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Abstract

This is one of the first studies to explore the experiences and expressions of discrimination, violence 

and exclusion based on genders, sexualities and the bodies in Physical education (PE) in Japan. Through this 

research, we hope to gain insight into the gender and sexual politics of Japanese PE. The study was administered 

in three Japanese universities in 2017. Based on 979 survey responses, we present a preliminary analysis of 

students reported the experiences of discrimination and exclusion. We conducted the quantitative and qualitative 

content analysis of 410 (41.9%) survey responses, which answered the open-ended question about negative 

experience in PE. By using quantitative content analysis software (KH coder), we extracted seven clusters: 1) 

being scolded for a mistake, 2) being a nuisance to a partner or a team, 3) forced to perform (play) sport or do 

exercise, 4) swimming, 5) running, 6) class (teaching) methods, and 7) methods of evaluation. The main factors 

that caused the negative experience are codified to: classmates (category 1), oneself (category 2), teachers 

(category 3, 6, 7) and exercise characteristics (category 4, 5). When analyzed the result by gender, “normative 

woman” (cis-gendered, heterosexual) tends to be ashamed that they are not good at sports and their self-respect 

becomes wounded. On the other hand, “normative man” (cis-gendered, heterosexual) tends to remember the 

negative experience as those moments when they were blamed by their classmates. The persons of “non-

normative” gender/sexuality (transgender and/or non-heterosexual) tend to have more negative experiences based 

on heterosexism and binary gender system. Our findings suggest that the evaluation criteria set by the curriculum 

and/or teacher need to be changed. Because the criteria made students’ achievement (or the lack thereof) visible, 

it leads to the bodily hierarchy. This hierarchy push students who are not athletic into a lower position and 

marginalize them in the classroom.

キーワード：スポーツ中心体育，階層的クラスター分析，性的マイノリティ，異性愛主義，性別二元制
Keywords: sport−based physical education, hierarchical clustering, sexual minority, hetero sexism, 
gender binary system
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1．はじめに
2017 年 4 月，スポーツ庁は第二期スポーツ基本計画をスタートさせた．そこには，運動やスポー

ツが嫌いな中学生を半減させることが目標として掲げられている．この数値は，スポーツ庁がおこなっ
た「平成 29 年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」の「運動やスポーツをすることは好きですか」
という質問の回答から導き出されている．ここで「嫌い・やや嫌い」と答えている割合は，小学 5 年
生で 9.6％，中学 2 年生で 16.3％，特に中学 2 年生女子では 21.5％であった（スポーツ庁，2018）．男
女で平均的にスポーツ経験に差があり，女性がスポーツから離れていく現象は，小学校時点から始ま
ることが指摘されている（井谷，2004）．

また，好きになる人の性別（性的指向：Sexual Orientation）と自分がどの性別かという認識（性
自認：Gender Identity）が規範的でないとされる「性的マイノリティ」もまた，運動やスポーツの
場面において困難を抱えることが明らかになってきている（藤山ほか，2010；風間ほか，2011；松宮，
2016；井谷・來田，2016；Human Rights Watch, 2016；飯田ほか，2018a；飯田ほか，2018b）．

運動やスポーツの分野では「身体」という要素が大きくかかわるため，ジェンダーによるバイアス
が強く働きやすく（伊藤，1999，p.117），「男らしさ」や「女らしさ」の基準から外れる場合に疎外
や排除が起こるのである．中でも，日本の体育カリキュラムは男性優位な近代スポーツを中心に構
成されており，そのジェンダー・ポリティクスにより周辺化される人々が生まれている（井谷ほか，
2018a；2018b）．しかし，日本の体育科教育において周辺化されていく人々の経験を詳らかにするよ
うな実証的な研究はほとんどない．

そこで本研究では，体育科教育において周辺化される人々の状況をジェンダーとセクシュアリティ
の観点から明らかにし，問題解決の示唆を得ることを目的とした．

2．方法
2 － 1．分析データ

2017 年 4 月中旬から 5 月上旬にかけて「体育に関する意識・経験についての調査へのご協力につ
いて」と題した質問紙調査を実施し，近畿地方の 3 つの大学に在籍する大学生 979 名から回収した１）．
本稿では，その結果のうち「体育の嫌な経験」に関する自由記述を分析する．
「あなたは体育の授業で嫌な経験をしたことがありますか」という問いの中で，「嫌な経験につい

て，いつ，どんな場であったかなど，具体的に書いてください」という自由記述欄２）を設けたところ，
410 名（全体の 41.9％）から回答があった（表 1）．小学校から高等学校における学校期の経験や意識
を主な調査内容としているため，初年次学生かつ高校卒業後から長期間経過していないものを対象と
して調査を実施したが，それ以外の属性のものの中にも貴重な意見が散見されたため，分析対象とし
て含めた．その中で，「戸籍上の性・性自認・性的指向」が「女・女・男」である「規範的女性」は
222 名（54.1％），「男・男・女」である「規範的男性」は 151 名（36.8％），それ以外の回答である「規
範的でない性」は 37 名（9.0％）であった．性別と自由記述への回答有無についてクロス集計及びχ
二乗検定をおこなったところ，「規範的でない性」の「自由記述あり」の割合が有意に高い傾向（p=.54）
が見られた（表 2）．
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表 1　自由記述に回答した人（n=410）の諸属性

度数 パーセント
学年 1 年生 399 97.3%

2 年生以上 11 2.7%
年齢 18 歳 325 79.3%

19 歳 67 16.3%
20 歳以上 18 4.4%

性別 規範的女性 222 54.1%
規範的男性 151 36.8%
規範的でない性 37 9.0%

表 2　性別と自由記述への回答有無クロス表

自由記述
合計

なし あり

規範的女性 307 222 529
58.0% 42.0% 100.0%

規範的男性 232 151 383
60.6% 39.4% 100.0%

規範的でない性 30 ▽ 37 △ 67
44.8% 55.2% 100.0%

合計 569 410 979
58.1% 41.9% 100.0%
χ２=5.851, Cramer's V=.077, df=2　

△：有意に高い　▽：有意に低い　p<.1

2 － 2．分析方法
自由記述の計量テキスト分析をおこなうため，KH Coder を用いた．テキスト型（文章型）データ

を分析するためのフリーソフトウェアである KH Coder は，分析者の問題関心や仮説に影響を受け
ないコンピューターによるコーディングを可能にする（樋口，2014）．本研究では，自由記述に多く
出現した語の中から，共起する語のグループを作成する階層的クラスター分析を用いた．「自由記述
全体（410 名分）」，「規範的女性（222 名分）」，「規範的男性（151 名分）」という 3 分類の階層的クラ
スター分析をおこない，比較検討した．「規範的でない性（37 名分）」のデータについては，数が少
なく計量調査では不可視化されてしまうため，個別に抽出し別途分析をおこなった．

3．結果・考察
3 － 1．階層的クラスター分析に基づくジェンダー比較

まず，「自由記述全体」で出現していた語を抽出すると，分析対象となった語の数は 3,847，語の種
類は 984 であった．そのうち 10 回以上出現した頻出語は，58 語あった（表 3）．

図 1 は，この 58 語で階層的クラスター分析（Ward 法）をおこない，解釈のしやすさ等を判断し，
7 つのクラスターに分割した結果として得られたデンドログラム（樹状図）である．「自由記述全体」
を分析した結果，性別にかかわらない体育の授業での嫌な経験として《1．ミスを怒られること》，《2．
チームや相手に迷惑をかけること》，《3．苦手なスポーツや運動をさせられること》，《4．泳ぐこと》，

《5．走ること》，《6．体育の授業のあり方について》，《7．成績や評価に関すること》の 7 クラスター
が導き出された．これを主な要因別に分類すると，1 が同級生，2 が自分自身，3・6・7 が教師，4・
5 が運動特性，となると考えることができる．

表 3　「自由記述全体」の頻出語（出現回数 10 回以上）

出現回数 抽出語 語数
50 以上 人，授業，運動，自分 4
40 〜 49 苦手，体育，嫌 3
30 〜 39 子，走る，スポーツ 3
20 〜 29 言う，チーム，先生，前，中学，テスト，高校，持久走，ミス，感じる，水泳 11
15 〜 19 マラソン，見る，成績，サッカー，周り，小学校，プレー，バスケ，遅い，迷惑 10

10 〜 14
得意，グループ，ボール，競技，思う，試合，上手い，怒る，球技，教師，失敗，足，評価，
クラス，タイム，ルール，悪い，泳ぐ，分かる，泳げる，結果，種目，受ける，全員，多い，
中学校，長距離

27

計 58
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全体（分析対象 3847・語の種類 984） 

最小出現 10 チェック 58 
方法：Ward 法 距離：Jaccard 

 

クラスター１  
ミスを怒られること 

クラスター２  
チームや相手に迷惑をかけること 

クラスター３  
苦手なスポーツや運動をさせられること 

クラスター４ 泳ぐこと 

クラスター５ 走ること 

クラスター６  
体育の授業のあり方について 

クラスター７ 
成績や評価に関すること 

図 1 　「自由記述全体」のクラスター分析結果（デンドログラム）

次に，同様の手順で「規範的女性」と「規範的男性」の回答を分析し，それぞれ 7 クラスター作成
した３）．「規範的女性」の結果は，「自由記述全体」の結果とほぼ同様であった４）．唯一の違いは，《泳
ぐこと》と《走ること》というクラスターが結合し，《泳ぐこと・走ること》となり，新たに《恥ず
かしいこと》が追加された点であった．一方，「規範的男性」は，「自由記述全体」の結果と大きく異
なり，唯一同じであったのは《苦手なスポーツや運動をさせられること》であった（表 4）．残りの 6
クラスターは，《上手い人や経験者の言動》，《結果が出ないこと》，《バカにされること》，《上手い人
と自分を比較すること》，《集団行動》，《勝敗に関すること》であった．表 5 は，「自由記述全体」，「規
範的女性」，「規範的男性」の 3 つの結果を 4 つの要因ごとに分け，比較したものである．以下では，
この要因ごとに詳細を確認していく５）． 

全体（分析対象 3847・語の種類 984）
最小出現 10　チェック 58

方法：Ward 法　距離：Jaccard
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表 4　「規範的男性」のクラスター分析結果

クラスター 共起した頻出 50 語

1 上手い人や経験者の言動 中学，サッカー，上手い，相手，経験，バスケ，ルール，目

2 結果が出ないこと 結果，出る

3 バカにされること バカ，遅い，先生，泳ぐ，ミス，言う

4 上手い人と自分を比較すること プレー，上手，自分，人，関係，汗，スポーツ，チーム，テスト，
感じる

5 苦手なスポーツや運動をさせられること マラソン，水泳，寒い，野球，他，授業，泳げる，持久走，冬，
ボール，球技

6 集団行動 集団，行動

7 勝敗に関すること 体育，教師，練習，嫌，記録，負ける，種目，グループ，前，運動，
苦手

※下線部は、「規範的男性」にのみ頻出した語。

表 5　クラスター分析結果のジェンダー比較

主な要因 クラスター 全体 女性 男性

同級生

① ミスを怒られること 1 1 ―

② バカにされること ― ― 3

③ 上手い人や経験者の言動 ― ― 1

自分自身

④ チームや相手に迷惑をかけること 2 2 ―

⑤ 結果が出ないこと ― ― 2

⑥ 上手い人と自分を比較すること ― ― 4

⑦ 恥ずかしいこと ― 4 ―

教師

⑧ 苦手なスポーツや運動をさせられること 3 3 5

⑨ 体育の授業のあり方について 6 7 ―

⑩ 成績や評価方法に関すること 7 5 ―

運動特性

⑪ 泳ぐこと 4 6 ―

⑫ 走ること 5 6 ―

⑬ 集団行動 ― ― 6

⑭ 勝敗に関すること ― ― 7

（1）同級生
同級生が要因となるクラスターとして，「自由記述全体」の結果である《①ミスを怒られること》

のほかに，「規範的男性」特有の《②バカにされること》と《③上手い人や経験者の言動》があった．
《②バカにされること》には，〔ミスをして，バカにされたり，嫌味を言われる〕や〔実力差をバカ

にされた〕という記述があった．ミスや実力差だけでも本人は落ち込むと思うが，さらに同級生の言
動により本人は不快な気分になり，そのことを同級生が楽しむような構図が見えてくる．
《③上手い人や経験者の言動》には，〔サッカーで経験者が本気で体当ててきて，ウザかった〕や〔中

学生のとき，僕は野球経験が皆無に等しかったので，フライボールがキャッチできず，気の強い野球
部の人に責められて悔しかった〕という記述があった．「ウザい」という気持ちは相手への不快感で
あり，「悔しい」という気持ちは自分自身に向くのと同時に相手への怒りや雪辱を遂げたいという気
持ちも含まれており，感情が揺さぶられている様子がわかる． 
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（2）自分自身
自分自身が要因となるクラスターとして，「自由記述全体」の結果である《④チームや相手に迷惑

をかけること》のほかに，「規範的男性」特有の《⑤結果が出ないこと》と《⑥上手い人と自分を比
較すること》，「規範的女性」特有の《⑦恥ずかしいこと》があった．
《⑤結果が出ないこと》には，〔スポーツ全般であるが，自分が努力しているが結果が出なかった時〕

や〔実技テストでぜんぜん結果が出ない〕という記述があった．結果が出てほしいという期待が叶わ
ないことによる落ち込みややるせなさが表れていると同時に，結果へのこだわりという側面も指摘で
きる．
《⑥上手い人と自分を比較すること》には，〔スポーツが苦手で上手くできなかったとき自分に嫌悪

感を抱く〕や〔自分のできなさに無力感を感じた〕という，自己肯定感の低下につながる記述があっ
た．一方で，〔そのスポーツが上手な人がメインでプレーして，自分を含めた下手な人が地味な役割
で面白くなかった時〕や〔自分がついていけない種目がやりたくなかった〕という，自分が中心から
外れることに対する不満の気持ちも見られた．
《⑦恥ずかしいこと》には，〔自分だけできないのがはずかしい〕という孤独感，〔体育の技術力テ

ストで，テストを受けている以外の人に自分ができないところを見られているのがとても恥ずかし
かった〕という晒され感，〔スポーツテストで持久走のタイムが遅かったり，ハンドボール投げであ
んまり飛ばなかったとき．恥ずかしい〕という劣等感など，人と比べてできないことが他者の目から
明らかな場合に感じていることがわかる．他者から辱められるような言動を伴わなくても，自ら劣っ
ていると感じ，自分自身を責める方向に向いている．

（3）教師
教師が要因となるクラスターは，「自由記述全体」の結果である《⑧苦手なスポーツや運動をさせ

られること》，《⑨体育の授業のあり方について》，《⑩成績や評価に関すること》のみであり，性別に
特有のクラスターは表れてこなかった．

ただし，《⑧苦手なスポーツや運動をさせられること》は唯一，「規範的女性」と「規範的男性」に
共通して表れたクラスターである．頻出語を中心に要約すると，「サッカーやバスケットボールなど
の経験や知識に差のあるスポーツは，得意不得意，上手い下手がはっきりと分かるため避けたいとい
う気持ちがあるが，体育の授業として参加が強制されていることによって，劣等感，無力感，疎外感，
嫌悪感などの感情を抱く」という内容であった．たとえば，〔他のスポーツは得意であるにも関わらず，
ハンドボールは上手くプレーが出来ず，劣等感をいだいた〕等の記述があった．他にも，〔小学校の
前中期あたりは本当に運動が苦手で，球技という球技は試合にならないし，とび箱やマット運動，縄
跳びなども失敗の連続だったが，小学校の教師はそれをできるようになるまで永遠に練習させてきた．
体育の授業全てが嫌だった〕など，集団競技だけでなく個人競技においても，努力だけではどうにも
ならないことを強制されることが苦痛となっている様子がわかる記述があった．また，〔球技が全て
できないし嫌いなのに，友好を深めたりする行事は必ずドッジボールだった．いやでいやでたまらな
かった．やりたい人だけでやればいいのに…．なわとびもできない．しかし，なわとび大会みたいな
ものがあった．その場でとぶことはできるが，1 人ずつ入って，とんで，出るパターンのものがどう
してもできず，いつもなわをまわす役をやっていた…〕のように，クラスの一体感を出すためのイベ
ントとしてスポーツが取り入れられることで，逆にクラスの輪から疎外されるような様子も確認でき
た．
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（4）運動特性
運動特性が要因となるクラスターは，「自由記述全体」の結果である《⑪泳ぐこと》，《⑫走ること》

のほかに，「規範的男性」特有の《⑬集団行動》，《⑭勝敗に関すること》があった．
《⑬集団行動》には，〔集団行動や体育祭の行進練習がめちゃくちゃ厳しく最悪の雰囲気で嫌だった〕

のようにまとまりを強要されることへの反発がある一方で，〔集団行動をやっている時に，自分はちゃ
んとしているのに他の人がちゃんとやらないせいで何回かやり直しになった〕や〔集団行動の授業時，
複数のグループでわかれて各自でやっている時に，指示を聞かずに勝手な行動ばかりされた〕という
規律を乱す同級生に対する批判も含まれていた．
《⑭勝敗に関すること》には，〔競走に負けたとき〕や〔人に記録が負ける〕など，勝ち負けにこだ

わっている様子がみられた．

以上が，「体育の嫌な経験」の階層的クラスター分析から見えてきた特徴である．「規範的女性」は，
自分自身で運動やスポーツができないことを恥ずかしいと感じ，自尊心を低下させていることがわ
かった．また，「規範的男性」は同級生からバカにされたり責められたりするような直接的言動を経
験していることや，結果や勝敗にこだわる優越志向（伊藤，1993）に基づく不快経験をもっているこ
とがわかった．

3 － 2．階層的クラスター分析では不可視化される経験
階層的クラスター分析では，自由記述に多く出現した語の中から共起する語のグループを作成する

ため，数の少ない語は埋もれてしまう．そのため，ここからは「規範的でない性（37 名）」の記述を
含め，分析者の問題関心に沿って自由記述を再検討する．自由記述に回答した 37 名中，性的指向が
規範的でないものは 37 名，そのうち性自認が規範的でないものは 6 名であった．以下では，性別に
かかわらず困難を抱えやすい水泳における身体について確認したうえで，性的指向と性自認に基づく
困難を確認していく．

（1）水泳における身体
まず，《⑪泳ぐこと》というクラスターに着目する．「自由記述全体」では，「泳ぐ」「水泳」「泳げ

る」が共起しており，性別にかかわらない嫌な経験が確認できた．たとえば，〔水泳の授業で限界ま
で泳ぐというのが苦痛だった〕という記述のように，個人競技特有の体力を限界まで消耗するような
苦しさが訴えられていた．また，〔水泳で溺れかけて助けてもらえなかった〕のように，命にかかわ
る競技であるが，水に入っている生徒の数が多いと教師の目が届かない場合がある．さらに，〔教師が，
泳ぎが上手くできていない生徒（自分も含む）を名指しにしてみんなの前で笑う〕や〔水泳で平泳ぎ
と背泳ぎがまったくできず，高校生のときに友達に笑われていたことがありました〕の記述のように，
溺れないよう必死に泳ぐことが「笑い」につながるという傷つく経験もしていた．　

その中でも特に，「戸籍上の性別」が「女性」である場合に着目すると，月経の問題が訴えられていた．
たとえば，〔生理で水泳の見学を申請したときに無理矢理参加させようとする授業があった〕，〔高校
のとき生理でも泳がされた〕，〔水泳の授業の日，当日の朝 8 時までに生理届を出さなかったらおこら
れた．プールにつきおとしたろか！？など〕という記述があった６）．これらは，性自認や性的指向に
かかわらず，身体が女性である場合に経験されていた．
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また，性同一性障害である場合にも適切な配慮が必要となる．文部科学省の平成 27 年 4 月 30 日児
童生徒課長通知「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」の中の，「性
同一性障害に係る児童生徒に対する学校における支援の事例」においても，水泳の授業での対応とし
て 2 例提示されている．この「上半身が隠れる水着の着用を認める（戸籍上男性）」と「補習として
別日に実施，又はレポート提出で代替する」という 2 例からは，水着を着用することへのハードルの
高さが示されている．本調査においては，「規範的でない性」による水着に関する記述が見られなかっ
た．しかし，〔プールで水着を着ること〕（規範的女性）や〔人より毛が濃いので短パンをはくのが嫌
やった〕（規範的男性）という「規範的性」による記述は存在し，身体が晒されることに対する抵抗
感や身体的特徴への視線を気にしている様子が確認できた． 

（2）性的指向に基づく困難
水泳に関する記述の中には，異性愛者が異性の存在を意識したものもあった．たとえば，〔プール

で男の先生がいること〕（規範的女性）や〔中学の水泳で男女別で授業は受けるが同じ時間に同じ場
所で受ける為，見られている訳でもないが嫌だった〕（規範的女性）という記述である．同様に，水
泳以外でも，〔持久走で走っている姿など男子に見られるのが嫌だった〕（規範的女性），〔運動オンチ
なので，小・中のときとか，好きな子の前で恥かきまくり！＞＿＜〕（規範的男性）という記述があった．
これら異性愛者の記述は，相手からの直接的な言動を伴っていない．しかし，あるレズビアン女性は，

〔走る競技などで胸がゆれることを友達にいわれた〕という出来事を「嫌な経験」として記述していた．
これは「ボディシェイミング（身体の辱め）」の経験であり，性的指向との関連は明確ではない．しかし，
規範的性の中で同様の経験を書いた人はいなかったことからも，体育におけるボディシェイミングと
セクシュアリティの関係をインタビューなどでさらに検討する必要があるだろう．

また，視線を向けることに関しても困難を伴うことが，同性愛者であることを公表している LGBT
社会起業家の村木真紀によって語られている．

教室よりもっと居心地が悪かったのは，更衣室と体育館です．私はずっと緊張していて，罪悪
感も感じていました．着替えやシャワー．他の人の身体を見ないようにしていても，誰かが，私
の態度や目線から何かを気付くのではないか．嫌な思いをさせてしまうのではないか．バスケッ
トボールや柔道など，相手の身体に触れるスポーツも緊張しました．友だちから，気持ち悪いと
否定されるかもしれない．それは，恐怖です．（村木，2016）

緊張感や罪悪感を抱えながら体育に参加していたことや，体育特有の身体接触への言及がある．本
調査の中にも，〔同性間でゲイであることを理由にいじめられていたので，体育の時ペアで体操をす
るときなどは苦痛でした〕（ゲイ男性）という記述があり，性的マイノリティであることによるいじ
めとともに，身体接触を伴うペアワークの困難性が確認できた．また，〔中学，高校ともに「2 人組（グ
ループ）を作ってください」という指示があり，対人恐怖症気味な私は常に一人でした．中には何の
対策もとってもらえないまま授業を進める先生もいました〕（性的指向マイノリティ女性）という記
述からは，同級生との関係に問題を抱えているが，教師による適切な対応がなかったという訴えを読
み取ることができる．
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（3）性自認に基づく困難
ペアの作り方には配慮が必要である．たとえば，〔自分は体格がでかく，それをコンプレックスに

感じている．小・中・高と授業のときに体格のでかい自分と細くて小さい子とペアを組まされること
もあり，その子と馬跳びなどをするときは，体格のでかい自分が乗ってしまうことの申し訳なさと，
重いなこいつとか思われていないかと思ってしまい苦痛だった〕（規範的女性）という記述のように，
性的指向や性自認が規範的であっても，女性にとっての「規範的な身体」から逸脱していることを強
く意識している場合がある．そのため，体格が似ている者同士でペアを組めるよう配慮することが望
ましい．このように，「戸籍上の性別」と「性自認」にズレがなかったとしても，女性にとって「ふ
さわしい」，「理想的な」身体と乖離しているという意識によって困難を抱えることもある．
「戸籍上の性別」と「性自認」にズレがある場合は，より複雑となる．たとえばあるトランスジェンダー

男性は，〔持久走で真剣に走っていても遅いからふざけていると言われた〕と記述している．女性の
身体を持ちながら男性としての，もしくは男性的なパフォーマンスを期待される場合に，「ふざけて
いる」や「やる気がない」といった態度の問題であると理解され，疎外されていくことがある 7）．同
様に，あるトランスジェンダー女性は，〔男だからスポーツが得意，力が強くないといけないという
感じで全く体を動かせなかったので色々言われることはあった〕と記述している．男性の身体を持つ
ことによって男性の基準でパフォーマンスを期待され，苦痛を感じることもある． 

これら 2 例は，トランスジェンダーに特有な経験というよりも，ジェンダー化された身体への期待
に基づくものであると考えることができる．つまり，女性や男性としての理想的な身体を持つ者が，
それぞれのジェンダーに沿った期待通りのパフォーマンスを実行すること以外は，すべて基準から外
れた「失敗」や「不完全さ」として経験されるのである．繰り返される自尊心の傷つきの原因となっ
ている，セックス／ジェンダー／セクシュアリティの一貫性や連続性を要請している「異性愛のマト
リクス／ヘゲモニー」（Butler，1999 ； 竹村，［2010］2013），つまり，性別二元制，シスジェンダー主義，
異性愛主義を問うていく必要があるだろう．

4．まとめにかえて
以上，「体育の嫌な経験」に関する質問紙調査の自由記述を分析してきた．計量テキスト分析を用

いることで全体の傾向を示すとともに，ジェンダーやセクシュアリティの分析視点を用いることで統
計上埋もれてしまう声を拾うことができた．

では，体育の授業で周辺化される人々の状況をどのように変えることができるだろうか．自由記述
から見えてきた，「同級生」，「自分自身」，「教師」，「運動特性」という 4 つの要因に着目しながら検
討してみたい．「教師」は，カリキュラムに沿って授業をすすめ，授業空間を作り出す．授業で設定
された基準を超えられるかどうかは可視化され，それにより「自分自身」で劣っていると意識したり，

「同級生」から劣位に見られたりする．特定の「運動特性」には，それら「教師」，「同級生」，「自分自身」
の要素が混在していると推察できる．言い換えると，設定された基準が存在することにより，その基
準を達成したかどうかという体育の成績だけでなく，結果として身体の優劣という考えにまで至るこ
とが「嫌な経験」の大きな要素となっているのではないかと示唆されたということである． 

その例として，体育が「スクールカースト」と呼ばれる学校内のヒエラルキーに影響を及ぼす可能
性について言及しておく．あるバイセクシャル女性の自由記述の中には，〔運動ができなくてクラス
内や学校内で運動が出来る人と出来ない人のカースト制があった．それは小，中，高で存在していた
と思う．カーストの上位にいる人は基本的に運動オンチな人を見下したり，ひどい時にはいじめにも



― 31 ―― 30 ―

「体育の嫌な経験」とジェンダー／セクシュアリティ／身体

発展するほどだった．私自身も運動ができる方ではなかったのでクラスみんなの前で運動ができない
ことをさらされる「体育」が嫌いだった〕という訴えがあった．運動やスポーツができない児童生徒
は，存在価値をも脅かされることが示されているのである．階層的クラスター分析の中では表出して
いないが，実際に「いじめられていた」という記述もいくつか存在し，個人，ペア，グループ，チー
ムなど，どの活動においても辛い経験をしていた．「体育」という一つの教科ではあるが，自己形成
に及ぼす影響が深刻である．このことからも，体育の嫌な経験を軽減させるためには，カリキュラム
や教師が設定する基準を見直すことも必要だと考える．

男女平等であるはずの体育カリキュラムにおいて，顕在的，潜在的に働くジェンダー・ポリティク
スの有り様を検討し，その中でも男性優位のカリキュラムから周辺化され離脱を余儀なくされる学習
者に着目することで（井谷ほか，2018a；2018b），性別二元制，シスジェンダー主義，異性愛主義を
問うクィア・スタディーズの視点や，それを教育学と結んだクィア・ペダゴジー（Britzman，1995） 
を導入していく必要性があるだろう．

注
1） 質問紙は全 32 項目からなり，その内容は対象者の基本的属性 9 項目，体育授業に対する意識・

経験 11 項目，性的マイノリティに関する経験 12 項目から構成した．質問紙調査の結果について
は，井谷ほか（2018b）に詳しい．また，質問紙調査に回答していただいた方の中からインタビュー
調査の対象者を絞り込み，承諾を得られた対象者へのインタビュー調査も実施した（井谷ほか，
2018a）．

2） A4 用紙の 3 分の 1 ほどの大きさに設定した．
3） 「規範的女性」で出現していた語を抽出すると，分析対象となった語の数は 2,288，語の種類は

680 であった．そのうち 7 回以上出現した頻出語は，50 語あった．「規範的男性」で出現してい
た語を抽出すると，分析対象となった語の数は 1,051，語の種類は 451 であった．そのうち 4 回
以上出現した頻出語は，50 語あった．

4） これは，自由記述回答者 410 名中 222 名（54.1％）を「規範的女性」が占めたことによると推察
できる．

5） 自由記述からの引用は，〔　〕でくくり，原文ママとした．
6） 《⑪泳ぐこと》だけでなく，《⑫走ること》においても，〔マラソンの放課後の補習で生理中に長

距離を走らされた後に激痛で動けなくなった〕などの記述があった．
7） この出来事がトランス前に起きたのか後に起きたのかは不明であり，また性自認に関わるかもこ

の記述だけでは明確ではないが，さらなる検討が必要なマイノリティの声として提示しておく．
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