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補論：「オルタナティブスポーツ・フェスティバル」に参加して 

 

                                                  岡本 純也 一橋大学大学院商学研究科准教授 

 

１．はじめに 

 

 私が 2017 年の「神田スポーツ祭り」の中の企

画、「オルタナティブスポーツ・フェスティバル」

の活動に参加したのは、同僚の鈴木直文氏から「岡

本さんも堂免さんも手伝って下さいよ！」と声を

かけられ、社会学研究科の堂免隆浩氏と一緒に、

協力してくれる学生が集まった最初のミーティン

グに出席したのがきっかけであった。この時点で

は、鈴木氏には悪いが、「どのタイミングでフェ

ードアウトしようか・・・」といった、やや消極

的な参加であった。しかし、集まった学生がワイ

ワイとオルタナティブスポーツの「楽しさ」につ

いて語り合う姿を見て、「なるほど、オルタナテ

ィブスポーツの魅力ってこういうことか！」と、

教育面・研究面での刺激を受け、神田での本番当

日、そしてふり返りのミーティングまで参加し、

現在はこの活動の今後についても考えるようにな

ってしまっている。それは、おそらくは筆者が研

究テーマとして「社会の中のプレイ」に興味をも

ってきたからという理由が大きい 1。民俗舞踊の

競技化と近代スポーツの違い等について考えてき

た筆者にとって、この「オルスポ」が持つ近代ス

ポーツに対する「オルタナティブ」性に惹かれた

のである。 

 鈴木氏の論考の補論として位置付ける本小論で

は、オルタナティブスポーツのどのような点が教

育的に、また、研究的に興味深いのかについて当

事者の鈴木氏本人とは少し異なる視角から整理を

してみたい。とはいえ、このイベントが終了して

間もないので十分に整理しきれているわけではな

いので、今後のオルスポの実践や研究を進めるた

めの記録として筆者の見解を述べておきたい。 

 

 ２．オルタナティブスポーツの魅力 

 

 鈴木氏の担当科目として展開されてきた「オル

タナティブスポーツ」については、一橋大学で同

じく「スポーツ方法」を担当する教員として、ど

のようなことを目指した授業であるか、どのよう

な授業形態ですすめられるかなどの概要は把握し

ていた。鈴木氏が講師を務めた学内のFDへも参加

し、その教育の内容・方法などについては理解を

深めてきた 2。 

 しかし、受講した学生が授業の中でどのような

体験をし、いかような成長をしているのかについ

ての詳細を知るには到っていなかった。オルタナ

ティブスポーツの教育効果の具体的なところに触

れることができたと感じたのは、今回の「オルタ

ナティブスポーツ・フェスティバル」の準備の段

階で学生が行った「ワールドカフェ形式」のミー

ティングに参加して以降のことである。 

 今回のオルタナティブスポーツ・フェスティバ

ルの実施にあたって、鈴木氏は主要な学生ボラン

ティアメンバーをオルタナティブスポーツの受講

経験者に声をかけて集めた。メンバーは顔合わせ

後の 2 回のミーティングを使って、ワールドカフ

ェ形式のグループセッションを行い、オルタナテ

ィブスポーツの楽しかったことについて書き出し、

共通する要素を結び付け、その魅力を言葉にして

いくという作業を行った。 

 並べられた言葉の要素をみると、そこには「近

代スポーツ」を相対化する批評性があふれ、また、

オルタナティブスポーツの授業での経験がどのよ

うに魅力的であったかが表現されている。 

 もともと「ワールド・カフェ」という小グルー

プでの討議の形式は、飲み物や食べ物を伴うリラ

ックスした空間で非日常の時間をつくり、参加し
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た者の「気づき」を言葉にすることを促す効果が

ある。毎回、鈴木氏はお茶やスイーツ等を用意し、

参加者みんなの話し合いが活発になるように促し

ていた。その効果もあって、筆者自身にも多くの

「気づき」がもたらされたのである。ここでは、

学生たちによって語られたオルタナティブスポー

ツの魅力についての言葉を手がかりに、その教育

上の特性や授業外への展開の方向性について整理

していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワールドカフェ形式のミーティングの様子 

 

（1）近代スポーツ・体育を相対化する視点 

 まず、非常に興味深かったのは、彼ら・彼女ら

がこれまでのスポーツ経験（多くの場合、過去の

体育の授業を通して行った「近代スポーツ」の経

験）とオルタナティブスポーツを比較して、「ア

ンチ体育」と意識化した、スポーツ・体育批判の

表明の数々である。 

 

＜アンチ体育＞ 

 ・“やつら”（スポーツ強者）の覇権なし 

 ・抑圧されない いきいきできる 

 ・上手い人の圧力なし 

 ・失敗が怖くない 

 ・痛くない 

 ・精神的に傷つかない 

 ・運動神経ヒエラルキー＠中高 

 ・息苦しくない 

 ・体力勝負でない 

 

 痛々しいまでのスポーツ・体育へのアンチテー

ゼを示す言葉が並ぶ。いかに彼ら・彼女らが高校

までのスポーツ・シーンで「抑圧」され、傷つい

てきたのかが読み取れる。 

 こうした近代スポーツへの批判的なまなざしは、

彼ら・彼女らの経験を通して表出された言葉であ

るが、近代スポーツ、そしてそれを教材として扱

う現在の日本の体育の構造的な問題に対する指摘

であるともいえる。 

 歴史的にみれば、近代スポーツがもつ競争の激

しさや技術・技能の高度化の排他性に対する批判

は、近代スポーツが生み出されると同時に生じ、

それらが「スポーツ・フォー・オール」運動を展

開させたり、「ニュースポーツ」を生み出したり、

日本においては「トロプス」運動になったりした

3。成文化された統一ルールをもつ
．．．．．．．．．．．．．．

ということを

一番の特性とする近代スポーツは、動かしにくい

ルールを制定することによって世界的な競争構造

を形成し、その中で常に「より速く、より高く、

より強く」に象徴されるような合理的、科学的な

勝利をめぐる闘いが行われ、その競争に「のれな

い」者を弾き出す力を原理的に内包している。 

 それを教材とする体育の授業では、スポーツの

もつ「面白み」によって児童・生徒・学生を引き

つけ、プレイの内にある価値を伝えることが目指

され、その波及効果として身体の発育を促し、健

康な身体や社会性の獲得が教育目標となる。しか

しながら、上記の特徴をスポーツがもつがゆえに、

競争から弾かれ（うまく「のれない」）ながら、

授業で行うという圧力によって「のせられる」（実

質的には「のりきれない」）子どもたちを生み出

すことになる。オルタナティブスポーツを「“や

つら”（スポーツ強者）の覇権なし」「抑圧され

ない」「いきいきできる」と表現するボランティ

ア・チームの学生は、そのような学校教育でのス

ポーツ経験を通して、スポーツや体育への批判的

なまなざしを獲得しているといえよう。もちろん、
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このような言葉でスポーツ・体育を相対化できる

ことも鈴木氏の授業の教育成果であるといえるの

だが。 

 

（2）オルタナティブスポーツの“楽しさ” 

 さて、ではオルタナティブスポーツの「楽しさ」

を彼らはどのように表現しているのか。 

 まず、これまで経験してこなかった種目の経験

に対する魅力を表明する言葉が並ぶ。 

 

＜新しい経験の魅力＞ 

 ・車イスが楽しい 

 ・普段とは違う目線で 

 ・全員初心者 

 ・スタートラインが同じ 

 ・はじめてのスポーツ 

 ・“知らない”から始めること 

 

 鈴木氏の授業では、まず近代スポーツではない

さまざまな種目を経験させ、その後に自分たちで

新しいルールのスポーツを創るという展開の仕方

を採用している。これまで経験してこなかったス

ポーツ種目の経験は彼ら・彼女らにとって、純粋
．．

に身体感覚の面白さを味わわせ
．．．．．．．．．．．．．．

、それをポジティ

ブに評価しているのである。ここには、車椅子を

操る経験やフワフワと飛び回る風船を追いかける

経験、目隠しをしてボールが転がる音に耳を澄ま

せるといった経験が含まれる。こうした新奇な身

体感覚の面白さ、それをみんなで楽しもうという

雰囲気がオルタナティブスポーツの授業にはあっ

たということが読み取れる。 

 さらに、誰もが初めて経験する種目を取り入れ

ることによって、経験
．．

の差
．．

が「フラット」になる
．．．．．．．．．．

感覚
．．

が楽しさを創り出す上で効果があると指摘で

きる。すなわち、学校体育や部活動などの中で経

験するような近代スポーツに関しては、大学の段

階で「経験の差」ができあがっていて、そこに対

する、「経験の少ない者」の引け目がここでは感

じずに済むということである。スタート地点での

経験のフォーマット化によって心理的な障壁が低

くなるといえよう 4。 

 とはいえ、新しい種目を実施する場合でも「体

力の差」の問題は現前としてある。鈴木氏の授業

で実践される種目は、ルールによってできるだけ

筋力や瞬発力の差を少なくする工夫がされている

ものが多いのだが、身体運動を伴うプレイではど

うしてもその差がパフォーマンスに反映されてし

まう。オルタナティブスポーツでは、これをルー
．．

ルの改変で乗り越えている
．．．．．．．．．．．．

。たとえば「走るのを

禁止」するというルールを設けることで体力の差

もフラットに近くなったりするのである。 

 新しい種目を取り入れ、経験をフラット化し、

ルールの改変によって体力の差異をフラット化す

る。このことは鈴木氏のいう「スポーツを包摂
．．．．．．．

的
．

にする
．．．

」ための基本的な方法であり、参入の心理

的・物理的なハードルを下げ、「楽しさ」を味わ

うチャンスを参加者に平等に分配することになる。

しかしそれだけでなく、受講を経験した者の言葉

を詳細にみると、ルールを操作して経験や体力差

を「フラット化」することは、「楽しさ」を増幅
．．．．．．．．

する
．．

ことにも効果があるようである。 

 

＜「フラット化」の効果＞ 

 ・苦手が隠せる。 

 ・毎回違う人が主役 

 ・上達が目に見える！ 

 ・みんなで上達できる 

 ・教え合う 高め合う 

 ・仲良くなれる！！ 

 ・走るなどの体力にあまり関わらぬ 

  ・みんなで平等な 

  ・だれにでもできる 

  ・男女差（あんまり）なし 

  ・能力の差をなくす 

  ・足の速さ運動能力関係なし 

  ・頑張りすぎなくても楽しめる！ 

  ・一人一人に活躍の場 

  ・スポーツの得意・下手関係ない 
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  ・大きな苦手が隠せ小さな得意が目立たせられる 

 

 ボランティア・チームのある女子学生は、オル

タナティブスポーツでの経験を「苦手が隠せて得

意なところが目に見えやすい」と表現する。また、

「少しの努力によって自分の上達やチームメイト

の成長が進むことが目に見えて面白い」とその魅

力を語ってくれた。われわれがスポーツを行う楽

しみの中には自己や仲間がどんどん変わっていく、

できなかったことができるようになっていくこと

を実感する喜びがあるが、経験の差や体力の差を

フラットにすることによって、オルタナティブス

ポーツの授業では成長が
．．．

可視化されやすく
．．．．．．．．

なり、

それが楽しいのだという。 

 

（3）相互理解の蓄積による“楽しさ”の増幅 
 さて、もう一つ、オルタナティブスポーツの魅

力の大きな要素であると考えられるのが、ルール

を操作し、新しいスポーツを創り出すということ

である。ルールの改変は体力や性差に関わらずに

平等に「楽しさ」を味わう場をつくることに貢献

するのだが、それだけでなく、「楽しさ」を増幅

していくプロセスのようなのである。彼ら・彼女

らは以下のように表現している。 

 

＜新しいスポーツを創り出す面白さ＞ 

 ・工夫が能力に勝つ 

 ・ルールも変えちゃお 

 ・難易度操作できる簡単に 

 ・新しいスポーツ作れちゃう 

 ・いろいろ考えてより楽しくなれる 

 ・ルールを変えてすぐ実験可能 

 ・走るの禁止 

 ・気づき→実験→形にする 

 ・ゲームのアレンジ容易 

 ・単純に思えるゲームでも熱中しやすい 

 ・能力がある人でも楽しさを見いだせる 

 

 近代スポーツは「動かしにくい」統一ルールを

設定したことによって、国境を越えてグローバル

に広がるという特徴をもつようになったプレイで

ある。したがって、それを動かすことはその中心

的な価値を揺るがすことであり、なかなかルール

を積極的に変えていこうということにはなりにく

い 5。しかしながら、ローカルな場で面白みを最

大限にするためには、実はルールの改変やチーム

編成の工夫が大きく利いてくる。これは誰もが経

験上知っていることであろうが、バレーボールや

バスケットボールなどを友人などと行う場合に、

チーム間で身長差を無くすような工夫をしたり、

他のスポーツ種目であっても経験者の配分をチー

ムごとに等しくしたり、バランスがとれない場合、

チームごとの人数を変えるなどの調整が行われた

りする。公式なルールには抵触するようなことで

あっても、仲間同士でより面白くスポーツをプレ

イするためにはそのような工夫がなされるのであ

る。このような工夫は、鈴木氏の論考にあるよう

に、プレイヤーのそれぞれが自分の能力と課題の

バランスを適度なものとして「フロー」（プレイ

に集中し楽しさを感じている状態）の感覚を生み

出しやすくするための調整であるとも考えられる。 

 オルタナティブスポーツの授業の中では、これ

を自覚化し、プレイに参加する者のそれぞれが自

分の能力に合った課題を見いだして「フロー」に

入れるように積極的なルール改変を行わせている。

だから「いろいろ考えて楽しくなれる」のであり、

新しいスポーツを創っていくプロセス自体が「楽
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

しさ」を増幅していく経験
．．．．．．．．．．．．

となっているのである。 

 そして、チームで話し合いながらプレイするこ

とによって、互いの身体的な特徴、性格、プレイ

スタイルなどを理解し合い、そのことが一緒に「楽

しさ」を共有する場を作り上げていくことになる。

そのことは、以下に並ぶ表現を見ていただければ

理解できるであろう。そこには、近代スポーツの

特徴である、階級分けをして競技力や身体的特徴

の「似た者」同士が対戦をすることで「楽しさ」
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をつくり出すのとは別のやり方で「楽しさ」を増

幅する方法が示されていると考えられる。 

 

＜コミュニケーションによる“楽しさ”の増幅＞ 

 ・勝ち負けじゃない何か 

 ・教え合う、高め合う 

 ・色んな人の気持ちがわかる 

 ・気遣いながらやる！ 

 ・チームの団結力 

 ・みんなでワイワイ 

 ・仲良くなれる！ 

 ・チーム力＞能力 

 ・親しみやすい 

 ・チームの成長 

 ・チームを考えさせる 

 ・みんなで上達できる 

 ・自己を知る 他者を知る 

 

 以上、これまでみてきたように、オルタナティ

ブスポーツの授業は、動かしにくいルールをもっ

た近代スポーツとは異なる方法で「楽しさ」を探

求できる実践であることが理解できる。このこと

を通して、鈴木氏の授業では「包摂性の高い社会」

をつくるための制度のあり方について考えさせて

いる。今回の「神田スポーツ祭り」へのオルタナ

ティブスポーツの授業実践の展開は鈴木氏にとっ

ては「社会全体がより包摂的になるためにスポー

ツを活かす(social inclusion through sport)」と

いう研究テーマに関わる挑戦的試みであったとい

うことであるが、鈴木氏の論考に表現されている

ように、この経験は同時に、授業の成果（教育効

果）を評価する場としても、オルタナティブスポ

ーツ実践の今後を考える上でも重要な経験となっ

たようである。紙幅の関係で十分に論じることは

できないが、「神田スポーツ祭り」とその後の「ふ

り返りの会」に参加して考えたオルタナティブス

ポーツの今後について筆者なりに整理していきた

い。 

 

３.オルタナティブスポーツのこれから 

 

「神田スポーツ祭り」の当日 10 月 28 日は、過去

2 番目に遅い上陸となることが予測された台風 22
号の接近で、朝から時折パラパラと雨粒が落ちる

ような天気であった。しかしながら、会場となっ

た小川広場を訪れる人の中には、11 時の開場直後

からフットサルコートに設置したわれわれの「オ

ルタナティブスポーツ」コーナーにも興味をもっ

て足を運んで下さる方が少なからずいた。スター

トの段階では車椅子バスケットボールとブライン

ドサッカーの体験コーナーを設けたのだが、やは

りここでも、普段できないような目隠しでボール

を蹴ることや車椅子を操作しながらボールを扱う

といった体験がまずは人々を引きつけ、参加者は、

そのあまり経験しない運動を楽しんでいるように

みえた。人が多くなってきた段階でチームでプレ

イする「ファニーボール」を行った。ファニーボ

ールは、移動手段を車椅子、二人三脚、片足跳び

などの多種類にして互いにバスケットボールのよ

うなゴールを狙う 2 チーム対戦型の種目である。

写真のように、大人も子どもも一緒になってプレ

イを楽しむ場ができあがり、参加者が夢中になっ

てボールを追いかけるシーンをつくることができ

た。 

 台風接近に伴い天候が悪化してきたので、28 日

には当初予定していた種目を全て行うことができ

ず、2 日目の 29 日は雨天中止となってしまった。

しかしながら、少なくとも数十人の参加者があり、

オルタナティブスポーツを楽しんでくれた。 

   
  ファニーボールをプレイする参加者 
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「神田スポーツ祭り」から 2 週間ほどが経過し

た 11 月半ばにボランティア・チームの中核メン

バーが集まり「ふり返りの会」が開かれた。悪天

候のために予定していたスケジュールが展開でき

なかったことは残念であったが、この初めてのチ

ャレンジを「成功」と位置づける者が多かった。

しかしながら、「未消化」感を口にする者も多か

った。これは、2 日間の予定が短くなってしまっ

たということだけでなく、オルタナティブスポー

ツの「楽しさ」が十分に伝えられなかったことへ

の不満感であるようだ。たとえば、一人の学生は

「珍しいスポーツの紹介にとどまってしまって十

分にオルタナティブスポーツの楽しさを伝えられ

なかった」と語る。 

 先にみたように、オルタナティブスポーツの真

骨頂は、ルールを操作して、集団で「楽しさ」を

探求していくというプロセスにある。そのために

は、短時間の「体験イベント」ではなかなかそこ

までの経験は難しく、ボランティア・チームの学

生が上記のように心残りを語るのも理解できる。

オルタナティブスポーツの「楽しさ」は時間をか

けて集団の中で熟成されていくプロセスが必要な

のだ。したがって、大学の授業の形式がとてもマ

ッチしているのである。では、どのようにしてオ

ルタナティブスポーツを「街の中」に持ち出せば

よいのだろうか。 

 やり方は色々と考えられるであろうが、「新し

い種目の体験」と「新しいスポーツを創る」とい

うことをセットとして切り離さない方法を模索す

ることが重要となるのではないだろうか。そのよ

うな条件を考えれば必然的に一定の時間を要する

イベントが想定されるようになる。単発のイベン

トならば数時間の枠を用意したり、最初から複数

回の講義形式のワークショップのようなイベント

を作るのもよいだろう。「オルタナティブスポー

ツ・クラブ」といったクラブを創って活動してい

くのも一つの方法である。 

 幸いなことに、ボランティア・チームの学生は、

ほぼ全員が今後もオルタナティブスポーツを実践

したいと述べており、卒業してからも参加を希望

する者さえいる。確かに、近代スポーツの「楽し

さ」を経験する場は社会の中に多く存在するが、

オルタナティブスポーツの「楽しさ」を経験でき

る場は他にはないのである。このようなメンバー

は「定期的に集まってオルタナティブスポーツを

やろう」とも言っている。かく言う筆者も、でき

ることならば、彼ら・彼女らとともにオルタナテ

ィブスポーツを実践しつつ、これを「街の中」に

持ち出す方法を一緒に考えていきたいと思ってい

る。そして、鈴木氏がいう「スポーツが社会を変

えていく力」の源泉とはこのような「楽しさ」の

共有にあるのかということを実感するのである。 
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