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はじめに

　日本の高等学校には、自分たちの学校の選手たち
を応援し、かつ同校の生徒を含めた観戦者集団の応
援活動をリード・統制する役割を担う応援部を擁す
る学校がある。ここでいう学校における集団的な応
援活動とは、運動部の大会や対校試合のみならず、
校内で恒例となっている体育祭などの学校行事の
際に行われる生徒の自主的な応援活動を意味してい
る。
　一般的に学校における集団的な応援活動は、学習
指導要領上では特別活動の学校行事等の場面に位

置づけることができる。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
るとされるが、このうち学校行事は、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（＝文化的行事）と
いうように類型化されている（文部科学省：2019）。
　健康安全・体育的・文化的行事は、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１。
したがって、運動会・体育祭のような学校行事にお
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ける集団的な応援活動を経験することは、特別活動
における学校行事のねらいとしての日常的な学校生
活から離れたメタ教育機能を有していると考えられ
る。
　生徒集団の応援活動による直接的な効果として、
所属する学校における集団的同一性の維持や確認が
挙げられる。生徒たちが共に試合や競技を観戦して
同じ学校に所属する運動部を応援することは、集団
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・愛校心を高め
ることになる２。
　日本の学校教育課程のガイドライン（＝学習指導
要領）では、諸外国と比較して特別活動や総合的な
学習の時間などの教科外教育により重点が置かれて
おり、特にクラブ活動や学校行事といった特別活動
にその特質があるといわれてきた３。特別活動は「子
どもの生活世界と学校生活を結びつけ、日常の経験
と知識が有機的に連関し合う学習活動」４ともいわ
れ、児童生徒の経験と自主性を重視する経験主義的
な価値観を基盤としてきた。ゆえに、特別活動は教
育の理念とその理念を基礎にした実践の繰り返しと
なっていくが、こうした実践の過程に定式性はない
ため、その教育理念が明確に捉えられていくことが
まさに課題になってくる５。
　そこで本稿では、まず特別活動の教育理念の明確
化を目的として、その学習指導要領ならびに関連す
る社会環境の変化を捉えていく。その上で、集団的
な応援活動のあり方をひとつの事例として取り上げ、
特別活動の教育理念と実践との間に存在せざるを得
なくなった今日的な課題について考察したい。

１．学習指導要領の変遷と特別活動の理念

　特別活動の原型とされる1947・51年につくられた
学習指導要領では、民主主義を浸透させる理念のも

と、学校教育の教科学習だけでは得難い自治的・集
団的活動の経験を、委員会活動やクラブ活動などを
通じて提供してきた６。1958年の文科省告示による
学習指導要領から、特別活動も法的拘束をもつよう
になったが、特別活動における理論的な説明は見当
たらず、自主的な努力を求めるものとして位置づけ
られていたといえる７。そして、1968年からの第３次
改訂でも、全体目標は示しているが内容ごとの目標
がないため、何を教えるのかが明確ではない課題が
あったという８。
　しかし、1977年からの第４次改訂では、小学校か
ら高等学校まで特別活動が一貫して教育課程に位
置づけられるようになり、さらに、1989年の第５次
改訂からは、特別活動＝学級活動・生徒会活動・ク
ラブ活動・学校行事の４領域に整理された９。一方、
1998年第６次改訂では、総合的な学習の時間と特別
活動との関連や重なり、連携が未解決のまま実施さ
れた10。そして、2008年度第７次改訂では、特別活
動の中心的な目標として集団活動の中で自主的、実
践的な態度を育むというものになってきた11。
　以後、特別活動の目標には「個性の伸長」（人格
の完成）が含まれ、また「全人的な発達を視野に入
れた個性化」「社会の一員として望ましい資質や態
度を育成する」（＝社会化）といったキャリア教育も
含まれるようになっている12。なお、高等学校学習
指導要領の改訂は2018年３月、実施は2022年度に
１学年、2023年度に２学年、2024年度に３学年まで
順次進行していく。
　特別活動の方法的な特徴として、「集団生活、さ
まざまな集団場面における諸活動に取り組むことを
通して」とあり、「集団」が前面にわたって強調され
る側面が強い点にある13。つまり、集団活動を通し
て児童生徒が自己の個性を理解することと同時に、
社会における自己の位置づけを理解するといった社
会化の目標達成が意図されている。より具体的にい
えば、児童生徒がその集団活動を通じて「自分と出
会い」「他者と出会い」、「個性を確かめたり」「表現
の仕方を学んだり」、自分を集団のなかにいかに位置
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づけていくか考える機会を提供するというものであ
る14。
　なお、特別活動の潜在的な機能には、児童生徒の
学校教育に対する「主観的意義」づけ、「社会関係
資本」の形成、そして児童生徒集団の「統合」「再
構築」といった基盤形成を促す要因があるといわれ
る15。特別活動とは、そうした機能を踏まえた上で

「多様な集団活動の体験」を通して、学級・学校内
の人間関係を好ましいものにつくり変え」、その過程
によって「人間性を育成しようとする教育活動」16と
いえる。つまり、「参画を通して学習環境としての人
間関係の改善に取り組み、その過程で取り組む主体
の成長を図ろうとするもの」17なのである。

２�．社会環境の変化と特別活動における集
団的多様性の課題

　さて、特別活動は、キャリア教育・学級活動・生
徒会・クラブ活動・学校行事を含む領域となってお
り学校での日常生活全般が対象領域となるため、思
想や心理の深部に触れる繊細な側面をあわせもって
いる。これまでの日本の特別活動は、日本人の集団
形成を前提として学習プロセスを踏むことが想定さ
れてきたといってよい。例えば、国旗掲揚、国歌斉
唱までもが特別活動の対象とされるようになってお
り（文部科学省：2019）、特別活動は何らかの目的に
応じて集団の統制に流用される可能性をもっている。
　元来、特別活動の実践プロセスには、異質とみな
される児童生徒の排除が招かれやすい。具体的には、
児童生徒の家族関係や生活水準などの客観的な条
件によるものであったり、あるいは精神面などの属
性的な要因によるものである。特に、近年における
特別活動の実践には、LGBTやグローバル化による
マイノリティの児童生徒の顕在化に対して留意を要
するようになっており、多様性を承認した人間関係・
集団形成を前提とした実践に留意が注がれるように
なってきた18。グローバル化の進展による外国につ
ながりをもつ児童生徒の増加によって、多文化共生
の課題は、特別活動の教育目標において避けられな

い重要なテーマになったといえる。
　集団活動に際して異質なもの同士の人間関係の構
築をいかに扱い指導するか、多様性が承認される特
別活動はいかにつくられていくのかは指導者の共通
認識となっているといえる。マイノリティの生徒の
存在認識を軸に、いかなる生徒自身の存在（＝固有
性）も尊重される地平にあることを学ばせ、人間関
係の構築・再構築を促し意義あるものにつなげてい
くことが喫緊の課題である19。
　2018年３月の高等学校学習指導要領の改訂では、
特別活動の基本は「集団や社会の形成者としての見
方・考え方を働かせ」と変化し、個性の伸長に基づ
くもの（＝学習者主体）となった20。ここでいう「個性」
とはマイノリティのものではなく、あらゆる個性的存
在としての人間性が意味されている。つまり、個性
的存在のままで人間関係をはじめとする環境との関
わりを通して学んでこそ、自律的行為の主体として
の成長が実現し、社会の形成者となることが期待さ
れている。一方で、「個性的存在として共にあるとい
う自他の認識」が前提となって学び取られることが
ないのであれば、「多様な他者と協働」することも、「合
意形成を図ったり」、「主体的に集団や社会に参画」
することもその内実は危うくなる21。
　以上を念頭に置いた上で、本稿では特別活動にお
ける児童生徒の応援活動の機会を事例として、その
意義と排他性について考察する。
　
３．応援活動の動機とプロセス

　個々の児童生徒の応援行為を学校における集合的
な応援活動としてみた場合、そこに組織的な意味や
社会的な方向づけのプロセスが発生する。普段の学
校生活ではあまりなじみのない生徒であっても、同
じ学校の選手やクラスのチームを共に応援という実
践を通してお互いに親近感を高め合い、集団的な一
体感が高められていく。勝利したい・させたいとい
う願望に基づいて生じた集団的な応援は、学校に
おける児童生徒としての集団的なアイデンティティ
の形成を促すことになり、それは結果として学校文



特別活動における学校行事のあり方に関する一考察
金塚　　基

− 32 −

化に対する適応に他ならない。表面的にはチームの
勝利あるいは選手の活躍を祈願するという応援活動
が、結果として社会化を強化するといったメタ機能
を有することになる。児童生徒にそのようなパーソ
ナリティが育まれるということは、将来的な社会性
や集団に対する自己のあり方に関する素地を形成す
ることにつながる意味で教育効果が高いといえる。
　一方、集団的な応援活動の発生源とはどういうも
のであるのかを捉えようとする場合、その見解には
個人的な応援行為を前提とした集団的な応援活動の
成立に至るまでの過程があると考えられる。
　そもそも応援行為は、スポーツ観戦等において観
衆を動かす個人的な要因や動機づけがなければ、そ
れが集団的な応援活動にまで発展することは困難で
ある。これに関して丸山（1984年）では、スポーツ
を観戦することによって無意識に選手と自己を同一
化するという、個人における人間特有の社会行動が
前提にあるという。個々人の「方向づけと信仰の枠
組みを求める欲求」（フロム）が、集団的同一性の
維持やパーソナリティの空洞化の安定を求める欲求
となり、何らかの方向づけと信仰の枠組みの形成と
して選手と一体化されるというのである22。応援行
為の動機には、主体性の回復と自我同一性の感覚を
可能にするものがあると解釈される。
　これを児童生徒の立場に置き換えてみると、応援
行為とは同じ学校やクラスの選手に自らを同一化し、
共感することによって生じる動機を根拠にしている。
また、声援などによる応援は、試合中の選手たちに
受け止められるという直接あるいは間接的なコミュ
ニケーションの一類型となる。例えば、ここで両者
が交換するのは具体的な情報ではなく「がんばって
ほしい（観衆）／がんばりたい（選手）」という、あ
くまでも感情レベルでのメッセージの相互交換であ
り、両者間に理論的な情報のやり取りはほぼ存在し
ない感覚的なものである（松岡：2013年）。
　よってこの場合、すでに個々の児童生徒は同じ学
校やクラスの集団に自分を同一化しつつ、「集団や
社会の形成者としての見方・考え方を働かせ」、「自

主的、実践的に取り組む」（文部科学省：2019）こ
とが前提となる。つまり、個性的存在のまま所与の
集団の勝利に向けて同調できる状況が構築されてい
なければならならず、その上で個々の児童生徒にお
いて応援のモチベーションが発露可能なレベルにま
で到達していなければならない。言いかえれば、非
日常的な実践である行事における応援活動とは無関
係に、多様性が尊重される集団の人間関係がすでに
日常的な学習環境によってある程度構築されていな
ければならないといえる。
　所与の集団とは、所属する学校であったり学級で
あったり、なんらかの活動の目的に即して個々の意
志とは無関係に与えられた特定の所属集団を意味し
ている。したがって、集団的な応援活動は、児童生
徒個々の当該活動集団における「個性」の認識お
よび承認が得られていない状況のもとの実践であれ
ば、それが目指す教育的な目的の達成とは別物の縁
遠いものにもなり得る。

４．集団的な応援活動の排他性

　一般的に、集団的な応援活動を担う当該応援集団
は、なんらかの特定の共通点を有することによって、
応援の動機づけがより高揚されるケースが多い。例
えば、オリンピックなどの国際大会であれば国籍や
民族であり、野球やサッカーなどの国内の試合であ
れば出身や居住などによる地理的な要因である。児
童生徒の集団であれば、大きくは学区などの地域か
ら所属する学校別、そして学年やクラスルームその
他に至るまで細分化される。
　日常的な学校生活に基づいて個々の児童生徒の個
性の認識・承認がなされるような学習環境が形成さ
れているほど、そこに齟齬のない集団的な応援活動
に向かう動機づけが発生し得る。例えば、クラス内
で別れたグループ学習の活動において、グループ別
に学習成果を報告し合ってグループごとの評価得点
を競うケースなどでは、同じグループメンバー同士
が励まし合い応援し合う姿が比較的多くみられよう。
　体育祭などにおけるクラス全体での応援や全校の
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チームなどでの応援になると、集団規模が大きくな
り、日常的には直接コミュニケーションを交わさない
人間関係を含む集団単位となってくる。こうした行
事のために作られた同じチームであるというだけで
直接的な人間関係の存在しない選手等を応援する集
団構成は、そこに所属する個々の個性に対する認識
や承認を介さず、与えられた全体主義的なアイデン
ティティや共有認識の枠組みだけを紐帯としている。
つまり、そのチーム集団のアイデンティティは曖昧
な幻想によって作られたものである。
　よって、当該行事活動のテンションを高めていく
ための集団的アイデンティティを高揚していく装置
として、何らかの集団づくりに寄与する共有物やイ
メージ、例えばチームカラー、キャラクター、ユニ
フォーム、旗、そして集団の共同練習・創造活動へ
の参加が強調されることとなる。そのようにしてつく
られた集団構成に基づき個々の応援活動の動機づけ
が与えられる（＝チーム・ビルディング）のが通例
であろう。
　しかし、ここで考慮されなければならないのは、
個々の児童生徒における動機づけの格差についてで
ある。与えられた動機づけに反応し、自分のアイデ
ンティティを当該集団に適合させモチベーションを
高められる児童生徒がいる一方、反応に乏しく集団
への同一化が困難な児童生徒が生じてしまうことに
よって、当該活動に排他性が生じてしまう問題であ
る。いうまでもなく、個々の児童生徒は身体、文化、
性格、価値観、生活史などを通じた個別的存在であ
り、ゆえに所属集団に同一化して応援行為に至るま
でのモチベーションが不足、あるいは見いだせない
児童生徒が存在することが自然である。例えば、前
述した集団的アイデンティティの形成に用いられる
共有物やイメージに共感できない文化をもつケース
や、集団活動のコントロールに用いられる年齢や性
別、言語などに共通性を持ちえないケースでは、逆
に当該集団に対して疎外感を抱く可能性があると考
えられる。

５．応援活動と集団の凝集力

　一方、応援活動に際して集団的な応援をより発展
させて応援活動全体をリード、統制しようとする役
割を担う応援団（リーダー）が配置されることが多い。
応援団の組織形態、役割機能は、各学校における位
置づけや応援を伴う行事自体の内容に応じて様々で
あるが、各種行事等において応援活動が盛んな高等
学校には、生徒会の委員会などの組織的な位置づけ
によって応援指導部（応援団）が常設されている学
校がある。
　そもそも高等学校での応援活動が活発化した歴史
的な経緯としては、戦前の学制時に開始された全国
中等学校優勝野球大会（現・甲子園大会）におけ
る対校試合が契機であったと考えられる23。よって、
ここでは旧制中学からの歴史を有する高等学校を事
例対象としてみるが、今日でそうした応援団を組織
している学校とそうでない学校とが混在し、また現
在は存在しないが過去には組織されていたという学
校もある。
　例えば、関東１都６県で旧制中学の伝統を有する
高等学校全80校のうち、32校（40％）の高等学校
に応援団が組織されている（2016年時点）24。しかし、
過去に組織されていたという学校も少なくとも６校
ほど確認されており、これまでの旧制中学から現在
の高等学校までの沿革のなかで、大半の学校で応援
団が組織されていたと考えられる25。委員会組織や
部活として位置づけられる応援団の存続は、生徒会
等を通じた生徒たちの意思決定の力だけによるもの
ではなく、特別活動の一環としてそれを維持・指導
する学校教員たちのサポートが不可欠である。執筆
者の対象校に対するヒアリングでは、複数の学校で
応援団廃止の危機が過去にあったが、校長をはじめ
とする学校教員側の尽力によって回避された経緯を
もっている26。この理由としては、応援団組織の存
在が生徒の教育的効果のみならず、卒業生の同窓会
などを含めた学校経営にとっても有用であるという
判断が働いているものと考えられる。
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　事実、日本社会の多方面で活躍している卒業生の
存在を把握することは、その学校のブランドや威信
を高めることにつながるため、学校経営にとって重
要な意味をもっている。ちなみに伝統的に応援団を
組織してきた高等学校の入学難易度はどの学校でも
高いため、入学してきた生徒たちにおける当該高等
学校生としてのアイデンティティも相対的に高いも
のであることが察せられる。また、そうであるから
こそ応援団員として応援をリードする役割を引き受
ける生徒やそれに応える生徒が存在するものと考え
られる。つまり、そうした高等学校では、長い歴史
と高いブランドをもつ学校の生徒とひとりとしての
集団的なアイデンティティが形成されやすく、その
ため集団的な応援活動が展開されやすいといえる。
　また、伝統のある高等学校の応援活動を支える
環境として無視できないのが、当該学校を取り巻く
地域的な要因である。以前より地域住民から教育機
関として高い信頼を集めてきただけではなく、その
ような長い歴史をもつ学校が存在する地域住民の当
該市区町に居住している年月も長くなる傾向があり、
例えば20年間以上生活している長期居住民人口の
割合が相対的に高いことが指摘できる27。地方都市
部での高齢化による影響のみではなく、生まれ育っ
た後にも同地域で生活しているという成人割合の高
い傾向がみられるのである。そのような学校の応援
団は、当該地域の各種行事などの校外活動にも引っ
張りだこであり、地域文化を支えるシンボル的な扱
いを受けているケースもある。もちろん、野球の大
会などには学校の生徒や保護者のみならず、多くの
地元地域の住民が観戦に来るという。つまり、学校
を中心としてそれを介した地域的な共同性の存在を
うかがうことができる28。
　そして、応援団を有する高等学校として特徴づけ
られるのが、いわゆる男子校である（であった）点
である。学校生徒にとっては卑近な教育環境である
が、性別区分によって旧制中学から培われた学校文
化の独自性が維持されてきことは見逃せないであろ
う。独特な応援団の作法や様式のなかには男女共学

の学校文化に馴染まないものもあり、それまでの伝
統的な活動の存続・継承が困難となり得る。少子化
の影響で共学化した学校も多くなっているが、男子
校の文化により発展を維持してきた学校が多いと考
えられる。
　以上のように、組織的に応援団を有するような高
さのテンションで集団的な応援活動を行うことがで
きた高等学校には、社会的な威信や信頼を背景とし
た高い共同意識・アイデンティティの形成基盤が存
在し、当該集団の凝集力が高められる環境要因が
あったといってもよいだろう。しかし一方、言いか
えればそのことは、排他的な独自の歴史・文化・教
育環境の形成基盤を有してきたことによる成果とも
いえる。今日のように多文化・多様化が進む日本の
学校・学級では、そのような限定された枠組みのな
かにおける応援活動には、生徒たちに不平等や格差
の容認、多様性の否定や偏見の形成といった学習効
果を与えてしまう可能性は否定できない。例えば、
近年の外国につながりをもつ高等学校の生徒におい
ては、同級生から日本語が「ヘタ」だと馬鹿にされ、
学校から足が遠のいたり、言葉の壁やいじめが原因
で中途退学してしまう生徒が多いといわれる29。
　あるいは、そうでなくとも情報通信機器類の発達
が生徒の日常生活様式を激変させ続けている影響
により、生活・行動様式の個別化が進み集団形成や
集団を通じた活動から距離を置きがちな生徒が増え
続けている。同じ学校やクラスの生徒であるという
ことで、自然には集団的なアイデンティティが形成
され難くなってきており、より個性や個別性が踏ま
えられた上での実質的な活動に裏打ちされた結果と
しての集団形成を要するようになっている。だとす
れば、これまでのような名門校における応援団の活
躍も将来的には衰退を余儀なくされることになると
考えられる。集団的な応援活動には、これまでの歴
史的な伝統文化や環境要因のアドバンテージに基づ
くものではなく、より系統立てられた調和や実践か
らの成果に基づく集団的な凝集力が必要とされてい
る。
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おわりに

　本稿は、特別活動の教育理念の明確化を目的とし
て、その学習指導要領ならびに関連する社会環境の
変化を捉えた上で、集団的な応援活動のあり方をひ
とつの事例として取り上げ、その教育理念と実践と
の間に存在する今日的な課題について考察した。
　特別活動とは、多様な集団活動の体験を通して
人間関係を好ましいものにつくり変える過程おいて、
自分の人間性を育成する学習活動といえる。しかし、
そうした目的のための前提として、個性的存在とし
ての自己および多様な他者の認識および承認が得ら
れていない実践であれば、目指す教育的な目的の達
成には縁遠いものとなり得る。
　個々の児童生徒は身体、文化、性格、価値観、生
活史などを通じた個別的存在であり、ゆえに所属集
団に同一化して応援行為に至るまでのモチベーショ
ンが不足、あるいは見いだせない児童生徒が存在す
る。集団的な応援活動のプロセスには、与えられた
動機づけに反応し、自分のアイデンティティを当該
集団に適合させモチベーションを高められる生徒が
いる一方、反応に乏しく集団的な同一化が困難な生
徒が生じてしまうことにより当該活動全体に排他性
が生じるという問題がある。集団的アイデンティティ
の形成に用いられる共有物やイメージに共感できな
い文化をもつケースや、集団活動のコントロールに
用いられる年齢や性別、言語などに共通性を持ちえ
ないケースでは、逆に当該集団に対して疎外感を抱
く可能性がある。
　組織的に応援団を有するような高さのテンション
で集団的な応援活動を行うことができた高等学校に
は、社会的な威信や信頼を背景とした高い共同意識・
アイデンティティの形成基盤が存在し、当該集団の
凝集力が高められる環境要因があったといえる。し
かし一方では、そのことは排他的な独自の歴史・文化・
教育環境の形成基盤を有してきたことによる成果と
考えられる。今日のように多文化・多様化した日本
の学校では、単一性の高い集団的な枠組みのなかで

行われる応援活動によって、逆に生徒たちに不平等
や格差の容認、多様性の否定や偏見の形成といった
学習効果を与えてしまう可能性がある。
　集団的な応援活動には、これまでの歴史的な伝統
文化や環境要因のアドバンテージに基づくものでは
なく、より系統立てられた調和や実践からの成果に
基づく集団的な凝集力が必要といえる。
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