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1．緒言 
ダリル・シーデントップ（1981）は、人間の存在

するところには常に体育的営みが存在すると指摘
しているが、同時に体育カリキュラムは時代や地域
など状況の違いにより変化していくもの、と暗示し
ていると捉えることができる。 
たとえばアメリカでは、「運動の教育」という体

育の概念から「身体と動きの教養」を育てる教育へ
と変換しつつある。この教育の目指すことは、身体
的に教育された人（physical educated person）を育成
することである。 
また、中国は 2001 年に新カリキュラムが施行さ

れ体育の名称が「体育」から「体育と健康」に変わ
った。これには 1999 年に教育部が素質教育を推進
する具体的な計画として「21 世紀の中国教育振興
活動計画」の中で定めた体育の目標が大きく関係し
ている。具体的に学校教育は「健康第一」であると
いう指導思想を実現させ、生徒たちに基本的な運動
技能を習得させ、身体を常に鍛える好ましい習慣を
養成することを目標としている。 

また、学習領域は「運動への参加」、「運動技能」、
「身体の健康」、「精神の健康」、「社会的適応」
の 5 領域に区分されている。ちなみに、中国では
1988 年から体育が大学入試の科目として実施され
ている。 
日本の学校体育はこれまで 2 回大きな変革をし

てきたと言われる（栗巣、1998）。1 回目は明治初
期であり「学制」（1872 年 8 月 3 日発布）の元で、
陸軍の体操や器械運動が行われた。1878 年にアメ
リカ人のリーランドを招き、体操伝習所が開かれ、
これにより体育の科学的な研究と体育教師の養成
が大きく前進した。その後「学校令」の施行ととも
に森有礼の提唱する兵式体操が導入され、普通体操
と兵式体操という２つの体操を中心とする日本の
学校体育の基礎が築かれた。 

2 回目は第 2 次世界大戦後である。この改革は、
連合国最高司令官総司令部の指令の元で行われた。
もともと日本の体育は政治と一体化しており近代
日本の社会的成立に貢献することが当然視されて
きた。戦後、「民主的な人間関係を育てる体育」と
目標が変化しても相変わらず社会の政治的要求と
一体化するかたちで維持されてきた。そのため改革
は行われても根本的な改革にはならず近年になっ
てやっと変わりはじめた。 
現在日本の小学校の学習指導要領では、「基本の

運動」、「ゲーム」、「体つくり運動」、「器械運
動」、「陸上運動」、「水泳」、「ボール運動」、
「表現運動」、「保健」が扱われている。現行の学
習指導要領では週 5 日制と総合的な学習の時間の
導入により体育の年間時数は 105 時間から 90 時間
に削減された。この新学習指導要領で保健は従来小
学校高学年から扱われていたが中学年から扱うよ
うになった。 

このようにわが国においてもカリキュラムは変
化してきた。その妥当性は常に検討される必要があ
ると考えられる。また、ほかの国々がどのようなカ
リキュラムを設置しているかを学ぶことはわが国

のカリキュラムにも大きな示唆を与えてくれると
考えられる。 
今回は体育と保健が同等の時間数で行われてお

り（笠井、2003）特に保健授業には力を入れている
タイ王国に焦点をあてることにした。 
本研究の目的は、タイ王国における小学校の学校

体育に焦点を当て、タイ王国の学習指導要領、教科
書に記載されている内容を分析し、設置されている
教科内容を明らかにすることである。 
 
2． 研究方法 
 まずタイ王国の教育に関する文献（日本文部科学
省が発行している教育白書など）から学校に関する
情報及び設置されている教科内容及びタイ王国の
教育の基本的情報を調査した。 
 さらに、2001年に発行されたタイ王国の学習指
導要領及び現在使用されている体育科の教科書の
内容を翻訳し、教科書の内容について項目ごとにカ
テゴリー化、テーマ化を行い、現在日本で行われて
いる学校体育の内容との違いについて比較、検討す
る。 
  
3．結果と考察 
3-1 タイの教育制度 
 タイの学校体系は日本と同じく 6－3－3－4 制で
ある。義務教育も同様に現在は小学校と中学校の９
年間とされている。国家教育委員会室が設置されて
おり、全教育段階を対象とした教育関連政策の立案
や実施状況確認、政策評価を行っている。また、15
年に 1 度国家教育政策を策定している。教育行政に
ついては教育省と文化省が管轄している。 
現在のタイの教育制度の基礎となっているもの

は 3 つある。一つは 1997～2001 年の国家教育計画
である。二つ目は、1997 年のタイ王国憲法である。
これは国が教育へと携わっていく上で改革をもた
らしたものである。三つ目は、1999 年 8 月に制定
された国家教育法である。タイの教育制度を包括的
に網羅する法律として、国民がもてる力を最大限発
揮できるよう教育を促進する内容となっている。 

学習指導要領によれば、小学校の各学年の学習時
間は 40 週以上とされている。1 週につき 25 時間（75
校時）となっている。1 校時は 20 分と定められて
いる。また、就学率は小学校 100％、中学 84.6％、
高校 58.5％、大学 29.5％となっている。 
3-2. タイの教育の歴史 
 近代以前のタイでは一般民衆に学校というもの
はなかった。寺子屋的なものはあったが男子限定で
女子は家で近所づきあいや家事などを教わってい
た。しかし男子も全員が寺子屋に通うわけではなく
家の農業の手伝いなどをしている子供もいた。17
世紀にはいると王族、貴族、上流階級の子供たちを
中心に英語、科学、文化などのカリキュラムをもっ
た学校教育が行われた。 

19 世紀中ごろになると寺子屋は増やされ、一般
民衆にも教育は少しずつ普及し始めた。また、諸外
国との交易のため英語の必要性に迫られ、上流階級
を対象に英語学校が開かれた。1880 年代の終わり
ごろには一般民衆にも教育が必要であると国が考
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え、文部省を設置したが、一般民衆は教育の必要性
を感じていなかったため今までとあまり変わらな
かった。そのため文部省はこれまでの寺子屋に学校
教育のカリキュラムを取り入れさせ、それなりの効
果をあげることができた。 

20 世紀に入ると国は初等教育に力を入れ始め、
1921 年には初等教育令が施行された。 

1960 年代には公衆衛生の知識と普及と経済発展
により人口が急速に増加した。就業年数や、義務教
育年数などその後何度も変革があり、1978 年から
は今の形になった。 
3-3. タイにおける保健体育に関連する社会的状況 
 1993 年以降タイでは AIDS 教育への関心が全国
規模で急速に広がりを見せている。タイは AIDS 感
染者が多く、人口構造が変化してしまう可能性もあ
る。Geoffrey ら（1998）によると 2014 年までにタ
イ北部の人口は現在のタイ北部の人口の 4分の 1タ
イ全土の人口の 15 分の 1 にあたる 40 万人が減少す
ると予想されている。そのため保健省、内務省、文
部省がAIDSの予防教育を政策目標の１番目におい
ている。現在のタイの AIDS 感染者数は、2007 年 5
月 19 日の読売新聞衛星版よると 120 万人に上ると
書かれていた。全国民の 1％を上回るほどである。
また、近年では覚醒剤を代表とする薬物乱用が深刻
な問題となっており、この問題に対しても国家レベ
ルでの薬物乱用防止キャンペーンが実施されてい
る。 
 3-4. タイの保健体育科の内容 
 2001 年に発行された新カリキュラムにおける保
健体育の目標は「個人の人生と家族、地域の生活の
質を豊かにすること」とされている。また、保健は
「学習者の知識、意識、美徳、価値における行動を
発展させ、健康的な行動を実行すること」、体育は
「学習者の身体と精神を情意、認知、社会のすべて
の面で発展させ、体を動かす能力や実践力を高める
こと」とされている。 
 日本の小学校学習指導要領と比較してみると、身
体活動や健康の維持・増進という点では類似してい
る。しかし、2 つの異なる点が見受けられる。1 つ
は、タイの目標は個人のことだけでなく社会のこと
を意識していることである。日本の小学校では個人
についてしか記述がない。これにはタイに公衆衛生
が重要視されていることが関係していると考えら
れる。また 2 つめは、日本では体を育てる（丈夫に
する）という考えがあるが、タイでは生活するため
の体（生きていくうえで必要な体）を作る、となっ
ている。このことは生涯スポーツの概念がタイには
ないというところに現れている。 

小学校 1 年生から 6 年生まで全学年で保健、体育
ともに扱われている。学年ごとに扱われている内容
は異なるが、一連で扱われているものや、学年を追
うごとにより詳しく扱われているものもある。体育
では基本の動作、ゲーム、リズムに合わせたダンス、
身体機能の向上とチェック、陸上競技、世界のスポ
ーツ、タイのスポーツ、伝統の遊び、レクリエーシ
ョン、現代的なスポーツが扱われている。 
保健では、体の器官の発育・発達、性的な成長、

感情の動き又は処理の仕方、健康に必要な栄養、薬
の正しい使用法・薬物の危険、健康維持、安全のた
めの行動の 7 項目が扱われている。 
 日本の学校体育と比較してみると、まず体育では
ほとんど類似している。しかし、タイでは武道を扱
っているという点に違いが見受けられる。また、動
きやスポーツの能力を育てるというより動きやス
ポーツを通して人格を発達させることを重視して
いる。 

 保健も類似している点が多かったが、日本で扱わ
れている「心の発達」、「心と体の密接な関係」と
いうような心についての単元がタイにはない。また、
タイで扱われている「自他の健康管理」、「栄養」、
「健康保持」という単元に相当するものが日本にな
いことも明らかになった。 
小学校１年生から性について扱うのは子供たち

の成長に伴っていないように感じるが、この理由に
は義務教育である中学校への進学が 100％でないこ
とが考えられる。そのため小学校でできるだけ多く
のことを子供たちに教えなければならなくなって
いるのである。 
 タイの教育の歴史で述べた 1960 年代に公衆衛生
の知識の普及により人口が急速に増加したことは、
タイの今の保健が重視されている保健体育教育に
大きく関係していると思われる。このことにより、
タイの人々は知識の普及により国は変わるという
ことを体感した。その過去があるから今も、さまざ
まな社会問題や AIDS 問題の対策、解決策として学
校の保健授業で知識を普及させることは重要であ
ると考えられているのだと思われる。 
 体育（身体活動）については、現在のタイではあ
まり重要視されていないように思われる。生涯スポ
ーツの理念という観点はカリキュラムには出てこ
ない。また、タイは地方によって貧富の差が大きく、
グラウンドやプールといった設備の整っている学
校は多くない。そのためカリキュラムにも、ある程
度柔軟性を持たせ、カリキュラムに書かれているポ
イントに沿えば行う運動、競技はなんでもいいとさ
れている。 
 保健体育の教科に割くことのできる時間や、環境
なども影響していると考えられるが、タイは現在深
刻な問題に直面しているため、生涯といった大きな
観点で見るよりも、当面の問題を解決するために、
保健の内容に重点を置くようになっているのだと
思われる。 
 
4．まとめ 
 本研究は、タイ王国の小学校体育に焦点を当て、
タイ王国の現行のカリキュラム（2001）や体育の教
科書、文部科学省の教育白書などタイ王国について
の文献や資料を読み進め、以下のことが明らかにな
った。 
・タイは過去に知識の普及で成果を上げているので
知識の普及は重要だと考えられていて、保健授業で
の知識普及が重要視されている。 
・就学率が教科内容に影響を及ぼしている。 
・生涯スポーツという概念が薄く、現在の社会問題
（AIDS、薬物問題）が教科内容に大きく反映してい
る。 
・保健体育の目標を「個人の人生と家族、地域の生
活の質を豊かにすること」としている。 
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