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１.　はじめに

　審美知とは，「美学における審美的認識から発展した基本的な知のパターンの一つであり，
即座に一瞬にして，意識的に深く考えることなく，自分はその場にどんなふうに存在し，ど
のように行為すべきかを知らせてくれ，その瞬間において意味のあること，重要なことを直
接把握する知であり，一瞬で感覚的に生起した現象を見抜き実践へと行動を移すことを可能
にするもの（ベギー&メオーナ，2007）」である。これより，エキスパートな実践者は優れた審
美知を有しているため，生起した現象に対してその重要性を識別し，重要度の高い出来事の
抱える問題を瞬時に見抜くことができるものと考えられる。看護学者の一人であるConrad

（1974）は，「看護の芸術は彼女が問いかけるよりも早く，患者が望んでいることを察知するこ
とが含まれており，『直観，知識，経験を結び合わせること』から生まれてくる」と述べ，看護
実践は想像力と工夫に富んでいるかが重要であり，そのためには「偽りのない見方」が展開で
きるための審美知を形成しておかなければならないことを主張した。
　上述した審美知は，教育学分野でも必要であることは容易に理解できる。とりわけ，体育
科教育学の分野では，指導者が合理性と経済性を兼ね備えたいい動作（マイネル，1991）を理
解していなければ，子どもの間違った動作やまずい動作に対して適切に言葉かけを展開して
いくことは困難である。こうした言葉かけについて，数多くの研究者がゲーム学習で子ども
のゲームパフォーマンスが向上してこないことが国際的な問題となっており，これには指導
者の子どもに対する言葉かけの内実が関係していたとする報告（高橋ら，1989，1991：高橋・
鈴木，1994：梅野ら，1997：上原・梅野，2000）からもその重要性が理解できる。これらの研究

【要旨】　本研究の目的は，指導者の平泳ぎ動作に対する目利き力の向上を目指した視聴トレー
ニングのソフトを開発し，優れた水泳コーチの目利きとトレーニング後の対象者の目利きとの
関係を検討することで，水泳（平泳ぎ）指導を支援するソフト開発を目的とした。このとき，
水感の優れた子どもの映像のみで構成したソフトを用いてトレーニング実施した A 群と多様な
子どもの映像で実施した B 群とで，トレーニング前後の子どもの水感の目利きの相違を比較・
検討した。その結果，①構成内容に関係なく，トレーニング実施後の方が実施前よりも対象者
の目利き力が向上したこと，② A 群の方が B 群よりも優れた水泳コーチの目利き力に近づき，

「泳ぎの型」「力の発揮」「一連の動作」といった力学的観点から子どもの泳ぎを目利きできるよ
うになっていた。これらより，A 群で用いたトレーニング内容の方が B 群のものよりも水泳初
任者の目利き力を高めるものと考えられた。
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は，子どもの学びを保証していくためにはいい動作に関わった審美知が大きく関係している
ことを示唆している。本研究の動機は，すべての子どもたちがいい動作の習得ができること
を目指して，指導者のもつ審美知を向上していくための方法を検討していきたいとするとこ
ろにある。
　上述した審美知は，実際の指導場面において子どもたちの動作を目利きするときおよび言
葉かけの時に発揮される。しかし，一瞬で行われる動作を観察し，目利きした上で適切に言
葉かけを展開していく実践行為は，ほとんど運動経験を有したことのない指導者が用いるに
はきわめて困難なものである。このことについて，大島・山田（2010）は大学生男子40名を対
象に，パフォーマンスの高いA群（上位群10名）とそうでないB群（下位群10名）を対象に，20
人のモデルが実施した投球動作映像を観察し，それらの運動間の差異を検出したセット数を
記録した結果，Ａ群はB群よりも有意に速い段階で運動の差異を検出し（p＜.001），運動の変
化が小さい段階で動作の異なることに気づいていたことを認めている。これより，彼らは運
動レベルの高い実験参加者の方がそうでない者よりも，運動レベル動作の観察能力が優れて
いると考察した。上述した大島・山田の結果からも，優れた学習成果をあげていくためには
優れた運動経験が必要であることがわかる。看護学者のSimpson（1914）も，「審美知は，決し
てそれを手に入れることのできない看護師がいる」と述べ，優れた経験の必要性を指摘した。
　また，上述した実践行為の向上を企図した研究や取り組みには，連続写真や書物等を通し
た教材だけではいい動作をイメージすることが難しかったという課題があった。さらに，実
際に実技研修等を通した教材研究も考えられるが，日常的に実施することはできないという
課題もある。これらより，映像を用いた視聴トレーニングによっていい動作の理解を深め，
一瞬で行われる動作に対する目利き力の向上を可能にする支援ソフトの作成は重要であるも
のと考えられる。
　これまで，視聴トレーニングを目的とした支援ソフトの作成に関する研究を概観してみる
と，選手の状況判断能力や選手間相互の意思決定力の向上を目指した研究が数多く認められ
た（例えば，猪俣ら，1991：勝田，1997：田村，2000：原，2007）。これら一連の研究からは，視聴
トレーニングが選手の状況判断能力や選手間相互の意思決定力の向上に効果のあったことが
共通して認められていた。一方，指導者の目利き力の向上を目指した研究もわずかに認めら
れた。岩谷（2002）は，ボール運動の実技経験を有する教師16名と未経験教師16名を対象に，
バスケットボールを題材にゲームフリーズに着目したアプリケーションソフトを開発し，そ
の有効性を検討した。その結果，視聴トレーニングの実施によって，未経験教師が経験を有
する教師の正答平均率に近づく結果が認められ，未経験教師でもいいプレイとそうでないプ
レイを目利きし相互作用を行える可能性のあることを報告した。
　これらの結果から，視聴トレーニングの実施は，「経験」がなくとも審美知が向上し，子ど
もの動作をある程度までは目利きできる可能性のあることがわかる。しかしながら，岩谷

（2002）は実験途中でドロップアウトした被験者が生起していたことを認め，これには1回のト
レーニング時間が長く，またその期間も2ヶ月に渡っていたことを原因として考察していた。
また，過去の視聴トレーニングは，子どもの自己評価や教師の観察等から導出したものが多
く，知識や技能の獲得を実証する形のものは少なく，いずれの先行研究でも目利き力が真に
向上したかどうかの検討が行われていないという指摘もある（賀川，2006）。これらより，内
容を精選した上で，コンピュータを用いて短期間で手軽に行える自学自習により，目利き力
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を高め審美知の育成を可能にする支援ソフトの開発が重要であるものと考えられる。
　ところで，子どもがほとんどの運動教材にはじめて出会う小学校教育の現場では，指導者
側の教師自身が経験したことのない教材を取り扱うことがしばしばある。こうした現状につ
いて，永島（1974）は，担任学年や経験年数と関係なく，教師が経験したことのない運動教材
の指導に対して苦手意識の高い傾向にあり，なかでも非日常的な運動である水泳を最も苦手
と感じていることを報告した。他方，中国水泳クラブの指導現場では，水泳初任者の子ども
の指導を水泳未経験者のコーチ（初級レベル）が担当することがほとんどであるといった問題
がある。これらの問題を解決・解消していくためにも，水泳運動に対して手軽に教材研究が
実施できる視聴トレーニングの開発は必要である。
　そこで本研究では，水泳教材を題材に，水泳経験のない小学校教育現場の教師6名および初
任水泳コーチ4名の計10名を対象に，指導者の平泳ぎ動作に対する目利き力の向上を目指した
視聴トレーニングを実施し，優れた水泳コーチの目利きとトレーニング後の対象者の目利き
との相違を検討することで，水泳（平泳ぎ）指導を支援するソフトを開発していくことを目的
とした。

２．研究方法

２．１．調査対象
　本研究の調査対象は，中国四川省成都市の小学校に所属する教師6名と水泳クラブ所属の
コーチ4名の計10名である。表1は，調査対象のコンテキストを示している。10名の調査対象者
は，いずれも水泳選手経験・水泳指導経験を有していなかった。これより，いずれの対象者も

「初任レベル（その状況に適切な対応をするための実践経験がないため，求められる原理・原
則を学ぶレベル）（ベナー，2004）」の指導者と捉えることは可能であろう。10名の調査対象者
は，機械的に大別し，体育教師3名と水泳コーチ2名の計5名で1つの群を構成した。
　なお，実験実施に際しては，調査を依頼した学校長，担任，また水泳クラブ長および指導者
より調査内容，調査方法，映像撮影とその取り扱い方法等の承諾を得た上で，すべての子ども
とその保護者にも説明し承諾を得た。

２．２．支援ソフトの作成方法と内容について
　日本トップクラスのファイナンシャルプランナーの一人である江上治（2011）は，「一流のも
のに触れれば，自分がいかに未熟でもっと成長しなくてはならないかを実感するといいます。
そして，自分も一流なものに相応しい人間になろうと努力します」と述べ，その分野でエキス
パートになっていくためにはいいものや一流のものに触れることが重要であると指摘してい
る。
　身体教育学者の斎藤孝（伊藤，2010）も，「大物一点豪華主義」を主張し，「本物＝質の高いも
のを徹底的に吸収することが，その後のすべての基礎をつくることになる。・・・・一流のものほ
ど，素人や未熟な人にも分かりやすいと思っています。サッカーを知らない人でも，マラドー
ナやメッシを見たら，『すごい』と分かる。中途半端な選手だと，なぜサッカーが面白いのか分
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からないでしょう。だから，面白さを理解するためには，むしろ大物一つを徹底的にやってみ
るというのが勉強法としてはいい」と述べ，本物に触れ続けることの重要性を指摘した。

表1　調査対象のコンテキスト

　江上や斎藤と同様の考え方から，学校教育現場の中には子どもたちに一流のものに触れる場
を導入しているところもあった。例えば，島根大学教育学部附属中学校では，プロの劇団員や
音楽家など各分野のプロフェッショナルな実践者を招待し，「芸術鑑賞」「音楽鑑賞」「美術鑑賞」
といった行事活動をローテーションで毎年実施していた。
　こうした中で，春木（1977）はいいものに触れることの重要性を実験的に検討することを試
みていた。すなわち，彼は小学生183名と中学生155名を対象に，算数・数学授業時の観察学習
を題材に，一つの実験を実施した。つまり，E100群27名（100%正しい示範を示した群），E75群27
名（75%が正しい示範，25%が誤った示範を示した群），E50群27名（正・誤それぞれ50%の示範
を示した群），E25群26名（25%が正しい示範，75%が誤った示範を示した群），E0群26名（100%
誤った示範を示した群）の計5つの群に大別し，提示する内容を変えた訓練を実施し，その後，
テストを実施することでいずれの群が正しい行動を認識できるか検討した。その結果，小学生
の場合，E75群（38.4%）＞E0群（30%）＞E100群（29.2%）＞E50群（23.2%）＞E25群（21.6%）といった
順番に，中学生の場合，E100群（59.2%）＞E75群（42.4%）＞E50群（41.6%）＞E0群（38.4%）＞E25群

（18.4%）といった順番に，テスト結果のよかったことが認められ，正しい示範よりも誤った示
範の混合が大きくなるにつれてテスト結果の悪くなる傾向にあったが，正しいものだけをみた
ときよりもわずかに誤った示範を導入した方がテスト結果のよくなったことを報告した。
　これらより，経験的にはいいものだけを視聴し続けたり触れたりすることの方が重要である
とする主張が多いのに対して，春木の結果はいいものだけを視聴するトレーニングへの疑義を
指摘したものであった。
　そこで本研究では，2種類の支援ソフトの作成を実施し，いい「水感レベル」の子どもの泳ぎ
だけで構成したソフトとそうでないソフト（75%が水感レベルの高い子ども，25%がその他の
レベルの子どもで構成したソフト）のいずれの方がトレーニング効果の高いものとなるのか比
較・検討していくこととした。支援ソフトの作成は，次の手順で実施した。

群 被験者 性別 年齢 職業 水泳指導経験 専攻項目 

 

Ａ

群 

 

Ｂ

群 

A 男 25  

B 女 24   

C 男 30   

D 男 31     

E 女 33    

F 男 26   

G 女 23   

H 女 34   

I 男 29

J 男 32

水泳コーチ

水泳コーチ

体育教師

体育教師

体育教師

水泳コーチ

水泳コーチ

体育教師

体育教師

体育教師

卓球

バドミントン

陸上運動

卓球

体操

陸上運動

体操

武術

バスケット

サッカー

1ヵ月

1ヵ月

0

0

0

2ヵ月

1ヵ月

0

0

0
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　まず，任（2013）が作成した「水感」測定のための三点分析法を用いて，20名の子どもの平泳
ぎ時の「水感」を測定し，水感レベルの「高い子ども」「普通の子ども」「アンバランスな子ども」

「低い子ども」の映像を収集した。次に，収集した映像は，狸窩全能映像転換器（狸窩ソフト
社）を用いて編集可能なファイルに転換後，Macromedia Flash Professional 8 （Macromedia 
社）を用いて2つの支援ソフトを作成した。1つは，水感レベルの「高い子ども」のみで作成した
ソフトであり，もう1つは多様な水感レベルの子どもの映像で作成したソフトである。A群の指
導者たちには，前者のソフトを用いたトレーニングを，B群には後者のソフトを用いたトレー
ニングを，それぞれ実施した。
　図1は，作成した支援ソフトの各場面の映像を示している。支援ソフト起動後に開始画面が
現れ，操作の説明画面へと移行する。ここでは，支援ソフトの目的とその操作方法が確認でき
る。次に，実際に泳いでいる子どもの映像を観察しながら，目利き力のトレーニングを行うプ
レイ画面へと移行する。上記の画面は，「映像解説」画面とリンクしており，映し出された泳ぎ
の解説をみることができる。解説については，優れたコーチのもつ子どもの水感評価の観点お
よび水泳（平泳ぎ）指導に関わった参考書や指導書の記述例を参考に作成した（表2参照）。
　調査対象者には，上述した支援ソフトを用いて，目利き力向上のトレーニングを行わせた。
練習期間は，2011年8月8日～8月15日にわたる1週間毎日実施した。1回の練習に要した時間
は，1日1回20～30分程度であった。このとき，「水感のいい泳ぎとそうでない泳ぎ」の特徴を理
解したと感じるまでトレーニングを実施することを依頼した。
　両群に実施した支援ソフトについて，最初の5名の映像画面（第1ステージ）では「ストロー
ク」動作の審美知向上を練習のねらいとした。また，次の5名の映像（第2ステージ）では「グラ
イド」動作，続く5名の映像（第3ステージ）では「リカバリー」動作それぞれの審美知向上を練
習のねらいとした。最後の5名の映像（第4ステージ）では総合的なまとめをねらいとした。し
たがって，映像解説画面はそれぞれのいい動作の観点を説明したものになっている。
　表2は，支援ソフトの各ステージの練習内容を示している。第1ステージでは，「水をキャッチ
している」，「水を蹴っている」，「かき込み動作が調整できる」など，推進力を確保していく動作
に関わった練習になっている。次の第2ステージでは，「流線形のような姿勢がとれている」「け
伸びができている」など，推進力を維持する動作の型に関わった審美知向上の練習になってい
る。続く第3ステージでは，「水面上で身体位置がとれている」「進んでいる方向を調整できる」
など，身体位置の調整動作に関わった練習になっている。

２．３． トレーニング効果の検討方法
　トレーニング効果を検討するために，各調査対象者にはトレーニング前後に著者が作成した
トレーニング効果テストを実施した。
　まず，特級資格所有者のコーチ2名に，20名の子どもの水感評価を行ってもらった。すなわ
ち，20名の子どもたちに平泳ぎ泳法で25m泳いでもらい，そこでの泳ぎを先行研究（任，2013）
より導出した水感調査票（22項目）を用いて評価してもらった。
　次に，上述した20名の子どもの平泳ぎ動作を水中カメラ（COOLPIXAW100,Nikon社）で撮影
し，Windows Movie Maker 2.6（Microsoft 社）を用いてトレーニング効果テスト用の映像を作
成した。合わせて，運動技術と泳ぎ終わった直後のインタビューから水感を表現した言葉の個数
をそれぞれ評価し，先のコーチが実施した水感評価の回答結果を含めた三点分析法より総合的に
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「水感レベル」の評価を行った。

図1　試作した支援ソフトの各操作場面一覧

開始画面 ソフト説明画面

映像内容の説明画面 操作の説明画面

プレイ画面 映像解説画面
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表2　支援ソフトの練習のねらいとその内容

　上記2つの手続きで得られた回答および評価を22項目および水感レベル（5段階）の診断の回
答として採用した。調査対象者には，上述した水感評価の観点（22項目）と水感レベルの診断
を用いて子どもの泳ぎを観察・判断し，評価してもらうテストを実施した。
　他方，支援ソフトに対する反応を知るために，3段階（はい，どちらとも言えない，いいえ）の
選択式回答と自由記述式回答によるアンケート調査も合わせて実施した（表3参照）。

３．結果ならびに考察

３．１． 「水感レベル」評価における平均正答率の変化
　図2は，水感レベルの平均正答率を示したものである。両群ともに，トレーニング後の方が
トレーニング前よりも正答率が向上する傾向にあり，A群では1％水準で有意差のあることが
認められた。これより，水泳経験のほとんどない指導者であっても，視聴トレーニングの実施
によって優れたコーチの「水感レベル」評価に近づく可能性のあるものと考えられた。とりわ
け，A群のように「いい動作」のみを視聴したトレーニングの方がその効果の高いものと考え
られた。

練習のねらい 映像番号 解説した部位とその解説例 

第１ステージ 

ストロークに着目

した映像トレーニ

ング 

(1)～(5) （１）手の動き：両手の動きが常に左右対称になっている．

（２）肘の動き：肘の引きつけ時の角度が 90 度ぐらいの可

動域を確保している． 

（３）呼吸の動き：１ストローク１呼吸している． 

（４）足の動き：足首がしっかりと曲がっている． 

（５）体の動き：身体に大腿を引きつけた時の股関節部位の

角度が 120～140 度程度になる． 

第２ステージ 

グライドに着目し

た映像トレーニン

グ 

(6)～(10) （６）手の動き：腕を伸ばした時に両手が重っている． 

（７）足の動き：膝と足首が真っ直ぐに伸びている． 

（８）体の動き：指先から足まで一直線の姿勢になっている．

（９）頭の動き：頭が二の腕の下にあり，顎を胸の方に引き

寄せている． 

（10）前進方向：上下ではなく，水平面で姿勢を維持しつつ

前進している． 

第３ステージ 

リカバリーに着目

したトレーニング 

(11) ～

(15) 

（11）手の動き：手のひらは斜め外に向けている． 

（12）足の動き：両足は閉じている． 

（13）頭の動き：頭は首を伸ばして持ち上げる． 

（14）体の動き：身体が水面に近くしている． 

（15）動きの順番：足と呼吸より，先に手の動きが始まって

いる． 

第４ステージ 

色々な箇所に着目

したトレーニング 

(16) ～

(20) 
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表3　支援ソフトについての意識調査

図2　トレーニング前後の水感レベルの正答率の比較

図3　A群およびB群それぞれの指導者のトレーニング前後の平均正答率の変化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援ソフトについての意識調査｠

名前（     ） ｠

 １．支援ソフトについて、あなたはどう思い ましたか。あてはまるものに○をつけてください。｠

                         はい ｠とちらとも言えない ｠いいえ｠

 ①このような支援ソフトを今後もしたいですか 1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

｠

 ②水泳の指導などに役立つと思いますか ｠

 ③泳ぎの目利き力ができしたか ｠

 ④興味・関心がわくソフトでしたか ｠

⑤全体的にわかりやすい内容でしたか  ｠

⑥簡単なコンピュータ操作でしたか ｠

⑦楽しくトレーニングしましたか ｠

 ２．以上の質問項目以外に、本支援ソフトに ついて意見・アドバイスなど、なんでもいいので｠

自由に書いてください。｠

自由記述｠

｠

｠

ご協力ありがどうございました！｠
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　図3は，トレーニング前後の10名の調査対象者それぞれの水感レベルの正答率の変化を示し
ている。いずれの対象者においても，正答率の漸増する傾向が認められ，支援ソフトを用いた
トレーニングが有効であったものと考えられた。とりわけ，A群に所属した対象者の正答率を
みてみると，60％以上と高値にあり5名全員が顕著に向上していた。
　これらより,初任レベルの指導者であっても,視聴というトレーニングによっていい動作かそ
うでない動作か目利きできることが認められた。とりわけ,A群とB群の結果の相違から,いい
動作のみを視聴したトレーニング実施の方が効果の高いものと考えられた。

３．２． 「水感」調査票（22項目）を用いた評価における正答率の変化
　表4は，両群のトレーニング前後の水感得点の結果を示している。A群の結果をみてみると，
いずれの成分においてもトレーニング後の得点が優れたコーチの評価点に近づくことが認め
られ，「姿勢」「浮力」「推進力」「リズム」「その他」に関わった動作に対して，いい動作かそうでな
い動作かの目利き力が向上していた。このことは，A群で実施した視聴トレーニングの内容構
成が初任レベルの指導者たちに合っていたことを示唆している。
　一方，B群では「姿勢」「浮力」「推進力」の3つの成分でトレーニング後の得点が優れたコーチ
の得点に近づくことが認められたものの，「リズム」「その他」の2つの成分では逆に優れたコー
チの得点からは離れる結果にあった。とりわけ，A群で大きな向上が認められた「リズム」の
動作については，優れたコーチの評価点から大きく離れていった。
　表5は，両群の5つの成分を構成した22項目毎の回答結果の平均値を示したものである。ト
レーニング後に回答基準へと得点が近づいた項目をみると,両群でまったく異なる結果にあっ
た。A群の指導者は,「流線型のような姿勢がとれている（Q.1）」「抵抗力の少ない泳ぎができて
いる（Q.4）」「浮力がある（Q.7）」「身体位置の高さが修正できる（Q.8）」「推進力がある（Q.11）」な
ど，力の発揮，泳ぎの型さらには一連の動作といった3つの力学的観点の項目点が回答基準に
近づいていた。一方，B群の指導者は，「け伸びができている（Q.3）」「水面上で身体位置がとれ
ている（Q.5）」「身体位置が安定しブレない（Q.6）」「水を蹴っている（Q.10）」といった泳ぎの型
に関係した観点の項目点のみ回答基準に近づく結果にあった。
　これより，よりよい動作のみを視聴したトレーニングの方がそうでないトレーニングよりも
力学的な観点から動作分析を実施できるようになるものと考えられた。もっと言えば，多様な
水感レベルの子どもの映像を用いたトレーニングは，泳ぎの型や力の発揮といった理解は可能
であるものの，一連の動作の良し悪しを目利きすることまでは難しく，このことがB群の「リズ
ム」「その他」の得点低下に関係していたものと考えられた。
　ところで，練習効果を個人差の視点からみてみると，A群では対象者のほとんどの成分の得
点で向上する結果にあり，とりわけ得点の低位者ほど顕著な向上が認められた。一方，B群で
は得点の向上した対象者とそうでない者とが存在していた。そこで，成分毎の得点の標準偏差
から個人差をみた（表4参照）。
　その結果，A群ではいずれの成分においてもトレーニング前より後の方が標準偏差の小さく
なる結果が認められ，視聴トレーニングによって個人差の小さくなる傾向を示していた。一
方，B群ではほとんどの成分でトレーニング後の方が標準偏差の大きくなる結果が認められ，
視聴トレーニングによって個人差の大きくなる傾向を示していた。これより，B群で用いた多
様な動作レベルで構成したトレーニングは，個人の有する何らかの要因によって大きく結果の
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異なるものと考えられたが，現時点では上記の要因を特定するだけのデータは有していなかっ
た。

表4　トレーニング前後の5つの成分毎の評価点

表5　トレーニング前後の22項目の評価点
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３．３．支援ソフトに関する調査
　支援ソフト作成にあたって，それを用いてトレーニングする対象者の意見は重要である。そ
こで，調査対象者の指導者を対象に，支援ソフトに関する調査を実施した結果，いずれの指
導者も「①このような支援ソフトを今後も見たい」，「④興味・関心がわいた」，「⑥簡単なコン
ピュータ操作だった」との意見をもち，実施したトレーニング方法への好意的な反応が伺われ
た。
　両群の対象者の自由記述欄の内容をみてみると，A群の指導者からは「指導をしていく上で，
みる観点が形成できとても役立つものであった」「今まで，何を指導すればいいのか，何をみれ
ばいいのかが漠然としていたけれど，こうしたトレーニングによって指導のポイントがわか
るのでとても助かった」といった感想を得た。一方，B群の指導者からは，「映像に映る動作が
バラバラな気がした。だから，良い動作なのか，悪いものか，だんだん分らなくなってしまっ
た」，「水泳をやったことがないので，解説と実際の映像とを何度も見比べたけど，なかなかど
この動作なのかが分かりにくいし，本当に自分自身の理解であっているのかがわからない」と
いった感想を得た。このことは，初任レベルの指導者にとって，B群で用いた支援ソフトの内
容構成が難しかったことを示唆している。
　以上のことから，A群で用いた支援ソフトの方がB群で用いたそれよりも，水泳指導におけ
る指導者の動作に対する目利き力を向上する働きの高いものと考えられた。とりわけ，平泳ぎ
の動作が「ストローク」「グライド」「リカバリー」といった3つの局面に分かれていること，平泳
ぎの一連の動作，力の発揮，泳ぎの型といった流体力学的な観点を形成できること，といった
効果のあるものと考えられた。 
　他方，両群の対象者の自由記述欄の中に，「映像解説で書かれている説明の意味がわからな
い」「水感調査票の評価内容の言葉がわからない」といった記述が認められた。また，調査期間
中に「グライドってどの動作までのことですか」と調査対象の指導者が訪ねてくる場面もあっ
た。こうした使用言語の問題については，今後，精査していく必要がある。
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