大
学ＦＤ連携フォーラムはビデオ ･ オン ･ デマンドによる「実践的ＦＤプログラム」6) を 2011 年から開
始している。そして、第 2 期教育振興基本計画 (2013 年 ) では、体系的ＦＤプログラム構築の必要性
も示唆されている 7)。
そこで、大学教養体育の体系的ＦＤプログラムを構築するためには、まず、担当教員のＦＤの実
態を把握することが必要であると考えた。ＦＤに関する実態調査としては、小林勝法ほかの「大学
保健体育教員のファカルティ・デベロップメントに対するニーズの調査」(1997) をはじめとして、
それ以降、継続して行われてきている 8) ～ 11)。しかし、これらは、その時々の実態を断片的に調査
しているにとどまっており、ＦＤプログラムの体系化という視点は欠落していた。近年になって、
体系化の試みは前述した国立教育政策研究所などが取り組んでおり、これらを参考にして、小林ら
は大学教養体育のＦＤプログラムの体系化の試案を発表している 12)。本調査はこれに基づくもので
ある。また、小林と木内は教養体育組織を対象にした実態調査をしており、「大学教養体育のＦＤ
診断シート ( 組織版 ) による実態調査」(2013) として発表している 13)。
１．目的と方法
(1) 調査目的
本調査の目的は、大学教養体育の体系的ＦＤプログラムを構築するための基礎的資料として、体
育担当教員のＦＤの実態を把握することである。
(2) 調査対象
調査は全国の大学と短期大学のうち、中規模および大規模校を対象とした。具体的には、入学定
員が 301 人以上の大学・校舎と入学定員が 251 人以上の短期大学である。この規模であると、体育
担当教員が在籍していないことはないので、調査対象とした。また、学部ごとに複数の校舎に分か
れている場合もあるので、１つの校舎だけでこの条件に合う場合は校舎ごとに調査対象とした。そ
して、
『平成 24 年度全国大学一覧』と『平成 24 年度全国短期大学・高等専門学校一覧』に記載されて
いるデータを基にして、472 大学 ･ 校舎と 98 短期大学を調査対象校として抽出した 14) ～ 15)。因みに、
調査をした 2012
（平成 23）年度の全国の大学数は 782 校で、短期大学は 359 校であった 16)。体育担当
教員が複数いる大学と短期大学のほとんどを対象としていると考えられる。

－2－

文教大学国際学部紀要

第 25 巻 1 号

2014 年 7 月

(3) 調査方法
各大学の総務課宛にアンケート用紙を郵送し、教養体育の責任者に渡してもらうようにして、回
答を依頼した。調査期間は 2013 年３月から５月の３ヶ月間であった。アンケート用紙の冒頭に研
究の趣旨を記述し、回答した内容の秘密性は保持されることと研究倫理基準に基づいて適切に管
理・処理することを説明した上で回答を依頼した。回答は郵送かメールで受け取った。アンケー
ト用紙は、「大学体育ＦＤ診断シート（個人版）
」と題するものでＡ４判１枚であった（後掲の資料参
照）。アンケート用紙は、１大学・短期大学について３枚送付した。回答用の封筒も３枚同封した
ので、一つの大学から何枚回答されたかは把握できない。また、回答票をコピーして、３枚を超え
て回答した大学もあった。その結果、大きな教員組織ほど回答が多くなった。以下の集計結果では
その影響が出ている。
(4) 調査内容
調査項目は 25 項目で、「教員の責務と倫理など」
「所属機関の教育方針や教育環境など」
「授業計画
と教授法など」
「ＦＤ活動 ( 研修 )」
「ＦＤ活動 ( 研究等 )」に関するものである。これらの項目は、前述
した国立教育政策研究所作成の「ＦＤマップ」(2009 年 ) 4) を参考にして、体育用にアレンジした。
ＦＤマップでは、ＦＤプログラムとして考えられる活動の全体像を、教員個人レベルの他、組織レ
ベル、管理者レベルに分けて段階的に提示している。本調査では主に教員個人レベルの項目を参考
にした。
各項目について、どの程度実施しているかを１～４の４段階で回答してもらった。詳しくは後掲
資料の「大学体育ＦＤ診断シート（個人版）」を参照されたい。
２．結果と考察
(1) 有効回答数
回答は 329 人からあったが、職位の回答が
「その他」と
「非常勤講師」が合わせて 27 人だったので、
これらは集計の対象から除外した。さらに、欠損データの 48 人も除外し、最終的には 274 人の回答
を集計することにした。
(2) 回答者の属性
① 職位
回答者の職位は表１に示す通りで、教授が最も多く 119 人（43.4%）で、次いで、准教授が 103
人（37.6%）であった。合わせると８割を超える。
表１
教授

准教授

119 人
43.4%

職位別人数と比率
講師

助教

助手

合計

103 人

32 人

18 人

2人

274 人

37.6%

11.7%

6.6%

0.7%

100.0%

② 所属する機関の体育の専任教員数
所属する機関の体育の専任教員数の分布は表２の通りであった。１人から 29 人と幅広く分布
しているが、１人～４人が 118 人と４割を超えている。平均値は 7.1、中央値は５であった。
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表２

体育の専任教員数

１～２人 ３～４人 ５～８人 ９～ 29 人

合計

44 人

74 人

74 人

82 人

274 人

16.1%

27.0%

27.0%

29.9%

100.0%

③ 大学体育の教歴 ( 非常勤講師含む )
回答者の教歴年数は表３の通りであった。回答は１年～ 44 年と幅広く分布しており、16 年～
44 年が 161 人と半数を超えている。これは、回答者の８割強が教授か准教授であるからであろ
う。なお、平均値は 19.3、中央値は 20 あった。そして、職位別の教歴年数の平均値と中央値は
表４に示す通りであった。

１～３年

表３ 教歴
（年数）
４～７年 ８～ 15 年 16 ～ 44 年

合計

21 人

40 人

52 人

161 人

274 人

7.7%

14.6%

20.0%

57.7%

100.0%

表４

職位別教歴
（年数）

教授

准教授

講師

助教

助手

平均値

27.5

15.9

8.8

4.7

4.5

中央値

27

15

6

5

4.5

職位ごとに教歴年数をグラフにすると図１のようになった。教授と准教授で教歴年数の範囲が広
いのがわかった。

図１

職位別教歴年数
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(3) 総計
まず、全体的な傾向を見るために、回答の総計を見てみよう。25 の調査項目について、４段階
で回答を求めているので、総計は 25 ～ 100 の範囲に収まるが、総計の平均値は 81.1 と高かった。
回答者ごとに総計と教歴年数をクロスした散布図は図２の通りであった。調査項目は経験を尋ねる
ものが多いので、総計とは教歴年数はわずかに相関しており、相関係数は 0.13 であった。したがっ
て、多くの項目で職位が高いほど、回答の段階も高い傾向が見られた。特にＦＤ活動については、
その傾向が顕著に見られた。これらについては後述する。

(4) 教員の責務と倫理など
教員の責務と倫理などに関する５項目の回答結果を図３に職位別に示した。
「大学体育教員とし
てのこれからのキャリア形成のイメージを持っている」以外はおしなべて高く、職位による差も大
きくない。「キャリア形成のイメージ」については、どの職位も比較的低いことはキャリア形成に関
する研修の必要性が高いことを示している。

ᢎຬߩᬺോߣߒߡᬺߩㆇ༡߮ᡷༀ߇ࠆ
ߎߣࠍℂ⸃ߒߡࠆޕ

ᄢቇߩ╙ਃߩߣߒߡ␠ળ⽸₂߇ࠆߎߣ
ࠍℂ⸃ߒߡࠆޕ

ᢎ

ᄢቇ⢒ᢎຬߣߒߡߩߎࠇ߆ࠄߩࠠࡖࠕᒻ
ᚑߩࠗࡔࠫࠍᜬߞߡࠆޕ

ಎᢎ
⻠Ꮷഥᢎ

ੱᖱႎࠍ⼔ߒߤߥߥߒࠍ࠻ࡦࡔࠬࡂޔ
ቇ↢ߩੱᮭߦ㈩ᘦߒߡᬺ߿ᜰዉࠍߒߡࠆޕ
⎇ⓥ⠪ߣߒߡࠆߴ߈୶ℂ㗄ࠍℂ⸃ߒߡ
ࠆޕ

1

2

࿑㧟 ᢎຬߩ⽿ോߣ୶ℂߥߤ

－5－

3

4

FD 診断シート（個人版）による大学教養体育教員の実態調査

(5) 所属機関の教育方針や教育環境など
所属機関の教育方針や教育環境などに関する５項目の回答結果を図４に職位別に示した。どの項
目も教授が高く、次いで、准教授、講師・助教の順となっている。所属機関に関することなので、
所属年数が多いほど、回答は高くなるのは当然である。
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(6) 授業計画と教授法など
授業計画と教授法などに関する５項目の回答結果を図５に職位別に示した。ほとんどの項目で教
授が高く、次いで、准教授、講師・助教の順となっている。教授法に関することなので、教歴年数
が多いほど、回答は高くなるのは当然である。
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(7) ＦＤ活動 ( 研修 )
ＦＤ活動 ( 研修 ) に関する５項目の回答結果を図６に職位別に示した。ほとんどの項目で教授が
高く、次いで、准教授、講師・助教の順となっている。ＦＤ活動
（研修）
に関することなので、これ
も教歴年数が多いほど、回答は高くなるのは当然である。その中で、「大学設置基準などの関連法
令と高等教育行政の動向を理解している」が全般的に低く、講師・助教は 2.2 である。大学設置基準
などは毎年のように、一部の改正を行っているし、教育改革が急速に進展している現在において、
その動向を理解しておくことは重要である。これらに関する研修や情報提供の必要性が示唆され
る。
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(8) ＦＤ活動 ( 研究等 )
ＦＤ活動 ( 研究等 ) に関する５項目の回答結果を図７に職位別に示した。ほとんどの項目で教授
が高く、次いで、准教授、講師・助教の順となっている。ＦＤ活動（研究等）に関することなので、
これも教歴年数が多いほど、回答は高くなるのは当然である。全般的に回答は低いが、「大学体育
に関する研究論文を読んだことがある。」がどの職位も高い。研究論文に対する関心が高いことと研
究論文が発表され入手しやすい環境にあることをうかがわせる。
大学教育に関する学会は近年増えており、高等教育学会のように専門の研究者が集まる学会だけ
でなく、大学教職員であれば入会できる学会もある。例えば、大学教育学会（前身の一般教育学会
は 1979 年創立）
や日本リメディアル教育学会（2005 年創立）
、初年次教育学会
（2007 年創立）
などであ
る。これらの学会に参加していれば、前項の
「大学設置基準などの関連法令と高等教育行政の動向
を理解している」の回答も高くなるはずである。
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３．まとめ
大学教養体育の体系的ＦＤプログラムを構築するための基礎的資料を得ることを目的として、体
育担当教員のＦＤの実態を調査した。調査対象は全国の大学と短期大学のうち、中規模および大
規模校で、472 大学 ･ 校舎と 98 短期大学であった。調査期間は 2013 年３月から５月の３ヶ月間で、
回答は郵送かメールで受け取った。有効回答は 274 人であった。回答者の職位は、教授が最も多く
119 人（43.4%）で、次いで、准教授が 103 人
（37.6%）
であった。合わせると８割を超える。
調査項目は 25 項目で、「教員の責務と倫理など」
「所属機関の教育方針や教育環境など」
「授業計画と
教授法など」
「ＦＤ活動 ( 研修 )」
「ＦＤ活動 ( 研究等 )」に関するものである。これらの項目は、国立教
育政策研究所作成の
「ＦＤマップ」(2009 年 ) を参考にして、体育用にアレンジした。
25 の調査項目について、４段階で回答を求めているので、総計は 25 ～ 100 の範囲に収まるが、
総計の平均値は 81.1 と高かった。調査項目は経験を尋ねるものが多いので、多くの項目で職位が高
いほど、回答の段階も高い傾向が見られた。特にＦＤ活動については、その傾向が顕著に見られ
た。
そのような中で特徴的な点は以下の３点であり、これらに関するＦＤ活動の必要性が示唆された。
(1)「大学体育教員としてのこれからのキャリア形成のイメージを持っている」との回答はどの職
位でも比較的高くない。
(2)「大学体育に関する研究論文を読んだことがある」の回答は高いのに対し、
「書いたことがあ
る」は比較的低い。
(3)「大学教育に関する学協会に個人会員として入会している」
の回答は比較的低い。
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