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【問題の所在】

筆者は、からだの教育を学校体育の中に位置づ

けていく必要性があると考えている。それは現在

の学校教育のおかれている立場を考えると容易に

想像がつくのではないであろうか。現在、日本の

学校教育は点数教育によって子ども達を序列化し

ている。そのため、クラスメイトは仲間というよ

りは敵という関係におかれ、個々の子ども達は分

断化され、人間性を失いがちな状況にある。さら

に、社会問題ともなっている「いじめ」「不登校」

「自殺」などを取り上げてみても、子どもが仲間

とうまくコミュニケーショソがとれない、あるい

は、自分や他人の身体を触れて確かめ、大切にす

るといった機会が全くといっていいほど学校で保

証されていないという現実にぶつかる。学校体育

とて現状は同じである。勝敗・記録などの優先に

より、自分の身体や他人の身体を見失っており、

相手を蹴散らすことや、記録をのぱすことにのみ

執着し、それ故にある面では人間性をも喪失して

いる状況が生まれている。ここで誤解されては困

るのであるが、筆者は勝敗や記録を全面的に否定

しているのではない。ただそこにのみ固執して、

異常なまでに偏った経験しかしていないというこ

とを恐れるのである。では、こうした問題に対し

て体育では何ができるのであろうか。こうした問

題状況を解消する一つの試みとして、からだの教

育という考え方が学校体育に新たな方向性を示し

てくれるのではないかと思う。

こうした課題を具体化するためにここでは、ド

イツのフンケ等を中心としたグループの「身体の

経験」と呼ばれる実践を手短かに紹介しておく。

彼は、「身体の経験」を次の5つにまとめている。

①身体の経験

②身体を用いた経験

③他人を介しての私の経験

④私の身体を表現し、他人の身体言語を解釈す

ることを通して得られる経験

⑤文化の経験(1)

この彼の主張を手がかりに、からだの教育と呼

ばれる類のものの特徴を簡単に整理すると6点が

浮かびあがってくる。

①呼吸

②リラクゼーション

③快経験の保証

④アイデンティティーの確立

⑤コミュニケーション能力の育成

⑥感覚の活性化

それぞれについての詳細な説明は後述する。こ

うしたからだの教育はドイツに限らず日本国内で

も行われている。しかし、こうした主張はごく限

られた人々に留まっており、注目はされるものの、

広く実践が積み重ねられることはない。もちろん

指導要領上に反映されることはないというのが現

状である。その理由はいくつか考えられるが、そ

の主な理由の一つに現行の指導要領の領域構成に

問題があると思われる。つまり、この種の試みは

どこにも位置づく場所が保証されていないのであ

る。

しかしこのように言い切ってしまっては元も子

もない。そこでこうした教育を現行の指導要領の

中に位置づけていこうとすれば、どの領域が設定
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できるのであろうか。結論からいうと筆者は、現

時点では体操領域が妥当ではないかと考えている。

その理由は次の通りである。

①体操は、他の領域のようなルールやきまりご

とを問題にするのではない。(2)

②身体的機能・形態の保持と増進を目的とする

運動である。

③運動の表現的・技術的達成に大きな関心を持

つ可能性がある。(3)

この指摘からわかるように体操は、運動課題が

多様であるという点にその特徴がある。それにも

かかわらず、現行の日本の指導要領の体操領域で

は、からだの教育というような課題は受け入れら

れていない。それは、体操領域自体の抱えている

内容の問題と、体操領域と他の領域との関係を示

す領域構成上の問題(注1)という二つの問題が存

在するからである。この論文では前者の問題を中

心にして論究していくことにする。そこで、まず

最初の手がかりとして日本の戦後の指導要領上の

体操領域の変遷に求める。それは、戦後の体操領

域の変遷を調べることによって、からだの教育を

位置づけていく際の可能性と問題を検討できると

考えるからである。

【研究方法】

本論文では次の3つの手続きをとることとする

①戦後の指導要領(指導要綱も含む)に見られ

る体操領域に関する記述を次の四つの点から

整理する。

(1)全体の目標

(2)体操領域で扱われている種目

(3)体操領域で育てられる能力

(4)能力から想定されうる技術や知識

この4つの視点を基にして指導要領の体操領域

についての評価すべき点と問題点を明らかにする。

なお、この4つの視点を選択した主たる理由は、

次の4点である。

(Dについては、指導要領全体の性格付けをする

からである。

(2)については、指導されうる内容を具体的に反

映させたものだからである。

(3)については、子ども達が体操を通じて育成さ

れるべきものだからである。

(4)については、体操がひとつの文化領域として

存在している以上、当然のこととして考えられ

るからである。

これら以外にも分析する視点は考えられないこ

ともないが、指導要領の記述の仕方がまちまちで

あるので、体操領域の性格付けをする資料として

はこれで十分ではないかと思える。

②指導要領上の体操領域の位置づけをめぐり、

どのような論議が展開されたのか、それらが

指導要領の改訂に伴う体操の位置づけにどの

ような影響を与えたのか。これらの点につい

ては、指導要領を追うだけでは明らかになっ

てこない。そこで、体操の位置づけをめぐる

諸論を雑誌論文を中心に確認していく、それ

により体操の位置づけの変遷の背景を確認し

ていくこととする。

③以上の2点をふまえ、からだの教育が体操領

域の中に取り入れられるとすれば、どの点が

可能で、どの点が不可能であるかということ

について考察する。

なお、本論に入る前にあらかじめ断っておく。

それは、戦後の体操領域の位置づけをめぐる時代

区分に関するものである。筆者は、戦後の指導要

領を二つの時代に区分することにしている。ひと

つは1947年~1958年を一時代として、これを「健

康志向としての体操」と特徴づけている。もうひ

とつは、1968年~1989年までを一時代として、こ

れを「体力づくりへの傾斜」と特徴づけている。

なお、この時代の評価点と問題点については、各

時代ごとに一括して整理していく。

以下では表に示した体操領域の分類表を基にし

ながら論を進めていく。この表は、指導要領土の

体操領域の変遷を前出した四つの視点からまとめ

た表である。

1.健康志向としての体操

1947年の指導要綱は、体育科を運動と衛生の二

つに分けている。さらに運動を体操と遊戯の二つ

の領域に分けている。ここでは体操は、身体の健
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全な発達という目標を達成するための領域として

位置づけられている。その内容は、徒手体操、器

械体操という二つのものに細分化されており、体

操という言葉は、この二つの領域に対する上位概

念として位置づけられていた。そこで求められた

能力が器械体操に関する技術であることは容易に

想定されうる。また、徒手体操についても、身体

機能の能率を上げるための知識ということが想定

されている。対象学年は3年生以上である。それ

では、こうした位置づけが次にどのように変化し

たであろうか。

1953年の指導要領は、生活体育が結実した要領

であった。そこでは、体操はA型学習の身体的目

標一個人的種目の中に位置づけられる。前指導要

綱とは異なり、体操は、器械体操とは分離して考

えられるようになる。そしてそれに伴い名称も徒

手体操となっている。能力項目の中にはさまざま

な記述がある。しかし、実際には、徒手体操独自

の能力項目の記述は空欄である。この部分は、筆

者が全体の項目の中から、徒手体操に相当するで

あろうと思える項目を注出したものにすぎないの

で不十分であるかもしれない。対象学年は5・6

年生である。では次にはどのように変化したので

あろうか。

1958年の指導要領では、系統学習の考え方が強

く出てくる。この時期はまた、基礎学力が叫ばれ

た時期であり、それを反映した指導要領が同指導

要領であった。体育は、運動と体育・保健に関す

る知識の二つに大別されるようになる。その中で

徒手体操は前回と同様、器械運動等とは分離して

考えられており、運動の中の一領域をなしている。

種目も、部位運動だけではなく、全身運動も入っ

てきている。能力では知識に関する項目が入って

きたために、「運動の効果」ということが強調さ

れるようになっている。対象学年は全学年である。

このような体操領域の変化は、どのような考え

方を基にして行われていたのであろうか。その背

景は、これらの指導要領が実質的に施行されてい

る約20年の間の体操についての位置づけや内容に

ついての諸論に求めることができる。その中での

代表的な見解を要約すると次のようになる。

まず、肯定的な見解を示す人として挙げられる

のは、遠山、浜田の両氏であろう。遠山は1958年

の指導要領の体操領域の作成に深く関わっている

人物であり、指導要領を肯定する立場に立ってい

る。彼は、指導要領作成過程で4つの問題で苦心

したと述べている。その4点とは次の通りである。

①徒手体操の名称について(マット運動を徒手

体操と一緒に合わせて徒手運動にするか否か)

②分類の仕方

③教材を示すか否か

④何年から行うか(4)

浜田は、遠山とは立場が異なるものの、1958年

の指導要領に対して次のような肯定的な評価をし

ている。

｢今回の指導要領での、徒手体操の取り上げ方等

は、起き上がりこぼしがもとにかえったように本

来の位置と姿にもちこまれたような気がする｣(5)

このような評価は授業時数の配当率が5~10%

であること並びに、準備運動と整理補助運動とし

て使われる時間を含まないという規定があるから

である。浜田は純粋に徒手体操だけで単元が構成

されることを期待したのであろう。

一方、否定的な見解を述べる人の中の代表に古

屋、岸野の両氏がいる。もっとも、現場から1953

年の指導要領に対しての批判がなされていた。そ

れは次の3点になる。

①5・6年生から徒手体操を行わせる理由がわ

からない。

②生活体育よりも徒手体操を徹底させたほうが

いい。

③徒手体操の軽視(年間時間の配当割合から)(6)

古屋は1958年の指導要領批判として4つの点を

挙げている。その4点を要約すると次のようにな

る。

①表現の仕方が高学年と低学年で不統一。

②分類が身体部位による分け方のみである。

③徒手体操における集団の扱いがわからない。

(一斉、個別、グループでの指導をどう分け

たらいいのか)

④中学年の目標が不適当。(7)

これに対して岸野は、徒手体操に関して、次の

ような問題提起をしている。｢今日では、スポー

ツや作業や生活の基礎となるからだ、それぞれの
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コンディションに適した動的なからだの基礎をつ

くるのが徒手体操であり…中略…徒手体操の形式

は全身的か局部的か、自然的か人為的かという議

論もすでに過去のものになってしまった。」(8)そ

れは、暗に日本の体操領域をめぐる議論の低さを

批判したものといえる。また、岸野は準備運動で

しか取り上げられない徒手体操を「やりっぱなし

の徒手体操」(9)としている。

以上のように、こうした両論をふまえてこの約

20年間に体操領域をめぐって争点となったのは次

の4点に要約できる。

①対象学年について

②分類の仕方について(全身的か部分的か、自

然的か人為的か)

③年間時間数、単元構成について(軽視か重視

か、準備整理運動にとどめるか一単元で構成

するか)

④名称について

この4つに集約されるのではないかと考える。

しかし、この期間はあくまで、徒手体操は健康の

ため、あるいは日常生活の中で支障をきたさない

ような体をつくっていくためのものであるという

共通の認識からは離れていないということははっ

きりしている。そのため、体操をめぐる論点につ

いても、指導要領上の位置づけに終始していると

いうことは指摘できる。しかし、次の指導要領で

は、この考え方自体が根本的に見直されることに

なる。

2。体力づくりへの傾斜

1968年の指導要領は、東京オリンピックの影響

を大きく受けて登場する。そこでは体力向上が前

面に揚げられるようになる。ここでいう体力は前

指導要領までにあげられていた健康のための体力

という考え方とは違い、競技力向上に結びつく行

動体力が体力として位置づけられることになる。

これに伴い体操領域の位置づけも大きく変化し、

体力向上を直接的に引き受ける領域として新しく

構成されるようになったのである。それは、表1

に示した種目や能力の項目を参照すれば容易に読

み取れよう。例えば、種目については、今まで体

操の中に位置づけられていないもの(例、相撲)

などがこの領域の中に位置づけられている。また、

「集合整頓」のような集団行動のような他の領域

には入りにくいものまでもこの指導要領から体操

領域が引き受けるようになっており、まさに雑多

な領域という感は拭えない。

しかし、こうした体育観による体育が問題視さ

れるようになる。それは、体力づくりの体育が、

子ども達の休み時間を奪い、すべての領域が体力

向上へと傾いてしまい、実質的に子ども達が「運

動は好きだけれど、体育は嫌いだ」(10)という現象

を生み出したためである。そのため、1978年の指

導要領では、前回の体力づくりを強力に推進した

ことの反省から、楽しさが強調されている。それ

に伴い、体操領域も大きく変化している。低学年

に基本の運動が導入されたため、体操は5・6年

生からの必修になったのである。さらに、今回の

指導要領から記述の形式が大幅に簡略化されたこ

とから、体操領域の具体的な種目に関する記述は

なされておらず、抽象的な記述になっている。例

えば、能力に関する記述に注目すると、「リズミ

カル・タイミングの良い動き…」などのように、

体力の要素を直接記述することは避けている。

1989年の指導要領は生涯体育・スポーツを強調

したものであり、運動に親しませるということが

特に強調されている。その中で体操領域は、基本

的には、前回の路線の範囲内にとどまっている。

体操の種目に関する記述はなく、能力についても

形式的には同じであるといっても良い。細かな点

をみるならば、「柔らかさと巧みさ」「計画的」

「縦隊」などという記述が入ってきている。

もっとも、この約20年間、体操は体力づくりの

ための領域であるという考え方は変化していない。

しかし、体力に対する二つの考え方があったこと

も事実であろう。一つは健康のための体力である。

もう一つは競技力向上のためのものである。その

いずれに重点をおくかはさておき、体操がこうし

た考え方のもとで必要充足のための領域として位

置づけられているということに間違いはない。こ

うした背景には、宇土の考えを無視することはで

きない。宇土は指導要領に大きく関わる人物であ

り、体操領域の変更に対しても大きな影響力を持つ
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ていたのである。

宇土は、昭和40年代頃から特性論という考え方

を示し、「体操=体づくり」という考え方に立っ

ている。この構想の背景には体力向上という社会

の大きなニーズに学校体育が占領されてしまうの

ではないかという宇土の危機感によるものと考え

られる。宇土はそのことについて次のように述べ

ている。

「体力問題への関心の高まりが引き金となって、

スポーツやダンスまでもが自らの特性を失うかも

しれない、という傾向が案じられて体操との区別

を明確にしたのである。」(2Dまた、「体操という

のは平たく言えばからだづくりの運動であり…中

略…特に『体操』では、はじめから終わりまで、

もともとからだづくりのための、そこをねらった

目的的な活動を考えるのが当然だ」(22)と考えてい

る。しかし、彼の主張は結果的に、体操の文化性

を軽視する原因ともなった。

一方、宇土の構想に対して批判的な見解をし、

問題点を示す人たちも多くいた。

その代表的な人物を10人挙げることができる。

松延は1968年の指導要領に対して「単に系統性

だけではなく、内容そのものにも問題がある」と

して批判している。それは、次の5点に要約でき

る。

①「体力っくり」に直接につながるということ

の直接と間接の違いはなにか。

②「体力っくり」とは何を指すのか。

③体操は「雑の部」である。

④教材としての独自性が弱く、系統性を考える

こと自体無理である。

⑤発育の立場からみて、調整力・筋力・持久力

といった体力の要因を小学校において段階的

に別々に積み上げていくことがわからない(23)

松延の批判点②に関連した問題として、鵜川は

体操領域での体力づくりの考え方について次のよ

うに指摘している。

「『体操』では具体的行為から離れて、身体の

中に調整力が、筋力が、つまり体力が独立してあ

るように考えられている。…中略…調整力がつけ

ば、どんなスポーツのどんな場面においてもなに

かが調整できるというのであろうか。」○

この指摘は、体操がスポーツのための基礎体力

づくりであるという発想に疑問を投げかけるもの

といえる。

内海は体力主義・技術主義批判として、1968年

の指導要領の目標設定の段階から、理論、実践の

段階まで大きく批判している。

①実践上の做綻→業間体育の失敗

②理論上の問題→こうした考え方が体育科の目

標として妥当であるのか㈲

浅川は体力づくり推進の立場から1968年の指導

要領を批判している。

「完全を期し、体力づくりを強調している現在

の指導要領も、案外その完全性がかえって弾力性

を失い、現場の指導に対応できなくなっているの

ではないか」(26)

体操の文化性という視点から体操領域を批判す

る人もいる。こうした考え方を主張するものとし

て端的に述べられているのが、野々宮、小田切の

両氏の主張であろう。

野々宮は戦後からこの時代までの体操領域につ

いて「体操領域は、身体強化としての一面的役割

しか担ってこなかったのではなかろうか」○と指

摘している。

また、小田切は、体操の文化性を強調して次の

ように捉えている。

「体操に向かわせる健康への志向は、むしろ衝

動のレベルで問われるものではないし、たいてい

は不健康な兆候でも自覚されなければ意識されに

くいという点でも、通常は社会的問いかけと関わ

る『まじめ』志向とみなされてきた。だが体操が

創造性や表現性をはぐくむ身体=運動の文化とし

て、生活に機能することが望ましいとする考え方

に立つと、その糸口は案外こうした発想を転換し

たところから出発出来るように思われる。例えば

体操を人間の運動欲求や衝動レベルから捉えなお

して、自由で気ままに楽しく行うこと、画一化さ

れた運動を個性化された運動として『私』ｲﾋし直

すこと」○として、体操の特性の捉え方に新たな

視点を投げかけている。

実践上の立場から柿沼は特性論の限界を次のよ

うに指摘している。

「たとえば、『タイミングの良い動きをたかめ
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る』というねらいにたいして長縄跳びを取り上げ

たとする。子どもの意識は『体力を高めよう』と

いうことより『よりじょうずにとびたい』『より

むずかしいとびかたをしたい』というように働く」

(29)ということを指摘し、スポーツの「達成型」と

捉えるのが適当としている。

さて、野々宮・小田切・柿沼等の主張を受けて

考えてみると、教科の性質を特徴づけている特性

論ということに言及せざるえなくなる。そこで高

橋は体操領域の特質について考えた上で次のよう

なことを主張している。

「体操を現実に即してみるならば、体操を必要

充足の論理から捉えることは困難である。」(20)

指導方法の視点から浜田は6つの点を問題にし

ている。

①なぜのない学校体操

②見たり見せたり、直したりの体操

③リズムを大切にする

④姿勢を重視する

⑤歩いて、走って体操

⑥体操の単元を構成する(2D

板垣は体力づくりと動きづくりを統合する考え

方を次のように主張している。「体操を体力づく

りと動きづくりの二本柱と考えるのではなく、実

際の場ではこれを一本化し、運動形態はリズミカ

ルで全身的な一連の運動を楽しく行い、その結果

として運動量も大きく体力づくりの効果が十分に

あげられる」(22)

以上のように指導要領に対して、肯定的な見解

と、批判的な見解を紹介したが、この約20年間の

論争の争点は次の4つに集約できよう。

①体力づくりそのものについて(体力の定義、

目標の設定の仕方など)

②体操の独自性について(文化性)

③指導方法について

④特性論について(必要充足か否か)

【結論と今後の課題】

以上の結果を要約すると、次のようになる。 19

47年~1958年までの区分での体操領域をめぐる論

争の争点と、1968年以降の論争の争点と根本的に

違うことは前者が指導要領上の細部の点について

留まっていたことから、後者では指導要領の根本

的な考え方にまで論争の視点が拡大し、様々な視

点からのアプローチがなされているということで

ある。

1968年に体操領域の位置づけ方が大きく変化し

たのを期に、様々な視点からの論争がなされ、指

導要領の考え方も「体力づくり→楽しい体育→生

涯体育・スポーツ」というように変化しているの

にも関わらず、体操領域の基本路線は1968年以降

変化していないという指摘はできる。つまり、こ

のような変化の背景には、体育科の教科の目標論

の変化と体操領域の要領上の位置づけのズレの拡

大があるのである。逆にいえばこうしたズレは、

体操を必要充足にとどめている特性論の強化によっ

て切り捨てられてしまったことがあまりにも多い

ということを意味しているのではないか。(注2)

では、このような過程を再度、冒頭に示した4

つの視点に照らし合わせると次のように指摘でき

よう。

①全体の目標

全体の目標と体操領域との関係を考えると、

大きく影響されたのは1968年を境とした一連の

変更だけであり、基本的にはどの時代の体操領

域も指導要領には影響されていないといっても

よい。例えば、1953年指導要領は、「生活体育」

を志向しているが、体操はあくまで身体的目標

のところに留まっている。また1978年の指導要

領では「楽しい体育」を志向しているのに相変

わらず1968年の指導要領と同じように、体力づ

くりを請け負う領域のままである。つまり、体

操はどの時代になっても身体的な目標しか請け

負うことがなかったといえる。

②体操領域で扱われている種目

1947年・1968年・1977年・1989年と、それぞ

れの指導要領を見ても気づくことであるが、種

目がばらばらであり一定していないことがわか

る。逆にいえば、種目の選択基準が曖昧である

ということがいえる。

③体操領域で育てられる能力

育成されうる能力を考えると1947年、1953年

では身体の部位を中心とした運動であり、1958
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年ではそれに全身運動が加わり、1968年以降は

体力づくりに変化してきたということができる。

確かに、体操の効果を知る、あるいは運動の効

果を知るという知識のレベルでは一貫していたが、

しかし運動のレベルで養成されうる能力には一貫

性がみられない。

④能力から想定される技術や知識

③とも深く関連するのであるが、知識に関す

る項目(例、運動の効果や身体機能の理解など)

は常に想定されうるが、技術に関しては能力が

一貫していない。そのために、体操の技術を想

定することができない。

以上の4点をふまえて、結論として次の4点を

その問題点として指摘する。

①体操領域は雑多な領域である。

②体操は軽視されている。

③体操は体力づくりを請け負うための領域であ

る。

④日本の体操では技術がはっきりと見えない。

以下、各項目について細かにみていく。

①体操は雑多な領域である。

このことは改めて説明することもなかろう。

徒手体操や手具体操と呼ばれる純粋な体操のみ

で領域が構成されたのは1953年と1958年のみで

あり、1968年以降は「集団行動」「相撲」「ブ

ランコ」「滑り台」など、他の領域に入らない

ものはなんでもかんでも体操に入れてしまえと

いった考え方が見られる。それは体操を文化と

して捉える考え方がないということを何よりも

裏づける証拠であろう。

②体操は軽視されている。

体操は、戦前の教育の象徴として戦後はまっ

たく軽視された領域である。体操は、他のスポー

ツの単なる従属的な存在として、授業前のセレ

モニーとして行われるだけで、ほんの一部の教

師を除いて体操で単元を構成し、実践すること

はほとんどおこなわれていない。それを最も象

徴しているのが1958年の「準備運動・整理運動」

の記述である。ここでは体操は、準備運動と整

理運動のためでもあると位置づけられてしまっ

ている。また、1989年以降、雑誌体育科教育に

は体操の実践がほとんど出されていないし、特

集号が組まれていないということも象徴的であ

る。こうした体操軽視に陥る原因はいくつかあ

りそうである。

(1)教師の経験の問題。

(2)必要充足に基づく体力づくり一辺倒で進めて

きた問題。(独自の文化領域としての意識の

低さ)

(3)体操はつまらないものという固定的な見方。

戦後の指導要領の変遷を振り返ると、スポーツ

が「民主的」「楽しい体育」の象徴としての位置

づけであるのに対して、体操は「非民主的」「楽

しくない体育」の象徴的存在として位置づけられ

ていた。それは、いうならぱ、日陰の存在に置か

れてきたといっても過言ではない。

③体操は体力づくりを請け負うための領域であ

る。

体力に関する科学的な進歩を体育の中に反映さ

せていくことに対しては異論を唱えるつもりはな

いが、体操がそれらを一手に引き受けなくてはな

らないということに対して疑問を感じる。コンディ

ショニングということを考えたときには、体力づ

くりは十分に評価に値すると思うが、体操という

ものはコンディショニングということに留まるは

ずもなく、ましてや筋力トレーニングが体操であ

るとする考え方には反対せざるを得ない。体操は、

前出の通り様々な運動課題を持ったものであるが、

ひとつの課題を必要以上に肥大化させてしまって

いるのが現状である。また、体力ということの意

味や効果が明確に規定されないままに、体力づく

りという言葉が実態のない噂のように広まってし

まっており、人間の体をマシン化するために行っ

ているのではないかということが指摘されうる状

況にある。

④日本の体操では技術がはっきり見えない。

体力づくりにせよ動きづくりにせよ、自分の身

体をいかに動かすのか、いかに身のこなしを覚え

るのかということは知識であり技術であるはずで

ある。誰でもできるような簡単なレベルの技術か

ら競技化されるような高度なものまで多種多様な

技術があるはずである。しかし指導要領上では体

操の持っているはずの技術ということが具体的に

見えてこない。特に動きづくりについてはまった
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くと言っていいほどイメージできないのが現実で

ある。逆に体操に関する教師のイメージを貧困に

し、実践を停滞させているともいえる。

以上のように、日本の体操領域の問題点を4点

から指摘してきた。そこでこれらの問題点を踏ま

えた上で、日本の体操領域にからだの教育を位置

づけていこうと思う。そのためには、からだの教

育を体操領域に位置づけたときの可能性と限界を

考える必要がある。そこで、冒頭に示したからだ

の教育を特徴づける6点に照らし合わせて、問題

を検討していく。その6点とは次の通りである。

①呼吸

②リラクゼーション

③快経験の保証

④アイデンティティーの確立

⑤コミュニケーション能力の育成

⑥感覚の活性化

以下個別の検討していく。

①呼吸の問題

呼吸については、日本の体操領域では可能で

はないかと思う。筋肉の緊張・脱力と呼吸との

関係は深いということを考えると、体力づくり

にせよ動きづくりにせよ、呼吸法を習得するこ

とによってより効率的に動くことが可能ではな

いかと考えられる。しかし、呼吸法にっいての

み1時間の授業を費やすことは不可能ではない

かと思う。それは日本の体操領域が、運動量の

確保ということをひとっの柱と考えているから

である。こう考えると、からだの教育の考え方

から現行の体操領域の位置づけ方を修正できる

可能性があるということがいえるのではないか。

以下の項目の中でも同様の指摘はできる。

②リラクゼーションの問題

リラクゼーションについては、動きづくりと

関連してその重要性が指摘できる。脱力の仕方

を知っておくことは動きづくりをしていく上で

重要な要素となるからである。現行の指導要領

上では、様々な運動をしている中で、ひとっの

ポイントとしてリラクゼーションを中心とした

内容を展開することは可能であるが、1時間じゅ

うマッサージを中心としたリラクゼーションの

経験をする事は①と同じように、運動量との関
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わりで批判を受ける可能性がある。

③快経験の問題

快経験については、日本の体操は体力づくり

に主眼が置かれているため、非常に難しい。確

かに、筋力を育成した結果、自分の身体がかっ

こいいと思えるというような類の快経験は保証

されよう。しかし、リズムに乗って気持ちよく

風を切り、流れるように動くというような類の

快経験を保証していくことは不可能である。そ

れは、現行の体操の領域が主にcgS系のみによ

る評価に固執しているからであると考えられる。

④アイデンティティー確立の問題

日本の体操の中で自分を知るということは、

生理学的な面から可能である。例えば、運動直

後に自分の脈をはかることによって自分の身体

の機能を認識することなどが考えられよう。し

かし、日本の体操の中では哲学的(注3)に自分

を知るということは不可能であろう。例えば、

「歩」ということを考えると、自分の歩行の不

安定さ、ひいては自分の存在の不安定さという

ことを知る、あるいは歩行が社会によって規定

されているということを知ることは不可能であ

る。また、②とも関連するが、いかに自分の身

体が社会的に飼い慣らされている身体になって

いるのかということを知るようなことは不可能

であろう。

⑤コミュニケーション能力についての問題

体操は個人的に行うものであるという考え方

がある以上、日本の体操の中で他人とどう関わ

り合うということはほとんど問題にする事は不

可能である。他人とどう関わるのか、また自分

が他人とどう関わってきたののかということを

知ることは不可能である。例えば、「押す」と

いうことを考えた場合、日本の体操の中では他

人よりも強く押す、つまり押し返すということ

が問題になる。ここでは、他人の身体がどうで

あるのかということは問題にならず、もっぱら

筋力の強さが問題になってしまうのである。モ

こでは、いかに他人の身体の状態を知覚し、気

持ちよく押し込んでいくのかということは問題

にまずなりえない。

⑥感覚の活性化
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確かに、体操の中で体力づくりを通じた運動

経験を豊富に積めば、筋感覚は活性化されうる

可能性がある。しかし、体力づくり一辺倒では

運動をしている中で自分の身体がどのように動

いていたり、道具の硬さや軟らかさを意識する

ようなことはまずない。もちろん筋感覚のみな

らず、視覚や、聴覚、触覚などを活性化させる

ことを狙った内容が現行の体操の中で行われる

ことはまず考えられない。

さて、このようにして、からだの教育を日本の

体操領域の中で行っていくことによる可能性と問

題について整理してきた。これより明らかになっ

たことは日本の体操領域によって切り捨てられて

しまった大切なことが多く存在するということが

改めて指摘できよう。また、からだの教育は現行

の指導要領内でも部分的に位置づけることは可能

である。しかし、全面的にからだの教育の主旨を

生かそうとすると、現行の体操領域の位置づけの

修正をしなくてはならない。こう考えると今後、

日本の体操領域を規定している根本的な問題につ

いても触れざるえなくなる。それは特性論の問題

である。

運動の特性論は昭和の40年代から言われ始めた

ものである。体操領域を必要充足、その他の領域

を欲求の充足の二つに分類したものである。この

特性論を基に体育の領域構成が決められていると

いっても過言ではなく領域のみならず内容までを

規定する重要なものである。体操領域が1968年以

降様々な問題を抱えながら依然として体力づくり

の位置にあるということは、裏を返せば特性論に

ついてなんら修正がなされていないことになる。

そこで、今後は、筆者の課題のひとつとして特性

論の修正を試みなくてはならないのではないかと

思う。昭和40年代は体力向上政策全盛の時代であ

り、スポーツ全般が単なる体力向上の為の手段に

なるのではないかということを危惧したために、

体力向上という大きな流れに体育が占領されない

ための捨て駒として体操は切り捨てられたのでは

ないかと考えられる。つまり、「体力向上への防

衛ライン」という役割を持っていたのが体操であっ

たと思える。この考え方は昭和40年代においては

有効な主張であったと思える。しかし、四半世紀

たった現在も、体操が相変わらず同じ位置づけに

あるために、結論でも述べた通り四つの問題点が

生じてきたと思える。そのため、もう一度特性論

を考え直す必要があるのではないかと思う。この

ことは、筆者の今後の課題としていきたい。

【注】

(注1)領域構成上の問題としては戦後の体操領

域は、まったく矛盾した形式の中に置か

れていたと指摘できよう。戦後どの時期

の指導要領をみても、体操の位置づけら

れ方は次のような図である。

1989年の指導要領の5・6年生を例にしてみる。

ところが内容から考えて実質的には体操領域の

位置づけられ方は次の図のようであったと指摘で

きる。

つまり、体操が体力づくりに傾斜し、おもに行

動体力(筋力・調整力・持久力)の発達を意図し、

体操で養われた体力が他の領域の基礎になるとい

う考え方であったはずである。裏を返せば、日本

の学校体育の中では体操独自の文化性というもの

はほとんど存在しなかったということは指摘でき

る。著者は文化領域としての体操を重視するとい

う立場に立ち、動きづくりをもっと中心にすえた

体操を構築すべきであると考える。そこで問題に

なるのが、からだの教育を領域構成の中でどう位
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置づけるのかという問題である。筆者はからだの

教育は他領域への応用は可能であると考えており、

その考えから領域構成を考えると次のような図に

なる。

しかし、この図にも多くの問題がある。ここで

はいくつかの問題点を挙げるにとどめたい。

①からだの教育を行うことが他領域のパフォー

マンスとどのように関わるのか。

②スポーツの文化性を否定することにならない

か。

③共通の基礎であると位置づけた場合、領域間

の問題をどうするのか。

例えば、どの領域でもリラクゼーションという

ことは必要であるが、ボール運動のリラクゼーショ

ンと水泳のリラクゼーションは同じなのであろう

かという問題。

(注2)体操の文化性に関する論議は、全く指導

要領に影響することはなく、完全に無視されてい

るのと同じである。また、従来の体力づくりの反

省にたち正木らは、「子どものからだはむしばま

れている」ということを訴え次のように主張して

いる。「体育の授業では体育の文化をきちっと教

えることと、それとからだとの関係を積極的に教

えることに重点をおくべきであろう。…中略…ま

た、からだの学習をもっと積極的に行い、からだ

への意識とからだづくりへの目的をもたせ、それ

を達成するための条件や方法を教えていくことが

必要であろう。」(23)しかし、こうした「からだづ

くり」という考え方が指導要領上で取り上げられ

ることはまずないというのが現状であろう。

(注3)ここで哲学的という場合の哲学とは哲学

事典による説明が的を得ている。「哲学こそは科

学の使う根本概念や社会生活の形式や通俗的思考

様式や支配慣習をそのまま承認することを許さず、
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かえってかかる観念や行動の一面性、部分性を明

らかにすることを任務としている。」(24)
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