
第 茸 部  

第1章 正課体育の授業研究と授業分析  

第1節 正課体育と授業研究   

本研究は，52年度からの継続研究正課体育のカリキュラム編成体制とその教育方法の改善に関  

する研究」の一部をなし，そのトータルシステムにおける授業研究に関する部分を受けもつもので  

ある。   

本章では，大学正課体育を科学的に追求し，教育内容，教育方法の改善をさぐろうとするもので  

ある。特に，本研究では，授業分析とその研究手法の開発研究が取り上げられている。  

§一 研究の基本的方向  

（l）正課体育の研究と方法   

正課体育の研究は．次の三つの間によって成立する。すなわち，（1）正課体育とは何か，（2）正課体  

育はどうあるべきか，（3）正課体育をどう行なうかである。  

（1）の間に立つ研究は，正課体育の事実を歴史的，実証的に明らかにすることによって正課体育の  

実態を認識しようとするものである。  

（2）の問に立つ研究は．（1）の反省に立ち，基本的に正課体育のあるべき姿を探究することを目的と  

する。あるべき姿は，正課体育の理念を批判の対象として，求められる。  

（3）の問に立つ研究は，正課体育の理念を具体化することを目的とする。すなわち，正課体育の指  

導内容，指導方法，評価などについて具体的な改善の方途をさぐる研究であり，狭義な意味での授  

業研究とよばれるところのものである。  

（1ト（31のそれぞれのテーマは，相互に独立しているものでなく，正課体育についての授業研究は，  

そのあるべき姿の検証という役割を果たすことが期待される。したがって，実践的な反省としての  

授業分析を含みながら，それは同時に，大学体育がいま成立している状況の認識だけに終らずに，  

大学体育が歴史的に成立して釆た構造的経緯をも反省させることになるだろう。   

本来，大学正課体育のあるべき姿は，その事実の歴史的，実践的認識を基盤とLて求められるべ  

きものであり，それは実践によって批判されるべきものであるといえるだろう。Lたがって，批判  

的な事実認識は，その観点の反省とそれによる事実のとらえ直しを含むことになる。  

は）授業研究と正課体育の関係   

このように正課体育の研究は，三つのテーマが密接に相互依存L合いながら関係するという構造  

の中でなされるものである。したがって，正課体育研究を全体的構造とする中で授業研究は位置づ  

く。授業研究に取り込むべき内容は，狭義には次の二つの研究方法によって方向づけられる。すな  

わち，その一つは，「何を教えるか」の問題，つまりカリキュラムに関する問題と，「どう教えるか」  

の問題，つまり教授・学習方法の問題に関する二つの研究である。  
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ところで，授業研究ほ具体的な指導内容・方法の改善に向けてなされるものであるから授業実践  

が，そのまま研究のプロセスになると考えることができる。したがって，期待される研究成果の1  

つの課題として，どれだけ多くの教官の参加を得て，研究体制を確立するか，ということが揚げら  

れるであろう。  

§2 授業研究と操業分析  

（‖ 授業分析研究   

授業分析研究は，研究対象となる第1次資料つまり授業を考察可能な第2次資料にまで翻訳Lな  

おす方法の開発について行なわれる。第1次資料から第2次資料への「抽出と記号化」の過程には，  

当然「授業観察」が挿入される。したがって，授業分析研究は，授業観察システムの開発と，それ  

によって得られた第2次資料の作成・考察からなるといえる。  

（2）授業分析のための観察法   

授業分析のための観察法‘こついては，1975年ラーリー・ロック（hrry L光ke）が「教授の科  

学を発展させるようなデータ収集のために，組織的な観察法の開発が必要である」1）と指摘している。  

このように教授の科学を成立させるために必要だと考えられる組織的観察法は，帰納法と演繹法の  

二つに分類され岩。帰納法は，一連の観察が終った後に授業分析の方式が具体化され，解釈される。  

これに対して，演繹法は，ある観念に基づいて観察法（分析の方式）が臭休化され，収集された第  

2次資料が解釈される。ただし，演繹法の大部分は，帰納法的過程を踏んだ後で，その結果設計さ  

れる。また，記録や解釈の能率は，帰納法に比して，演繹法においてはるかに高いことが報告され  

ている警  

（3）本年度の課題   

本研究の主要な目的は，組織的な授業分析を含む授業研究であり，特に演繹的なシステム観察法  

の開発に焦点がある。その主要目的は，授業分析の視点の設定と，それによって行なわれる観察法  

の開発によって多くが達成されるだろう。したがって．本研究における本年度の課題は，授業分析  

の視点になるモデルの設計と，システム観察法に至る方向性の模索に設定された。このような2つ  

の課題を解決するために幾つかの予備研究が行なわれた。第2節の坂田らの報告，第3節の高森ら  

の報告，第4節の阿部らの解釈モデルの模索は，その一部をなす。   

授業分析のための演繹的モデルを作成するための糸口は，坂田ら，高森らの調査の結果から与え  

られた。阿部らの報告は，それを受けて，演繹的モデルに至るまでの授業分析の視点の一つを，心  

理学的分析に求めるところで終っている。  

§3 研究の経緯  

（1）授業研究の視点を設定する。   

正課体育の授業研究は，昭和54年度に，ワーキング・グルー70がつくられ，準備的な検討会を兼  
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ねた勉強会から始められた。具体的な研究活動に移されるまでのかなりの期間は，基本的な問題の  

研究討議に当てられている。ここでは，授業分析の内容と方法のコンセプト・イメ「ジが論議された。   

当初，討議の内容は，研究の具体化を図るために，その基盤となるべき正課体育（大学体育）の  

現状認識（事実認識）を，どのような視点から行なうかにあった。体育の授業を構成している複雑  

な要因とその問題が提起され 特に教師が「教授したいもの」と学習者が「学習したいもの」との  

距離をどのように教官が認知していくかが検討された。   

その結果，これまでの体育の理念と，それによるといわれる教授内容を，学習者のパフォーマン  

スと繋いで評価・判定していく一つのプロセスを，まず疑ってかかるということで，授業研究の方  

向が設定された。   

したがって，この方向の上では，これまでのいかなる体育の理念も，その教授内容も方法も，す  

べて等しく批判の対象にされたことになる。  

（2）制度である体育が学習者を抑圧する問題   

批判の視点は次の三つの疑問に集約される。伝承されるべきだと認知されている、身体運動文化、  

を短絡的に「価値あるものだから」と見すぎてはいないか。体育の教授・学習活動が，単に「プラ  

スの価値の側」だけから展開されてはしないか。こうした二つの態度によって．学習者は，体育宿  

動から疎外されている部分はないか。これらの疑問が，討議の中から浮かび上がり，さらに，ドゥル  

ーズ・ガタリ流の次のような疑問にまで高められた。つまり「文化は．それが全体的なものである  

4） ことによって，すでに制度である。制度は，制度であるが故に人を抑圧する」のではないか。   
体育の教授・学習は，その「プラス価値」を求めて行なわれる。それは，その意味において，「プ  

ラス価値」を求めてなされるべきだ，と読むことができる。Lかし，それでただちに，体育の教授・  

学習の結果するところのものが，「プラスの価値」のみを持つものだとはいえない。体育の教授・  

学習において現象している結果は，功罪を共にするものであるかもしれない。すなわち，文化であ  

り，制度である体育は，一方でその「プラス価値」において評価されるものでありながら，その一  

方必ずや，その指導者及び学習者を抑圧しているのではないか。その抑圧は，ある時には，プラス  

の価値性に向かって克服されるべきバリアーであり，ある時には克服できない「マイナスの体験」  

となるのではないか，‥・…と考えられたのである。   

体育の授業は「マイナスの体験」をLたことのある指導者と，「マイナスの体験」をしつつある学  

習者の関係，あるいは，「マイナスの体験」をしたことのある学習者との関係において成立している。  

「マイナス」であることが，どのようなパラメータによって認識されるものであるかは重大な問題  

である軋 いまは一応，抑圧の状態にあることを「マイナス」とだけ仮りに定めておきたい。  

（3）授業実践と授業分析   

このように，現象学的な立場に立って，これまでの体育授業をみつめ直すとき，その教授内容が  

単に文化の側だけから設定されるのでなく，個人の側からも要請されるものでなければならないこ  

とが予測された。  
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つまり，大学における正課体育に参加している学生には，すでに過去になにがしかの体育の体験  

があり，彼らの感じる体育へのある認識と感情とがセットされていると見なければならないわけで  

ある。「プラス，マイナスの体験」によってセットされた認識と感情こそが，大学体育を受講する学  

生の動機を方向づけているのであれば，そのセットされたものを，より良い方向へ変えていく個人  

的な要請に大きな意味が出てくるのは当然である。   

そこで，本研究では，「学生の1eaming behavior が，教育的situationの改良によって改善さ  

れる」という仮説を立てた。こうした考えは，身体運動文化の例から要請される教材性と学習成果  

が対照的に評価されるだけでなく，個人の体育的体験をどのように改善していくかを重要な授業実  

践の課題にLていくことを意味している。こうして，授業実践の場が，そのまま，授業の重要な分  

析の場になること，そこから得られた資料こそ，体育の授業実践のための授業内容を決めるもので  

あることが確認された。  

（4）本研究における授業分析の課題   

以上の研究討議から，本研究の授業分析の課題は，次のように設定される。すなわち，授業にお  

ける学習活動に，どのような過去の体験が投影されているかを把握すること，そのような過去の体  

験をどのように把握するか，方法的な開発をいかにやるか，の二つが問題として固められた。   

過去の体験の投影は，体育へ参加する動機を規定し，その活動をも規定するだろう。このような  

過去の体験は，あるいはすでに無意識なものになっているかもLれない。しかし，幸いに，体育は  

身体を対象とする教育であり，身体は無意識を探究する最も適した手がかりである。クロード・プ  

ジャード・ルノーは，体育に関係する教育心理学について，次のように指摘している。「これまで心  

理学は，身体を除外して釆ていた。しかL，体育もまた身体を運動という形を通してしか扱って釆  

ていない。体育教師は，身体に働きかけることによって，いずれは無意識に触れねばならない危険  

を無視Lてきている。身体を手がかりとして，個人的生活構造の中で占める運動の意義，身体が媒  

介する転移症状，身体による象徴的言語，体育，スポーツのもつ，プラス，マイナスの抑制作用が  
5）  

明らかにされなければならないと．している。」   

このようなルノーの指摘を受けて，本研究は，授業分析の視点を≪身体を手がかりとした無意識  

の観察≫に設定したとも換言できる。  

第2節 体育授業場面の解析と授業を構成する要素   

§1授業場面を諾成する要素を求めて   

われわれは，授業分析に先立って休育授業の場面が，どのような観察可能な諸要素の関係から成  

立Lているかを把握したい。そこで，授業を次のように想定してみた。つまり，授業とは「教師と  

学生，学生と学生」が体育の目的を達成するために，教材を過して相互作用し合いながら“相対的に  
¢】  

永続的な行動の変容を求めて〝展開されるものである，と   

このような“授業〝あるいは≠学習の場〝は．一般に，教晩 学習者，教材の諸関係として把握  
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されている。われわれの阻心軋 大学正課体育の授業場面に現象しているものが，どのような諸関  

係であり，それらの諸関係がどのように評価可能であるか，ということにある。  

§2 授業を講成する要素の予備調査   

まず，われわれは，体育の授業にどのような諸関係の類型が現象していたのかを知るために，学  

生が授業に参加してくる「構え」について予備資料を求めた。調査は，学生の授業選択の理由を，  

その種目の印象を語るという形で，自由記述してもらう方法で行なわれた。   

以下は，本学における共通体育≠水泳〟の受講生のあるクラスで採集されたレポートの抜粋である。  

記述に際しては，≠私の水の経験の印象と「水泳」種目選択の理由〝の題が提出された。  

〔事例1）   

泳ぎを経験したのは，小学校5・6年の3－4か月だけであるから。 （HS・女）  

【事例 2〕   

水遊びは，プールがなく，主に川での経験しかない。川での水遊びは，やすや網での魚獲りが主  

であったが，そのために深みにはまって溺れかけたり，ガラスで足を切ったりする危険がついてま  

わった。LかL，遊びは楽しく．食べた魚の昧も忘れられないが，泳ぎは自己流であった。そこ  

で機会を得て，近代的な水泳も身につけたいから。 （SO・男）   

〔事例 3〕   

水泳部に所属Lていたから，泳ぎは上手い。しかL，水中では，身休の自由が効かない，音が聞  

こえない，しゃべれない，などのために．恐怖さえ感じていた。そのような水に対する嫌悪感をと  

り払いたいから。 （MK・女）   

〔事例 4〕   

自我の覚醒期と水泳競技部での生活が同じ時期であった。それで毎日の練習の中で．人生哲学を  

得たように思う。水泳は，人生の教訓を与えてくれると思うから。 （KT・女）  

〔事例 5〕   

小学校1圧時の Ⅶ溺れた〝 という体験が，以後の生活で水への興味を失わせていた。こうした失  

敗からの単純な逃避は，種の甘えに通じるかもしれない。そうした自分の甘えを克服するために  

も，水泳を覚えたい。   （TS・女）   

以上の予備調査の結果から，受講生の動機が非常に多様であることが知られた。しかもその動機  

の背景に，何がしかの不安要素が介在Lているという考察がなされる。事例1からは，泳げないこ  

とへの不安， つまり充分泳いだと実感していないことへの不安，泳ぐということで，ある社会的存  

在としての自分がアベレイジでないことへの不安が読みとれる。事例2では，我流であるというこ  

とによる汎社会性を欠いたことに対する莫然とした不安。事例3では，水中で自己の空間的定位を  

壌失することへの不安。事例4では，頑張っている自分をいつも何ものかで確認していなければな  

らない不安。事例5では自己の性格に対する不安・・‥・・などがあげられるだろう。   

こうLた考察は，授業における教師，学習者，教材間の諸関係が、不安〝 という概念から評価で  

きるという可能性を示唆している。  
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§3 授業分析の観察対象としての不安   

前項め仮説は，授業が、不安〝を媒介項として分析可能であることを示唆Lている。エビスタイ  

7） ン（Epstein，S）は「12人の不安研究の立場から集約Lた不安喚起の条件として，認知的調和の欠如，  
8〉 および，対処反応の欠如があげられる」としており，教師や学習者の示す不安状況が，教材への理  
解不足，教授方法の未熟さ，対人関係の欠如などを窺わせる有効な視点であることを予感させる。   

また，スピルパーカー（Spiellberger）によれば，「不安状態の喚起は，個人によって危険あるい  

は脅威的であると知覚された外的あるいは内的な刺激によって始まる時間的順序を持った事象の系  
・り  

列あるいは過程を含んでいる」という。さらに今日は，「特定の刺激や事態を脅威的と評価するか  

どうかは，個人の不安特性の水準や事態に固有の客観的な危険以外に，個人の適性，能力，過去経  
l、〉  

験などによって決まる」として，不安が過去の経験，つまり，過去に受けた体育の授業での経験に  

起因する可能性を示唆している。   

しかし，不安は潜在的な不安特性をも含むので実際の調査に当っては「あなたは何が不安か」と  

問うことが不可能であり，技術的な問題から「学習者がそれまでに経験Lた，体育・スポーツ場面  

での挫折体験，葛藤，失敗」を「マイナス体験」と呼び，それらを調査することで「不安」を読む  

ことにした。  

「過去の体育におけるマイナス体験」についての自由記述レポートの一つは次のように善かれて  

いる。「ぼくは，水泳ができなかった。小学校では，先生に無理にプールの中へ飛げ込まれた。そ  

れが毎日続き，水恐怖症になった。毎年夏のくるのがいやだった。Lかも泳げないのを友達に馬鹿  

にされ，泣きたくなるような毎日だった。」（彼はその後，講習会に参加し，泳げるようになり，水  

泳嫌いを克服している。）   

このように．不安は，「不安に圧倒されている人にとっては，心理的な平衡失調状態にいるわけ  
11）  

で，行動は全面的に，あるいは部分的に不利な影響をうける。」ばかりでなく，「学習の高次の脳の  

働きを必要とする多くの活動は，たいてい不安のような強い情動によって抑圧されたり，遅滞させ  
ぃ  

られたり，さもなければ，不利に影響させられたりする。」ことになる。体育の授業で受けたマイナ  

ス体験は，高森らのところで傾向が，阿部らのところで，その詳しい内容が報告されるだろう。   

§4 不安を観察するための体育的視点   

不安状況が学習にマイナス的な阻害因子として働くならば，体育教師は学習者の不安を含めた心  

的状況にもっと注目しなければならないだろう。波多野も心的状況の一つともいえる感情に注目して，  

次のように述べている。つまり，「認識は行動，行為あるいは運動を行なうほじめであるが，感情  

が行動への起爆力の役割を果たしている。これは，赤ん坊のときのごく初歩的反射から，高等な精  

Ill 神作用までを通じて共通の特色である」と。   
そこで，われわれは，授業研究の方向を次のような仮説の下に設定できるであろう。すなわち，  

「授業場面のある一面ほ，教師・学習者・教材がⅦ不安状況〝を媒介にした諸関係によって構成さ  

れている。このような不安状況が解除・克服されることがよい授業の一つの要素になる」。   

Lたがって，不安を観察する視点を，次のように仮りに設定してみよう。  
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（対人関係論的視点）：R．D．レイン（R D．hing）は，「ある人が，他者の経験を研究する場合，  

直接的には他者についての自分自身の経験を覚知しうるに過ぎない。彼は同一の世界についての他  

14） 人の経験の直接的覚知を持つことばできない」としている。しかし，一般には，他者の経験を同一  
に，しかも直接的に覚知していると錯覚していることが多い。このような錯覚が，人格と人格を相  

互分離させ．行動の不調和を増大させる。そして，それが不安状況を悪化させる原因になる。教師  

と学習者，学習者同士の葛藤は，このような誤解によるものの多いことに注目しなければならない  

だろう。  

〔学習者の過去の経験の調査〕：スピルバーガ【によれば，「不安情況ほ一旦刺激が脅威的だと評  

定されると，不安状態の反応が惹起される。この反応の強さは個人に対して事態がもっている脅威  

の量に正比例し，さらに不安状態の持続時間は，喚起刺激の持続と，個人が過去において類似の状  
迩）  

況をいかに処理して釆たかという過去経験に依存Lている」という。教師に対する学習者の，学習  

者に対する教師の，ある学習者に対する他の学習者の理解の欠如，特にパソロジかレな体弓削こ対す  

る認知の欠如は，相互の共感的理解を欠き，不安状況が形成される可能性を大きく持つだろう。  

【個人において特異な課題性〕：授業は，皆個人的な病跡を異にする者からなる異質集団と考えら  

れる。そこでは，適性処遇による交互作用効果を上げることは難しい。そのようなことがひとりの  

教師によってなされることは一層難Lいだろう。学習の課題性はむしろ個人において特異的である  

柑【 といえる。したがって集団指導の中で，“一次的過剰刺激■のために不安を喚起される者もあれば，  
刺激不足で不満になるものもでてくる。それらは分析のための観察の対象になるだろう。  

〔体育・スポーツ活動が前提としてもつ危険性の問題〕：体育・スポーツ活動を行なう者は，それ  

らが予め．危険を含むものだということを知っていなければいけない（危険引受の原則）といわれ  

ている。そのような危険を克服していく過程が，体育・スポーツ活動といえるだろう。しかし，そ  

のことは，一方で，危険性に対する不安状況が常に介在していることに注目しなければならないだ  

ろう。ラザルス（Lazams，R．S．）は「人間は評価する生きものであるということから出発している。  

この認知に基づく分析の核になるのは，このように人間が所与の事態を把握し，解釈する方法なの  
Ⅳ〉  

である。評定ということばを環境事態と情動反応の間を媒介する認知過程を表わすために選んだ」  

といっている。われわれは，われわれにカロえられた刺激に「その状態が自分にとって危険があるか．  
鳩）  

あるいは脅威的なものかを評定し，脅威的であれば，不安状態の反応が惹き起される」のだろう。   

こうした視点からなる授業研究のためには．今後，精神分析学的，臨床心理学的，応用心理学的，  

社会心理学的，大脳生理学的な諸関連領域の手法を援用し，活用していくことが，課題になるだろ  

う。特に前節で小原らが指摘したことと考え合せるなら，このような不安が，あるいは無意識過程  

を形成しているかもしれない。このように体育の授業実践に対してマイナスの要因として働くとこ  

ろのものは，病跡的データとして求められなければならないだろう。病跡的データは，学習者がそ  

の生育・生活・運動の中で，どのような対人関係に影響されて釆たかを明らかにしてくれる。   

それでは，どのようなデータを集めればよいのか。次節では，その基礎資料となる情況調査が行  

なわれる。  
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第さ節 体育授業場面での不安情況の解析  

§1 研究概要   

大学正課体育のライフタイム・スポーツとしての一つの位置付けは，小・中・高校での体育・ス  

ポーツ活動を背景として，より豊かな体育・スポーツ文化に触れさせる機会に寄与することであろ  

う。  

筑波大生の体育・スポーツに対する態度の調査では，体育・スポーツが「好き」と答えた者が70  
βl  

～75％を占め，自己の運動技能評価も50％以上の者が人並み以上であると評価している。   

現代は，不安の時代とも言われている。「不安」は心理学，哲学，宗教などの分野では，人間の  

心の深層部における何か不明なものに対する個人的体験としてとらえており，また．社会学では，  

社会構造の中に不安生起の条件を見い出そうと試みている。例えばホルネイ（KHomey）も「フラストレーショ  
lり  

ンが，対人関係のある価値や様式を脅かすときのみ不安という結果を導く」といい，対人関係と不  

安との間に強い関連性のあることを指摘している。   

一方，アメリカの学習理論の一派では，不安は，人間を行為に駆り立てる主要な衝動だと考えて  

いるが，バーガー（FrankM．Berger）は臨床的な観点から，不安は効果的な行為を崩壊させるも  
21）  

のだという。   

ここではバーガーの立場に立って，筑波大の正課体育をながめると，前述のデータとは違って，  

屈筋優位な姿勢，運動嫌い，集団回避などがみられ，これらの諸問題は，ある種の不安から生じて  

いるように思われる。   

不安の測定方法の一つは，内面的経験をとらえようとする内省法であり，他の一つは，落ちつき  

がない，いらいらする，手の平が汗ばんでくる，手足が震えるなどの，ある種の行動パターンとし  

て知覚しうる観察法である。   

本研究では学生に大きな影響を及ぼしている小・中・高校時代の多様な体育・スポーツ体験のう  

ち，体育の効果として期待されたものに反して，しばしばそれの随伴現象として生ずる不安，恥な  

どの感情や．教師の持っスポーツ文化を抑圧として感じたことなどをマイナス体験として記述させ，  

「1eaning behavionが教育的situation の改良によって改善される」という仮説のもとに，資料  

を解析L，その結果を指導の一助に供しようとするものである。   

§2 研究手法   

休育・スポーツ場面で，「非常に嫌だったこと」「不愉快に感じたこと」「運動欲求や意欲を著  

しく阻害されたこと」「押しつけがましいと受けとめた体験」などを，主体に関わる要因（怪我，  

苦痛，恐侃 不安，失敗，恥 みじめさ，制度的押しつけ，人間不信）と客体に関わる条件（教師，  

友人，学習内容，学習過程，施設用具，評価）とを考慮L，それらの体験が生起した情況を文章に  

よって記述させる予備調査を行なった。その結果では，マイナス体験は，教師対生徒，生徒対生徒  

の対人関係から生じた抑圧が大部分であり，単なる主体と客体との関係では，マイナス体験を分類  

することが不可能であることが明らかにされた。  
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そこで本調査では，マイナス体験をできるだけ詳しく，感じたままに記述させ，その結果を，調  

査者によって対教師，対友人，対先輩の関係枠を設けて分類した。  

調査対象者は筑波大学正課体育13コマ註）開講中の4コマの学生で，1年生394名，2年生，  

231名，計625名；男子430名，女子195名である。】コマ平均Lて12種目開講されているなかの  

バスケット，ラグビー，バドミントン，水泳，体操トレーニング，陸上運動，オリエンテーリング，  

サイクリングの8種目である。   

註）1学群1学年に1コマが開設されている。但し医学と芸術は1緒にして2学年で1コマであり，体育学  

群は含まれない。  

§3 マイナス体験者数  
表25 マイナス体験者数  

種  目  性別  受講者数  提出者  ％  マイナス 体験者   
％  ‾アイナス 体験数  1人平均   

男   69   61   88．41   29   47．54   32   1．10  

バスケ ット                   女   20   19   95．00   12   63．16   20   1．67  

全体  89   80   89．89  41   51，25   52   1．27   

男  76   56   73．68  47   83．93   64   1．36  

ラ グ ビ ー  女  
全体                  76   56   73．68  47   83．93   64   1．36   

男   83   39   46．99  28   71．79   36   1．29  

バドミ ントン                   女   43   31   72．09  26   83．87   36   1．38  

全体  126   70   55．56  54   77．14   72   1．33   

男   61   33   54．10  25   75．76   34   1．36  

水  泳                   女   35   14   40．00   78．57   16   1．45  

全体  96   47   48．96  36   76．60   50   1．39   

男   体 操  女   
77   30   38．96  24   80．00   36   1．50  

トレーニング  79   49   62．03  42   85．71   65   1．55  

全体  156   79   50．64  66   83．54  101   1．53   

男   22   20   90．91   16   80．00   18   1．13  

陸 上 運 動                   女   5   5  ユ00．00   4   80．00   2．75  

全体  27   25   92．59  20   80．00   29   1．45   

男   14   7   50．00   6   85．71   14   2．33  

OL  女   8   3   37．50   3  100．00   7   2．33  

全体  22   10   45．45   9   90，00   2．33   

男  28  6  21．43  5  83．33  7  1．40  

サイクリング   女  5  2  40．00  

全体    33  8  24．24  5  62．50  7  1，40   

男  430   251   58．37  180   71．71  241   1．34  

To t al                   女  195   124   63．59   98   79．03  155   1，58  

全体  625   375   60．00  278   74，13  396   1．42   
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表25に示されたように，過去に体育・スポーツ場面でマイナス体験を経験した者は，レポート提  

出者中の74．13％にも上っている。マイナス体験数396件，1人平均して1▲42件である。男女間に  

は大きな差はないが，種目間にやや差がみられ，オリエンテーリング，ラグビー，体操トレーニン  

グ，陸上運動に多く，バスケットは特に少ない，そのなかでも男子は50％にみたない者がマイナス  

体験をしている。  

§4 学校期別のマイナス体験とその内容  

蓑26 学校期別マイナス体験  



表26より，マイナス体験は教師に関わるものが多く，約70％を占める。次いで友人，先輩，その  

他である。   

内容で多いのは，教師の指導法に関するので，男女合わせて149件（37．63％）である。次いで  

友人の態度（15．66％），教師の指導力（8．59％），友人の協調性（7＿32％），教師の評価（6．57％ノ  

教師の態度（5．56％）の順に多い。   

小学校期では，教師の指導法が約50％を占め．次いで友人の態度，教師の評価であるが，教師の  

指導法以外では男女間でやや違った傾向が見られる。男子は「友人の冷やかし」「下手なことを笑わ  

れ恥かしい思いをした」「遅いことを野次られた」等の友人の態度に関するものが多いの軋 女子は  

「いつも同じ評価」「努力を評価してくれない」等教師の評価に関するものが高率を示した。   

中学・高校では，教師の指導法ははぼ同じ件数だが，全体の割合は減少している。教師の指導法  

について，小・中・高と比較するとその内容ではやや違っており，小学校では「できない者の例を  

皆の前でやらされ，完全にその種目が嫌いになった」「できるまで教室に入れてもらえない」「下手  

な者には指導してもらえず，ますます上手な者と差がつく」等，技能の優劣に関することで恥ずかし  

い体験をさせられたことが多くなっている。以上の事をモデル化すると，教材と生徒の間に生じた  

不成功感が，（1注徒対教師，（2吐徒対生徒の関係での葛藤を引き起こし，その葛藤がマイナス体験  

として認識されている。   

中学校では「計画通りの進行で，下手な者が練習する時間がない」r良く指導もされないのに，  

できない私をどなる」等の挫折感が多い。   

高校では「技術の押し売りみたいで，楽しさがない」「トレーニングが多く，ゲームがほんの少し」  

「同一種目ばかり」等，楽しさの乏しい授業に対する批判が多い。   

これらの内容は，生徒の期待する教師像の違いによるものとも思われる。すなわち，小学校では，  

教師は自分を受け入れ，注目し，保護し，励ましてくれる人として。中学校では，親切さや，理解  

を示す人として。高校では．興味のない授業だがしかたなくつき合っている人として把え，自分の  

抱いていた教師像との遠いでマイナス体験をしている。   

教師の指導九 友人の協調性についてのマイナス体験は，中学・高校と増加している。前者は教  

師を批判する能力が身についてきて，授業で自分の専門種目以外は，生徒にまかせっきりの教師に  

対する失望や，クラブ活動の指導を全くしてくれない顧門教師に対する批判である。後者は授業の  

教材として，チームゲームが多くなってくる関係上，チームゲームでの自分のミスで，チームに迷  

惑をかけたり，勝つことが主眼となり，劣っている者はのけ者扱いされたりしたことで，チームゲ  

ームそのものまで嫌いになっていることなどによるものである。   

中学・高校でのマイナス体験をモデル化すると，小学校に比べて，生徒対生徒の関係での不成功  

感から生じる葛藤や，生徒対教師の関係での不成功感から生じる葛藤でのマイナス体験が多い。  
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§5 マイナス体験の現在への影響  

図23 現在まで影響を及ぼしているマイナス休験 （人）  

教師の指導法   

友人の態度   

教師の言葉   

教師の評価   

友人の協調性   

教師の態度   

事故・けが等   

教師の指導力   

教師の暴力   

友人の暴力   

友人の言葉   

先輩の態度  

教師の   
えこひいき  

先輩の指導力   

先輩の言葉   

図23は，過去のマイナス体験が，現在も病跡となって，体育・スポーツ活動に影響を及ぼしてい  

るものの割合を示したものである。教師の指導法に関するものは，マイナス体験が病跡となって残  

るものが多い。このうち特に「できなくて，恥をかいた種目は，自分の不得意種目として見るのも  

嫌いになった」「泳げないのにプールに突き落とされたことが，水を見ることさえ恐怖を抱くよう  

になった」「能力別のチームを編成しないため，いつも下手な自分はミスLないようにビクビクし，  

ゲームを楽しむどころか，チームゲ⊥ムそのものさえ嫌いになった」等の病跡が多く見られる。   

次いで友人の態度であるが，旭以上の者が，これを病跡として残している。特に「できないこと  

をはやしたてられ，二度とするのが嫌いになった」「自分でも失敗だと思っていた未熟なプレーを笑  

われ，ますますいやになった」「チームの成績をあげるには，自分がプレーをしない方がよいので  

はないかと思い，やらなくなる」等の病跡を持つ者は，完全に現在も，正課体育のチームゲーム種  

目の選択を避けるようになっている。   

教師の言葉は，約半数の者が病跡として残しており，教師として，何げなく発した言葉が深く個  

－76   



人のパーソナリティまで傷つけることや，暴言が，教師像やひいては本人の体育放さえ歪めている。   

教師の評価については，先天的な能力のみで評価がなされ 授業では努力が強調されながら，努  

力が認められていないことに不満をもち，その結果あきらめた気持で現在も授業に臨んでいる者が多  

い。   

友人の強調性については，中学・高校におけるクラブ活動での，人間関係の挫折感や，チームゲ  

ームで，自分のミスが恐くてチームゲームになじめず，チームゲームが嫌いになるといった例が多  

く，友人の態度でのケースと同様，正課体育での種目選択に強い影響を与えている。  

§6 種目選択とマイナス体験註）  

註）現在受講している種目で，どのようなマイナス体験が多いかを明らかにし，そのマイナス体験が種目選択   

へ及ばす影響を明らかにしようとした。  

衷27 種目選択とマイナス体験  

ー77一   



マイナス体験がない者は，衰27よりバスケット男子に多く，32人（52・56％）◆である。種目特性  

としても運動量が多い種目であることから，比較的運動が好きな者か受講Lていると思われる。   

現在の受講者の過去のマイナス体験の種目ごとの特徴をあげると，バスケットの男子には，教師  

の指導力，教師の暴力でのマイナス体験者が多い。このことは，マイナス体験が少なくて，運動の  

好きなものが受講していることと合せて考えると，クラブ活動での問題であると思われ，その場で  

の教師の指導力の不足や，暴力的なしこ’きなどによるマイナス体験と思われる。   

ラグビーは，特徴的なものがない代りに，多くの内容でマイナス体験をしており，中でも先輩の  

指導力による問題が他に比べて多い。これはクラブ活動で専門の顧門教師がいなくて，学生の自主  

活動が展開され，先輩の指導がそこで行きとどかなかった理由によるものと思われる。   

バドミントンは，男子は友人の態度，教師の暴力にマイナス体験が多く，女子は教師の態度，教  

師の評価，友人の態度に多いことは，チームゲームでのマイナス体験が，種目選択に影響を及ぼし，  

対人的な種目選択になっていると思われる。   

水泳男子では，比較的教師の指導法にマイナス体験が少なく，教師の言葉や，教師の指導力でマ  

イナス体験が多い。また男女共に，事故やけがによるマイナス体験が多い。   

体操トレーニングでは，男子は教師の評価で，女子ほ友人の協調性で，そLて男女共友人の態度  

でのマイナス体験が多い。このことは第3節§4に明らかにしたモデルの，チーム評価の達成不成  

功感によるマイナス体験が多く，チームゲームを避けて，個人種目を選択させていると思われる。   

陸上運動では，男女共教師の指導法でのマイナス体験は少なく，教師の指導力でのマイナス体験  

が多い。特に女子では45．45％を占めている。また男女共友人の協調性でのマイナス体験が多いこ  

とは，種目選択に影響Lていると思われる。   

オリエンテーリングでも，友人の態度にマイナス体験が多い。   

以上のことから，友人に関わるマイナス体験は，バドミントン，水泳，体操トレーニング，陸上  

運動，オリエンテーリング，サイクリング等の個人種目に多い。このことは，種目選択にマイナス  

体験が大きな影響を与えているものと思われる。   

§7 学校期別のマイナス体験の種目（教 材）註）  

註） 学校期別に特徴的マイナス体験の種目があるかを明らかにしようとし，マイナス体験をした種目を分短  

した。   

全体で，マイナス体験の多い種目は，器械運動，水泳，球技全般．バスケットボール，陸上（短  
22） 

距離）の順である。これは佐久本が福岡市内の小中・高校生に行なった仁好き嫌いの種目調査で，  

嫌いな種目のトップに男女共器械運動があげられたことと関係深く，技能の不成功感から，マイナ  

ス体験をし，その種目さえ嫌いになっていくことを暗示している。   

男子では，器械運動，水泳，球技全般，バスケットの順に多く，女子では，器械運動，創作ダン  

スが同数で，次いで陸上（短距離），水泳，球技全般，バスケットと続く。これは上記の佐久本の  

調査結果と男子は規似するが，女子では嫌いな種トlとマイナス体験とは一致していない。  
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表28 学校期別のマイナス体験の種目  

上段（数），下段（％）  

男  子  女  子  T  
O 

小   中   甘 凹  小計  小   中   凹  小計   T AL  
30   10   ‖   13   5   2   20  71  

器 械 運 動        51             50．00  19．23  15．28  27，72  40．63  10．64  4．76  16．53  23．29   
4   9   ユ0   5   17  26  

陸 上（短距離）  4  口          田       6．67  1．92  5．56  4．89  31．25  10．64  4．76  ユ4．05  8．52   
3   6   3   9  

陸 上（長距離）  2  ロ      ロ  ロ  口       3．33  1．92  4．17  3．26  3．ユ3  2．13  2．38  2．48  2．95   
水  8   7   31   4   5   12   43  

泳  16        田           26，67  15．38  9．72  16，85  9．38  8．5ユ  11，90  9．92  14．10   
球 技（全 般）  

8   9   17   3   8   12   29  
15．38  12．50  9．24  3．13  6．38  19．05  9．92  9．51   

バ レ ー ボー ル  6   
4   10   5   5   田  21  

11．54  5．56  5．43  

バスケット   2   7   6  15   2   5  5   12   27   
（ポートポールも）  3．33  13．46  8．33   8．15  6．25  10．64  11．90  9，92  8．85   

サ ッ  カ  ー  3   4   7   8  

5．77  5．56  3．80  3．13  0．83  2．62   

ラ グ ビ ー  4  5  5  

1．92   5．56   2．72  1．64   

ハ ン ド ボ ー ル  2  2  3  

2．78   1．09  2．38   

2   4   13  
6 野球（ソフト含）10．00       四  2．38  0．83  4．26   

柔  道   4  5  5  

1．92    5．56   2．72  1■．64   

剣  道  ユ  5  6  6  

1．92   6．94   3．26  1．97   

創 作 ダ ン ス  9  20  20  

19．15   

テニス（硬・炊）  
2   3   5  7  

3，85  4．17  2．72  14．89  7  12              5．79  
バ ド ミ ント ン  

1．92   

卓  球  3  3  4  

1．39  0．54  6．38  2．48    1．31   

弓  道  
2．38  

計   60  52   72  184   32   47  42】121   、305  

小学校期では，男子は器械運動，水泳，野球の順でマイナス体験が多く，女子は器械運動，陸上  

（短距離），水泳の順で多い。男女を比較すると男子は水泳が多く，女子は陸上（短距離）が多い。  
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小学校期でのマイナス体験の大部分は，「できる，できない」といった優劣のはっきりする種目で  

ある。   

中学，高校では，前述の佐久本の調査で，好きな種目のトップにある球技全般のマイナス休験が，  

男女共に多くなり・特に男子は中学から，女子は高校で多くなる0球技全般とバレ－，バスケット  

を合計すると男子の中学，女子の高校では40％以上にもなる。このことは，チームプレーとして，  

他人と一緒にプレーすることを好まないものが，この年代から多くなるのではないかと思われる。   

§8 選択権目別マイナス体験  

表29 種目別マイナス体験  
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表29は，現在選択している種目の学生が，どんな種目でマイナス体験をしてきたかを明らかにしよ  

ようとしたものである。   

特徴的な片寄りの見られるものをあげると，男子のバスケットでは，バスケットボールでのマイ  

ナス体験が多い。これは，クラブ活動中でのマイナス体験で，バスケット種目を嫌いになるような  

動機にほなっていない。   

女子のバスケットでは，創作ダンスにマイナス体験を持つものが多い。これは，活動要求の高い  

ものにとって．創作ダンスが教材として魅力がなく，つまらない授業だったこと（こよるのであろう。   

ラグビーでは，多くの種目でマイナス体験をしており，器械運動，バレー，サッカー，テニスが  

比較的多い。サッカー，バレーでのマイナス体験は，クラブ活動でのものであるから，種目の運動  

特性を考えると，比較的活動意欲は旺盛であるが，やや運動感覚の鈍い者がラグビーを選択してい  

るものと思われる。   

バドミントン女子でほ，創作ダンス（こマイナス休験が多いれ 内容的にはバスケットと異なり，  

チームでの創作活動での挫折が多い。このことは，種目選択に影響していると思われる。   

体操トレーニング男子では，器械運動，球技全般，水泳，陸上（短距離）でのマイナス体験が多  

く，器械運動，水泳，陸上（短距離）でのマイナス体験は，運動能力の劣る者が集まっていること  

を示唆し，球技全般でのマイナス体験は個人種目選択への影響となっているものと思われる。   

体操トレーニング女子では，他種目に比べてマイナス体験が多く，運動能力でやや劣る者が選択  

しているものと思われる。  

§9 ま  と  め  

以上の結果を要約すると，次のようである。  

（1）過去の体育・スポーツ場面でのマイナス体験者は，45％弱にも達し，そのうちの26．61％が  

病跡となって，大学生活での体育・スポーツに影響を及ぼしている。  

（2）マイナス体験は，教師との対人関係において多くみられる。  

（3）教師に関わるマイナス体験は，指導法に関するものが多く，それは特に小学校期において，  

教材の不成功感が，現実の教師の行動様式と生徒の期待した教師像とのズレに投影されたこ  

とによるものが多い。  

（4）教師の言葉，教師の態度，友人の態度，友人の協調性等は，病跡となって残る割合が高い。  

（5）チームゲームでの友人の態度，友人の協調性等でのマイナス体験は，個人種目の中でも，競  

争的でない種目を選択させるようにもなる。   

従来，教育（＝体育）は人間性を実現し，社会の進歩をもたらす活動として，疑う者もなく行わ  

れて釆たが，教師が生徒にとって良かれと思って行なった指導助言，叱咤激励も，マイナス休験と  

なり，ときには病跡となって運動嫌いや，体育嫌いを生み出している場合が多いし，無意識行動の  

拒否反応や恐怖さえ引き起こすこともある。   

教師は一斉指導のなかで，多様な個々人の反応を感知し，適切な指導を行わなければならない。そ  

のためには，技能の達成や技術のパフォーマンスに視点が置かれた指導ではなく，無意識下の不安情  
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況の身体的反応を感知する視点に立たなければならないと思われる。身体ほ無意識を探究する最も  

適した手がかりであるから，身体による象徴的な言語や抑制作用を明らかにする研究を，今後進め  

る必要がある。   

そして，その成果を得て，体育の授業場面から，可能なかぎり不安情況を取り除くことを意図L  

なければならないが，他面，むしろ優れた教師によって効果的な障壁が設定され，それを克服した  

生徒の，自己実現の素晴らしさに思いをいたすことも必要である。要するに，個々人の能力やその  

スポーツ経験の歴史を踏まえた，ケーススタディの指導が，正課体育では必要となるのである。  

第4節 授業分析と研究手法の開発  

§1授業分析のための視点の模索   

l，分析対象となる「授業」のプライマル・イメージ   

第3節における高森らの報告内容を「大胆に」モデル化して児童・生徒の挫折体験を「授業桟造」  

としてまとめてみる。このモデルは，次のように要約されるだろう。すなわち，小学校期において  

は（象徴的な意味でということであるが），挫折体験は，児童一教材・関係の中での不成功（で  

きなかった）の結果が自己評価を否定的なものにし，その劣等意識が児童十一教材・関係を悪化さ  

せる。また，悪化した児童一教材関係が，児童一教師，児童一児童の関係に投影されること  

もある。中学・高校期においては（これも象徴的な意味においてであるが），挫折体験が，生徒  

一生徒の関係，ないしは，生徒一致師の関係の挫折とLて体験される，その結果生ずる否定的  

な自己評価による劣等意識が生徒一致材に投影され，その関係を悪化させる。このようなsitua＿  

tionは，多様な対象（自己 文化，教師，友人など）のいろいろな度合いの否定（あるいは逃避）  

となって現われる。   

以上のような挫折体験の2つのパターンを含む学習構造の形態は，次のような仮説を導入するこ  

とで，より一般的なモデルとしてイメ【ジできるだろう。つまり，学習の過程は，学習内容を媒介  

に教師と学習者によって構成される文化的社会的形態である。学習内容の多くは，文化・社会の側  

に吸収される形で設定され，教授方法や教授技能も強く文化・社会も強く文化社会の側に吸収され  

ている。学習者と文化・社会の関わりは，図2423〉のように階層的連続体としてモデル化される。  

体育は，一方で文化の側に所属しながら，そ甲実践においては自己の存在性の最も深いレベルに直  

接関わる。このことは，体育実践における失敗や成功がいかに深く自己と関わるかを想像させる。   

したがって，授業の中で行われている t学習〝の観察は，、学習〝を文化・社会の場に投影された  

形態としてなされるできものでなく，“学習〝が経験されている主体の側に引きよせてなされるべき  

ものであろうと考えられる。問題は，学習者の経験を，どのような過程を通して学習者および教師  

にとって意識可能なものにするか，ということである。  
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図24   

体育は文化の側からせまる。そこでは学習の対象を明確で，したがって評価は主に帰納法  

的なものとなる。   

運動は個人の側から生まれる。ここでは．学習の客体と関わることで，文化に近づく。こ  

の様態は文化の側から硫諸法的に評価される。   

2，学習者の経験と意識化における問題   

ジャネp（Janet）は「意識するとは，その経験を自らに語ることである」と説き，アンリー・エ  
．l）  

－（HenrlEy）は意識における言語の重要性を強調している。これらを受けて，河合隼雄は「確か  

に何どとかが言語化されたということは，明確に意識化されたことを意味している」として，さら  

に「自分の身体のすべてを意識することはできない。 …… 意識体験と身体の状態の中間に，情動  

体験が存在するが，それが自我によって把握されると，怖いとか悲しいとかの言語化が可能であり，  
25）  

それを感情と呼ぶことができる」と説明している。   

このことは，先にモデル化した「自己の存在性の最も深いレベルに直接関わる」という体育活動  

における個人の経験が，多くは感情として言語化される情動体験で終るかもしれないことを示唆し  

ている。つまり，体育活動における経験の意識化が，情動体験の言語化によってのみ行われる危険  

性が考えられるわけである。  
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学習者の経験が，情動体験の言語化によって意識化されることが多いならば，いま教師である人  

の体育活動の経験も，同じ経緯の中で意識化されることになるし，さらにいま教師である人がかつ  

て学習者として経験を意識化して釆たものも，情動の言語化によるものであった場合が多いことに  

なる。   

すると，体育教師の意識における学習者の行動の経験も，感情的なものになることが多いと推論  

できるであろう。また，ある学習者を取り巻く他の学習者における意識にも，同様の構造があるこ  

とになる。第3節における高森らの報告は，教師一生徒，生徒一生往などの対人関係枠内で起  

こる葛藤が，このようなモデル的解釈を可能にさせる感情対感情の衝突の結果である場合が多いこ  

とを示唆している。   

3，授業分析の対象としての対人関係   

体育の授業を観察の対象にする授業分析の難しさは，前項で仮定したように，体育的活動が意識  

と身体の状態の中間にある情動的体験として意識化され，Lかもその意識化の多くが感情的な言語  

によってなされることにまずは由来する。   

さら（こ，授業の場は，ある社会システム，あるいはある文化圏内で，感情的に意識化された経験  

を有する人と人の，対人関係によって成立している場であることが，分析の対象とLてこの授業を一  

層複雑なものにする。授業改善は，こうした絡み合う経験と経験，絡み合う人と人，絡み合う関係  

と関係をひとつひとつほぐしながら，情動的体験をあるいほコントロールし，あるいは感情によら  

ない意識へと上げていく方向に向ってなされなければならないだろう。   

これはまた，次のようにも言える。授業はそれを構成する人と人の行動と経験の相互作用の場で  

あると。したがって，授業を改善するための前提となる授業の観察は，とりわけ授業が結果すると  

ころの経験と経験の関係に向ってなされなければならない，ということができるであろう。   

それでは，このような経験は，どのように観察され，考察されるべきものだろうか。   

4．「経験」に関するR D．レイン（R．D．L乱ng）・モデル  

「経験」を観察の対象にする時，次のような定式による，観察上の問題が指摘されるだろう。す  

なわち「We can see other people，s behaviour，but not their experience．われわれには他人の  

26） 行動を見ることができるが，他人の経験を見ることはできない」と。   
R．D．レインは，次のような論証によって，経験を観察することを説く。これは授業分析が対象  

とする，授業の中の「経験」の観察の有効な視点となると考えられる。   

“私はあなたを見，あなたは私を見る。私はあなたを経験L，あなたは私を経験する。私はあな  

たの行動を見る。あなたは私の行動を見る。しかし，私は，私についてのあなたは経験を見ないし，  

見なかったし，今後も見ないだろう。丁度あなたが，あなたについての私の経験を「見る」ことが  

できないと同じように。あなたについての私の経験は，私の「内側」にはない。それはつまり私が  

あなたを経験する通りのあなたなのである。私はあなたを，私の内側にあるものとして経験するの  
∴1  

ではない。同じように，あなたは私を，あなたの内側にあるものとして経験づるのではないと思うg  
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こうした「経験」についてのR D．レインの説明をそのまま授業構造の対人関係に置き換えてみ  

る。   

t教師は学習者を見，学習者は教師を見る。教師は学習者を経験し，学習者は教師を経験する。  

教師は学習者の行動を見る。学習者は，教師の行動を見る。しかし，教師は，教師についての学習  

者の経験を見ないし，見なかったし，今後も見ないだろう。丁度，学習者が学習者についての教師  

の経験を「見る」ことができないと同じように。学習者についての教師の経験は，教師の「内側」  

にはない。それはつまり教師が学習者を経験する通りの学習者なのである。教師は学習者を，教師  

の内側にあるものとして経験するのではない。同じように，学習者は教師を，学習者の内側にある  
28）  

ものとして経験するのではない，と思うg   

さらに，観察者による経験をR．n レインの文脈を真似て続けてみよう。   

≠「学習者についての教師の経験」という言葉は「教師が学習者を経験する通りの学習者」とい  

うことの別の形式の表現である。そして「教師についての学習者の経験」は「学習者が教師を経験  

する通りの教師」という表現と同じである。教師についての学習者の経験は学習者の内側にあるの  

ではなく，また，学習者についての教師の経験も教師の内側にあるのではない。しかし，教師につ  
ご）＼  

いての学習者の経験は教師には見えないし，学習者についての教師の経験も学習者には見えないg  
30）   

≠教師は学習者の経験を経験できない〝 としても ≠教師は，学習者の経験を理解Lようとする試  
31）  

みを，避けることはできないgそれでは，、教師は，どのようにして学習者の経験を研究できるのだ  
∴、  

ろうかg。   

5．「経験」を研究する視点としてのR D．レイン・モデル   

さらにR．D．レインの述べるところを真似てみよう。、教師は，学習者の経験を経験することは  

ありえない。しかし，教師は，学習者を，経験しつつある存在として経験している。つまり，教師  

は教師自身を，学習者によって経験されているものとしてト経験している。さらに，教師は学習者  

を，教師によって経験されているものとしての学習者自身を経験しているものとして，経験してい  
33）  

る。そして，そのように続いているg このように二“学習者についての研究は，教師を経験している  

ものとしての学習者について教師の経験をもとにして，教師を経験している学習者を経験している  
34）  

教師を，学習者がいかに経験しているかについて，教師の推論の上に築れる〝 ということになるだ  

ろう。そしてそれは，教師の経験と，教師についての学習者の経験との問の関係にかかわるもので  
35）  

あり，R．D．レインはこれを、間一経験′の学と呼んでいる。   

これまで間一経験を，教師および学習者の関係としてみて釆たが，それは「そして，そのよう  

に続いている」と前述したように，学習者（1）と学習者（2）・・川・の間一経験を含むものとし  

て，学習者（2）と教師の関係を含む学習者（1）との間一経験をも意味しているわけである。   

R．D．レインは，「行動の観察は，推論によって経験についての諸属性をあきらかにするところ  

まで拡げられなければならない。このことが可能になり始めた時にのみ，われわれは真に経験一  
36）  

行動システムを構成することができる。そしてこの経験一行動システムが人類なのである。」と  

している。先にわれわれは自己の存在性を図24のモデルのような階層的イメージとして求めた  
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が，生理的であり，心理的であり，社会的であり，そして文化的である諸階層は，何も自己の「内」  

と「外」を表わすためのものではなく，経験一行動システムの構成的側面を表わLたに限ぎない  

のである。さらにこうした諸側面を，単に可視的なもの，耳で聴きうるもの，嗅ぎうるもの…・・・と  

みなして，そこから推計学的に母集団としての“授業と学習者〝を求めようというのでもない。   

授業分析が人間の科学であるためには，R D，レインが言うように「行動は経験の函数である。  

37） そして，経験も行動もどちらも自分以外の他者，あるいは他の物との関係の中にある」「自分とい  
うものは，自分のものの見方に応じて行為する。もし自分達の経験がこわされれば，行動もまた壌  

38〉  

されたものになるはずだ」となるだろうことに注目してみたい。このような視点は，先にあげた も大  

胆なモデル〝をよく説明していると思われる。   

このように，対人関係論を含むR D．レインの間一経験のモデルからナよる「経顔「一行動シス  

テム」への臨床心理学的アプローチは，授業分析のための観察法の視点として重要であると結論で  

きるだろう。   

§2 授業分析のための観葉法の設定   

1，「行動一経験システム」の観察と解釈   

観察・分析の対象となる授業としての、行動一経験システム〟は，R．D．レインのマッピング  

理論（mapping theory）をモデルとして，解釈されるだろう。マッピング理論は次のように要約  

される。   

ある者が，A関係の要素xを，B関係の要素yに投影Lたとする。この投影をmappingの操作  

¢（ファイ）とする。yは¢の作用下でⅩのイメジとなる。操作¢は1つの函数で，yは¢のⅩ  

値を得る。   

この公式は、¢の作用としての経験の形式が「空想すること」に他ならぬことと，Xの¢値を得  

たyが「結果としての空想」であること，つまり r空想」という言葉の2つの用法，（1）操作とし  

ての空想と，（2）空想とLての内容，を明らかにしてくれる。操作としての空想は，ある経験の  

domainを，ある経験のTangeにmappingする。これは経験されていないもの机 ある経験であ  

あるdomainによって，そのrangeの上にmapされたことを示している。経験のrange が¢値  

を得たからである。教師一生徒一教材から成立している授業の経験一行動システムにも，こ  

のような空想，空想による仮象が入り込むことは多い。むLろ，経験一行動システムそれ自体が，  

空想そのものであるといえるかもしれないのである。   

空想による対人関係を含む間－－経験の分裂，ないLは経験と行動の分裂は，授業そのものの成  

果を大きく左右することになるだろう。「行動は経験の函数である」とする関係式に乗っておこる  

“分裂〝の構造は，ではどのようなものなのだろうか。   

2．分裂する経験の構造モデル   

間｛経験に空想が入り込み，経験と行動に空想が作用する経験の分裂の構造を，R．D．レイン  

は次のようにモデル化する。  
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ある時Ⅹ君はY君と共にいる。   

想像しているⅩ君を，Ⅹ吏   

思い出しているⅩ君を，Ⅹ椚   

知覚しているⅩ君を，Ⅹ♪  

と呼ぶことにする。  

Ⅹ君はある時，Ⅹf，Ⅹ刑，コゆを含んでいる。   

Xiはimaginationの中で経験する。   

Ⅹmはmemoryの中で経験する。   

X？はperCeptionの中で経験する。   

想像，記憶，知覚は，経験の3つの形式である（図25）。   

図25  
／Ⅹi  

Ⅹ－Ⅹ少  

Ⅹ   

Ⅹ君のすべてが，Y君とコミュニケーションの関係にあるのではない。Y君のコミュニケーショ  

ンの関係にあるⅩ乱 つまりⅩp はⅩオやⅩβの存在さえもしらないかもしれない。Ⅹβの部分  

は，Xfが何かを想像Lているがそれが何であるかということはできない，ということを知って  

いるかもしれない。  

このような場合に，簡便な呼び方でⅩ君は分裂しているという。  

次に，Ⅹ君はZ君と会う。Ⅹ仇はY君と会っていた時に自分が何を想像していたかを思いだす。  
お）  

しかし，今度は何を話していたのかを思い出せない（図26）。  

Xオ Ⅹ乙Ⅹ夕……Y君  

－－－……・…一 何時間後かに一一  

Ⅹi  

／   汁－一均卜……Z君   園 26  

∴・・  

R D．レインは，われわれが自分自身に対して，あるいはお互いに対して，充分コミュニケーシ  
39）  

ヨンしていない状態を“無意識〝であると呼んでいる。経験のdomain が¢作用として経験の  

rangeにmapされる時，このような無意識を生む構造が，多様な変化をみせることだろう。教師－  

一生徒一致材が間一一経験する状況を，このような構造としてとらえることは，必要なことであ  

ると思われる。   

3．特に体育の授業でみられる経験の分裂するモデルと観察法の課題   

R D．レインのいう Ⅶ私達は，自分のものの見方に応じて行為する〝 ということに注目すれば，  

さらにわれわれの意識が分裂していく機構をモデル化しておかなければならないだろう。R．D．レ  
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インは人間の身体のもつ対象性について次のように説く。   

¶人間の身体は，個人的空間において三重の場を占めている。というのも身体以外のすべての他の  

客体は，すべての人々にとって，外部にあるからである。われわれがふつう想定しているところに  

よれば，まず他者の身体はある点でわれわれがその人と共有するものであり，次に（他の人間みん  

なの外側にある一客体として）彼以外のすべてによって共有しうる公的出来事であり，そして第三  
40】  

に，彼にだけ属する私的なものである′ と。   

したがって，授業観察においては授業で教師が経験しており，その対象として意識しているもの  

が，どのような経験による，どのような対象性のものであるのかがまず問題にされなければならな  

いだろう。そして，次にそれらはどのような経験のdomain によってmap されるのか，それら  

が問経験の構造として把握されなければならないだろう。   

以上，われわれは，体育の授業を，臨床心理学的な角度から，観察するための，視点モデルを，  

検討Lて釆た。次には，それを具体的なinstrurnentation に仕上げていかなければならないだろう。   

4．授業観察のための具体的な2つの方法   

授業分析の具体的な手続きは，次のような予備的なテストとして行われた。   

1）授業への構えの調査  

種目選択の事由調査   

2）過去の体育におけるマイナス体験調査   

3）授業評価，自己評価， など。   

このような予備テストの結果は，坂田らや高森らによって報告されたが，そこからは次の2つが  

さらに要請されていると考えられる。つまり，一つは，不安状況などを媒介にして行動の形態的観  

察による学習者の問題性を評価できないかということであり，もう一つは，コミュニケーションを  

通しての授業分析と，面接的な臨床的心理分析の採用についてである。いずれにしても，学習者の  

生育歴や過去の体育体験，対人関係に対する感情などを知ることは，教師の授業経営に有効な情報  

を提供してくれると考えられる。   

5．事例とその解釈  

事例の（1）   

K君の事例を臭休的に見てみよう。K君の問題性は，自由記述方式で書かれた「対人関係枠内で  

のマイナス体験」でレポートされた。   

K君は陸上運動を選択した1年生である。   

Kは，体育の問題点は教師の主観が生きる評定にあると言う。Kは，小学校釆，優れた運動技能  

を所持していた。中学に入学してすぐに右腕を骨折。1学期の授業を見学する。評価は10点満点の  

3。2学期には機能回復して，嘗と同じようにやるが，評価は3。3学期には一生懸命に頑張る  

が，評価は5。Kは「どうLて僕の点は悪いのだろう」と考える。「僕は良い子でないからだ。つま  

り，教師の気に入る子ではないからだ」と結論する。事釆彼は教師に話しか仇 お世辞を言い，い  
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わゆる良い子になる。2学年，3学年と彼の評価は9と10になる。彼はこのような行動に出た理由  

を，高校受験の内申書を良くして欲しかったからだと，説明する。しかし，彼は，こうした行為が  

実に自虐的で，屈辱に満ちたものだったと記し，高校へ入学した後も，思い出すたびに恥ずかしい  

思いにかられていたという占   

このようにレポートしたK君の運動能力は高く，決してスポーツ嫌いでもない。しかしそのよう  

な学生が，何故「陸上運動」を選択したのか，われわれは淡い疑問を持ち，K君の任意の参加を求  

めて面接を行った。その結果は逐語的な記録（verbatimrecord）により対話分析（Dlalo即e ana－  

1ysis）された。   

K君は，体育のある日は，学校へ生き生きLた気持でいける位に，体育好きだという。前述のレ  

ポートした内容の出来事は，いま思えば馬鹿々々しいことをしたと思っている。悪い点でもよかっ  
たのだから‥…   

K君は，生後間もなく両親が離婚。母と母の郷里へ帰る。田舎では周りの目がうるさく，男親の  

いない彼は白い眼でみられることが多かった。K君は，母親が自分に立派な人間になってくれと望  

んでいると思っていたという。母親がいつもK君に言う言葉は，「負けちゃあいけない」ということ  

だった。K君は負けん気の強い子になる。小学校4年の時に兄を失い，いよいよ母親への責任を感  

じる。そんな彼に，体育の評価3は耐えられなかったという。しかも，体育の授業で骨折した時に，  

その教師は「お前が勝手に折った。俺の責任ではない」といって事後処理を放棄したという。しか  

たなくK君は学級担任に自転車で家へ運んでもらう。そLてこの担任に，その挫折感を癒されるの  

である。   

K君の性格特性は，両親の離婚，母親の生きる姿勢が，緊張度の高い人間関係を生み，そこに対  

応するように自我を成長させて釆たことにあるといえる。このようなK君の心的情況と対人関係の  

構図ほ，次のように解釈されるだろう。   

Kは，体育教師との関係に，Kに同一視された母親のイメージを持ち込む。母親のイメージは，  

戦う者のイメージであり，挑戦的である。Kは体育教師に挑戦する。Kは，体育教師が自分をナマ  

イキだと思っていると思う。さらには，自分がそう思っていることを，教師が知っていると患う。   

こうLた思惑の関係の中で，Kは体育教師に妥協する。しかも，それを成績のためだと合理化す  

る。これは母親との関係のイメージ，つまりは彼の生き方そのものの崩壊である。新たな補償は，  

学級担任に求められる。Kは担任に救われたと告白している。崩れた母との関係のイメージの回復  

であろう。K君自身も自己回復する。   

このような事例で見るように，体育授業の場は，教師や学習者の状況や能力が，対人関係の中で，  

ストレートにぶつかり合う。したがって，以上のようなK君の人格を無視してK君の自己実現はあ  

りえない。  

事例の（2）   

学生Sは，3歳時に小児麻痺にかかり，右半身の機能が低下。母親の必死の努力で，後遺症は一  

応外目にはわからなくなる。Sも強い意志でこれを克服して釆ている。Sがはとんど普通に歩ける  

ようになった時，母親は「折角普通に歩けるようになったのだから．他人に将来自分の不利になる  
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ようなことは言うな／」と就中言って聞かせた。そこでSは，体育の授業にでても，教師Aにこの  

ハンディを告げない。そのためスキルを低く評価されたり，チームゲームで仲間の批難を浴びたり  

する。中学生の反抗期には，母の教えを無視して，教師Bにハンディを告げる。教師Bの態度は急  

変，以釆Sは欠陥者として同情を寄せられる。母の戒めを守ればよかったと思う。   

以上は，Sと体育の関係図である。Sの立場は明らかに分断されている。小児麻痺の症状はSに  

私的なものであり，母に共有されている。Sの低いスキルは，教師や仲間に公的な出来事である。  

こうした関係図は，Sのハンディの告白によって遷移する。Sの私的な症状や感情ほ，教師Bによ  

っても共有される。Lかし，Sを共有する母と教師Bの内容はイコールでない。教師Bは．彼の経  

験のdomainを新たな経験のrange にmapping Lたにすぎない。こうLた教師Bの空想作用に  

よる空想内容は，Bの人格的存在とSの人格的存在の相互関係の中に仮象とLて入り込む。   

こうした仮象は，Sと高校の体育教師Cとの関係にmappingされる。   

高校では，自分を試めそうと体操部へ人乳しかし，例え（かヾック転以上はダメというように，義  

面に限界が現われる。しかし，教師Cにはハンディを告げない。するときまってそれ以上できない  

のは『練習が足りない』からだと言われてしまう。   

Sは，教師Cとの関係に，空想作用の入るこのを阻止しようとした。LかL，そうLた努力自体  

が，教師B＝教師Cであるという空想内容を生む，空想作用になっている。そして，それこそがS  

の学習態度を方向づけている。   

こうした関係は，経験の分裂として，レインの対人関係モデルとして説明できる。   

Sは，教師（C）の授業に出ている。SのP部分は教師（C）の授業を見，聞いている。軸の  

部分は，いまSg部分が何かを想像しているがそれを何であるか言えない。S♪部分は想像界でおき  

ていることに無意識である。Sは自分自身と十二分にコミュニケーションしているとは言えない。   

ある日Sは，教師（C）から「練習が足りない」と言われる。この時，先日の授業でS上が，教  

師（C）も教師（B）と同じだろう。それならハンディについては伝えない方がよい，と考えてい  

たことが思い出された。しかし，教師（C）がその時，何を話していたかは思い出せない。  

図 27   

（想像する）  
（想像する）  

s盃  ′   
、   

の注意を聞く   聞く  

■＼  
（思い出す）  

見る  
Cの授業を  

受けている  思い出す  
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§3 ま と め   

体育の授業は，以上のように，対人関係的な基盤の上に教材が，学習の対象として位置づけられ  

る，といえる。対人関係がスムースである条件をプーバー（M．Buヒだr）は，次のように述べている。  

（1）人間は孤立していない。ある人とある人の間の完全な関係の中に人間学的に実存している。  

（2）人間の間柄の存立のためには，人格的存在から人格的存在の関係に，仮象が危険な具合に入り   

こまないことが要請される。  

（3）各人が他者をその人格的存在において考え，また現前化する必要がある。相手の誰もが自分を  
411   

他者より強いように望まない。   

Lかし，現実の授業場面は，これらの危険要因が，高い頻度で経験されていることが，坂田らや  

高森らによって報告されている。そのような状態は，不安状況を媒介に認知可能であることが知ら  

れた。しかも，そうした葛藤は，過去の経験によるところが多く，それらは，病跡的調査によ1て，  

その存在が見当されることも知られた。さらに，病跡的経験のより詳細な関係は，臨床的な心理分  

析によってある程度解析可能であることも知られた。次には，これらが，より簡便で，確実な演繹  

的手法にまで発展される必要がある。後日を期したい。  
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