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総合型地域スポーツクラブ動向と

部活動顧問教師をめぐる「揺らぎ」の諸相
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〈原著>1 

Some aspects of conflict between current comprehensive community 

sport clubs and teachers of extracurricular sport activities in Japan 

Yuichi Taniguchi 1) and Giichi Kai 2) 

Abstract 

Many sport activities of young people in japan have developed， chiefly based on extracurricular sport activities. The fact 

is their management involves some problems， such as‘teachers' sense of burden'，‘the absence of professional trainers' etc. 

This is why it has been long considered necessary for teachers of extracurricular sport activities to positively cooperate with 

sport trainers in their community. 

In japan the 2000 Sport Promotion Basis Plan started to produce comprehensive community sport cIubs. One of the com-

prehensive community sport cIub objects is the systematization of comprehensive sports targeted at wide range of community 

dwellers仕omyouth to age. It could be said that extracurricular sport activities should now take advantage of the opportunity 

to build cIose coordination with community sport cIubs. 

The author conducted a questionnaire survey of extracurricular spo口activityteachers' awareness of comprehensive com-

munity sport c1ubs targeting junior and senior high schools in Kyushu. 

Conc1usion 

(1) The extracurricular sport activity teachers' recognition rate of comprehensive community sport c1ubs is 31.0 per cent. 

(2) However， 80.4 per cent of the teachers are positive as to coordinate relationship between extracurricular sport activities 

and comprehensive community sport cIubs. 

(3) The teachers who are positive in the above-mentioned coordinate relationship expect to have their burdens lessened. On 

the contrary， the teachers who are negative in coordinate relationship fear that educational meanings of extracurricular 

sport activities may be lessened. 

(4) Ex甘'acuπicul訂 spo口activityteachers' conflict is nothing but conflict between ‘the burden reduction of extracurricular 

sport activity training' and ‘the reduction of educational meanings of extracurricular sport activities'. In other words， 

‘conflict' of extracurricular sport activity teachers could be said to be the major factor in holding back coordinate relation-

ship between them and their community. 

Key words: comprehensive community sport cIub， teachers of extracurricular sport activities， conflict 
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1 .はじめに

わが国における青少年のスポーツ活動の多くは、学校

運動部活動(以下、部活動)を中心として展開されてき

た。しかしながら、近年の少子化傾向は、部員数の減少

と廃部の増大、顧問教師の高齢化といった各種問題点を

引き起こすこととなり、複数校合同チームの編成や外部

指導者の積極的活用といった対応策が講じられてきた。

また、 2010年度より、一部が先行実施されている新学習

指導要領(中学校編ならびに高等学校編の「総則J)に

おいて部活動は、実質的な「教育課程内」活動としての

位置付けがなされ、さらに学校外(地域)との連携関係

構築に向けた取り組みが求められてきた住¥)。すなわち、

部活動を取りまく今日的状況は、学校教育活動としての

意味を尊重しつつも、学校外(地域)との積極的な連携-

関係を視野に入れた運営形態の模索および再構築の必要

性に迫られているのである D

近年の部活動運営における学校外(地域)との具体的

な連携関係は、外部指導者の導入とその制度化にみられ

よう o 中西ほか (2008)が2006年に九州地区で実施した

中学校部活動顧問教師に対する意識調査結果をみると、

「外部指導者を導入しているJと回答している者の割合

は38.5%であり、今後の必要性についても44.1%の顧問

教師が「必要性を感じる」と回答している。しかしなが

ら、スポーツ振興基本計画 (2000年)の施行以降、全国

的に育成が進行している総合型地域スポーツクラブ(以

下、総合型クラブ)に対する意識は、 60.8%の顧問教師

がその存在について「知らないJと回答し、また、総合

型クラブの存在を「知っているJ顧問教師の45.3%が部

活動と総合型クラブとの連携関係の構築には否定的意識

であることが示されている D すなわち、今日の部活動運

営形態に関する顧問教師の意識は、外部指導者の導入と

いう、いわば即時的な学校外(地域)との連携関係であ

れば(各種条件付ではあるが)肯定的であるものの、学

校外(地域)における地域住民のスポーツ活動(総合型

クラブ)との恒久的な関係構築の意向は低い状況にある

といえよう。

ここで、近年における部活動研究の動向をレビューし

ておく o まず、部活動運営論に関しては、外部指導者活

用の可能性と問題点について論じた研究(谷口、 1995; 

蔵之前ほか、 2007)の他、学校と学校外(地域)の連携

プログラム導入可能性を検討した研究(東川、 2002;矢

花ほか、 2007)等が存在する。これらの研究はいずれも、

部活動運営をこれまでの「学校のみJの形態に留めず、

学校外(地域)におけるスポーツ活動との積極的な連携

関係にもとづく形態へと移行させていく必要性が強調さ

れている。また、部活動運営形態をめぐる学校と地域間

の連携関係の構築に向けた、より踏み込んだ議論として

は、地域スポーツと部活動の「融合J可能性とその再構

築プランを提示した大竹と上回 (2001)の研究、子ども

の体力向上とスポーツ活動の促進を意図し、部活動と地

域スポーツクラブの連携の在り方について言及した研究

(曾根・折本、 2008)等がみられるo

学校と学校外(地域)聞の連携または融合の必要性を

唱えた部活動運営の指針については、上述した諸研究よ

り以前から数多くなされてきた。しかしながら、多くの

研究者ならびに学校関係者が、部活動運営形態をめぐる

学校と学校外(地域)の関係性構築について議論してき

たにも関わらず、部活動運営に関する抜本的な変革およ

び新たな制度整備がなされるには至っていない。以上の

部活動を取りまく状況に鑑みたとき、今日の部活動研究

一一特に学校と学校外(地域)の述携関係に焦点化した

一一に求められる視座は、以下に世かれるべきなのでは

なかろうか。すなわち、「何故に部活動と地域スポーツ

活動は積極的な連携関係を構築できないのかJという、

いわば部活動に潜む規範性一一「不変性J-の解明作:来:

に他ならない。この点に関しては、西沢ほか (2007)に

よる中学校部活動顧問教師の部活動改革等に対する意識

の把握を試みた研究、また、公立中学校における部活動

の地域社会への移行動向を事倒的に取り扱った中津

(2008)の研究に、新たな部活動研究の方向性と可能性

を看取できるものの、両研究ともに、部活動と学校外

(地域)のスポーツ活動が脆弱な関係性に留まってきた

各種要因の言及には至っていない。

そこで本研究では、中学校ならびに高等学校の部活動

顧問教師を対象に実施した質問紙調査を元に以下の点に

ついて検討を施すことが目的となる。すなわち、 1 )顧

問教師の総合型クラブに対する認知度の把捉理解、 2) 

部活動と総合型クラブの連携関係構築に向けた意識の把

捉理解、 3)顧問教師の抱く総合型クラブに対する印象

内容に関する把捉理解、である。以上の作業を踏まえ、

本研究においては、学校外(地域)との関係性構築が期

待されることとなった部活動顧問教師の「揺らぎJに着

目し、部活動を取りまく規範性一一「不変性」ーーの構造

について言及してみたい口

n.方法

1 .分析枠組

本研究では、顧問教師の総合型クラブに対する意識に

焦点化し、部活動運営形態をめぐる「揺らぎ」の諸相を

探索的に把捉理解することが意図されているo

「括らぎ (Fluctuation)Jとは元米、物理用語であり、



谷口・甲斐:総合型地峨スポーツクラブ動向と部活動顧問教師をめぐる「抗らぎ」の局制 3 

平均的事象からの放射状的かつ無作為な広がり(拡散)

を意図する c すなわち、「揺らぎ」は、分散あるいは標

準偏差の意味を持ち、平均値を挟んだプラスマイナスの

範囲内で揺れ動く、いわば“許容範囲の動態"として定

義されているc 一方で、「揺らぎjを人文社会科学的に

定義・概念化する試みがなされてきた。 尼崎(1999、p.

18-19)は、 rrゆらぎjは、まず物事の基礎、システム、

あるいは人の判断、感情などが動揺し、迷い、葛藤する

事態である」とした上で、 rrゆらぎjを変化・成長・再

生の契機と捉える見方も存在する。(中略)rゆらぎjは、

多面的な見方、複層的な視野、新たな発見、システムや

人の変化・成長を導く契機でもあるJと述べている。ま

た、谷口 (2010、p.199)は、総合型クラブ育成が実践

されている地域における各種フィールドワークから、

「稲らぎ」を「個人間、あるいは集団関で生起する価値

や態度、役割の恒常的な変動現象」と捉え、「不安定性

の常態化の中から、新たな価値観や枠組みを創出する発

展的循環ループの構造」にあると捉えた。すなわち、

「揺らぎJとは、既成・既存の価値観、規範、枠組みを

めぐる動抗状態に他ならず、動稲状態の常態化のけ1から、

新たな価値観、規範、枠組みが創出される可能性を絡め

た社会的(人間的)な営為のーっとして理解.することが

できょう。

以上に鑑みたとき、今日の部活動に関与する顧問教師

の多くは、これまでの学校のみの運営形態から積極的な

学校外(地域)との関係性構築一一特に総合型クラブと

の関係をめぐる一ーを期待され始めたことに伴い、「係

らぎjが生じている可能性が高いといえよう O

2000年に文部省(現文部科学省)からlHされたスポー

ツ振興基本計画において、総合型クラブ育成の方針が掲

げられて以降、主に各都道府県教育委員会は、地域スポー

ツ場面における総合型クラブ育成を推進する一方、教員

の経年研修会の中で、総合型クラブに関する情報提供と

「啓発jを意図した講義内容を設定し始めているil九ま

た、少数ではあるものの、部活動と総合型クラブの積極

的な関係性構築を実現した事例がみられ始めたことも相

まって、顧問教師の意識は、多少なりとも、総合型クラ

ブのことを「気にせざるをえなしづ状況を迎えているも

のと予想できる D

しかしながら、本研究において取り l二げる部活動と総

合型クラブの関係性をはじめとした、学校に関係する各

種「変革」が意図された動向にあたっては、教員特有の

「反応」が存在することを考感しておきたい D 久1¥

(2008、p.188)は、教育場面における「諸改革jの実践

l時における成否を「その仕事の直接的で主要な担い手が

教師たちである以上、それはこの人(教師)たちの仕事

が効果的にそこに生きるのかどうかということに重なっ

ている」とし、新たな教育場面iにおける教師存在をめぐ

る正当性の担保が重要であると述べている O また、佐藤

(1997、p.98-99) は、教員の仕事の特徴を「再帰性」

「不確実性Jr無境界性」であるとした上で、学校内の業

務に留まらず、学校外との活発な関係性を意味する「無

境界性Jについて、 r~無境界性は、恒常的な多忙を引き
起こすだけでなく、(中略)その結果として教師の職業

生活は色あせた無力感と無感動に浸り、ニヒリズムとシ

ニシズムが漂うものになる」との意識が教師に抱かれ続

けていることの問題性を指摘するo

久冨と佐藤の主張に拠れば、総合型クラブとの関係性

構築に相対することとなった顧問教師の「稲らぎ」の構

造は、以下のような状態にある可能性を自覚しておきた

い。すなわち、部活動と総合型クラプの関係性構築にあ

たっては、顧問教師としての「立場」をめぐる正当性の

ゆくえが不透明であることに伴う動指・葛藤、学校外

(地域)との新たな関係性の出現による更なる多忙感へ

の不安、等の各種意識が存在している可能性が高いので

ある。

以上を時まえ、本研究では「括らぎJを、「既存の価

値観、態度、役割意識に対する動揺、迷い、葛藤の発生

と相対化Jくフェーズ 1>→「新たな価値観、態度、役

割意識への気づきと変容」くフェーズ 2>→「新たな行

動枠組み、制度変更への模索」くフェーズ3>→「新た

な動揺、迷い、葛藤の発生Jくフェーズ4>というプロ

セスを経るものと仮説的に概念化し、上述した教員特有

の「変革に対する反応」を考慮に入れつつ、顧問教師の

総合型クラブとの関係性をめぐる各種意識の検討を行っ

てし、く o その際、中学校と高等学校、さらには公立、私

立といった顧問教師を取りまく職務上の属性項目(内容)

を考慮した詳細な分析および考察の視点が期待されると

ころであろう O しかしながら、本研究においては敢えて、

学校種をはじめとした顧問教師の性別、 tl1当教科等の各

種属性項t=I (内容)にもとづく分析および考察作業をItJ:

小限に留め、むしろ昨今の学校運動部活動全体として芯

起きれつつあると想定される「稲らぎ」の(全般的)諸

相!の把捉理解に主眼が置かれることとなる D

2 .調査方法

九州各県の全中学校 (1566校)ならびに高等学校

(657校)の郎活動顧問教師を調究対象として郵送法によ

る質問紙調査を実施した。質問紙は、各校10部を、まず

各学校長宛に送付した後、該当者への配布と回収および

返信を願う方法を用いた。

調査協力の得られた学校数は、中学校611校(部数
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3773部、回収率39.0%)、高等学校252校(部数2016部、

回収率38.4%)であり、中学校と高等学校を合わせた回

収率は38.8%であった。調査時期は、 2010年2月15日か

ら3月 1日の期間である。

質問紙は主に以下の内容で構成された。「基本的属性

項目J(4項目)、「日頃、運動部指導で感じている事柄

に関する内容J(9項目)、「学校と地域との関係性に関

する内容J(9項目)、「今後の学校運動部活動と総合型

クラブの関係性についての自由記述欄」、「何らかの形態

で学校運動部活動と総合型クラプが連携協力し、活動し

ているケースに関する情報提供欄jである。

3 .分析方法

回収した数量データ分析にあたっては、 PASW

Statistics 18を用い、分析枠組で提示した「揺らぎJの

プロセスにおける「既存の価値観、態度、役割意識に対

する動綿、迷い、葛藤の発生と相対化Jの段階を主に看

取する目的から、「総合型クラブに対する認知度Jr部活

動と総合型クラブの連携関係構築に対する意識Jr総合

型クラブに対する印象内容Jについて、クロス集計およ

びX2検定を実施した。

また、「部活動と総合型クラブの連携関係構築に対す

る意識」の分析にあたっては、顧問教師意識の深層に迫

る目的から、自由記述回答内容の分析および考察を実施

した。以下、質的データの分析作業においては、顧問教

師の「部活動と総合型クラブの連携関係」に関する意識

の抽出を目的とし、グラウンデッド・セオリー・アプロー

チによるコーデイング法(木下、 2003)の援用を試みた。

自由記述回答に関する具体的な分析手続きは以下のとお

りである。すなわち、「自由記述回答の内容を文脈ごと

に分類するj→「分類されたすべてのデータについて、

分析ワークシートを用い、コードの生成を行うJ(オー

プンコーデイング)→「生成されたコードをカテゴリー

別に分類し、概念の生成を行う」、という手続きである。

m.結果

ここではまず、本研究の回収率について検討しておき

たい。調査対象範域内の 8県における回収率は、 32.7%

から52.2%の範囲でばらつきがみられたもののilヘ教

育委員会等の公的機関が関与した、いわば「強制力」を

有する調査(研究)とは異なる先行研究の回収率とほぼ

同程度となったH.4)。よって、以降の分析および考察に

関する妥当性は保障できるものと判断している。しかし

ながら、対象範域全体における約 6割に及ぶ学校からの

協力が得られていない事実については、以下のような研

究遂行上の制約を考慮すべきであると感じている。すな

わち、調査対象範域内の約 6割に及ぶ学校ならびに顧問

教師においては、本研究の主題である部活動と総合型ク

ラプの関係性に対する関心の程度が低い状態にあるとの

解釈も可能となるo 換言すれば、以降の分析および考察

に用いる記述統計データは、今日の部活動と総合型クラ

ブの関係性に対する「関心の程度Jが比較的高い教員意

識としての意味あいを有しているとの理解が可能となろ

ヴo

以上の本研究における回収率ならびに対象データをめ

ぐる性質を考慮しつつ、以降の各種分析および考察を施

すものとする。

1 .総合型クラブに対する認知度

顧問教師の総合型クラブに対する認知度を訊ねたとこ

ろ、全体では「知っているJ31.0%、「名前を聞いた程

度J31.4%、「知らないJ37.6%となった(表 1) 0 

2006年に実施された九州内の既設総合型クラブ範域内

中学校の部活動顧問教師を対象とした質問紙調査結果を

みると、総合型クラプのことを「知らないJと回答した

顧問教師は60.8%であった(中西ほか、 2008)0約 4カ

年の経過に伴い、部活動顧問教師の総合型クラブに対す

る認知度は高まりをみせていることがわかる。

2.部活動と総合型クラブの連携関係構築に対する意識

顧問教師の部活動と総合型クラブの述携関係構築に対

する意識としては、全体では「賛成意向J(r大変賛成j

+ rまあ賛成J)が80.4%となった(表 2、 3 )。しかし

ながら、学校種別にみると、述携関係に対する賛成意向

は、高等学校の方が高いことがわかった(表 2) 0 

また、総合型クラブに対する認知度との関係から分析

表 1 顧問教師の総合型クラブに対する認知度(% 校種別)

校種 知っている 名前を聞いた程度 知らない

中学校 n=3767 30.3 31.5 38.2 
高等学校 n=2014 32.5 31.1 36.4 

合計 n=5781 31.0 31.4 37.6 
n.s. 
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を試みたところ、総合型クラブに対する認知度が向い顧

問教師ほど、部活動と総合型クラブの述携関係構築には

賛成意向が強いことがわかった(表 3)。

ここでは、表 3の総合理クラブに対する認知度に関し

て、「知らなしづと回答している群の数値に注目してみ

たい。質問紙中には総合型クラブの認知度を訊ねた設問

の後に、「総合型クラブの概要Jを記した説明文を掲載

している。総合型クラブに対する認識のない顧問教師に

おいては、当該の説明文を読んだ後に、部活動と総合型

クラブの連携関係構築に対する回答が行われたことにな

るo

2031名に及ぶ総合型クラブに対する認知度がなかった

顧問教師の抱く、部活動と総合型クラブの連携関係構築

に関する回答内容の詳細な検討作業は、旧来からの部活

動を取りまく各種問題点の把捉理解が可能になると思わ

れる。すなわち、総合型クラブに対する認知度がなかっ

た顧問教師にとっては、学校外(地域)における新たな

スポーツ動向(総合型クラブ育成)に対する認識が為さ

れることに伴い、日常的に抱かれてきた部活動への関与

をめぐる各種の葛藤やジレンマをはじめとした、いわば

本質的な「部活動観jの発露がみられることになるので

はなかろうか。

そこで以下においては、総合型クラブに対する認知度

がなかったにも関わらず、部活動と総合型クラブの連携

関係構築に対する回答が為された顧問教師の自由記述に

着目し、部活動を取りまく各種問題点の把捉と「揺らぎj

の諸相に関する検討を施してみたい。

1 )総合型クラブに対する認知度がなく、連携関係に賛

成している顧問教師の意識

自由記述回答(該当回答数77)に関する分析を施した。

分析にあたっては、グラウンデッド・セオリー・アプロー

チによるコーデイング法(木下、 2003) を援用し、以下

の3つの概念を抽出するに至った。すなわち、総合型ク

ラブに対する認知度がなく、連携関係に賛成している顧

問教師の意識は、[全而的な部活動の総合型クラブ化へ

の期待感] [負担軽減への期待感] [子どものスポーツ環

境充実への期待感]の 3つの概念により構成されていた

(表 4)。

表 2 顧問教師の部活動と総合型クラブの連携関係構築に対する意識(% 校種別)

部活動と総合型クラブの連携意向

校種 大変賛成であるまあ賛成であるやや反対である 反対である

中学校 n=3612 17.6 60.5 16.2 5.7 
高等学校 n=1956 22.9 61.9 11.7 3.5 

-合-計- n=5568 19.4 61.0 14.6 5.0 

;(=49.2. d.r.=3. p<.OOI 

表 3 顧問教師の部活動と総合型クラブの連携関係構築に対する意識(% 認知度別)

部活動と総合型クラブの連携意向

総合型クラブに対する認知度 大変賛成である まあ賛成である やや反対である 反対である

知っている n=1769 30.2 54.5 11.2 4.1 

名前を聞いた程度 n=1769 14.1 66.1 15.9 3.9 

知らない n=2031 14.8 62.3 16.3 6.6 

合計 n=5565 19.4 61.0 14.6 5.0 

;(2=212.2. d.f.=6. p<.OOI 

表 4 部活動と総合型クラブの連携関係に賛成する教師の意識(概念)構造

概念名 定義 ヴァリエシヨン(コ ド)

部活動制度自体に対する教師の抵抗感
職務上、部活動は勤務時間外との意識

全面的な部活動の総合型クラブ化への
であり、生徒のスポーツ活動は学校外(地 教員の重要職務は教科指導であるとの意識

期待感
域)で行われるべきとの意識

部活動の学校内存在に対する抵抗感

部活動における指導上の不安感

負担軽減への期待感
部活動指導に対する精神的・時間的な負

教科指導準備のための時間不足
担の軽減を期待する意識

土日・祝祭日指導に対する負担感

子どものスポーツ環境充実への期待感
学校外(地域)のスポ ツ資源活用に伴う外部指導者の指導活動に対する高評価

待子ど感ものスポーツ活動の充実に対する期 学校外(民間)スポーツ活動に対する高評価
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[全面的な部活動の総合型クラブ化への期待感]は、

顧問教師たちの「職務上、部活動は勤務時間外との意識」

「教員の重要職務は教科指導であるとの意識Jr部活動の

学校内存在に対する抵抗感」という 3つのコードから生

成された。これらのコードは、部活動制度自体に対する

顧問教師の抵抗感であり、生徒のスポーツ活動は学校外

(地域)で行われるべきとの意識と把捉し、当該概念名

を付した。

{負担軽減への期待感]については、「部活動における

指導上の不安感Jr教科指導準備のための時間不足Jr土
日・祝祭目指導に対する負担感Jの 3コードから生成さ

れた。これらのコードは、部活動指導に対する精神的・

時間的な負担の軽減を期待する意識であることから、当

該概念名を付した。

{子どものスポーツ環境充実への期待感}については、

「外部指導者の指導活動に対する高い評価Jと「学校外

(民間)スポーツ活動に対する高い評価Jの 2コードか

ら生成され、学校外(地域)のスポーツ資源活用に伴う

子どものスポーツ活動充実に対する期待感の表れと把捉

し、名付けたc

2)総合型クラブに対する認知度がなく、連携関係に反

対している顧問教師の意識

上述した表 4と同様の手続きで分析を施したところ

(該当回答数52)、抽出されることとなった概念は、{部

活動の教育的意味の尊重]【更なる多忙状況を想起した

危機感] [全面的な部活動の総合型クラブ化への期待感]

であった(表 5)。

[部活動の教育的意味の尊重]については、「教育活動

の一環としての部活動に対する意識Jr学校経営上、部

活動がもたらす各種効果に対する期待J(部活動の活性

化に伴う生徒指導の円滑化、受験生の獲得等)、「総合型

クラブの理念(地域住民による楽しむスポーツ活動の場

としてのイメージ)への疑念」の 3コードから生成され

たc これらのコードは、部活動はあくまでも学校教育活

動であり、総合型クラブとの連携に伴う、部活動の教育

的意味あいの弱まりに対する懸念であると把捉し、当該

概念名を付した。

{更なる多忙状況を想起した危機感}は、「教師の総合

型クラブ運営関与期待への警戒感Jr地域住民との人間

関係構築への煩わしさ」の 2コードから生成された。こ

れらのコードは、総合型クラブとの連携関係の出現に伴

い生じる可能性がある新たな多忙状況に対する(危機)

意識と把捉し、当該概念名を付した。

{全面的な部活動の総合型クラブ化への期待感}は、

上述した表4においても抽出された概念であるo なお、

概念生成に至ったコードもほぼ同一の内容となった。す

なわち、総合型クラブに対する認知度がない顧問教師に

おいては、部活動と総合型クラブの連携関係の賛否に関

わらず、部活動制度への抵抗感が存在している可能性を

みることになるo 表 4ならびに表 5において抽出される

に至った当該概念は、顧問教師をめぐる「括らぎJの核

心的要素を包含しているのではないか。この点について

は、後に議論を深めてみたいc

3.顧問教師の抱く総合型クラブに対する印象内容

顧問教師の抱く総合型クラブに対する印象内容を、部

活動と総合型クラプの述携関係構築意向の賛否別に比較

検討した(表 6) 0 なお、部活動と総合型クラブの連携

関係構築意向に関しては、「大変賛成である」、「まあ賛

成であるJを選択した者を「連携賛成(群)J、「やや反

対であるJ、「反対で、あるJを選択した者を「連携反対

(群)Jと加工し、分析を試みるc

本来、 4群であった回答カテゴリーを 2群に加工した

意図は、特に部活動と総合型クラブの連携関係構築に対

して反対意向を有する顧問教師への焦点化に起因する。

すなわち、最も強い「反対」の意向である、「反対であ

るj と回答した顧問教師は全体の5.0%に過ぎず、当該

顧問教師の意識的深層に迫るには心もとな¥， ¥0 よって、

表 5 部活動と総合型クラブの連携関係に反対する教師の意識(概念)構造

概念名 定韓 ヴァリヱーション(コード)

教育活動の一環としての部活動に対する意識

部活動はあくまでも学校教育活動であり、 学校経営上、部活動がもらたす各種効果に対する期待
部活動の教育的意味の尊重 総合型クラブとの連携は、教育的意味あ

いを弱めてしまうとの意識 総合型クラブの理念(地域住民による楽しむスポーツ
活動)への疑念

総合型クフプとの連携関係の出現に伴い 教師の総合型クフブ運営関与期待への警戒感
更なる多忙状況を想起した危機感 生じる新たな多忙状況に対する(危機)意

地域住民との人間関係構築への煩わしさ識

部活動制度自体に対する教師の抵抗感 職務上、部活動は勤務時間外との意識
全面的な部活動の総合型クラブ化への であり、生徒のスポーツ活動は学校外(地 教員の重要職務は教科指導であるとの意識期待感 域)で行われるべきとの意識

部活動の学校内存在に対する抵抗感
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「やや反対であるJ(14.6%) を含めた「連携への反対意

向者J(連携反対群)の再カテゴリー化を行い、なおか

っ、そのことに対応させる目的から「連携への賛成意向

者J(連携賛成群)を設定し、以下の分析を施すことと

した口

顧問教師の大部分が強い印象として抱いている内容は、

「総合型クラブはまだ地域のスポーツ拠点になっていな

いJ(連携賛成群の「そう思うJ76.4%、述携反対群の

「そう思うJ80.2%)であったD

一方で、連携関係構築に対して反対意向を持つ顧問教

師の総合型クラブに対する印象として上位にあがる項目

は、「総合型クラブ関係者には部活動の問題点の真意は

わからないJ(そう思う 74.3%)、「総合型クラブ関係者

には部活動の教育的意味は理解できないJ(そう思う

72.4%)、「総合型クラブ関係者自体が学校部活動のこと

をあまり考えていないはずJ(そう思う 68.4%)、「総合

型クラブはスポーツクラブというより住民交流の場であ

るJ(そう思う 61.1%)などであった。

これらの項目からは、連携関係構築に前1;IJきな怠向を

持たない顧問教師の「総合型クラブ活動に対する不信感」

を看取するとともに、当該意識を有する顧問教師の存在

こそが、部活動と地域スポーツ活動の積極的な関係性構

築を阻害してきた一要因であると推察できょう O

なお、中学校運動部顧問教師を対象に総合型クラブへ

の理解度等を訊ねた徳永と山下 (2005、pp.133-140)の

研究では、部活動が地域スポーツ活動と融合する場合の

問題点として、 f(地域のスポーツ指導者が)生徒指導を

する上で問題があるJf顧問教師と地域指導者との共通

認識の問題が不安であるjといった怠識が高いとされて

おり、本研究結果と概ね符合していると思われる D

lV.考察

ここではまず、質問紙調査の結果、明らかになった顧

問教師の総合型クラブに対する各種意識を要約する。す

なわち、①顧問教師の総合型クラブに対する認知度

(f知っている」との回答)は31.0%であり、 2006年に実

施された同一対象地域の数値を上回るものであった、②

部活動と総合型クラブの述携関係構築については、 80.4

%の顧問教師が肯定的意向であることがわかった、③総

合型クラブに対する認知度のない (f知らない」との回

答)顧問教師の自由記述回答を分析したところ、連携関

係構築に肯定的な顧問教師の意識は、[全面的な部活動

の総合型クラブ化への期待感1[負担軽減への期待感]

[子どものスポーツ環境充実への期待感]の 3つの概念

で構成されていた。一方、否定的な顧問教師の意識は、

[部活動の教育的意味の尊重]【更なる多忙状況を想起し

た危機感1[全面的な部活動の総合型クラブ化への期待

感]の 3つの概念によって構成されていた、④顧問教師

の総合型クラブに対する印象については、「総合型クラ

ブはまだ地域のスポーツ拠点になっていなしづが最も高

くなった。一方で総合型クラブとの迷携関係構築に否定

的な怠向を有する顧問教師においては、「総合型クラブ

関係者には部活動の問題点の真意はわからないJf総合

型クラブ関係者には部活動の教育的意味は理解できないj

「総合型クラブ関係者自体が学校部活動のことをあまり

考えていないはず」といった、いわば総合型クラブ活動

に対する不信感の存在を確認することとなったD

これらの結果を踏まえ以下では、分析枠組に照合しつ

つ、顧問教Rijiの「揺らぎJの諸相と部活動をめぐる規範

性一一「不変性」一一の構造について考察してみたい。

表6 顧問教師の抱く総合型クラブに対する印象(% 連携に対する賛否別比較)

項目 連傍意向 そう思わない そう思う 有意差

総合型クラブ関係者には部活動の教育的意味は理解できない
連機貸成 3548 68.1 31.9 

p<.OOl 
連焼反対 878 27.6 72.4 

総合型クラブ関係者には部活動の問題点の真意はわからない
連捜賛成 3536 57.6 42.4 

p<.OOl 
連滋反対 876 25.7 74.3 

生徒遼は総合型クラブと交流しても喜ばない
連傍賛成 3524 88.8 11.2 

p<.OOl 
連筏反対 866 69.9 30.1 

総合型クラブは住民が単にスポーツを楽しむための活動である
連携賛成 3522 76.9 23.1 

p<.OOl 
連携反対 857 49.3 50.7 

総合型クラブはまだ地境のスポーツ拠点になっていない
連m質成 3527 23.6 76.4 
連続反対 863 19.8 80.2 

n.5. 

総合型クラブの考え方は日本にはなじまない
連滋賀成 3502 72.2 27.8 

p<.OOl 
連携反対 849 45.2 54.8 

総合型クラブ!ま行政からJ'¥':Jクアップを受けており長続きしない
連携賛成 3458 73.4 26.6 

p<.OOl 
連焼反対 840 56.0 44.0 

総合型クラブ関係者からの指導では生徒達の銭妓カ向上はのぞめない
連滋貸成 3507 86.2 13.8 

p<.OOl 
連傍反対 855 76.1 23.9 

総合型クラブはスポーツクラブというより住民交流の鳴である
連携賛成 3485 51.8 48.2 

p<.OS 
連機反対 844 38.9 61.1 

総合型クラブ関係者自体が学校部活動のことをあまり考えていないはず
連傍質成 3467 58.8 41.2 

p<.OOl 
連焼反対 853 31.6 68.4 

2直視徳力1;1大変質成iとI;r:あ貸IliJの合計 S携反対はfやや反nJと'&釘jの合計

込書口問項目に対する図符力子ゴリーははそう思うJIJ、ら11そう思わ主いIの4件;1..表中では14)と13)でfそう思わない).'2)と11)でfそう思うIと伺岬



8 九州体育・スポーツ学研究第25巻第 2 サ平成23il~ 4月

上述した結果要約②(表2および表 3)のごとく、顧

問教師の総合型クラブとの連携関係構築に向けた意識は、

高い状況にあることが看取された (r大変賛成である」

19.4% + rまあ賛成であるJ61.0%) 0 このことから、

顧問教師の多くは、少子化傾向に伴い生じてきた部活動

を取りまく諸問題の解決策を総合型クラブとの関係性の

中に見出そうとしている、との解釈がひとまず可能とな

ろう o すなわち、「学校のみJでの部活動運営形態を

「既存の価値観」として保有してきた一部の顧問教師は、

総合型クラブの出現に伴い、「揺らぎ」プロセスにおけ

る「新たな価値観、態度、役割意識への気づきと変容J
くフェーズ 2>の状態にあると把捉できるo しかしなが

ら、顧問教師を取りまく「揺らぎ」は、くフェーズ2>

の先にある「新たな行動枠組み、制度変更への模索J

くフェーズ 3>への発展的移行を遂げるには至っていな

い。しかるに、現状における顧問教師をめぐる「揺らぎj

は、「新たな価値観、態度、役割への気・づきと変容Jを

“指向する者"と“指向していない者"聞のコンフリク

トが生じており、むしろ、“指向していない者"一一「揺

らぎJを伴わない顧問教師一一の存在により、部活動全

体としての「揺らぎJにはなりえていないのである。

そのことは、上述した結果要約③(表 5)のように、

総合型クラブに対する認知度が低く(存在せず)、部活

動と総合型クラブの連携関係構築に反対意向を有する顧

問教師の意識構造に象徴的ではなかろうか。なかでも

{部活動の教育的意味の尊重]については、久冨 (2008)

の言う「新たな教育場面における教師存在をめぐる正当

性の担保」に関する顧問教師意識が包摂されている可能

性をみる。顧問教師の一部においては、総合型クラブと

の連携関係構築後に訪れる新たな部活動運営形態の中で、

自らの顧問教師としての立場をめぐる暖昧な状況が想起

され、各種の葛藤と拒否反応が生じているのである。ま

た、{更なる多忙状況を想起した危機感]は、 r(学校外

との活発な関係性の創出は)恒常的な多忙を引き起こす

だけでなく、(中略)その結果として教師の職業生活は

色あせた無力感と無感動に浸り、ニヒリズムとシニシズ

ムが漂うものとなるJ(括弧内は筆者による)とする佐

藤(1997)の「無境界性Jに関する主張と符合しよう o

すなわち、顧問教師は、総合型クラブという、学校外

(地域)における新たな動向に相対する中で、いわば反

射的に「更なる多忙状況を想起Jせざるをえないのであ

る。さらに、表4、5のいずれにおいても抽出された概念

である[全面的な部活動の総合型クラブ化への期待感]

の存在は、表 4で抽出されている[負担軽減への期待

感]、表 5の{更なる多忙状況を想起した危機感】との

関連の中で解釈すべきであろう。 n数2031にのぼる「総

合型クラブに対する認知度のないJ顧問教師においては、

日常的な部活動への関与の中で、多様かっ過度な「負担

感Jに苛まれた結果、「ニヒリズムとシニシズムJ(佐藤、

1997)の漂った、いわば、部活動の学校内存在をめぐる

正当性を見出せない状況にあると推察できょう。そのこ

とは、表 3にみられた「総合型クラブに対する認知度を

有しているJ顧問教師の意識にも一部内包されている可

能性が高く、部活動と総合型クラブとの連携関係をめぐ

る顧問教師の「稲らぎjの一諸相に他ならないのである。

以上に鑑みたとき、今日的な学校外(地域)における

総合型クラブ動向は、顧問教師をめぐる「既存の価値観、

態度、役割j意識に対する動婦、迷い、葛藤の発生と相対

化」くフェーズ 1>の表面化を促しつつも、「新たな価

値観、態度、役割意識への気づきと変容Jくフェーズ

2>を顧問教師全体として惹起するには至っていない状

況にある、と把捉する方が妥当であろう D ではなぜ、顧

問教師をめぐる「揺らぎ」は進行しないのか。

表6において、顧問教師の抱く総合型クラブに対する

印象の内容を把捉した。部活動と総合型クラブの連携関

係に対する賛否に関わらず、最も高い印象内容(項目)

は、「総合型クラブはまだ地域のスポーツ拠点になって

いないJ(連携賛成76.4%、述携反対80.2%)であった。

また、有意差こそ見出されたものの、「連携賛成Jr述携

反対」双方ともに高い数値となった印象内容(項目)は、

「総合型クラプはスポーツクラブというより住民交流の

場であるJ(連携賛成48.2%、連携反対61.1%)であっ

た口顧問教師の多くは、総合型クラブとの連携関係構築

に賛成意向を有しながらも、本質的には「総合型クラブ

が地域のスポーツ拠点として仮に機能し始めたとしても、

そこでの活動はあくまでも住民交流がメインである」と

の意識が有されており、将来的に総合型クラブが地域の

スポーツ拠点となりえたとしても、「部活動とは相容れ

ない存在Jとしての深層心理が底流していると理解すべ

きなのではなかろうか。そのことは、数多くの研究者や

教育関係者が部活動における運営形態の変革および改革

を主張してきたにも関わらず、抜本的な制度変更をはじ

めとした具体的な変革や改革に向けた動きをみるに至っ

てこなかった歴史的経緯、さらには、本研究における回

収率の低さ一一調査対象範域内の約 6割の学校が部活動

と総合型クラブの関係性に対して関心が抱かれていない、

もしくは関心の程度が低い状態一一と符合しよう G

つまり、総合型クラブ動向と顧問教師をめぐる今日的

な「掘らぎJの諸相は、部活動を取りまく諸問題の解決

に向けた手がかりを見出すことが意図された「揺らぎJ

(表層的揺らぎ)と、教員(学校)の総合型クラブをは

じめとした地域スポーツ事情(実情)認識の脆弱さを取
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りまく「揺らぎJ(深層的揺らぎ)という、いわば、複

層的な構造にあるといえよう o 換言すれば、教員(学校)

の地域スポーツ事情(実情)認識の脆弱さに起因する

「揺らぎJ(深層的経iらぎ)は、部活動制度の発足以来、

長年にわたって形成されてきた、いわば揺らぐことのな

い「橋らぎJ(地域との関係性をめぐる慢性的な葛藤状

態)である可能性が高いロよって、今日の総合型クラブ

育成動向の出現に伴い生じている表層的な「揺らぎjは、

発展的な「揺らぎjのプロセス進行を遂げられない状況

にあると把捉理解すべきなのであろう o

以上のような、顧問教師および学校を取りまく「揺ら

ぎJの構造こそが、部活動を取りまく規範性一一「不変

性」一一に他ならないのではなかろうかD

V.今後の課題

本研究においては、顧問教師の総合型クラブに対する

意識に焦点化し、部活動運営形態をめぐる「揺らぎ」の

諸相に関する把捉理解を試みた。その際、顧問教師を取

りまく勤務校の形態、性別、年齢、担当教科といった各

種属性項目(内容)にもとづく詳細な検討作業は実施せ

ず、あくまでも、今日の顧問教師および部活動をめぐる

「揺らぎjの全般的諸相の把捉理解に主眼が置かれてき

たD 換言すれば、本研究の主l肢は、「顧問教師全般がど

のように揺らいでいるのかJといった、いわば、 r-t品ら
ぎjのダイナミズム(構造)の解明に置かれてきた。し

かしながら、考察を深める中で、「どのようなタイプの

顧問教師が、どのような揺らぎを伴し、ながら、顧問教fiifi

全般としての稲らぎのダイナミズムを形成するに至って

いるのか」といった、「揺らぎJ(発生)のメカニズムの

解明作業が不可避であると感じている。よって今後は、

顧問教師を取りまく各種属性項目(内容)を考慮に入れ

た分析・解析にもとづく、継続的かつ詳細な検討作業の

実施が課題となる O

また、近年においては、少数ではあるものの、総合型

クラブとの積械的な連携関係にもとづく運営形態が図ら

れつつある部活動の出現をみている。筆者はすでに、当

該部活動(総合型クラブ活動)に関与する教師への接触

機会を有しており、以降においては、インタビュー調査

を中心とした質的データの解釈をもとにした「稲らぎJ

研究の発展を志向したい。

(付記)

本研究は、平成21--22年度科学研究費補助金若手研究

(B) r学校と総合型地域スポーツクラブの関係性に対す

る教員意識の研究J(課題番号21700618研究代表者谷rl

勇一)の一部である。

注

注 1)新学習指導要領第 1t;i総則における部活動関連の

記述全文は以下のとおりである o r生徒の自主的、

自発的な参加により行なわれる部活動については、

スポーツや文化及び科学等に親しませ、学宵意欲の

向上や責任感、述i:ii!惑の緬養に資するものであり、

学校教育の一環として、教育課程との関連が図られ

るよう留意すること O その際、地域や学校の実態に

応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育

団体等の各種団体との述携などの運営上の工夫を行

なうようにすることJ(中学校、高等学校ともに同

文)。

注2)九州内 8県において、経年研修会をはじめとした

教員対象の総合型クラブに関する講義プログラムを

導入・実施している県は、 4県であった(各県教育

委員会に対する電話での聴取による)。

iJ:3) 調査対象範域である九州各県の回収率は以下のと

おりである。福岡県32.7%(中学校31.5%、高等学

校35.1%)、佐賀県45.4%(中学校49.5%、尚等学校

34.2%)、長崎県43.4% (中学校45.9%、尚等学校

37.0%)、熊本県37.4%(中学校38.3%、高等学校

35.3%)、大分県52.2% (中学校51.7%、高等学校

53.2%)、宮崎県37.7% (中学校38.9%、高等学校

34.5%)、鹿児島県37.3%(中学校34.0%、高等学校

46.0%)、沖縄県36.1% (中学校37.7%、高等学校

32.3%)であった。

注 4)例えば、東京都、静岡県、新潟県の中学校運動部

活動顧問教師を対象に質問紙調査を実施した西島ほ

か (2007)の研究における回収率は38.0%(標本数

705ケース)、大分県内の高等学校運動部活動顧問教

師を対象とした谷仁I(2003)の研究における回収率

は58.6%(標本数899ケース)などD
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中学生における精神心理的健康レベルと

体育授業で感じる楽しさとの関連性

- Hea1th Promoting Schoolの立場に立脚して-

玉 江和 義(宮崎大学教育文化学部)

渡 辺 保 弘(三股町立三股中学校)(現都城市立沖水中学校)

照 屋 博 行(福岡教育大学)(現九州看護福祉大学)

〈原著)11

Pilot analysis on relationships between mental-psychological health and 

pleasure in physical education classes among junior high school students 

Kazuyoshi Tamae I )， Yasuhiro Watanabe 2) .，) and Hiroyuki Teruya 3) 5 ) 

Abstract 

We conducted questionnaire survey among 100 first grade students of a public junior high school， in order to consider the 

relationships between mental-psychological health and pleasures in physical education classes (PPEC)， grounded on princi-

ples of health promoting school consist of health initiative 8 areas. Evaluable data were obtained from 91 first graders， yielding 

an effective response rate of 91 %. The score for the Center for Epidemiologic Study Depression Scale (CES・D)in the pre-

sent sample was 14.30 (SD=7.995) ， which was lower than results obtained in previous studies. Data for PPEC were sub-

jected to factor analysis， followed by varimax rotation. The factor analysis yielded five factors;‘psychological unity and lift in 

the game'，‘directive influences by teacher'，‘emotional understanding among students'，‘achievement and overcome of assign-

ment'， and ‘'joke by teacher'. The rate of contribution and Cronbach reliability coefficients indicated that our original PPEC 

scale had high internal consistency and rate of variance explanation. In terms of relationships between CES-D and PPEC， in 

particular，‘psychological unity and lift in the game' and ‘emotional understanding among students' were correlated with CES-

D score or most subscale score， whereas ‘directive influences by teacher' and ‘joke by teacher' were not associated to any 

score of CES・D. We speculate that these associations among them could be changed， according to a teaching method or 

human interpersonal relationships among relevant students. In addition to， we considered that standpoint of health education， 

such as mental health， was required to physical education classes with a pleasures and products. Therefore， to coordinate 

he討theducation and physical education suggested to be useful for accelerate health promoting school. 

Key words: Health promoting school， Junior high school， mental health， pleasure， physical education classes 

1 .緒言

未成年の種々の健康問題や問題行動、あるいは、成人

期以降における三大生活習慣病や肺疾患、糖尿病などは、

学齢期のライフスタイルに帰着する (Kolbe，2005) 0 こ

のことは、子どもへの確かな健康教育を行なうこと、子

どもを取り巻く教育環境や社会環境などを健全に整備す

ること、の双方によって以後の健康・行動問題の多くは

予防・回避可能であることを示唆している D とりわけ、

心身諸機能の分化が著しい反I師、様々な問題を抱えやす
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3) Fukuoka Universily 01 Educalioll， 1・1，Akamabunkyomachi， Munakala Cily， Fukuoka， 811・4192

4) Okimizu }rmior High School， 5615 TOJlOku Town， Miyakonojo City， Miyazaki， 885・0004

5) Kyushu Universily 01 Nursing and Social Welfare， 888 Tominoo， Tamana C;，飢 Kumamoto，865-0062 
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い中学生(飯田.2002)に対する学校教育の責務は、生

徒の予後に与える影響とともに非常に大きいと言わざる

を得ない。とりわけ、中学生の健全なる発育・発達に直

接影響する保健や体育の学習は重要であり、その後の健

康生活の成否を占う大きな要因になると推察される。

ところが、保健や体育の授業に臨む中学生の実情を注

視すると、体育授業の有益性が充分に保障されていると

は云い難い。たとえば体育の場合、多くの生徒が体育を

好きな教科として挙げる一方、体育授業には受動的・消

極的にしか取り組めない生徒が存在すること(落合，

2007)が報告されている。このような原因に関し、体育

授業への動機づけには種々の目標指向性や有能さの認知

が関係する(細田・杉原. 1999)ことなどが報告されて

いるが、その他にも様々な影響要因が存在すると考えら

れるo これらは、体育授業を円滑に行なうためには様々

な努力が必要であることを示している。

一方、今日の保健教育に目を向けると、嘗ての保健授

業が「雨降り保健Jなどと榔撤された時代とは全く異な

る方向性を示している。つまり、 Hea1th Promoting 

School (健康推進校) (Kolbe. 2005)が拡大・進展しつ

つあり、そのプログラムは以下に記している School

Hea1th Initiative 8領域 (Allensworthand Kolbe. 1987; 

Lohmann. 2008) によって成立している o すなわち、

①健康教育、②体育科教育、③学校保健活動、④食と栄

養、⑤カウンセリング・心理的社会的支援、⑥学校環境

衛生、⑦教職員の健康管理、⑧家庭・地域社会との述携、

である。このプログラムには、旧来からの健康教育(い

わば個人的な健康増進に重点)とヘルスプロモーション

(いわば健康的な社会・教育環境の整備・拡充に重点)

の内容が包含されており、学校内外の相互連携によって

統合的に展開されるものとなっている o Health 

Promoting Schoolは21世紀の学校保健 (Kolbe. 2005) 

と称されているが、その一領域として健康教育 (Health

Education) とともに体育・スポーツ活動 (Physical

Education and other physical activities) が盛り込まれ

ていることは、保健と体育の意義・価値が改めて示され

ているようで誠に興味深い。

以上に鑑みて、我々は中学生におけるヘルスプロモー

ションと体育授業との結びつきに着目し、良い体育授業

がHealthPromoting Schoolの進展・充実に大きく寄与

する可能性について探索的に検討することを試みた。な

お、良い体育授業の定義については、目標が充分達成さ

れ、且つ学習成果があがっている授業である(米村ら，

2004) との報告がなされているo 他方、我々(鈴木・玉

江.2003;鈴木・玉江.2005)は、健康レベルまでをも

向上させる授業こそ良い体育授業と仮定し、分析結果上

はその証左を得ている。いずれにせよ、単元レベルや年

間計画レベルを含め、すべからく良い体育授業を保証し

続けていくことは、中学生期における健全な発育・発達

や健康生活設計を促進すると推察される。そのうえで我々

は、体育授業の良し悪しの評価は授業を受けた子どもが

行なうとする(小林. 2005)の視点に立ち、体育授業を

検討するための一基準として「体育授業において楽しさ

を感じる局面」に着目し、その抽出を試みた。併せて精

神心理的健康レベルを測定し、体育授業の楽しさとの関

係性について分析・検討を行ない、 HealthPromoting 

Schoolの視点からの考察を加えた。

n.方法

1 .調査対象校

本調査対象校は、宮崎県の南部山沿いに位置する大規

模校(全校生徒はおよそ920名)である。学校部活動へ

の高い参加率を示しており、その割合はおよそ80%となっ

ているo

2.調査

本研究では、「体育授業で楽しく感じる局面Jを抽出

するための予備調査と、予備調査結果を盛り込んで作成

した自記式質問紙調査票による本調査の 2度の調査を行

なった。

(1)予備調査

2009年11月に宮崎県内某公立中学校 1学年の生徒100

名(男子51名、女子49名)を対象に実施した。ここでは、

「どのようなときに体育授業を楽しく感じるか?Jとい

う設問を予め用意し、自由記述によって解答を求めた。

この記述データを KJ法などによって分析し、「体育授

業で楽しさを感じる局面」を反映する108項目を抽出し

たc 次に、この108項目それぞれが体育授業での楽しさ

の本質的意味をどの程度反映しているかについて検討し

た。また項目問の類似性や重複性などについても厳密に

協議・検討し、不適当と認めた項目を除外した結果、最

終的に「体育授業で楽しさを感じる局面J52項目を抽出

した。なお、体育授業に関して重要な意味を有する教材

などに|刻するキーワードはほとんど抽出されなかったむ

(2)本調査

本調査は、 2009年12月、予備調査対象者と同じである

宮崎県内某公立中学校 1学年の生徒100名(男子51名、

女子49名)を対象に「保健体育の授業についてのアンケー

トJと題した質問紙調査票を用いた。調査票の配布・回

収は各学級担任に依頼した。この調査票は、学年、性別、
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所属する運動部活動などの一般情報項目のほか、「体育

授業を楽しく感じる局而Jを尋ねる52項目と精神心理的

健康レベルを測定する20J)'i日によって構成した。「体育

授業を楽しく感じる局而J52項目それぞれに対し、「感

じたことがないJrめったに感じないJr時々感じるJ

「しばしば感じるJ内、つも感じるJの5回答選択肢によ

り回答を求めた。

精神心理的健康レベル測定のための20項目には、

Center for Epidemiologic Studies Depression scale 

(Radlo百， 1977)の日本語版 (CES-D) を適!日した O

CES-Dは、うつ病の疫学研究のために米国の National

Institute of Mental Healthにおいて開発された20項目 4

回答選択肢からなる自己評価尺度である口 CES-Dは、

20項目中16項目は negative表現、 4項目は positive表現

で構成されている o CES・Dは negative項目スコア、

positive項目スコアのほか、抑うつスコア、身体症状ス

コア、対人関係スコアも下位尺度スコアとして算出され

るD 我が国でも、思春期への適応例(玉江， 2002;尼子・

玉江， 2006;藤岡ら. 2008.富永ら. 2008) は多く報告

されている D

3.分析

(1)基礎統計量の算出

全体および属性別(学級別・性別)に、全変数の分布、

平均、合計得点、合成得点、標準偏差、標準誤差などを

算出したc なお、 CES-Dについては、尺度スコアとと

もに下位尺度スコアも算出した。これらは、 t-testによっ

て性別間比較を行ったが、有意差は全く検出されなかっ

たため、以後の分析はすべて男女一括して行った。

(2) r体育授業を楽しく感じる局面」の因子構造の抽出

悶子分析法によって、「体育授業を楽しく感じる局面」

の因子燐造をIVlらかにした。最初に各変数の基礎統計置

を算出し、分析対象項目の平均値±標準偏差の範囲から

著しく外れた値を示した変数を除外したほか、分析対象

の全項目問で Spearmanの順位相関係数を算出して因子

分析不適当項目を選択・除外し、因子分析に適当と考え

られる項目を定めた。最尤法によって因子のおHBを行な

い、固有値1.0以上の基準およびスクリ一法、因子負荷

量の絶対値0.40以上ならびに一0.40以下を考慮し、因子

数を暫定的に定めたc この因子数を中心に凶子の直交恒!

転 (Varimax法)を行った。因子解釈妥当性および累積

寄与率を検討し、最終因子数を定めた。因子解釈は、特

に因子負荷量の大きい項目を中心に行った。各凶子の合

成得点を因子得点とし、以後の分析に用いた。なお本研

究では、最尤法による因子抽出後に因子軸の斜交回転

(Promax法)によって単純構造も求めたが、 1 )困子寄

与率を明らかにすることが以降の検討において必要であっ

たため、因子問相関を仮定しない形が望ましかったこと、

2 )その因子パターンや因子負荷パターンおよび因子解

釈などに直交回転と斜交回転の相違は殆どみられなかっ

たこと、 3)直交回転によって抽出したl母子構造の分散

説明批は充分であったこと、を判断材料とした結果、本

研究では直交回転による因子構造を抗11tH.検討したc

(3) 正規性の検定と関連性分析

CES・D尺度 J 下位尺度スコアおよび「体育授業を楽

しく!感じる局而J因子の合成得点の分布正規性を

Kolmogorov-Smimov Testによって確認した。その後、

CES-D尺度ノ下位尺度の各スコアと「体育授業を楽し

く感じる局面」各下位尺度得点(因子f'.}点)との/IIJの関

連性を Pearsonの積率相関係数によって分析した。加え

て、紛争11心理的健康レベルと「体育授業を楽しく感じる

局而」との結びつきをより簡明に説明するため、 CES-D

スコアの平均値に基づいてレベル区分し、精神心理的健

康レベルの不良群と良好群の 2群に分類した。また、各

「体育授業・を楽しく感じる局面J因子得点も同様にして

不足群と充分群の 2群に分類した。これによって、精神

心理的健康レベルと「体育授業を楽しく感じる局面j各

国子の MasterTable (2 x 2表)を作成して Odds比と

X 2値を算出し、関連性の検討を行なった。以上の分析

は、 SPSSI4.0Version for Windowsによって行ない、

有意水準は 5%を基準とした。

ill.結果

1 . r体育授業を楽しく感じる局面」の因子構造

表 1には、「体育授業を楽しく感じる局而」の凶子構

造を示しているo 第 1因子は、“チームで協力して勝っ

た時"、“みんなで燃えた時"、“団結して別のクラスと試

合をした時"、“相l手と競い合った時"、などといった、

試合などでの仲間との心の結びつきや精神心理の腕動感

をうかがわせる項目が上位に位置していることから「試

合などでの団結感・高揚感Jと解釈した。第 2因子は、

“先生に声をかけられた時"、“先生が返事を返してくれ

た時"、“先生から教えてもらった時"などをはじめ、

“準備運動をしている時"などのような教師からの能動

的な関わりを示唆するような項目で構成されていること

から、「教師からの働きかけ」と解釈した。第 3因子は、

“クラスの人ときずなを深めた時"、“いつも話さない人

と話せた時"など、“友達と仲良くした時"、“友達から

教えてもらったIhf"、クラスメイトや友述との関係を示

唆する項目が多く、「仲間との情緒的交流jと解釈した。
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表 1 体育授業で 「楽しさ」 を感じる局面の因子構造

体育復集で『楽しさ」を感じる局面
F1 

間合などでの団銘怒高揚感
子ームで協力して開った時 "4 
子ームみんなで控えた崎 0.79 
クラスがまとまって割のクラスと民会をした碕 0.75 
相手と盟い合った時 0.71 
いい!11iが出た時 0.68 
J;t合の時聞が畏〈なった時 0.66 
成功した時 0.64 
ー生懸命した玲 0.61 
開を出して体育の慢果をした詩 0.55 

教師からの働きかけ
先生に声をかけられた時 0.06 
先生が返事を返して〈れた時 0.09 
先生から教えてもらった時 0.19 
先生とー緒に運動した時 029 
，.崎運Llをした時 0.14 
先生が伎に立つE置をして〈れた時 0.20 

仲間との情緒的交斑
クラスの人ときず起を深めた時 0.22 
いつも1置さない人と箇せた碕 0.18 
友遣と伸良<U二時 026 
友退から教えてもらった時 0.09 
友速に教えている崎 0.27 

盟阻の逮成や克服
教えてもらった控ができるようになった崎 0.30 
コツをつかんだ時 0，32 
苦手なζとができるようになった時

E誼自楓に近づいた時
教師の冗践

先生が冗臨を冒った時 0.16 
先生が築わせて〈れた時 0.26 
先生がおもしろいことを奮った時 019 

国子負荷置の二乗組 5.40 

分散鋭明量(%) 19.98 

1) Chronbachα係数値(置下段lま尺度全体の恒を不す}
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図 1 本対象者における CES-O スコアの分布

~\ 4因子1;1:，“技ができるようになった11;¥'''、“コツをつ

かんだH寺ぺ“苦手なことができるようになったl待"、な

ど「誠題の述成 克IIIU を fi:IH~する項目昨であっ た。 第

5悶子lふ“先生が冗談を言ったIIY、“先elが笑わせて

くれた 11寺"、“先生がTflí 1~1 いことをI-iった I時"など 「教師

の冗談」と解釈するのが妥当であった。この 5凶子によ

り全変動成分の62.18%が説明される。 また、この悶干

構造における Chronbachの α係数は0.9'1と訓 7止に高いfi1i

を示した。悶子別にはても、 tii1 11;1子より 0.93、0.87、

0.78、0.84、0.91と充分な値であった。

2. CES-O スコア

本対象者の CE5-0 スコアの分布およひ1ι礎統計悦に

ついて I~I Jに示している。スコアは 2-37内のIlUに分布

しており、 CE5-0 スコアド J~J は、 J4 .30/，i、 村わ鴨川 Z

(50) は7.995であった。またJ，Hiif由は 9点、中央fl1iは13

点となっていた。

3. r体育授業を楽しく感じる局面」因子と CES-Dス

コアとの関連性

1I本育授業を楽しく感じる }"J間JIi.q子W}.I.r:と CES-D )c 

l主 l位尺度スコアの殆と1二分布の正規制を認めたため、
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表 2 CES・D尺度/下位尺度のスコアと体育授業時の「楽しさ」因子の関連性

CES-D(R度/下位尺度)スコア
体育授.r楽しいJ局面 抑うつ 身体症状 対人関係 ポジティヴ ネガティヴ トータル

P p p P P p 

F1 鼠合などでの団結感・高鍋感 ー0.213 且但2 -0.146 0.166 -0.238 且盤2 -0.245 0..0.坦 -0.211 且但E -0.254 且血豆

F2 教師からの働きかけ ー0.144 0.173 ー0.199 0.059 -0.090 0.397 -0.027 0.801 -0.178 0.091 -0.168 0.111 

F3 仲間との情緒的交流 -0.397 且盟i -0.272 鈍鍾 -0.382 且盟i ー0.109 0.304 -0.382 且盟l -0.374 乱血l

F4 課題の達成や克服 ー0.164 0.120 ー0.223 且阻止 ー0.016 0.881 -0.033 0.755 -0.187 0.076 -0.178 0.092 

F5 教師の冗韻 ー0.026 0.805 0.096 0.365 -0.114 0.282 -0.190 0.072 0.014 0.894 -0.036 0.731 

連1) Pearsonの積率相関係数(両側検定)
注2)r=相関係数、P=危険率(下線は邸未満を示す)

表 3 精神心理的健康度と体育授業で感じる楽しさとの関連性

体育授業『議し1.リ局面1)
精神心理的健鹿レベル2) x2

値3)

不良 良好 Odds比

F1鼠合などでの団結感・高鍋感

不足 17 15 
2.73 生鍾重十分 18 41 

F2教師からの働きかけ

不足 18 25 
1.31 0.398 

十分 17 31 

F3仲間との情緒的交流

不足 20 17 
3.06 生盟主十分 15 39 

F4謀屈の達成・克服

不足 17 15 
2.58 ι盟主

+分 18 41 

F5教師の冗談

不足 15 21 
1.25 0.259 

十分 20 35 

1) Fl-F5までの各因子得点は標準されているためO点以上を十分群、0点未満を不足群と区分した
2) CES-Dスコア平均を基準として、 14.0点以下を良好群、 14.01点以上を不良群とした
3)下線はすベてP<0.05

CES-D尺度/下位尺度スコアと「体育授業を楽しく感

じる局面J各因子得点の関連性は Pearsonの積率相関係

数により分析した。その結果を表2に示している D 第1

因子「試合などでの団結感・高揚感Jは、抑うつ項目ス

コア (r=一0.213，P=0.043)、対人関係項目スコア (r=

一0.238，P=0.023)、ポジテイプ項目スコア (r=一0.245，

P=0.019)、ネガティプ項目スコア (r=一0.211，P= 

0.045)、そしてトータルである CES-Dスコア (r=

一0.254，P=0.015) と負の関連性を示していた。第 3因

子「仲間との情緒的交流Jは、抑うつ項目 (r=一0.397，

P=O.OOl)、身体症状項目 (r=一0.272，P=0.009)、対人

関係項目 (r=一0.382，P=O.OOl)、ネガテイプ項目 (r=

一0.382，P=O.OOl)、そして CES-Dスコア (r=一0.374，

P=O.OOI) と有意な負の関連性を示していたc 第4因子

「課題の達成・克服」は、唯一、身体症状項目スコア

(r=一0.223，P=0.034) と負の関連を示していた。~方、

第2因子「教師からの働きかけJ第5困子「教師の冗談J

においては、全ての CES-D尺度/下位尺度スコアと有

意な関連を示さなかった。

線形関係に依拠しない分析として、 CES・Dスコアと

「体育授業を楽しく感じる局面」各因子得点の平均を基

準値としてグループ区分し、その 2x 2表に分布パター

ンを求めた(表 3)。すなわち、 CES-Dスコア15点以上

を不良群、 14点以下を良好群とした。「体育授業を楽し

く感じる局面」の各因子得点は標準化されているため、

O点未満を「不足静J、 0点以上を「充分群」として因

子別にマスターテープルにまとめ、その Odds比と X2 

値を求めて関連の有意性を明らかにした。その結果、第

1因子「試合などでの団結感・荷揚感Jでは、 Odds比

は2.73、X2値は4.484であり、精神心理的健康レベルと

の聞に有意な関連を示した (P<0.05)0 同じく、第 3因

子「仲間との情緒的交流Jが Odds比=3.06、 X2値=

6.405で有意な関連性を示した (P<0.05)。この分析では、

第4因子「課題の達成・克服Jも精神心理的健康レベル

との間に有意な関述を示していた (Odds比=2.58、X2 

値 =4.484、P<0.05)o
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1V.考察

最初に、本研究で抽出された「体育授業を楽しく感じ

る局面Jの因子構造について検討したい。本研究におい

ては、自由記述データ分析を終えた段階で100項目以上

にわたるキーワードが「体育授業を楽しく感じる局面」

として抽出された。その後、因子分析的アブローチによっ

て27項目、 5悶子構造に集約されたが、この手111ftに関す

る今後の課題として、自由記述データの分析結果の妥当

性や信頼性を客観的に検証することが求められる。ただ

し、本因子構造の分散説明量は約62%と高く、尺度とし

ての内的整合性 (α係数)も相当に高かったことに鑑み

ると、体育授業での楽しさを相応に定量・評価できる内

容になっていると推察されるo

抽出された因子構造のうち、第 1・第 2因子だけで約

33% (19.98%・13.41%) もの分散説明量を有していた。

第3・第 4・第 5因子の寄与率(各9.85・9.53・9.41%)

が同程度で、あったことを踏まえると、特に第 1因子「試

合などでの団結感・高揚感」は、中学生の「体育授業を

楽しく感じる局面Jの特徴を大きく表現するものといえ

るo 米村ら(米村ら， 2004)は、教師によって生み出さ

れる授業の雰閤気よりも、子ども相互の人間関係行動に

よって生じる雰囲気の方が学習成果に影響することを報

告しているが、「試合などでの団結感・高揚感」や「仲

間との情緒的交流」も子ども相互の人間関係行動に結び

っく悶子であると推察できるo 詳細には、「試合などで

の団結感・高揚感」が人間関係の現状を反映する一方、

「仲間との情緒的交流Jは人間関係の変化や進展を反映

する因子であることが窺われる。

よい体育授業を行うためには教師の努力が必要不可欠

である(中井・庄司， 2009)が、「教師からの働きかけ」

が上位(第 2因子)で抽出されたことは、体育授業にお

ける教師の存在の大きさを示すものといえるo 高橋(高

橋， 2000)は、授業に対するマネージメントや学習活動

を活発にする相互作用、技能を習得させる直接的指導、

そして巡視、の 4つを教師からの働きかけと定義してい

るo この定義に対し、「教師からの働きかけj因子は、

‘声をかけられた'‘返事を返してくれた'‘教えてもらっ

た'など、授業中においては当然至極と考えられる事象

で構成されていた。このことは、体育授業での相互作用

と技能習得を導くうえで、授業中における当たり前の働

きかけ(いわばルーチンワーク)を改めて重要視する必

要性を窺わせる。他方、下位(第 5因子)ながら「教師

の冗談」も抽出されている o r教師の冗談」が授業のア

クセントとして機能し、意欲的学習を導く可能性を否定

することはできない。しかしながら、「教師の冗談Jに

よって感じられる楽しさの重みや価値が「教師からの働

きかけ」と同様・同等であるとも言い難い。したがって、

今後、楽しさの種や質についても検討を行わねばならな

b 、。そのための手順として、体育授業における楽しさが、

体育授業の成果や評価とどのような関係にあるのかを明

らかにすることが必要であるo たとえば、本因子構造と

形成的授業評価(高橋ら， 1994) との併存的関連性など

について分析・検討することが有用であろう o

本対象者における精神心理的健康レベルは、先行研究

結果(藤岡ら， 2008，寓永ら. 2008)) に照らしても良

好といえるo 思春期も含めて一般的には、 CES-Dスコ

アは男性(男子)よりも女性(女子)の方が有意に向い

傾向を示すことが多い(玉江ら. 2010)が、本対象者に

性差はなかった。しかし、そのスコアは男女とも中学生

として望ましいレベルにあることから、本対象集団の中

学生としての代表性に著しい問題はないと忠われる。

その CES-Dスコアと体育授業中に感じる楽しさとの

関述性を分析した結果、精神心理的健康レベルが高いほ

ど「試合などでの団結感・高揚感J、「仲間との情緒的交

流」そして「課題の達成・克服」を感じるとの傾向が明

らかとなった。この結果は、多くの教師が中学生の健康

を、活気がある、前向き、明るい、と捉えていたとする

島内ら (2000)の報告と符合するo また、運動自体によ

る精神心理的健康への好影響も知られており、 Pikoand 

Keresztes (2006) はストレス低減に、 Desha et al 

(2007) は抑うつ症状改善に述動がポジテイプな効果を

与えたことを報告している。しかしながら、教育として

の体育による影響を報告した例は乏しいといえる。その

中で、 Tasstianoet al (2010) は、大規模調査研究によ

り、高校体育授業が高校生の健康増進活動、特に身体活

動頻度増加において重要な役割を担うことを報告してい

る。そのほかにも、特に身体活動を通して健康増進を実

践する者の増加に体育授業が寄与したとの報告 (Pate

et al， 2007; Myers et al， 1996; Gordon-Larsen et al， 

2000) もなされているo 逆に、Arakidaet al (2004)は、

疫学的な縦断調査研究によって中学生の精神的健康を調

べ、その予測要因を検討しているが、その予測変数に体

育授業に関わる項目は含まれていない。本研究に類似し

た例としては、体育授業評価と心身状態レベルに正の関

述性が見出されたとの報告(鈴木・玉江. 2003;鈴木・

玉江， 2005)がある。しかしながら、体育授業が心身状

態に対してネガテイプに作用するとの指摘(奥野・小林，

2007) もなされているo

また、体育授業の楽しさと精神心理的健康レベルとの

関係性に、生徒聞の人間関係の様態が影響していること

が推察された。事実、「試合などでの団結感・高揚感j、
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「仲間との情緒的交流」に対する対人関係スコアの相関

係数は、 CES-Dスコアと同等の高い値を示していた。

奥野と小林 (2007) は、体育授業の内容だけではなく、

授業中の人間関係が当該授業成果や学習者に対して大き

な影響力を有することを指摘しているo あるいは、高橋

(2000) は、体育授業では運動学習量を多く確保して、

子ども同士の関わりを多くすることが大事であることを

述べ、併せて、教師が全面的に主導性を発tJliする(直接

的指導)よりも適度に子どもの主導性を発怖させる(1111 

接的方向付け)ことが重要であることを指摘している口

これらを踏まえると、本研究における「試合などでの問

結感・尚揚感J、「仲間との情緒的交流」、そして「課題

の達成・克服」は、教師による間接的方向付けによって

発生しやすい楽しさであり、生徒聞の人間関係様態がそ

の基盤であると考えられるo

逆に、直接的指導を主とする体育授業では、中学生の

精神心理的健康レベルや人間関係様態は見tBしにくいと

も考えられる。あるいは、体育授業の内容如何(たとえ

ば球技と陸上、水泳など)によって本知見が変動する可

能性が考えられる D しかしながら、本知見に一部の脆弱

性があるにせよ、体育授業の円滑なる推進を匝lるうえで

立脚すべき視点を示しているのではないだろうか。少な

くとも本結果からは、体育授業中に「試合などでの団結

感・尚揚感」ゃ「仲間との情緒的交流」を感じることが

少なく、「課題の達成・克服」が適宜進まない生徒に対

しては、精神心理的健康レベルや人間関係様態について

特に講じる必要性を窺うことができる。

本研究知見は、 HealthPromoting Schoolの充実を凶

るうえで非常に有意義であると忠われる O それは、体育

授業の確かな成果を導くためには保健教育が必要である

こと、あるいは精神心理健康レベルは良き体育綬業によっ

て向上することを示唆しているからである。少なくとも、

教師の側に立って本結果をみると、体育授業を円滑に営

む力量とともに生徒の心情(精神心理的健康レベルなど)

や人間関係様態(社会的健康レベル)を見通し、体育授

業の中で保健的に対応する力制:の必要性が推察される O

先の高橋 (2000)の言葉を借りれば、授業マネージメン

トや、相互作用、技能習得の直接的指導、巡視において、

保健的な視点、視線、視座を以って臨む必要性が呈示さ

れている D 以上に鑑みると、保健(健康教育)と体育

(体育・スポーツ活動)が統合的に遂行されるだけで、

Health Promoting Schoolを大きく進展、推進させる可

能性が窺われた。

今後、本研究知見の進展を図るためには、いくつかの

課題が残る。第一に、本結果の基となっているデータは

小規模集団からのものであるため、今後、大規模集団で

同一デザインによる調査を行なうなどして、本知見の妥

当性・信頼性を確認する必要がある。第二に、運動部活

動においての楽しさを感じる局面を抽出し、体育授業と

の共通点・相違点を明らかにすることも必要と考えられ

るO 故後に、本研究は体育J受業を具体的に紐解き、その

中身を詳らかとするものではなし%しかしながら本結果

は、保健と体育が有機的に融合することで、中学生の健

康レベル維持向上、健康生活設計、そして以後の健康的

な人生の構築に直接的に貢献し、 Health Promoting 

Schoolのレベルアップに寄与することを示すものと考

えられた。

v.結論

近年、我がl主lにおいても SchoolHealth Initiative 8 

領域からなるプログラムを骨子とした HealthPromoting 

Schoolが推進されつつある。 この School Health 

Initiative 8領域には、従来の学校健康教育の柱である

健康教育と体育・スポーツ活動が領域として盛り込まれ

ているo 本研究では、「体育授業において楽しさを感じ

る局而」と精神心理的健康レベルを測定し、当該変数1111

の関係性について分析することで、保健(健康教育)と

体育(体育・スポーツ活動)の在り方を検討した。その

結果、 }) r体育佼業において楽しさを感じる局面J5 

1母子構造の寄与率は約62%と向かったこと、 2)本対象

者の精神健康レベルは、良好であったこと、 3)精神健

康レベルが良好であるほど「試合などでの同結感・高揚

感」、「仲間との情緒的交流J、あるいは「諜題の達成・

克服」を感じる傾向であったこと、 4)その関連性の基

盤には、生徒間相互の人間関係様態が存在すること、 5) 

一方、「教師からの働きかけJ、「教師の冗談」は精神健

康レベルと全く関係していなかったこと、などが明らか

となった。また、教師による体育授業の進め方も重要な

意味を持つことが示唆された。以上より、中学校におけ

るHealthPromoting School推進を図るためには、保健

分野と体育分野の統合的学習が非常に有益であることが

窺われた。その他、今後の課題についても言及した。
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from the paradox in the sports world 
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Abstract 

Athletes are expected to act ethically and morally. In reality， however， misconduct by top athletes such as physical vio-

lence， drug abuse， excessive drinking， and bad behavior are repo抗edby the media and subjected to criticism. Such misconduct 

by top athletes is regarded as an important research subject in the humanities and social sciences of sports. 

The present study aimed to discuss this issue仕omthe standpoints of sport sociology， history of athletics， and sport psy-

chology. With regard to how the present situation of athletes' misconduct can be interpreted， the misconduct was discussed 

as a problem of excessive socialization of sport ethic.s based on deviance theory仕omthe standpoint of sport sociology. From 

the standpoint of history of athletics， history of sportsmanship and athletes' misconduct was presented to indicate that miscon-

duct is not just a current problem but an issue of long standing. For measures to inhibit athletes' misconduct， effectiveness 

of improving psychosocial skills in sport settings and generalizing them to everyday situations was pointed out仕omthe stand-

point of sport psychology. Interdisciplinary approaches as outlined above would be effective in grasping the misconduct issue 

of athletes in a multifaceted perspective. 

Key words: Top athletes， misconduct， deviance theory， sportsmanship， psychosocial skil1s 

緒言

スポーツマンには倫理観や道徳観が求められ、それは

スポーツマンシップという言葉で表現されてきた。また、

スポーツを通して人格を形成することが期待され、 トッ

プアスリートには完成された人格が求められている D し

かしながら、現実にはトップアスリートたちの暴行、八

百長疑惑、薬物使用、強姦、未成年飲酒などの事件や、

横柄な態度、服装の乱れなどの素行の問題が頻繁にマス

コミに取り上げられ、世間の批判の的となっている。こ

のように、アスリートに対する期待を裏切った、不品行

に関する問題は数多くみられる O このようなスポーツ界

のパラドックスといえる状況を、我々スポーツの教育や

研究に携わる者は、どのように解釈して、どのように対

処したら良いのであろうか。

トップアスリートの不品行に関する問題は、スポーツ

の人文・社会科学の重要な研究課題のひとつであり、ま

た多くの学問領域から学際的にアプローチすることが有
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効な問題だと思われる。そのため、シンポジウムを企画

して体育社会学、体育史、体育心理学の立場からの報告

と議論を行い、その報告内容に加筆し、研究資料として

残すこととしたc

アスリートの不品行の現状をどのように解釈できるの

かについて、体育社会学の立場から、逸脱研究の系譜を

基に、不品行はスポーツ倫理に対する過剰な社会化の問

題として論じられるロまた、体育史の立場からスポーツ

マンシップやアスリートの不品行の歴史が示され、不品

行は今日的問題でなく、古くから存在する問題であるこ

とが指摘されるc そして、アスリートの不品行を抑制す

るための方策について、体育心理学の立場から適切な教

育を行う必要性が指摘され、スポーツ場面で心理社会的

スキルを高め、それを日常場面に般化させることの有効

性が議論される G

このような学際的な論考は、アスリートの不品行問題

を幅広く複眼的にとらえることに有効であるとともに、

問題の本質に迫るためにも意義あるものと考えられる。

(磯貝浩久)

不品行問題:トップアスリートとしての行動規範

がもたらすパラドックス

不品行は、個人の道徳観や倫理観の欠如と捉えるべき

だろうか。それとも、我々が不品行として非難するから、

ある種の行為は不品行となるのだろうかD スポーツ選手

であるか否かを問わず、これに答えるのはなかなか容易

ではない。

本稿では、 トップアスリートの不品行問題を、社会学

領域において理論的、実証的な研究蓄積のある逸脱研究

の系譜に位置づけ考察を行う。具体的には、スポーツに

おける逸脱問題を論じた Coakley(1998)の論考を参考

にしながら、 トップアスリートの不品行問題を解釈する

ための視点について論じたい。

1 .社会学における逸脱研究の流れ

1 )絶対的アプローチ

このアプローチの代表は、構造機能主義である。構造

機能主義は、個人が所属する社会によって社会化される

側面をとりわけ強調する。既存の価値体系や規則は絶対

であり、それに従わない者は逸脱者であるとみなされる。

社会秩序を維持するためには、逸脱者を処罰する包括的

なシステムを作り上げ、それを厳格に適用し、すべての

人に規則を自覚させる必要がある。このような見方に従

えば、逸脱者は社会化の失敗による道徳性や知性に欠け

た存在とみなされることになる。

構造機能主義は社会の変動よりは安定を、個人が社会

を変革していく側而よりは社会が個人を統制する側面を

強調していると批判されてきた。逸脱に関していえば、

何が規則違反であり何がそうでないかの判断基準は、ジ、エ

ンダーや社会階級、人種などの要因毎に多様であり、絶

対的ではないという問題を抱えているorフェアプレー」

は、時として「パカ正直jとして叱責の対象となるので

ある D

2 )相対的アプローチ

逸脱研究に1801支の発想転換をもたらしたラベリング

理論は、このアプローチの代表である D この理論は、逸

脱を個人の性格特性や生育歴・環境の結果だとはみなさ

ない。ラベリング理論の提11日者であるベッカーは、次の

ように述べている。

「社会集団は、これを犯せば逸脱となるような規則を

もうけ、それを特定の人びとに適用し、彼らにアウトサ

イダーのレッテルを貼ることによって、逸脱を生みだす

のである。この観点からすれば、逸脱とは人間の行為の

性質ではなくて、むしろ、他者によってこの規則と制裁

が f迫反者jに適用された結果なのである。逸脱者とは

首尾よくこのレッテルを貼られた人間のことであり、ま

た、逸脱行動とは人びとによってこのレッテルを貼られ

た行動のことであるJ(ベッカー， 1978) 

この理論は、社会集団で「これを犯せば逸脱となるよ

うな規則をもうけ」ているのは誰か、に焦点を当てる。

この場合の「誰」とは、社会においてより多くの権力を

手にしている者である。スポーツにおける規則は、チー

ムのオーナーやスポンサ一、マスメディア等の利害の反

映であり、アスリートのそれではない。このアプローチ

は、アスリートを規則に同意しないか、それに反抗する

ことしかできない権力の犠牲者として理解する。

しかし、このアプローチにもいくつかの限界があるD

例えば、エリート陸上選手における薬物使用は大学や問、

企業のためにプレーしなければならない規則の結果であ

るといういい方は支持されない。なぜなら、同じような

薬物使用は外的なコントロールが強く及ばないところで

も生じているからである D 相対的なアプローチに従って

いえば、アスリートが規則作りのプロセスに参加できる

ようになればスポーツの逸脱はなくなるだろうが、本当

にそうなるだろうか。

もうひとつのrHlJ題は、このアプローチを支持する人々

は「客観的な逸脱」を認めようとしないことである。本

質的な悪や間違いは存在しないのである。そうなると、

逸脱行動をコントロールすることは事実上不可能になる。

スポーツの逸脱をなくすには、スポーツを含む社会全体

の権力の配分を変化させなければならないと相対主義者
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たちはいう c なんと悠長な話であろうか。

3 )代替アプローチ

批判的正規分布アプローチ (criticalnormal distribu-

tion approach) は、「正常」と認められる行為の両サイ

ドで逸脱が生じると考える(医11参照)。従って逸脱と

は、「不適応」と「過剰適応」の形態をとる。

不適応とは絶対的アプローチが規定する逸脱であり、

規則を拒否したり知らなかったりするために生じる。こ

の形態の逸脱を「負の逸脱J(negative deviance) とよ

ぷ口一方過剰適応は、盲目的、無批判的な規則の受け入

れによって生じる D これを、「正の逸脱J(positive devi-

ance) とよぷo この観点からは、スポーツにおける逸脱

者は、道徳的に破綻した者としても権力の犠牲者として

も理解できず、むしろ積極的に逸脱を試みる者として捉

えることができる。この旋破りを加速させるのが、スポー

ツ倫理である。

POsmVEDEV凶HCE NORMALLY ACCEPTED NEGATIVE DEVlANCE 
RANGEOF 
BEHAVIOR 

図1 逸脱研究の新たなモデル:批判的正規分布アプローチ

2.正の逸脱を強化するもの:スポーツ倫理

トップアスリートの世界でスポーツ文化のコアを形成

するのが、スポーツ倫理である。それは、 トップアスリー

トがアスリートになるとはどういうことかを考える際に

重要な基準を提供する D スポーツ倫理を形成しているの

は、①ゲームのための自己犠牲、②卓越のための努力、

⑤リスクの受け入れ、④可能性の無限の追求である O

これらの規範の受け入れを拒否すること、つまり規範

への不適応が負の逸脱である。ゲームのために自己犠牲

を払わないこと、卓越のための努力や痛みに耐えるプレー

を拒否すること、限度内で戦うことはコーチやメディア・

コメンテーターから批判されるc

正の逸脱はこれらの規範を古目的、無反省的に受け入

れることであり、痛み、家庭の崩壊、安全や健康の危機、

短命化など多くの深刻な問題の源泉となる。

3.スポーツの逸脱

1 )スポーツに関連する逸脱(スポーツ内での逸脱)

選手問、指導者から選手への暴力、各種の不正行為、

試合放棄、パンクーパー・オリンピックでのK選手の服

装の乱れ問題に代表されるスポーツ選手らしくない振る

舞い、乱闘、禁止薬物の使用、ルール無視などの行為は、

スポーツに関連する(スポーツ内での)逸脱である D こ

れらは、 トップクラスの勝利を志向するチームのメンバー

によってしばしば引き起こされているといわれるように、

スポーツ倫理への忠誠が背後にあることは明らかである。

高校野球でしばしば問題となる指導者から選手への暴力

は、選手がスポーツ倫理へ忠誠を評わないことへの処罰

と理解できる。禁止薬物の使用に関しても、仮にコーチ

やトレーナーが盲目的、無批判的なスポーツ倫理への忠

誠を選手に押しつけるとしても、選手は道徳性に欠ける

コーチやトレーナーの単なる犠牲者ではないのである。

2)スポーツに関連しない逸脱(スポーツ外での逸脱)

喧際、飲酒運転、薬物使用、性的暴力、学業不振など

は、しばしばメディアを賑わすアスリートによるスポー

ツに閑述しない(スポーツ外での)逸脱である D しかし

ながらいくつかの例外を除いて、彼らを彼らと同じよう

な社会背扶で育った者と比較したとき、アスリートの逸

脱が多いというデータはない。だが「いくつかの例外J、

つまりアルコール摂取と性的暴力に関しては、アスリー

トの逸脱は一般人のそれを上回っている。興味深い議論

が2つある(山本. 2009)。

ひとつは、文学研究者であるセジウイツクの提唱した

「ホモソーシャリティ J(セジウイック. 2001)概念であ

るD

ホモソーシャリティとは、男同士の社会的連帯、粋で

あり、女性の排除や女性嫌悪(ミソジニー)を特徴とす

るO しかし、男同士の関係はあくまで「ソーシャル」な

関係であり、「セクシャル」な関係であってはならない。

従ってホモソーシャリティは、強烈な同性愛嫌悪(ホモ

フォピア)によっても特徴づけられる。ホモソーシャル

な男たちは、自分たちが同性愛者だとみなされないよう、

異性愛者として女性に接することが求められる。このよ

うなメカニズムを通じて女性は、一方では男同士の述;Hf

や幹からは慎重に排除されながら、もう一方では男性集

団を安定させる象徴的存在としてそこに取り込まれる D

セジウイツクがこの概念をジェンダー研究に持ち込んだ

功績は、近代のジ、エンダー配置を「男対女」の二項対立

図式からではなく、男同士の緋を介した「男集団対女J

の関係凶式から明らかにした点にある。男同士の述千ifや

緋は、我々が当然視している近代の性愛関係、すなわち

異性愛志向を維持する上で、さらには、ジェンダー聞の
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権力のアンバランスを維持する上で重要な機能を果たし

ているのである。

さて、スポーツを題材にしたドラマや小説、あるいは

「スポ根」ものといわれるマンガのジャンルを思い起こ

すだけで十分であるが、スポーツは男同士の緋が最も称

揚される領域のひとつである。例えば阿部 (2004)は、

プロレスラーである高田延彦の引退ドキュメンタリーを

事例に、精神面における男同士の結びつきと、そこで周

縁化される女性の存在を浮かび上がらせている。また高

井 (2005)は、女子マネージャーを事例に、男同士のホ

モソーシャルな関係が、男性自身のセクシャリティと男

同士の関係に憧れの眼差しを向ける女性のセクシャリテイ

との共犯関係のなかで維持されていることを明らかにし、

セジウイツクの議論を一歩前進させている。

スポーツが男同士の緋にとって重要な領域のひとつで

あることは、エリアスの「文明化論jを基軸にスポーツ

論を展開しているレスター大学の研究者による研究成果

においても明らかである。

例えばシアードとダニング(1988)、ダニング(1995)

は、 19世紀後半以降、なぜイギリスのラグビーが暴力、

裸、狼義行為、酒浸りなどのタブー破りで中流および上

流階級に属する多くの青少年の興味を引きつけるように

なったのかについて考察している。彼らは、この種のタ

ブー破りの行為の中心に、女性をからかうこととホモを

からかうことというふたつのテーマをみいだし、ラグピー

クラブを一種の「男性領分Jとして概念化することが有

効であるとした。つまり、婦人参政権運動の高まりに象

徴される中流、上流階級の女性の権利意識の高錫が、同

じ階層に属している男にとってますますの脅威となった

ことが、男性性を鼓舞し女性をからかう行為の主要な源

泉となったというのが彼らの解釈である。

スポーツ倫理への集合的な適応は、エリートスポーツ

の集団に団結やかけがえのなさという強い感情を呼び起

こし、メンバ一間に特別の緋を形成するが、こうした強

い感情や緋は女性蔑視や酒浸りを助長する要因であり、

その結果でもあろう o 薬物使用(酒浸り)や女性の虐待

は、スポーツ倫理への過剰適応と関連がある。

おわりに

トップアスリートの不品行問題は、社会化の不足とい

うよりも過剰社会化の問題である。従って、 トップアス

リートとしての行動規範に忠実であろうとする「まじめ

な」アスリートにおいて、不品行問題は生じる可能性が

高いといえる。競争や勝利が至上の価値とされる限り、

この問題は解決が困難であるが、逸脱行動をコントロー

ルするには、スポーツ規範や価値の批判的な再考が何よ

りも重要である。高度化、専門化の著しい今日のスポー

ツは、本当に人生を賭けるに値するものであるのかどう

か、スポーツの意味や価値についての根本的な議論が必

要である。これらは、スポーツの人文・社会科学分野の

研究者に課された課題であろう。

(山本教人)

スポーツマンシップと不品行の歴史

1 .競技者とスポーツの歴史

当該シンポジウム報告として、スポーツマンシップや

アスリートの不品行問題を歴史的に説明することが筆者

に求められた。アスリートは競技者を意味するが、競技

を意味する athleticsは語源的にはスポーツ関連用語

(sport， game， athleticsなど)のうち、もっとも古い紀

元前 7世紀頃のホメロスの作品である叙事詩『イーリア

スj文献にまで遡及できる。古代の時代に競技を行い、

そのことを讃えて贈られる11:・品には、アスロン (athron

athlon) という古代ギリシャ語があてられたが、競技者

は賞品を授与される者であって、不正な手段を行使した

者や生命に危険であると判断された場合は競技は中止さ

れ、賞品は授与されなかった。まさに、競技することが

公正なことであり、名誉でもあった。

一方、スポーツ (sport)の語源は、 awayを意味する

接頭語の de-とca町yを意味する portareが結合した

deportare (ラテン語)という合成請に由来するという

のが今日の定説である o それは、「運ぶJr運び去るJ
「持ち去るJというように、ある場所からある場所への

移動を意味していた。つまり、物理的な移動の意味であ

る。

その後 5世紀頃のフランク王国の時代、すなわち、古

フランス語の desporter、desporterが「気分転換Jや

「脳裏をリフレッシュするJという意味内容を示してい

たように、物理的な移動の意味は、精神的な次元での移

動や変化を示すようになる。物理的・空間的な移動とい

う意味から、精神的、内面的な次元での移動、すなわち

脳裏で、ある状態から異なる状態に移動、転換、変化す

ることによって得られる「喜びJr楽しみjを意味する

ようになったのであるo

15......16世紀頃のイギリスでは、英語で disportなどの

ような接頭辞を伴う用例は少なくなり、現在の sportと

いう形になるo さらに17世紀には、 spo口は、上流階級

の戸外での狩猟の意味で用いられるようになった。遅く

とも 17世紀頃のイギリスでは、王侯貴族のスポーツとい

えば狩猟を意味するほど華やかな文化の一面が見えてく

る。
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2.民衆のスポーツと娯楽に潜む不品行や怠惰

イングランド王ジェームス I世は、民衆のスポーツや

娯楽にも関心を示していた o 1618年に布告された

De，σ'lJlation 01 Storお (Book01 Storls)は、一般に「ス

ポーツ合法宣言jとして知られている。それは、民衆の

スポーツや娯楽を敵対視し迫害していたピューリタンの

態度を牽制し、日曜午後の善良な市民の娯楽を認めるな

ど、当時の民衆スポーツや祝祭に寛容な姿勢を示してい

た。産業革命以前の民衆のスポーツや娯楽は、それぞれ

の地域的な特徴を持ち、農耕的、宗教的祭日や休日との

結びつきからくる季節性の行事としての性格を持ってい

た。それは非日常的な内容で、特別な道具や用具を必要

としない素朴な形式のものであり、また、特別な体力や

技能、あるいは長期的な練習を必要としない即時性のも

のであった。

産業化と都市化の動向の中で、こうした共同体的、祭

目的な民衆娯楽やスポーツは、その伝統的な形式を浸食

され始めた。産業革命の影響で、農村共同体が漸次崩壊

してゆき、工場など事業所での長時間労働や、勤勉な行

動をすることなどで労働規律が強化されたからである。

しかし、都市環境下の労働者の日常は、勤勉な労働のみ

に終止しない。勤務時間後によるパプでの飲酒には、プ

ラッデイー・スポーツがつきものであり、賭博も伴って

いたのである。このように昼間の勤勉な労働の背後には、

夜間・深夜の俗世間としての遊戯(悪しきスポーツや娯

楽)が暗黙のうちに存在していたのである。

宗教的には福音主義が台頭し、伝承的な祭事や娯楽よ

りも敬度な行動が重んじられたため祝祭やお祭り騒ぎの

ための伝統的祭日・休日に対する批判が生じた。また、

悪徳や時間の浪費、飲酒や動物いじめを一掃しようとす

る社会の浄化作用も進展した。伝統的休日制度の崩壊と

産業的休日制度への移行過程において、伝統的な民衆娯

楽やスポーツの基盤がゆらいでいったのであるo

特に、民衆スポーツを「野蛮Jr低俗Jr放縦Jr無秩

序Jとして攻験し始めたのは、 lS-t世紀半ばから力を憎し

た社会改良家や福音主義者であった。彼らは、民衆に限

界を知らない放縦の精神が顕在化し、民衆娯楽やスポー

ツを媒介として、不道徳、飲酒、賭博がイギリス国内の

至る所に広まっていると警鐘を鳴らしているほどであっ

た。このように民衆のスポーツは不品行の歴史そのもの

であったといえる。民衆の悪徳の撲滅と宗教・徳行奨励

のためにいくつかの民間団体や協会も設立された。民衆

のスポーツや娯楽に対するこれらの一連の攻撃、抑圧や

統制は、その一方で民衆を中産階級の道徳的標準である

「レスベクタピリティー」に順応させ、彼らに健全で秩

序あるレクリエーションを習慣付けようとする取り組み

や運動を伴っていた。都市労働者階級の不品行と道徳的

退廃に対して、スポーツやレクリエーションは、特に効

果的な対抗的魅力(カウンター・アトラクション)の方

策とみなされるようになった。民衆にとってこの方策は、

今日では学術的には「合理的レクリエーションjという

用語で説明される。「合理的レクリエーション」は、民

衆スポーツに対する抑圧・改造という側面とそのための

制度的、物質的整備を促進する「博愛的戦略」と呼ばれ

る「福祉的」側面を持っていた。このように、民衆(人々)

のスポーツや娯楽の痕跡を確かめると、不品行や怠惰な

側面が浮かび上がるが、近代社会の中では人々自身が不

品行に陥らないように、社会が(社会改良家や福音主義

者)し向けてきた歴史があったのであるo

3.スポーツマンとは何か

スポーツマンシップとは、肉体的、精神的な抗争をと

もなうゲームや、スポーツなどの競争的、競技的な遊戯

のなかで求められる技能や知識、さらには人間的な精神

的資質とか礼儀作法などの態度、ふるまいといった行動

規範を意味する概念である。一種のコモンロー(制定法)

的な性格をもち、その時代、その帰属する文化閣の道徳

規範、倫理、慣習を反映するが、ときにはそれは単なる

遊戯精神にとどまらず、より一般化され普遍化された市

民的、人間的な道徳と倫理とを象徴的に意味する用語と

して使われる D 一般に、 -shipという接尾辞は、技術、

職業、専門、位階などに期待される技能、知識、態度な

どの闘有の資質を表現するものであるo したがって、ス

ポーツマンシップは何よりも、スポーツマンという用語

が有する意味によって規定される o rオックスフォード

英語辞典J (Oxford English Dictionary = 0 ED )によ

れば、 sportsmanという用語は、 ファーカー (G.

Farquhar)の『素晴らしき策略J(1706-1707年)に初

見されるという o そこでは、遊び人 (aman of plea-

S町 e) の意味で用いられているo しかし、 1677年のコッ

クス (N.Cox)の『紳士のレクリエーションjの序文

には、狩猟家を意味する sportsmenという表記がみられ

る。いずれにせよ sportsmanという用語は、 17-18世紀

にかけては遊戯人や狩猟家の意味で用いられた。ジョン

ソン (S.Johnson) は f英語辞典J (A Dictionary of 

English Language， 1755) のなかで、 sportsmanを野外

のレクリエーションに従事するものと定義している。こ

の野外レクリエーションとは、おもに狩猟、乗馬、釣り

などの活動を意味する sportとほぼ同じ意味であるo し

たがって、近代初期のスポーツマンは、狩猟家 (hunts-

man) に等しかったのであったo sportsmanの概念は、

19世紀まで根強く継承されている。たとえばヘアウッド
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(H. Harewood) は、『スポーツ事典j (A Dictionary of 

sport， 1835)でスポーツマンとは野外での気晴らしを愛

好する人びとのことで、そうした活動を定期的に、技能

巧みに、公正さをもって行う人びとで、この意味で密猟

者とは正反対の人びとであるとしている。

4.スポーツマンシップの用語とその意味

sportsmanshipという用語の初出は、 OEDによれば、

フィールデイング (Fielding)の『トム・ジョーンズJ

(1745年)で、 トムが木の柵を挑び越える乗馬術の技量

を表現する場面に用いられている。辞書の記載でいえば

sportsmanとか sportsmanshipという語が、一種の倫理

的ニュアンスを加味した言葉となるのは、 19世紀末から

20世紀初期にかけてである。 1889年から1928年にマレー

O.A. Murray) によって編纂された OEDの前身の辞書

である New English Dictionary of Historical 

Principle の sportsmanの項には、「行為やふるまいにお

いてスポーツマンの典型的な良き資質を示す人」を意味

すると補足されている。

イギリス、アメリカの 19世紀の辞書は、一様に

sportsmanを狩猟、乗馬、釣り、射撃などを好む人とし、

sportsmanshipをそうした活動の実践と技能を示すもの

と定義している o しかし、 1924年刊行の POD (the 

Pocket Oxford Dictionary of Current English) では、

sportsmanを「狩猟を好む人、そしてまたみずからの敵

にもフェアプレイを許容しなければならないゲームとし

て生活をみなす人、大胆なゲームを行う心構えのある人J

と定義し、人間的な資質をその意味に含ませはじめてい

るo こうしてみると、 sportsman、sportsmanshipという

用語に、一種の倫理規範が成立するのは19世紀末から20

世紀初頭にかけてであったといえる D

5.スポーツマンシップの思想的前提

スポーツマンやスポーツマンシップの語に、倫理的な

ニュアンスが加わったのは、 19世紀中・後葉におけるイ

ギリスのパブリックスクールや大学などのエリート教育

機関におけるゲーム活動の組織化と、アスレティシズム

の興隆とに関係があった。イギリスの近代スポーツマン

シップの萌芽は、アマチュアリズム、フェアプレイ、禁

欲的な鍛練を経て獲得する大人的、男性的、神聖な自己

錬成の理念、近代的組織論をふまえた共同精神としての

チーム・スピリット、騎士道精神の再評価する思想的前

提を必要とした。それが一般に筋肉的キリスト教 (mus-

cular Christianity) と呼ばれる思想であった。

社会的に普とされる行為に奉仕するものとして、身体

を道徳形成の手段に復帰させようとする運動は、 19世紀

中・後葉に高まりを示すチャールズ・キングズリ (C.

Kingsley)やトマス・ヒューズ (T.Hughes) らの筋肉

的キリスト教の思想と運動によって導かれた。彼らは超

越的善、公正へと向けて身体を鍛え、行使することを重

視した。換言すれば、身体の道徳的行使と道徳形成機能

への着目であった。キングズリは、 f酵母J(1848年)や

fオールトン・ロックJ(1850年)の社会小説を描くなか

で、ゲームやスポーツを産業革命のもたらした資本主義

的悪環境の下で身体破壊にあえぐ人びとの身体的再生を

導く文化として位置づけたのであるo 同時に、資本主義、

自由競争と自由放任主義を一定の批判的視野にすえ、階

級闘争を抑止しつつ、人々を国民統合へと導こうとする

協同精神の重要性を訴えた。ヒューズも fトム・ブラウ

ンの学校生活J(1857:年)のなかで、ゲームをひとつの

制度 Onstitution) ととらえ、同胞な識を媒介とした団

結、利己的でない協同、位階性にもとづいた規律、相互

信頼や統率力を培うチームゲームを'ft:賛した。フェアプ

レイの精神は、パブリックスクールで「プレイ・ザ・ゲー

ムplaythe game =正々堂々とプレイするJという言葉

にこめられている。パブリッタスクールで育まれた、

「プレイ・ザ・ゲーム=正々堂々と行動する、イテイ・

イズ・ノット・クリケット=公正CiEしいこと)でない」

などのイディオムは、遅くとも20世紀初頭には倫理規範、

行動規範となりはじめた。

まとめにかえて

スポーツマンシップは、一種の世俗性、普遍性をもっ

スポーツ精神を集約するイデオロギーを形成することに

なる。 20世紀初頭から、スポーツマンシップを重要な教

育機能をもつものとしてとらえ、それを条項化していく

試みが生まれる。これらは不文律、慣習法としてのスポー

ツマンシップを成文化し、倫理綱領化しようとする試み

であった。 21世紀の国際社会において、スポーツマンシッ

プは、多様な人道的資質をこめられている。理想主義的

にいえば、スポーツマンシップは、政治、宗教、文化、

階級、人種、性差、あらゆる差別を超越する人類愛、人

間愛、民主主義をはぐくもうとするものであり、競争を

媒介として相互信頼と平和とをもたらそうとするヒュー

マニズムの主張である。今日、スポーツマンシップとフェ

アプレイの世界的な普及運動は、オリンピックムープメ

ントによって進められている D そして、グローパルな問

題と連関しているといえるのである。今日、アスリート

の不品行の問題があとを絶たないのは、スポーツそのも

のに元来から存在した遊戯性の性質の上に成り立ってい

るからであろう o スポーツが歴史的に担ってきた遊戯の

要素とそれらが特に民衆(庶民)の場合に、彼らのスポー
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ツや娯楽がパプでの飲酒や賭博と結びついていた実態が

あったことも挙げられる。スポーツやスポーツマンとい

う用語の意味に、賭けとの関連を示すニュアンスが残存

していた。健全なスポーツによって人間形成に寄与して

いる現代のスポーツは、近代以前は不品行とも一部に関

連を有していたのである。我々も、現代という歴史の渦

中に位世づいているとすると、アスリートの不品行が身

近な話題になっていても不思議ではない。しかし、不品

行は看過することはできないし、けっして容認できるこ

とではない。

(榊原浩晃)

アスリートの不品行を抑制するための教育の可能性

1 .スポーツは人格を形成するのか

「アスリートの不品行を抑制するためには、どうすれ

ばよいか」という問題を考える際に、まずは、「スポー

ツは、人格形成に資するjという命題の真偽について理

解を深めておく必要があると考えられる。結論から言え

ば、「スポーツをしているだけで、人格が形成され、人

間性が育成され、品行方正となるJという命題は、必ず

しも「真Jではなく、この命題にあるような前提から脱

却した上で、アスリートの行動を検証する必要があると

いうのが、筆者の主張である。

確かに、スポーツは、人間性の育成に多大な貢献をし

うる文化事象であることは間違いない。たとえば、 Fox

(1998)の自己概念モデルに基づくと、サッカー経験の

影響について、下記のような一連のプロセスが想定され

るo

得点効力感(得点できるという期待)の向上→シュー

ト能力(シュートを決める能力)の向上→サッカー

有能感(サッカーに対して能力があるという認知)の

向上→スポーツ有能感(スポーツ全般に対して能力

があるという認知)の向上→身体的自己価値(自分

の身体には価値があるという認知)の向上→自尊感

情(自己に対する肯定的評価感情)の向上

このように、スポーツの実践を通して、適応的行動の

重要要因と位置づけられる「自尊感情Jが向上すると考

えられており、スポーツは、人格形成や人間育成を促進

する可能性を有していると言うことができるだろう o し

かしながら、一方で、以下に示すように、人間性に対す

るスポーツの効果に関する否定的な言説も存在している 0

・「スポーツ:もし人格を形成したければ、他の何かを

しなさいJ(論文のタイトル。 Ogilvie& Tutko， 197I) 

・「スポーツは、人格を形成するのではなく、それを顕

わにするだけであるJ(Heywood Brounの言葉o

Kniker， 1974) 

・「単にスポーツをしているだけで、自動的に、心理社

会的な利益が得られるわけではない/スポーツそれ自

体に、魔法のような何かはないJ(たとえば.

Papacharisis et a1.， 2005) 

実際、 Bredemeierらは、大学生バスケットポール選

手の道徳的思考水準が、スポーツ場而、日常場面のいず

れにおいても、非競技者のそれよりも低く(Bredemeier 

& Shields， 1986a， 1986b)、接触程度の強いスポーツで

は、道徳的思考水準とスポーツ参加期間との問に、低い

が有意な負の相関があること (Bredemeieret a1.， 1986) 

を明らかにしており、「人間的」とみなされる行動の基

盤となる道徳性が、アスリートにおいて、必ずしも十分

に発達していないことが示唆されているo

さらに、「スポーツ場面で望ましい社会的行動ができ

たとしても、それが日常場面でもできるとは限らない」

ということも、しばしば指摘されている(たとえば.

Papacharisis et a1.， 2005) 0 杉山 (2002) は、競技場而

で他者の考えを理解するコミュニケーションスキルと日

常場面で他者に共感する能力との聞に一貫した関係が認

められなかったことから、競技場面と日常場而では、育

まれる心理社会的能力に相違がある可能性を示唆してい

る。

これらの言説や実証的研究の結果を受けて、市村

(2008)は、「人々が期待することは、スポーツは子ども

たちに道徳的美点を学ぶ機会を与え、学習した道徳性を

生活のさまざまな場面に転移させることができるように

すること (pp.5-6) Jなどと論じ、スポーツをすること

それ自体が心理社会的利益をもたらすのではなく、スポー

ツという場での「学習jが必要であり、また、スポーツ

場面で学習されたことを日常場面でも有効なものとする

ためには、「転移」をさせる必要があると主張した。

このように、アスリートの人間性を育成するためには

(より具体的に言うならば、アスリートの不品行を抑制

するためには)、単にスポーツをさせるだけではなく、

必要なものを学習によって身につけさせなければならな

い、と考えるべきであろう D 先にも述べたように、スポー

ツは、人格形成・人間育成に資する場となりうるが、そ

こで適切な教育が行われなければ、品行方正な人間を育

むことはできないのである D アスリートの不品行問題に

対する有効な解決法を見出すためには、このような人間

性に結び、つく「心理社会的側面の学習」が必要であると

いうことを前提とすべきである。

2.心理社会的スキル教育

ところで、アスリートの「人格形成Jに関する議論は、
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これまでにもしばしば行われていた(たとえば，中込，

1993)。そこでは、「そもそも人格とは何かJといった基

本的概念の理解に随伴する問題もあり、どのように「人

格」を「教える」べきかについては、実用的な答えにた

どり着くことができないでいたと言ってよいかもしれな

い。このような中、近年、「心理社会的スキル (psycho-

social skills) Jという概念が導入されるようになり、人

間性教育の問題に、新たな展開が生まれることになった。

心理社会的スキルとは、心理的あるいは対人的な問題

を解決するための、認知・行動に関係する技能のことで

あり、ストレス対処スキルやコミュニケーションスキル

などが含まれているが、これは、運動スキルのアナロジー

で捉えることができる概念である(Argyle，1967を参照)。

すなわち、運動スキルが、示範 (demonstration)、模倣

(modeling)、練習 (practice)等によって向上させるこ

とができるのと同様に、心理社会的スキルも、適切な学

習プロセスを経ることによって、獲得され、向上するも

のであるとみなされている。この心理社会的スキルの教

育については、スポーツに限らず、日常生活を含む様々

な場面で取り上げられており、特に、ソーシャルスキル

トレーニング (socialskills training: SST) に、多くの

注目が集まっている(たとえば，相川， 2009)。

確かに、アスリートの非社会的行動あるいは不品行を

抑制するためには、人格形成・人間育成を進めればよい

のであろうが、そのために、具体的に何をどのように教

えればよいのかは、非常に不明瞭である。その一方で、

心理社会的スキルであれば、学習理論に従って練習を積

み重ねることで、向上させることが可能であるo 心理社

会的スキルが獲得されれば、社会的に不適切な欲求を抑

制することができる、あるいは、適切な対人行動をとる

ことができるようになって、その結果、不品行を抑える

ことができるようになると考えられているo

ただし、心理社会的スキルと人格あるいは人間性は等

価ではないということは、付け加えておかなければなら

ない。言い換えれば、心理社会的スキルが身についたか

らといって、人格・人間性が形成されたと考えるべきで

はない。心理社会的スキルは、情況や課題に適切に対処

するための「技能Jに過ぎず、それだけで、人間性の評

価とするべきではない。しかしながら、様々な非社会的

な誘惑に抗い、不品行に至らないようにするという目的

に対しては、十分な効力を有しているものであると言え

るだろう o

3.スキルの転移・般化

一方で、前述したように、この心理社会的スキルは、

ある場面で使用できるようになったからといって、異な

る場面でも使用できるとは限らないと考えられている。

具体的に言えば、スポーツ場面で心理社会的スキルをう

まく利用できても、日常生活においてそのスキルを効果

的に用いることができるとは限らないのである。スポー

ツ場面での学習が日常でも効果を持たなければ、このよ

うなスキル学習が、「人間性教育Jに貢献したと言うこ

とはできないだろうし、アスリートの不品行の抑制にも

役立たないものと思われる。日常場面で用いられる心理

社会的スキルは、「ライフスキルJと呼ばれているが

(WHO， 1997)、スポーツ場面で獲得した心理社会的ス

キルを、ライフスキルの獲得・向上に結びつけるために

は、スキルを転移 (transfer)あるいは般化 (generaliza-

tion) させる必要がある。この転移・般化も、心理社会

的スキルの学習と同様に、自動的に生じるというもので

はないと考えられている(たとえば， Gould & Carson， 

2008) 0 Gass (1985) は、冒険教育における学習が転移

する条件として、「獲得スキルが他の状況でも価値があ

るという信念J、「スキルがどのような文脈でどのように

学習されるのかについての知識J、「状況の類似性J、「転
移への支援と強化」など、 10の条件を挙げており、

Gould & Carson (2008)は、このような条件が、スポー

ツを通して獲得された心理社会的スキルのライフスキル

への転移をどのように促進するのかについて、今後の研

究で明らかにしていく必要があることを強調している。

4.スポーツの特徴を生かす

以上、アスリートの不品行を抑制するためには、適切

な教育が必要だと述べてきたが、それは、必ずしも、

「ゼロJから心理社会的スキル教育を施さなければなら

ないことを意味しているわけではない。スポーツ場面で

獲得された心理社会的スキルは、適切な指導・教育によっ

て、ライフスキルへと効率的に転移・般化させうるもの

であり、また、スポーツ場面での心理社会的スキルも、

適切なスポーツ教育の中で、育むことができるものであ

るo このことから、スポーツを学ぶ中で、競技に必要な

心理社会的スキルを学習させ、その転移・般化を支援す

ることによってライフスキルを獲得させることで、アス

リートの非社会的行動を抑制することが可能になると言

える。とはいえ、繰り返しにはなるが、スポーツでの心

理社会的スキルの獲得も、ライフスキルへの転移・般化

も、ただ単にスポーツをしているだけでは実現しないと

いうことは、十分に認識しておくことが必要である。

まとめ

アスリートの不品行を抑制するためには、以下のこと

を理解し、実践することが期待される。
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1) rスポーツをするだけで、人格が形成され、人間性

が育成されるJという既成概念から脱却するとともに、

この問題の解決のための適切な教育をする必要があるO

2) r人間性Jそれ自体の教育は、非常に難しいと認識

されている。それに対し、心理社会的スキルは、高い

教育効果を見込むことができるものであることから、

このようなスキルを学習させるべきであるo

3 )確かに、スポーツは、心理社会的スキルを学習する

のに適した場面ではあるが、それがライフスキルへと

転移・般化きれなければ、不品行の抑制には至らない

だろう o 心理社会的スキル教育においては、~移・般

化についても.適切な教育を施すべきである D

(杉山住生)
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九州体育・スポーツ学会事務局

1 .九州体育・スポーツ学会 次期2011・2012(平成23・24)年度理事役員選挙日程

平成23年5月

「平成23年5月 1日現在の九州体育・スポーツ学会被選挙人名簿Jに基づき、会員に郵送にて投票用紙(10名速記

無記名投票)を送付します。 6月20日締切期日にて投票を実施します口

平成23年7月

総務委員会にて選挙管理委員会からの選挙結果報告を受け、選挙結果の確認を行います。

平成23年8月

平成23年度理事会にて、次期2011・2012(平成23・24)年度理事・役員く任期:2011 (H23)年 9月-2013(H25) 

年8月>を決定、総会時に次期(平成23、24度)理事役員名簿を配布して、承認を得る予定になっています。

ll.会費納入について

現在、多くの会員には本学会の会費を日本体育学会の会費と同時に引き落とす手続きをとっていただ、いています。し

かし九州体育・スポーツ学会のみの会員については、年度ごとに年会費を振り込んでいただくことになっております。

これは、会費の支払いが滞る原因にもなっており、昨年度の理事会でご承認いただいたように、本学会の会費も自動引

き落としをお願いする準備をしました。ただ、昨年 8月に事務局を鹿屋体育大学に引き継いだばかりで、どなたにその

手続きのご案内をするのか、まだ十分に掌握できていませんD 特に、学生会貝の方は1阪出や退会も少なくないことと、

一般会員になられると年会費が変わるのでその手続きのことを考慮しますと、年度ごとの振り込みが適当かと思われま

す。従って、自動引き落としのご案内は、もうしばらくお待ちください。

なお、規約では 2年間会費未納の場合は会員資格を失うことになっておりますD また、学会大会での発表には 4月末

までの会費の納入が求められます。年会費の振込は、なるべく早い時期に済まされるよう、ご協力よろしくお願いします。

なお、九州体育・スポーツ学会の「ゅうちょ銀行の口座Jは以下のとおりです。

01730-2-125159 加入者名:九州体育・スポーツ学会

ill. 九州体育・スポーツ学会第60回大会について

2011年九州体育・スポーツ学会第60回大会へのご案内

九州体育・スポーツ学会第60回大会は、 2011年8月27日(土)、 8月28日(日)の両日、名桜大学 (i中縄県)で開催

されます。

詳しくは、大会実行委員会の名桜大学から配信(あるいは郵送)される大会要項、研究発表申し込み要項あるいは学

会ホームページをご覧下さい。

なお、第55回大会 (2006年)から従来の大会号・の書式を大幅に変更し、大会号は発表要旨だけの簡素な形になってい

ます。

また、発表抄録(発表後)は、印刷原稿と MS-WORD形式のファイルを提出していただきます。印刷原稿は学会当
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日に学会事務局受付に、ファイルは大会終了後 1週間以内メール(添付ファイル)にて学会事務局(下記メールアドレ

ス)に提出して下さい。

抄録は、機関誌『九州体育・スポーツ学研究j第26巻 1号に掲載します。詳しくは、配布の大会要項あるいは学会ホー

ムページをご覧下さい。

九州体育・スポーツ学会会長 金崎良三

大学院学生の皆さんヘ

九州体育・スポーツ学会第60回大会参加と研究発表のすすめ

標記学会大会は、本年 8月27日(土)、 8月28日(日)名桜大学(沖縄県)を会場として開催されます。前日からの

セミナーを含めて、学会企画シンポジウム、専門分科会シンポジウム、一般研究発表(口頭、ポスター)、ラウンドテー

プル・デイスカッション、スチューデント・セッションなど、多様なプログラムを準備しています。

九州体育・スポーツ学会では学会大会開催をはじめ、機関誌『九州体育・スポーツ学研究jの刊行、課題研究助成な

どの事業を行っています。

ぜひ、九州体育・スポーツ学会第60大会で研究発表され、機関誌へも奮って研究論文をご投稿下さい。

また、日本学生支援機構学資金の返還免除制度が既に2006年度からスタートしていることをご存じのここと思います。

大学院在籍期間の研究業績(学会発表、投稿論文)が点数化され、各大学で定められた評価基準をもとに日本学生支援

機構に申請がなされ、優秀な大学院学生には奨学金の返還免除が受けられます。本学会における発表や論文は、この制

度における研究業績にもなります。

九州体育・スポーツ学会会長 金崎良三

w.九州体育・スポーツ学研究第26巻への投稿について

編集委員会委員長 田中宏暁(副会長)

九州体育・スポーツ研究第26巻への投稿をお願いします。原稿送付先は、学会事務局(鹿屋体育大学)です。

干891-2393 鹿児島県鹿屋市白水町 1番地 鹿屋体育大学「九州体育・スポーツ学会事務局長 山崎利夫J宛にお送

り下さい。

投稿は年間を通じて受け付けています。投稿原稿送付先が学会事務局事務局長宛となっておりますので、ご注意下さい。

会員の皆様には、投稿のご準備をお願いいたします。

編集委員会委員長 田中宏暁(副会長)

当学会、 3月末に日本学術会議の協力学術研究団体として正式に認められました。今後発行される本学会の学会誌

「九州体育・スポーツ学研究」は「審査を要する学会誌Jとして認められることになりました。大学院を担当する際の

研究業績に「九州体育・スポーツ学研究Jに掲載された論文は「学術論文」と扱われます。当学会員は「九州体育・ス

ポーツ学研究」に奮って応募願います。

事務局長 山崎利夫
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V. 2011年度九州体育・スポーツ学会課題研究助成の募集について

研究推進委員長 井上勝子

2011年の課題研究助成について、以下の囲みの要項に基づき募集いたします。

(2011年度九州体育・スポーツ学会課題研究募集要項〉

1 .応募申請者の資格

九州体育・スポーツ学会所属の会員であること D

共同研究者もこれに準ずること。

2.応募方法

課題研究応募申請書で応募することo

申請書の請求、送付、問い合わせ等はすべて以下のメールで行う D

なお、応募用紙は Word形式で送付すること o

応募先:事務局長・山崎利夫(鹿屋体育大学)

kyutaijim@nifs-k.ac.jp 

3.応募〆切日

2011年5月31日とする D

4.選考方法

九州体育・スポーツ学会研究助成施行細則による。

ただし、選考は 4件以内とする O

5.選考結果の通知

2011年8月上旬までに本人あてメールで通知する。

6.助成の金額

総額で40万円とするo

7 .研究成果の報告

助成を受けた団体・個人は、翌年度の九州体育・スポーツ学会において成果を報告し、 2年以内

に「九州体育・スポーツ学研究」に掲載しなければならない。

8.留意事項

① 原則として研究は、一度の報告で結論、主張がまとめられていること O

② 応募は研究者 l名につき 1件のみとし、提出された申請書は返却しない。

③ 本年度の課題研究テーマAr体育・スポーツ研究と地域貢献に関する研究J

B r大学体育授業の効果に関する研究」

④ その他の自由研究課題も受け付ける。

31 
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VI.通信方法・情報提供等について

今後の通信方法や情報提供等は下記の電子化(メールとホームページ)していく計画です。

現在メールアドレス登録をされている方が85%を超えています。まだ、メールアドレスを登録されていない方は、下

記学会メールアドレスにて登録をお願いします。

学会事務局メールアドレス E-mail: kyutaijim@nifs-k.ac.jp 

学会ホームページ URL http://www.noriyam.atnifty.com/-home/Q-taispol 

Vll.事務局の移転について

九州体育・スポーツ学会の事務局が昨年の 9月より熊本大学から鹿屋体育大学へ移転しました。今後事務局への述絡

は鹿屋体育大学にお願いいたします。連絡先は下記のとおりです。

山崎利夫(事務局長) 竹下俊一(庶務担当) 前田博子(会計担当)

*****申***********，幹事****************ホ申申*****

九州体育・スポーツ学会事務局

〒891-2393 鹿児島県鹿屋市白水町1番地

鹿屋体育大学

連絡先:kyutaijim@nifs-k.ac.jp 
*************************************申*本***

メールは必ずkyutaijim@nifs・k.ac.jpへ送信お願いします。
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2009 (平成21)年度決算

-収入の部 3，134，877円 -支出の部 2，897，653P:J -残金の部 237，2241工j

収入の古11

支出の古11 ム決J):J(')
款 lJi ~I 2009予Sl: 2009決1): {~tr 考ー 削減(予s1一決~):)

PJ~務 j'1 1，020，000 474，591 545，409 

IM:ilJ .. )経 1~ 520，000 222，771 297.229 

人「111tT 150，000 54，500 l.f!'J":il . 会 ~' I 作業謝金等 95，500 

当記辿 90，000 28，000 62，000 

1:11¥刷f費E 90.000 98，475 68，475 

辿f弓 90，000 7，810 82.190 
ii'jft品jy 50.000 486 49，514 

3Fi1y 50.000 33.500会'1'i返却与 16.500 

会決等経費 500.000 251.820 248.180 

PI! õJ~会委企只Illii 150，000 53.600 96.400 
200.000 97.800 102，200 

大総fi}[務究会tt ziA t ilt 会委委ilii 会会
30.000 。 30.000 

30.000 。 30，000 

編集 j.j会 90.000 100，420 j孟れを含む ム10.420 
2事業費 1，100，000 1.021.802 78，198 

Tリl'ij'l 500.000 601.172 ム101，172

機関等誌がl行1y 500.000 601.172 九州体育・ 1ポ ツ研究世行11:2 1111 ム 101.1i2 

会報刊行'1'1 。 。 。
補助jy 600.000 420.630 179，370 

HP 維持 1-~ 。 20，210 送料を含む 620，210 

大会補'i't助述jy 500.000 .100，420 送料を合も 99，580 
学会 営jy 100，000 。 100.000 

3.補助金 300，000 501.260 6201，260 

補助金 300.000 501.260 6201，260 

分利会研補究助金 100.000 100.000 第 l 告15分科会 2 HPI x 5 。
ll*氾i 助成金 200.000 401.260 i器科を含む ム201.260

4.積立金 80.000 900.000 6820.000 

-111立金 80.000 900.000 首~60聞記念大会準備金 ム820，000

5予備iy 50.000 。 50.000 

予備1'1 50，000 。 50.000 
合 ;i-j 2，550.000 2.897，653 ム347.653
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2009 (平成21)年度特別会計予算

項 目 金 額 備 考

1 収入の官官 iiij則fl'l立金制 760，634 郵便預金

利，自 246 事j自
“・，可.... ー

当JYj積立金額 900，000 一般会計より繰入れ (601m記念大会準備金)

合計 1，660，880 
2 支出の部 |当JYj総支出M
3 繰起の部 |次期繰越金額 1，660，880 

監査の結呆、現金、通帳、および領収詰lが、このiMl性通りであることを報告します。

20101ド8JHEI 

日 βiつai/佳ベ毎
日 ゆ及一掬



九州体育・スポーツ学会事務局ニュース

2010 (平成22)年度事業計画

(1) 庶務関連

1 )第60回大会の開催 (2011年沖縄地区)

2 )事務局ニュースの発行

2011年度第 1号 2011年6月発行予定

2011年度第2号 2011年10月発行予定

2011年度第3号 2012年3月発行予定

3 )機関誌の発行

(2) 諸会議の開催

「九州体育・スポーツ学研究J第26巻 第1号 (2011年10月発行予定)

「九州体育・スポーツ学研究J第26巻 第2号 (2012年3月発行予定)

-総会の開催

2011年度 第60回大会時開催予定

-理事会の開催

2011年度第 1回理事会第60回大会時開催予定

-総務委員会の開催

2011年度第 1岡 2011年7月開催予定

2011年度 第2回 2011年第60回大会前日開催予定

2011年度第3回 2012年3月開催予定

-学会賞・優秀論文賞・奨励賞等選考委員会

-研究助成選考委員会の開催

-大会企画委員会の開催

2011年度 第1回 2012年 2月上旬開催予定

随時開催

-編集委員会の開催

機関誌発行に合わせて随時開催

35 
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収入の音11

J民 項
1.会'1!l

会費

2繰越金

繰起金

3雑収入

雑収入

支出の部

，掛t 項
1. {I~務費

事務局経q'e

会議等経費

2事業費

I'IJfi1'! 

補助1Ji

3.補助金
補助金

4積立金
高It立金

5 予備費
予備費

合

九州体育スポーツ学研究百i~25巷前 2 IJ" 司成231F")J 

2010 (平成22)年度 一般会計予算

目

年入会会T金t 

繰越金

広告キni也fl ， 体育 会補助金
その

目

友Z理総務2事会会委会2虫tμi 会
委委ふ目、日只会会

機会報関誌等刊1'11行行賀1'1 

大H会P維補1'l持助五lli124 士2 
学会 費

分研科究会助補成助金金

記念司i.;!I'i準備金

f制n'l~
計

-収入の古11

.支出の古I1

2010~Fl主
2，400，000 
2，400，000 
2，350，000 

50，000 
100.000 
100，000 
100，000 
50，000 
50，000 。
50，000 。

2，550，000 

201011'度
960，000 
460.000 
140，000 
80，000 
80，000 
80，000 
.10，000 
40，000 
500.000 
150，000 
200，000 
30，000 
30，000 
90，000 

1，000，000 
500，000 
500，000 。
500.000 。
400，000 
100，000 
500，000 
500，000 
100，000 
.100，000 
80.000 
80，000 
80，000 
10，000 
10.000 
10，000 

2.550，000 

2，650，000IIJ 

2，650，0001工l

2011年度 備 元~.

2，400，000 
2，400，000 
2，350，000 5l，，OOOOOOlFqqXx45070名名

50，000 
200，000 
200，000 
200，000 liii年度より繰越

50，000 
50，000 。
50，000 本体育会本日 学部より。

2，650，0001 

2011年度 制t 考

1，020，000 
630.000 
140，000 

跳盤脱却整if付 金
250，000 

コピー等80，000 {~ 
80，000 
40，000 
40，000 
390，000 
100，000 

3主Z主ill1ままT2会談議3張話費2を含主5t む150，000 
30，000 
30，000 

交交通通
80，000 

1，070，000 
600，000 
600，000 九州体育 スポツ研究尭行jl~ 2回。
470，000 
20，000 

・・ F圃 圃圃圃 圃圃圃曹司........・・a 園田‘・・・・ー.ーー ・ a ‘ 

400，000 
一一 一一一 ‘ー晶 晶司・ 4・. “ ““‘  ・..‘ ， 

50，000 
500，000 
500，000 
100，000 第 1-第 5分科会 2万1'1x 5 
400，000 
50，000 
50，000 
50，000 
10，000 
10，000 
10，000 

2，650.000 

増減(2011-2010)。。。。
100.000 
100，000 
100，000 。。。。。
100，000 

li'li成(2011-2010)
60.000 
EO，OOO 。
170，000 。。。。

ム110.000
ム50，000
ム50，000。。
ム10，000
70，000 
100.000 
100，000 。

ム30.000
20，000 。

ム50，OC日。。。。
ム30，000
ム30，000
ム30.000。。。
100，000 
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2010 (平成22)年度特別会計予算

項 自 金 額 備 ;Jf; 
I 収入の部 前!日Jm立金ii! 1，740，880 曲目使節金

flJ.Q 250 J.~込日 I tH'J.C!
;'i JUlHi立金古l 50，000 一般会liIより繰入れ

合JI 1，i91，130 
2 支出の部 |当WJ総支IJ¥班1 1，791，1301 t!';60ITII大会IJflllii

3 繰越の部 [次型l紋些全世1 上 。|



編 集後記

はじめに、東北地方太平洋沖地震および各地を震源とする地震により被災されたみなさまに、また福島原子力

発電所事故に伴う放射能汚染の拡大により避難生活等を強いられているみなさまに、心からお見舞い申し上げます。

1日も早い復旧とみなさまのご健康、そしてスポーツの力が「地域文化Jの復興に貢献することを願いながら、

「九州体育・スポーツ学研究J第25巻第 2号をお届けします。今回は、原著論文 2編と研究資料 1編を掲載して

おります。

原著論文の 1つ目は、「スポーツによる地域づくりJ(コミュニティ・スポーツ)の役割が期待される総合型地

域スポーツクラブの動向と学校部活動との関係性構築に対する顧問教師の「揺らぎJ、いわゆる「揺れ動くメン

タリテイ(心情)Jの諸相について吟味した研究であり、今後の質的研究への発展により、「学校のある地域、地

域にある学校Jにおける「新しい公共Jの形成に貢献できる論文として高く評価できると思います。 2つ目の原

著論文は、“HealthPromoting School" (健康推進校)という視座から、「体育授業において楽しさを感じる局面J
を抽出するとともに、そうした「体育授業の楽しさJと「精神心理的健康レベルJとの関係性について分析・検

討した研究であり、今後、運動部活動をも含めた学校体育全体の楽しさとの関係性を追究していくことによって、

子どもたちに楽しさをもたらす学校体育の実践が、健康的な学校を創り、最終的には“EffectiveSchool" (よい

学校)への発展につながるという構想を検証できる可能性が大きく期待される論文であると思います。まさに、

「学校と地域」を研究課題とした学術論文であり、東北地方のこれからの復旧活動へと貢献できるような研究で

あると感じましたo

翻って、研究資料については、昨年度の第59回学会大会(平成22年 8月27-29日、鹿児島女子短期大学)にお

ける第 1専門分科会シンポジウムの内容を、当該シンポジウムの司会・進行役であった山下和彦先生(福岡大学)

のご尽力で完成されたものです。このような、 トップアスリートの不品行問題については、われわれ体育・スポー

ツ科学研究者が「スポーツの価値とは何かJを改めて追究していかなければならない、非常に重要な課題であり、

今回はスポーツ史(榊原浩晃先生、福岡教育大学)・スポーツ社会学(山本教人先生、九州大学)・スポーツ心理

学(杉山佳生先生、九州大学)といった学問・研究者間の連携・融合化によるアブローチができましたが、今後

も、複眼的な視点から「スポーツの価値」研究として継続的に議論し発展させていくべき「共同研究分野J(体

育・スポーツ科学分野の共通言語)であるように思います。

最後に、本学会誌発行にあたり、査読や編集にご協力頂きました先生方、ならびに第 1専門分科会シンポジウ

ムの内容をまとめて頂きました 4人の先生、さらにはこうしたテーマ設定をして頂いた磯良浩久先生(九州工業

大学)に、この場を借りて、深くお礼申し上げます。

田中宏暁(委員長)
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編集委員会
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