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生涯 スポーツと学校体育 の連係 に関す る問題点 につ いて

A Study on the Problems in Relating Lifelong Sport
and Physical Education

新

保

in School

淳

Atsushi SHIMBo
(平 成 5年 10月 12日 受理)

Abstract
The Lifelong integrated education is advocated by many people in modern society。
The physical education in school too plays an ilnportant part in the lifelong sport.

However,I think that the method to do it is problem.It is the methoc that the pupil
picks the teaching material in the physical educationo And they do the lifelong sport by
enjoying it.

From the standpoint in the concept of physical education in Satoh's theory, the
physical education in school has two aspects. One is the normal physical education, and
the other one is the professional physical education. The former is to draw physical
abilities from body, and the latter is to specialize picked sport themselves. First, to do
the lifelong sport, it is necessary that the pupil trains basic physical abilities to pick

sports. Secondary, the pupil should enjoy the sport in professional physical education.

We must recognize these two aspects. I think that to relate lifelong sport and
physical education in school will become stronger。
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「 人生 80年 」 とい う平均寿
「 教育」 が人間 の全面的発達 に資す るものであるとするな らば、
っ
の
つ
いて
て
して
の
15年
ばか
を
も
にお
、 人生全体 を網羅 す るこ
を
り
教育期間
日
、
命 持 今
社会
とは不可能 であろう。 このことは、
、余暇時間 の増大 に伴 う生活意識 の変化、健康 への危機感、 そ して高齢化
社会 の進行 に伴 う「 生 きが いづ くり」 の必要性 といったような例 をあげるまで もな く、一生涯
にわた つて学習 を続 けて い くことの必要性 については、多 くの人 の認 めるところである。
このよ うな現代社会を反映 して、学校教育 にお いて も様 々な変化 が求 め られてきて い る。 い
うなれば、人生 にお ける発達 の最 も顕著 な時期 にお いて、一つのまとま りを もって締 め くくる
ことをその 目標 としてきた学校教育 が、学校期以降を も視野 にいれた教育を必要 として い ると
言 えよう。 そ してそれは、学校体育 にお いて も例外 ではな い。学校体育 もまた、生涯 にわた っ
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てスポー ツ実践 を行 な うことへ とつ なげることが、 その使命 の一つ とされてきている。
え妥
本論 においては、 こうした現状 において、学校佐育
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育 に求 め られるようにな った歴史 と、体育 の概念 の両方 を明確 にす
ることによ って、現状 の学校体育 がかかえる混乱 の要因 を明 らかに し、 そこか ら抽出 され る学
校体育 の持 つ二面性 か ら、 それぞれの体育 の役割 を明確 にすることによって、前述 の 目的へ と
アプローチ して い くことにする。
体 育 科 が か か え る問題 点
戦後 の我が国 における体育科の目標論の変遷
の
明治 学制発布以来、我 が国 の学校制度 にも体育 が取 り入れ られ、今 日に及んで い るが、戦
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前、戦中の「 天皇 (戦 争)の ための体育」 か ら「 軍国調 を払拭 し、科学化、民主化をめざ し」
(内 海,1984,p.171)、 「 民主的人 間形成 の一環 として」 (前 川 ,1973,p。 9)出 発 した戦後 の
学校体育 は、それ以来 どのよ うな変遷 を辿 っているのであろ うか。
本節 では、
「 生涯 スポーツ」 に連係す ることを求 めた体育科 の 目標 が出現す るまでに、 どの
註
よ うな変遷 があったのかについて考察す るために、第二次世界大戦以後 の「 学習指導要領」〔
1〕

の 目標論 について、 その背景 も含 め、代表的 と思われる前川峯雄編 の「 戦後学校体育 の研究」
を中Jい 的文献 として取 り上 げ、 その概略 を見 て い くことにす る。
まず、1947年 の「 学校体育指導要綱」を受 けて作成 された、 1949年 の「 小学校学習指導要
領・ 体育編」 における体育科 の 目標 は、身体的目標 と「 性格 と教養」 の 目標 であった。 これは

「民主国家の建設、民主的人間形成 に寄与す るものとして出発」 (前 川,1973,p.61)し た最初
の ものであり、その特徴 は、
「児童 0生 徒の生活 に即 して、体育指導を展開 してゆこうとする」
(江 橋,1969,p.387)も のであ った。 いわゆるこれが「 生活体育」 と呼 ばれるものであ り、
「 学校生活 と子 どもの生活経験 とを原理的に統一 し、従来の『科学の体系』 に即 した教育か ら、
『 生活の体系』 に即 した教育への転換」 (前 川,1973,p.86)が 、 アメ リカの指導の もとで実施
されたのである。
こうした考 え方 が、1953年 に改訂 された指導要領でさらに展開 され、 身体 的 目標 や社会的
目標 にな らんで、従来 の レク リエー シ ョンとして生活 の中 に体育 を根 づかせ ることを意図 した
生活的目標 が、新 たな項 目として掲 げ られた。 ここでの体育科 は、
「 生活教科」 の一つ と して
押 さえ られ、
「 何 よ りも子 どもの運動生活 に着 目 し、 そこでの子 どもの活動 や経験 を尊重 しな
が ら、 それを助成 して『 子 どもの運動生活 の充実をはか り、合理化』 を図 って い くところに体
育科 の任務」 (前 川 ,1973,p.125)が あるとされた。(駐 2〕
「 非軍事化」 を 目指す うえで「 民主的人間形成」 は必要不可欠 な ものであ り、 この意味 にお
いて戦後 の体育科 の出発点 は、歴史的必然性 を帯 びたものであ ったと考 え られる。 しか しなが
ら、学校体育 が、
「 児童 の視点 に立つ」 とい う、戦前、戦中までの指導 とは 180度 転換 した こ
とか らくる教師サイ ドの とまどい、 そ してその ことが「放任」 につ なが るとい う問題や、教科
としての独 自性 の曖昧 さが様 々な方面 か ら指摘 されるに従 って、
「 子 ども中心」 ではな く、 文
化 や科学 を系統的 に子 どもたちに培 わせ ることに視点 をお いた、 いわゆる文化主義、系統主義
の立場 が主流を占め るようになる。
1958年 に改訂 された指導要領 は、 こうした展 開 を受け、
「 生活的 目標 が身体的目標 や社会 的

ＥＵ
ｎｕ

生涯 スポー ツと学校体育 の連係 に関す る問題点 について

目標 と同一 の次元 で考 え られるべ きで ない」 とい う反省 にた って、疇い身 の健全 な発達」、「 運
「運
、
動技能 の習得 と運動技能 の生活 へ の活用」
「 公正、協力、責任 などの社会的態度 の育成」、
動 に関連 した健康・ 安全 に留意す る態度 の育成 と保健 の初歩的 な知識 の理解」 の 4項 目にまと
め られた。 その内容 も、運動文化 を系統的 に学 ぶ ことが 中心 にな って きた。 この背景 には、
「 オ リンピックに勝 つ ため」 の運動技能 の向上があげ られ、実際 に、 それまで骨折、脱 臼 な ど
の事故 が多 い といわれたベ リーロールが中学 の段階で採用 されたの も、 オ リンピックを始 めと
して、国内 の各種競技大会 で も行 なわれて いたことによる、 とい う文部省 の採用理 由の説明か
らもうかがわれるところである。
また この改訂 か ら指導要領 の性格 が手引書 か ら国家基準 へ と転 じた ことによ って、 そ こに示
された内容 を「 いかに効果的 に、能率的 に教 えるか、 あるいは段階的 な指導 をどうするか、到
達基準 にいかに して到達 させ るかが中心的 な問題」 (前 川 ,1973,p.289)と なったことは、 後
の指導要領 の果 たす役割、 その国家的意図 の伝達手段 として、非常 に大 きな転換点 であ ったと
言 えよう。
さらに、前述 した改訂指導要領 が実施 される 1962、 63年 頃 には、体育科 は、 運動技能 よ り
も基礎的運動能力 ない し基礎体力を重視す るようにな っていった。 その背景 には、 ベ リーロー
ルを例 にあげたように、
「 スポー ツで優秀 な成績 をあげるためには何 よ りも体力 が大切 だ とい
うスポー ツ科学 の研究成果 や、都市化現象 にともな う児童生徒 の体力低下 とい う現実 の問題」
(前 川 ,1973,p.302)等 があ ったとされて い る。
こうした流 れの中で、 1968年 に改訂 された指導要領 は、
「
『 体力』 が必要以上 に強調 された」
の
ることができよう
を
。 これは戦後、青少年 の体格 は一 段
(内 海 ,1984,p.180)点 にそ 特徴 見
と改善 されて きた ものの、東京 オ リンピック (1964)を 機 に実施 された スポー ツ・ テス トか ら
も、体力 の伸 びがそれにともなって いないことが明 らかにされた ことによる。 この改訂指導要
領 では、体力 を高 めるために、指導要領 の総則第二項 にお いて も、 いわゆる「 業間体育」 が導
入 され、学校全体 で体力増強 に取 り組 む方向が設定 されたのである。 その結果 が「 スポーツ好
きの体育嫌 い」 とい う子 どもたちを生みだす こととな った。 また、体力 の向上 とともに、 これ
まで進 め られて きた運動文化 の系統的学習 も受 け継 がれて いたため、
「 学習指導要領 に示 され
てい る教材 をこなすためには、 ある運動を大急 ぎでちょっと学習 して次 に移 り、 それを大急 ぎ
でや って また次 へ移 るとい う具合で、結局すべてが消化不良 で、運動 の技術 はどれ一つ として
満足 に身 につかない し、体力 の向上 も思わ しくない傾向 を生んだ」 (小 林 ,1980,pp.36‑37)
とい う指摘 か らも、拘束力を持 った指導要領 に、悪戦苦闘す る教師 と児童 の姿 が想像 される。
この体力偏重 へ向か った指導要領 が、大 きく方向転換す るのが、 1977年 の改訂指導要領 で
ある。
この改訂指導要領 では、従来 の詰 め込 み教育及 び知育偏 重教育 の是正 のため、 す なわち、
(1)人 間性豊 かな児童をそだて ること。 (2)ゆ と りのある、 しか も充実 した学校生活 が送 れ
るようにす ること。 (3)国 民 として必要 とされる基礎力、基本的内容 を重視す るとと もに児
童 の個性 や能力 に応 じた教育 が行 なわれるようにすること。 とい う、以上 の 3点 が改訂 のポイ
ン トとな った。
体育科 にお いて も、
「 健康 の増進 と体力 の向上」 とい う記述が見 られるものの、特 に「 運動
に親 しませ」
「 楽 しく明 るい生活 を営 む態度 を育 てること」 が強調 され、 生涯 スポ ー ツにつな
が る基礎 の育成 が明確 に記述 された。 また、 これを受 けて各学年 の内容 が精選 されて「 ゆとり」
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が求 め られるとともに、 その 目標 において も「 運動 の楽 しさの体得」 が初 めて掲げ られた こと
が特徴 であると言 えよう。 しか しなが ら、 この「 楽 しさ」 といういわば「 ス ローガン」 として
の言葉 は、佐藤が「 ゆとり」 とい う言葉 に対 して指摘 す るの と同様 に、
「簡単 で分 か りやす く、
に
いつの
ことによって
しに
耳 馴染む言葉を繰 り返
繰 り返す
、
間 にかそれが現実 であるかのよ う
に思 い込 ませて しまう機能 を もつ」 (佐 藤 ,1979,p.36)も のであ り、 それ故 に、
「 楽 しさの体
得」 も、それが何 を もって達成 されたと見 るのか、 とい う点 を曖昧 なままに しつつ も、拘束力
を持 つ指導要領 に示 されたがために、教師 サイ ドとしては、 この実態 の見 えない目標達成 のた
めに悪戦苦闘を強 い られたとい うのが、実情 であろう。
前述 の「 運動 の楽 しさの体得」 に関す る議論 に決着 を見 ない まま、 1989年 に改訂 された指
導要領 は、
「 近年 にお ける機械化、都市化、情報化、高齢化 など社会 の各方面 にわたる変化 は、
心身 ともに健康 で活力 のある充実 した生活 を営 むための活動 として、運動 や スポーッ活動 など
の需要 をたかめている」 (文 部省 ,1989,p.11)と い う認識 にたって、 さ らに生 涯 につ なが る
ための基礎 として、体育 が果 たす役割 を再確認 して い ることが うかがえる。 また、 そのために
前回 の高等学校指導要領 の改訂 で示 された、体育実技 の一部選択制 が、今回 の改訂 では、中学
に も導入 され、高等学校 においては、 さらに選択 の幅が広げ られたとい う特徴 があげ られる。
以上、概略 ではあるが、戦後 の我 が国 にお ける指導要領 の変遷 を、体育科 の 目標 を主 として
見 てきたわけであるが、 これ らを総括す るな らば、以下 の ようにまとめ られよう。す なわち、
「 民主的人間形成」 の手段 としてスター トした体育科 が、 その独 自性 をさ ぐりつつ歩 んで きた
ものの、今 日また「 生涯学習」 のための手段 とな り、
「 体育」 その ものの独 自性 が 問 われな い
ままにあると言 えよう。 もちろん「 体育」 が社会的 に有用 であ り、社会発展 のための一手段 と
なることは、望 ま しいことではあるが、 それは、体育 その ものの本質 を見極 めた うえで、求 め
られる社会 にどのよ うに、 どんな点 において働 きうるのかが、考 え られて い く必要 があったに
もかかわ らず、 それ らが議論 の対象 となる前 に、学習指導要領 に示 された 目標 をいかに忠実 に
こな して い くかに焦点 があて られて きたのが、戦後 の体育科 の特徴 であったと言 えよう。

2.体 育科 にお ける選択制の持 つ問題点
1977年 の改訂 によって、体育科 が生涯 スポー ツにつながる基 礎 を育成す る、 とい う ことを

2‐

目標 の一つ に掲 げたわけであるが、 それ以前 に も、
「 体育 の生活化」 とい う言 葉 によって、 学
なわれる
で
を
の
に
かせ
校 行
体育 、生活 根付
るため 指針 が見 られる。例 えば、 1945年 9月 15日
に文部省 が出 した「 新 日本建設 の教育方針」 は、
「
『 平和国家 の建設』 のために、
『 体位 の回復
スポーッの
向上』 とともに、
復活』 をはかろ うとして い る。 そ して、 スポ ー ツの生活
『 純正な
化 をはか り、明朗闊達 な精神 や公 明正大 な態度を育成 し、 ひいては国際親善 を も志向す るもの
であった」 (前 川 ,1973,p.30)し 、 これにつづ く第一次教育使節団報告書には、
「 スポー ッの
価値 やその生活化をすす め」 (前 川 ,1973,p.30)る ことが示 されて い る。 ここには、戦前 の
オ リンピック至上主義 か ら、大衆化 へ の転換 が見 られ、 スポー ッによって、戦時体制下 の統制
を打破 しようとす る意図があったと思われる。 しか しなが らそれは、 日本 のスポーツのオ リン
ピックヘ の復帰 とともに、忘 れ去 られて い くので ある。
1959年 、第 18回 オ リンピック東京大会開催 が決定 されるとともに、 あらゆる スポーツの方
向が、 この大会 を推進す るための もの となる。例 えば、 オ リンピックで勝 つ ためには、学校体
育 にお ける体力づ くりを基礎 に して、す ぐれた選手 をつ くるように しなければな らない といっ
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たように、学校体育 は、 いわば、選手発掘・ 養成 のための「 場」 とな って いった。 さらには、
教育内容 の全国的水準を維持 し、公教育 の普遍性 を確保す るために、教科 の内容 であ る教材
(運 動領域)も 精選 され、技能 の系統 が明確 に示 されたが、 このことが逆 に「 指導要領 の国家
基準化」 とあいま って、従来 の「 体育 の生活化」以前 の問題 として、 いかに示 された内容 を効
果的、能率的 に教 えるか、 という方向 に進展 せぎるをえない状況 が生みだされたと言 えよう。
これ らのことは、 いずれ も「 体育 の生活化」が後退 し、
「 オ リンピック競技 な ど トップ レベ ル
のスポー ツ (運 動技能)を 、児童生徒 の段階 までおろそ うとす る考 え方 が支配的 で あ った」
(前 川 ,1973,p.284)こ とを物語 って い ると言 えよう。

こうした流れを受 け、 1977年 の改訂 において、
「 楽 しさ」 を体育科 の 目標 とした とい う こと
ー
は、生涯 スポ ツとの関連 において、運動技能 の上達 とそれに必要 な体力 の向上 に重点 がおか
れて きたそれまでの体育指導 では、児童・ 生徒 が生涯 にわたってスポー ツを行 なうように方向
づ ける ことが困難 である、 とい うことが想定 されたと考 え られるが、 あ くまでそれは、対処療
法的 な解決方法 であると言 わざるをえない。 とい うの も、前節 で も述 べ たよ うに、「 運動 の楽
しさ」 とい う目標 が実態 を伴 うものでないだ けに、現場 では、文字通 り表面的 に受 け取 る傾向
が見 られ、体育 の指導 が安易 な方向 に流 れる危険性 があることや、 さ らには、 1978年 の高等
学校指導要領 の改訂 によ って取 り入れ られた「 種 目の選択制」 が、今回 の指導要領 の改訂 で、
中学校 にも選択制が導入 され るとともに、高等学校 にお いては、 さらに大幅 に選択す ることが
可能 とされたことによ って、一方 では、単 に生徒 の興味、関心 が高 いとい う理由だけでな く、
教育的意義 を理解 させたうえで、 とい うしば りを持ちつつ も、
「 楽 しさの体得」 か ら「 生涯 ス
ポーツヘ の発展」 を実現 させ るためには、現実的 に選択する生徒 の好 みに偏 った種 目に重点 を
置かざるをえない とい う危険性 を学 んでいることは、否定 できないであろう。 しか も、教師が
生徒 に対 し、
「 何 ゆえ、選択す る必要 があるのか」 とい う問 いか けな しに「 楽 しさの体得」 の
みを要求す るな ら、
「 生徒 の選択」 の視点 と「 教師 の選択」 の視点 に相違 が生 じること も予想
駐3〕
され、
「 選択制」 の持 つ意義 その ものが、機能 せず に展開 されることも予想 される。〔
こうした問題 が生ず る一つの原因 として前節 で も述 べ たが、 それは、 これ までに掲 げ られた
学習指導要領 にお ける日標 には、 その時代 を反映 し、その時代 に貢献 しようとし過 ぎるあまり
に、体育 の本質論的 な議論 が見えて こないことにあると考 え らる。 もちろん、 その時代性 を反
映 し、 その時点 において体育 の果 たす役割 を、教科 の内容 として取 り入れて い くことは、 なさ
れて しか るべ きことであること も、先 に述 べ たわ けであるが、 それがあまりにも本質論 か ら逸
脱 し、体育 その ものの存在理由を も否定す ることにな って しまうような対応 は、再考 されるべ
きであると思われる。 とす るな らば、生涯 スポー ツヘ とつながる学校体育 を求 める うえで、そ
れが社会 の要求 に表面的 に対処 した ものではな く、体育 その ものの独 自性 を失 わない対応 の仕
方 は、 どの ような ものなのであろ うか。
こうした意味か ら、体育 の本質論 についての佐藤 の議論 は、現状 を吟味す るうえで、多 くの
示唆 を与 えて くれると思われ る。

3.学 校体育 にお ける二 面性
3‐

1.佐 藤における「 体育概念」

体育の本質 に関す る佐藤の議論 は、体育理論 の現状 に対す る「 現状批判」 か ら出発 し、「 体
育」 の「 概念の同一的で不変な意味」を「 原理論」 とい う形で構築す ることを 目指 している。
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ではその概要 を見 て い くことに しよう。
まず、体育理論、すなわちここで対象 となるの は「体育概念」 であるが、 それを佐藤 は、如
何 なるものとして捉 え られて い るのであろうか。
体育概念 をめ ぐる議論 を混乱 せ しめて い る原因 の一つ として、佐藤 は「 体育 の多義化」 にあ
るとして い る。 ここでいう「 多義化」 とは、例 えば「 体育する」 といった語法 によって「 身体
を動 か して運動す る」 とい った場面 が喚起 されるように、
「 体育」 とい う言葉 が、人 によ って
様 々 な意 味 に解 釈 され て い る ことを 指 して い る。 この ことが 、 体育 は本 来 「 Physical
Education」 等、
「 身体教育」 を意 味す る西欧語 か らの翻訳語 として成立 し、 しか も、 日本 に
入 って きた時点 では、教育概念 として理解 されて いた ものの、今 日では、
「 スポ ー ツ」 等 の運
動現象 と同等 に理解 され、体育 を して何 か亡洋 としたとらえ難 い もののよ うに映 じせ じめ、 そ
の概念的把握 の遂行 を困難 として い るのであり、 ここに佐藤 は、
「 体育」 とい う用語 /概 念 の
現状 を見 て取 ってい るのである。
では、
「 体育概念」 とい う原理論を構築す るうえでまずなされねばな らな い ことは何 か。 佐
藤 はそれを「 体育 =身 体教育」 とい う複合語 の基底詞 で もある、
「 教育」 とい う用語 の概念検
討 にあるとし、
「 体育」 は、 この「 教育」概念 が「 身体」 とい う限定詞 にお いて限定 された も
のであるとい う論点 にた って、議論 を展開 して いる。 ここでは、 それ らの議論 の結果 をまとめ
る意 味 も含 めて、
「 体育 の必要性 とは何
「 体育 の 目的 とは何 か」、
「 何 を体育 と呼 び うるのか」、
か」 とい う疑問文を筆者独 自に設定 し、 これ らに解答 を与 える形 で、佐藤 の議論 を要約す るこ
とにす る。
まず「 何 を体育 と呼 び うるのか」 とい うことであるが、教育 とはまず「 能動 ―受動」 とい う
「 関係性」 にその本質 を持 ち、作用 を施す作用項 と、 その作用 を被 る被作用項、 そ してそれ ら
の間 に介在す る媒体項 の三者 (三 項)に よ って成立す る関係様態 である。
しか しなが ら、 これ ら三者 がそろ っていれば、教育 が成立 す るのではな く、 これ らは特定 の
目標 に条件 づ けられ なければな らないので あ り、教育 に「 身体的」 とい う限定詞がついた「体
「 ただ単 に個 々人 が身
育」 において も、 この ことは同様 に考 え られる。す なわち、体育 とは、
体運動 を遂行 して い るような場面 ではな く、作用者 が、被作用者 における可能的身体性 を顕現
化すべ くさまざまな運動形態等 を媒体 として、働 きかけ、被作用者 の方 もその働 きか けを受 け
止 めて 自 らの身体能力 を高 めん として い るような、教育的関係様態 なのである。」(佐 藤 ,1993,
p.217)こ のよ うに体育 は、決 して学校 における教科名 として の「 体育」 (こ の教科名 その も
のが「 多義化」 の問題を含むが)の 中で実践 されるものだ けでな く、様 々な状況、例 えば、家
庭 や社会等 にお いて、作用者、 それは親 であ り、村 の長老 であ り、 または年下 の子 どもであ っ
た り、 とにか く「 被作用者 における可能的身体性 を顕現化」す るとい う条件 の もと、作用項が
様 々な運動形態等 を媒体 として働 きか け、 それを被作用項 が受 け止 める。 この限 りにおいて、
我 々が生 きる世界 に存在 す る関係様態 は、
「 体育」 と呼 び うると言え よう。
次 に「 体育 の 目的 とは何 か」 とい うことであるが、 これを明 らかにするために、佐藤 は「 個
別 ―特殊 一普遍」 とい うカテ ゴ リーを用 いて い る。す なわち体育 とい う概念 は、「 個 々 それぞ
れ の人間 にとって重要 であるの はもちろんの こと、 われわれが生 きる社会 にとって も、類 とし
て見 た場合 の人 間 とい う存在 に と つて も必要不可欠 の意義 を持 って い る」 (佐 藤 ,1993,p.
103)と い うよ うに、
「 類 としての人間存在」 それぞれが、「 個
「 生 きる社会」、
「 個 々の人間」、
別 一特殊 一普遍」 のカテ ゴ リニに対応 す る ことになる。 ここではまず、 それぞれの位相 におけ
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る目標 について見 て い くことにす る。
まず「 個別相」 における体育 とは、
「 個 々それぞれの人間」 における体育 であ り、前述 した
「 関係性」 における作用項、被作用項、媒体項 のそれぞれの項 に具体的 な内実 が代入 されて特
定化 された時、 そこに出来す る個別的 な体育事象 のことである。 それ故 こうした個別 の位相 に
おける体育 は、 それ こそ無数 に生起 してきた し、 また現 に生起 して いるし、 さらに生起 して い
く、 とい うことになる。 また、 その 目標 も個 々 に応 じた無数 の個別的目標 であると言 え、 この
位相 における目標 を佐藤 は、
「 個 々人 にお ける可能的身体能力 の顕現化」 にあ ると して い る。
次 に「 特殊相」 における体育 とは、
「 個 々の実践 レベルを超 え、当該生活世界内 に生 きる人 た
ちに対 して一定 の作用 を及 ぼす ような社会的機能 としての体育過程」 (佐 藤 ,1993,p.128)の
ことである。 ここでい う「 当該生活世界」 とは、例 えば 20世 紀末 の 日本 とい う、特定 の時空
間 によって限定 された世界 の ことであ 、 それ故、 この特殊相 における目標 も「 当該生活世界
における独 自性 の身体面 か らの継承」 とい うことになる。最後 に「 普遍相」 における体育 とは、
「 類 として見 た場合 の人間 とい う存在」 (人 間 の存在様式)に 対す る概念 の位相 を意味す るわけ
̀り

であるが、 それはまさしく無力 な「 ヒ ト」 として生 まれて来 る人 間 を身体面 か ら「 人間化」す
る、
「 ヒ トの身体面 か らの人間化」 とい うことになる。
以上、
「 個別 一特殊 ―普遍」 とい うカテ ゴ リーに体育概念 の位相 を結 び付 けて、 それぞれ の
位相 (佐 藤 はそれぞれの位相 における体育 に、
「 実存的体育」 と命
「 体育実践」、
「 制度体育」、
名 して い る)に おける目標 をみて きたわけであるが、次 にこれ らの位相 の関係 と、当初 の疑問
すわ なち、
「 体育 の 目的 とは何 か」 について答 えて い くことにする。
体育実践 は、 まず制度体育 による制約 の もとにあり、 その制度体育 はさらに実存的体育 の制
約 の もとにあるとい うことを意味 して い る。 とい うの も、
「 目標 が当該 の行為主体 にと って実
現可能 な、獲得可能 な、 いわば同一次元上での実体的対象 であるのに対 し、 目的 はそれ と異 な
る次元 か ら、例 えば『 何 のためにそ うしようとするのか』 といった観念的枠組 みによ って行為
主体 を統括す るもの として立 ち現れて くる」 (佐 藤 ,1998,p。 262)の であ り、 このことは、体
育実践 の 目標が、制度体育 の 目的 に制約 され、制度体育 の 目標 が、実存的体育 の 目的 に制約 さ
れ るとい うことになる。 しか しなが ら、最高次 の位相 である実存的体育 における目標「 ヒトの
身体面 か らの人 間化」 については、
「 何 のために体育
「 目的」 が介在 し得 ないわけであるか ら、
はなされ るのか」 とい う体育 の最終的制約 (目 的)は 、
「 ヒトの身体面 か らの人間化」 にあ る
と言 えよう。
最後 に「 体育 の必要性 とは何 か」 について見 て い くことに しよう。佐藤 はここでプラ トンの
「 洞窟 の比喩」を引用 して い る。 その プラ トンが 人間 の本性 の原状況 を「 究極 の非運動状態」
にあると看取 し、 このことが「 ある必然性 のゆえに『 未成熟 なか らだ』 を持 って生 まれて くる
ヒトの場合 に、 その まま重ねる ことがで きるように思われる」 (佐 藤 ,1993,p.272)と して い
る。 こうした「 非運動性」 の もとにある状態 か ら、 その成長過程 において、様 々な身体能力 を
ここにまず、体育 の決定的役割、すなわちその必要性 をみ と
顕現化 させて い くわけであるが、・
めることがで きよう。 しか しなが ら、 ここで論 を終 えずにさらに佐藤 は、 こうして顕現化 され
た身体 そのものが「 極桔」 として、 またわれわれ の身体 にお いて「 非運動性」 をもた らす とし
て い るのである。す なわちただ単 に、 われわれが生 まれ来 る「 自然」 か ら逸脱す るために、蓄
積 して きた運動文化 を使 って「 ヒ トを身体面 か ら人間化」す るに留 まらず、 その運動文化 か ら
もまた逸脱 しなければな らな いのである。 この ことを佐藤 は、
「
『 身体面 か らの人間化』 とは、
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まず『 か らだ (=自 然)』 か らの逸脱 であ り、 さらには『 極桔 としての身体 (=文 化)』 か らの
超脱」 (佐 藤 ,1993,p.285)で あるとして い る。 そ して ここにまた、体育 の必要性を求 め るこ
とができよ う。
ここまでにお いて、佐藤 の捉 えてきた「 体育概念」 を単純化 を恐れずにまとめるな ら以上 の
ように言 えよう。す なわち「 体育」 とは、
「 ヒ トの身体面 か らの人間化」 とい う普遍的 目的 を
条件 として、
「 被作用項」、
「 作用項」、
「 媒体項」 を構成契機 とす る関係概念 において捉 え られ
る事象 であ って、 それは、
「 自然」及 び「 文化」 の二重性 か ら超越す るために必要 である。
以上、佐藤 の「 概念 の同一 的で不変 な意味」 を「 原理論」 とい う形で構築 した概要 を見 てき
たわけであるが、佐藤が「 体育概念」 の捉 えに対す る先行研究 の批判 において も指摘するよう
に、従来 なされて きた「 体育概念」 に関す る研究 は、体育 の現状 を追認す るがあまりに、身体
教育 としての「 正統的」体育概念 を失 う方向 にあ ったと指摘 して い る。 このことは、現状 へ の
追従 によって、戦後 の社会的変動 に動揺す る「 体育」 の姿 が、前述 した 2‑1に お いて も見 ら
れたとお りである。 しか しなが ら、 こうして「 体育概念」 が得 られた今、 これを もとに、生涯
スポー ツと学校体育 の連係 に関す る問題 について見 て い くことにする。
3‐

2.教 科体育 と課外体育

学校体育 にお いては、教科体育 と言 われる、学校教育制度 における「 教科」 として行 なわれ
て いる体育 と、 いわゆる「部活動」 と呼 ばれる課外体育 とい う二つの体育 がある。 ここではそ
れぞれの「 体育」 に課 せ られた役割 を見 て い くうえで、 この学校体育 における二面性 に対す る
佐藤 の解釈 に依拠 しつつ、 その違 いについて述 べて見 たい。
まず、佐藤 は「 普通体育」 と「専 門体育」 の出来 の根拠 を「 普通教育」 と「 専門教育」 に求
め、 それ らの違 いについて「 普通教育 と専門教育 との違 いは、結局 の ところ、人間能力 の基礎
的で広範 な可能性 の顕現化 を 目指す のか、 あるいは特定 の分野 や領域 の高度化 もしくは深化を
目指すのか、 といった点 で区分 される」 (佐 藤 ,1993,p.287)と まとめている。 そ してこれを、
文化 の伝承過程 の側面 か ら見直 し、運動文化 が個 々人 の身体能力 を媒介 としつつ伝承 されて い
く過程 を図式化 したのが図 1で ある。 この図 にお いて佐藤 は二種類 の型を見 いだ し、 それぞれ
について以下 のよ うに説 明 して い る。
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<A→ B→ A'>の X型 の場合、既存 の身体能力<A>が 、運動文化<B>を 媒介 とす るこ
とで、能力 を新 たに顕現化 させて身体能力<A'>に 変容 した ことを意味 して い る。 (中 略)
一方、<B→ A→ B'>の Y型 の場合 は、運動文化<B>が 、優 れた身体能力 <A>を 媒介す
ることによ って、 さらに運動文化<B'>と して伝承・ 発展 して い く、 とい う事態 を表 して い
る。 (佐 藤,1993,pp.287‑288)
そ して佐藤 は、前者 のX型 を「 普通体育」、後者 のY型 を「 専門体育」 と命名 してい る。
「 普通体育」 の具体例 として「 例 えば、 スポー ツ的運動形式 としての『 走』 を媒体 に して、
『 持久力』 や『 筋力』 や『 平衡能力』 を養成
『 長距離走』や『 短距離走』 の技能 を習得 した り、
した り、 とにか く被作用項 自身 における可能性 の顕現化 として、何 らか の新 たな身体能力 の獲
得 が 目指 される場合」 (佐 藤 ,1993,p.288)が この「 普通体育」 であ り、一方「 専門体育」は、
「 スポーツや舞踊、 あるいは楽器演奏 といった複雑 かつ高度 な技術性 を内在す る運 動文化 は、
む しろ、 こうした『 専門的』 な営 みによ つてのみ、 その水準 を維持・ 発展 させることができる」
「 運動文化 の可能性 をよ り展
(佐 藤 ,1993,p.287)よ うに、
「 専門体育」 における身体能力 は、
開 して い くための媒体 として、 いわば『 文化 の僕』 たる こと」 (佐 藤,1993,p.289)が 要求 さ
れるとして い る。
以上 が、佐藤 における「 普通体育」 と「 専門体育」 の説明であるが、 これ らは、先 に述 べ た
学校体育 における二面性、す なわち、
「 教科体育」 と「 課外体育」 について考察す る上 で、 大
「 専門体育」 が「 課外
きな意味を持つ ことになる。 この両者 は、
「普通体育」 が「 教科体育」、
の
が
では
い
概念上 の 自覚的区別 が
ることになるわけである
両者
、現状
体育」 と うように該当す
ないために、 しば しば実践上 の混乱 を招 いて い ることになるわけである。
それではそれぞれの体育 が担 うべ き役割 とはいかなるものなのであろうか。
まず「 教科体育」 においては、選択 された運動文化 が媒体項 となるうえでな され る「 教材
化」 の持 つ意味が重要 なポイ ン トとなる。 この ことについて佐藤 は以下 のよ うな説明 を加えて
い る。
運動文化 が教材化 された上で「 身体的諸能力 の顕現化」 を 目標 とする教科体育 における実践
過程 の中 に導入 されると、 その教材 (媒 体項)は 、教師 (作 用項)の 側 か らは実体性 が保持 さ
れて い るけれども、生徒 (被 作用項)の 側 か らす ると、彼 らの身体的諸能力 の顕現化 に資す る
ことになる機能 に還元 されることになる。単純化 して いえば、運動教材 は、要するに「 運動刺
激」 として生徒 たちに立 ち現われて くるのである。 (佐 藤,1993,pp.292‑293)
す なわち教師サイ ドか ら見 たバ スケ ッ トボールは、 バ スケ ッ トボール独 自のルールや運動技
術 といったバ スケ ッ トボールをバ スケ ッ トボールた らしめている実体面 がよ く見 えて い る必要
があるが、生徒 にお いては、
「 ボールの感触」 や「 シュー トす る時 の運動感覚」等々、バスケ ッ
トボールの機能面 が重要 な意味 を持 つ ことにな り、 この機能面 が生徒 に与 え られて始 めて、

「 普通体育」 にお いて考察 されたように、身体能力 を<A>か ら<A'>に 変容 させて い くこ
とが可倉ヒとなるのである。 この ことを図式化 したのが図 2で ある。
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一方「課外体育」 においては、 3‑1「 佐藤 における『 体育概念』」 の後半部分 で も述 べ たよ
うに、特殊 な運動技術 の習得 がす ぐに自 らの身体 において極格 となるのであるか ら、 さらに高
度 な運動技術 の習得 へ と「 超脱」 されて い く必要性 が生 じる、 とい うように、 まさしく「 文化
の僕」 として 自 らの身体能力 が存在す ることを忘れてはな らないであろう。
以上、佐藤において示 された「 普通体育」 と「 専門体育」 か ら、学校体育 にお ける二面性、
す なわち「教科体育」 と「課外体育」 のそれぞれの特徴 とそれぞれが果 たす役割について見 て
きたわけであるが、 これ らのことを踏 まえるな らば、生涯 スポーツを 目指す ために期待 される
学校体育 の役割 は、以下 のように言 えると思われる。す なわち、教科体育によ って、身体的諸
能力 を顕現化 させ、 その顕現化 された様 々な身体能力 を用 い ることによって、個 々人 が選択 し
うる課外体育 に参加す る。 そ して、 そこで 自 らの身体能力 に適 したスポーッヘの出会 いを求 め、
それに打 ち込 んでい く契機 とす る。 また課外体育 に参加す る機会 がない場合 において も、社会
に出てか らの各種 スポーツの出会 いに、教科体育 で培 った「 身体的諸能力」 を生か して い く、
といったよ うにそれぞれの体育 を活用 させるな らば、生涯にわた ってスポー ツを行 なえる人 づ
くりに貢献 できると考 え られる。

4.教 科 体 育 の持 つ 非 営利 的有 用性
ここに展開 された議論 は、学習指導要領 が求 める、学校体育 か ら「 生涯 スポーツヘ の発展」
とい う考え方 と異 なる ものではない。 しか しなが らその違 いは、 それを求 める場 にあるとい う
ことになろ う。すなわち、
「 生涯 スポー ツヘの発展」を求 め る基本的 な場 を、 現行 の学習指導
要領 は、教科体育 においているわけであるが、 ここで は、教科体育 に求 める役割、 その独 自性
を再確認 したうえで、
「 発展」 へ と連係 させ る基本的な「 場」 を課外体育 にお いて い る、 とい
う点 にある。 もちろん、
「 生涯 スポーッヘ の発展」 へ の連係 の場 として、課外体育 の みが存在
して い るのではな く、今 日における民間のスポーックラブの隆盛 に見 られるように、その場 は、
教科体育以外 の様 々な場 に求 めることが可能 であろう。 しか しなが ら、現在 の学校体育 にお い
て存在す る二つの体育、す なわち、教科体育 と課外体育 は、 それぞれに異 なった機能 を持 つ と
い うことは、押 さえ られて いかねばな らない と思われる。
最後 に、教科体育 の持つ非営利的有用性 について考察す るな らば、以下 のよ うなことが考 え
られる。
小学校 の教科体育 においては、一般的 に、生涯 にわた って継続 されるであろうとは考 え られ
ない種 目が含 まれて いる一方 で、今 日、生涯 スポー ツとして最 もポピュ ラーなスポー ッ種 目が
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取 り上げ られて いない と言 えよう。 しか しなが ら、 それは単 に、学校体育 に支出 される財政 に
限界 があるとい う、経済的な事情 によるものだけではないと考 え らる。 とい うよ りも、教科体
育 に取 り上げ られて い る運動種 目は、全 ての人 の身体的諸能力 の顕現化 にとって重要 な要素 を
含 んだ ものであり、我 々体育人 が永年 の経験 と研究 によ って選択 し、蓄積 して きた成果 として
存在 して いると考 え られる。 しか しなが ら、 もしこれ らの種 目が、生涯 スポー ツとい う今 日的
な視点 によ って見直 され、 よ り生涯 スポー ツにつながる可能性 を持 った種 目のみに限定 されて
い くとしたな らば、学校体育 は、現状 の施設 やプ ログラムの面 か ら見 て、生涯 スポー ツに直結
し、 それ らが商品であるが故 に、施設等 の充実 した他 の営利的 な民間 スポー ツクラブにとつて
代 わるとい う危険性 を学 んで い ると言 えよう。
す なわち学校体育 は、非営利的であるが故 に、今 日まで人間 の身体面 にお いて、全面的発達
を約束 しえたので あり、 それ故、 いか に生涯 スポーツとい う時代 の要請 があろうとも、教科体
育 にお ける運動種 目の選択 は、 その役割 を 自覚 した上で、 よ り全面的発達を目指 した もので あ
らねばな らない と考 え られる。
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