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第 25 回ランニング学会大会の報告  
 

ランニング学会   理事長   藤牧利昭  

 
平成 25年 3月 23日（土）、24日（日）の両日に、東京都小金井市の東京学芸大学で、第

25回ランニング学会大会が開催されました。ランニング学会大会は、ご承知の通り、東京周
辺での開催と地方での開催を交互に繰り返してきました。平成 23年は、徳島で開催する予定
でしたが、1週前に東日本大震災があり、議論の末、開催を見送りました。翌 24年は、ラン
ニング学会初代会長の山地啓司先生が退職されることもあって、東京・大崎の立正大学で開

催しましたので、順番からいくと、25年は、地方での開催になるところでした。しかしなが
ら、学会発足当時より、理事長としてランニング学会を支え、この 2期 4年間会長を務めた
有吉正博先生が東京学芸大学を退職なさる年でしたので、理事会の席で、僭越ながら、私（藤

牧）が、「2年連続東京となるが、25回大会は東京で・・・」と提案させていただきました。
ご出席の先生方は、十分状況を理解なさっていたようで、質問は一切なく、スンナリと東京

学芸大学での開催が決まりました。 
 

メインテーマは「生涯スポーツとしてのランニング」	 

メインテーマは「生涯スポーツとしてのランニング」としました。 
生涯を通じて、ランニングとのどのように関わるのかを考えてみたら面白いのでは・・・

との発想です。どのようにランニングと出会い、どのようにランニングに取り組み、そして、

生涯に亘ってどのように付き合っていくのか。大会のプログラムとしては、有吉先生に、ご

自身のランニング観を語っていただくために、基調講演をお願いしました。 
多くの人は、スポーツとして「ランニング」に触れるのは、小学校の体育授業でしょう。

ここで、どのように出会い、どんな印象を受けるのでしょうか。「義務教育期のランニングの

現状と展望」について、佐藤善人先生にコーディネートしていただき、現職の先生をお招き

してのパネルディスカッションとしました。 
その後、主に走る能力に恵まれた方は、競技としてランニングに取り組みます。一方で、

学校体育や部活動でのランニングで、「ランニング嫌い」になる人も少なくありません。「ラ

ンニング嫌い」も生涯スポーツという視点では面白いテーマかも知れませんが、若くて、才

能のある人であれば、競技としてランニングに取り組むのは自然なことと思います。そこで、

若者世代でのランニングへの取り組みについては、榎本靖士先生を中心に、シンポジウム「競
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技としてのランニング～高強度トレーニングの意義を問う～」で議論を深めることとしまし

た。 
競技スポーツと生涯スポーツを対立的にとらえる見方もありますので、競技スポーツを生

涯スポーツの中で扱うことに違和感を覚える方もいらっしゃると思います。競技スポーツと

してのランニングは、勝利を求めて激しいトレーニングを重ね、パフォーマンスの向上のた

めには健康を害することも厭わず、一方、生涯スポーツとしてのランニングは、健康を 優

先させ、決して無理せず、パフォーマンスの向上や勝利などは求めないというもの。さすが

に、ランニング学会の会員の方には、このような対立的な見方をする方はいらっしゃらない

と思います。競技としてランニングに取り組むにしても、健康に支障をきたさない条件で、

計画的にトレーニングを実施していく必要があります。一方で、単に健康状態の改善のみを

求めて、決して無理しないランニングでは、達成感、自己効力感が得られにくく、結果的に

長期に亘って継続するのは難しいかもしれません。 
生涯のそれぞれのステージで、それぞれの状況に応じてランニングへの取り組み、楽しみ

方があるわけで、その一つとして、競技としてのランニングも生涯スポーツとしてのランニ

ングの一形態と位置付けられると考えました。 
そして、成人以降では、ランニングに取り組んできた方が、そのまま継続するケースもあ

りますが、中高時代には、「ランニング嫌い」だった方が、何らかのきっかけで、ランニング

を生涯の友としているケースが少なくありません。それらを踏まえ、シンポジウム「ランニ

ングとの再会、そして生涯ランニングへ」で掘り下げることとしました。井筒紫乃先生にコ

ーディネートしていただき、ジュニア時代からマスターまで、トップとして活躍している深

尾真美さん、生涯スポーツとしてのランニングをメーカーの立場でどう支えていくかという

視点で、ミズノの古川大輔さんにお話しいただき、私も鈴木昭典さんとともに、自身のラン

ニングへの関わりについて話させていただきました。 
メインテーマ「生涯スポーツとしてのランニング」を強く意識したプログラムは上記 3 つ

でした。 
 

金メダリストの野口みずきさんを育てた藤田信之コーチの特別講演	 

特別講演としては、多くの女子選手を育てた藤田信之さんにご講演いただきました。競技

者の経験や指導者の経験をいかに積み重ねていくかという問題は、スポーツ関係の学会とし

ては極めて重要なことと考えています。シンポジウム「競技としてのランニング～高強度ト

レーニングの意義を問う～」もそうですが、そこで話される内容を、「論文」として、ランニ

ング学研究に掲載するとなると、「（科学的に認められた）方法論」「オリジナリティー（新し

い知見）」という点で、問題が残ります。しかし、「学会大会報告」という形でなら、掲載で

きます。このような形で、何年か積み重ねていき、後年、どなたかが、「藤田氏はかく語り、

○○氏はかくかく、□□氏はかくかく、共通点は・・・」という形で論文にまとめていって

いただければ、「経験」が、「個人の経験論」でなく、いくつかの経験に共通する「普遍的な

真実」として積み重ねられていくと期待しています。10年先、20年先になるかも知れません
が、今、これを活字にしておかなければ、積み重ねられることはありません。 
ところで、今回、英国のオリンピック選手マーラ・ヤマウチさんに講演をお願いしていま

した。英国に拠点を移し、11月に一時帰国（来日）した折に研究集会で話していただいた内
容が素晴らしかったので、学会大会でもう一度とお願いしていました。彼女の話は、4 つの
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大会を採り上げ、それぞれ、「ケニアの選手がレース当日、何を食べるのか関心を持って見て

いたら、何とポテトチップスだった・・・」など、半ばジョークを交えつつ、堅苦しくない

話でしたが、振返ってみると、4つの大会に関して語った内容に重複する部分はなく、かつ、
トレーニング内容、フォームチェックと改善、体調管理、年間計画、等々、マラソンランナ

ーに必要な条件、マラソンランナーが取り組むべき課題を網羅していたのです。感心しまし

た。彼女は、ランニング学会に強い関心を示していましたが、英国外務省への復職が決まり、

その準備があるため、3 月後半の来日は難しいとのことでした。残念ではありましたが、彼
女の復職をお祝いしたいと思います。 

 

「トップランナーと走ろう」の実技は好評	 

今回、有吉先生の提案で、実技イベントを採り入れることとしました。22回大会でも、「ト
ップランナーと走ろう」で徳本一善さんと走るプログラムを採用しましたが、室内でのプロ

グラムと並列でした。今回は、初日の 後のプログラムとして全参加者が参加できる条件で

行いました。大崎栄さん、早田俊幸さんが中心となるグループ、深尾真美さんと走るグルー

プ、佐藤光子さんと心拍計を用いて走るグループ、佐藤善人さんに子供と楽しく走ることを

学ぶグループに分かれました。大崎さん、早田さんは、ともにブラインド・ランナーの伴走

としてロンドンに行っていますので、その紹介も含めていただきました。全体でどのくらい

の方が参加なさるか、気がかりでしたが、予想外に多くの方が参加していました。こうした

イベントでの反応は、今後のランニング学会で取り上げるべきテーマを考えるヒントになり

ます。また、深尾さん、大崎さん、早田さんが活躍していただけることで、アスリート系の

方々の学会参加が増えることが期待できると思われました。学会員をグループ分けするのは

適切ではないと思いますが、私としては、研究者系、市民ランナー系、アスリート系などに

大まかに分け、それぞれの方のニーズに応えるプログラム構成を考えることも有効と考えて

います。 
学会大会 2日目の 24日には、学会総会が開催され、昨年末に行われた理事選挙に基づいて

新理事体制が承認されました。2 期 4 年会長を務めた有吉先生が会長を辞任され、後任には
豊岡示朗先生が就任しました。副会長には、留任の伊藤静夫先生と新たに佐藤光子先生が就

任し、事務局長の鍋倉先生と理事長の私（藤牧）は留任です。理事会で顔を合わせて議論す

る回数を増やすとともに、ランニング学会の将来構想について委員会を設けて検討していき

たいと考えています。微力ながら、学会の発展のため、僅かでも貢献できればと考えていま

す。皆様のご協力をお願いいたします。 
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一般研究発表 A優秀発表賞  

ステッピングの⾓角度度とテンポの違いが  

エネルギー代謝量量に及ぼす影響  

荒⽊木   裕佳(福岡⼤大学   スポーツ健康科学研究科)  
	 

第 25 回ランニング学会、一般発表 A で「ステッピングの角度とテンポの違いがエネルギー

代謝量に及ぼす影響」というテーマで発表させていただきました。	 

この研究は、BORN	 TO	 RUN で注目されるようになった裸足や 小限シューズでのフォアフッ

ト接地のランニングフォームトレーニングになりえるのではないかということと、ステッピ

ングは、ランニングのように誰でも簡単にできる運動であるため、足の拳上角度やテンポを

変えることによって幅広い体力層に適切な運動になりえるかどうか明らかにすることを目的

としました。	 

発表では、ステッピングの各代謝量は、3～7METs に相当し、角度とテンポを調整すること

によって様々な強度を調整・設定できる可能性が示唆され、低体力者や高齢者の体力を向上

させるエクササイズとして有効であることが示唆されました。また、アスリートの体力維持

や向上に十分対応しうる強度であるため、アスリートの一種のトレーニング方法やコンディ

ショニング法として十分に適応可能なエクササイズであると発表させていただきました。	 

発表後の質疑応答では、ステッピング測定時の腕ふりの規定は行いましたか。という質問を

いただきました。今回の測定では、腕ふりは被験者に自然に行ってもらいましたが、今後の

課題であるステッピングの定量化していくためにも腕ふりの運動代謝やそれぞれの角度で人

間本来の自然に行えるテンポについても研究していく必要があることを改めて感じました。

また、ステッピングの効果についても質問をいただき、筋電図の測定でウォーキングとの比

較や角度ごとを比較して、ウォーキングよりもどれだけ効率的に運動できるのか、またそれ

ぞれ角度がどれだけの違いがあり、効果的に運動できる角度を明らかにしていく必要性を感

じました。	 

	 後に、今回ランニング学会に参加させていただき、指導者や専門家の先生、ランニング

愛好家の方々との講座や交流によってランニングの新たな知識や現場の意見を得ることがで

きました。また、このような素晴らしい学会大会の場で発表できるように今後の研究に力を

入れていきたいと思います。ありがとうございました。	 
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一般研究発表 B優秀発表賞  

授業でフルマラソンに挑戦することが大学生の心理に及ぼす影響	 

岩山海渡（筑波大学）  

 
	 このたび、一般研究発表 Bの優秀発表賞にお選びいただき、大変光栄に思います。 
	 本研究で取り上げている題材は、毎年 11月 終週に開催される「つくばマラソン」です。

その発着場所でもある筑波大学では 20年以上前から、つくばマラソンでフルマラソンを完走
することを目的とした授業があります。受講生のうち、体育会の運動部活動に所属する学生

はごくわずかであり、大部分は特別な運動習慣のない学生ばかりです。そんな“非体育会系”

の学生たちがなぜ、明らかに難しい課題だとわかるフルマラソン完走を目標に掲げ、挑戦す

るのか。そしてその挑戦過程や結果から何を感じ、どんな内面的な変化が起こっているのか。

それを客観的な指標をもとに評価したのが本発表内容の骨子です。 
	 多くの学生は始め、42.195kmという果てしない距離を漠然と捉えています。しかし授業
を重ねることで徐々にその果てしない距離を実感していきます。そこでいったん、現実から

目を背ける者もいますが、指導スタッフの尽力もあり、 終的には多くの学生がスタートラ

インに立ちます。約 8か月間にわたる授業の総決算には、一人ひとり違ったドラマが繰り広
げられ、関わった者たちの目頭を熱くさせます。速い遅いにかかわらずすべての受講生が

42.195km先のゴールを目指して苦しい想いをしたはずですが、不思議と後悔の声は聞こえ
てきません。むしろ翌年も当然のように授業を受ける“リピーター”となる者が多いことは

本授業の特筆すべき特徴の一つです。単位認定は 1度きりですが、それにもかかわらず再履
修する背景には、初めて履修した時とは異なる心理的状況であることが予想されます。これ

までに、授業を通じて自己効力感（やれば出来るんだという感情）や自尊感情（自分をほめ

てあげたい気持ち）が向上することが示されていましたが、今回の結果から、その効果は 1
度だけではなく何度でも享受できる可能性が示されました。 
	 また、本研究では心の健康度を評価する調査を実施し、授業を通じて精神面の健康状態に

も改善効果があることが示唆されました。若者の心身の活力低下が問題となっている現代社

会において、身体的にも精神的にも成長できる授業は非常に価値があると思っています。そ

のような授業の一端に携わることができたことに感謝致します。 
	 ランニング学会大会には 2度目の参加でしたが、陸上競技部出身の私にとって、競技目的
以外のランナーや指導者のお話を伺うことはとても新鮮であり、いろいろなことを考えるき

っかけとなっています。“ランニング”と一口に言っても、非常に広い世界であることを実感

し、そこに携わる人々が一同に会するランニング学会大会はとても貴重な場であると感じま

した。今後もたくさんの刺激を受けるために、また刺激を与えられるような存在を目指して

参加したいと思います。 
	 後になりましたが、本研究発表にあたりましてご指導を賜りました筑波大学の鍋倉賢治

先生、常葉学園短期大学の遠藤先生、学会の開催にご尽力いただいた関係者の皆様、そして

快く調査に協力いただいた授業の受講生全員にこの場をお借りしてお礼申し上げます。本当

にありがとうございました。 
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第２５回ランニング学会大会に参加して     「引退」 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

泉陽高校      辻谷勇二郎  

 
テーマ『生涯スポーツとしてのランニング』・・・今回のランニング学会大会では、小学校

の体育の授業の取り組みから、中高齢になってからランニングを始めた方の話までが紹介さ

れた。冒頭の有吉先生の基調講演のなかで、中高生が受験の時期になって「引退」してしま

うという話があった。 
私も高校教員をしながら毎年５月・６月にその「引退」といういやな言葉を３年生の口か

ら耳にするのである。「秋の駅伝までやろう」と説得するのだが、半数ほどの生徒はそこで練

習をやめ、進学後もそのままグランドには帰ってこない子もいる。そんなとき、「体力の限界、

気力もなくなり引退することになりました・・」涙で声を詰まらせながら記者会見を行った

横綱千代の富士の話をする。引退とはこんなにも重たいものなんだと思うからだ。また、マ

ラソンの君原選手の話をすることもある。引退と報道されたとき、｢いえ、私は第一線を退く

だけです｣と彼は言葉を言い換え、７０歳を過ぎた今でも３時間２０分台で走られている。 
私自身は小学校５年生の時にランニングを始め、近所の友達を集めて毎朝近くの公園まで

１Ｋ少々を走った。日曜日には長居公園まで行き１周２．８Ｋｍのタイムトライアルを行っ

た。中学・高校・大学と競技を続け、教員になってからも記録に挑戦し続けた。３９歳の時

ボストンマラソンに参加して、これで一区切りをつけ以後は｢楽しく走りたい｣と考えたのだ

が、終わってみるとそれ以上の感動が欲しくなり半年後には四万十川の１００Ｋマラソンに

出場していた。 
現在５６歳、一時は４時間を超えたマラソンタイムを３時間台に戻し、もう一度サブスリ

ーできないものかと喘いでいる。練習中、『この歳になって、何故こんなにしんどいことをし

ているんだろう？』とぼやきながら一人で笑っている。 
若いころ、自分の住んでいる大阪の街でいつかニューヨークやロンドンのような都市型市

民マラソンが行われないものかと考えていたが、実際にそれが行われるようになった。 
２２歳で参加した京都マラソンでは厳しい関門規制によりゴールできなかったのだが、主催

の形態が変わった同じ｢京都マラソン｣というタイトルの大会が６時間制限になったことで、

今年３４年越しの完走を達成することができた。また、２０代のころ指導した教え子が母と

なり、娘と一緒に今年の大阪国際女子マラソンに親子で出場しともに完走した。 
そして今回、天才少女と騒がれた深尾真美さんから、「今は市民ランナーに混じってスター

ト前のトイレの行列に並びながら、それを楽しめるようになった」という話を聞き、嬉しく

もなり敬意も抱いた。「今日は手抜きか、遊びか」という言葉に傷ついた時期もあったが、今

ではビジネスホテルに戻って一人発泡酒を心地よく飲んでいる姿に親しみを感じた。あの深

尾真美は引退していなかったのだ。 
どうして私は多くのスポーツのなかで陸上競技、とりわけ長距離走・マラソンを選んだの

だろうと思うことがある。しかし 近、これだけ多くの人が同時に同じ場所で行えるこのス

ポーツを選んだことに幸運のようなものを感じている。そして、このスポーツが生涯スポー

ツとして も多く取り上げられることにも誇りを感じるのである。 
我々のランニング人生には「引退」というものはないのかもしれない・・・。 
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「ランニング学会大会に参加して」	 
高橋   早苗（日本橋学館大学）  

	 	 

2013 年 3 月 24 日（日）、第 25 回ランニング学会大会に参加してきました。今回仕事の関係で

１日のみの参加でしたが、たいへん興味深いお話を拝聴致しました。	 

シンポジウム２「ランニングとの再会	 そして生涯ランニングへ」の中で、大阪マスターズ協

会	 深尾	 真美さんのお話です。テーマは、「トップアスリートからシニアランナーへ」と題して

講演されました。	 

私も学生時代フルマラソンを経験しましたが、当時深尾さんは神戸ユニバーシアードの金メダ

リスト！羨望のまなざしで遠くからこっそり眺めるのが精いっぱいでした。そんな憧れの偉大な

る先輩と、学生以来２０数年が経ち、このランニング学会でお目にかかり、初めてお話をさせて

頂きました。短い時間ではありましたが、気取らない等身大の生き方・お人柄に触れることがで

き、ご紹介くださった井筒	 紫乃先生（日本女子体育大学）に感謝です。	 

中学時代から日本選手権 800ｍ・1500ｍ２位入賞する実力の持ち主であった深尾さんは、心と

身体のバランスが記録に追い付かず、当時から不安や悩みを抱えていたそうです。	 

陸上競技を始めた中学から既に日本のトップアスリートだった深尾さんが、相当なストレスと戦

いながら競技を続け、数々の日本記録樹立やタイトルホルダーとなり、現在も走り続けていらっ

しゃることに感銘を受けました。	 

特に印象深かったことは、「活躍している選手を見ると、その中に自分の影を探してしまう。」、

「なぜ、そこに私はいないのだろう。」と思い、涙で言葉をつまらせたことです。また、「速く走

れなくなって、だからなのか、速く走りたいとの思いが募るときもある。」と、語っています。ト

ップアスリートに憧れても、到底手の届かなかった私にはない感覚であり、ここが凡人と非凡な

る人の違いなのでしょうか。	 

	 ご本人の言葉をお借りすると「大人の眼鏡を掛ける年齢」、に達した今も猶、現役世代と競い合

いたいという意欲を持っていることに驚嘆しました。	 

我が身を振り返ってみると、年齢とともに気力が薄れ、まあこんなものだろうとあっさりして

いる自分が恥ずかしくなります。	 

「非凡なる人は、非凡なることをする人に非ずして、平凡なることを非凡なる努力でする人なり。」

という名言がありますが、「非凡なる人は、考え方も非凡なのだ。」と感じた次第です。	 

	 後に深尾さんは、「現役引退という思いはないまま今日に至っているので、競技に対しての未

練はあるが、それはもう現実的ではなく、無いものねだりはせず、今の走りに遣り甲斐や喜びを

感じている。」とも語っていらっしゃいます。	 

	 私はお会いしてお話する機会がめったにないので、この場を借りて伝えたいことがあります。	 

「深尾さんは、現状に満足するような人じゃないはず。ぜひ、もう一度輝いてほしいのです。」	 

その方法は、年齢を重ねた深尾さんだからこそできる何かがあると思います。それが後進の指導

なのか、選手としてのマスターズなのか、ご自身が納得できる何かを探す為のきっかけの一つと

して、このランニング学会を活用していただけたらと思っております。	 

深尾	 真美を中央へ送り出したいファンのひとりとして書かせて頂きました。	 
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さが桜マラソン参加記	 –地方都市でのマラソン開催の今後に向けて-	 

 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）  
 
	 ４月６日、７日の両日、それまでハーフマラソンだったのが、今年からフルマラソンに移

行した、さが桜マラソンに参加してきました。 
	 大会前日は各地で被害の出た強い低気圧のため、機体のやりくりに余裕がないＬＣＣ飛行

機利用のため、現地入りできるか少々不安でしたが、無事に福岡空港まで飛んでくれ、大会

のコースにもなっている吉野ヶ里遺跡を見学。ぐっすり寝て大会に備えました。 
 

	 万全の受け入れ状況に感心	 

	 大会当日は風がまだ強いものの、雨はあがってくれてまずまずの条件になりました。あり

がたかったのが泊まったホテルやＪＲ佐賀駅から大会会場まで、徒歩１５分くらい。駅には

前日から大会のための案内書が設置されています。 
	 雨上がりの薄ぼんやりとした虹を見ながら会場入

りしましたが、大阪マラソンなど昨今の大規模マラソ

ンでは、荷物はトラックに預けてゴールは離れた場所。

そのためレースウエアーに早めに着替え、寒い中で待

機。荷物をもらうのにまた行列になります。 
	 ところが更衣し荷物を預ける隣の道路からスター

トし、ゴールがその西側の陸上競技場のため、かなり

間際までスタート地点に並ばずに済み、トイレの行列

もさほど長くありません。大会の二日前には気温が

20c を超えていたのが、この日は真冬並みの 10c 前後の気温で推移し、風が強かったため、
これは本当に助かりました。 
 

	 記録狙いにも初心者にも理想的なコース	 

	 午前９時にゲストの有森裕子さん、古川康佐賀県知事らの声援を受けながら、約１万人の

ランナーがスタート。コースは全体で高低差が 10mしかなく、しかも何度も細かい起伏を繰
り返したりも少ないので、気温が上がらなければ記録狙いにも絶好。関西の市民ランナーが

参加するフルマラソンは、福知山マラソン、大

阪マラソンのように終盤に起伏や、向かい風を

受けやすいケースがある場合が多く、初心者に

もつらいコースになっているが、終盤の６ｋｍ

くらいは緩やかに下り、追い風を受ける確率の

高いコースなので、初心者にもこれは安心であ

る。 
	 22km過ぎでいよいよ吉野ヶ里遺跡公園の中
のコースです。 
	 約 1,5km の公園の大きな芝生広場を周回す
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るが、ここに地元特産の素麺やイチゴのエイドも。 
	 しばしここでトイレや、ゆっくり写真撮影したが、弥生時代の遺跡は日本国内で３つしか

ない国の特別史跡をマラソン大会で走るのを、2000年前の弥生人が見れば、どう思うのだろ
うか。 
	 佐賀の顔というべき遺跡を回り、ゴールを目指す。ところがここからは、強い西からの向

かい風を受ける。手袋をしていないランナーが気の毒に見えるが、36km くらいからコース

が南下し、風の影響が無くなり、田布施川沿いの桜並木に入ってきた。ここまで来ると安心

感が湧く。 
	 あいにくソメイヨシノは葉桜だったが、所々に

ある八重桜が満開。写真撮影や遺跡見学しながら

ではあるが、５時間だけは切っておこうと、４時

間 59分 17秒でゴールした。 
	 ゴール後もいろいろなものをいただいたが、ア

イスクリームのおいしさが印象に残った。 
	 佐賀に限らず九州の大会に言えることだが、特

産で売られている農産物、和菓子、漬物の種類が

豊富で、参加のランナー、応援で来られた方に好

評だった。 
	  
 

来年以降も増える地方都市でのフルマラソンへの提言	 

2014 年は北九州市と静岡市。2015 年は岡山市や金沢市がフルマラソン開催を予定してい
る。この他、広島、福岡、函館などでフルマラソン実現の検討が動きつつある。 
今回の、さが桜マラソンは利便性と共に、走りやすさを大切にしていた。当日は平年より

気温が低く、実際に使用している人が少なかったが、エイドに飲むための水と別に、ひしゃ

くを使い身体にかける水の用意と、ミストシャワーのスペースが路上にあるし、プログラム

にも、熱中症対策の記事が２ページあり、過去５年間の桜マラソンでの気象条件が記載され

ていた。 
北海道マラソンのように、暑さに挑む色彩の大会もあるが、東京のように大都市の大会で

ない場合、コース、気象条件を含めた「走りやすい」ことが 大のキーワードになるのでは

ないか。コース周辺の観光も何度も行くと同じ場所にそうは行かない。となれば、さが桜マ

ラソンのように、待機時間が少ないなども大きな売りになるのではないだろうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

連載   学校におけるランニング事情③  

小学校における「持久走大会」の弊害	 

岐阜聖徳学園大学   佐藤善人  

 
	 ランニング学会の会員は、子どもの頃から長い距離を走ることに抵抗感をもっていなかっ

た人が多いかもしれません。過去に抵抗感があった人であっても、現在はランニングに肯定

的な方がほとんどでしょう。私も子どもの頃から長い距離を走ることは得意な方でした。小

児喘息であった私の身体を強くするために、毎朝父がランニングに付き合ってくれたことも、

ランニング好きになった要因の一つです。ある行為を好きな人は嫌いな人の「気持ち」を十

分には理解できないことがあります。今回は、ランニングが嫌いな子どもの気持ちになって

「持久走大会」について考えてみたいと思います。 
私は大学の体育科教育法の講義において体育授業の思い出を学生に語らせています。その

際、必ず出てくる思い出が「持久走大会」についてです。もちろん、活躍したよい思い出と

して語る学生もいますが、多くは悲しい思い出として語られます。 
「どうせ走ったって、勝てっこないし…。」 
「 後の方を走っていると『頑張れ!!』って言われる。けれど、もう頑張っているよ。」 
「走り方も教えてもらっていないのに競争させるなんて…」 

こんな声が学生から聞こえてきます。こういった学生は「持久走やマラソンは嫌い」と口を

そろえます。 
	 以前にも述べましたが、例えば小学校高学年では、5,6分程度の持久走を体力向上のために
実施するよう学習指導要領では示しています。この是非は置いておくとしても、体育授業で

は「体力を高めるために」とか「自分のペースで」と指導しているのに、その出口として持

久走大会を実施し、「もっと速く」「前の子を追って」と、教師が子どもを叱咤激励する行為

は矛盾しています。この一貫性を欠いた指導により、子どもがランニングを嫌いになってい

ることを教師は自覚しなくてはいけません。 
	 先生方と持久走大会の弊害について議論すると、実施に積極的な方は「こういった場でし

か活躍できない子どもがいる」「我慢する力が養われる」といった根拠を主張されます。しか

し、これらの意見には大きな問題が潜んでいます。そもそも「こういった場でしか活躍でき

ない子ども」とは、どんな子どもでしょう。生活態度が悪く、勉強もできないが、持久走大

会では活躍できてヒーローになれるということでしょうか。1年間のある一時期のランニン
グだけでしか活躍できない、そんな極端な子どもがいるのであれば、その教師の学級経営、

教科指導に問題があると言えます。また「我慢する力が養われる」という言葉の裏には、ラ

ンニングは身体的にきつい運動でなくてはいけないという教師の意識が働いています。とこ

ろが街路のジョガーは各々のペースで楽しんで走っています。「ランニング＝きつい運動」と

いう誤った価値観から脱却する必要があるのです。 
	 持久走大会で活躍した人が、ランニングに対して肯定的な感情を獲得し、現在でも生涯ス

ポーツとして実施している人は少なくないでしょう。しかし、持久走大会でランニングを嫌

いになってしまった人が、趣味や健康維持のためにランニングをしようとしても、一つハー

ドルを越えなくてはいけないのは事実です。そういった子どもでも楽しめる体育授業を検討
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する必要があります。例えば、3月に行われた第 25回ランニング学会(東京学芸大学)で鹿児
島の樺山洋一先生が紹介された実践は大いに参考になります。コースを選択して景色を楽し

んだり、友達とハイタッチしたり、音楽を聴いたりして走れば楽しさは増すでしょう。そし

て、その出口としての「ジョギングピクニック」は、ドキドキワクワクしますね。樺山先生

のご実践は、以下に報告されています。是非ご参照ください。お知り合いの先生方に紹介く

ださると、ランニング好きの子どもが増えるかもしれません。 
・佐藤善人･樺山洋一(2011)「小学校体育における持久走に関する研究－『機能的特性』に依
拠した授業における児童の態度と持久力の変容」ランニング学研究 23(1),1-10. 

・樺山洋一･佐藤善人(2011)「先生、走るって本当は楽しいことなんだね－小学校におけるジ
ョギングの実践」岐阜聖徳学園大学教育実践科学研究センター紀要 10,203-210. 

・樺山洋一･佐藤善人(2010)「走るって、本当は楽しいことなんだね－A子のつぶやきを引 
き出したジョギングの実践」体育科教育 58(6),42-45.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ハイタッチをして走る	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 音楽を聴きながら水分補給	  

コースを選択して走る	 	 	 	 	             ジョギングピクニック♪ 
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編集後記  
	 

河合美香  

「ボストンマラソン」という歴史ある大会で爆破テロが起きました。スポーツのイベント

会場のように人が多く集まるところは、危険であることを改めて感じました。一方で、どの

ような対策がとれるのか、疑問に感じています。	 

	 昨年に続き、恵那峡のハーフのレースに参加したところ、テロ対策のために荷物検査があ

りました。 寄りの無人駅の周りにはのどかな田園風景が広がるレース会場で…。	 

「安心・安全」は、「食」の世界だけでなく、ランニングの世界でも考えなくてはなりま

せん。	 

	 

鈴木愛子  

生涯スポーツとしてのランニングをメインテーマにして今回２５回学会大会が開かれた。 
今回受付をサポートさせて頂いたのだが	 有吉先生が退官される事で学会大会に当日の参加

が多く見られたり、ランニングクラブの会員の参加が目についたのは先生のファンが多かっ

たのだなあと感じられた。 
学会がアスリートのみならずランニングに関心を持った一般的市民ランナーを	 如何にケ

ア・フォローして行けるか、そして市民ランナーが気軽に近づける学会を目指して欲しいと

思った。 
	 

鳥井健次  

今回の学会大会は、感慨深いものがありました。第２回大会（１９９０年）、７回大会（１

９９７年）が学芸大で行われ、それを前後して私が広報委員として会報の編集や発送作業で

学芸大に通ったことを懐かしく思いました。何よりも有吉先生が広報の責任者で、私はその

手伝いをさせていただきました。有吉先生は、長く理事長と会長の職でランニング学会に尽

力していただき、学芸大を退職するとともに会長も交代しました。本当にご苦労様でした。	 

今回のニューズレターは、この記念すべき２５回大会の内容を参加できなかった会員の方

にお知らせするために発行しました。さらに、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  

 

さて今年に入り、スポーツと体罰問題が問題視されました。報道が増え関係者の目線が厳

しくなることで、殴る蹴るの形の体罰はかなり減っていくでしょうが、一方で懸念されるの

は、それなら、ということで、罰として走らせたり、猛練習に名を借りたランニングが増え

てくる懸念です。市民ランナーの駅伝大会でさえ、会社単位のチームで、上司のランナーが
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頭を叩くなど、大人同士のレクレーションの場で、上下関係で仕切ろうとする事例がありま

す。スポーツがレジャーとしての意識が強まることで、練習しないで大会参加も困りものと

思う一方、所謂、体育会系とか軍隊的と揶揄されるスポーツ観もあまりにも問題がありすぎ

ます。	 

	 来年の大阪での学会大会。大阪マラソンの誕生など、新たなスポーツ文化としてのランニ

ングを考えていきたいものです。	 

	 


