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　体育センターでは，昭和59年度から平成3

年度にかけて，「生涯スポーツ時代における

体育系高等教育機関の役割」というテーマを

掲げ，大学教育（体育）方法改善のためのプ

ロジェクト研究を一貫して取り組んできた

（注ユ）。このプロジェクトの中間報告にお

ける改善ビジョンの一つに教育方法の改善が

掲げられている（注2）。その主旨は次の2

点である。

　イ）ライフ・スタイルから捉えたスポーツ

教育カリキュラムの開発すること。

　口）白由学芸としての生涯スポーツ教育の

目的は，一面では健康・体力をはじめとする

スポーツをめぐる白然科学的な理解をさせる

こと，もう一面ではスポーツの文化的理解あ

るいは学習者のスポーツ文化享受能力の育成

の二面に主眼をおくこと。

　以上の点を顧み，本研究は，一般教育「体

育」の教材として，人々のスポーツの文化的

享受能力を開発するためのプログラムを開発

することを最終的な目的としている。

　本論は，この研究の第1歩として，N社が

自社の福利厚生事業の一つとして実施してい

る「レジャーライフセミナ∵（注3）」にお

いて行われたシンポジウムのリポートであ

る。このセミナーは，レジャーや生涯学習の

視点から，本研究に対し，非常に多くの示唆

を与えてくれる。特に，シンポジウムは，「見

る」という形態でスポーツ文化と係わること

の楽しさを教授してくれる点で興味深い。

　スポーツ文化の中で，スポーツの卓越した

価値，それも世界の一流プレイヤーの創造す

る文化的価値は，ごく選ばれた人間のみ体験

できる価値であり，一般的には縁遠い存在と

思いがちである。しかし，このようなスポー

ツを鑑賞することにより，一般の人々は卓越

した価値と関わることが可能となる。このよ

うに，スポーツを鑑賞することを授業の方法

論として研究した例は少ない。そして，この

ような関わり方は，人々の生活の中でスポー

ツのエクセレントは価値と関わる一つの重要

な方法であり，生涯スポーツにむけた高等教

育機関における「体育」の授業教材として積

極的に取り入れるべきではないかと考えた。

　本研究レポートは，視覚教材を用いたス

ポーツを鑑賞することの教材研究とその授業

方法の妥当性を，当日撮影したVTRやシン

ポジウム終了後，セミナーの受講生を対象に

自由記述方式のアンケート調査により検討す

ることを目的としている。なお，アンケート

注1；大学体育研究第9号～第13号を参照のこと。
注2；r生涯スポーツ時代の大学体育の役割」筑波大学体育センター（1991．3）を参照のこと

注3；このセミナーは2泊3日の日程で行なわれ，シンポジウムはその中の一つのプログラムで

　　　ある。
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はKJ法によってまとめ，受講者のスポーツ

に対する態度変容を把握した。

皿　シンポジウムの概要

　会場に半円形上に椅子を配置し，円の中心

に居る3人のパネラーが，世界陸上東京大会

や走り幅跳びなど陸上競技に関する話題を進

めていく。

　1．受講者　26名（うち女性10名）

　2．パネラー　3名

　3．進行方法

　第3回陸上競技世界選手権東京大会の

VTRやデータ資料を用いて以下の4点を

トークインして進めていく。

①パネラーの紹介

　陸上競技歴，スポーツ・陸上競技に対する

意識，人生に対する意識といったパネラーの

バックグランドを紹介。

　②陸上競技・走り幅跳びの説明

　③カール・ルイスとマイク・パウェルの第

3回世界選手権東京大会における勝負のドラ

マO

　④今後の走り幅跳びの記録予想

　シンポジウムは，①から④まで全てが大変

興味深く，またセミナー参加者も関心を抱い

た内容であるので，全体の流れも参考になる

が，今回は授業教材への応用の可能性を検討

するために，特に，②③の内容を紹介する。

皿　シンポジウムの要約

　第3回世界陸上競技選手権東京大会におけ

るビデオをTV放映されたものやパネラーの

一人が実際に会場に持ち込んで撮影した映像

を編集して以下の3点を説明した。

①走り幅跳びの助走種類について

②助走におけるピッチとストライドの関係

③C・ルイスとM・パウエルの助走スポー

ドの変化について

④C・ルイスとM・パウエルの試技過程

以下はこの4点の要約（実際には，一人のパ

ネラーが説明し，残りの二人がコメントを加

えるという形式でシンポジウムは進められ

た。）である。

　1．走り幅跳びの助走種類について

　走り幅跳びの助走は，スタート→助走→踏

み切り動作→跳躍→着地という過程を踏む

が，この助走のスタートには大きく分けて2

種類がある。1つは，足を前後に開いて，お

もむろ’に走り出す方法で，「スタンディング

スタート」という。もう1つは，走り始める

前にスキップや歩行，ジョギングなど何らか

の動作をつけて走り始める方法で，「補助助

走付きスタート」という。

　今回の大会では，決勝に残った13名の選手

の中で，「スタンディングスタート」を行っ

た選手が6名，「補助助走付きスタート」を

行った選手が7名いた。決勝に残った13名の

選手がこの大会に参加する前に持っていた自

己最高記録の平均値は，「スタンディングス

タート」を行う選手が8メートル31センチ，

「補助助走付きスタート」を行う選手が8

メートル42だった。選手の持ち記録から競技

前の予想をするならば，「補助助走付きスター

ト」の方が10センチメートル程上回っている

ので，「補助助走付きスタート」の方が有利

と考えられよう。ところが，この大会におけ

る記録結果の平均値を比較してみると，「ス

タンディングスタート」が8メートルユOセン

チ，「補助助走付きスタート」は8メートル

01センチと平均値は逆転して，「スタンディ

ングスタート」の方が「補助助走付きスター

ト」・よりこの大会での平均値は高くなる。さ

らに「スタンディングス助走走付きスタート」

を使う選手は7人中3人しか残らなかった。

つまり，記録の安定性という点からすると，

「スタンディングスタート」の方が有利で，

記録のばらつきがあるが一発うまくいけば好
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写真1　「王者カール・ルイス」

写真2　「挑戦者マイク・パウエル」

記録が期待できるという点では「補助助走付

きスタート」の方が有利ではないかと思われ

る。そこで，今回のセミナーでは，「スタンディ

ングスタート」を代表する選手としてカー

ル・ルイス（写真1）を，「補助助走付きスター

ト」を代表する選手としてマイク・パウエル

（写真2）をとりあげて，両者を助走スター

トを中心に比較しながら，さらに両者の対決

を試技を迫ってみてみたい。

　2．助走におけるピッチとストライドの関係

　走り幅跳びの助走スピードは，跳躍距離を

左右する大きな要因の一つである。スピード

（m／sec）はストライド（m）×ピッチとい

う数式で表すことができる。ストライドとは，

一歩ごとの歩幅で，ピッチとは，1秒間に回

転する脚の回転数のことである。自動車にた

とえれば，ピッチというのはエンジン回転数

みたいなもので，それに対してストライドと

いうのはギァ比を変えるようなものである。

それが人問の場合には両者が無段階に変化

し，スピードを高めるなどコントロールする。

しかし，この調整が非常に難しい。’数式上で

は，ストライドを伸ばせばスピードは上がる

が，通常の人問は身体構造上，そう簡単には

いかず，ストライドを伸ばしすぎると問延び

して，逆にピッチが落ちてしまい，’スピード

自体も遅くなってしまう。また，ピッチを上

げすぎると，ストライドが狭まってしまい，

同様にスピードも落ちる。競技会では，選手

は当日の自分のコンディションを見てコーチ

と相談しながら，ストライドとピッチを白分

のリズム感覚の中で調整し，さらに，スピー

ドの変化にともなった助走距離の変化を調整

するために数センチの中での助走スタート位

置を微妙にコントロールすることによって，

最大跳躍距離を伸ばそうとするのである。ス

ピードを落とさず，この微妙なバランスとリ

ズムを保ち，トップスピードに持っていきな

がら，しかもファールにならないように踏み

切り板にいかに脚を合わせるかが勝負の決め

手となり，また幅跳びの醍醐味の一つでもあ

る。この絶妙なコントロールとバランスが世

界のトップアスリートは芸術品とも言われる

ほどに優れている。

　3．C・ルイスとM・パウエルの助走ス

　　　ピードの変化について

　そこでまず，2人の助走の流れをストライ

ドとピッチの関係から見ていきたい。カー

ル・ルイスの場合は踏切板まで21歩である

が，スピードは徐々に上げていき最終的に

トップスピードに持ってくる。ピッチは割と

初めからかなり高いレベルにあり，最後の部

分だけ，若干ピッチが上がってくるような傾

向がある。それに対してストライドは，スピー

ドの曲線に合わせて同時に上がってくる。後
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半はある程度上がったストライドの長さを維

持しながらそのまま踏切りに移行する。つま

り，助走後半から跳躍距離を決定する踏み切

り直前では，ストライドを維持させながら

ピッチの回転数を上げてスピードを上昇させ

ていくという方法を用いている。白動車にた

とえると，ギアを1速，2速，3速，4速，

5速と入れていって，5速の状態で，さらに

アクセルを踏み込んでピッチを上げることに

よって速度も上げている。いわば，エンジン

回転数を上げることによって，速度を上げる

という助走方法である。

　それに対してマイク・パウエルは非常に対

照的である。

　スタートから前半までのスピードの変化

は，前半ではカール・ルイスと同じようにS

字のカーブを描きながらあがっていく。とこ

ろが，後半が全く異なる。ストライドもピッ

チも前半は同じような変化を示すが，後半で

は，ストライドは，逆に狭まり，ピッチを大

きく上昇させ，そのことによって，この局面

におけるスピードの上昇度合いが，カール・

ルイスよりも大きくなる。つまり，1速，2

速，3速，4速，5速と↓げてきて，ルブス

は5速のままさらにアクセルを踏むところ

を，パウエルは，逆に1速シフトダウンして，

エンジン回転を上げることによって，ピッチ

を上げて踏み切りに移行していくという助走

方法である。

　4．ルイスとパウエルの試技過程

　次に「王者ルイス」と「挑戦者パウエル」

の勝負の過程を見ていきたい（表1）。世界

陸上の走り幅跳びは，前日の予選における上

位12人が決勝に挑む。決勝では，まず，この

12人全員が3回跳躍した時点で上位8人を選

ぶ。つぎに，ベスト8でもう3回の跳躍を行

い，合計6回の試技の中の最高記録で順位を

争う。全試技の平均値は本来は全く関係ない。

　パウエルは，1回目の試技の時，非常に緊

張していたようである。ほかの試技に比べて，

出るまでの時問を非常に長くかけているし，

いつもより，念入りにイメージトレーニング

を繰り返していた。ところが，それが，「か

たさ」につながってしまったようだ。彼は，

スタンドに拍手を要求し，観客も彼の要求に

表1　走り幅跳び男子決勝の結果

氏　　　名 国　名 ！ 2 3 4 5 6 記録 順位 備考

V・オチカン URS 7．99 × × × 5．89 × 7．99 8
十2．1 一〇．ユ

D・ハーフ GER 8．01 × 8．22 8．05 × × 8．22 4
一0．4 一3．3 十2．5

M・パウェル USA 7．85 8．54 8．29 × 8．95 × 8．95 1 世界新
十〇、2 十0，4 十〇．9 十0．3

L・マイリックス USA × 8．20 × 8．41 8．42 × 8．42 3
十〇．ユ 一0．8 十〇．8

B・ツドル ROM 7．85 8．00 × × 8．60 × 8．06 5
一0．8 十〇．4 十1．7

C・ルイス USA 8．68 × 8．83 8．91 8．87 8．84 8．91 2
±O 十2．3 十2．9 ・十〇．2 十1．7

G・エバンジェリスティ ITA 7．97 7．06 × × 8．01 7．99 8．01 7
一1．O 十1．1 十0．7 十〇．3

D・カルバート AUS × 7．53 8．02 7．27 × 7．60 8．02 6
十1．3 十1．9 十〇．6 一〇．6
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応え抽手を送った。この観寄の反応によって

リズムをつかみ，気分を盛り上げながら，補

助助走である歩行から助走に入っていった。

　しかし緊張していたためであろう。補助助

走である歩行の時のストライドが非常に短く

なってしまった。結局，踏み切り板へ脚を合

わせるために，ラストのストライドが伸びて

しまった。本来の彼の助走スタイルでは後半

ストライドを狭めなければならないところを

補助助走の局面において失敗したために不本

意な跳躍をせざるを得なかった。

　その結果，パウエルは1回目に7メートル

85という彼のベストからするとさんざんな記

録だった。

　彼はこの後，助走距離が短く，踏み切りの

直前で間延びしまったことを反省して，コー

チと相談し（写真3），踏み切り板に脚を合

わせるために最初のスタートの位置を1m近

く前に出した。

　その一方，王者ルイスは非常に落ちついて

いた。いつも通りの助走を完壁にこなし，踏

み切り板にも寸分の狂いもなく合わせ，いき

なり8メートル68の好記録をマークしてし

まった。（写真4）普通の試合であれば，8メー

トル68というのはダントツで優勝する記録で

ある。実際，この記録は世界陸上の大会記録

だった。この時点で，おそらく陸上競技関係

者の殆どがルイスの優勝と連勝記録の更新を

確信しただろう’。

　2本目，パウエルはスタート位置を80セン

チぐらい前に出した上に，なおかつ助走前半

のストライドをさっきよりも少し長くしてい

くことによって，ユ本目の失敗に対応しよう

とした。結果は上々で，パウエルは8メート

ル54まで取り戻してきた。

　一方，ルイスも，コーチと相談して，ここ

で15センチほど後ろに下げた。ユ本目の結果

から，「今日は非常に走れている，調子がい

いぞ」というのが多分わかったのであろう。

ところで，後ろに下げると，当然助走距離が

写真3　「コーチとスタート位置の相談
　　　　をするパウエル」

写真4　「C・ルイスいきなり大会新記録
　　　　を出す」

伸びるわけだが，そこで，彼の場合は，意識

的に，ピッチを維持しながらストライドを伸

ばすことによって助走全体のスピードを上げ

ていこうと考えた。結果，2回目は踏み切り

板をややオーバーしてしまいファウルだった

が，本人も跳躍のフィーリングと着地した地

点の砂が彫られた跡をみて，かなりうまい具

合に跳躍できたと感じただろう。非常に悔し

がっていたが，かなり跳んだことは確かであ

る。そこですぐにコーチと相談して「ストラ

イドの増幅具合はちょうどよく，うまくス

ピードが出せたのでストライドの調整はこれ

でよしと，ただし，ストライドの増幅分より

もスタート年置の下げ方が足りない。」と判

断し，スタートのマークをまた15センチほど

後ろに下げた。
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　パウエルは，3本目を2本目と同じ位置か

らスタートしたが，また失敗してしまって8

メートル29であった。ピッチが2本目よりも

上がっているようだ。しかも，補助興走の歩

行の局面で，最初の一歩を踏み出した時点で

距離が2本目と変わっていた。おそらく，そ

のためピッチが上がり過ぎてしまったのだろ

う。

　ルイスの3本目。2本目の後のスタート位

置の調整のおかげで，うまく跳べたのであろ

う，跳び終えた瞬間，ガッツポーズをして喜

んだ。しかしながら，惜しくも追い風参考記

録であった。この時印象的だづたのが，一瞬

「クソッ」という顔をした後に，すぐ顔をも

とに戻したことだ。未練を残さないで，また

すぐ平常心を取り戻したようだ。内心はとて

も惜しかっただろうが，ここが彼のすごいと

ころである。ルイスは，もうこれで足合わせ

た大丈夫だということでこのあとスタート位

置の（助走距離）の変更はしなかった。電光

掲示板に表示された記録は8メートル83で

あった。彼自身の今までのベストが8メート

ル78なので，この時点で白己記録の更新であ

る。

　4本目の跳躍である。まずパウエルの跳躍

から。観客の拍手を受けて，挑戦者の獣のよ

うな顔つきで気持ちを高揚させ（写真5），

歩き始めた。野獣のように叫びながら跳んだ

彼は，跳び終えた瞬間，何度も何度も飛び跳

ねてガッッポーズを連発した。最高の跳躍

だったのだろう。しかし，踏み切りの審判員

が無情にも赤旗を上げた。パウエルは信じら

れない様子で審判に駆け寄り，何度もいま踏

み切った場所を確認した（写真6）。非常に

悔しがるが，ビデオで踏み切りの瞬問を見て

も，わずかユセンチ程度はみ出しているのが

はっきりと確認できる。このとき，ビデオの

砂場の着地跡から推測して9メートル近くは

跳んでいたのである。したがって落胆も激し

かったであろう。

写真5　「まるで獣のようなパウエル」

写真6　「ファールと信じられないパウ

　　　　ェル」

　このあと，波に乗った王者ルイスは4回目

に今度も追い風参考ながら，なんと8メート

ル91というとてつもない記録を出した。1968

年のメキシコオリンピックでボブ・ビーモン

が8メートル89の世界記録を出したときに

は，競技場が高地にあって空気抵抗が少なく，

「21世紀までこの記録は破られない」と多く

の専門家が判断するほどに驚異的な記録で

あった。したがって，追い風参考であっても，

陸上競技史上，平地でここまで跳んだ人間は

いなかったので，それだけ彼の記録はすご

かった。追い風参考ながら電光掲示板に記録

が表示されたとき，ルイスは，人差し指を立

て，まるでウィニングランの如く，トラック

を走り観客にアピールした。

　そして，このときマイク・パウエルの姿が
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大きな電光掲示板に映った。先ほどの自分の

ファールに追いうちをかけられ「これで，も

うきょうは勝負あった」というように，彼の

表情は暗く，うつむいてた。この時，誰もが

ルイスの勝利を99％確信したであろう。

　しかし，実はそれをパウエルはバネに変え

たのである。4回目の試技におけるフイーリ

ングから，脚さえ合えば自分にいけると言い

聞かせた。そこで，4回目にほんの少しだけ

つま先がはみ出した分，次の5回目のときに，

少しスタート位置を後方ずらした。これを跳

ぶまで，だれ一人，彼が勝つとは思ってなかっ

ただろう。踏み切って，砂場に着地した瞬間，

踏み切り審判員は白旗を上げた。パウエルは，

手についた砂を払うというより砂場にたたき

つけて，おもむろに「やった！」いうような

叫び声を何発を繰り返した。助走のリズム感，

跳躍スピード，踏み切った感覚，跳躍後の滞

空時間の全てがスムーズに調和され，今日，

最も飛べた3本目と同じ様に最高の跳躍がで

きたと確信したのだろう。風向風速係の掲示

は，プラス0．3メートルで，追い風参考記録

にはならないことを示した。そしてカール・

ルイスに向かって挑戦者は吠えた。掲示板に

表示された言己録は，8メートル95。その瞬間，

競技場が歓声で湧いた。パウエルは，両手を

振り上げ万円の笑みを浮かべて競技場を走り

回り，何度も飛び跳ね，驚喜乱舞した（写真

写真7　世界新を出したM・パウエル

7）。世界記録を跳んだのである。21世紀が

来るまで，絶対に破られることはないだろう

と科学者が予言したビーモンの記録を破った

のである。

　しかしまだ勝負は終わっていない。次にル・

イスがどうするかというところである。

　事実，ルイスは現在66連勝中であり，いつ

も試合では，途中まで負けていても最後必ず

逆転して勝ってきた。実際，この東京世界陸

上の出場選手を決める選考会（全米選手権）

でも，マイク・パウエルが6回目の試技が終

わった時点では勝っていたが，最後の1本で

わずか1センチ差で逆転勝利しているのであ

る。つまり，ルイスは，今までは追い詰めら

れればられるほど力を出してきた選手だっ

た。カール・ルイス自身も，「自分は／00メー

トルも出場するけれども，自分の本領は走り

幅跳びである，走り幅跳びだけは絶対負けな

い。」と試合前にコメントしている。王者カー

ル・ルイスは，最後の最後まで勝利するかも

しれないという期待を持つことのできる選手

だ。パウエル自身も驚異的で決定的な世界記

録を出してすらも，自分の勝利を全く確信で

きず，不安そうな面もちで落ちつかない。

　挑戦者となったルイスは，自分の隈界を越

えようと一つのギャンブルにでた。ストライ

ドを増大させ，そのことによって助走スピー

ドも高めて記録を伸ばそ一うと図ってきた。ス

トライドの増幅にともなって助走距離も伸ば

さなければならなくなり，ここまで踏み切り

板にジャストミートしていたスタート位置を

さらに15センチほど後ろに下げた。それで再

逆転をしようとした。これまで自己記録を大

幅に更新させる最高のピッチとストライドの

バランスをあえて崩し，さらにスピードアッ

プしようと考えたのである。これが彼の戦略

であった。

　ルイスのこの跳躍のところでは，向かい風

が吹いた。パウエルが世界記録をつくったと

きには追い風だった。スタート位置を後方に
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ずらしてストライドを伸ばしても踏み切りは

ジャストミート。記録は8メートル85だった。

それでも，このとき彼自身の公認の最高記録

であった。それだけ価値のある記録だったが

パウエルの記録には届いていない。

　6本目。パウエルはまた，跳躍ピットに立っ

た。メキシコオリンピックの時に，ボブ・ビー

モンは世界記録を出した後，もうこの記録は

破られないだろうと，残りの試技を全てキャ

ンセルした。そのくらい。世界記録がでると

いうのはものすごいことなのだ。今回も普通

なら，誰も跳ばないだろう。しかし，選手選

考会（全米選手権）のあのいまいましい逆転

負けの印象があるので，パウエルは，全く安

心できないのである。ところが，である。さっ

きまでの闘志あふれる姿をどこへいってし

まったのだろうか。5本目までの闘志あふれ

る牙をむき出したような表情はそこにはな

かった。不安と安堵感の中で集中力が切れて

しまったのだろう。まるで別人のような跳躍

で，結果はファールだった。

　もうパウエルは何もできない。自分の試技

は全部終わった。そして，天に向かって自分

が勝利するよう祈っていた（写真8）。

　6本目のルイスの跳躍。ルイスはこれ以上

ストライドを伸ばすギャンブルはできなかっ

た。そのかわり，5本目は向かい風だったの

’で，跳躍の飛距離を助けてくれる風を待った。

写真8　「勝利を祈るパウエル」

長い沈黙が続いた後，ようやく風がルイスに

味方してきた。おもむろにスタートし，ルイ

スが跳んだ。この問，パウエルは不安をこら

えきれず4つんばいになり，電光掲示板が表

示するルイスの記録を祈るようにして待っ

た。ルイスは跳び終えた後，自分が負けたと

思ったのだろう。新しい王者パウエルを祝福

しに彼のところに駆け寄り軽く肩をたたいて

祝福の合図をした。しかし，パウエルはまだ

信じれず，じっと電光掲示板を見つめたまま

だ。ようやく記録が発表された。記録は追い

風ユ．5メートルで8メートル88。この瞬間，

パウエルは飛び上がり，人差し指を天に高く

突き出し，ウィニングランをして観客にア

ピールした。このように今回はパウエルが優

勝した。

M　感想

　1．受講前の陸上競技・走り幅跳びに対す

　　　る印象

　感想文はセミナー終了後に自由記述方式に

よって回収した。

　感想は，1．受講前の陸上競技や走り幅跳

びに対する印象，2．受講後の感想の2つに

大きく分けることができた。

　受講前の感想の申でもっとも多いのが「白

分とは無縁の世界，無関心」であるという意

見で，陸上競技に対する関心の低さが見受け

られる。次に多いのが「記録や結果には関心

がある」という点である。「きつい，つらい，

専門的なスポーツ」がこの次に続いて多い。

これから陸上競技がセミナー参加者にとって

非常に遠い存在であったことが伺える。その

ほか，美しさが感じられない，一瞬の出来事

というイメージなどがあげられる。

代表的な感想を以下にあげられる。

　「陸上競技の中継テレビを好んで見たこと

がなかった。」

　「陸上競技にバレエや体操，スケートのよ
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うな芸術的な美を感じなかった。」

　「選手が自分のために記録に挑戦するス

ポーツであると思っていた。」

　「観客と選手の間の交わりが少ないスポー

ツだという感じを抱いていた。」

　「陸上競技自身，一レジャーとしてとかリフ

レッシュするためにまたは楽しんでプレーす

るという要素の少ないスポーツといえる。」

　このようなことから，受講前の印象を見る

と，ほとんどの人が陸上競技に対し見て楽し

むには値しないスポーツとして非常にネガ

ティブな印象を持っていることがわかる。

　2．受講後の感想
　受講後の感想をテーマ別にみるとb視点・

印象の変化，②分かりやすい説明，③パネラー

の掛合い，④要望の4点に分けることができ

る。

①視点・印象の変化

　視点の変化でのもっとも多い感想は，「駆

け引きの面白さやドラマ性を知った。」とい

う点である。代表的な意見として，以下のよ

うなものが挙げられる。

　「今回の解説を聞いた結果，限られた試技

回数の中での駆け引き，ジャンプのメカニズ

ムを知ることにより，陸上競技もテニスのよ

うな「勝ち負け」スポーツなのだということ

を確認した。」

　「予選からの選手各自の表情の変化や調整

の様子など，FINALの結果しか目に入らな

かったものが大きく変わり，競技への興味が

深まった。」。

　「スポーツには，つくられたドラマにはな

い真のドラマがあることがわかった。」

　次に挙げられるのが「競技の綴密さや美し

さ」を知った点である。代表的な感想を挙げ

てみる。

　「スポーツの科学的な面や選手の極限の綴

密さや細かに解説されてとても興味深く聞か

せていただいた。」

　「学生時代の体育授業で習った陸上競技と

はかけ離れた，本当に研ぎ澄

　「ただ単にがむしゃらに跳べばいいと思っ

ていた幅跳びだったが，実際にはこれほど奥

深く綴密なスポーツであることに驚いた。」

　「陸上はいままで何気なくみていたが助走

距離を数センチ単位で調整するなどふつう知

り得ない話しが聞けて興味深かった。」

　「幅跳びはほんの数秒という短い時間の中

で記録がでるかでないかという一瞬に焦点が

当てられ，それがすべてかのように思ってい

た。ところが，選手が精神を集中させる気持

ちを高めていくというところから助走での走

り方，そして踏み込みさらには空中での手足

を回転させるときの肢体の動き（フォーム）

の美しさにまで目を向けてみると，その一瞬

の時間内に凝縮されている世界が非常に広

がって見えてきて，本当に感動した。」

　次に「身近に感じた点」があげられる。代

表的な感想には，「苦手なスポーツに一歩近

づいた気がする」「身近に感じれた。」があげ

られるが，これは，先の2点の結果，新しい

見方を知ったり，面白さに気づいた結果とい

えよう。

　視点・印象の変化はこれら3点にまとめら

れる。このような感想は陸上競技のプロセス

の面白さや陸上競技トップアスリートの持つ

エクセレントな価値の面白・さを知ったという

ことであろう。受講前の印象において単に「結

果や記録に関心がある。」と述べている点や，

「無関心・見る視点がわからない。」といっ

た陸上競技を見る視点に対し狭くネガティブ

なイメージを持らている多くのセミナー参加

者の意識と比較すると，見る楽しさとして，

スポーツの持つプロセスや美しさの面白さに

気づいた点の態度変容が興味深い。
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②分かりやすい説明

　次に，説明が分かりやすかったという感想

が目立った。

　代表的な感想をあげてみる。

　「助走のスタートの位置を調整したりス

タートの形の違いなど漢然とテレビに向かっ

て解説者の話を聞いていたのではわからない

見方楽しみ方がよくわかった。」

　「陸上競技では，専門的な話を専門的に話

すのでこれまでよく理解できなかったが，今

回はその専門的な話をよく知らない素人に分

かりやすく教えてもらい，とても興味深くみ

ることができた。」

　「今回の解説を聞いた結果，限られた試技’

回数の中での駆け引き，ジャンプのメカニズ

ムを知ることにより，陸上競技もテニスのよ

うな「勝ち負け」スポーツなのだということ

を認識した。」

　「有名選手のスピーチというと過去の単な

る「スポ根物語」になりがちだが，そうでは

なく，科学的な分析と，ルイスとパウエル両

選手の心理描写をも交えた話しはたいへん興

味深く聞かせてもららた。」

　このように，参加者は，陸上競技の専門的，

技術的な内容を一般の人に対し分かりやすう

説明している点を評価しているところが特徴

といえよう。

　つまり，専門的な知識をできるだけ平易に

説明することの重要性を示唆している。

③パネラーの掛合い

　陸上競技に対する科学者と、しての冷静な分

析と平易な説明や，パネラーのユニークさに

関する感想も目立った。

　「TV中継だけでは絶対に得られない貴重

な話で，今後の競技観戦で自分の視点がかな

り変わってくると思う。」

　一「今回の解説はいつもと違った新鮮な印象

を受けた。」

　「現役選手の話しであったために現実的で

おもしろかった。」

　「身近に日本代表選手がいることに感激し

た。」

　「パネラー両氏の掛け合いがなかなか見

事。」

　これらは，パネラーの一人が，今回の世界

陸上東京大会に参加した選手であり，現場の

生の声が聞けた点，もう一人が現役の陸上競

技者で，かつ大学講師という科学者の立場か

らの解説が聞けた点，両者が親しいクラブ仲

間で，いきのあった掛合いが展開された点，

パネラー全員が非常にユニークなキャラク

ターであった点，そのバックグランドを説明

したりフォーラム形式にした点が評価された

と思われる。これらは，今後，．授業に応用し

ていく際の方法論として非常に参考になると

思われる。

④要望

　今回のセミナーに対する意見として以下の

点があげられる。

　「ルイスとパウエルが普段どのようなト

レーニングをしているのか，日本人選手との

違いはどういうもので，今後世界との競争は

どのようになっていくのか聞きたかった。」

　「なぜ，何十年も破られなかった記録をこ

の大会で二人も更新できたかをもう少し詳し

く知りたかった。（トラシクの改良などは影

響しなかったのか）」

　「現役選手が感じている日本陸上の問題点，

特殊な面の話しがあれば教養として役にたつ

気がした。」

　これらは，批判的意見というよりも，能動

的な要望としてとらえられるであろう。両選

手のバックグランドや，裏話などが要望とし

てあげられている。今後の授業としての応用

の際に参考になるであろう。
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V　結論

　1．学習目標に対するスポーツ鑑賞の妥当性

　スポーツを鑑賞することは，スポーツ＝運

動という視点から設定される体育の目的，す

なわち，スポーツ技術の運動技能習熟度や，

スポーツを行うことの楽しさの体験や運動の

継続という点からは考えにくい。しかし，体

育の目的を「スポーツの文化的理解」あるい

は「スポーツの文化的享受能力の開発」と置

くならばスポーツを見る楽しみは学習目標と

重要な一つとなると思われる。

　オリンピックや相撲などスポーツ鑑賞は生

活の一部としての人々のスポーツライフスタ

イルの一つとして根付いており，スポーツを

楽しむ形態の一つであるといえる。したがっ

て，スポーツ文化の価値との関わり方の一つ

としてスポーツ鑑賞は位置づけられ，鑑賞能

力の開発もスポーツ文化享受能力開発の重要

な要素となるだろう。

　2．授業内容としての世界陸上競技を用い

　　　る点の妥当性

　セミナー参加者の受講前の陸上競技に対す

る印象は極めてネガティブなものばかりで

あった。多くの人の態度がポジティブな方向

に変化したことを考えると，と関わることの

楽しさを享受できた点は非常に評価できると

思われた。また，多くの人々が抱いていたス

ポーツに対するある狭い考え方を全体性に指

向された点でも評価できるだろう。その意味

で，陸上競技のマイナーさという種目特性や，

世界選手権という誰にでも共通する卓越した

価値という点は教材としてことは非常に適し

ていると思われる。

　3．方法としてのシンポジウム形式の妥当

　　　性

　パネラー全員が非常にユニークなキャラク

ターであった点や，そのノ下ツクグランドを説

明したりフォーラム形式にした点が参加者に

評価されたが，パネラーの選択を吟味すれば

参加者の気持ちを引きつける点から非常に興

味深い方法であるといえる。
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