
１．はじめに

　日本におけるスポーツ観戦の機会は、プロ野球や
サッカーのＪリーグなどスポーツを職業とする選手
の活躍する試合の現場およびそれらを放映するテレ
ビやマスコミなどを通じたメジャーなもののみでは
ない。応援を伴うスポーツ観戦の機会は、個人の生
涯を通じてみても、オリンピックや各種国際大会な
どの大きなものから、地域のスポーツクラブの大会
や学校の運動会にいたるまで、自分が参加するもの
であったり、子どもが参加するものであったり多様
な関わりがある。そのような機会の場で生じる応援
行為は、個人の日常生活において一般的なものであ
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るといえる。スポーツ観戦において応援となるその
原動力やモチベーションには、選手に対する観衆の
自己同一化によるパーソナリティの安定化や主体性
の回復などといった機能的な側面があるといわれて
いる。
　ここで、そうした応援のもつ意味についてまとめ
られた代表的な研究である高橋（2011年）では、「儀
礼」の観点から応援を論じた諸先行研究を基軸とし
て、スタジアムにおける集合的な応援活動を論じて
いる。そこでは、応援活動には単なるエンターティ
メントを超えて一体感の高揚から社会秩序や社会的
価値を浸透・再生産させる機能を背後に含んでいる
ことが前提とされている１。
　「儀礼」とは、非日常的な形態を通じて最終的に
社会的な変化を達成する過程であるともいわれる。
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そして、われわれの生活に身近な舞台、劇場、スタ
ジアムなどの隔離空間で行われる行事をも儀礼類似
の行為に含め、結果として儀礼に相似する機能を有
するといわれる２。つまり、それらの行事における日
常生活の繰り返しとは異なる文脈のなかで生成され
た変化は、日常生活において再文脈化され、当該変
化はより確固とした変化として定着・達成されると
いったメタ機能を有するというのである。
　これらのことを学校の生徒（学生）集団の応援活
動の意味として考えてみた場合、それは所属する学
校における集団的同一性の維持や確認につながる。
生徒たちが共に学校の運動部の試合を観戦して同じ
学校に所属する運動部を応援することは、学校集団
との一体感を著しく高め、当該学校の文化的価値や
規範などを再生産あるいは創造していくような効果
をもつ機会として考えることができる。日常的な学
校生活を離れた場所で、活躍する選手の姿と自己を
同一化して応援する活動が共通の感情を形成し、同
級生との一体感を高め、学校への帰属心や愛校心を
高めるのである３。
　一方、教師、学校運営者としても、学校文化体系
の価値・規範を再確認させ、それを強化することに
よって学級・学校運営を安定化させるという機能を
確保することにもつながる。例えば、高校野球の応
援活動は、生徒にそれを通じて学校文化の価値や制
度を再認識させる機会となりうる。
　日本の学校では、自校の選手たちを応援する行
動をリードあるいは統制する役割を担う応援団と呼
ばれる組織が伝統的に存在してきた。彼らは日々の
訓練とともに、運動部の大会や対外試合での応援を
リード・統制するのみならず、校内における体育祭
などの学校行事における集合的な応援活動をサポー
トしてきた４。例えば、大学の応援団に関する記述
であるが、「応援とは̶人間か本来持つ感動性を統
合し、競技にリズムと興奮を与え、それが選手への
起爆剤となって、それぞれを各自の技術以上に働か
せる、そして熱気あるゲームを展開し、結果として
スタンドの学生と選手とに一種の連帯感を生むもの

である。それはキャンパスへの母校愛という形で昇
華されていく、その進行役として応援団は存在する
のである」といわれる５。この言説によれば、集合的
な応援とは、生徒の学校に対する集団的なアイデン
ティティの形成を促すことであり、それは結果とし
て学校文化に対する適応に他ならない。生徒にその
ようなパーソナリティを育むことは、将来的な社会
的適応の素地を形成することにつながる。
　つまり、応援団は、各種の学校行事における儀礼
的要因が創出されるために不可欠な非日常性を高め
る役割、いわば日本独自の学校文化を形成するエー
ジェントとして存在してきた側面をもつ。本研究は、
そうしたエージェントとしての学校応援団の成立経
緯と存在状況、意味・役割について考察するもので
ある。先行研究では、日本の学校でのみみられるよ
うな独自の応援文化が存在するといわれ６、そのあり
方や歴史経緯を捉えることは、トップダウンからの
視点ではなくボトムアップからの視点によって日本
の学校教育における文化的適応やその変容過程を明
らかにしようとする試みにつながる。よって、そこか
ら得られるメッセージから学校文化やそれらの再生
産のあり方に関して考察の価値が存在すると考えら
れる。
　なお、組織形態上、吹奏楽団部およびチアリーダー
部を伴う編成で成り立っているケースが多くみられ
るが、本研究ではそのうちリーダー部とよばれる伝
統的な集団を考察対象にする。
　
２．学校応援団の成立と活動

2.1　学校応援団の成立経緯（明治～昭和初期）
　これまで、高等学校応援団に関する先行研究は皆
無といってよいが７、大学を含む高等教育機関の学
生応援団に関する断片的な先行研究が存在する。
　学校応援団の発足としては、旧制高等学校の校
友会における運動部の活動の進展と期を一にすると
いわれている８。「高等學校令」（1918年）以降より、
昭和初期にかけて旧制高等学校におけるスポーツが
進展していった。校友会の支持を基盤とした運動部
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では、学校内のスポーツ行事にとどまらず、全国的
な対校競技会が開催されるようになり、学校行事と
して独特な伝統行事となっていった。それらの動向
は、各校における学生・生徒の集団的な連帯感情の
形成に大きな役割を果たすこととなったが、同時に、
選手を応援するための応援団が、第１～８高等学校
における応援組織を範型としながら全国の各校で組
織化されていったといわれる９。
　つまり、校友会の組織化と運動部の校内外におけ
る活動によって、1920年までには各旧制高等学校に
て応援団が組織化されたという。当時の応援団には、
組織的・規律的な応援活動を通じて集団的な連帯感
情を育て、校風の発揚にまで高めていくことが期待
されており、それらは校友会の組織でもあったこと
が理解される。
　また、旧制中学でも明治期における校友会の創設
より、同様に校内運動会の開催が盛んになり、校内
にとどまらず県下の諸学校間での交流試合などが深
められていった様子がうかがわれる10。明治の早期
以降、中学校が野球や陸上、水泳をはじめ各種の学
生スポーツの普及に大きな歴史的役割を果たしてき
たことが確認されている。それらの経緯では、諸中
学校間の対校試合や対校競技が開催されており、明
治期以降には学校年中行事となっていったことが察
せられる11。
　例えば、旧制水戸中学校（現水戸第一高等学校）
の記念誌には、明治29年に開催された野球部の栃
木県尋常中学校（現宇都宮高等学校）との対校試
合において、「両軍の応援団は熱狂し、不測の事態
が生じそうになり、引き分けに終わった」との記述
がある12。大正４年に全国中等学校優勝野球大会が
開催されるようになったが、大正12年に発生した栃
木県真岡中学校と茨城県下妻中学校の応援団同士
の乱闘騒ぎの結果、当・翌年度の関東大会が県校長
会の申し合わせで中止とされたことが記載されてい
る13。野球部甲子園初出場（昭和4年）に関する記
述に、出場のための費用が不足して「応援団の派遣
はもとより、生徒たちの行くことはまずなく、わずか

にラジオ放送によって知るのみであった」とある14。
　この頃の具体的な中学校応援団の成立に関する史
実として、埼玉県では大正13年に初めて旧制粕壁中
学校（現春日部高等学校）に応援団が発足し、続い
て大正14年に旧制松山中学校（現松山高等学校）、
遅れて昭和17年に旧制熊谷中学校（現熊谷高等学
校）にて応援団が発足したといわれる15。また、群
馬県の旧制中学校においても、昭和10年に旧制前橋
中学校（現前橋高等学校）にて応援団が発足したと
される16。
　なお、昭和４年（1929年）に発行された『全國大
學校専門學校中等學校野球部應援歌全集』（盛進堂
書店）によれば、紹介されている応援歌全125集の
うち、中等学校のものが80集を占めており、大学、
高等学校、専門学校を凌ぐ圧倒的な割合を占めてい
る17。客観的事実に関する資料は乏しいが、大学・
高等学校のみならず当時の中等学校にも広く応援団
が活動していたことを示唆する状況証拠のひとつと
いえる。

2.2 　戦後の新制高等学校における運動部の発展と
応援団

　新制高等学校では、昭和30年度の文部省の調査
報告18によれば学校運動部の数は１校（全日制）当
たり平均10.1となっている。そして、同様に運動部
員の全校生徒に対する比率は33.8％に達しており、
３人に１人以上が運動部に所属しているということ
になる。また、それらの対外競技への参加回数とし
ては、種別によって差があるが、大体年間平均４～
７回程度になっていた。
　1960年代以降、高校生の運動部活動への加入率
は上昇の一途をたどっている19。なお、学校運動部
が大規模化した経緯の社会的要因としては、戦後か
らの①平等主義に基づく運動部活動の大衆化、②学
校教育における非行防止などの管理主義を原動力と
した運動部活動の価値づけ、などがあったといわれ
る20。つまり、戦後の学校教育のなかでスポーツが
必要とされてきたことがわかる。現在では、高校生
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の運動部活動への加入率は６割近くを占めており21、
日本のように運動部活動が学校教育の一環としてこ
れほど大規模に成立している国はないともいわれる
ほどになっている。
　水戸第一高等学校の記念誌によれば、昭和25年
に生徒会の努力によって応援団が結成され、同時に
集めた寄付金で大応援旗が作られたとある22。そし
て、昭和29年の野球部の北関東大会における桐生
高等学校との決勝戦では、「午後の試合開始を待ち
きれない市民や応援団が、午前10時ごろからスタン
ドを埋め始めた」とあり、「勝利の瞬間、三塁側応
援団席からは紙吹雪が舞い散り」とある23。戦後間
もない野球部の試合再開当初から、応援団の活動も
再開されていたことがうかがわれる記述である。
　埼玉県の新制高等学校（旧制中学校）においても、
昭和26年に浦和高等学校にて生徒会の承認により
応援団が設立され、続いて川越高等学校、不動岡
高等学校においても応援団が編成・組織化されるよ
うになった24。また、群馬県の新制高等学校（旧制
中学校）では、昭和25年に高崎高等学校にて、当
時の学校長からの要請で生徒会にて応援団が結成さ
れたことが記録されている25。続いて昭和34年に太
田高等学校ならびに桐生高等学校でも応援団が組織
化されて今日に至っている26。
　一般的に現在の高等学校応援団は、①部活動・ク
ラブ活動として、②学校の生徒会における各種委員
会活動として、あるいは①②の両面を兼ねた組織と
して位置づけられている。高等学校学習指導要領に
おいては、①の場合、教育課程上の課程外教育活
動として、また、②の場合には特別活動として位置
づけられている。
　学習指導要領上の部活動は、紆余曲折を経て教
育課程外の活動と位置づけられ、指導要領に一定の
規定がない期間が存在したが、平成21年告示の高
等学校学習指導要領の総則には「生徒の自主的、自
発的な参加により行われる部活動については、スポー
ツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や
責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校

教育の一環として、教育課程との関連が図られるよ
う留意すること」27と記されている。つまり、教育課
程外の活動である一方、学校教育の一環に位置づ
けられている。それらは、義務的なものではなく生
徒本人の自主性・主体性を基盤とする活動領域と考
えられる。
　また、特別活動には「ホームルーム活動」「生徒
会（委員会）活動」「学校行事」があるとされてい
る。例えば、入学式や卒業式（儀式的行事）、運動
会・体育祭（健康安全・体育的行事）、文化祭（学
芸的行事）は学校行事に含められる。儀式的行事は
非日常的な時間を生徒たちに意識させ、厳粛な気持
ちで区切り・節目を自覚させる契機となり得るものと
されている。一方、健康安全・体育的・学芸的行事
は、非日常的な時間を通じた祝祭としての意味をも
ち、開放的な雰囲気のなかで主体性を十分に発揮し、
生徒たちが行事そのものを充実したものとして経験
することにより、日常から脱却する契機を与えるも
のであるという28。
　いずれにせよ、特別活動における学校行事のねら
いには、日常的な学校生活から離れた儀礼としての
演出に基づいたメタ教育機能を見出すことができる。
とくに、運動会・体育祭のような学校行事において
学校応援団は一定の役割を担う。よって、当該応援
団が組織上どのように位置づけられていようとも、
生徒たちの応援活動をコントロールする応援団は、
結果として委員会としての一定の活動役割を担って
おり、かつ、その役割は儀礼的な教育効果の達成に
影響を及ぼすエージェントとしての役割となりうる。

３．応援団の演舞とその技法について

　応援団のあり方が教育界をはじめ各方面から問
われたのが、明治36年の野球の早慶戦時であった。
それ以前は一部の有志が扇子を振りかざして観衆に
拍手をさせる程度であったという。しかし、昭和４
年ごろになると、応援の方法にさまざまな工夫が加
えられ、次第に派手になり、ショーまがいの応援で
あるという批判を招くこともあったという29。
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　戦後、東京六大学の応援団には復員した学生団
員が多かったため、練習ならびに規律自体は非常に
厳しかったといわれる。彼らは、敗戦からの学園の
復興のためスポーツ行事における応援活動のみなら
ず学園生活秩序の維持や警備などをも目的としてい
た30。団員は、その前提資格として学生との連帯感、
信頼関係が重要であり、学内の模範として身を律す
ることが求められていたという31。
　新制高等学校においても、学生運動の余波を受け
た伝統校などでは、校内外における治安を維持する
ための自警集団的な役割機能が応援団員に求められ
ていた時期があったといわれる32。応援団員とは学
校内で生徒から一目置かれる存在であったことがう
かがわれる。いずれにせよこのような背景から、と
くに関東周辺の高等学校などでは六大学応援団によ
る影響を強く受けていたことが理解される。
　応援活動において具体的な応援の進行をリードす
る際に用いられる演舞には、戦前の六大学野球応援
団の開祖の演舞を原点として、終戦直後から演舞の
型が考案されていった。これらは、テクなどと呼ば
れ、その技術が競われてきた。リズム、テンポ、エー
ル交歓、応援歌、勝利の拍手、声援などのテクの特
徴は、整備され伝統の型として継承されていったの
であるが、その代ごとに変質してきた歴史がある33。
例えば、相撲部出身の団長が相撲の不知火型からつ
くった「相撲型」（明治大学）や空手部出身の団長

がつくった「空手型」（法政大学）、また「歌舞伎型」
（東京大学）などそれぞれの学校に型の特徴がみら
れる34。
　ところで、舞踊とは古来より祭儀から発生したも
のであり、異次元の空間を醸し、霊に近づくために
演じられたという原点があるとされる。つまり、舞
踊をみせる対象は神霊であったため、舞踊における
美的価値の基準は、人間の日常生活の空間から離脱
することを大きな目的の一つとされるなかで追求さ
れてきた35。日常生活における人間の現実動作と舞
踊の動作との間には、その各特徴として大きな隔た
りが存在し、そこに舞踊における審美的な価値基準
が置かれてきたといえる。
　例えば若松（2000年）によれば、現実動作と舞踊
の動作とを分離する観念は難しいとしながらも、い
くつかの原則が指摘されている（表１参照）。ここで、
舞踊の動作として区別される原則は儀礼的動作であ
り、その要素にはとくに無目的性や情動反応を有す
ること、そして現実世界からの離脱といったミステ
リアスな性格が挙げられている。
　また、幸泉（2008年）では、舞踊の美意識を構成
する概念として①踊り手の身体的表現による舞踊を
通じた表象のレベル、②踊り手の舞踊と観衆との背
後にある共感感情・観念・物語の共有状態のレベル、
③踊り手による人間存在の解放および悟りの表現、
つまり、通常の現実世界を超越して普遍的なものに

表１）現実動作と舞踊の動作の特徴比較

現
実
動
作

実際的な目的的動作 動作付随の感情 意味不明な動作はない

動作内容の間接性
時間の序列性
効率主義
適合的な空間

日常的個別の感情・動作に伴う無
意識的感情・自然な情動の発露・
恣意的感情・感情の節約

現実の背景での意味
現実の場所での意味
現実の小道具の意味
現実の人間関係
社会階層に応じた動き

舞
踊
動
作

動作の無用性 情動反応を基底に持つ ミステリアスな要素を持つ

動作内容／時間の非序列性
装飾的表現の出現
空間枠組みの破壊

校正された感情表現
感情と動作の結合と分離・虚構的・
演出的情動
統制的感情
感情を示す

虚構の意味の象徴性
虚構の場所の象徴性
造り物の小道具
虚構の人間関係
神を内包する傾向
引用：若松美黄（2000年）より抜粋
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没入する状態のレベル、が挙げられている。これら
３つの構成概念のうち、とくに儀礼的要因が高いと
考えられる概念が③の状態に関する美的基準であろ
う。しかし、３つの状態の構成概念は分離されるも
のではなく、すべての舞踊の踊り手の完成度が高め
られることによって、これら状態における潜在的な
レベルも上昇するといわれる。
　以上のことは、応援団の演舞と無関係ではないと
考えられる。応援活動における必勝祈願といった神
に対する願かけが、応援団の演舞における神事とし
ての美の希求につながり、今日の演舞の独特なスタ
イルが形成されてきたと考えられるのである。それ
らは、例えば演舞に際しての服装や小道具のみなら
ず、入退場に伴う作法や発声法、姿勢、体の動かし
方に至るまで、さまざまな非日常的要因が含められ
ていることにあらわれている。
　これまで、演舞のパフォーマンスに要求される技
術には、儀礼としての応援活動をリードするために
より高い水準が求められてきたといえる。姿勢の維
持、発声、動作のキレ、スピードなど技の美しさ、
そしてなにより野球の９回裏まで持続可能な耐久力
が求められるため、日頃から技量ならびに体力の向
上を目指した鍛錬が必要となってくるといえる。

４．高等学校応援団の活動状況調査

　以上のような応援団の歴史的経緯ならびに活動役
割、教育的意義を踏まえ、旧制中学から戦後の新制
高等学校に移行した高等学校を中心として、現在の
応援団の活動状況に関する調査結果を示す（表２）。
ここでは関東地域圏（１都６県）に範囲を限定した
うえで、戦前のナンバースクールといわれた旧制中
学の歴史をもつ伝統校の高等学校において、現時点
（2016年）で応援団が通年にわたって組織化（＝常設）
され継続的に活動している高等学校ならびにそうで
はない高等学校とを区分し集計した36。
　各都県によって応援団の常設割合には差があり、
多い順に埼玉６校（86％）、茨城６校（60％）、群馬
５校（56％）、栃木５校（56％）、東京５校（36％）、

神奈川２校（22％）であるが、千葉では存在が確認
されなかった。その他、以前は存在したが団員不足
などの事由により活動が停止した学校も一定数に上
ると考えられる。同じ旧制中学の歴史を有する一方
で、このように応援団の有無に関して地域間格差が
存在する理由として、共学化、野球部をはじめとす
る運動部の活躍の状況、そして地域社会の支持と
いった影響が考えられるが、別稿の機会に譲りたい。

５．おわりに

　本研究は、日本の高等学校応援団とは、学校行事
中心とした生徒の集合的な応援活動を統制し学校教
育における日常的な儀礼的効果が創出されるために
不可欠な役割を担うエージェントであると仮定した
上で、その成立・意味ならびに組織化の経緯につい
て考察した。
　そのために本稿では、戦前から戦後・現在に至る
学校応援団の成立過程を取りあげた上で、現在の
高等学校における学校応援団の活動組織の有無に
ついて、旧制中学からの歴史を有する関東圏の高等
学校応援団の状況に関する調査を行った。また、応
援団の応援技法である演舞の特徴について、戦後の
六大学応援団における演舞の型の継承を踏まえなが
ら、一般的な舞踊の考え方との関連を通じて考察し
た。
　その結果、まず戦前の旧制中等学校において応援
団が組織化されていたことが確認された。そして、
戦後にはより多くの新制高等学校において応援団が
組織化されていった傾向があることが認められた。
さらに、関東圏域の元旧制中学校の高等学校に限る
が、各都県によって現在の応援団の常設校割合には
差があり、最も多い埼玉県（86％）から最も少ない
千葉県（０％）に至るまで、同じ旧制中学の歴史を
有していても地域間に格差が存在することが明らか
になった。
　一方、応援団の演舞の特徴には、非日常的な舞踊
の動作の特徴や目的と共通性が存在し、それ自体に
おける伝統的で独自の価値観や基準が継承されてい
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都県 校　　名 常設の有無

神奈川

県立希望ヶ丘高等学校 ×
県立横浜翠嵐高等学校 ×
県立横浜第三高等学校 ×
県立小田原高等学校 ○
県立厚木高等学校 ×
県立横須賀高等学校 ×
県立湘南高等学校 ○
県立川崎高等学校 ×
県立秦野高等学校 ×

東　京

都立日比谷高等学校 ×
都立立川高等学校 ○
都立両国高等学校 △
都立戸山高等学校 ×
都立小石川中等教育学校 ×
都立新宿高等学校 ×
都立墨田川高等学校 △
都立小山台高等学校 ×
都立北園高等学校 ×
都立西高等学校 ×
都立江北高等学校 ×
都立芦花高等学校 ×
都立豊多摩高等学校 ×
都立石神井高等学校 ×
都立青山高等学校 ×
都立江戸川高等学校 ○
都立日本橋高等学校 ×
都立葛飾野高等学校 △
都立国立高等学校 ○
都立大泉高等学校 ○
都立武蔵丘高等学校 ○
都立大森高等学校 ×

千　葉

県立千葉高等学校 ×
県立佐倉高等学校 ×
県立佐原高等学校 ×
県立大喜多高等学校 ×
県立木更津高等学校 ×
県立成東高等学校 ×
県立安房高等学校 ×
県立長生高等学校 ×
県立匝瑳高等学校 ×
県立東葛飾高等学校 ×
県立長狭高等学校 ×
県立市原高等学校 ×
県立船橋高等学校 ×

表２）関東地域都県の高等学校（旧制中学校）における常設応援団の有無（有＝○ 無＝× 半期程＝△）

都県 校　　名 常設の有無

栃　木

県立宇都宮高等学校 ○
県立栃木高等学校 ○
県立真岡高等学校 ○
県立佐野高等学校 ×
県立大田原高等学校 ○
県立鳥山高等学校 ×
県立足利高等学校 ○
県立石橋高等学校 ×
県立今市高等学校 ×

埼　玉

県立浦和高等学校 ○
県立熊谷高等学校 ○
県立川越高等学校 ○
県立春日部高等学校 ○
県立本庄高等学校 ×
県立松山高等学校 ○
県立不動岡高等学校 ○

茨　城

県立水戸第一高等学校 ○
県立土浦第一高等学校 ○
県立下妻第一高等学校 ○
県立太田第一高等学校 ×
県立竜ケ崎高等学校 ○
県立水海道高等学校 ○
県立鉾田第一高等学校 ×
県立日立第一高等学校 ×
県立境高等学校 ○
県立麻生高等学校 ×

群　馬

県立前橋高等学校 ○
県立高崎高等学校 ○
県立富岡高等学校 ×
県立太田高等学校 ○
県立藤岡高等学校 ×
県立沼田高等学校 ×
県立渋川高等学校 ○
県立桐生高等学校 ○
県立館林高等学校 ×
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る可能性がうかがわれた。それは、単に選手の応援
や応援自体を盛り上げるため以上の要素が含まれて
おり、演舞を通じて儀礼を司ろうとする非日常的な
活動集団としての一側面、つまり、ひとつの神前行
事や儀礼としての演出的意味や祈願が応援団の活動
要因に関与する可能性があるといえないだろうか。
　以上は限られた対象校や断片的な資料に基づく事
例による考察であり、実際の応援活動の観察や多く
の情報の収集に基づくものではない。この点に関し
ては、高等学校の応援団に対するヒアリングを実施
し、その対象範囲を広げることや実際の演舞を分析
することが今後の課題となる。また、新制高等学校
応援団の存続要因として、共学化の経緯や卒業生を
中心とした地元地域社会との関連についてより客観
的なデータを踏まえた考察が今後の課題となる。

注
１　高橋豪仁『スポーツ応援文化の社会学』世界思想社，
2011年，8‒10
２　清水昭俊「儀礼の外延」青木保・黒田悦子編『儀礼̶
文化と形式的行動』東京大学出版会，1988年，127‒
136／丸山富雄「スペクテーター・スポーツの社会的
機能に関する考察」体育社会学研究会『スポーツ参与
の社会学』道和書院，1984年，220‒223
３　丸山富雄，前掲，214－218
４　Gudrun GRAEWE「応援団について̶キャンパス・
ライフに不可欠の団体か奇妙な遺物か̶」『言語文化
研究』14(2)，188／加賀秀雄・鈴木敏夫「旧制高等学
校における応援団の組織化の実相とその歴史的役割に
ついて」社団法人日本体育学会『日本体育学会大会号』
36，1985年，85
５　東京六大学応援団連盟ＯＢ会『應援團　六旗の下に：
東京六大学応援団連盟36年の歩み』シュバル，1984年，
100
６　Gudrun GRAEWE，前掲，187
７　Gudrun GRAEWE，前掲，187‒188
８　加賀秀雄・鈴木敏夫，前掲，85
９　Gudrun GRAEWE，前掲，188／加賀秀雄・鈴木敏夫，
前掲，85
10　秦真人「明治期の旧制中学における運動会の研究
（3）̶愛知県第一中学校の事例から・その１」『愛知

学泉大学・短期大学紀要』49，2014年，92
11　田中譲・新野守「大阪へのスポーツ移入とその発
展について（第1報）̶戦前の旧制中学校を窓口とし
て̶」『大阪産業大学人間環境論集』13，2014年，127
12　水戸一高百年史編集委員会『水戸一高百年史』1978
年，170‒171
13　水戸一高百年史編集委員会，前掲書，293
14　水戸一高百年史編集委員会，前掲書，307
15　熊谷高等学校應援團『第三十九回「日輪の下に」パ
ンフレット』2014年，8‒10
16　群馬四校応援団演技発表会配布パンフレット『平成
28年度第9回合同リーダー公開』2016年7月30日
17　山口重威『全國大學校専門學校中等學校野球部應援
歌全集』盛進堂書店，1929年
18　文部省初等中等教育局『昭和30年度調査対外競技・
校内競技に関する調査報告』1956年
19　中澤篤史「学校運動部活動の戦後史（上）̶実態と
政策の変遷̶」『一橋社会科学』3，2011年，32‒34
20　中澤篤史，前掲，58 59
21　林幸克「高等学校における部活動に関する一考察̶
愛知県内のインターアクトクラブに着目した検討̶」
『岐阜大学教育学部研究報告人文科学』60(2)，2012年，
179
22　水戸一高百年史編集委員会，前掲書，576
23　水戸一高百年史編集委員会，前掲書，601‒602
24　熊谷高等学校應援團『第三十九回「日輪の下に」パ
ンフレット』2014年，4‒6
25　高崎高校応援部ＯＢ会『高崎高校応援部六十周年誌』
2013年，10
26　群馬四校応援団演技発表会配布パンフレット，前掲
27　文部科学省「高等学校学習指導要領第1章総則」
2009年
28　山口満・安井一郎編『改訂新版　特別活動と人間形
成』学文社，2010年，213‒218
29　東京六大学応援団連盟ＯＢ会，前掲書，102‒103
30　Gudrun GRAEWE，前掲，190‒192
31　戸田光昭「文献紹介『神戸大学応援団総部の35年：
60年安保から阪神大震災まで』」『レコード・マネジメ
ント』36，1998年，47
32　筆者ヒアリング（2016年4月30日於桐生高等学校）
による。
33　東京六大学応援団連盟ＯＢ会，前掲書，82‒90
34　東京六大学応援団連盟ＯＢ会，前掲書，91‒92

日本の高等学校応援団の成立と活動に関する一考察
金塚　　基

－ 200 －



35　森下はるみ「舞踏における動きの美しさ」『バイオ
メカニズム学会誌』26(3),2002年，132
36　千葉県教育会『千葉県教育史巻５』合同出版，1979
年，654／群馬県教育史研究編さん委員会『群馬県教
育史戦後編上巻』1966年，251頁／茨城県教育会『茨
城県教育史』1980年，93・94頁／埼玉県教育委員会『埼
玉県教育史第五巻』1972年，222／栃木県教育史編纂
会『栃木県教育史第四巻』1958年／神奈川県立教育セ
ンター『神奈川県教育史通史編下巻』1980年，129／
岡田幸一『東京府立中学』同成社，2004年，24‒25よ
り旧制中学校移行した高等学校を抽出した上で、電話
連絡調査により各高校から回答を得た（2016年6月）。

参考文献
奥野克巳・花渕馨也編『文化人類学のレッスン』学陽書

房，2005年
青木保・黒田悦子編『儀礼̶文化と形式的行動』東京大
学出版会，1988年
幸泉哲紀“Dance and Aesthetic Ideals : Dance as Form 
in Motion Representing, Sharing and Transcending the 
Realities of Human Existence”『龍谷大学国際社会文化
研究所紀要』10，2008年，118-128
高崎高校応援部ＯＢ会『高崎高校応援部六十周年誌』，
2013年
高橋豪仁『スポーツ応援文化の社会学』世界思想社，
2011年
山口満・安井一郎編『改訂新版　特別活動と人間形成』
学文社，2010年
若松美黄「現実動作と美的動作・舞踊」『舞踊學』2000年, 
78-79

（かなつか　もとい）
【受理日　2016年11月２日】

東京未来大学研究紀要  Vol.10　2017.3

－ 201 －


