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特集：体罰を考える

体育・スポーツと暴力

—体育指導者は暴力「問題」とどう向き合うべきか—
筑波大学体育系教授

スポーツは暴力を抑制することに
よって社会から認められた

菊

幸一

であろうか。

人間は，暴力を振るう存在である

私たちが今日，慣れ親しみ，かつ教育内容として

人間社会の理想は，暴力を根絶することにある。

体育の主要部分を占めるほど社会的価値が認められ

それが社会の発展とともにより強く「理想」として

た「スポーツ」は，かつて（近代以前までは）暴力

語られ，現実の暴力に対して「絶対に」あってはな

に満ちた運動遊び，あるいは人を傷つけるための軍

らないこととして向き合わざるをえないのは，もは

事的技能を背景とした，きわめて「野蛮な」運動で

やグローバルなレベルで，見知らぬ者同士が自由に

あった。この「野蛮な」運動を非暴力化した文化が，

遭遇する移動可能な社会を実現させなければ，今日

「今日の」スポーツである。

の社会がますます成立しづらいからである。それが

したがって，スポーツの社会的受容の正当性は，

あくまで「理想」や「倫理」のレベルで強調される

その非暴力的性格への「信頼」にこそある。少なく

のは，逆にこれまでの人間の歴史のなかで「暴力」

とも今日の社会は，暴力のない（暴力を根絶した）

が根絶されたためしがないからとも言えよう。「暴

社会の一つのモデルとして，スポーツを承認・受容

力根絶」を語ることはたやすいが，その完全な実現

し，これを経験することによって暴力のない社会を

は理想が高くなれば，現実はそれからよりいっそう

再生産しようとしてきた。この「再生産」を担うの

遠くなるというジレンマ状態に陥る。なぜなら，人

が教育としてのスポーツであり，それが体育であっ

間は暴力を振るう存在だからである。

たはずであった。しかし，この近代以降におけるス

したがって，人間社会は「暴力根絶」を理想とし

ポーツの発展とともに育まれてきたはずのスポーツ

ながらも，その現実的対応としていかに暴力を「飼

や体育に対する社会的信頼や期待は，今日，見事に

い慣らす」のか，その感情的興奮の存在を一方で認

裏切られようとしている。それは，なぜなのか。今

めつつ，他方でどのようにこれを抑制し，コントロ

日の体育やスポーツに，いったい何が起きているの

ールするのかという緊張のバランスを工夫するよう
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になった。その重要なモデルの一つとなったのが，
スポーツなのである。社会の側からみれば，スポー
ツは人間の暴力「性」発揮のどこまでが許容される
のかを確認し，それが逆に非暴力性をどのように育
む可能性につながるのかを試す，リトマス試験紙の
ような役割を果たす重要な存在なのである。
では，なぜこのような文化的性格をもつスポーツ
が，特に運動部活動や体育という教育的営みのなか
で，その目的に反する「暴力」を「体罰」という名
のもとに許容する今日的「問題」を発生させてしま
うのだろうか。そこには，桜宮高校のバスケットボ
ール部顧問や女子柔道代表監督の某氏といった，あ
る特定個人の性格的問題に帰することができない，
暴力発生の「構造的な」問題のとらえ方が必要にな
ってくる。すなわち，体育やスポーツの指導に携わ

活動本来の目的が手段化され，体育「界」やスポー
ツ「界」では，それが半ば黙示的に常識化されてき
たからである。また，その意味では暴言や暴力が教
育的な「罰」として正当化されやすいばかりでなく，
その指導的威圧の「過剰」性が「過剰」な愛着を生
み出す（その逆もある）結果，弱い立場の被指導者
としての生徒が，むしろ愛着とともに暴力を受容す
きょうやく

るという共軛関係を成立させてしまうことになる。
このことは，指導者による暴力「問題」より，むし
ろ根が深いと言わざるをえない。なぜなら，翻って
そのことが社会の暴力の再生産に，無意識のうちに
手を貸してしまう可能性につながるからである。

スポーツの楽しさの原点と言葉の大切さ
—「指導」の楽しさの原点への回帰—

る誰しもが，今日，その指導のなかで暴力性を発揮

成熟した社会は，暴力をますますタブー視し，そ

せざるをえない環境や条件の下に置かれているとい

れに対する嫌悪感を高める。一方，これに対して体

う「自覚」が必要になってきているのだ。

育界やスポーツ界は，そのような社会変化と断絶し

教育＝指導は，暴力を発揮させやすい
という指導者の「自覚」の重要性
教育的営みに「罰」は必要だとする言説は，常識
化している。しかし，これが「体」罰につながって
いくことは比較的容易である。むしろ，教育的「営
み」＝「罰」として全面的にこれが正当化された時
代には，その権限を有する指導者が，言うことを聞
かない被指導者に対して行う，暴力的な「暴言」や
「体罰」を伴う威圧（脅し）を教育そのものだとす
る風潮もあった。我が国が戦後民主主義社会を標榜
するようになってからも，なおこのような教育的体
質が残存したのは，高度経済成長社会における競争
主義的利益（メリットクラシー）とそれに連動する
学歴主義の追求を目的として，どのような手段を使
ってでも学業成績を上げることが許容されたからに
ほかならない。そして，その背景には，学歴をもた
ない親たちの，ことさら強い学歴信仰があったこと
は否めない。
これとほぼ同じ構造が，体育やスポーツの教育現
場，特にプレイ要素として競争の楽しさや面白さを
自由に追求する体裁をとる，運動部活動の指導現場
には生じやすい。なぜなら，競争は明確な結果を求
めるなかで行われる活動だから，その結果に対する
メリットクラシー（学校にとってのメディアバリュ
ーや生徒にとっての進学保障，あるいは指導者の社
会的名声など）が外部から与えられやすく，運動部
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た関係のなかにいれば「界」内部にのみ通用する行
為（暴力行為）に鈍感になってしまう可能性のある
ことを大いに「自覚する」必要がある。このズレを
解消するためには，指導者が常に外部との人的交流
を絶やさず，知的コミュニケーションに開かれた教
養を「意識的に」身に付けていかなければならない。
また，そのような仕組みづくりも重要だ。
そして何よりも大切なことは，生徒がスポーツを
文化的に享受する楽しさとスポーツ指導の楽しさと
が，本来一致するところに「指導」の意義があると
いう，言わば指導の「原点」への回帰である。スポ
ーツの楽しさが競争に求められるのは，未知なる結
果を求める人間の挑戦欲求とその過程にこそ，ある。
結果が未確定だからこそ，これを確定しようとする
努力が生まれるのであり，その逆ではない。そして，
その出発点は生徒が「今ある力」を肯定し，丁寧な，
わかりやすい指導者からの「言葉」によって動機づ
けられ励まされたり，説明されたりして，自発的に
冷静な目で自らの能力を向上させていくところにあ
る。少なくとも，「否定」や「威圧」からは今日の，
そしてこれから望まれる社会の一員は生まれない。
そこからは，どのような言い訳をしようと，社会か
ら支持される，いかなる「指導」も生まれようがな
いのである。
参考文献

・菊幸一（2001）「体育と暴力」杉本厚夫編 ，『体育教育
を学ぶ人のために』世界思想社，pp.104-122.
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運動部活動のめざすもの
東京女子体育大学教授
2012年に起きた大阪市立桜宮高校の男子バスケッ
トボール部主将の自殺は，当該高校運動部の指導者
の勝利至上主義と日常的な暴力指導を表面化するも
のであった。人間社会は反社会的な行動には「罰」
を用いて，その行動を抑止しようとするが，それと
運動部の暴力指導は全く別物である。問題の議論の
中で「体罰容認派」という言葉まで出てきたが，指
導者の暴力指導は体罰ではないし，同様に，鍛える
ことと暴力もイコールではない。
暴力による指導は，逃げ場のない閉鎖的な空間で
行われることが多い。残念ながら，生徒対指導者の
関係では，非は大人である指導者にあることを十分
認識すべきである。本稿では，その反省に立って，
暴力を用いない指導を考えることにする。

阿江

美恵子

「技能の上達」37％と，「試練に耐える」場面とし
て捉え，肯定的に受け入れている様子が見える（図
１）。指導での暴力をどのように評価するかでは，
暴力非体験群のほうが暴力体験群より否定的であっ
たが（図２），暴力体験の有無に関係なく「熱心な
指導者である」「自分がミスしたとき」は容認し，
「理由を聞かず殴った」「いいかげんな指導者」は
否定した。また，暴力体験群はとくに「よい成績を
上げられたとき」に強く肯定した。さらに，暴力体
験群のほうが将来の指導行動で暴力を用いる可能性
が高いと回答し（図３），暴力行動を体験したもの
が再び暴力を用いた指導の実践者になり，行動が受
け継がれる可能性が高いことがわかった。

２．部活動の持つ二面性 〜教育的側
面と競技的側面の二つの探究

１．暴力を用いた部活動指導の実態
筆者が1994〜1995年に596名（19〜21歳）の女子体

日本では，学校の課外活動が非常に盛んなため，

育専攻学生に調査した結果，中・高での部活動中に

課外運動部活動が競技スポーツの選手育成を支えて

殴られた体験を持つ者は223名（37.4％）であった。

いる。教員がコーチ（競技スポーツの指導者）とし

また，2012年に315名（19〜22歳）の女子体育専攻学

て適切かという議論は置いておくとして，マートン

生に調査した結果では，109名（34.6％）が中高のい

の「選手が第一で，勝利が第二」というコーチング

ずれかで殴られていて，ほとんど変わりがないこと

の哲学を紹介する。この哲学に反対のコーチはいな

がわかる。

いだろう。教育的であることは，選手を第一に考え

1)

2)

前者の調査では，暴力を用いた指導者の指導行動
について，被指導者は「精神的に強くなった」68％，
図1

暴力指導による成果

図２
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図３
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の大会前にけがをした主力選手を試合に出すかどう

めだけの練習になっていないか，練習は何のために

か，②技能が高いが練習参加が少ない選手と技能が

行うのか立ち止まって考えることが必要だろう。実

劣るが真面目に練習する選手，一人しか選べないと

は子どもたちは練習によって上手になり，上手にな

したらどちらを試合に出すか。大きな大会であれば

れば勝てると単純に考えている。勝ちたい，と思う

あるほど，勝利を第二に考えることが難しいことに

のは指導者の目的であり，選手第一ではない。そし

気づくはずだ。

て，練習は正しい手段を用いなければならない。そ

そこで重要なことは，自分の指導の哲学（立ち位
置）を決めることである。教育に力を入れるのか，
勝利に力を入れるのか，なのである。

３．目的のためにどのような手段を
用いるのか
もし勝利を第一に考える選択をしたら，その目的
のためにどのような手段を用いるのか考えねばなら
ない。例えば，①自分の時間の全てを指導に注ぐ。
その結果，家庭は崩壊し，長時間の練習で選手から
疎まれ，自分の情熱を受け入れない選手に怒りを向
けるかもしれない。②技能の優れた選手しか指導し
ない。その結果，指導を受けない選手が増大する。
えこひいきのそしりを受ける。③部活動しか考えな
い。その結果，学内の仕事をしない，授業に熱心に
取り組まないということが起こる。このように，勝
利第一では，早晩様々な問題が生起するだろう。
部活動の練習時間が長過ぎることも，指導者の力
による練習の強制につながる大きな原因の一つであ
る。スポーツ心理学では，同じことを繰り返さない
練習方法を用いたほうが，技能の定着率が高いこと
5)

を明らかにしている。少なくとも初心者にはいろい
ろな練習方法を試みるべきであろう。また，同じこ
との繰り返しは融通の利かない行動を生む。勝つた

のためにスポーツの指導者は，指導の知識だけでな
く，常識ある社会人であることが必要だ。

４．部活動で子どもの自立を考える
部活動で経験するスポーツ活動は，生涯を通じて
スポーツと関わることを学ぶ場でもある。
3)

石井は，ジュニア期のスポーツ指導で，「教え過
ぎ」「鍛え過ぎ」「期待し過ぎ」「結果にこだわり
過ぎ」の４つのやり過ぎがあることを指摘している。
それらは，子ども自らが自立してスポーツに関わる
ことを阻害すると言えよう。大人から見れば不十分
でも，考え，悩み，工夫する子どもをスポーツを通
じて育てることが必要である。子どもの成長を見守
って待つという心のゆとりが指導者には必要である。
引用文献
１）阿江美恵子（2000）運動部指導者の暴力的行動の影
響：社会的影響過程の視点から，45-1：89-103．

２）乾優（2012）指導者の暴力，東京女子体育大学平成
24年度卒業研究（体育心理ゼミ）．

３）石井源信（2011）９章発達的視点から見たジュニアス
ポーツの現状と問題，杉原隆編著，生涯スポーツの心理
学，大修館書店，pp.100-106．

４）マートン，R.（猪俣公宏監訳）（1991）コーチングマ
ニュアル

メンタルトレーニング，大修館書店．

５）杉原隆ほか３名編（2000）スポーツ心理学の世界，福
村出版，p.31.
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●p.106
現行：

探究

※訂正箇所に下線を引いています。

探究

関連ページp.72 〜 73

脳死と臓器移植
てきしゅつ

脳死の判定と臓器の摘出は，本人が生前に書面でそれらに同意する意思を示している

か，意思を示していない場合は家族の同意があれば可能となります。自分や身内の人が
脳死になったとき，臓器を提供するかしないかについて，話し合ってみましょう。

●臓器提供意思表示カード

≪脳死とは≫
もど

脳死とは，脳全体の機能が停止し，元には戻らない状態を

いいます。脳死になると，自力では呼吸できません。人工呼
吸器などの助けによって，しばらくは心臓を動かし続けるこ
とができますが，やがては心臓も止まります。
≪中学生の意見の例≫
提供する

人のためになりたい。
命が助かる人が増えるか
もしれない。
臓器移植を推進しないと，
おうべい
欧米に後れをとる。

探究
訂正後：

提供しない

脳死が人の死とは思えない。
本人や親の気持ちが大切に
されないかもしれない。
移植を受ける側は，他人の
死を待っていることになる。

さい

15 歳 以上の人が意思表示をする

ことができます。裏面に，臓器提
供をする，しないなどの意思を記
入します。

関連ページp.74 〜 77

ダイエット

たい し

誤った方法でダイエットをしている人はいませんか。理想の減量方法は，余分な体脂

関連ページp.72 〜 73
探究
肪
のみを減らす方法です。減量について，詳
しく調べてみましょう。
脳死と臓器移植
ぼう

くわ

てきしゅつ

し ぼう

ぼう

脂肪以外
︵筋肉や骨など︶

肪

し

脂

−6

重

提供しない

体

し ぼう

ぼう

探究

肪

命が助かる人が増えるか
もしれない。
臓器移植を推進しないと，
べい
106おう
欧米に後れをとる。

し

人のためになりたい。

重

変化量

−4

≪中学生の意見の例≫
提供する

脂

kg

吸器などの助けによって，しばらくは心臓を動かし続けるこ
−2
とができますが，やがては心臓も止まります。

脂肪以外
︵筋肉や骨など︶

体

◉調べる内容の例………………………
脳死の判定と臓器の摘
出は，本人が生前に書面で意思を示しているか，意思が不明な
や
調べるときのキーワードの例
しょうだく えいきょう
し ぼう
き そ
きょ
せすぎの悪影
響
・肥満や痩
場合でも家族の承諾があれば可能となります。自分や身内の人が脳死になったとき，臓
脂肪，生活習慣病，リバウンド，基礎代謝，拒
しょくしょう
か しょくしょう
・食事制限のみの減量の問題点
器を提供するかしないかについて，話し合ってみましょう。
食症，過食症，有酸素運動，レジスタンス運動
●臓器提供意思表示カード
・減量中の食事で注意すること
・減量に適した運動方法
しょうかい
●ダイエットの方法と変化の内容
≪脳死とは≫
・テレビや雑誌などで紹介されている
+2
もど
食事制限のみ
食事制限＋運動
ダイエット方法の中に，疑わしいも
脳死とは，脳全体の機能が停止し，元には戻
+1 らない状態を
の，健康によくないものはないか。
0
いいます。脳死になると，自力では呼吸できません。人工呼

体重の減少量が同じでも，筋肉が減った場合は，消費エネ

脳死が人の死とは思えない。
ルギーも少なくなるため，太りやすい体質になります。

本人や親の気持ちが大切に
されないかもしれない。
移植を受ける側は，他人の

死を待っていることになる。

さい

15 歳 以上の人が意思表示をする
（Zutiらの資料より作図）

ことができます。裏面に，臓器提
供をする，しないなどの意思を記
入します。臓器提供をしない意思
さい

表示は 15 歳未満の人もできます。

5

関連ページp.74 〜 77

ダイエット

たい し

ぼう

誤った方法でダイエットをしている人はいませんか。理想の減量方法は，余分な体脂
くわ

当時の跳び方は，ベリーロールが主流でした。フォス
と
ついには世界のトップに立ちました。
ベリーは，その前に主流だったはさみ跳
びが得意でした
と
またた
と
背面跳
びは，瞬
く間に世界に広がり，今日では，競技者のほとんどがこの跳
び方
が，ベリーロールはなかなか上達しませんでした。はさ
をしています。
と

の

こし

み跳びでももっと記録を伸ばせるはずだと，腰を高く上
学研・教科の研究

●p.124

げる練習を重ねていたところ，体が地面と平行になるぐらいまで上がってしまいま

しゅんかん
と
こ
※訂正箇所に下線を引いています。
用語の確認
した。失敗だと思った次の瞬間，フォスベリーはその姿勢で，バーを跳び越してい
と

現行：

と

たのです。これが背面跳びの原型です。フォスベリーはこの跳び方の練習を重ね，
用語の確認
しんこう
ついには世界のトップに立ちました。
□ スポーツの必要性
□ スポーツの楽しさ
□ スポーツ振
興法
と
またた
と
背面跳びは，瞬く間に世界に広がり，今日では，競技者のほとんどがこの跳び方
□ スポーツへの多様な関わり方
□ スポーツの学び方
□ 技術
をしています。
□ 戦術
□ 作戦
□ 表現の仕方
知識の活用

訂正後：

スポーツの必要性や楽しさについて，例を挙げて説明できる。
用語の確認

［p.114
〜115］………………………………………………………………………
□ スポーツの必要性
□ スポーツの楽しさ
□ スポーツ基本法
スポーツへの関わり方について，三つ以上の例を挙げて説明できる。
□ スポーツへの多様な関わり方
□ スポーツの学び方
□ 技術
［p.116〜117］
………………………………………………………………………
□ 戦術
□ 作戦
□ 表現の仕方
スポーツの技術や戦術，表現の仕方と学び方の例を挙げることができる。
知識の活用
［p.118
〜121］………………………………………………………………………
スポーツの必要性や楽しさについて，例を挙げて説明できる。
自分の生活への活用
［p.114 〜115］………………………………………………………………………

●p.137
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5

［p.116〜117］………………………………………………………………………

スポーツは，国や人種，性別，障害の有無などに関わらず，
しょうがい
スポーツの振興 しょうがい
スポーツの振興
生涯にわたって楽しむことができるものです。
スポーツの振
興
［p.118
〜121］
………………………………………………………………………
生涯にわたって楽しむことができるものです。
生涯にわたって楽しむ
ごろ
と推進
ごろ
ヨーロッパでは，1970
年頃 から，スポーツを行うことが
ヨーロッパでは，1970
年頃 から，スポーツを行うことが
ヨーロッパでは，
自分の生活への活用
しんこう
❶盛んにすること。
しんこう
❶盛んにすること。
❶盛んにすること。
全ての人々の権利であり，スポーツを振
興
することが国にと
124
全ての人々の権利であり，スポーツを振
興することが国にと
全ての人々の権利であ
❷
❷
❷みんなのスポーツ（スポー
って大切であるという考え
が広まっていきました。現在では，
❷みんなのスポーツ（スポー
5
❷みんなのスポーツ（スポー
5
って大切であるという考え
が広まっていきました。現在では，
って大切であるという
ツ・フォー・オール）。「ヨー
ツ・フォー・オール）。「ヨー
ツ・フォー・オール）。「ヨー
生活の中でより楽しまれ，尊重される文化としてスポーツを
ロッパ・みんなのスポーツ憲
生活の中でより楽しまれ，尊重される文化としてスポーツを
生活の中でより楽しま
ロッパ・みんなのスポーツ憲
ロッパ・みんなのスポーツ憲
●p.137
本文８〜13行目
しんこう
章」や，
「体育およびスポーツ
しんこう
しんこう
章」や，
「体育およびスポーツ
章」や，
「体育およびスポーツ
振興しようとしています。
振興しようとしています。
振
興しようとしていま
に関する国際憲章」などに，
❸
に関する国際憲章」などに，
に関する国際憲章」などに，
❸
現行：
この考えが示されています。
日本では，スポーツ基本法
を定め，スポーツ立国の実現を
この考えが示されています。
日本では，スポーツ基本法
を定め，スポーツ立国の実現を
この考えが示されています。
しんこう❶
日本では，スポーツ
スポーツは，国や人種，性別，障害の有無などに関わらず，
しょうがい
2 スポーツの振
しょうがい
興 目指しています。また，スポーツ立国戦略において，生
しょうがい
涯ス
❸p.115 を参照。 124
目指しています。また，スポーツ立国戦略において，生
涯ス
を定めています。そこ
生涯にわたって楽しむことができるものです。
❸p.115 を参照。
と推進 ❸p.115 を参照。
ごろ
ポーツ社会の実現，トップアスリートの育成・強化，人や団
10
10
ポーツ社会の実現，トップアスリートの育成・強化，人や団
問わず，人々が関心や
ヨーロッパでは，1970
年頃 から，スポーツを行うことが
れんけい
れんけい
かんきょう
しんこう
❶盛んにすること。
体などの連携，公平・公正性の向上，社会全体でスポーツを
体などの連
携
，公平・公正性の向上，社会全体でスポーツを
る環
境を整備すること
全ての人々の権利であり，スポーツを振
興
することが国にと
き ばん
しんこう
き ばん
しんこう
❷
支える基
盤
の整備を重点として，スポーツを振
興
しています
❷みんなのスポーツ（スポー
支える基盤の整備を重点として，スポーツを振
興しています
標を設定してスポーツ
って大切であるという考え
が広まっていきました。現在では，
ツ・フォー・オール）。「ヨー （資料②）
。 （資料②）
。
現を目指すこととして
生活の中でより楽しまれ，尊重される文化としてスポーツを
ロッパ・みんなのスポーツ憲

2現行：

5

スポーツへの関わり方について，三つ以上の例を挙げて説明できる。
見出し

しんこう❶
スポーツは，国や人種，性別，障害の有無などに関わらず，
訂正後：
スポーツは，国や人
しん
こう❶
スポーツの技術や戦術，表現の仕方と学び方の例を挙げることができる。
2
2
しょうがい
しんこう❶

章」や，
「体育およびスポーツ

❷

しんこう

スポーツ立国戦略のあらまし
興しようとしています。
スポーツ立国戦略のあらまし
資料 ❷ 振
に関する国際憲章」などに，
資料

訂正後：
この考えが示されています。

10

❷ スポーツ基本計画のあらまし
日本では，スポーツ基本法
に基づいて，スポーツ基本計画
１．人（する人，見る人，支える
（育てる）
人）の重視
❸

資料

新たなスポーツ文化の確立

新たなスポーツ文化の確立

１．人（する人，見る人，支える
（育てる）人）の重視
れんけい
ねんれい
◉基本的な考え方
れんけい
◉基本的な考え方
２．スポーツ界や社会全体との連携の強化
を定めています。そこでは，年
齢や性別，障害の有無などを
スポーツを通じて
２．スポーツ界や社会全体との連携の強化
❸p.115 を参照。
全ての人々が幸福で豊かな生活を
問わず，人々が関心や適性などに応じてスポーツに参加でき
◉重点戦略
◉重点戦略
営むことができる社会
かんきょう
②トップアスリートの育成・強化
①人生の各段階でスポーツに関わること
②トップアスリートの育成・強化
①人生の各段階でスポーツに関わること
かくとく
の創出を目指す
る環境を整備することを基本的な課題として，さまざまな目
かくとく

のできる機会をつくる
・メダル獲得数の増加
のできる機会をつくる
・メダル獲得数の増加
かんきょう
かんきょう
・競技に専念できる環境の整備
・生涯スポーツ社会の実現
標を設定してスポーツの推進に取り組み，スポーツ立国の実
・競技に専念できる環境の整備
じっ し
・生涯スポーツ社会の実現
❶青少年が健全に育ち，他者との協同や公正さと
じっ し
・スポーツ実施率の向上
など
・スポーツ実施率の向上
現を目指すこととしています（資料②）
。など 規律を重んじる社会
・学校体育・運動部
じゅうじつ
・学校体育・運動部
目指す姿
じゅうじつ
ちょうじゅ
目指す姿
活動の充実
活動の充実
❷健康で活力に満ちた長寿社会
資料
6など
❷ スポーツ基本計画のあらまし
など
④スポーツ界における
❸地域の人々の主体的な協働により，深いきずな
④スポーツ界における
ねんれい

公平・公正性の向上
で結ばれた一体感や活力がある地域社会
年齢や性別，障害などを問わず，広く人々が関心や
公平・公正性の向上

目指しています。また，スポーツ立国戦略において，生涯ス

❸p.115 を参照。

ポーツ社会の実現，トップアスリートの育成・強化，人や団

10

れんけい

体などの連携，公平・公正性の向上，社会全体でスポーツを
き ばん

●p.137
現行：

資料２
資料

しんこう

支える基盤の整備を重点として，スポーツを振興しています
（資料②）
。

❷

スポーツ立国戦略のあらまし
１．人（する人，見る人，支える（育てる）人）の重視

◉基本的な考え方

スポーツは，国や人種，性別，障害の有無などに関わらず，

しんこう❶

スポーツの振興

しょうがい

②トップアスリートの育成・強化
①人生の各段階でスポーツに関わること
生涯にわたって楽しむことができるものです。
かくとく
と推進
のできる機会をつくる
・メダル獲得数の増加
ごろ

ヨーロッパでは，1970・競技に専念できる環境の整備
年頃 から，スポーツを行うことが
かんきょう

・生涯スポーツ社会の実現
じっ し
❶盛んにすること。
・スポーツ実施率の向上

目指す姿

❷

じゅうじつ

活動の充実
❷みんなのスポーツ（スポー

って大切であるという考えが広まっていきました。現在では，

ロッパ・みんなのスポーツ憲

④スポーツ界における
生活の中でより楽しまれ，尊重される文化としてスポーツを

など
ツ・フォー・オール）
。「ヨー

公平・公正性の向上

しんこう

章」や，
「体育およびスポーツ

振興しようとしています。

に関する国際憲章」などに，

③スポーツ界に関わる
る

・ドーピング防止活動

❸

じゅうじつ

の充実
日本では，スポーツ基本法に基づいて，スポーツ基本計画

れんけい
い
この考えが示されています。

携
人や団体などの連携

10

しんこう

など

全ての人々の権利であり，スポーツを振興することが国にと

・学校体育・運動部

5

新たなスポーツ文化の確立

◉重点戦略
2

れんけい

２．スポーツ界や社会全体との連携の強化

など
ねんれい
・引退後のトップアスリートなどを
を定めています。そこでは，年
齢
や性別，障害の有無などを
き ばん
❸p.115 を参照。
⑤社会全体でスポーツを支える基盤の整備
地域の指導者として配置
れんけい

・学校と地域の連携を強化

問わず，人々が関心や適性などに応じてスポーツに参加でき
など
・スポーツへの関心を高める運動の展開 など
かんきょう

（文部科学省『スポーツ立国戦略』より作成）

る環境を整備することを基本的な課題として，さまざまな目
しんこう

各地方自治体では，それぞれのスポーツ振
興基本計画に基づいて，さまざまなス
標を設定してスポーツの推進に取り組み，スポーツ立国の実
かんきょう

ポーツ環境の整備を行っています。自分の住んでいる地域には，スポーツに関し

現を目指すこととしています（資料②）
。

し せつ

訂正後：

てどのような施設やサービス，イベントなどがあるか，知っているものをできる
資料

❷

スポーツ基本計画のあらまし
だけ多く挙げてみましょう。
ねんれい

スポーツを通じて
全ての人々が幸福で豊かな生活を
営むことができる社会
の創出を目指す
❶青少年が健全に育ち，他者との協同や公正さと
規律を重んじる社会

ちょうじゅ

適性などに応じて，スポーツに参加することができ
137
かんきょう

るスポーツ環境を整備

上記の課題を達成するための七つの課題
じゅうじつ

❶子供のスポーツ機会の充実
❷ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
かんきょう

❷健康で活力に満ちた長寿社会

❸住民が主体的に参加する地域のスポーツ環境の整備

❸地域の人々の主体的な協働により，深いきずな
で結ばれた一体感や活力がある地域社会
ほこ

❹国民が自国に誇りを持ち，経済的に発展し，活
力ある社会

しんらい

こうけん

年齢や性別，障害などを問わず，広く人々が関心や

❺平和と友好に貢献し，国際的に信頼され，尊敬
される国

❹国際競技力の向上
こうけん

❺国際交流・貢献の推進
❻スポーツ界の公平・公正性の向上
じゅんかん

❼スポーツ界の好循環の創出
（文部科学省『スポーツ基本計画』より作成）

各地方自治体では，それぞれの地方スポーツ推進計画に基づいて，さまざまなス
かんきょう

ポーツ環境の整備を行っています。自分の住んでいる地域には，スポーツに関し
し せつ

てどのような施設やサービス，イベントなどがあるか，知っているものをできる
だけ多く挙げてみましょう。

7

137

公平・公正性の向上

上記の課題を達成するための七つの課題
・ドーピング防止活動
じゅうじつ
じゅうじつ

の充実
❶子供のスポーツ機会の充実
など

れんけい
い

学研・教科の研究
携
人や団体などの連携

❶青少年が健全に育ち，他者との協同や公正さと
・引退後のトップアスリートなどを
規律を重んじる社会
地域の指導者として配置
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囲み

現行：

民族スポーツ

れんけい

ちょうじゅ
・学校と地域の連携を強化
など
❷健康で活力に満ちた長寿社会

の確立

④スポーツ界における
るスポーツ環境を整備

全ての人々が幸福で豊かな生活を
営むことができる社会
の創出を目指す
③スポーツ界に関わる
る

き ばん
❷ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

⑤社会全体でスポーツを支える基盤の整備

※訂正箇所に下線を引いています。

かんきょう
・スポーツへの関心を高める運動の展開 など
❸住民が主体的に参加する地域のスポーツ環境の整備

（文部科学省『スポーツ立国戦略』より作成）

❸地域の人々の主体的な協働により，深いきずな
つ

しんこう

⇨シュビンゲン
❹国際競技力の向上

各地方自治体では，それぞれのスポーツ振
興基本計画に基づいて，さまざまなス
で結ばれた一体感や活力がある地域社会
世界の各地域には，代々受け継
がれてき
（スイスの相撲）
かんきょう
ポーツ環境の整備を行っています。自分の住んでいる地域には，スポーツに関し
❺国際交流・貢献の推進
た体を動かす文化があります。これらは民
すもう

こうけん

ほこ

❹国民が自国に誇りを持ち，経済的に発展し，活
し せつ
おど

つな

設やサービス，イベントなどがあるか，知っているものをできる
力ある社会てどのような施
族スポーツと呼ばれ，踊
りや綱
引き，競い
❻スポーツ界の公平・公正性の向上
うば
だけ多く挙げてみましょう。
合い，奪
い合いといったものがあり，お祭
❺平和と友好に貢献し，国際的に信頼され，尊敬
しんらい

こうけん

じゅんかん

される国
りなどでよく見られます。いずれも地域の

❼スポーツ界の好循環の創出

生活文化と密着し，それぞれ独自に発展し

民族スポーツ

訂正後： て現在に至っています。

⇦シルム
（文部科学省『スポーツ基本計画』より作成）
かんこく

⇨シュビンゲン

つ

すもう

（韓国の相撲）
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わた
各地方自治体では，それぞれの地方スポーツ推進計画に基づいて，さまざまなス
世界の各地域には，代々受け継
がれてき
（スイスの相撲）
かんきょう
世界を見渡 しても，力や技の競い合い，
きょ
り
ポーツ環境の整備を行っています。自分の住んでいる地域には，スポーツに関し
た体を動かす文化があります。これらは民
速さや距離の競い合いがあちらこちらで行
おど し せつ
つな
はな
てどのような施
設やサービス，イベントなどがあるか，知っているものをできる
族スポーツと呼ばれ，踊
りや綱
引き，競い
われています。遠く離
れた国や地域で，同
うば
だけ多く挙げてみましょう。
合い，奪い合いといったものがあり，お祭
じような民族スポーツが行われていること
⇨ブフ
りなどでよく見られます。いずれも地域の
もあるのです。
（モンゴルの相撲）
⇦シルム
生活文化と密着し，それぞれ独自に発展し
すもう

すもう

かんこく

●p.144
現行：

すもう

（韓国の相撲）

て現在に至っています。
わた
用語の確認

137

世界を見渡 しても，力や技の競い合い，
きょ り

速さや距用語の確認
離の競い合いがあちらこちらで行
はな

しんこう

われています。遠く離
れた国や地域で，同
□ スポーツの文化的意義
□ スポーツ振興基本計画

□ オリンピック

じような民族スポーツが行われていること
□ オリンピズム
□ 国際的なスポーツ大会

□ メディアの発達

もあるのです。
□ 人々を結び付ける働き

⇨ブフ

すもう

（モンゴルの相撲）

知識の活用

訂正後：

現代生活におけるスポーツの文化的意義について，例を挙げて説明できる。
用語の確認
［p.136 〜 137］……………………………………………………………………
□ スポーツの文化的意義
□ スポーツ基本計画
□ オリンピック
国際的なスポーツ大会が果たす文化的な役割について，例を挙げて説明でき
□ オリンピズム
□ 国際的なスポーツ大会
□ メディアの発達
る。［p.138 〜 139］………………………………………………………………
□ 人々を結び付ける働き
人々を結び付けるスポーツの文化的な働きについて，例を挙げて説明できる。
［p.140 〜 141］……………………………………………………………………
知識の活用

※訂正に関わる語句の変更に応じて，索引（p.150）も訂正しております。紙幅の都合上，掲載しておりません。ご了承ください。

自分の生活への活用
現代生活におけるスポーツの文化的意義について，例を挙げて説明できる。

訂正とお詫び

［p.136 〜 137］……………………………………………………………………
国際的なスポーツ大会が果たす文化的な役割について，例を挙げて説明でき

『中学体育実技』282 ページ「なぎなた」の部位の
る。［p.138 〜 139］………………………………………………………………
名称の振り仮名に誤りがありました。お手数をおか
けいたしますが , 訂正のうえご指導いただけますよ
人々を結び付けるスポーツの文化的な働きについて，例を挙げて説明できる。
うお願いいたします。誠に申し訳ございません。
［p.140
〜 141］……………………………………………………………………
誤：柄部（つかぶ）
刃部（じんぶ）
正：柄部（えぶ）
刃部（はぶ）
正しくは , 右図のとおりです。
自分の生活への活用
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