
― 65 ―

名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要（教育科学）� 第65巻第 1 号（2018年度）

部活動研究の成果と今後の展望
―特別活動，スポーツの場，居場所―

＊加 藤 一 晃

1 ．はじめに

　部活動は，日本の中等教育を特徴づける要素の一つ
である。本稿はこの部活動に関するこれまでの研究動
向を，特別活動，スポーツの場，居場所の三つの側面
に着目して整理し，部活動研究の成果と今後の展望を
論じる。
　部活動は，今日の日本の中等教育において広く普及
している。2017年にスポーツ庁が主体となって行った
調査によると，運動部・文化部あわせた部活動への加
入率は，中学生で91.9％，高校生で80.1％にのぼる（ス
ポーツ庁・東京書籍 2018）1。
　このように部活動，特に運動部活動が広範に行われ
ていることは，世界的に類を見ない。多くの諸外国で
は，学校教育から離れた場でスポーツが行われてお
り，日本のように部活動が学校教育の一環として大々
的に行われているのは特殊である（中澤 2014，p.46－
51）。また部活動に似た活動が行われる英米でさえも，
エリート校でのエリート育成や一部のアスリート向け
競技スポーツに限られているのに対し，日本の部活動
は「一般大衆の国民教育と結びつけられ，モーレツに
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行われてきた」（恒吉 2008，pp.184－185）。
　部活動をはじめとした教科外活動は，教科指導を補
完し，日本の教育を支える重要な要素となっている。
歴史的に見れば，教科外活動が重視されてきたのは，
教科指導だけでは十分になしえないことが求められ
る時であった（新谷 1995）。また紅林（2014）によれ
ば，日本では，教科領域が知識量や進度の加減に限定
され，基本構造がほとんど変更されなかった（p.98）。
それでも，日本の教育がある程度社会の変化に対応す
ることができたのは，「特別活動が社会的ニーズや現
代的課題に対応する教育を担当し，ときには極秘裏に
教科領域の強化のためにその一部を提供」してきたか
らである（同上）。紅林は特別活動という用語を使って
いるが，当初特別活動として構想された部活動も，同
様の役割を果たしてきたことが推察される。
　このように部活動は，非常に広く普及した活動であ
り，日本の教育の特殊性の一つである点，さらに，日
本の教育を支えてきた重要な要素の一つである点で，
日本の中等教育を考える際に興味深い対象である。
　この部活動への社会的な関心が，ここ数年で特に高
まりつつある。大阪府立桜宮高校バスケットボール部
での顧問教師からの暴行を原因とした生徒の自殺や，
教員の多忙化への部活動の影響の大きさがニュースと*  名古屋大学大学院学生・日本学術振興会特別研究員 DC
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なった。それに伴い，学術的な議論の場でも部活動へ
の関心が高まりつつある。多くのスポーツ科学の研究
者が寄稿した論文集（友添編 2016）や，教育社会学

（内田 2017），特別活動論（長沼 2017）の立場から部
活動に関する書籍が出版されるなど，活況を呈してい
る。
　しかし，部活動に関する議論は複数の研究領域にわ
たっており，それぞれの関心から独自に部活動にアプ
ローチする傾向にある。特に部活動は，それをどのよ
うな場ととらえるかによって，関心や論点が異なって
いる。大きく分けると，①部活動を特別活動（あるい
はそれに連なるもの）としてとらえる研究群がある一
方で，②スポーツの場として部活動をとらえる研究
群，または③生徒の居場所として部活動をとらえる研
究群がある2（以下，それぞれ①「特別活動としての部
活動」研究，②「スポーツの場としての部活動」研究，
③「居場所としての部活動」研究とする）。これら三つ
の研究群は，相対的に独立した関心や論点をもって，
部活動を論じている。
　これら三つの研究群は，①「特別活動としての部活
動」研究，②「スポーツの場としての部活動」研究，
③「居場所としての部活動」研究の順で登場してきた。
あとで述べるように，戦後初期には特別（教育）活動
論が部活動に大きな関心を寄せていたものの，その関
心は長くは続かなかった。その後，部活動研究の主要
なフィールドは体育学やスポーツ社会学であった。し
かし，1990年代後半以降，教育学・教育社会学からも，
部活動に注目する動きが見られる。それぞれの領域は
固有の関心を持っており，部活動研究のメインフィー
ルドが変わるごとに，異なる側面に着目した研究が進
められてきた。こうした過程は部活動への見方を多様
なものにしているが，フィールドの転換により問われ
なくなってしまった論点があることも見逃せない。特
に，特別活動の側面からの研究が見られなくなったこ
とで，部活動研究における枠組みは狭くなった一面も
ある。
　そこで本稿では，各研究領域間の関心の違いに着目
して，中等教育段階の部活動に関する研究動向を整理
し，部活動を対象とする研究領域や，部活動に向ける
関心がどのように移り変わってきたのかを明らかにす
る3。
　なお，本稿と関心の近い先行研究に中澤（2011）が
ある。その研究は海外の関連研究も視野に入れ，部活
動に関する主要な議論を，教育学，体育学，社会学，
心理学，歴史学，日本研究といった領域別に把握しよ
うとするものであった。ただし，横断的に部活動研究

を概観することが重視され，部活動研究の歴史的な展
開を縦断的に検討する視点は見られなかった。それに
対し本稿は，部活動研究の視点・枠組みの時代的な変
遷を整理することにより重きを置く。それによって，
近年の部活動研究の暗黙の想定」について考察し，今
後の課題を提出する。

2 ．「特別活動としての部活動」研究

2.1．戦後初期の特別教育活動論
　まず，「特別活動としての部活動」を論じた，戦後
初期の特別教育活動論における議論を検討する。この
時期は，学習指導要領によって特別教育活動の中に部
活動が位置付けられたために，部活動の特別教育活動
としての側面が議論された。議論の焦点となったの
は，特別教育活動の一環としての部活動が，どのよう
な位置づけにあり，どのような性格や目標を持つのか
といった点である。そこでこの節では，特別教育活動
としての部活動像がいかなるものだったのかを確認し
ていく。なお，部活動に相当する活動は当時「クラブ
活動」と呼称されていたため，この節では以下，「クラ
ブ活動」という用語を用いることとする。
　1947（昭和22）年学習指導要領一般編において「自由
研究」が設けられ，その中にクラブ活動が位置付けら
れた。1951年（昭和26）学習指導要領では「自由研究」
ではなく「特別教育活動」が設けられ4，クラブ活動も
その中に含まれた。このように教科外活動を教育課程
に含ませてきたのは，「戦後教育課程改革の重要な特
質の一つ」といわれる（磯田 1971，p.415）。戦前・戦
中にも教科外活動を教育課程化する試みがなかったわ
けではないが，この動きが本格化したのは戦後になっ
てからである（磯田 同上，p.425）。そうした新しい試
みであることを踏まえて，1950年代からの特別教育活
動論では，クラブ活動の性格論や，さまざまに行いう
るクラブ活動の類型化などが行われた。ここでは「戦
後日本の生活指導や教科外活動において，必須の研究
対象」（根津 2014，p.26）とされる宮坂哲文の議論を
概観しよう。宮坂は戦中から戦後にかけて，団体や組
織による人間形成に関心を持ち，中等教育における課
外活動の重要性を指摘した（根津 2014）。
　宮坂（1950）は戦後初期の特別教育活動研究であり，
冒頭で次のように述べている。「特別教育活動なる名
のもとに包括されている生徒会活動，ホームルーム活
動，クラブ活動，集会活動その他の一連の生徒活動は，
いちように，『よき市民の形成』を，その第一義とする
という点で，われわれの，みのがすことのできない教
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育領域なのである」（p.3，旧字体は新字体に改めた）。
ここに表れているように，宮坂の特別教育活動論では
市民形成がキーワードである。そこではアメリカの教
科外活動に関する理論の紹介に始まり，特別教育活動
の民主主義的意義や，それを通じて市民的資質の育成
を目指すことの重要性が主張された。ことクラブ活動
に関しては，その活動計画の作成に生徒が参加するこ
とを求め，教師が適切な指導を行うことが，真に民主
的な教育の方法だとして推奨されている（pp.94－95）。
　さらに，より体系的に特別教育活動の特徴や分類を
示しているのが宮坂（1959）である。そこでは，教科
学習との比較から，特別教育活動の特徴が論じられた

（表 1 ）。特別教育活動は，自由な集団活動であり，教
師と生徒の直接的・個人的関係がもたれること，生活
実践に近く共同生活の建設に資すること，政治や社会
文化の動きが敏感に反映されることが，その主な特徴

とされた（宮坂 前掲書，pp.30－31）。
　また同書では，特別教育活動に含まれる諸活動の
分類が示されている（表 2 ）。それによれば，ホーム
ルームや学級会は小集団場面や基礎的集団場面，全校
集会等が全校的集団場面や統合的集団場面に位置付け
られ，クラブ活動は委員会5とともに，全校的集団場面
と小集団場面の中間領域に位置付けられている（宮坂 
1959，p.28）。
　このように特別教育活動全体の中でのクラブ活動の
位置づけが示されたうえで，表 3 の 6 項目が，「クラ
ブ活動が生かされている状態」として示された（宮坂 
前掲書，p.55）。宮坂は，この各項目に基づいて，当時
のクラブ活動に実施状況が評価されている。その中で
特に問題があるとされたのは，①，②，④の項目であ
る。
　①は，生徒の自由な参加に関する項目であるが，ク

表 2 　特別教育活動の分類（宮坂 1959，p.28より引用）

 表 1 　教科学習と特別教育活動の比較（宮坂 1959，pp.30－31より作成）

表 3 　クラブ活動が生かされている状態（宮坂 1959，pp.55－56より作成）
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ラブ活動が形式化し，強制的な活動として行われてい
ることが批判された。次に，クラブ活動の協同性につ
いて述べた②の項目に関しては，教科の単なる延長や
補習としてのクラブや，「お稽古的な」クラブが圧倒的
に多いことから，クラブ活動が個別的で静的な活動形
態となっていると批判された。
　そこで，クラブ活動において協同性が現れる三つの
場合が示された。一つ目は，協同性がクラブ活動の種
目自体に内在する場合であり，演劇・コーラス・器楽・
籠球・野球・排球等のクラブが例示されている。二つ
目が，その活動自体に協同性が本来内在していなくて
も，その活動の計画において協同的な活動が盛り込ま
れる場合である。たとえば，地理クラブでの模型の共
同制作や，郷土クラブでの共同調査などがある。三つ
目が，クラブの運営面において，協同性，協同的活動
が加味され強調される場合である。珠算のような個別
的静的な活動であっても，クラブとしてのレクリエー
ションなどを設けることで，協同性が達成できるとさ
れた。
　④についてはまず，②の課題との関連性が指摘され
る。つまり，「新しい社会文化の培養」という観点から
みて，個別的な活動よりも協同的な活動が望ましいと
して，再び肯定的に評価されている。加えて，協同的
な活動以外に「新しい社会文化の培養」に資するもの
として，生産技術的，科学技術的クラブや，社会意識
を高めるねらいをもった社会科学的，社会奉仕的なク
ラブが取り上げられている。

2.2．小括
　以上の1950年代の特別教育活動論の特徴は，特別教
育活動全体の性格を明らかにし，それを構成するいく
つかの活動に分類し，体系化しようとしていたことで
ある。その中で，クラブ活動の特徴や果たすべき役割
について，広い範囲にわたって議論されていた。そこ
では，複数の観点から，文化的な活動や社会科学的な
活動，科学技術的な活動等，さまざまな種類のクラブ
にそれぞれの意義が認められていた。
　特に，市民性を育成する活動や，それに効果的な文
化系の諸活動が重要視されていたことに注目しておき
たい。特別教育活動は民主主義教育や市民教育に資す
ることが目的とされ，特別教育活動の一環であるクラ
ブ活動（部活動）も，この意味で意義を認められた。
すなわち，「特別活動としての部活動」という側面に注
目することで，民主主義や市民形成といった点を部活
動研究の枠組みに組み込むことができる。これは，後
述の「スポーツの場としての部活動」研究や，「居場所

としての部活動」研究には見られない，「特別活動とし
ての部活動」研究のユニークな点である。
　しかし，こうした関心が実証的な研究に向かうこと
はなかった。それは，当時クラブ活動に標準時間が与
えられず，標準時数が定められたホームルーム活動に
議論の中心があったためと思われる6。そのため，ク
ラブ活動が本当に市民形成に役立っているのか，どう
いった活動が市民形成に効果的なのか，といった点は
明らかにされなかった。
　ただし，近年では特別活動論的な観点から，部活動
を捉え直そうとする動きも見られる。特別活動論を
バックグラウンドに持つ林（2012）は，これまでの部活
動研究が運動部活動に関するものに偏っていたとし，
文化部活動の再評価を試みている。インターアクトク
ラブを事例とした検討により，それらの活動が「社会
力」やボランティア学習レディネスなどの養成に有益
であることが示唆されている。

3 ．「スポーツの場としての部活動」研究

3.1．部活動をスポーツの場ととらえた研究
　次に，部活動をスポーツの場ととらえた研究を検討
する。部活動は，「スポーツ・芸術活動を享受する機
会を提供する」（西島 2016，p.24）場である。しかし，
そこで行われる活動は，たとえば大人が行うスポーツ
や芸術活動とは，性質が異なっている。なぜなら，部
活動は同時に教育の場でもあるからだ。スポーツや芸
術活動の場であると同時に，教育の場でもあることに
よって，部活動は独特の論理や価値観を有する領域と
なっている。
　この点に意識的に取り組んできたのは，主に体育
学，スポーツ社会学における部活動研究である。部活
動は，中高生にとってスポーツを経験する主要な場の
一つである。しかし，部活動は子どもがスポーツを行
う場であると同時に，学校の中で行われる教育の場で
もある。そこで，スポーツの場と教育の場という両義
性から，部活動をとらえる研究が蓄積されてきた。こ
の側面に注目した研究は，歴史が古く，研究の量も膨
大である。ここでは主要な学会誌に掲載された論文
と，書籍化された業績を対象として整理したい。
　運動部活動において生徒がスポーツの場と教育の場
の両方におかれることに着目した研究に，杉本（1986）
があげられる。杉本（1986）は，中学・高校の運動部
員は社会学的アンビバランスを惹起する可能性が高い
状況にあるという。というのも，「中学・高校運動部
は，学校制度というシステムで，教育的営為として組
織され，教育的価値を付与された体育集団であると同
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時に，スポーツというゲームの『枠』によって，それ
らの一切の教育的価値から自由であるところの無関連
ルール（rules of irrelevance）を設定しうるスポーツ
集団でもある」からである（p.198）。そして中高の運
動部員への調査から，運動部の集団的性格（スポーツ
集団なのかそれとも体育集団なのか）等に対してアン
ビバランスが生起し，また時間とともにそれが変化し
ていくことが明らかにされている。
　甲斐（2000）は，高校運動部活動のフィールドワー
クから，学歴社会という教育的文脈と，スポーツの文
脈の両方に置かれた生徒が，運動部活動をどう意味づ
けるのかを描いている。運動部活動の経験は，それを
進学のための直接的な手段として用いる生徒が少ない

「必要性への距離」の大きな身体資本である。しかし，
「むしろ運動部員は『ムダ』な時間を過ごすことに意義
を見出す」（p.36）。甲斐はそうした観察から，「彼らは
学歴社会とは異なる論地にのっとるかのように，生活
の楽しさを求めながら高校時代を過ごそうとして」お
り，「学歴社会という一つのシステムを絶対視するこ
となく相対的に把握しようとする姿勢を見出すことが
できる」という（pp.37－38）。
　スポーツの場と教育の場の両方に置かれるのは，教
師も同様である。久保（1998）は，運動部活動は「競
技的空間」と「教育的空間」の二重性の上に成立して
いるとする。競技的空間においては，「勝利」が追求す
べき到達目標とされるのに対し，教育的空間では，児
童生徒の成長に代表されるような，学校という組織集
団の意図が働く。この二重性は，運動部活動の顧問教
師の役割に対し葛藤をもたらす。すなわち，「『教育的
／競技的二重空間』において，『コーチ』は『コーチで
あると同時に教師』であり，また『教師』は『教師で
あると同時にコーチ』であることが求められているの
である」（p.268）。
　そうした二重性ゆえに，運動部活動が維持される側
面を指摘したのが中澤（2014）である。中澤（2014）
は，それまでのスポーツ科学が前提としてきた，運
動部活動が存在すること自体の不思議さに目を向け
た。運動部活動は政策的な裏付けが乏しいにもかかわ
らず，大々的に成立しており，さらにそれは日本特有
の活動であるという。そこで氏は，運動部活動をめぐ
る政策や議論の整理を通じて，時代に応じてさまざま
に教育的意義が付与されてきたことを明らかにしてい
る。さらに，そうした教育的意義は，いま教員が運動部
活動に積極的に関わり続けることを可能にしていると
いう。その分析によれば，運動部活動に積極的に関わ
るある教員は，さまざまな指導上の困難を経験してい

た。しかし，そうした困難に対し，顧問教員は教育的
意味を付与する。そうすることで，教員は運動部活動
指導に伴う困難を乗り越えていたという。いわば，ス
ポーツの場であると同時に教育の場でもあることが，
運動部活動を存続に導いている側面がある。
　また近年では，サッカーのクラブチーム等に代表さ
れる民間スポーツクラブの発達も著しい。松尾（2015）
は，新たなスポーツの場である民間スポーツクラブの
台頭が，従来から子どものスポーツの場であった運動
部活動に対して及ぼしている影響を明らかにしてい
る。それによれば，運動部活動と民間スポーツクラブ
の間には，「正しいスポーツ（指導）のあり方」という
文化的正当性の獲得を目指したせめぎ合いがある。す
なわち，民間スポーツクラブの高い競技力がクラブ側
の文化的正当性を高め，それが学校運動部活動の有し
てきた文化的正当性に揺らぎをもたらしているという

（p.115）。その揺らぎの中で，運動部活動という場の再
定義が生じている。たとえば，クラブ内での上下関係
や礼儀作法などに寛容な民間スポーツクラブが比較対
象となることで，運動部活動でこそ上下関係や礼儀作
法などを重視するべきだとの認識がより一層高まって
いるという（p.203）。運動部活動とは異なるスポーツ
の場の登場により，運動部活動の教育的側面に変化が
生じつつあるということができよう。

3.2．小括
　このように，部活動をスポーツの場としてとらえる
研究は，部活動が同時に教育の場でもあることを踏ま
えて展開されてきた。その結果見えてきたのが，部活
動において行われるスポーツが，理論的に考えられる
純粋なスポーツの姿や，民間スポーツクラブ等の他の
スポーツを行う場とは，異なる独自の価値観や論理を
持っているということである。運動部活動は学校教育
の中で行われるがゆえに，スポーツに教育的な意味が
付与され，運動部活動ならではのスポーツ環境を形づ
くってきたといえる。
　バーンスティン（1996＝2000）は，社会の諸事象が
教育に組み入れられる際に，「再文脈化」が生じると指
摘する。「〈教育〉言説は諸言説の流通と再秩序化の原
理である。…その言説がオリジナルな舞台から〈教育〉
言説としてその新しい位置づけへと動くとき，そこに
変形が生じる。変形が生じる理由は，一つの言説が一
つの位置から他の位置へと動くたびに，そこにイデオ
ロギーが動きうる空間が生じるからである」（pp.83－
84）。スポーツの場，教育の場の二重性から部活動を論
じてきた研究は，スポーツという一つの例として，文
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化的事象が教育の中に再文脈化されるあり様を描いて
きたといえよう。
　このような部活動による文化的な活動の再文脈化
は，スポーツ以外の諸活動にも生じていると考えられ
る。しかし，それに着目した研究は多くない7。部活動
は，スポーツに限らず様々な文化的活動が教育の論理
と交わる場である。そうした交錯が文化的な活動に及
ぼす影響や，その時に教育の論理がどのような影響力
を発揮するのか，といった点について今後開拓する余
地があるように思われる。
　また，ここにあげた研究は，第 2 節で検討した「特
別活動としての部活動」研究とは関心が異なっている
ことにも注目しておきたい。「スポーツの場としての
部活動」研究は，部活動がスポーツの場であると同時
に教育の場でもあることに注目してきたが，「特別活
動としての部活動」研究のような，市民的資質や社会
性といった観点はあまり見られない。
　例外的に，神谷（2015）は運動部活動を社会や政治
との関係でとらえなおす視座を提供している。氏は，
運動部活動やその中で行われる対外試合を支えてきた

「道徳教育」「体力づくり」「競争」といった言説が，
学校教育に部活動を位置付ける根拠としては脆弱であ
り，運動部活動の教育論が不在だったと批判する。そ
こで提案されるのが，部活動を「結社」としてとらえる
視点である。ここでいう結社とは「なんらかの共通の
目的・関心をみたすために，一定の約束のもと，基本
的には平等な資格で，自発的に加入した成員によって
運営される，生計を目的としない私的な集団」（p.273）
のことである。そしてイギリスのハンティングを行う
人々の集まった結社が環境保護政策に影響を及ぼして
きたことを例として，「かつてのスポーツマンは，ハン
ティングを楽しむだけに止まらず，結社を通して自分
たちの意思を示し，政治や社会に影響を及ぼしてきた
一面がある」と指摘する。そのうえで氏は，「学校の
クラブ・部活動も結社として位置づけることで，練習
や試合，あるいは単なる『レクリエーション』に止ま
らずに，政治や社会との関わり方を経験する場へと，
可能性が広がるのではないか」（p.279）と述べている。
この指摘は，社会や政治に着目することで部活動研究
の枠組みを広げる可能性を示唆している。

4 ．「居場所としての部活動」研究

4.1．生徒文化研究
　ここまでに，特別活動としての部活動，スポーツの
場としての部活動の二つの側面からの研究を見てき
た。最後に，そのどちらとも異なる，部活動の居場所

としての側面に注目した研究を検討しよう。ここで取
り上げるのは，生徒文化や学校適応の研究に位置づく
研究である。それらの研究の多くは，明示的に部活動
を「居場所」と呼んでいるわけではない。しかし，部
活動が生徒の学校適応を促す意義を強調し，学業への
コミットメントに代わる部活動の居場所としての機能
を示唆していることから，本稿ではこう呼ぶこととす
る。
　部活動の居場所としての側面を示唆する研究は，は
じめ生徒文化研究において見られるようになった。武
内（1993）によれば，高校進学率向上によって，従来
は高校に入ってこなかった学力や適性を持った生徒が
入学するようになり，高校間の格差も広がったこと
で，生徒文化研究が隆起した（p.108）。初期の生徒文化
研究が，学校や教師の期待に反する遊び型や逸脱型の
生徒文化を発見すると，その後多変量解析によって生
徒文化の類型化を試みる研究が見られるようになった

（武内 前掲書，pp.108－109）。たとえば，米川（1978）
や白石（1979），秦（1980）等が生徒文化の類型化に
取り組んでいる。これらの研究で抽出された生徒文化
は，必ずしも一様ではない。しかし，いずれの研究に
おいても，部活動への関与が強い生徒文化類型が抽出
されてきた。
　白石（1979）を例に，生徒文化研究の中での部活動の
位置づけを見ていこう。白石（1979）は，複数の学業
ランクに位置する高校の生徒への質問紙調査から，生
徒文化の類型を抽出し，それぞれの類型に属する生徒
がどのような生徒役割を行使しているのかを検討して
いる。その結果まず，①勉学志向，②社会性志向，③
遊び文化志向の三類型が抽出された。本稿とのつなが
りで重要なのは，①勉学志向と同時に，②社会性志向
という生徒文化が抽出されたことである。①勉学志向
は入試準備や受験勉強といった手段的（instrumental）
な役割に強くコミットする。それに対し②社会性志向
は，学校行事や部活動等，学校が提供する集団生活へ
コミットし，表出的（expressive）な役割を演じると
いう。つまり，学校教育の中の一義的な要素である学
業だけでなく，学校行事や部活動といった学業とは異
なる周辺的な活動によって，学校の中で立場を得てい
る生徒が存在していることが示唆されている。
　上記の生徒文化研究の知見を継承する形で，1990年
代からは，部活動に焦点化して，それが生徒文化の分
化や学校適応に対し及ぼす影響を明らかにする研究が
登場してきた。
　白松（1995）は高校生への質問紙調査から，生徒文
化の分化と部活動の関係を明らかにしている。その分
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析によれば，学校ランク上位の高校と下位の高校とで
は生徒の分化の状況に差異があり，上位の高校では学
業成績の高低が生徒の学校適応と強く関連しているの
に対し，下位の高校では部活動への関与が学校適応に
影響を及ぼしているという。さらに，上位以外の高校
では部活動を主要な要素とした「ステータスシステム」
が存在し，部活動に参加することが周囲の生徒からの
承認を得ることにつながっていると示唆されている。
　また，西島ほか（1999）は，それまでの研究では学
業面の要因による生徒の分化が重視されてきたことを
批判し，「多元的学校文化モデル」と呼ばれる見方を提
唱した。生徒文化の分化を扱った研究は，主に高校を
対象としており，学科・コースの違いや学校ランクを
もとに生徒の分化を説明してきた。しかしこうした視
点では，基本的に学業面でのグルーピングが存在しな
い小中学校における生徒の分化を説明することは困難
である。そこで，部活動をはじめとした学校生活にお
ける多様な側面に注目する必要性が説かれる。実際に
中学生を対象とした調査から，学業成績のほかに運動
能力や部活動といった多元的な軸が存在し，生徒を分
化させる契機となっていることが示されている。
　藤田（2001）は西島ほか（1999）の研究をより精緻化
した研究である。中学生への質問紙調査の分析から，
部活動が学業等とは独立して生徒の向学校性を高めて
いることが明らかにされた。特に，部活動の向学校性
への効果は，成績中・下位の生徒に顕著だという。こ
のことから，「学業成績による序列化という現実にさ
らされる生徒たちにとって，同じ学校内に学業とは異
なった原理に基づく空間が存在していることが意味を
持つのではないだろうか」（p.195）と述べられている。
　以上の研究では，部活動が，学業とは異なる生徒文
化や学校適応への手段を提供していることが示されて
きた。いわば，学業的には不適応を示す生徒に対して，
部活動が学校内での居場所として機能している側面が
明らかにされてきたといえる。

4.2．小括
　以上のように，部活動が生徒文化を形成する要素と
なっていることや，部活動が学校への適応を促してい
ることが発見されることで，部活動の居場所としての
側面が明らかにされてきた。この「居場所としての部
活動」研究は，「特別活動としての部活動」研究や，「ス
ポーツの場としての部活動」研究とは異なる部活動の
一面を描いている。「特別活動としての部活動」研究で
は，市民性や民主主義的態度の育成との関係で，部活
動のあり方が研究された。また「スポーツの場として

の部活動」研究では，部活動がスポーツの場であると
同時に，教育の場でもあることが注目されてきた。こ
れら二つの研究群では，部活動に教育的な意図が存在
することを前提としてきたといえる。それに対して，

「居場所としての部活動」研究は必ずしも部活動に教
育的意図を必要としない。部活動に教育的意図がある
かどうかにかかわらず，部活動が生徒の居場所となっ
ているかどうかが重要となってくる。したがって「居
場所としての部活動」研究は，それまでの部活動研究
における教育活動としての部活動の位置づけを相対化
し，部活動研究の射程を広げたのだと評価することが
できる。
　ただし，この側面からの研究は，部活動の学校内で
の役割に焦点を当てたものであることには注意してお
きたい。「居場所としての部活動」研究は，生徒の学校
適応を促すもの，学校内での居場所を提供するものと
して部活動を位置付ける。そのため，「特別活動として
の部活動」研究のように，社会や政治との関係で部活
動をとらえる視座は生まれにくい。これは「スポーツ
の場としての部活動」研究にも共通する課題である。

「スポーツの場としての部活動」研究においても，学
校内でのスポーツの論理と教育の論理の交錯が注目さ
れてきた。そのため，「特別活動としての部活動」研
究が視野に入れていたような，部活動における生徒の
社会や政治とのつながりの場としての側面は，枠組み
に入りにくい。この点について次節でより詳細に検討
し，今後の課題を述べる。

5 ．今後の課題

　ここまでに見てきたように，部活動研究は，特別活
動としての側面にはじまり，スポーツの場としての側
面，居場所としての側面へと関心を広げてきた。ただ
し，戦後初期の特別教育活動論は，一部の例外的研究
を除き，その後の展開に乏しかった。そのため，部活
動研究の視点は，単に拡大したというよりも，むしろ
特別活動としての側面からスポーツの場，居場所とし
ての側面へ転換してきたのだということができる。
　この転換には，部活動研究の枠組みにとって重要な
意味がある。戦後初期の特別活動論は，生徒の市民性
や，社会的な能力という観点から，クラブ活動の意義
を評価していた。それに対し，「スポーツの場としての
部活動」研究や，「居場所としての部活動」研究は，ど
ちらかといえば学校内部での生活に関心を持っていた
といえる。「スポーツの場としての部活動」研究では，
学校内あるいは部内での教師や生徒の運動部活動への
関わり方が明らかにされてきた。「居場所としての部
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活動」研究では，学校の中での生徒の居場所の一つと
して，部活動が位置付けられてきた。いわば，当初は
生徒の社会との関わりが部活動研究の枠組みの中で重
視されていたのに対し，研究が進むにつれて学校内の
営みへと枠組みが狭められてきたということである。
　ここで部活動研究のひとつの突破口として，研究関
心の転換によって放置されている論点に再び目を向け
ることを提案したい。すなわち，戦後初期の特別教育
活動論が議論したような，「特別活動としての部活動」
研究の再評価である。というのも，今日の教育と社会
や政治の関係をめぐる議論を鑑みるに，いま一度，戦
後初期特別活動論が注力した論点に立ち戻る必要があ
るように思われるからである。
　これまで主に高校生について，社会や政治とのつな
がりの薄さが問題視されてきた。広田（2015）は，高
校生が注目するニュースがスポーツ・芸能関係に大き
く偏っていることをあげて，「多くの高校生たちは，現
実の政治や社会の動きとは無縁な，『コドモ化された
世界』を生きている」という（p.157）。さらには，高
校生が一人前の社会参加をするのは，「消費」を通じて
のみであり，若者が消費中心の文化に生きる限り，個
人や仲間集団を超えた異質な他者と関わりをもつ公共
的な空間へと広がりを持つことは困難となると指摘す
る（広田編2008，p.207）。加えて，2016年に改正公職
選挙法が成立し，18歳にまで選挙権が認められるよう
になった。これにより高校生の一部が有権者となった
ことで，政治教育が課題として認識されるに至ってい
る（小玉 2016など）。
　近年では，部活動が主権者教育の一環として有効で
あると主張する議論もある（宮下 2016）。しかし部活
動は，生徒が参加することで自然に民主的態度が身に
着くような，単純なものではない。むしろ，部活動が
生徒の社会・政治とのつながりを阻害するような側面
があることを示唆する調査結果もある。
　東京・大阪・福岡の高校生に対する質問紙調査を
行った友枝（2015）は，政治的態度の規定要因を探る
中で，部活動の影響に触れている。それによれば，体
育系の部活動に所属している生徒は，政治的有効性感
覚が低く，権威主義的態度が強い傾向が見られたとい
う。このことから友枝は，「やや強引な解釈をするなら
ば，よく言われるように体育系の生徒は，部活動を通
して集団の規律や集団の秩序を重視するようになるか
ら，伝統や権威を重視する権威主義に傾き，政治に消
極的な態度…になるといえるのではないだろうか」（友
枝 2015，p.114）と述べている。
　また，歴史をさかのぼれば，部活動と政治の特殊な

関係が見えてくる。中澤（2008）は，大正期から昭和初
期の東京帝国大学におけるスポーツ系課外活動団体の
組織化過程を明らかにしている。氏は，東京帝国大学
においてスポーツ系の部活動が維持された経緯の一つ
には，大学当局の強い支援があったと指摘する。そし
て，大学当局がそうした対応をとるに際し，「左翼思想
を持った学生に対置させた望ましい学生の姿，すなわ
ち〈健全な思想〉を備えた学生の姿として，スポーツ
を実施する学生が措定されていた」（中澤 2008，p.325）
という。この研究は，学生や生徒をスポーツに取り組
ませることが，大学や学校側にとって政治的な意味を
持つことを示唆している。
　これらの研究が示唆しているのは，生徒の社会や政
治との関わり方を考える際に，部活動が一つの切り口
になりうるということである。特に，運動部とそれ以
外との区分は，重要な意味を持つと考えられる。かつ
ての日本の高校では，弁論部や新聞部といった，政治
や社会とのつながりを強く持つ集団が活発に活動して
いたという（大内ほか 1983；小川・今井編 1999）。部
活動は高校教育における政治や社会との接点の一つで
あったといえる。しかし，これらの活動は次第に活力
を失っていく。それに対して，これまでに規模を大き
くしてきたのが運動部活動である。こうした部活動の
変容はいかに生じてきたのか。あるいは，この変容が
中高生の社会や政治との関わりに及ぼしている影響は
どのようなものなのか。まずはそうした問いに取り組
むことが，部活動研究の視野を広めるうえで，さらに
は中高生の社会や政治との関係を議論するうえで有益
であろう。

〔注〕
1  スポーツ庁・東京書籍（2018，p.94）より，公立・

私立合わせた中学生と高校生の部活動加入者数を，
公私合わせた総回答者数で除して算出。

2  近年では，ここにあげた三つの側面とは異なる角度
から，部活動を論じる研究も見られるようになって
いる。その一つは，部活動を性役割の再生産の場と
してとらえる研究である。部活動の中で，環境・意
識の両面で性役割の固定化・社会化が進んでいくこ
とを指摘した熊安（2000），学校における性別役割
分業の表れの一つとして，運動部における女子マ
ネージャーに注目した畠山（2000），中学校柔道部の
フィールドワークから，スポーツ実践の場において
男性の身体的優位という神話がどのように維持され
るのかを分析した羽田野（2004）があげられる。

 さらに近年の国際比較調査により，日本の教員が課
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外活動に費やす時間の特殊性が明らかになったこと
で，教員の職務や多忙化との関係で部活動が取り上
げられるようになった。神林（2015）は，過去の教員
の労働時間に関する調査を再分析することで，2000
年代以降の教員の多忙化が，課外活動に費やす時間
の増大によるものであることを実証している。また
小入羽（2011）は，教員勤務実態調査の分析から，
部活動が教材研究などの教員本来の業務を圧迫する
要因の一つであることを明らかにしている。

3  中等教育段階に絞るのは，初等教育，高等教育段階
に比べ普及の度合いが強く，それぞれの段階の教育
活動の中での比重が比較的大きいと考えられるから
である。

 小学生の部活動の実態を知ることのできる資料はあ
まり見られないが，文部省が1985年に行った調査に
よると，部活動を実施している小学校は，公立小
学校全校の中で45.2％である（文部省初等中等教育
局 1990）。また，2008年のベネッセ教育総合研究所

（2009）の調査によると，部活動やサークルに参加し
ている大学生は49.0％であり，以前は参加していた
が辞めた学生を含めても71.5％である。小学校，大
学と中学・高校の部活動の普及度を比べると，部活
動は，中学・高校において特に普及した活動だとい
うことがわかる。

4  厳密にいえば，自由研究としてのクラブ活動と特別
教育活動としてのクラブ活動は同一ではない。磯田

（1971）によれば，自由研究は「教科」として設定
されており，教科の発展学習としての性格が強かっ
た。しかし，1951年の改訂では，それまで自由研究に
期待されていた教科の発展的な学習は，各教科の枠
の中で行われるよう変更されている。それに対し，
新設された特別教育活動は，教科の発展的な学習よ
りも，自治的な活動を中心とするものとして位置づ
けられた（磯田 1971，pp.415－421）。

5  表の中で，委員会には「（部）」との表記があるが，
これは当時の委員会活動が「部活動」と呼称される
ことがあったためと思われる。今日の委員会活動に
相当する活動が「部活動」と呼称される例は相馬

（1960）等に見られる。したがって，ここで「（部）」
とあるのは，今日でいう部活動を指しているわけで
はない。

6  このことは，宇留田（1979）が，「学級集団がしばし
ば研究の対象として取り上げられてきた」一方で，

「クラブ活動に関しては，これまでほとんど研究の
対象とされることがなかったことは，学校経営研究
の盲点というべきであろう」（宇留田 1979，p.2）と

述べていることにもうかがえる。
7  スポーツ以外の部活動について，呉屋（2017）は興

味深い指摘を行っている。呉屋（2017）が注目した
のは，部活動として行われる郷土芸能である。学校
教育の中で行われる郷土芸能部の活動が，学校外で
行われている郷土芸能とは異なる独自の郷土芸能を
作り出していたといい，こうした学校教育の中で独
自に創出される郷土芸能を指して「学校芸能」とい
う概念が提出されている。

〔付記〕

　本研究は JSPS 科研費17J11037の助成を受けたもの
です。
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Research Progress and Future Prospects for Research Regarding  
Japanese School Extracurricular Clubs: Extra-class Activities,  

the Place of Sports, and Places of Belonging

Kazuaki KATO*

This paper reviews current studies regarding extracurricular club activities in Japan with the aim 

of providing direction for further studies. Japanese school club activities are a common educational 

practice with no equivalent elsewhere in the world. Previous studies have provided fruitful outcomes, 

yet have approached the theme from insular perspectives so that research outcomes tend to be nar-

rowly organized, and therefore, not helpful to the overall field. This paper addresses this issue with 

the following findings:

1. Club activities incorporated as extra-curricular activities: After the Second World War, studies 

of extracurricular activities discussed the purpose for club activities, suggesting that they encourage 

a student to develop socially. Studies on this theme failed to explore this theme in broader terms. 

2. Club activities as places of sports: The field of sports science assumed the main field of club 

activity research. These studies focused on the ambiguity of sports and education and examined the 

meanings attributed to club activities by students and teachers.

3. Club activities as places of belonging: Beginning in the 1990s, a renewed focus on club activities 

became among educational researchers took a more socio-psychological perspective, illustrating how 

club activities are an important element of student subculture. Participation in club activities became 

more strongly linked to a student’s school adaptation.

Increasingly, research of extra-curricular club activities to promote socialization into greater so-

ciety has declined, and in its place, an emphasis on research on club activities regarding the place 

of sports or a cultural place of belonging. This shift of research focus has resulted in a more insular 

perspective of the activity in general, and a narrower viewpoint from which to study club activi-

ties in relation to society and politics. Consequently, current students identify themselves within 

the school, but lack a much-needed sense of responsibility to the greater society. A balanced focus 

on club activity research has implications, especially as educational research fuels educational out-

comes. This study suggests it is essential for researchers to re-focus efforts to link club activities with 

civic responsibility. 
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