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ランニング学会研究集会の報告  

マーラ・ヤマウチさんの講演｢私とランニング｣  
	 

鳥井健次(ランニング学会広報委員長)  

	 

	 ランニング学会研究集会の講演は、１１月２４日(土)午後１時から４時まで、帝京平成大

学池袋キャンパスで行われました。司会は、勤務地でもある藤牧利昭ランニング学会理事長

がすすめ、有吉正博ランニング学会会長が開会あいさつをしました。	 

マーラ・ヤマウチさんは、北京、ロンドンの両オリンピックに英国代表としてマラソンに

出場しました。８歳までケニア・ナイロビで在住し、オックスフォード大学を卒業し、英国

外交官として駐日英国大使館に勤め、日本語とだんなさんを獲得しました。だんなさんは、

コーチ兼マネージャーとして公私共にサポートしています。講演にも一緒に参加しました。	 

	 

文武両道の賢いランナー  

マーラさんは、流暢な日本語で講演し、４回のマラソンの経験で学んだこと、失敗したこ

となどエピソードを交え、わかりやすく話してくれました。外交官ランナーでオリンピック

選手という文武両道の賢いランナーというイメージがぴったりの話の内容でした。その話の

あらましを独断と偏見で紹介します。	 

２００４年４月のロンドンマラソンが、初マラソンで７位となり、２時間３９分４５秒で

走りました。子どものころからオリンピックに出るのが夢だったので、２８歳から本格的に

練習を始め、アテネオリンピックをめざしていましたが、無理でした。このとき２９歳。	 

初マラソンの失敗は栄養。前日、朝の食事は何を採ればいいのかわからなく、朝、コーン

フレークと牛乳をいっぱい食べたので、途中でおなかが痛くなりました。実験的に栄養と水

分補給を試し、自分に合うものを取ることが大事です。その後、小出監督などの本を読み、

朝ごはんにもち６個と味噌汁、ゆで卵と野菜をとるようになりました。	 

それと足の力が大事。３０キロで足がふらふらになりました。筋トレと登りの練習をして

お尻の筋肉アップが必要です。筋トレはスクワットやステップアップをやっています。さら

にコンディションづくりと行動計画をきちんと決めておくことが大事だと感じました。スタ

ート前とレース後をどうするのか、レース後の回復を考えていませんでした。練習内容も、

クロスカントリーや３キロ、５キロのスピード練習が中心で、マラソンに必要な長い距離の
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練習が足りませんでした。	 

そうした失敗を教訓にトレーニングし、北京オリンピックの大事な選考となる２００８年

１月の大阪国際女子マラソンを迎えました。２００７年９月に世界陸上大阪大会で同じコー

スを走り、大阪城付近の２９キロできつくなって、ずるずると９位となった悔しさをばねに、

大阪女子の時は、３３キロから少しずつスパートし、我慢をして優勝しました。リベンジと

いう意欲が大事で、がっかりはいいことにつながります。	 

コースの下見は大事で、コースを知っていると余裕ができます。前年に大阪のコースを走

っていたので自信になり、大阪のコースが好きになりました。レース１週間前の食事をすべ

て決めて書き込んでおき、その通り実行したこともよかった。これは、イギリスの心理学者

と１ヶ月に１回ほど、電話で相談していた成果。目標をはっきりさせ、いつまでに達成する

のか、長期的目標、短期的目標を決める。レースが終わったら何を楽しみにするのか。レー

スまでの行動予定をきちんとすべて書いておくことです。	 

	 

北京オリンピックの成果、故障とのたたかい  

２００８年、北京オリンピックのマラソンは６位になって満足したが、銅メダルまで２２

秒という差で、１００ｍの違いに悔しさがありました。北京までの練習内容は、これまでの

スピード練習とゆっくりジョグの中間の速いジョグのペース練習を取り入れ、脂肪を燃やす

体に変え、マラソンの能力を大幅に引き上げました。練習量が貯金され、いい結果につなが

りました。	 

また、北京の前の２週間は、暑さに慣らす練習を行い、その前には高地合宿も行いました。

高地合宿は、２００５年から行っていますが、サンモリッツやアメリカ、日本の高原で行い、

血液検査で乳酸を測り、どういう効果があるのか、体に負担がかかっているのかを調べまし

た。高地トレーニングは、集中してトレーニングできるのと景色のよい場所でできるのでよ

いと思います。	 

ロンドンオリンピックをめざして練習していた２０１０年１２月、ハムストリングのつけ

ねを故障し、翌年の１月から６月まで治療で練習ができませんでした。イギリス陸連の先生

に診てもらいましたが、なかなかよくなりませんでした。よくなって６月から９月はいい練

習ができました。しかし、１０月にハムストリングの隣の筋肉が破れて、１０日間休みまし

た。１１月の横浜国際女子マラソンに参加するぎりぎりの状態でした。	 

横浜女子は、レースに勝つことよりタイムが大事でした。ロンドンオリンピックの選考基

準のタイムを上回ることが目標でした。ペースを守り、目標タイムに近いペースの集団につ

いて走っていましたが、途中ペースが遅くなったので、先頭に立ち、風よけにされてしまい

ました。２時間２７分２４秒で３位入賞し、ロンドンオリンピックの代表に選考されました。

しかし、疲れがとれないうちに練習を再開してしまい、今度は足裏を故障してしまいました。

結局なおらないまま、ロンドンオリンピックに出場し、途中棄権してしまいました。	 

	 

最後に帝京平成大学に勤務し、前ランニング学会会長の雨宮輝也ＡＶＲＣ代表が閉会あい

さつをしました。	 
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質問に答えて  

講演のあと、参加者の質問にていねいに答えてくれました。 
○日常の食事はどんなものを	 

	 和食、洋食、ミネラル、ビタミンを多く含んだ幅広い種類を食べます。洋食は肉、野菜、

デザートと範囲が狭いが、和食は幅広く、種類も豊富。海草、貝類はミネラルが多く、野菜、

果物はビタミンが多いし、うなぎはおいしくて栄養豊富です。太りやすい体質なので、レー

ス前は好きなケーキやチョコは食べない。練習後、２０分以内に飲み物、糖分を取り、その

あときちんと食事をして疲労回復をはかります。レース３日前は炭水化物を多く取り、水分

をきちんと取ります。 
○ケニアの選手、日本の選手はどう思いますか	 

	 ケニアの選手は、軽くて細くて高地に住んで順化していると思います。アフリカの選手は

特別ですね。日本の選手は、がまん強いです。でも練習しすぎという印象がありますね。日

本は駅伝があるのがいいですね。企業チームが育っているから、層が厚いです。イギリスは

駅伝がない。ロードリレーはあるが、少ない。 
○イギリスと日本のマラソンの違い	 

	 イギリスは、女子マラソン選手でランニングだけで生計を立てられる人は３人しかいない。

日本は実業団のおかげで何百人といます。イギリスでは、男子サッカー以外のスポーツはマ

イナースポーツ。日本のマラソンは、駅伝があるから、チームスポーツのイメージがある。

日本は市民ランナーが多く、熱心です。イギリスは、募金活動で走るチャリティマラソンが

盛ん。 
○日本の指導者をどう思いますか	 

	 昔選手だった人がコーチ、監督をしている。選手だった人でなくても、幅広い人材を指導

者にしてもいい。マスコミは選手よりも、監督やコーチに対するインタビューを重視して聞

いている感がある。菅平の合宿で、実業団チームと一緒になりましたが、練習量が多いと思

いました。私は実業団の２／３ぐらいなのでは。実業団は、早朝、午前、午後と３回練習し

ているときもあるようですが、私は午前、午後の２回です。 
○日本はママさんランナーが少ないが、イギリスは	 

	 日本ではママさんランナーが少ないので、赤羽さんが注目されているが、イギリスでは、

女性の社会進出が進んでおり、子どもがいても選手を続けているし、ママさんランナーも多

く、注目される要素ではない。 
○オリンピックでのメダルの期待	 

イギリスでは、オリンピッでメダルを取らないとダメという評価が強すぎる。子どもたち

にもっと違うことを伝えたい。国の代表になったこと、オリンピックに出場すること、努力

することや頑張ること自体をもっと評価してあげることが大事です。 
○マーラさんにとってマラソンの魅力は	 

通常、人間が走る体の限界は、30キロ。マラソンは練習をして残りの１２キロを、限界を
超えて走る魅力がある。マラソンは１年に２から３回しか走らないから、それをうまく調整

して練習の成果を発揮することが難しい。それがおもしろい。いまは休憩中で、年なので引

退も考えているが、楽しい練習ができたら、続けたい。 
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めざせ！大阪マラソン直前講習会の報告	 
  

山中鹿次（ランニング学会広報委員）  

  

10 月 20 日の土曜日、大阪ミズノ淀屋橋店の７Ｆ会議室を中心に、ランニング学会の主催、

ミズノランニングステーション、アミノバリューランニングクラブの共催。大塚製薬の協賛、

大阪マラソン組織委員会の協賛で、70 名ほどの参加で「めざせ！大阪マラソン直前講習会」

が開催されました。	 

	 主催挨拶：開催説明の後、まず私から「大阪マラソンの特徴」を解説。東京マラソンより

も道幅が狭いことや、去年より開催時期が１カ月遅くなったことの注意点を解説しました。

（下の写真は伊藤静夫先生の水分補給についての解説）	 

	 	 
	 伊藤静夫先生の話では、近年、話題になっている低ナトリウム血症や、水分補給について

の考え方の歴史的推移、糖分を含んだ水分を多少でも口に含むと、身体に効果的な反応が起

こるという報告など、貴重なお話をいただきました。	 

	 また今回は初心者ランナー向けから、「１カ月前から前日までのトレーニングの進め方」を

山内武先生が担当。その後希望者は中島南紀さんらミズノランニングステーション・アミノ

バリューランニングクラブ指導員による中之島公園などへランニング実技。	 

	 マラソン３時間～５時間以内をめざす中上級者には、友金明香さんの「サブスリーへのト

レーニング」、豊岡示朗先生からは「記録アップはＬＴトレーニング」、渋谷敏浩先生からは

「直前イチ押しトレーニング」という講義が行われました。	 

	 この後は、目標タイム別に、講師の先生とトコトン討論で、意見交換：質疑応答が行われ

ました。	 

	 下の写真は４時間～５時間グループを対象にした、山内武先生と参加者の意見交換の模様

です。山内先生からはランニング雑誌で、フルマラソン前に 30km 走を一度やる方がいいとい

う表現があるが、実施していますかという問いに対し、参加者の反応はまちまちでした。	 

	 やった方がいいと思うが、疲労や故障が出てやっていないという反応に対し、山内先生	 
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からは、ランニング歴の浅い方の場合、筋肉痛がかなり出て継続的な練習ができない問題の

話が出ました。	 

	 市民ランナーがフルマラソンでの完走をめざす場合、ゆっくりなら 30km は苦にならない方

と、30km を走ったがために練習の中断を招く方に分かれるにしろ、リスク判断、その見極め

が大切で、講師の方と市民ランナー同士が討議できる機会は大切だと思います。	 

	 先日、第３回目の大阪マラソン日程が発表され、10 月 27 日になりました。これで神戸マ

ラソンと今年のように日程が重複する問題が避けられる一方で、暑さの残る時期も走りこみ

に充てる難しさが出てきます。	 

	 去年は大会前日、今年は 35 日前に対策セミナーが開催されましたが、	 大会までの日数が

同じ時期だと講義内容が被るのと、10 月 27 日から逆算し今年のように 35 日前だと、セミナ

ーの開催時期が、9 月 20 日頃の台風シーズンと被ることもあり、10 月初旬に残り３週間をど

う過ごすのかのような形で、セミナーを行ってはと私は考えたりします。来年以降もセミナ

ーが継続的に開催されてほしいものです。	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

ありがとう!!アミノバリューランニングクラブ  
  

アミノバリューランニングクラブ   in  鳥取  

                                                                                 前事務局   角   祺郎  

  

無謀にも事務局を受ける  

元来私は走ることが大の苦手でしたが、退職と同時に健康の為に、と近くの公園でジョギ

ングを始め、友人から誘われて地元の大会に参加するようになりました。走るだけでなく友

人たちとの交流がとても楽しくなったころ、米子にアミノバリューランニングクラブが出来

ることを知りました。	 

クラブの募集要項に「マラソンの初級者・初心者を応援するクラブ」と「ＪＡＬホノルル

マラソン」とあり、またランニング学会、スポンサーの大塚製薬さんに興味を感じて「JAＬ

ホノルルマラソン・アミノバリューランニングクラブ in	 鳥取」の事務局を引き受けました。	 

  

会員との出会いとコミニューケーション  

2006 年、クラブは男性４名・女性１名とスタッフ５名でスタート。｢クラブに入って良か

った」と思ってもらうために、「山陰の小さなクラブの良さを活かし、身の丈にあったクラ

ブの基礎作り」を目標に掲げまし

た。	 

コニュケーションを図るため、

活動開始とともにブログを立ち上

げ、連絡事項だけでなく近況報告

や練習風景、大会での雄姿等、写

真も含めて掲載すると会員からの

コメントや情報提供されるように

なりました。	 

会員増とクラブの認知度を広め

るため、当時はまだクラブの旗が無

かったので、大塚製薬さんから「ア

ミノバリュー(当時の角型のペット

ボトル)」の宣伝用の旗を譲り受け、練習会場の公園の入り口に掲げました。その後、ホノル

ルマラソンでアミノバリューランニングツアーの旗を見付けた際は、総括事務局にお願いし

て譲り受け、大会の応援等に使いました。	 

ランニングブームの影響もあり、会員数も４０名を上回るようになりましたが、会員数が

増えると新たな悩みも出来ました。そこで次のことを常に意識しました。	 

・会員の方は自分の目標を達成させるため会費払って遠くからでも来ている。	 

・全員に同じように声かけをする。	 

・会員の目線で個々の意見（悩み）、要望（不満）等を聞くように努める。	 

・意見交換会（忘年会等)は、流行を加味しユニークな企画を考える。	 

・私自身が走ることを楽しみ常に遊び心を持って運営する。	 

・応援だけでも大会に参加してくれる仲間に敬意を示す。	 

「オリジナルゼッケンでだんだん鳥取をアピール」	 

５周年記念全国リレーランニング大会：2009 年 11 月 3 日	 

えびす・だいこく 100 キロマラソン（2012 年 5 月 27 日）	 
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クラブに入会して良かったと感じてもらうために  

第１回東京マラソンの沿道で配布された	 Cheer	 Stick	 を持ち帰り、大会で活用しました。

大会では走らない時でもいつも応援に出かけ、ラストの苦しい地点で力走する仲間に激を飛

ばし、時には旗を振りながら並走しました。	 

フルマラソンや夏場は会員の協力を得て給水等も行い、サポートや応援に参加することで

走れる喜びと楽しさを実感。また、気象条件の悪い時には、後押ししてくれる応援の力の凄

さ、すばらしさをみんなで体感しまし

た。	 

仲間意識を深めるため、高低差のあ

る厳しい１００Ｋリレーマラソンに

６年連続挑戦しました。関西の大会で

は誰にも知らせずサプライズ応援に

行き、参加者の写真入りのポートを掲

げ声援を送り驚かせたこともありま

した。	 

アミノＲＣ	 in	 千葉のメンバーが

地元の名和マラソンに参加された時

は、一緒に走り、応援して短時間で

したが交流を図ることが出来ました。	 

レースやイベント後の懇親会等では座席表一つにも工夫を凝らし、限られた時間を面白お

かしく過ごしました。	 

また、会員の練習風景や大会での活躍の様子をブログやデジブックに載せるだけでなく、

年度毎に各自のとびっきりの笑顔のラベルを貼ったＤＶＤを作成。会員が増えて経費が掛か

るようになると（自費制作のため）、当初の全員への配布が希望者だけへの配布になりました

が、頑張っている姿を家族にも見て貰えるようにしました。	 

また、走るだけではなく、ボランティアセンターに登録して障害者のイベントでのサポート

や市主催の城跡清掃活動にも参加しました。	 

  

アミノＲＣ  鳥取  を更にパワーアップするために  

クラブ入会のきっかけが「大会での楽しそうな応援の様子を見て」と聞いた時は運営に手

応えを感じ、嬉しく思いました。しかし、時にはコーチ陣との考え方の相違に悩んだことも

ありました。	 

ランニング学会の方に出向いて頂き、直接指導・アドバイスをして頂く取り組みは出来ず、

今後の課題となりました。ランニング知識もない私は何ひとつ特別な事は出来ませんでした

が、何とかチームの基礎ができ、今後は新しい考えでクラブの更なるパワーアップが必要と

思い、2011 年度でアミノＲＣ	 鳥取の事務局の卒業を決めました。	 

雑誌でお名前を拝見する先生方ともランニング研修実施で知り合え事等、事務局経験は大

切な財産になりました。卒業後も多くの方々、仲間との交流が続いていることは私の誇りで

す。	 

６年間、事故もなく無事卒業することが出来たのは、大塚製薬さま・総括事務局のみなさ

ま、会員のみんなの協力と支えがあったからです。多くの皆様に感謝すると共に、微力なが

らいつかアミノ RC に恩返しが出来ればと思っています。	 

「アンカー、リレー参加者と応援団も一緒にゴール！」	 

えびす・だいこく 100 キロマラソン（2012 年 5 月 27 日）	 
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福井マラソンのハーフに参戦	 

龍谷大学   河合   美香  

レースの時にのみ走る距離と時間  
いつからか、私のレースでの最大の目標は、普段のトレーニング内容でいかに成果を出す

か、になりました。効率的なトレーニングばかりがいいとは全く考えていませんが、仕事を

しながら競技力の向上を目的とするトップアスリートのようなトレーニングをすることは、

やはり難しいです。普段、ハーフで走る距離（21.0975k）と時間（90分程度）を走ることは
なく、この時間と距離を走るのはレースの時のみ、という状況が続いています。これは、仕

事で普段のトレーニングがままならず、多少なりとも心身のストレスがあるのが勤労者の共

通の悩みでしょう。 
一方、ランニングが健康の維持、体力の向上のみならず、ストレス解消になっているのは

幸せなことです。 
福井マラソンでハーフを走る  

10月 7日（日）の福井マラソン。今回もかなりの強行での参加に
なりましたが、目の前の道路がスタート地点という好立地のホテル

に宿泊できたのは幸運でした。 
レースの当日は、福井マラソンが今年 35周年記念のレースとあ

ってか、お祭りムード。スタート地点では、仮装をした方、ファミ

リーでの参加、団体の賑やかなグループがあちこちに見られました。

以前と比べて、本当にランニングウェアがカラフルでおしゃれにな

り、シリアスなイメージから楽しいイメージに変化していることを

実感しました。 
スタートするとつい、後先考えずに走ってしまう、厄介な性分。

とは言え、4ヶ月前の前回のレースで日頃のトレーニング不足にも
関わらず、後先考えずに調子にのって走ったためにゴール 1k手前
から失速した経験を反省し、今回は省エネ走法、自重に徹しました。 
コースによって、起伏に富んだり、目の

前に田園風景が広がったりと身体は疲労

でエネルギーが消耗しても心の方は十分

なエネルギーを得ることになります。後半になると後からスタートし

たはずの 10kや 5kのレースのランナーと争い、ごぼう抜きの大気味
を満喫。今回は余力を残して気分よくゴールすることができました。 
奇遇な、そして楽しい出会い  
奇遇にも前回のレースの帰途で知り合ったランナーに遭遇し、レー

ス談議に花を咲かせました。「ランニング」という共通項で話が弾み、

ひょんなことからコミュニテイ―が広がる楽しさは格別です。 
近年、東京マラソンに続き、神戸、大阪、京都と都市型マラ

ソンが始まり、参加するための抽選に一喜一憂ほどになり、レ

ース以外のところでもバトルや駆け引きがあるようです。一方

で、地方の澄んだ空気と緑の中、地元の方からの温かい声援を受け、遠くに見える山並みを

眺めながら走るレースもとても魅力的です。そして、やはり人と人とのつながりを大切にし

たい。最近、以前にも増してローカルな大会を探してしまう私です。 
今回は、メダルの他に副賞として福井米をいただきました。身体と心の何よりの力にしな

くては、と思いながら、おいしくいただいています。 

２位に入賞。大きな重いメダ

ル	 

レースでの駆け引きは格別	 
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20～30 年前の若い頃の姿？	 

	 	 	 	 ｢私のランニング人生｣	 
宍道幸雄  

 

私は聴覚に障害を持つランナーです。生まれて３歳の時に病気で失聴しました。 

島根県のろう学校で学んでいた時、中学生だった時ですが、運動会でのマラソン（約

４ｋｍ）で高等部の先輩たちをどんどん抜いて６位入賞してびっくり！！これがランニ

ングとの出会いです。以来、今５９歳。気が付いたら４０年以上は走り続けてきました。 

ランニングに熱い思いを抱き、本気で打ち込んでみようと思い立った動機はテレビ中

継で見た別府毎日マラソン。根性の男と呼ばれた君原健二選手が苦しみながらもものす

ごい闘志で力走。トップの日本最高記録でゴールされたシーンを見てカッコいいな！！

一度でいいから君原選手みたいに優勝者になってみたい！！と。 

でも残念にも学校に陸上部はなかった上（バレー部と卓

球部のみだった）教えてくれる先生はいなかった。けど、

毎日放課後１人で宍道湖畔を走り続けた。強い選手になり

たい夢を抱いて歯をくいしばって時にはお寺の石段を何

度も駆け あがったりうさぎ跳びしたり。 

でも年をとってからわかった事は如何に速く走れるフ

ォームを研究する、いいフォームを身につける、これだけ

はわからずただ走るだけでした。 

学校を卒業して京都に来てからも、毎日仕事終わった後

に走り続けた。たまに知り合いのランナーに誘われて

一緒に練習するときもあったが、一人で走る時が多か

った。 

自己流の練習ばかりだったけど、マラソンは別府大分毎日に出て 2時間 40分がやっと。

30キロロードは 1時間 46分 10秒。１万ｍは 32分 49秒。聴覚障害者の当時の１万ｍ日

本記録更新まではやれた。サロマ湖 100キロウルトラには毎年出場し、100キロを 12回

完走。サロマンブルーメンバーに入れてもらえた。 

海外はボストン、マウイ島マラソン。マウイでは 40代の部で１位になれて喜んだ。高

石ともやさんがオーストラリアで 1000 キロものランに挑まれ走り通された事を知って

すごく感動！ 

より長い距離をどこまで走り続けられるか？試してみたいと平成元年 36歳の時、京都
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竜王小学校の子どもたちと（2012 年 10 月 23 日:滋賀県）	 

市から札幌市までの 1300キロランを自分で計画して実施。ワゴン車１台サポートを受け

ながら 22日間をかけて札幌市にゴールできた時は我ながら感動！！やりとげられた事が

大変嬉しかった！いい想い出が作れました。 

聴覚に障害を持つ事はランニングにはあまりハンディはないと思います。ただ一つだ

け大勢の人が一斉スタートする時、ピストル音が聞こえないので知らせる方法を考えて

欲しいですね。安全にスタートできるためにも。 

それからあちこちで多くの人と出会えていい友人としてお付き合いが増え、飲み会に

声かけて頂く事も。私は聞こえないので手話ができない人たちとは筆談でコミュニケー

ションしています。手話を広めて手話で語り合えるようになれたらいいんですが・・・。 

もう１つ、この頃は年に１回は小学校に呼ばれて子供たちに頑張った経験をお話して

います。子供たちと交流も広がって嬉しい。 

40 年以上走り続けて、幸せないい人生を作れた、と感謝しています。最近は年取った

せいか？体力はかなり落ちましたが、これからも楽しんで走っていきたいです。 
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連載   学校におけるランニング事情  

小学校における「かけ足」「持久走」の問題点①  
岐阜聖徳学園大学   佐藤善人  

 
小学校において冬場になると実施される体育授業の内容として「かけ足」と「持久走」が

挙げられます。小学校学習指導要領解説体育編によると「かけ足」とは、1,2年生では 2～3
分程度、3,4年生では 3～4分程度、無理のない速さで走ることとされています。また、「持
久走」とは、5,6年生に位置づけられており、無理のない速さで 5～6分程度走り続けること
とされています(文部科学省,2008 )。いずれも、「体つくり運動」という領域の運動であり、
これらは体力(特に全身持久力)を高めることが大きな目標となっているのです。つまり、小学
校における長い距離を走る運動は、友達と競争したり、自身のタイムや距離に挑戦したり、

自身のペースで走り爽快感を味わったりするために実施されてはいないと言えます。 
体育授業だけではなく、業前･業間運動として「かけ足」「持久走」に取り組んでいる小学

校も多くあります。登校後、十分なストレッチを行うことなく、寒さに震えながらトラック

をクルクル回る姿を早朝の校庭で見ることは少なくありません。果たして、こういった小学

校の取組は、児童にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。 
森村ら(2010)の調査によると、小学校 6年生になると「持久走」に対する意識が著しく低

下し、嫌いになり楽しみを感じなくなる児童が増加することが報告されています。また佐藤

ら(2010)が小学校 5年生を対象にした調査によると、長い距離を走ることが不得意な児童は、
「持久走」の授業に取り組むことによって、その運動に対して否定的な感情を強く抱くよう

になることが明らかとなっています。すなわち、現状のままに「かけ足」「持久走」の学習を

体力つくりのために実践していたのでは、今後ますます長い距離を走る運動を嫌いになる児

童を生む危険性があると言えるのです。 
教師が「体力を高めるために…」という目標を持って児童に対して「かけ足」「持久走」を

提示すると、それが達成されればよしとされます。長い距離を走る運動が児童の運動生活に

とってどのような意味を持つのかという視点がもたれることは少ないでしょう。強調される

のは、結果として「全身持久力は高まったのか」という一点であり、そのためには「楽しさ」

は不問にされても問題はないわけです。児童が長い距離を走る運動を好まない理由として、

「単調な運動だから」「身体的にきついから」といった声を教師から聞くことがあります。し

かしそういったことよりも、ここまで述べた小学校学習指導要領への位置付け方の方が、よ

り根本的な問題と考えることもできるのです。 
次回は、小学校教師の「かけ足」「持久走」のとらえ方･扱い方について問題点を整理した

いと思います。 
 
文献 
文部科学省(2008)小学校学習指導要領解説体育編,東洋館出版社,p.25,42,63. 
森村和浩ほか(2010)児童･生徒の持久走に対する意識調査,ランニング学研究 22(1)115-117. 
佐藤善人ほか(2010)小学校体育における持久走に関する研究－得意な児童と不得意な児童の
態度の比較を中心に－,ランニング学研究 21(2)1-7. 
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ランニング関西発刊のお知らせ	 

山中鹿次（ランニング関西編集長：ランニング学会広報委員）  

	 

	 

関西地区在住の方々には、既にご覧になった人もおられるとは思いますが、４月末からラ

ンニング関西というフリーペーパーを発行しています。	 

下の写真はランニング関西の２号と３号の表紙です。	 

	 

	 

これを創刊したのはいくつかの理由があります。個人の方でブログやホームページでラン

ニング情報を発信しているケースは多いですが、まだまだ手に取って見るという紙媒体の役

割が失われたわけじゃない。	 

たとえばアルバイト情報がＷｅｂで検索できても、有料の雑誌で買わなくなっても、フリ

ーペーパーとして、駅やコンビニに置かれたりして利用されている。	 

さらに関東地区では以前紹介されたＳＴＥＰというフリーペーパーが好評で、読まれてい

る方も多い。ところが関西では大阪マラソンや神戸マラソンの誕生で、新たにランナーが増

加したが、ランナーズなどで関西特集はされたりするが、関西という単位で継続して発行さ

れているものはない。	 

それなら関西という単位で、ランニング情報を発信して見よう。折しもパソコンを集中的

に勉強し、ある程度編集、作成ができるようになったことや、知人が代表だったＮＰＯの代

表に今年から就任し、地域振興に関わることもあり、関西のランニング情報ならぴったりで

はないかということで、発行にこぎつけました。	 

Ａ４版で 12～16 ページ、季節単位の発行です。関西圏のマラソン大会での配布や、ミズノ

ランニングステーションなどでの配置をしています。	 

な お 季 節 を 埋 め る 形 で 、 次 の 発 行 時 期 な ど 山 鹿 ニ ュ ー ス

（http://blogs.yahoo.co.jp/zenikinnyama）で告知しています。なお関東地方などでご希望

の方は以下にメールをお願いします。切手で送料代納となります。	 

yamashikaransapo@occn.zaq.ne.jp	 よろしくお願いいたします。	 
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編集後記  
	 

河合美香  

都市型マラソンに初めて参加しました。11月 25日の神戸マラソンです。 
当日までぎっくり腰もどき。日頃のトレーニング不足に拍車がかかったため、スタート直

後から自重して走りました。結果的にはこれが奏功したのか、思いの他、上出来の 3時間 22
分 12秒で走ることができました。 
この大会は元同僚（リクルート）の有森裕子さんと伊東博美さん、また後にサポートさせ

ていただいた高橋尚子さんが関係した大会でした。レース後、スタート時のカウントダウン

の割愛やスタート号砲のアクシデント、またゲストや実行委員としての様々なエピソードを

聞きました。 
一方、帰宅後、知人から、「絶好調でレースで臨んだにもかかわらず、11 キロ付近で突然

の痙攣で動けなくなり、救急隊にお世話になった」と連絡がありました。この知人は、実は

参加の抽選ではずれたために友人のゼッケンで走ったようです。救急隊にお世話になる際、

支障はなかったのでしょうか。身分証明書まで提示して本人の確認をしている目的が理解さ

れていないようです。このようなランナーが実際にはどのくらいいるのでしょう。 
参加することでいろいろと見えた、貴重な大会となりました。 
	 

佐藤善人  

今回のニューズレターにおいて、「学校におけるランニング事情	 小学校における「かけ

足」「持久走」の問題点①」という文章を書きました。ここでは、現在の小学校における長

い距離を走る運動の問題点を指摘しています。現在、3つの小学校において高学年の持久走の

取り組みに関わっていますが、各々の学校、先生によって実践の仕方は様々です。なんとか、

子どもが長い距離を走る運動に対して、「嫌い」という想いをもたない体育授業づくりをし

ていきたいと考えています。	 

さて、私のランニング事情ですが、3/10に行われる京都マラソンに当選しました。昨年度

はもれ、妻だけが走りましたが、今年は二人で走ることができます。その数日後に高校受験

を迎える娘には冷ややかな目を向けられつつも、楽しんで完走したいと思います。	 

	 

鈴木愛子  

１１月になりランニング大会があちこちで開かれエントリーに立ちいかないケースも多い

ときく。一つの大会で一万人としても何万人ものジョガー、ランナーが個の目的に向かって

走っている。	 

せんだって、マーラさんの講演されたひとつの表現の中で	 印象に残った言葉がある。	 	 

目指したことを達成したらそれでよしとする、満足感をしっかり持つ	 故障を予防するため

にも大事だなあと深く感じた。	 

来春	 第２５回学会大会が開かれる。個のランニングを更に充実させるため、東京学芸大

学に足を向けていただけたら	 と思う。	 
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鳥井健次  

マーラ・ヤマウチさんの講演は、衝撃でした。ロンドンオリンピックは終わって間もない

のに、よく講演に来てくれました。自立したオリンピック選手であり、思いやりのある人格

者であると感じました。日本の指導者が指導しすぎて、選手が自立できない状況も推察でき

ました。マスコミも含めて選手の育成を考えていく必要があります。	 

今回のニューズレターは、発行が遅くなりましたが、できるだけ学会の活動交流と会員の

情報交換をしていきたいと思いますので、なんでも結構ですから情報、手記を送ってくださ

い。メール	 torii@jcp.jp	 

	 

山中鹿次  

さて東京マラソン、大阪マラソンなどの新設でランナーが増えたのはうれしいことですが、

マナー問題は見過ごせないかと思います。	 

	 ただ立ち小便で失格とする湘南国際マラソンのような対応は、下手をするとトイレ待ちを

避けるために、給水を控えたりし脱水の引き金にもなりかねない。	 

	 関西では、大会会場の公園で、ランナー同士でバーベキューをする光景をよく見かけます

が、これはランナーの親睦という視点で「固いことを言うな」とすべきか、公園は基本、火

気厳禁だからすべきではないのか、ついつい考えてしまいます。	 

	 主催者のトイレ設置の数や、公園のあり方などからいろいろ考えないと行けない時期に来

ているといえそうです。 

	 

	 


