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は じめ に
教科教育実践 を内部か らつ き動か してい るのは,何 といって も「教科 とは何 か」 という教科本質
の問題 であ り,か つ授業評価 とい う場合,そ の評価 は,基本的 にはその本質 を視点 としてはじめて
可能 になる。1960年 代以降 に「スポーツ教育」論 ,「 運動教育」論 ,「 プレイ教育」論 などが流布す
るようにな り,今 日,教 科 の「本質」問題 をめ ぐって,1977(昭 和52)年 の学習指導要領 の改訂以
後,体 育科教育 の理念 として,い わゆる「楽 しい体育」論 に収叙 され,あ たか も議論の余地 はない
もの として予定調和的 に前提 とされ,教 育現場 に定着 したかのように見 うけ られ る。
だが,そ の教 科本質 をめ ぐる問題 は,そ う単純 な もので はな く,現 実 には,さ まざまな混乱が い
たるところで見 られ,多 くの議論が錯綜 して い るとい うのが実状 である。その結果,教 育 の 目的 を
達成す る手段 の体系 であるべ き「授業」 のなかに,例 えば「体力 づ くり」論 が,、 あるいは「 スポー
ツ教育 (楽 しい体育 )」 論 が存在す るか と思 えば,「 管理」を目的 とした前近代的 な教科論 が存在 し
かつ本質一 目標―内容一方法 が乖離 し,方 法 のみが一人 歩 きす る方法主義的な授業が見 られ る。 こ
,

の報告 で は,こ れ ら今 日の体育教科論 と学力論 ,さ らにはある指導方法論 をめ ぐる矛盾 を明 らか に
したい。

1.「 ス ポ ー ツ 教 育 」論 をめ ぐっ て

1,体 育教科本質論の位相
(1)「 管理」体育論
1993(平 成 5)年 12月 27日 ,文 部省 は,1992(平 成 4)年 度 の「生徒指導上の諸問題 の現状」 に
関す る調査結果 を明 らかにしてい る。 それによると,「 い じめ」の件数 は,1985年 度 の約15万 5千 件
をピークに減少を続 けていたが,同 年度 は,1991(平 成 3)年 度 より1千 2百 件多い 2万 3千 2百
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58件 に上 った とい う。 また不登校 については,30日 以上欠席 した児童が 1万 3千 7百 10人 ,中 学生

が 5万 8千 4百 21人 で,小 ,中 全体 で 5千 人増加 し,体罰 は,小 ,中 ,高 合わせて 6百 98件 で,前
年度 の 8百 55件 を下回った ものの,依 然 として67校 に 1校 の割合 で発生 し, 1千 2百 71人 の児童・
生徒が被害にあってお り,文 部省 は,同 日に都道府県教委 に早期発見 を目的 に子 どもに接す る機会
の多 い学級担任 の自覚 を求 める異例 の通達 をした とい う(1ち
こうした生徒指導の反教育的な現 状 において,体 育 がその らち外 として存在す るはず もな く,「 気
・「運動量」体育 はまだ しもの こと,相 も変 らず,あ の戦前 でさえ「圧制主義・ 器械主義」
晴 らし」
として批判 された「集団訓練」。
「体罰」体育 ,「 )F行・校内暴力対策要員」
・「校内
「正座」。
「説教」。
秩序維持要員」教師な どが横行す る有様 であ り,「 楽 しい体育」とい った体育科教育 の理念以前 の実
態のなかに埋没 して い る現状であることか らも,何 らかの関わ りをもってい るであろう ことは,容
易 に推察 され る。ち
大正期 において 自由体育 が繰 り広 げられた当時,西 川二五郎 は,「 小学校教育 の実際を観察す るに
……甚 だ しきに至 りて は殆 ど人格 を無視 して児童 を虐待 し,動 物的取扱 をな して人 の子 を損 じ,形
,

式主義,圧 制主義 ,官 僚主義 ,器 械主義 によ りて教授訓練 を強行 し,職 員 の権利 を認めず,父 兄 の
人権 を雲畑視 して憚 か らざるが如 き,或 は其 の児童教育 の根本主義 を忘れて,徒 らに監督官庁の鼻
息 を窺ひ,外 形 の施設 を競 う。L状 態 であると指弾 してい るが,こ の批判 は今 日なお正鵠 を射て い る。

12)「 体力 づ くり」体育論
一 方,一 見 スポーツ教育論 が台頭 し,流 布 しているかに見 えることは,必 ず しも「体力 づ くり」
論 が衰退 の一途 をた どっていることを意味す るもので はな い。前述 したような前近代的 な教科論 と
ともに,依 然 として根強 く主張 され るのが,体 力 づ くりを目標 においた教科論 である。 ただ,後 に
ぶれるよ うに,一 言 に体力 づ くりとい ってもさまざまなニ ュア ンスの主 張 が あるが,純 粋 に生理 学
主義的な適応 の論理 で主 張 され る教 科論 が,こ こに存在す る。
例 えば宮下充正 は,「 教育 とは適応能の盛んなる時期 に,意 図的 に,変 化す る方 向を定 め,環 境 を
ととのえてい くことで ある Lと 言 い,「 体育 の内容 は身体 を動かす ことで ある。身体 を動かす とい
う現象 を理解するためには,動 こうとする意志 ,動 くための力 の作用,動 く身体 の大 きさ,に よっ
て動 き方が異なる とい う面 と,身 体 を動かす ことによって身体 を構成す る部分 に一 時的な変化 が起
こ り,ま たそれが継続 され ることによって定着す るとい う面 との二つか らのアプ ローチが必要であ
る(5)」 とぃ ぅ。
そして,低 迷 を続 ける青少 年 の体力問題 に対 して「運 動能力・体力診断テス トが実施 されなが ら

,

10年 間 もの間,成 績 に 目立 った向上 が認 められない とい うのは,方 法 が まずかったのか,あ るい は

この程度 が 日本人 とい う民族 の限界 なのか どち らかである。 したがって,い くつかの学校 で,徹 底
的 にテス トの向上 を目指す体 力 づ くりのカ リキ ュラムが実施 され るべ きであろう。 その結果 は,方
法が まずかったのか,民 族 の限界 なのか とい った点 を明 らか にす ることになる も としてい る。
また宮下 は,「 いの ちの保障 を足場 にした意識 ある状態で具現 され る『生 きてゆ く』姿 は,三 つの
段階 に分 ける ことがで きる。第 一 は,生 まれなが らに備わって い る心,す なわち,学 習 しな くて も
身 につ く心 によって操 られて い る本能行動 と情動行動 である。 これ らの行動 によって,個 体維持 と
種族保存 とい う基本的な生命活動が保障 され,そ れによって私 たちをして,天 性的存在者 として『た
くまし く』生 きて いかせ るのである。第 二 に,学 習 によって経験 を積 み,変 化する外部環境 に適切
に対処 してい く適応行動であって,こ れによって私たちは技術 的存在者 として『うま く』生 きてい
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ってい るのである。第二 は,未 来 に 目標 を設定 し,価 値 を追求 し,そ の実現 をはか ろうとす る創造
行為 であって,こ れによって私 たちは,人 格 的存在者 として『よ く』生 きて い こ うとしているので
ある。7)」
しか も,宮 下 にとって「 よ く生 きて」い くことは,純 粋 に生理学的 に解釈 され る。すなわち「 よ
く生 きて い く"と こかかわ る大脳新皮質 , た くまし く生 きてい く"に かかわ る大脳辺縁系,そ して 生
きてい る"に かかわ る脳幹脊髄系 は,そ れぞれ理知の教育 ,情 動 の教育 ,身 体 の教育 の対象 とな り
またそれぞれが知育・ 徳育・ 体育 といわれた伝統的表現 と一致す るlal」 と述 べ ている。
そして究極的 には「知徳体 の生理 学」 による教 科論 を主張 し,か って明治期 にお いてさえ教育現
,

実を反映 して いない として批判 された古典的な二育論 を合理化 し,「 生徒 の知・徳・体 の調和 の とれ
た発達 を目指 し,平 和的 な国家及 び社会 の形成者 として心身 ともに健全 な国民の育成 を期 して行 な
われなければな らない ことはい うまで もない』 と述 べ られてい るが,わ れわれ はそれが当然 な こと
であ り,納 得 しうる表現 と受 け とめることがで きる。も として い る。
しか し,教 育 目的論 としての「体力 づ くり」論 の限界 について は別 の機会 に指摘 したように,わ
れわれ は,要 素的 に分 断 され,各 要素 の反応の総和 をもって自らの「生 きる身体」 として認識す る
ことはで きない し,そ の結果 ,描 かれた「体力」 とい う身体像 は,い わば「切 りとられた」虚像 と
してののうつ ろな肉体 にしかす ぎず,「 意味 を失 った身体 は,や がて生 きた身体 であることを止 め
物理 ―科学的 な塊の地位 に下落す る(lω 」 ことになる。
言 うまで もな く,わ れわれの生 きられ る具体的な身体が,生 理や化学的な自然法則 に条件 づ けら
,

れるものである ことを拒否す るわ けにはいかない。 にもかかわ らず,わ れわれの身体 が情動 ,感 性
が合理 ,非 合理 の谷 間 を波状的にゆ り動かされ るのは,ほ かな らぬ身体が社会的存在である とい う
根拠 にもとづいている。 自己 の環境的世界 を分節化 し,意 味づ けるものは解音J学 的,生 理学的要素
にもとづ く「適応」 によるもので はな く,「 創造 されてある古 い構造 を超 出 して い くべつ の (構 造〉
である。つ」 シンボル =象 徴化機能 にほかな らない。

13)体 力づ くりとスポーツ教育 の折衷論
周知 のように,欧 米 のスポーツ教 育論 や運動教育論 の影響 を反映す るかたちで,1977(昭 和 52)
年度告示 の学習指導要領 は,「 運動 の楽 しさを体得す る」 といういわゆる「楽 しい体育」を打 ちだ し
た。だが,そ の内実 は,「 各種 の基本 の運 動及 びゲームを楽 しくで きるようにし,体 力 を養 う」とい
ったように,体 力 づ くり論 を混在 させてお り,ス ポーツ教育論 とい うには,あ ま りに変態的な教科
論 を展開 させ る ことになった。 こうした論理 は,こ れ までさまざまに指摘 されて きた ように,現 行
の学習指導要領 によリー 層強化 され,日 本的 な修養論的 「体力 づ くり」 と欧米 のプ レイ論的な「楽
しい体育」 が折哀 され,ネ オ・ ナシ ョナ リズム と古色蒼然 とした古典的 な国家主義 が 同居す るとい
う,子 どもに とってはなはだ「楽 し くない体育」 の構造 となって い る。
例 えば学習指導要領 の内容 は,果 た して「楽 しい体育」にふさわ しい教材 で構成 されてい るのか。
依然 として,い くつかの運動教材 を細 ぎれ的に学習すれば,あ たか も調和的で理想的な身体 が形 成
され るかのような幻想 を断ち切れないでいる。 しか も,器 械運動 や陸上運動 な ど施設 。設備 のかか
らない,安 あが りの内容で占め られ,ス ポーツを享受 で きる何 ら技能 の定着 もな い学習 が終 つて い
く。運動教材 のほ とん どが,身 体―用具 (ボ ール・ 跳び箱・ マ ッ ト等 )の 関係技術 で 占め られ,身
体―用具 (ラ ケッ ト)一 対象 (ボ ール)と い う用具 を仲だちとした操作技術 を必要 とす るスポーツ
教材 は,ほ とん ど内容化 されてお らず ,ク ラブに入 らなければ学習す ることはほ とん どな い。

入江克己 :体 育の教科本質 と方法思想

最近 ,ラ ケ ッ トをまともに振れない学生 が多 く見 かけられるようになったが,こ れで は,学 習指
導要領 のい う「生涯 を通 じて継続的 に運 動 を実践で きる能力 と態度」 (高 校 )な どを期待す る ことな
ど,到 底無理 な話 しである。せ いぜい の ところ,投 て き能力 が低下 したか ら,野 球 をやればよい

,

懸垂力が落 ち込 んだ ら今度 は鉄 棒 を といった程度 に短 絡 せ ざるをえない。例 えば1998年 10月 の「体
育 の日」 を前 に文部省 が発表 した「体力・運動能力調査」の結果 によると,「 ソフ トボール投 げ」で
男子 の場合 ,各 学年 とも調査 が はじまった1983年 度以来最低 を記録 し, 9年 前 に比 べ ると 4年 生で
25。 6メ ー トルか ら23.86メ ー トル と 1メ ー トルか ら1.8メ ー トル低下 したのをはじめ,女 子 も最低 の
記録 を示 し,「 ハ ン ドボール投 げ」で は18才 の男子 で10年 前 に比 べ0。 91メ ー トルほ ど低下す るな ど投
げる力が落 ちて い ると指摘 し,そ の原因 はサ ッカーが流行 して,子 どもたちが野球
ル)を や らな くなった ことにあるとしてい る(12)。

(キ

ャッチボー

K.マ イネル は「環境 との対時 にスポーツ用具 を取 り入れ ることは,手 や足や また人間全体 の達成
力 と機能 に対 して決定的な影響 を及 ばす ものであ り,こ れ は労働運 動系 の発達 のなかで,道 具 を使
う ことが単 に生産 に役立 つ だけでな く,人 間 の運動系の可能性や能力 を拡大 し,改 善 してい くこと
にも役立 って きた と同様 である。 スポーツにおいて,用 具 を取 り入れなければ,ス キー……漕艇 ス
ポーツ,… …ホ ッケー,テ エ スな どのような広範囲 にわたる運動種 目の領域 は存在 しなかったか も
しれない。 また,人 間 の運動系の多 くの可能性 は未発達 のままとどまったか もしれな い(13Lと 述 べ
ている。
また,こ うしたスポーツ教育論や体力 づ くり・ 生涯体育論の台頭 と浸透 は,第 一 に,オ リンピ ッ
クを頂点 としたチャンピオ ンシ ップ・ スポーッを軸 としたネオ・ ナショナ リズ ムの興隆 とエ リー ト
選手養成 の強化 を論理的に補完す ること,第 二 に,「 民間活力」の導入 とい う美名 の もとに,年 間数
兆円にのぼるといわれ る肥大化す るオ リンピック・ ビジネスやスポーツ 。マーケテ ィ ング市場 ,さ
らには企 業 のイメージ戦略 に追 随す るとともに,ス ポーツ産業の経済戦略 を合理化 し,か つ第 二 に
「国民体力 づ くり」論 は,例 えば『国民 の健康体力 つ くりの現況』 (体力 つ くり国民会議事務局
は

総

務庁青少年対策本部編 1990年 )に 明 らかにされているように,出 生率 の低下 と高齢化 による若年
労働力不足 の補填,老 人医療保障の形骸化 を正当化す るとい うイデオ ロギー的機能 さえ果 た して い
る(14)。

2,「 スポーツ教育」論台頭の背景 と問題1士

(1)ス ポ ーツ教育論台頭の背景
ところで,戦後 の生活体育論 か ら「体力 づ くり」論 をへ て「 スポーツ教育」論が移入・ 台頭 して
くる背景 を若千ぶ りかえってみたい。戦後 の体育科教育論 の展開の過程 は,ほ ぼ10年 を単位 として
変化 をた どって きた といえるだろ う。すなわち,1945(昭 和20)年 代 に繰 り広 げ られたファシズム
体育批半」とともに,ア メ リカの教育使節団の影響 をもとにカズ ンズ (F.W,Cozens),ウ イ リアム
ズ (」 .F.Williams),ブ ッチャー(c.A.Bucher)等 の身体活動 を通 して成長・ 発達 。適応 をもって
「調和 の とれた人格」 を養成す るとい う,き わめて抽象的な経験主義 ,生 物学主義 ,心 理学主義的
な体育論 がなだれのよ うに移入 され,生 活体育論 として流布 した(15ち
しか し,1955(昭 和 30)年 か ら1960(昭 和 40)年 代 にかけては,そ の生 活体育論 も,ま た物理的
環境 へ の「適応 (Fitness)」 能 を説 くきわめて生物学主義的 というよ りは,進 化主義的なアメ リカの
Physical Fitness思 想 ,言 い換 えれば体力づ くり論 の移入 によって批判 され る ことになる。 さらに
は,1975(昭 和 50)年 か ら1980年 代 を経て今 日までアメ リカ, ドイツ,イ ギ リスな ど欧米 でシーデ
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ン トップ (D.Siedenntop)や ウィドマー (K.Widomer)な どによって主張 されはじめた運動教育
論や スポーツ教育論 の流れのなかで「体力 づ くり」 (=身 体 の教育 )論 も三度 にわたって指弾 され
,

ぶたたび弱体化 したかの兆 しを見 せ はじめる。
ちなみにシーデ ン トップの『楽 しい体育 の創造』 (1981年 )の 訳者 で,ス ポーツ教育 の主唱者 の一
人である高橋健雄 は,こ のような認識 は
「国際的 に広 く受 け入れ られ るようにな り,西 ドイツの『ス
ポーツ教育』,イ ギ リスやアメ リカでの『運動教育』や『プレイ体育』のそれぞれの立場 に共通 して
1つ の重要な理論的基盤 を与 えて い る(10」 と指摘 して い るが,戦 後 におけるわが 国 の体育教科論 も
結局 は明治以降 の近代 と同様 に翻訳教科論 に終始 して きた とい う ことになる。

,

,

12)ス ポ ーツ教育論 と「教科」 の概念
ところで,そ のスポーツ教育論 とは,何 なのか。 それ らのスポーツ教育論 とい う教科論 は,従 来
の(1)身 体適性 のための体育 ,あ るい は身体 の教育 ,② 一般教育 の諸 目標 を達成す る手段 としての体
育, もし くは身体 による教 育 といつた論理 を批判 し,体 育 を ヒューマ ン・ ムープメン トの一環 とし
て とらえ,本 来 ,体育科教育 とは「〜 を対象 とした」で もな く,「 〜 による」で もな く,ス ポーツ活
動や身体運動 に内在す る価値 それ 自体 を追求す る過程 その ものである とする。
高橋 によれば,シ ー デン トップは,体 育 の 目的 を「競争的・ 表現的な運動 をプ レイする性向や台と
力を向上 させ ること」と規定す る。言 い換 えれば,「 スポーツに対する主体的な態度 や能力 を向上 さ
せる」 ということである(1り 。
したがって,こ のような立場 に立つ時,体育 は運動

ポーツ)の 文化的総合性 において教 育 し
自立す る人間の形成」 をめざす教科領域 として定立 させ ることがで きる。 こ
(ス

,

「運動 (ス ポーツ)に
のことは,運 動 の身体形成上 の価値 や人 間形成 上の価 値 を否定す るもので はな く,目 的 としての運
動

(ス

ポーツ)を 教授す るなかで これ らの成果 と関係 を保 とうとす るものである。

また「運 動 の教育 (education in sport)」 の考 え方 に立つ時,体 育 が 内容 とす る運動 (文 化 )に
直接関わ つた 目標 を設定する ことが可能 となる。 いわゆる「目標 と内容 の一体化」 を図 る方向のな
かで,一 般 目標 を単元 目標や各授業時間 の学習指導 目標 に具体化 で き,し たがってまた,日 標達成
の方法 に対 して も的確 な示唆 を与 える ことがで きる として い る。
そしてシーデン トップは,第 1層 の 目標 (上 位 目標 )と して「運動 へ の指向性 の向上 」 を位置 づ
け,何 よ りも運動 へ の愛好的態度や価値観 が形成 されなければな らな い とみるのである。 また体育
の内容 (文 化 )に 直接対応す る目標 は「技能の向上」,「 知識 の向上」,「 社会的行動」 の二 つの領域
として設定 され る。彼 は,特 に運 動 (ス ポーツ)学 習 での意 味 ある経験 を尊重するところか ら「技
能 目標」を中核 に据 え,「 知識」 と「社会的行動」 の 2つ の 目標 は「遊戯環境 へ の社会化」 を促進す
るための要件 として下位 に位置 づ けてい る。
また,こ こでい う知識や社会的行動の目標 は,体育授業 によって一般的な知性や社会性 の育成 を
直接 めざす ことを意味す るもので はな く,運 動 (ス ポー ツ)を 享受す る上で必要な運動 (ス ポーツ)
に関す る知識 と社会的行動 の習得 に限定 し,技 能 目標 を中核 にして「情意
(psychomOtor)」 ,「 認識 (cognitive)」 ,「 社会的行動

(affective)」 ,「 運動技能

(socio‐ behavioral)」

の 4領 域 であるとして

い る(18)。

問題は何よりも,そ の教科論の抽象性にある。例えば高橋は,ス ポーツ教育がめざすべき目的に
ついて①スポーツの定期的・合理的な実践を通じて健康で文化的な生活の実現をめざす人間。②ス
ポーツの価値や必要性を理解する人間。③スポーツヘの愛好的態度をもった人間。④スポーツ文化
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(組 織体制,ル ール,技 術 ,イ デオ ロギー等)を 批判的 に受 けとめ,そ こでの矛盾や問題 を克服 し
スポーツ文化 の発展 に意欲 をもった人 間。⑤ スポーツの行為 (実 践 ,観 賞,組織 ,運 営)に 必要 と
され る諸能力 (ス ポーツの技能 ,ス ポーツの社会的行動 ,ス ポーツ集団を組織 した り運営 した りす
,

る能力 ,ス ポーツの科学的知識 )を 身 につけた人 間 であるとしている(10。
この人 間像 はきわめて抽象的であ り,い ったい どの うような人間がイメージ され るのか,理 解 に
ところで ある。例 えばスポーツの コーチ ャーやスポーツ学 の専門家 を対象 とした ものである
しむ
苦
とすれば,ま だ しもの こと,少 な くともこのよ うな資質 をもった人間のの教育 を初等教育段階 に要
求す ることは,不 可能 である。 また,こ れはきわめて不思議 な現象で はあるが,ス ポーツ教育論 に
もそれぞれのニ ュア ンスが あるが,基 本的 には,こ れ らの反スポーツ教育的 とも言 える教育現実 に
対 して,そ の問題 の根源 を明 らかにする作業 を怠 っていることで ある。

13)「 スポーツ教育」論 への疑義
何 も体 育科教育 の歴史 だけに見 られる傾向で はないが ,す でに指摘 したように基本的 には,わ が
国の授業 の定型性 は,教 育理論や方法の移入性 とも結 びついて きた。欧米 の理論 ,方 法 の様式 が導
入 され,そ の早急な普及が 目標 とされ ることによ り,方 法様式の分節化や模倣 による定型化 がすす
められ るとい う,い わゆる,か っての脱亜入欧 が想起 され る。 そして,こ のような理論 ,方 法 に対
する認識 の在 り様 が,子 どもとの実践 か ら理論や方法 をつ くりだ して い く契機 を弱めた とい えよう。
で は,こ うしたスポーツ教育論 の発想な り,思 潮 はわが 国 に存在 しなかったのか。
「 スポーツ教育」
とい う発想 は,す で に明治後期 を経 て大正期 か ら昭和 にか けて可児徳 ,島 田正蔵,川 口英 明等 の体
育論 に存在 してお り,見 方 を換 えれば,大 正 自由体育 は,国 家主義 に呪縛 されてい るとい う限界 を
かかえ,か つ欧米の新教育運動 に影響 されている とはいえ,ま さに近代 における身体 (体操 )の 教
育 か らの脱 却 をめざし,ス ポーツ教育 へ の転換 を意識 した改造運動 であった ともいえるだろう。例
えば島田 は,『 体育原論』 (1916年 )の なかで いわゆるそれ までの体育論 に特徴的 であった「身体 の
教育」 にこう批判 を加 えて い る。
「学校教育 において健康 を増進す る方法 として体操 を唯― の もの とし,最 善 なるもの とすべ きか と
い うことで ある。或人が学校 の体操場 に入 って曰 く,か くも子供 に不具者在 りや と云 ったさうであ
る。 この意味 は体操場 が宛 も整形 外科室 の感 に打たれた刹那 の言葉 である と思 う。子供が喜 々 とし
て遊ぶ べ き場所 でな くて はな らぬのに,医 療室 の薬臭 を除 いた感 を抱か しむるとき,果 た して子 供
に本来 の価値 を味 はせ る事 が 出来 るであろうか。 ……・
子供 を器械 の前 に立た しめて,健康 の利 を説 いて なす健康宣伝 の教育 が如何 に堕落 した体 育 であ
るか を思わせ る。 もし不具者 や病気 の子供 であったな らば,そ れ は教育者 の仕事 よ りも,寧 ろ医者
の仕事 でな くて はな らぬ。 ……教育者 は,僣 越 の罪 と悪徳 の非 とを反省 してみる必要 がある。 ……
一体体育 なるものは身体 の健康 といぶ ことに 目的 を有 つているで あらうか。 …… それ は生物的存 在
としてのみ値 づ けられ るものであって,之 は教育 で はな い。 ……。
生物的人体 を作 るのであって,人
間 の教育でないか らである。90」
「従来 の体操 に学理的背景 を加 へ た」合理的体操 は,「 人体 の発達,成 長 といぶ こと,そ れのみに捉
われた もの」であって,「 体育 といふ名 を付すべ くあま りに不合理」であ り,「 生活機関 の能率 を向
上せんがために,身 体組織 の相平衡 せ る発達 をはか るにある」 とする体育観 は「人 間を機械化 した
見解」で,「 人間 を巧利 の奴隷 た らしめ」,か つ「身体 までの体育 91も にす ぎず,元 来 ,体 育 とは
「実 に人生 的意味 を包含 した もの」であ り,「 文化的意味 を基礎 (2の 」 とした ものであると。
,
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指摘 で きる ことは,戦後 の生 活体育論 にみ られ るように,今 日までわが国の体育科教育研究 にお
いて,こ うした過去 の教科思想 を確認 し,そ れをどのように発展 させ るべ きか という認識 は不在 で
あ り,絶 えず欧米の動向をもってわが国の教科論 を,い とも簡単 に律 して い こうとす る姿勢 とそれ
が容易 に受容 され るとい う事大主義的な,も しくは脆弱な思想的土壌が支配 していることで ある。
だが,問 題 は,戦後 においてかって戦前 の国民精神総動員運動 の下請 け としての体育 による軍国
主義的な体力 づ くりを批判 し,人 類文化 の遺産であるスポーツ 。体操 な どの文 化財 を欧米 の身体文
化・ 体育文化 と対比す る独 特 の「運動文化」 という概念 を創出す るとともに,体育教科 の本質 を運
動文化 の そのもののを学習 し,そ の本質 を学び とること,さ らにはそれ を継承 し,発 展 させてい く
という課題 を実現 させてい くことで あると主張 し,か つ実践 を積 みかさねて きた「運動文化論」が
存在す るにもかかわ らず,な ぜ「 スポーツ教育」論 でなければな らないのか とい うことで ある。そ
の点 に関 してスポーツ教育論 は,何 も応 えてい ないので はないか。
周知 のように,運 動文化論 の最初 の主唱者 である丹下保夫 は,既 に1960年 代初頭 に「運 動 を通 し
ての」教育 という「下請 け理論」に批判 を加 え,「 国民運動文化 は体操 ,格 技 ,水 泳 ,陸 上 な どの本
質 を吟味 し,そ れぞれの本質 にふれ させ,そ れを一 層深め させ る ことを運動文化 による人 間形成 の
本質 と考 える」と述 べ るとともに,「 国民運動文化 による人 間形成 は,現 在 の運動文化 を批判的に摂
取 して はじめて創造 され ることになる。批半J的 に摂取する とい う ことはルールやマナーや施設や用
具,さ て はそのスポーツの もつ技術体系 まで も国民運動文化 の特質 に照 して吟味 し,改 めて い くと
い う ことで ある。 これ は国民運動文化 の創造 とい うことになるだろう。国民運動文化 による人 間形
成 を体育 とい うのでな らば,そ れ は国民運動文化 の創造 とこれを支 える国民運動文化 の体制 の建設
とい う二つ の創造活動 の統 一 として,学 校体育 を とらえることであろう。3ち と見通 してい る。
その後 の運動文化論 がスポーツ教育論 に対 して どのようなスタンスを とっているのか,興 味 のあ
るところで ある。ちなみに運動文化論 の理論的指導者 である中村敏雄 は,「 ただ一つ い える ことは
,

スポーツが人類 の貴重 な文化遺産 であ り,そ れ を継承 し,さ らに発展 させて い くことが,現 代社会
に生 きる人 間 に とって避 ける ことので きない課題 であるとい う ことで あ り, この方向,方 法 ,内 容
こそがスポーツ教育 の課題である90」 としなが らも,ス ポーツ教 育 は,「 一 方 で は能力主義教育 その
もの として,他 方で は能力主義教育 へ の順応手段 として,能 力主義思想 の,潜 在的 で はあるが,し
か し決 定的 に本質 を形成す るところの生活信 条 を個人 のなかに形成 して い くのにきわめて重 要な役
割 を果 た した とい うことがで きる95も と述 べ て い るが,こ こには明 らか に 自家撞着 がみ られ る。

14)「 スポーツ科」批判
何 よ りもスポーツ教育論 の基本的な問題性 は,こ の理論が「近代超克 のスポーツ論 として,新 た
なスポーツ論の再構成 を試 みるもの として展開 されつつある。 このような論 の出現 が,第 二 次臨調
のもと,政・ 官 。財 の一体 となったスポーツの市場化戦略 の全面展開 とい う80年代 の新 たな危機 の
展開 の局面 に対応す るものである ことは明 らか」であ り,「 体制補完イ デオ ロギーの一つで ある90」
とみ られ るにもかかわ らず,わ が 国近代 の体育 やスポーツがかか え こんで きた拭 い きれない矛盾 を
捨象 して しまい,運 動文化論 は,い つの間 にか「国民運動文化 の創造」 とい う,そ の思想性 は換骨
奪胎 され,シ ー デ ン トップ流の「 スポーツ教育」論 に代替 されて しまい,「 運動文化」 とい う言葉 の
みが一人 歩 きしてい るので はないか とい う危惧 と素朴な疑問 だけを,こ こで は指摘 してお きたい。
一 方,こ うしたスポーツ教育論 の伝播 は,従 来 の教 科 である「体育科・ 保健体育科」 とい う概念
「体育 (身
に対す る修正 を求める声が高 くなって い ることは事実 である。 た しかに高橋 がい うように
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体教育 )と い う二 元論的意味 あい をもつ名称 が,体育の実体 (学 習内容や学習過程 )を 正 し く表現
していない90」 こと,「 体育 とい う名称 のなかに含 まれて い る力点 を強調 しす ぎると…… あたか も体
育 で問題 にすべ きこ,と は,筋 力 ,ス ピー ド,持 久力 ,呼 吸・ 循環器 の能力 ,そ して測定 で きるスポ
ーツ能力だけであるとい う ことにな りかねないO働 」傾向 は否 定 しえないであろう。 だが,ス ポーツ
教育論 に対す るの と同様 に,教 科名 を「スポーツ科」 にすべ きであるとの考 え方 にも,ま た多 くの
疑間が示 されて い ることも確認す る必要がある。
臨教審 でさえも,1987(昭 和 62)年 に体育 の教 科名変更 に関す る議論 をして い るが,「 学校 におけ
る体育 の名称 については,ス ポー ツ教育 に変更 した らどうか との意見があったが,こ れ については
その内容 を検討 した後 ,そ れにぶ さわ しい名称 を検討すべ きである との意 見 があった99」 として慎
重であ り,結 論 を見お くってい る。 また岸本 肇 は,体 力づ くりとい う視点か ら,次 のような問題
を提示 している。
「 これか らの体育 はプ レイそれ 自体 に価値 を見出すべ きであるか ら,そ の教科名 もスポーツに改 め
るべ きであるという類 の意見 に,私 は賛成 しかね る。 そもそ もシーデン トプ流 のプ レイ教育 ,楽 し
い体育 の理解 のためには,小 学校 で も中等教育学校で も,い まもって,制 度的 に教科体育 が十分 に
位置 づいてい ない州 が あるアメ リカの現実 を,頭 に入れておかな ければな らない のである。 ……西
ドイツにてさえ体力 づ くりを大切 にしている Sport科 であることを知れば,日 本 に定着 して い る体
育科 を,ぃ まさら片仮名 のスポーツ科 にして どのような意味が あ るのか,い よい よ疑間である。……
『す ること自体』 に最高 の意義 をお くスポーツ教 育論 は,体 育科教育 は社会的没価値 で よい とす る
教育論 で あ り,教 育 の社会的統制機能 を否定す るものである。 ……現今 のスポーツ教育論 ,ス ポー
ツ科 へ の教科名変更意見 は,わ が 国 の先進的な体育実践が はぐくんで きた,子 どもの 目を社会 へ 開
かせ る伝統 に反す るといわざるを得 ないのである。OLと 批判 し,「 体育 は,身 体形成 とスポーツ文化
の学習 を統一する理論 と実践 にねざす ものであ り,子 どもに身体 とスポー ツの 自立的能力 を育 てて
い く教育(31ち でぁる。
「 どこの筋肉を どう使 つているか ら力が発揮 され,身 体 の どこどこが協応 して い るか らスポーツと
して有効 な動作 になるのか,運 動技術 を身体 の構造・ 機能 として教 えたい のである。そのようにし
て,ス ポーツの学習 を身体 の学習 とする体育 は,さ らに子 どもの 目を身体 か ら身体 の背景 にある生
活 の問題 にまで開 かせ る可能性 をもってい る。り」 としている。
しか しなが ら,「 かっての軍国主義 に翼賛 させ られた体育 の誤 りについて教 えるためには,体 力 に
ついて教 える必要があるとい う ことに気 づ くべ きである。体力 づ くりに対 す る機械 的な反対 は,す
なわち体力 づ くりの軍国主義利用 にも反対で きない。3る と断 じることには,少 々飛躍 が見 られ る。
さらに,小林

篤 も同 じように,ス ポーツ教育 に懐疑的な立場 をとって い る。
「最近 ,『 体育科教育 か らスポーツ教育 へ』 とか『体育科教育か らスポーツ科教育 へ』 とい う主張 を
しばしば聞 く。 ……歴史的に見れば,体育 はたいていの場合 ,何 かの 目的 を果 たすための手段 とし
て利用 されて きた。 しか し,現 代 のような余 H限 時代 を迎 えると,身 体運動 は,何 かの 目的 のための
手段 としてではな く,余 暇利用の方法 として,そ れ 自体 を目的 として行 なうことがで きるよう教育
され ることが要請 され るようになった。 ……余暇利用の方法 としてスポーツそれ 自体 を学習す るこ
とを 目的 とす る立場 に立つ と,ま ず何 よ りも,ス ポーツを自分 で楽 しむ ことがで きるだけの技術 を
子 どもたちに見 につけさせなければな らない。 ……・
そのような教育 を『体育教育』 あるい は『体育科教育』 とい う手 あかのつい た言葉 で表現す るの
は適 当で はない。 ……・がん らいス ポーツ とは,実 利的な ものを期待 せ ず に,そ れ 自体 を目的 として
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行なわれ る活動であるか ら,い わゆるスポーツだ けでな く,そ れ以外 の体操やダ ンスな どの身体運
動 も含 めて,身 体運動 それ 自体 を目的 として行 な う教育 の ことを,ス ポーツ教育 あるい はスポーツ
科教育 と呼 ば うとい うわ けである。 しか し,… … このよ うな主張 には否定的である。問題 は,実 用
目的 をす べ てカ ッ トして教養 目的 だけで,い わゆる体育科教育 が果 たすべ き役割 あるい は果 たす こ
とが期待 さ絶て い る役割 をカバ ー しきれ るか どうか とい う ことと,体育 とい う言葉 に人が どれ ほ ど
愛着 を感 じるか とい う ことで あろう。
前者 につ いて言 えば,ス ポーツ科教育 のなかで保健 の問題 はどうなるのか不分明であるし,ま た
体育 のなかで健康 よ りの ことが ら,例 えば……姿勢 の教育 な どは,ス ポイルされて しまうので はな
いか とい う危惧があるのである。 ……身体 の歪 みをそのままにして スポーツに精 を出せ ば,歪 みが
,

ます ます助長 される とい うこともあるのである。 ……体育科 とは,カ ラダソダテの基本 を教 える教
育 である。その基本 とは何 か とい う ことについて は,今 後 なお吟味 を要す る ことが多 いが,し か し
カラダ ソダテについての展望 を欠 い たままでのスポーツ科教育 の主張 には問題 があるとい うべ きだ
,

ろう。(34)」
た しかにスポーツ教育論 を力説す るウィ ドマ ー は, ドイツにおいて はすでに1936年 に ヒル ン (AL
Him)に よって「スポーツ教育学」の名称 を用 い るべ きであると要求 してい るにもかかわ らず,依
然 として1970年 代当時 の旧西 ドイツで はい くつかの大学付属研究所 には体育 や身体練習 の語 が用 い
られてい ることを指摘 してお り,な お「 スポーツ教育」 に統 一 の見解が存在 していない ことを明 ら
かにしている●0。 また彼 は,「 スポーツについての教育 に必要な諸 条件 を追求す る こと」は,ス ポー
ツ教育 の問題 の一 面 にしかす ぎず,個 性化 や社会化 の陶冶 という「スポーツによる」教育 の問題 を
包括 しなければな らな い。6Lと 述 べ てお り,高 橋等 のスポーツ教 育論 とは,ニ ュア ンス を異 にして
い る。

2.体 育 科 教 育 の 方 法 思 想 と学 力
(1)社 会的・ 歴史的実践 として体育科教育方法
しばしば教育方法 は,「 社会的 な矛盾 を根底 として成立 して くる教育 内部 における矛盾 に結 びつ い
てあ らわれて くる」ものであ り,「 教育実践 を可能 とす る原理 として機能す るか ぎり,教 育 のなかに
成立 している諸矛盾 をなん らかの形で意識 し,そ れ を克服 しようとす る原理(1ち であるとされて い る
が,そ れ らの矛盾 をどう把握するかによって,教 育方法 は決定 され る ことになるといえよう。教育
が人 為的,意 図的 な作用 であるか ぎり,歴 史的な究明が可能 であ り,か つ社会科学的 に分 析 され う
るように,教 育 が もつ人為性 とい う性格 は,「 社会的・歴史的な諸条件 による教育 の規制 の端 的な表
現(2)」 にほかな らない。
言 うまで もな く,そ れ は社会的実践 であるか ぎ り,第 一義的 に社会的条件 に規定 され る。教育実
践 に とって何 を子 どもに教 え,ど の方 向 に教育す るかが基本的 な条件 となる。そして教育内容 (体
育科 にあって は歴史的に畜積 されて きた運動文化 )は ,あ る社会的 。歴史的条件 のなかで生活す る
教師 によって選択・ 把握 され,教 師 を媒介 として子 どもとかかわ りをもつ。
したが って,こ の教育 内容 や教材 は,歴 史的 に成 立 し,そ の歴史的・ 客観的な性格 は,さ まざま
な教 育 によって形成 された子 どもの生活意識や価値観 によって主観化 され,さ らには転 じてその主
観 は,教 育 内容・ 教材 によって歴史化・ 客観化 され るとい う相互関係 を結んで い る。 それ に もかか
わ らず,今 日,教 授技術 があたか も歴史や社会的状況 とは,ま った く無縁 であるかのように錯誤す
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るか,あ るい は明 らかに主張す る傾向を見 る ことがで きる。
￠)法 則化体育論 の方法技術
その傾向 は,先 に見 たように教科本質 を生理学主義的 に解釈す る立場 に著 るしいが,こ うした没
社会的・ 歴史的な視点 は,い わゆる「法則化体育」 にもうかが うことがで きる。
この法則化体育 は,跳 び箱 の「開脚跳 び」 を「跳 ばせ られ る技術 がなぜ教師 の世界 の常識 にな ら
なかったのか」 とい う疑問 を発想 に向山洋一が主唱す る「腕 による体重移動」 を中心 とす る指導法
で ある ことは周知 の ことで あるが,改 めてその指導法 の原理 を確認 してお こう。
向山は,1980(昭 和 55)年 代初 めに「跳び箱 を跳 ばせ るためには,腕 を支点 とした体重移動 を体
感 させれば」よ く,そ の体重移動 には二つの方法 が ある。 (A)(一 つ の方法 は),跳 び箱 をまた いで
すわ らせ,腕 をついて跳 びお りる。その場 合,「 跳び箱 を跳ぶ とい うのは,こ のように両腕 で体重 を
支 えること」 であることを説明す る。 (B)(二 つ めの方法)は ,教 師が跳 び箱の横 に立ち,走 って
くる子の腕 を片手で つか み,お しりを片手 で支 えて跳 ばせ る とい う方法である。
また,逆 上が りについて も,「 懸垂が一 回で きる子 」,「 懸垂がで きな くて も,の ぼ り棒 がで きる子 」
は,逆 上が りがで きる。
「懸垂がで きるのに逆上が りがで きなかった ら教 師 の責任 131」 でぁるとい う。
この「跳 び箱 の教育的活用」について,跳 び箱 を跳 ばせ ることによって「競争」か ら「連帯 の原理 」
にもとづいた教育 の創造 が可能であ り,そ のために教師 には,「 跳び箱 を跳 ばせ られ る技術」と「 そ
れを全体 の成長 につなげる力量」が必要であった。 ところが,現 実 には,(1)跳 べ ない子 に対す る教
師 の悩みが 中途半端 であった,(2)跳 ぱせ られ る技術 が発見 で きなかった,(3)発見 して も,広 が らな
かったために,「 跳 び箱 を跳 ぱせ られる技術 が常識」にはな らなかった と
「教育実践研究 へ の疑 間14j」
を提起 した。
この向山の主張 について根元正雄 は,「 法則化体育 は,科 学的 な実証性 をめざす。一つの指導技術
が多 くの追 試 に耐 えるのには,そ こに一つの原理 。法則 が必要である。原理・ 法則 があるか ら誰 れ
がやって も同 じ結果 がで るのである。向山洋 一氏 の開脚跳び は,『 うでを支点 とした体重移動 の体感
がで きればよい』 という原理 を何人跳 べ たか とい う ことで実証 で きるのである。私 は,逆 上が りに
必要な筋力 はどれ くらいか を調 べ た。その結果 ,持 久懸垂力が10秒 程度 あればで きるようになる151」
と主張 している。
そして根本 は,「 向山氏 の跳ぴ箱指導が全 国 の教 師 に受 け入れ られ,効 果 が発揮 されたのは,動 き
の原理 =テ クニ カルポイン トを明示 したか らである。 これがわかっていれ ば,教 育実習生で もで き
る16J」 とし,法 則化体育 とは,(1)追 試 ので きる授 業 づ くり,(2)誰 れで もで きる指導技術 の開発 ,(3)実
証性 の体育 をめざす ものであ り,追 試 ので きる授 業 づ くりの条件 とは,(1)場 づ くり,(2)発問 。
指示
,

(3)テ

クニ カルポイ ン トであることを主張す る171。

名人 でない とで きない部分 とだれで もで きる部分 とに分析 され,整 理 されて こなかったか らであ
るという指摘 は,必 ず しも否定 で きない。それ は,既 に述 べ たように,わ が 国 における体育実践 (方
法 )に 関す る歴史的研究 (方 法史,方 法思想史 )は ,い わゆる体 育史 一般 に解消 されて しまい,さ
まざまな実践 の蓄積 がない ことか らも言 えるか らである。

(3)法 則化体育論 の方法主義思想
しか しなが ら,果 たして純粋 に「だれで もで きる」技術 と「名人 でない とで きない」技能 に分類
する ことが可能 であるのか。 た しかに「教育技術 に機械化 ,も しくは合理化 しえない部分 がない わ
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けで はない。 しか し,そ れ はあ くまで も一部分 にしかす ぎない。 しか も,教 育技術 のなかで は機械
化 しえない部分 にこそ,し ばしば教育の最 も重要な部分がひそんで いるので ある。 ……・いつで も
どこで も通用する教 育技術 のパ ター ン化 が はか られた りす る ことの基礎 には,教 育技術 をカ ンかコ
ツによる技能 か,然 らずんば機械的技術かに区分する単純 な三 分法 がひそんでいる。もように思われ
,

るとともに,「『いつで も。 どこで も 。だれで も』がやって も一定 の効 率 をあげる教育が,科 学 だと
主張 され る。 しか し,『 教育 は科学 である』とい う主張 はナ ンセ ンスで ある。教育 は,科 学 の対象に
な りえて も,教 育 その ものが科学 となるはず はない。現実 の教育現象 のなか に本質 とか法則性 を探
求す るのは,教 育科学 である。 …… しか し,そ のようにして探求 され る教育 の法則 とか一般性 と
『いつで も・ どこで も 。だれで も』やれ る教 育 とは,別 物 である。後者 は,教 育 を画一 化 し,機械
,

化す るものである(9」 とい うほか はない。
以上のような問題性 はどこか らくるのか。 その特徴 は,授 業 における教育 の質 を吟味する ことな
く,教 育 ,教 授 =学 習 の「 システム化・ パ ター ン化」 といった合理化 の要求 を,複 合的 な教育実践
を安易 に形式 的 に固定化 し,部 分的 に捨象 し,効 率化 しようとす ることである。
こうした教育技術観 の もとで は,「 教師 の選択 ,判 断 は,技 法 の レベル に限定 され」,「 そのような
限定 が,授 業 の質 にどのような影響 をもた らすのか。 目的,内 容 に関す る主体的判断 を欠 いた手段
が,教 育活動 として どのような歪 みをもつのか(10」 力S検 討 され る必要がある。学習指導要領 の教育
観・ 体育観 。内容観・ 方法観等 の全体的な構造 の検討 を欠落 させ る ことは,そ の内容 を効率的に子
どもに移 しかえる方法 (=操 作 )主 義 に陥 る誤 りをおかす ことは必至 であると言わ ざるをえない。
それ は,か って大正 自由体育 がかか えて いた弱点 を再現す ることになる。
そして法則化体育論 の教材解釈 に特徴的 であるように,基 本的 には,運 動構造 の表象 を形成する
重要性 の欠如,言 い換 えればイメージの喪失 にある。
「体育 の場合,号 令 によって筋肉を連動 させてい く普通体操 の形式や,機 械的な反復 による トレー
エ ングにお いて は,イ メージ,表 現 へ の注 目はない。 ……。
人間が,そ のイメージの力 によってつ く
りだ し,表 現 して きた ものが固定 され,そ の短絡的 な伝達 が授業 とされた り,表 現 された行動が
外的な行動 として対象化 され,分 節 され,記 号化 され,そ れが,授 業 におい て子 どものイメージや
,

表現 を枠 づ けてい くとい う構造 をみる ことがで きる。 ……授業 におけるイメージ,表 現 の無視 ,教
師 の仕事 の定式化 をもた らす。イメージ,表 現 の多様性 が無視 され る ことによ り,授 業 における教
師 の対応性 が求 められ る ことが少 な くな り,授 業 は一定の外的な行動 ,反 応 の形成 を目標 としてお
こなわれ,そ のプ ロセスの安 定 が求 め られて定式化 して い く。
また,逆 に授業 を定式化す ることにより,イ メージ,表 現 へ の関心 が失われて い くとい う結果 を
もた らす。イメージ,表 現 の欠落 ―子 どもの ロボ ッ ト化 は,教 師 の ロ ボッ ト化 と表裏 をなしてい る。
そしてそのような授 業 が,国 家 の教育 の管理 ―その質 における管理 に とって好都合 の ものである こ
とは歴史 が示 して い る。(10」 教育 が「人 間 の行動 の変化 を目標 とす る技術 であることはた しかであ
る。 しか しその場 合 に人 間 の行動や その変容 の特質 ,多 様 な個 性 へ の洞察 を欠 いて,不 当な単純化
やメカニ ックな ものへ の還元が行 なわれ る場 合 ,あ るい は,工 学的 なテクノ ロジーの技法 が安易 に
教育や授業 に導入 される場合 ,授 業 はメカニ ックな性格 の ものに局限 され,子 どもはロボ ッ ト化 さ
れてい く。 さらには,教 師 も追求者 ,創 造者で はな く,オ ペ レー ター,ロ ボ ッ トになってい くので
はないか とい う危惧(10」 さえ覚 える。
昭和戦前 における「 国民学校制度」 (昭 和 16年 )の もとで「 臣道実践」 による「少国民 の錬成」 と
い う教育 目標 に掲 げられてい るにもかかわ らず,方 法的 には大正 自由体育 の近代的 な方法成果 (発
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育 。発達,興 味・ 個性・ 遊戯化・ 個別・ 分団等 )を 組み込 む とい う支配的な授業構造 を再確認 した
い

。

④ 法則化体育論の教材解釈
た しかに法則化体育が い うように,跳 び箱 を跳 ぱせることによって競争 の教育 か ら連 帯 の教育 ヘ
と質的転換 の一つの契機 にな り得 ることは,明 らかである。だが,な ぜ学校教育 において跳び箱 を
跳び,マ ッ トの上で前転 をしなければな らないのか とい う教科成立 にかかわ る基本的 な問題 には
応 えられてはいないので はな いか。言 い換 えれば,法 則化体育 の指導技術論 には,「 跳 べ ない」子の
,

技能 に焦点があて られ,子 どもたちの運動技術 の分析能力や要素的技能 をまとめあげる能力,子 ど
もたち相互 の教 えあ う・ 助 け合 うといった学習 の社会 (集 団)化 の過程 は,見 えて こない。法則化

体育論が,ど のような教科論のもとに,い かなる学力論をえがいているのか,ヤ ゝ
ま一つ不鮮明であ
る。
つ ま り,い わ ゆ る教 師 の補 助 (本 来 は「帯助 」 で あ るが ,常 用 され て い るので ,そ の まま使 用 す
る)に よって「跳 ばせ る」 とい う技術 が ,跳 び箱 運動 の教材価 値 なのか とい う こ とで あ る。 しば し

ば問題 にされるよ うに,跳 び箱 を跳ぶ とい う ことは,跳 ぴ箱 とい う障害物 を跳ぶ とい う ことと同義
語なのか とい う疑間が,ど うもぬ ぐい きれない。 こうした教材解釈 の もとで は,高 い跳び箱 を跳ぶ
ほど「 で きる子 」 とセゝうことになる。
例 えば学習指導要領 に学年 ごとに示 されている跳び箱 の高 さ (4年 生 は50〜 60セ ンチ, 5年 生で
は60〜 70セ ンチ, 6年 生 は70〜 80セ ンチ)を 跳 ぼせ る「技術」 であ り,し か も「克服 スポーツ」 と
して位置 づ けられ,「 空間の個 性的 。
創造的表現」 の運動 としてはとらえられていないよ うに見 うけ
図‑1

基本技術の構造
第 ２空中局面

第 １空 中 局 面

図‑2

?＼

同前 (4ペ ージ)に よる

金子朋友『 とび箱 平均運動J(大 修館罰 吉 1987年

9,56ペ ージ

)

より作成
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られ る。「空間の創造的表現」の運動 と見 る とき,第 一 次空間 と第 二 次空間を どう表現す るかがポイ
ン トであって,跳 び箱 の高 さは,問 題 にな らな いはずであ り,法 則化体育 は,こ れ までの実践 のな

かで明 らかにされて きた教材解釈 は,ど う評価 されて い るのか不鮮明である (図 ‑1参 照 )。
こうした「克服 スポーツ」 とい う教材観 は,し ばしば器械運動 の教材解釈 に見 られ るが ,本 来

,

跳び箱空間にお ける身体支配 な どの訓練 を目的 としたスウェー デ ン体操系 の流れ を くむ ものである
(図 ‑2参 照 )。 したがって,よ り高 い跳 び箱 を跳び こせ る子が「 で きる子」とい う能力主義 に短 絡
せざるをえない。金子朋友 によれば, もともとドイツ体操の流れを くむスポーツとしての器械運動
に,器 械・ 器具 を使 って体力づ くりを目的 にしたスウ ェー デ ン体操 の跳び箱が跳馬の代替 に利用 さ
れたため,次 第 に体力向上 をね らいに「障害物克服 の体操」 として位 置 づ けられ るようにな り,そ
の結果 ,ス ポーツ としての器械運動 の本質 が十分 に認識 されず,さ まざまな「神話」 を生 む ことに
なった という(1働 。「小学校体育実技」で時折 ,障 害走 のように跳 び箱 の「開脚跳 び」で台上 に着手 し
ない まま,踏 み切 ってか ら両足 をそろえて跳 び越 えてい く学生 を見 ることがあるが,こ の学 生 の例
も,あ るい は跳 ぴ箱 の導入段階 の準備運動 として「跳上下」のような運動 を学習 し,「 開脚跳 び」 と
誤認 した とも考 えられ る。
こうした法則化体育論 に対 して出原泰明 は,「『教育技術 の法則化』運動 の リーダー向山洋 ― は
……・目標 。内容 を問わず,方 法 の レベル に限定 して」教育技術 を問題 にしてお り,「『腕立 て開脚飛
,

び越 し』 の『跳 ばせ方の指導技術』だけに絞 つて意見 を述 べ,跳 び箱 の教材 としての価値 や技術 の
系統性や技術構造 な どにはふれない ことに積極性 な見 い出 し」,「『腕立 て開脚跳 び越 し』とい う一つ
の 『技』 をどう教 えるかだけを取 り出 して論 じられて い るが,体育科教育 で は「何 のために,何 を
教 えなければな らないのか (学 力)」 を明 らか にす ることが重要課題であ り,例 えば「跳び箱」 は
,

空間の表現や技術 の分析・総合 を教 える教材であつて,「 跳び箱 を跳び越す こと」 だけが 目的 で はな
い と,そ の限界 を指摘 してい る(10。
一 方 ,高 橋健雄 は「向山の指導技術 は,全 面的 に否定 で きず,そ れな りに有効性 があるだ ろう。
跳び箱運動の運動局面 をもって問題 にして い るが ,向 山方式 で示 されて い る『運動経過』 はタイヤ
跳びや馬跳び とまった く変わ らず,『 跳び箱運動』としての運動形態の徴表 を示 さな くなる(15Lと 論
評 して い る。
また「 そこでの議論 は,通 常 の学習 でで きなかった児童 をどのような手だてで 『で きる』 ように
させ るか という,い わば『療法的技術』に焦 点 が あ り,器 械運動 の授業全体 か らみて,ご く断片的・
部分的 な議論である ことをはじめに確認 しておかなければな らない(lω 」と言 い,た だ し,「 向山氏 の
指導技術 が間違 っているとい うことで はない。 む しろ初歩的段階 (特 に跳び越せない児童 )で は
,

この解決法 が大 に利用 され るべ きであると考 える。 しか し,注 意すべ きことは,こ の指導技術 は
あ くまで も初歩的段階の『またぎこし』 ので きない児童 に対す る有効 な方法出しかない とい う こと
,

である。 ……向山氏 の指導 の問題点 は,『 足―手一足 の順次性』,特 に踏 み切 った後 の身体 の投 げ出
し (左 右軸回転 )と い う課題 に対す る指導が欠落 して い るとい う ことで あった。『 また ぎ こし』で は
な く,跳 び箱運動 としての 『開脚跳 び こし』がで きるようになるためには,… …第 一 飛躍局面 での
身体 の投 げ出 し技術 を習得する必要がある。 ……子 ども達 の中 には,助 走 のあ と踏 み切 り板 の上で
身体 を硬直 させ,立 ち止 まって しまう者が少な くない。 その原因 は,身 体 の投 げ出 し……に対す る
恐怖 ,着 手後 の体 重移動 やその後 の落下 に対 す る恐怖 があるが,… … この問題 に対 して は,小 さい

跳び箱を用意して①助走を行わず,踏 み切り板の上で 2, 3回 行って跳びこす。②前後に足を開い
た踏み切り姿勢から,踏 み切って跳びこす。③ 2,3歩 助走から,呼 び踏み切りを行って跳びこす
,
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といったステ ップで練習す るとよい(1つ 」 としている。
この指導技術 の発想 は,な にも高橋 によるもので はな く,す で に「前のめ り姿勢」 か ら くる恐怖
感 を克服す る方法 として小久保方式が知 られてい る。小久保方式 には,高 橋 のい う『足―手―足 の
順次性』が織 りこまれてお り,き わめて有効性 のある方法 と考 えてい る。 この問題 は,あ る意 味 で
視点 をかえると,心 理 (体重移動 ,ま た ぎ こし,前 のめ り姿勢 の克服 の技術 )系 統 と論理 (表 現運
動 としての技術 )系 統 の関係 として とらえることもで きるが,こ れ らの議論 のなかで小久保 方式 が
無視 されて しまっていること自体 に限界 を感 ず る。

3.体 育 科 の 「 学 力 」
(1)新 しい学力観 と態度主義
学習指導要領 は,そ の総則 のなかで「学校 の教育活動 を進 めるに当た っては,自 ら学 ぶ意欲 と社
会 の変化 に主体的 に対応で きる能力 の育成 を図 る とともに,基 礎的・基本的な内容 の指導 を徹底 し
,

個性 を生かす教育 の充実 に努めなければな らない」 として,い わゆる自己教育力 の養成 をめざし

,

そのために「各教科等 の指導 に当たっては,体 験的な活動 を重視す るとともに,児 童 の興 味 や 関心
を生か し,自 主的,自 発的な学習が促 され るよう工夫す る」必要 が あ り,「 児童 の実態 に応 じ,個 に
応 じた指導な どの指導方法 の工夫 改善 に努 める」 べ きであるとしている。
そして,そ うした学力 を身につ けるためには,こ れ までの知 識・ 理解 を中心 とした認知 的学力 に
加 え,「 関心・ 意欲・ 態度」 とい った能力のみな らず,「 思考・判断」,「 技能・表現」 といった情意・
態度的能力 をも学力 の基本 として求め られて い る。「何 を」もって,ま た「何 に」対 して新 しい学力
とい うのか不明確であるが,こ こに は,戦後 の学力観 を逆転 させ る意 図を読み とれ ることがで き
,

この学力観 が徳育 を先行 させ,「 わが国の文化 と伝統 に対 す る関心 や理解」,「 勤労生産・奉仕活動」
「遠足・集団宿泊訓練」強調する学習指導要領 の根底 を支 え,い わゆる古典的,前 近代的な「修養」
,

としての行動力 を目的 とした体育科 へ の傾斜 に拍車 をか ける客観的条件 をつ くってい くで あろう こ
とは否定 しえな い。 つ まり,か っての「意志・ 行・ 体験・ 実践力」等 といった「態度能力」 が「体
力」 に収叙 されてい った昭和戦前の学力論 を想起せざるをえない。
その結果 ,体 育科教育 に求められる学力 は,「 健康 の増進や体力 の向上 を図 り,強 健 な心身 を養 う」
態度 ,「 生涯 を通 じて運 動 を実践す る」態度 に従属す るかたちで
「正 しい運動 のし方 を身 につ けさせ
各種 の運動 の基礎的な能力 を養 い,ま た,身 近 な健 康生活 に必 要 な知 識 を習得 させ る」 として「技
能・ 知識」が位置 づ け られ る ことになる。
,

こうした構造 は,体 育教科 の 目標 に明 らかであ り,小 学校 ,中 学校 で も,そ こにあげられて い る
第一義的な目標 は「態度」 であ り,「 知識・技能」 にかかわる学力 は,第 二義的な それ として後退 し
ている。蛇足 のきらい はあるが,学 習指導要領 は,「 体育科の目標」について「適切 な運動 の経験 と
身近 な生 活 における健康 。安全 についての理 解 を通 して,運 動 に親 しませ るとともに,健 康 の増進
と体力 の向上 を図 り,楽 し く明 るい生活 を営む態度 を育 てる」 としている。
こうした学力観 においては,「 関心・意欲・ 態度」や「思考力・判断力・表現力」 とい った合ヒカ が

,

あたか も学習指導要領 の内容 を学習すれば 自ず と「運動 に親 しむ」能力 が獲得 され るとい う予定調
和 が前提 とされてお り,教 育内容 の検討 は,不 間 に付 されるのである。換言すれば新 しい「学力」
論 と「で きる・ わか る」学力論 とが,一 体 どこで符合 して い るか,そ の筋道 が明 らかになって こな
い。
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(2)「 わか り 。で きる」学力論で いいのか
今 日,体 育科 の学力観 として「わか り・ で きる」能力 としてほぼ コンセ ンサスを得 ているこのよ
うに見 うけられ,こ こに は,い わゆる「態度」能力 とされ る学力観 は,欠 落 してい る。だが,果 た
して こうした能力 を もって体育科 の学力 をカバ ーす る ことがで きるのか疑間である。
「態度」能力 といえば,戦後 の学力論 に大 きな影響 を与 えた広岡亮蔵の三 層構造 (個 別的能力・
概括的能力・行為的態度 )に よる学力観 が想起 され るが,広 岡 の学力観 が批判 されたのは,1960(昭
和35)年 代 であった。事実,計測不可能 な態度能力 を学力 に介在 させ ることは,評 定す る側 の主観
性・ 恣意性 をもち こむ余地 を与 える ことになるとい う問題 を含 んでいる。
だが,果 た して人 間的技術 の世界 か ら態度能力,言 葉 を換 えれば情動的 な能力 を完全 に一掃す る
ことは不可能であ り,む しろ,そ れが排除 された瞬間 に文化 としての運 動文化 は途 絶す るだろう(1ち
体育科教育 の過 程 は,基本的 には学校 をとりま く外延 としてのスポーツ (=運 動文化 )を 人間形成
という観点か ら「教 科」 として再構成 し,認 識対象 としての知識・ 技術・ 情操 を,認 識活動 として
の思考・ 技能 。情動 によって主体化す る過程 であ り,そ れ はあ くまで も社会生活過程 として現象す
る。
その後広岡 は,1982年 に1970年 代 か ら「頭 と心 と体 の教育」論 が 台頭 し,(1)健康 な体 ,(2)働 く手
は)創 造的 に感受 し,表 現す る心,(4)自 ら考 え,真 実 を探求す る頭 ,(5)人 間 の導 きに目覚めた精神 な
ど「人 間 をその全体 にお いて man as a wholeと して,育 成 しようとす る教 育 が登場 して きた」 と
いい,(1)知 識・ 理解・ 思考な どの知的能力 ,(2)感 受 し,表 現す る感 情能力,(3)生活環境 に働 きかけ
る技能力 ,は )強 く健や かな身体能力 とい う文脈か らなる豊かな学力であると規定 して い る。ち現段階
,

では体育科 の学力 は,大 き く(1)運 動文化 に関す る認識 と(2)学 習活動 に関する認識 の二つ の観点 か ら
次のようにとらえる ことがで きると考 えてい る。

①運動 の認識・……運動の欲求,運 動 の喜びの認識 ②技術 の認識 ……用具の操作 と自己の身体制御
の認識 ③運動文化 の認識 ……運動文化の社会的,歴 史的,科 学的な認識 ④健康 の認識 ……身体
の健康 に関する認識 ⑤集団の認識 ……・学習方法 に関す る認識,個 と集団の認識
これらの学力 は,そ れぞれが択立 して存在す るものではな く,当 然 のことなが ら人格 において統
一される。そうした学力を身につ ける素材が教材である。教材 には,子 どもたちが学習 し,習 得す
べ き概念や法則のほか,基礎的な思考方法,運 動技術 の操作方法が構造化 されてい る必要がある。
それはスポーツ教育論 の言 うように,決 してスポーツとい抽象的な世界 に閉 じ込められた学力を
めざすものではな く,あ る運動教材に子 どもたちが分析的・ 総合的な運動や思考 によって能動的 に
働 きかけ,そ の過程 で身体的,知 的,情 意的,さ らには社会的 な能力を発達 させるとともに,文 化
に対する価値観や生活観,さ らには人間観 をも含 め,広 義 の意味 における世界観 を変革させてい く
ことである。
確認 しておかなければな らない ことは,体 育科教育 の 日標論 として「身体」 を文化的環境か ら切
り離 し,た んなる測定 の対象 としての「肉体」 の問題 に終始す る「体力づ くり」 という発想 ,も し
くは強迫観念か ら解放 され る ことで ある。子 どもの身体 の危機 とい う問題 は,い うまで もな く実 は
子 どもを取 りま く社会的,か つ文化的環境 をふ くむ生活の危機 の反 映 にほかな らず,肉 体 で はな く
,

あ くまで も身体 の問題 として改 めて社会的・ 文化的環境 に引 きもどし,そ れ ら環境 と身体 の交感 の
過程のなかで とらえなおす必要がある0。 「教育 の世界 は『意味』 の世界 と『事物』の世界 の相互浸
透の世界」であ り,『 意味』 が 『事物』 に転化 し,『 事物』 が『意 味』 に転化 してい る この世界 をと
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らえるにはその二 重性 を見す え,双 方の統合の視点 をどこに見出す かがつねに問題 になるのですが

,

『教育想像力』 は,そ の生 きた過程

Lに ほかな らない。

運動教材の学習過程 によって感覚的知覚・ 想像・ 創造・ 概念思考な どの認識活動 が要求 され,感
覚・認識・概念 の過程 は,そ れぞれ分 離 した もので はな く,「 運動 の過程」 に統 一 されて い るのであ
る。われわれ は身体運動 によって対象 (運 動環境 )に 働 きか け,自 己の身体像 を形成す るとともに
環境 を拡大 して い くのである。 それ は,ま さに意味の世界 と事物 の世界 の相互浸透の世界 にほかな
,

らず,そ うした世界 は,概 念 の獲得 によってはじめて運動がイメージ化 され,自 己の身体運動 をコ
ン トロールで きるようにな り,「 技術」 か ら「技能」 へ の転化 が可能 になることによって成立す る。
例 えば器械運動 の場 合 ,あ る運 動形態 で跳び箱 を跳び こす技術 は,た んに障害物 を跳び こす技術
で はな く,「 台上前転」や「腕立て前転 」 といった ある文化概念 によって跳び こえる技術 は指示 され
る。逆 にいえば,「 台上前転」という概念 を獲得 しなければ,技 術 は技能 に転化 で きない ことを意味
してい る。
そして分析 され うる個々 の運 動 の要素 を一つ の運 動 にまとめ あげるには,安 定 した自己の身体像
の内面化が不可欠であ り,他 人 の身体や運動 を認知 し,下 書 きし,自 己の身体 に移 しかえる能力
すなわち反省的思考 (「 か え りみる能力」)の 成立 が要求 され るのである。先 の学生 の例 は,跳 び箱
,

を学習 した経験 を持 ちあわせて い ない ため,開 脚跳 び とい う技術 の概念 と「か え りみる能力」が成
立 してい ない ということの結果 にほかならない。 いわば「わか る」とは,概 念 の知能 を意 味 し,「 で
きる」 とは,概 念 の知 能す か え りみる能力 ,場 面 の知 能等 が集約 され,運 動教材 との交感能力 に置
き換 える ことがで きることを示 唆 している。 だが,一 方で はこうした体育科 の学力 を論ず る こと自
体 を否定するむ きもある。例 えば岸本

肇 は,こ う述 べ てい る。

「 そもそも今 の体育界 に,あ えて学力概念で整理 をはか らなければな らない緊急愁眉 の課題 で もあ
るのだ ろうか。 ……。
もし,今 の体育 (学 )が もっ とも直面 して い る問題 をあげよといわれれば

,そ

れ は『学力』 で はな く,国 民 とりわけ子 ども 。青年 の体力問題であると思 う。 …… そのような とき
に『学力』 を持 ち出す ことは,教 育現場 で実際 に行われ ている体育 に,無 用の混乱 を生 じさせるだ
けではないだろうか。学力 とい う語感 は,そ もそも体育 とはな じみに くい。
運動能力 とはどうか,よ き社会性 を身 につけるね らい とはどうか,な どといちいち解釈 に苦 しむ。
だか ら,体 育 の 『学力』 を下手 に論ず ると,体 育 の 目標 ,内 容 の歪 曲化 につなが りかねないので あ
る。 い まの私 の考 えをい えば,無 理 に『学力』 な どといわな くて もよいか ら,国 民の健康・ 体力要
求 H応 え,体 育 として どのような身体 と運 動・ スポーツにか んす る能力 を子 どもたちにつけてやる
のかを考 えるほうが先決 である。体育 も,他 の知 的教科 と同 じように,で きることとわかることと
は必ず しも一致 しない。 一つの運動 がで きたか らとい って,そ のや り方がで きるわ けで もない し
や り方が理論的にわかった ら,そ れがで きるわけで もない。。ち

,

体育科 における学力論 は,無 用の長物であるとす る主張であるが,そ の ことによって果 たして教
科本質 を追求 し,か つ上述 のような学力観 に対する批判的視点 を もちえるのか とい う ことが問題 と
なるが,他 方 で,岸 本 自身 が,自 己の学力 備ヒカ)論 を展 開す るとい う矛盾 に陥 って しまっている。
すなわち「体育 における運動能力 には, 身体で覚 えた"明 確 な基礎 がある。 この基礎 の ところを
頭 で理解 させ る",す なわちで きることを身体運動 の法則 に即 してわか らせ ることが,か らだづ く
りの体 育 にとって きわめて重 要 である。運動体験 を身体認識化 させない ことに は,か らだづ くりの
意欲形成 もで きな いか らである。 こん な体育 は,身 体運動 を科学的 に理解 で きる 身体 の学力 "を
子 どもに要求するであろうし,ま た 身体 の学力"を 形成 してい くであろう。 この

身体 の学力 "
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こそ,国 民の健康・ 体力要求 と体育 とを結 ぶ太 い絆 のように,私 には思 えるのである。 …… 身体
の学力 "と い う場合 も,最 低 それだけの範疇 は考 えておかな くて はなるまい。(1)身 体 その ものの教
育,体力 へ の直 接 の働 きか け,(2)運 動能力や身体操作能力 を高 め,身 体 を器用 にす る こと,(3)身 体
意識 ,体 力 づ くりへ の意欲 づ け,(4)身 体 の知識 ,身 体形成 へ の科学 と方法0」 である と。
概念 が きわめて不明確である ことはまぬがれないが,少 な くとも今 日,語 ら
岸本 の い う,「 体力」
わかる」)は ,皮 相的 であると指摘 してい るようにも解釈 で きるな らば
れて い る学力論 (「 で きる。
,

了解で きる。

あ とが き
例 えば鈴木秀 ― は,「 教育学 を教育科学 と技術学 に分離 し,教 授一学習過程 の研究 を後者 に位置 づ
けようとする立場 の方法論的誤謬 は明 らかであ り,社 会 を正 し く把握す る科学 に立脚 して,教 授―
学習過程 の社会的本質 を把握 しないか ぎり,あ るい は教授一学習過程論 を生物学化 し,権 力 の奴婢
と化 して しまう。教授過程論 は,教 授一学習過程 にお ける社会的な矛盾 の構造 と本質 にしたがって
構築 され るべ きなのである。現在 ,さ まざまに成立 してい る教育方法 と教育技術 は,あ たか も無性
格 な,し たが って恣意的な選択可能 な もの としてあるかの ごと く提示 され,そ の選択 はあるい は教
。
育 目的 とあるい は教科内容 との機械的 な結合 によってなされて いるかの観 を呈 してい る ちと指摘 し
ている。
体育科教育 における現状 は,教 科本質 に関わ る理論的努力 を放棄 し,目 前 の方法論 のみに拘泥す
るとい う傾向を強めつつ あ り,そ の ことを欠 いて,体 育教科 の成立 その ものを揺 るがす「体罰」,「 い
じめ」 という反人間的 な現実 は解決 されない とい う ことを自覚すべ き段階 にきてい る。 なぜ体育科
教科論 において体罰 や い じめが,な お教科本質 に関 わる根本的で,深 刻 な問題 として認 識 されない
のか。体育科 の教授方法 は,こ うした教育 にお ける社会的な矛盾 の本質 と構造 の把握 な くしては確
立 され得 ない。
江
1。 「 スポーツ教育」論をめ ぐって
『朝 日新聞』 1993年 12月 28日 付
出原泰明 『体育 の授業方法論』 (大 修館書店 1991年 19ペ ージ)に おける指摘。
例 えば筆者等が学生 に対するアンケー ト調査 (1993年 4月 )と こよれば,「 体罰・いじめ」 と思われることを経験 し
た り,見 た りした ことがあると答えた学生 は47.2%(小 学校 で31%,中 学校で61%)に 達 してお り,そ の内容 と
,「 ス リッパで
して「 ける 。けなす 。なじる」,へ たな子,で きない子を「か らかう」
,「 うさぎ跳びで体育館 3周 」
殴 る」,「 水泳の見学者 にグラウンド20周 」等が指摘 されている。 (「 教師教育 の教材開発に関する基礎的研究〜教

育学部学生 の「体育」教科認識 について〜」『鳥取大学教育学部附属教育実践研究指導センター研究年報』第 3号
1994年 3月 )
『立憲的教育施設の実際』以文館 大正 3年 39ペ ージ
また西川二五郎 は,体 育 に対 しても次のような厳 しい批判 を向けている。
「小学校の体操科 は……身体方面の体育 にあらず して,… …児童 の発達 といぶ点からすると却 って有害 な場合が
少な くない。而 して体操科の時間に於 ける教師の態度 といぶ ものが全 く野蛮的で,命 令主義,圧 制主義,軍 隊主
義で,児 童の身心を苦 しめるものが多いのである。……学校 の規律 という美名 の下に児童 は教室 にあ りて も,廊
下にあ りても,便 所 にありて も,何 をするにも規律的習慣 の下に律せ られて,殆 んど体育 というものを無視 して
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いるやうに思われる。……特 に苛酷,峻 厳 なる教師 にあ りては,… …児童 を捉えて盛んに圧制教育,訓 練教育 を
施 して……時々体罰 を加へて児童を虐待 し,冷 酷 にすることが往々にある。……児童は常に教員 に過重なる勉強
を命ぜ られて,一 日として余裕 といふ ものがな く,… …精神的快楽又 は精神的慰安を得 るの日がないやうに至る
のである。
」 (同 書 455〜 456ペ ージ)
こうした現象 は,何 も今 日だけの特異なものではな く,ヘ ルバル ト派の形式段階説が流布 した結果,教 育全般
にわたる詰込み教育や形式主義が浸透 した明治30年 代 にも「学校騒動」 となってあらわれている。

傲
脩
俯

例 えば川島庄―郎 は,「 学校騒動の原因 は職責上,固 より管理者 の不能の範囲を出ざるべ しと雖 も,徳 義上必ず
しも校長の過失,又 は不徳不能に基 くものにあらず,… …教授法不良にして,或 は生徒 の程度 にこえ,或 は分量
を過 し,又 は之か伝達法親切ならざるが為,真 興味一壱 も存することな く,所 謂生徒の心をして俗 ましむる」が
ためであり,教 授法を改善 し,耳 学問ではな く「 目と手」による「興味に発する所以の方法」 (「 学校騒動 ノ原因」
『教育時論』第198号 明治32年 8月 20日 12ペ ージ カタカナ文 をひ らがな文 とした)を とるべ きであると指摘 し
ている。
「体育科教育 の基礎科学」小林篤・ 宮下充正・ 柴若光昭『体育科教育の理論 と実際』国土社 1980年 46ペ ージ
同 前 47ペ ージ

俯
偲
０

同
同
同
同

前 59ペ ージ
前 52ペ ージ

前 53ペ ージ
前 51ペ ージ
宮下 は,猪 飼道等の「教育生理学」とい う論理 を援用 し,「 教育生理学 は教育 さるべ きもの,即 ち,教 育対象の
精神的・ 身体的機能のうちとくに教育の受け入れを可能 にする諸条件 と教育内容・技術・環境の諸条件が教育効
果にいかなる影響をもたらすかを生理学的 に解明することを目的にしよう」 (同 書 53ペ ージ)と いっているが
歴史的 。社会的・ 文化的・ 技術的・ 芸術的な諸価値の領域にまで生理学が踏み込 もうとする生理学万能主義に陥
っている。
メル ロ・ ポンティー,滝 浦静雄,木 田 元訳『行動の構造』みすず書房 1968年 311ペ ージ
同前 261ペ ージ
この投力低下に関 して文部省 は,「 音の子 どものように思 い切 りものを投げる機会が減っている」 のに加 えて
,

,

キャッチボールをする場所がな くなった り,サ ッカーの人気上昇に反比例 して野球をする子 どもが減少 してい る
ことに起因 してい るか もしれないと分析 しているという。 (『 朝 日新聞』 同月 9日 付)上 記 のような教育現実のな
かで子 どもの身体的な発達が低迷するのは,自 然 というべ きであろう。明治以後から今 日まで絶 えず叫ばれ続 け
てきた国民体力の低下問題 は,実 は教育方法の改革 と表裏の関係 にあることは,拙 署『日本近代体育 の思想構造』
(明 石書店 1988年 )の なかで指摘 したつもりである。
金子朋友訳『スポーツ運動学』大修館書店 1982年 102ペ ージ
文部省 は,1994年 1月 21日 ,か ねて1987年 12月 の文部省通知 で種 目について「試行」中であった「中学 3年 生の

国体参加 を正式に認める」内容の通達を,全 国の都道府県教委に送った。種 目は水泳,陸 上など4競 技 である。中
学校 における選手強化にさらなる拍車がかか り,部 活における体罰 。しごきなどが増加することは必至である。
こうした問題 をスポーツ教育論者 は,ど うとらえるのか。あわせて城丸章夫,水 内 宏編『スポーツ部活 はい ま』
(青 木書店 1991年 )を 参照されたい。
またわが国のスポーツは,明 治時代 に輸入 されて以来「主 として学校体育,あ るい は企業スポーツとして発展
した。すなわちスポーツが文化 として自立することな く,教 育 に利用された り,私 学や企業の宣伝 に利用 された
り,会 社の販売促進や税金対策に利用されつづ けてきたのである。その結果,学 校や会社 は多大 の利益 を得たが
その利益がスポーツに還元されることは少な く,国 民一人当た りのGNPが 世界一 となった現在で も,会 員制で
入会金の高いゴルフ場ばか りが大阪府 と同面積 になるまで建設される一方,だ れ もが自由に遊べ る芝のグラウン
ドひとつ満足にない というのが実情である」(玉 木正之
「自立 したスポーツこそ文化 Jリ ーグに経済持ち込むな」
『朝 日新聞』1994年 1月 12日 付)と い う指摘がある。 しか し,学 校体育が果たしてスポーツの恩恵 をこうむった
と断言で きようか。 スポーツマーケットの現状 に関 しては石井清司『・マ フィア 電通の時代』 (講 談社 1989年 )
,

を参照。
また「国の反映」。
・「 きょうじんな体力」をうたった昭和39年 12月 18日 の閣議決定「国民
「た くましい民族力」
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の健康・体力増強対策 について」や同書にみられる官・ 半官・民による国民体力つ くり政策 の展開をみると,「 身
体 の私事性」を こえて, どうして も日中戦争下における「国民体力管理制度調査会」 によってあらゆる権力組織
を動員 して実施 された体力調査がちらついて くる。 この点については拙著『 日本 ファシズム下の体育思想』 (不 昧
堂出版 1986年 148〜 152ペ ージ)を 参照のこと。
ヘザー リン トンは,1910年 に「器官 の教育」
,「 性格教育」
,「 知的教育」 の 4目 標をかかげ
,「 随意運動 の教育」
の目標
をあげたが
, これ らはわが国戦後の新体
ブッチャー「身体発達の目標」
」
,「 精神発達
,「 運動発達 の目標」
こ
しては
,前 川峯雄 『体育原論』
育 (=生 活体育)の 思想的基盤に大 きな影響 を与えた。 うした思想的動向に関
い
(中 山書店 1958年 )を 参照された 。
高橋健雄 F新 しい体育の授業研究』明治図書 1989年 10ペ ージ
,

同 前 10ペ ージ
同 前 10〜 11ペ ージ
「 スポーツと教育」 の展開』第一法規 1984年
高橋健雄「『スポーツと教育』の理念」 (丹 羽勧昭・辻野 昭編著 『
155〜 156ペ ージ)
90 有明書房 9〜 10ペ ージ
90 同 前 21ペ ージ
9か
同 前 11ペ ージ
90 『体育技術 と運動文化』明治図書 1963年 178〜 179ペ ージ
なお,窪 田恭子編『戦後 における学校体育 の研究一丹下保夫―』 (不 昧堂出版 1987年 )も 参照 されたい。 また
この運動文化論 をめ ぐって教育科学研究会 (身 体 と教育部会)と のあいだで論争 (円 田善英・ 中村敏雄)が 行な
われた ことがあるが,こ れについては,『 体育科教育』(1980年 6月 号,同 年10月 号,同 年12月 号,1981年 2月 号
,

側 働 側

3月 号)を 参照 されたい。

「 スポーツ教育論」『スポーツ教育』大修館書店 1978年 16ペ ージ
同前 21ペ ージ
山下高行「『スポーツ=プ レイ論』の特徴 と問題点」『スポーツの自由 と現代 上』青木書店 1986年 87ペ ージ
これ までのスポーツ教育論 は,山 下の次のような批判 に耐 え得 るのか。
彼 は,「 80年 代 の今 日,… …新 たなスポーツ論の再構成 を試みるものとして展開されつつある。このような論 の出
現が,第 二次臨調 のもと,政・ 官・ 財の一体 となったスポーツの市場化戦略の全面展開 という80年 代 の新たな危
機の局面に対応す るものであることは明 らかである。 しか し,こ のことの表裏の関係 として,こ の動向の基盤 と
する国民大衆なスポーツ活動の増大 のなかに,国 民大衆 のスポーツ主体 としての力量が一定 の比重をもって蓄積
され,ス ポーツの国民的再編の契機が産出されているのをみる必要がある。現在 スポーツ教育論 に課 されている
課題 とは,こ のような潜在的契機への現実化への転化 を準備 し,そ ももとでの危機の克服 を果たし得 る論理の提
示にある。……だが,近 代超克 のモチーフのもとに現われているスポーツ論 は変革の リアリティを欠 き,逆 に変
革 の現実化を押 しとどめる危瞼性 を内包 している」 (同 前 87〜89ペ ージ)と 指摘 し,そ の危瞼性を,こ のスポー
ツ論が もつ実存主義 に見ている。

lyl 高橋健雄「『スポーツと教育』の理念」前掲 132ペ ージ

同 前 133ペ ージ これはウィドマーの指摘 (後 掲書 30ペ ージ)で ある。
「スポーツと教育」『臨教審 だよリー審議経過の概要 (そ の 4)一 』臨時増刊 1987年 二月 68ペ ージ
00 岸本 肇 『子 どもが主役の体育・ スポーツー体育科教育改革 の展望―』あずみの書房 1990年 38ペ ージ
00 同 前 40ペ ージ
0り
同 前 42ペ ージ
00 同 前 43ペ ージ
00 松本金寿・ 柴田義松編 小林 篤・ 宮下充正・柴若光昭 前掲書 204〜 206ペ ージ

90

90

99

90
1371

峰屋 慶 谷井 博他訳 『スポーツ教育学』東洋館出版社 1980年 29ペ ージ
, 3研 究所が「体育
ちなみに, リュール (Ruhl)の 調査 によると旧西 ドイツでは10研 究所が「身体練習研究所」
研究所」 と呼ばれているという。
同書 176〜 177ペ ージ
金子朋友訳『スポーツ運動学』大修館書店 1982年 276ペ ージ 傍点マイネル
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マイネルは,「 青少年 の全人教育 は身体運動の意義が教育の価値 ある手段 としてはっきり認識 され,完 全に承認

されるときに?み 考えられる」(同 書 274ペ ージ)と も述べている。
2.体 育科教育 の方法思想
鈴木秀一『教育方法 の思想 と歴史』青木書店 1980年 28ペ ージ
(2)同 前 85ペ ージ
13)向 山洋一『跳び箱 はだれで も跳ばせ られる』明治図書 1982年 13〜 15ペ ージ
前年の1981年 『現代教育科学』 (9月 号)が ,「『跳び箱』は誰でも跳ばせ られるか」の特集を組 んだことが,法
(⊃

則化運動の発端 になっている。

14)同 前 17〜 30ペ ージ

(0

根本正雄 『す ぐれた体育授業のモデル化』明治図書 1989年 146ペ ージ 傍点筆者
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