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中学校水泳部とスイミングスクールの歴史的関係 
発 表 者 塚越 英樹 

                         指導教員 中嶋 哲也 
キーワード： 

 
1. 緒言 

中学校の水泳部の練習は民間のスイミングスク

ールで行われるのが一般的である。またその水泳

部員は日本中学校体育連盟(以下、｢中体連｣と略す)
主催の大会に学校代表として出場することができ

る。昨今の働き方改革の動向から見れば、生徒各

自がスイミングスクールで練習をし、教員の負担

が大会の引率以外にないことは望ましく、今後の

生徒のスポーツ活動の先取りをしているといえな

いだろうか。 
本研究では、学校外で活動をし、学校の代表と

して中体連主催の大会に出場する水泳部の仕組み

に興味をもった。そこで中体連の大会にスイミン

グスクール在籍者が参加できるという仕組みがい

つからどのようにしてとられるようになったか、

水泳部とスイミングスクールの関係を明らかにし、

今後の部活動のあるべき姿を考える一助にするこ

とを目的としている。 
 

2. 研究方法 

2-1 資史料について 

中学生の全国大会を開催する中体連やスイミン

グスクールと関係がある日本水泳連盟、日本スイ

ミングクラブ協会の機関誌、大会のパンフレット

などを調査対象とする。基本は文献調査だが、史

料で追跡できないところは中体連の関係者に聞き

取り調査を行い、考察する。 
2-2 時代区分 
 各文献及び聞き取りの内容を時系列に並べ、時

代の移り変わりが顕著な時期を特定する。それに

より戦後の中学生の水泳史を時代区分し、本研究

の課題を明らかにしたい。 

 具体的な時代区分としては、1961 年までの通信

水泳競技大会が行われていた時代、1960 年代後半

のスクール化の始まり、1970 年代後半から 1980 年

代初頭にかけてのスクール化の定着、それ以降の

時代に区分した。 
 

 
3. 結果と考察 

3-1 中体連大会のスクール化の始まり 
 中体連大会のスクール化を推し進めた要因とし

て、1955～60 年の間に日本水泳連盟が実施してい

た通信水泳競技大会の存在が挙げられる。日本水

泳連盟は戦前、戦後日本の水泳を統括する団体と

して役割を果たしている。スイミングスクールが

できてからはスイミングスクールも統括するよう

になる。日本水泳連盟は中体連が設立されるまで、

中学校の対外試合が制限されている中で水泳教室

や通信水泳競技大会を主催していた。通信水泳競

技大会は中学生の大会であるため、第２回から中

体連が加わり共催という形式をとった。その後対

外試合の規制の緩和に伴い通信水泳競技大会は全

国中学校選抜水泳競技大会へと発展的に解消され

たが、このとき日本水泳連盟と中体連の共催とい

う形式は温存された。つまり中学生の大会である

ため中体連大会であるが、日本水泳連盟も関与し

ていたため、スイミングスクール在籍者も参加す

ることができていたのである。これらのことが、

中体連大会のスクール化を歴史的に準備したのだ

と考えられる。 
ところで、中学生の全国大会である｢全国中学生

選抜水泳競技大会｣の第 1 回大会が始まったのは

1961 年、スイミングスクールが誕生したのが 1965

年であるが、この年に早くもスイミングスクール

在籍者が中体連の大会に出場していた。内山泰夫

は『日本中学校体育連盟設立 50 周年記念誌』の中

で｢第５回の奈良(天理)の大会は温水プールでの開

催、宿泊や食事も天理会館のご支援をいただきま

した。･･･略･･･またこの年からスイミングクラブ

出身者の参加が出てきました。｣と記している。つ

まりスイミングスクールが誕生してまもなく中体

連大会のスクール化が始まったといえるだろう。 
1965 年から 1969 年にかけて全国に約 60 ヶ所の

スイミングスクールが設立された。スイミングス

クールは未知の産業だったため、当時のスクール

経営者たちは常に試行錯誤しながら運営をしてい

た。中には専用プール、専任コーチを有するスイ

ミングスクールもあったが、ほとんどが公共施設

のプールを借り指導をしていた。屋内プールを借

りることができたスイミングスクールは 1 年を通

して水泳の指導ができるが、屋外プールの場合、

夏は泳ぎの練習、冬は陸上トレーニングなど行う

しかなかった。指導者に関しても水泳の指導がで

きるいわゆるコーチはほとんどいなかった。その

ため小中高の先生がボランティアとして生徒に教

えていたスイミングスクールもあった。このよう

にみてみると設立当時のスイミングスクールは、

水泳の指導において環境や人材の実態は部活動と

ほとんど変わらなかったといってよい。文部省が

1967 年に行った調査では、中学校のプール設置率

は 22.2％となっている。学校にプールがない生徒

はスイミングスクールに通うであろうが、それ以

外の生徒はクラブ活動や部活動に取り組んでいた

のではないかと推察することができる。つまり第 5
回大会からスイミングスクール出身者の参加があ

ったとしているが、参加者数は少なく、中体連大

会のスクール化が一般的になっていくのはもう少

し後なのではないかと考えられる。 
 

3-2 スクール化の定着 

中体連大会のスクール化はスイミングスクール

が誕生しだしてすぐ始まったが、1960 年代はスイ

ミングスクールが非常に少なく、スイミングスク

ール在籍者も少ないため、スクール化が一般的に

広まったと言うことはできない。中体連の大会に

全国各地からスイミングスクール在籍者が集まっ

て初めて定着したと言えるだろう。1975 年に開催
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された第 15 回全国中学生選抜水泳競技大会の大会

見聞記には、｢水泳帽・水着・パンツにも流行があ

ることを知ったのもこの大会を続けて見てきたせ

いかもしれない。校内の部活だけでは大会で栄光

を得るには難しいことも、彼らのトレーニング・

シャツを見れば○○スイミングクラブ、スクール

の文字が書かれていてすぐわかる。｣と書かれてい

る。このことから全国大会にスイミングスクール

在籍者が出場していて、部活動の限界、スイミン

グスクールの台頭という事態を読みとることがで

きる。 
学校のプールは、1964 年度から実施された公立

学校施設整備 5 カ年計画に伴って急速に建設され

ていった。1965 年頃からプール設置率が上昇し、

1980 年には約 50％、1990 年には約 70％となって

いる。80 年代に入る頃には地域によって設置率に

偏りがみられるものの、プールを設置していない

都道府県はみられなくなった。ただし、多くの場

合、それは屋外に設置されたため、1 年を通じた練

習はできなかった。一方スイミングスクールも

1970代後半から1980年代前半にかけて急速に増え

ていき、室内プールをもつスイミングスクールが

一般的になっていく。つまりスイミングスクール

は 1 年を通じて練習ができる環境を整えていった

のである。結果的に、部活動よりもスイミングス

クールの方が競技力を向上させる環境が整ってし

まったため、15 回大会の見聞記にみられるような

状況が生まれてしまったのである。また 1970 年代

にはセントラルスポーツやイトマンスイミングス

クールなど全国に施設をもつスイミングスクール

が設立されていく。このことから 1970 年代後半か

ら1980年初頭にかけて中体連大会のスクール化が

定着する前提は整っていた。 

 2003 年に中体連は｢各学校の運動部活動は、区

市町村及び都道府県中体連に学校加盟・登録して

いる。したがって、中学生は、中体連のどの大会

にも出場できる｣と取り決めた。つまり水泳部に入

部しており、学校を通して各都道府県の中体連に

登録していれば、中体連の大会に出場できるとい

うことである。学校のプールで活動する者、学校

にプールがなくてスイミングスクールで練習する

者、公共施設で練習する者、地域や学校の環境に

よってさまざまだが、どこで活動していても自身

の通学する学校が中体連に登録していれば大会に

は出場することができるのである。こうして、中

体連大会のスクール化は制度的に定着していった

のである。 
 

3-3 スクール化の問題 

 学校教育の一環として中体連が主催する大会で

あるのに、企業であるスイミングスクールの在籍

者が出場するという点に問題がある。1981 年の第

20 回全国中学校選抜水泳競技大会のパンフレット

の中で実行委員会会長の和田喜久蔵は｢本大会を

見る限り選手の大半はスイミングクラブ出身者で

監督も当該校の教師は少なく大半がスイミングク

ラブのコーチ等である。学校教育の大会として開

催する以上は、学校教育活動としての部活動で練

習している選手の大半が出場できるような大会で

あってほしいと思います。｣と記している。つまり、

学校教育の一環として部活動での成果を発揮する

場として中体連は大会を開催しているのにもかか

わらず、スイミングスクールで主に活動している

生徒が大半であることを示している。また大会中

の水着やシャツ、バッグに関する規則として、所

属するクラブ、学校の名前やマークが入っている

ものは大きさが制限されている。これは中体連の

大会の中でスイミングスクールの宣伝を規制する

ものであると考えられ、スイミングスクール在籍

者が出場する大会だからこそのルールであるとい

える。生徒は学校に在籍していると同時にスイミ

ングスクールにも在籍しているといえることがで

き、非常に曖昧である。スクール化が一般化する

のに伴って、中体連大会の本来の目的や意義がほ

とんど失われ、スイミングスクール在籍者が集ま

る大会になってしまったといえることもできる。 
 

4. まとめ 

 日本水泳連盟は中学校の対外試合が制限されて

いる中で、各地で競技会を催し、その成績を集め

順位を決める｢通信水泳競技大会｣を 1955年から始

めた。第２回大会から日本水泳連盟と中学校体育

連盟が共催になり、全国中学生選抜水泳競技大会

へと発展しても共催という形式は変わらなかった。

1965 年からスイミングスクールが設立され始める

と、すぐにスイミングスクールの在籍者が中学校

体育連盟主催の大会に出場する｢スクール化｣が始

まる。1960 年代後半から 1970 年代初頭にかけ学校

のプールが急速に建設され始めるが、屋外プール

が大半であったため部活動の普及はしなかった。

一方でスイミングスクールは屋内プール、専門コ

ーチの指導力の向上から選手を育成する環境が整

えられていった。その結果、学校外で活動をして

学校の代表として大会に出場するという仕組みが

一般的になっていく。しかし、その結果中体連大

会がスイミングスクールの大会のようになってし

まい、中体連としての大会の意義をほとんど失っ

てしまった。教師の生徒や部活動への関わりも中

途半端になっているのが現状である。 
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