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第 27 回ランニング学会大会へのお誘い	 

実行委員長   井筒紫乃  

	 第 27 回ランニング学会大会を 2015 年 2 月 28 日（土）〜3 月 1 日（日）の 2 日間、日本女

子体育大学で開催することになりました。	 

	 政策におきましても「成長戦略としての女性の活躍推進」が掲げられていますが、今大会

は女子体育大学での開催であり、また日本人女性初のメダリスト人見絹枝女史の母校でもあ

ることから、女性スポーツとランニングの歴史や未来への展望について、ランニングのみな

らず、幅広い分野の方々にお力をいただきながら進めてまいります。	 

	 人見絹枝女史は、岡山県に生まれ、現岡山県立操山高校時代はテニス選手として活躍しま

した。陸上選手としての才能も持ち、走幅跳では 4m67 の当時の日本最高で優勝。その後、二

階堂体操塾（現日本女子体育大学）にて、塾長の二階堂トクヨから体育の指導を受けました。

オールラウンドプレーヤーとして、多種目競技で日本最高、世界最高を樹立し、1928 年アム

ステルダムオリンピック女子 800m において、日本人女性初の銀メダルを獲得しました。本来

は 100m での優勝を目指していたところ、決勝進出を逃し、急遽 800m にエントリーし、死闘

の上メダル獲得にいたったことは今も語り継がれています。この壮絶なレースによって女性

にはあまりにも過酷だとの判断で、1932 年のロサンゼルスオリンピックから 1956 年のメル

ボルンオリンピックまで女子の 800m はオリンピック種目から除外されていました。	 

	 その背景から考えますと、女性の中長距離の歴史はとても新しく、その中で急速に大躍進

を遂げてきました。しかし、華やかな大躍進、記録向上の陰には、様々な問題が積み重ねら

れていることも事実です。	 

	 1 日目は、元オリンピックランナーや女性の指導者をゲストにお迎えし、来る東京オリン

ピックを見据えてのシンポジウムを開催いたします。フィジカル、メンタル等いろいろな切

り口から女性ランナーを探求していきます。2 日目は、女性のからだにフォーカスし、メデ

ィカル面から見た女性スポーツについて、女性医師、元アスリートからお話いただく予定で

す。	 

	 また、2013 年度の学会賞は女性競技者の特性についてご研究された高橋昌彦氏が受賞され

たことから、学会賞発表講演は大変興味深いものになります。さらに一般研究発表、キーノ

ートレクチャー、実技ではタイムトライアルも予定しており、充実した学会大会になるよう

実行委員会も張り切って準備をしています。	 

	 東京都世田谷区に所在地はあるものの、調布市、三鷹市に隣接し、住宅の中にこじんまり

と建つアットホームな大学です。陸上競技場には人見絹枝女史の像が、後輩達のトレーニン

グをいつも見守っています。多くの方のご参加をお待ちしております。	 
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	 	 ２０１４年関東地区ランニング指導員研修会の報告	 

ランニング学会広報委員長   鳥井健次  

 
	 初めての指導員研修会が、９月２１日に横浜市スポーツ医科学センター内で行われ、東海

大学の大崎栄先生が午前の講義、午後に実技研修を指導しました。参加者は、関東以外にも

山形や富山、遠く広島と広く参加したわりには１４人の参加で、少しもったいない感じがし

ました。宣伝が遅かったので、日程の都合がつかなかった方も多く、もう少し早い告知が必

要だと思いました。 
	 午前の講義は、「ランニング指導者の資質向上について」と題して、ランニング科学(生理
系・バイメカ系」の基礎と応用、トレーニングの実際の中身を呼吸、リズム、回復・トレー

ニング方法について丁寧な説明がありました。特に筋肉の仕組みや働きの生理学的解明、運

動神経との関係、力の抜けた楽なリズムなどを学びました。呼吸と血液循環、最大酸素摂取

量、心臓と第２のポンプ（腓腹筋）の関係、酸素と回復、睡眠の関係、トレーニングの構造、

目的、メニューなど多岐にわたり、私自身もランニング科学を再認識しました。 
	 午後の実技は、ストレッチ体操、肩甲骨を使った腕ふり、ウオーキングで姿勢やフォーム

を確かめる、スロージョギングでリズムをつかむ、ストライドをどのようにして伸ばすか、

などを公園内の周回コースを使って学びました。最近、坐骨神経痛と股関節の状態が悪く、

あまり走れない状態でしたが、何とかついてゆき、自分のクラブなどで指導するうえでの引

き出しを広げることができました。 
	 最後に、大崎先生の講評があり、受講証が一人ひとりに渡されました。渡された受講者は、

「５ポイントとったぞ」と歓声を上げました。山形や富山、広島などの参加者は、指導者制

度とともに、ポイント獲得を気にしての参加であることを語っていました。指導者の研修の

必要性と同時にポイント獲得は、指導者のモチベーションになっていることは確実です。 
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ランニング学会指導者研修会に参加して	 

竹中はる美  

 
私は、学生時代は陸上の経験はなく、社会人になってから走りはじめた。 
でも、マラソン中継を観るのは昔から好きで、箱根駅伝のテレビ観戦などはまさに子ども

のころからの「お正月に欠かせない行事」のひとつ。大学対抗のデットヒートをわくわくし

ながら観てきた。 
さらに自分が走るようになってからは、テレビ観戦しながら選手のフォームも気になるよ

うになった。解説者がたまに「この選手は今、自分の影を見ながらフォームをチェックして

いますね」などというのを聞いては、「走ることが染みつくように練習している学生の選手で

すら、走りながらフォームをチェックするのか。それなら、私たち市民ランナーはなおさら

だな」と思ったりもする。 
とはいえ、自分自身、走りながらフォームを意識したり、修正したりするのは結構、むず

かしい。ましてや人に教えるとなると…。 
でも、今回の研修会に参加して、いくつかのコツを覚えることができた。 
大崎栄先生から午前中の講義で、筋肉、呼吸、血液循環、トレーニングのポイントなどの

お話をうかがったあと、午後の実習では「リズム」と「呼吸」を大切に「リラックスした」

走りを実践する講習が行われた。机上で習ったことを、走りながら体感していくのだ。 
日曜日のうららかな午後、家族連れが遊ぶ公園の周回コースで大崎先生に導かれながらテ

ンポよくゆっくり走る。腕をひくことを意識し、胸を開いて。 
最初のうちは、ついペースが上がりそうになったりして気を遣ったが、やがて体が気持ち

よくリズムを刻み始め、体中に空気や血液が気持ちよく行き渡っていく。 
しばらくすると、参加者が雑談をはじめ、大崎先生が「こういう雑談がでるのがリラック

スしている証拠なんです」とおっしゃる。私はそのとき、ポカポカとした日差しを浴びて、

走りながら居眠りをしそうになっていて、そんなリラックスしすぎの自分に驚いた。 
	 速く走ってタイムを競うのもランニングの楽しさならば、こんなふうにリラックスできる

のもまた、ランニングの良さだ。 
	 私はこの３年ほど、筑波大学の産業精神医の先生方とともに「うつ病の患者さんと一緒に

走るプロジェクト」を実施している。走ることのうつ病への効果はまだまだ未知数だが、ラ

ンニングでこんなにもリラックスできることをみなさんにもっと伝えていきたいと思う。猫

背になりがちな人たちに、胸を張って走る気持ちのよさももっと知ってほしい。 
	 また、私自身、セルフコーチングをしているので、今回の研修を自分の走りにもつなげて

いきたい。ペース走をしながら息苦しくなってきたときに、ふと大崎先生の話がよみがえる。

「深呼吸をすると肺の表面積が広がり、空気がいっぱい取り込めるんですよ」と。そして、

大きく深呼吸。すると大きな風呂敷を広げ、そこにいっぱい空気入れたような気分になって

ラクになる（ときには、息が苦しくて心が折れてしまうけれど…） 
今回の講習を受けて思った。体をリラックスさせて走ることができれば、心もリラックス

させられる。体をリラックスさせて走ることができれば、無理せずにスピードに乗れる。 
走る目的はそれぞれでも、根本はつながっている。 
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ランニング学会 2014 年関東地区ランニング指導員研修会に参加して	 

鈴木   理  

 
夏の暑さも和らぎ朝晩の冷え込みを感じるころとなった 9月下旬、ランニング学会
が主催するランニング指導員研修会が横浜市スポーツ医科学センター内で開催され、

これに参加した。講師として、東海大学の大崎栄先生をお迎えし、午前中は「ランニ

ング指導者の資質向上について」と題する講義を、午後は周辺の公園内ランニングコ

ースを使用しての実技指導を受けた。 
講義では、主にランニング運動に関わる生理学的内容を呼吸、リズム、回復・トレ

ーニング方法の 3点に分け解説され、ご自身の競技者としての選手時代から現在（コ
ーチ）に至るまでの様々な経験をふまえた説得力のある熱のこもった内容となった。 
また、午後は実技指導に先立ち、関東エリアはもちろん全国？（北陸や中国地方な

ど）から集まった 20 名ほどのメンバーの自己紹介から始まり、参加者相互の交流が
一気に加速した。公園内ランニングコースに移動後、ウォーク、体操、ジョグ、ウイ

ンドスプリント…と、身体を動かしながらゆったりとした雰囲気のもと、リズムよく

腕を振る（引く）ことの意義、さらには指導法を導入～展開と順に教わった。これら

の内容は、筆者自らも教育現場において学生のランニング指導を行う立場にあるため、

学ぶべき点が多々あり、指導の引き出しが広がった気がした。さらには、筆者自身が

学生時代指導を受けた恩師に現在指導を受けている学生参加者と出会いに驚き、広島

からの参加をより有意義なものにしてくれた。この場で一緒に学ぶ機会を得たという

のも、ランニングがつないだ何かの縁であろう。広島から駆け付けた甲斐があった。

…いや、十二分にあった。 
絶好の秋晴れの下、家族連れやスポーツを楽しむ老若男女が集う公園で行われたこ

の度の研修会。「ランニング」がつなぐ人の輪や、一汗かくことの心地よさを再認識

させられる一日となり、「スポーツの秋」の到来を感じさせられる一日でもあった。 
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アミノ小金井とランニングライフ	 
	  

ＡＶＲＣイン小金井      湯浅秀昭  

	  

	 温泉マラニック 

私とマラソンとの出会いは突然でした。 
職場に２人ランニングをする人がいて、毎日のようにマラソン談義を聞かされました。マ

ラソンブームの先駆けとなった東京マラソンの第１回が開催された直後でもあり、翌年の東

京マラソンを走りたいといった話でした。その頃の自分は大都市の交通を一日通行禁止にし

てマラソン大会を開催するなどとマラソンに対して否定派でした。 
その東京マラソン２００８の募集が始まり、冷やかし気分で制限時間が７時間なら歩いて

ゴールできると大会概要もろくに確認せずあたるわけがないと抽選に申し込みました。その

前までの数年、ウオーキング大会に毎週のように行き３日で１３０キロを歩いたこともあっ

て歩きには自信がありました。 
運命の悪戯というのか神様は一番走りたがっていた同僚は落選。もう一人の同僚と自分が

当選してしまいました。当たったからには有言実行と思いパンフレットをよく見たら制限時

間の関門が何カ所もあることに気付きこれは多少走らないとゴールできないと、キロ１０分

ペースで歩いてフィニッシュの目論みはその瞬間夢となりました。 
走ると決めたらどんな物が必要か？何の知識もないし情報もないので本屋に直行してラン

ニングの雑誌を購入。取り敢えずシューズとウエアが最低限必要なのは分かりました。（笑） 
ウエアはテニスウエアでよし。でもシューズが違う。ちょうどシューズ特集が雑誌に記載さ

れていたのでこれだと思ったシューズを購入して練習を始めました。 
初練習は自宅からほど近い公園の３００ｍにも満たない周回コース。走ってみると３周す

ることができなかった。１キロ走る事ができずに自分の体力の無さに落胆。１０月中旬の事

でした。その後、日々練習をし、膝痛も経験、それでも諦めずゆっくりですが１５キロは走

れるようになりました。 
いよいよ大会当日。シューズは膝のことばかり考えて急遽ランニング用ではなくトレイル



 6 

用を選択、これが後々厄介なことになりました。スタートブロックに整列。冬の寒い時期な

ので、なるべくブロックの中程に移動他のランナーを風避けに体温を保つ。これも雑誌で知

りました。とにかく何も知らないままの初レース、フルマラソンです。 
９時１０分の号砲は聞こえずスタートラインを通過したのは９時３０分、人生初のマラソ

ンがスタートしました。ランナーが川のように前へ前へとゆっくり走る。沿道の応援が凄い！ 
周りに流されないようマイペースで走る。スタート前に３０分も寒空に立たされていたので

トイレに行きたくなり１９キロ付近の芝公園で駆け込む。 
新橋の２０キロ地点で待ち合わせしていた家族の応援を貰う。浅草を折り返してから踝下

の痛さが我慢できなくなる。原因はシューズが当たって皮が剥け始めていたからでした。そ

の後はウォーク＆ジョグで前に進むのが精一杯。それでも何とか感動のフィニッシュゲート

を通過！５時間１５分１６秒が初マラソンの記録になりました。 
マラソンはこれでもう終わり。苦しい練習からも解放されるとその時は思いました。 

そう思い痛い脚を引き摺りながら家族と食事をして帰宅。１カ月後・・・。何故か心にポッ

カリ穴が空いた感じで無性に走りたくなり、ネットで走れるレースを探し始める。 
アミノバリューランニングクラブの存在もこの時に知りましたが２００８年の募集は既に

終わった後でした。その後毎月のようにレースに出ましたが、当時はラン仲間もまだいませ

ん。 
東京マラソンの印象が強すぎてＳＮＳで“東京マラソンを楽しもう”というサークルに出

会い、当初はサイトの書き込みを見ていただけ、１０月のタートルマラソンでサークルに初

参加。会場の河川敷が待ち合わせ場所だったのですがあまりの人数や幟の多さで目印を見つ

ける事ができませんでした。 
普段ならここでもう諦めていたのですが、この日の自分はどこかが違ったのでしょう、親

睦会が行われる飲み屋の前で１時間近く来るのを待っていたのだから。出会って驚いたのは

若い人が多い反面自分と同年代の人もいたこと。実に幅広いけどとにかく楽しい�この時のサ
ークル代表者が当時アミノ小金井に入っていたＭさん。“ロク”のニックネームはこの時付け

て貰いました。 

 

湯沢走り込み合宿  
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その後皇居でのサークル練習会にも参加するようになり、走った後は銭湯に行き、食事を

し、酒も飲み交わしました。話題はマラソンの事ばかり、仕事がどうとかプライベートな事

は聞かない暗黙の了解のようなものがあって、それも良くて楽しくて仕方なかった。 
ラン友が沢山できるとマラソンの情報も沢山入って来るようになり、“次のレース何に出

る”、“こんなレースがあるよ”、“募集が始まるよ”、“みんなで出ようよ！”ととにかく盛り

上がりました。 
２００９年、アミノバリューランニングクラブに申込む。当初クラブの雰囲気が分からず

近場の東京と知り合いのいる小金井２つに入りました。場所が違えば雰囲気も全く違い、小

金井の居心地の良さをすごく感じました。 
夏の走り込み合宿に緊張しながら参加して、先生・コーチや先輩メンバーに声を掛けて貰

えるようになりました。翌年から教室の席は最前列、先生の話をしっかり聞く事が主ですが

顔と名前を覚えてもらう事も頭の隅にありました。（笑） 

 

湯沢走り込み合宿  

小金井の良さって、第一にＡ先生のお話がとにかく面白いし楽しいですね。仕切ろうとす

るメンバーがいないのでアットホームに感じます。ちょっと残念なのは少人数で纏まってい

るので、全体の纏まりが少し薄いかな。一緒にレースに出たり応援したりがほとんどないよ

うに思います。今もそれは感じます。一体感は遠く東京に及ばない感じですが、そんな訳で

練習会終了後に懇親会を極力毎回やろうと思いました。もっとみんなに気楽に懇親会にも参

加してほしいです。 
小金井に入って自分の変化は確かにあると思います。最初はクラブに入りたいの一心でし

たが、ここでしか会えなかった人達に出逢えたことでさらにランニングが楽しくなったこと。 
住まいが都心部なので少し遠いのですが、環境が変わってもクラブの主旨が変わっても小金

井のメンバーとこれからもかかわり合えたら良いなと思います。 
マラソンをするようになり、自分の性格から生活のリズムがマラソンが基本になってしま

ったのですが、今後は他の事も楽しめるようなランニングライフにしていけたらなぁと思っ

ています。 
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アミノバリューランニングクラブ近畿地区交流駅伝の

報告	 

	 

                           山中   鹿次（アミノバリューランニングクラブ北大阪コーチ）  

	 

９月 20 日土曜日、大阪工業大学体育館受付、淀川河川敷をコースにして、アミノバリュー

ランニングクラブ近畿地区交流駅伝が開催されました。	 

北大阪以外に、兵庫、

奈良、滋賀、和歌山の

チームが参加。	 

２時間で 2km のコー

スをいくら周回できる

のかの耐久競走と、申

告タイム部門の併せて

120 名の参加。	 

受付の後で例年、記

念撮影の後でレース開

始。過去の交流駅伝は

残暑が厳しいか、気温が低ければ雨か雨上がりで、コースに水が溜まった状態で、あまりい

い条件でレースが出来たことが無かったのですが、今年は微風で薄曇り、気温は 22c 程度と

非常にいい条件に恵まれ、耐久部門で優勝の兵庫Ａチームは２時間で 17 周。１ｋｍ４分を切

るペースを維持しました。	 

今年は全体的に他のチームのタイムも良く、ゴール後の給水もあまり減らず、運営側も助

けられました。	 

(左が２時間耐久駅伝スタート

風景)	 

レース終了後は各種景品があた

る懇親会を実施。	 

なお来年のカレンダーを見ると

19 日から 23 日までが連休になり

ます。	 

参加者が例年より集まるのか、

台風や残暑の心配もあるが、近畿

ブロックの目玉行事として定着さ

せていきたいものです。	 
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投   稿  
  

マラソン	 デ	 パリ！（	 Schneider	 Electric	 Marathon	 de	 Paris	 2014!）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    清水   泰生  

 
私は、今年海外に行かないつもりだったが、羽田、パリ間、サーチャージ入れて往復 7 万

１千円と聞いてパリで行わる国際会議（Euro-American Conference for Academic 
Disciplines (Paris)）に急いでエントリー、採択されたのでパリに行くことにした。採択され
た時はパリマラソンの申し込み締め切り日を一週間越えていたので申し込めなかった。うー

ん残念。 
	 3月 29日京都発の夜行バスで東京へ 30日の夜まで新宿などで時間をつぶして 31日深夜 0
時半の飛行機で羽田を出てドバイへ、ドバイでパリ行きに乗り換えパリ時間 31 日 15 時 30
分にパリに着いた。ボストンとは違って回りはフランス語、ちょっとパニック状態だったが

何とか切符を買って郊外高速鉄道でパリ市内に向かったが、列車のフランス語が聞き取れず、

一駅乗り過ごしてことに気づき、あわてて列車に乗り換えた。そして地下鉄へ乗り換えダル

タニアン YHのある駅へと向かった。そしてその YHにつきその日は終わった。 
次の日（４月１日）は国際交流基金のフランス日本文化会館へ行き、私の書いた辞書（共

著『研究社日本語口語表現辞典』）と共著のことわざの本を献本、日本文化会館がエッフェル

塔に近いので、エッフェル塔を見物、そして徒歩で凱旋門、そしてシャンゼリイゼ通り、ル

ーブル美術館まで歩いた。さすがパリ、とてもきれいだったが、そのところを走っているラ

ンナーに何人も見かけフランスもランニングをする人が多いなと実感した。パリマラソンで

も思ったがランナーは肩にスマートフォンのようなものをつけていた。おそらくランニング

時の脈拍を測るようなものをつけていたと思う。（昨年のボストンも多くのランナーがつけて

いた）フランス、アメリカとも科学、データーを重視しているのかなと思った。そしてルー

ブル美術館から地下鉄でダルタニアン YHへと向かいその日（４月１日）は終わった。 
そして、翌日２日は、夜、足底筋膜の痛みがあったので、どこにも行かず、動かなかった。

そして 4 月３日、午前中に私のポスター発表をした。テーマは「東京オリンピックと日本語
教育、外国語教育」。東京オリンピック２０２０年に向けて日本語教育と外国語教育は何をし

なければならないかという内容である。 
発表の場所がパリマラソンのランニングエキスポに近かったので、発表が終わってから、

明日のファンラン（Paris Marathon Breakfast Run 2014）で着用する Tシャツを取りにパ
リマラソンエキスポに寄った。東京マラソン等のエキスポによく似ていたが、ケニアのマラ

ソンのブースやメドリックマラソンのブース、パリ市内のロードレース（１０キロ、ハーフ

マラソン、駅伝）大会などのブースがあった。１０月にパリで駅伝、日本の駅伝も世界に広

まっているのだなあと実感した。そして、トレイラン、クロカンのブースもあって、やはり

思っていた通りフランスは、トレイルが盛んだなと実感した。なお、世界のマラソンツアー

のブースもあって、その中に東京マラソンがあった。ランニングエキスポを見てから、その

日だけ泊まるダルタニアンとは違う、別 YHへ行きその日(４月３日)の行動は終わった。 
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	 次の日（４月４日）、4月 3日まで泊まった前の YH（ダルタニアンＹＨ）に移動し、その
後近くを少し走った。１月から足底筋膜炎で、歩くのも痛かったが、パリ入りするときは痛

みが治まったと思ったら、パリに着てから痛みが再発、その日（4 月 4 日）無理のない程度
に歩くくらいのスピードでジョギング。その後はダルタニアン YH でゆっくり過ごした。翌
日パリマラソンのイベント、ファンラン（Paris Marathon Breakfast Run 2014）。６時起き
て７時にダルタニアン YH を出て地下鉄で凱旋門のフォッシュ大通りちかくのユゴー駅に下
車、歩いて会場に向かった。 
翌日のパリマラソンのゴールがファンラン（Paris Marathon Breakfast Run 2014）のス

タート地点だった。天候は快晴、気温もファンランするには絶好の暖かさだった。９時スタ

ートの前の会場は各国からのランナーで一杯であった。私の目当ては大きな日の丸、全然、

日の丸が見つからないと思っていたら「日の丸持ってくれる人いませんか」のようなアナウ

ンスが聞こえたので、あわてて向かったが、アメリカ日系人のひとが、もうすでに持ってい

たので、しまったと思った。その人と軽く会話をして、日の丸を持たせてもらい写真を撮っ

た。そして、９時ファンラン（Paris Marathon Breakfast Run 2014）いよいよスタート、
各国の大きな旗、ペースメーカーの大きな旗を先頭に Tシャツを着たランナーがパリの町並
みを駆け抜ける。 

 
私は小さな日の丸を持ち大きな日の丸を護衛しながら走った。そして３キロ過ぎて目の前

にエッフェル塔が見えた。ものすごく存在感があって取り肌が立った。そのエッフェル塔を

左折してシャン・ドウ・マルス公園の平和の壁付近でゴール。ゴール後、クロワッサン（や

はりフランス、パンはうまい）、コーヒーをいただいて、日本人のランナー、外国人のランナ

ーと話をして親睦を深め、みんなでエッフェル塔をバックに記念撮影をした。 
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	 その後、解散をして私は、時間があったので歩いてオペラ座、日本料理があるところ、へ

歩いて回った。そしてダルタニアン YHに帰り、その日(４月６日)が終った。 
翌日（４月７日）いよいよパリマラソン。私は、５キロ、２１キロ付近で二回ランナーを

見ることができるバスチューユ広場へ向かった。９時３０分ごろ車椅子ランナーが通過、つ

づいてエリートランナー、３時間ランナー、３時間１５分ランナーと続いた。エリートを除

いてウエーブスタートなので４万５千人いるにもかかわらず割りとスムーズに流れているよ

うだった。アメリカボストンでも思ったのだがランナーがいつでもスタートできる格好で地

下鉄に乗ってきた。日本とは、どうも状況が違うようだ。マラソンコースも歩道とランナー

が走るコースを区切るテープも少ないようである。走るコースの幅もコース全体は、比較的

狭いようでランナーと観客との物理的な、心理的な距離がちがったので臨場感があったよう

に思えた。給水も水のペットボトルを置くだけで、体を冷やすものも大きな洗面具に水を満

たしているだけで、ランナーが自分の帽子や手でそれをすくうというものだった。警備の人

も日本と比べて少ないようだった。（観衆が日本よりずっと少ないからかもしれないが）「シ

ンプル	 イズ	 ベスト」そんな感じだった。 
前日知り合った日本人ランナーに遭遇、ハイタッチと「ナイスラン」と言って彼を送った。

そして、２１キロ付近もまた彼を発見、声援を送ってからタイタン YHへ歩いて向かい、YH
で荷物を取って空港へ向かった。その日（４月７日）にパリを出た。これでめでたし、めで

たしと思ったら、パリ～ドバイの飛行機が遅れドバイ～羽田の便が乗れずドバイで足止め、

日本行きの早い便が取れず、やっと３回目で早い便（関空行きの便）が取れ、それに乗って

帰国した。 
	 パリの街が気に入ったのとパリマラソンを走ることができなかったので、いつかパリへ…

と帰国後すぐ思ったが、２０１５年パリマラソンの出場の抽選が当たり、しかも、２０１５

パリマラソンの翌日に国際会議が開かれる。世界一美しい街をゆく 42.195ｋｍ…。どうしよ
うか。4月末の現在、私は、悩んでいる（笑）。 
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連載   学校におけるランニング事情⑦  

現状を疑ってみる必要性	 

岐阜聖徳学園大学   佐藤善人  

	 小学校で行われる「持久走」は全身持久力の向上をねらっています。さて、次の 2つの小
学校の高学年児童、皆さんはどちらの持久力が高いと思われますか?? 
 
	 A小学校…1月末に持久走大会あり。そのために 3学期始めから始業前に全校全員参加で 5

分間走を実施。体育授業では、「ジョギング」の実践を 1月に 6時間実施。 
	 B小学校…持久走大会なし。朝は基本的に自由遊び。A小学校と同様の内容で、12,1月に

「ジョギング」の実践を 6時間実施。 
	 ※どちらも、C中学校の校区内の小学校で、環境条件は殆ど同じ。 
 
	 この質問をすると、殆どの先生方は「A小学校の方が全身持久力は高い」と答えます。し
かし、24,25年度に実施した調査によると B小学校の高学年児童の方が全身持久力の数値
(20mシャトルランの結果)ははるかに高いのです。加えて、ランニングに対する態度も、A
小学校よりも B小学校の児童の方が肯定的です。この結果を聞くと、先生方は一様に驚かれ
ます。なぜこういった結果が出るのでしょうか。 
	 ここからは私の解釈です。A小学校は 1年生から持久走大会、それに向けた朝の 5分間走、
体育授業が行われています。つまり、楽しく走るというよりは、競争のために朝の 5分間走、
そして体育授業が位置づいています。もちろん努力をすれば順位が上がることもあるでしょ

うが、苦手な子どもにとっては他者と比較される持久走大会は辛いものです。「どうせ頑張っ

たって…」という想いが毎年連続します。その過程で徐々にランニングに対する態度が否定

的になり、その結果として高学年になると 5分間走や体育授業に意欲的に取り組まなくなる
のではないかと思うのです。ランニングに対する態度が否定的であれば、学校外で走ること

は少ないでしょう。1ヶ月という短い期間で身につけたトレーニング効果はすぐに低下して
しまいます。 
	 反対に B小学校では、競争させられることがありません。そのため、体育授業の「ジョギ
ング」をプレッシャーなく楽しんで実践することができます。また朝は自由遊びなので、様々

な運動遊びを工夫して行います。その様子を観察したことがありますが、5分間走よりも長
い時間、鬼遊びやボール遊びをしている子どもが多いです。その結果として多様な運動経験

の獲得、さらには全身持久力を培っていると思われます。 
	 この解釈がすべて正しいかは分かりません。だた、ここで強調したいのは「これまで行っ

てきた実践が正しいとは限らない」ということです。小中学校の先生方は大変忙しく、今ま

で行っていたことを変更することは負担になりますから、やや抵抗があります。しかし、そ

の結果として、子どもがランニングを嫌いになっているという事実があります。私たちラン

ニング学会でも、ランニングの普及啓発に向けて、小中学校をターゲットに取り組む必要が

あると思われます。なぜなら、日本の子どもたちは必ず体育授業で持久走･長距離走を実践す

るからです。 
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編集後記  
	 

鈴木愛子  

来春地元で練馬こぶしハーフマラソンが開催される。コースの一部が他区を通る為に警察

との交渉で許可が必要となり、許可を得るまで次のステップに進めなかったとのこと、コー

ス作りも大変である。 
この数年各地でマラソン大会開催が増え申込みに全エネルギーを費やす時代となっている。

申し込み後の当落に喜んだり落胆したりである。が、果たしてこれでいいのだろうか。ラン

ニング普及活動の一環として始まったＡＶＲＣ	 各地のクラブのありかたにはいろいろ特徴

はあるものの	 初心者が経験あるランナーへ。そして更にはクラブサポートをしながらラン

ニング指導者養成講習会に参加し学会公認の指導者へとステップアップしていく会員さんも

現れている。クラブの活動内容が充実していく中	 自身のランニングライフを確かなものに

されている手ごたえを感じるにあたり、今後の普及活動に丁寧に向きあっていきたいと思う

と同時に来期以降ＡＶＲＣのありかたに対して学会が出す答えを各クラブ会員の多くが待っ

ていると思われる。 
 

山中   鹿次  

先日のベルリンマラソンでついに 2 時間 2 分台。夢の 2 時間の壁突破期待の一方で、東京

五輪のマラソンは耐熱レースが予想され、高速化と耐熱対策の両立が可能か、ランニング学

会としても取り組む課題といえそうです。さて 2015 年が金沢、岡山で新たなフルマラソン新

設。2016 年には水戸市がフルマラソン新設の動きや、同年に 65 回記念大会を契機に別大毎

日マラソンのオープン化を求め、５万人の署名が集まったニュースも流れてきました。東京

五輪を控えているエリートマラソンも、市民マラソンも大きな社会のトレンドになったと言

えます。ランニング学会も 30 回大会あたりに、何か大規模な記念行事や企画の必要があるか

と思います。	 

 

鳥井   健次  

９月２０日に行われた第２回	 森を走ろう	 トレイルを語る対話集会（於：立正大学品川

キャンパス）に行ってきました。山西哲郎先生が世話人代表をしている森を走ろう連絡協議

会が主催し、「市民ランナーのレベルでの連絡協議会を設け大いに議論して、トレイルランの

認識を深めるとともに、自ら問題解決を可能とする自律的連携をはかる」の理念をもとに、

８月３日に第１回対話集会を行いました。 
第２回は、「登山文化とは。その歴史と、今日的問題」と題して、日本勤労者山岳連盟（労

山）の浦添寿徳理事長が「労山自然保護憲章」に基づいて、登山文化を守るとともに｢山から

ごみを一掃しよう｣と取り組んでいるクリーンハイク運動や山岳自然保護活動、登山者のモラ

ルを高める運動などが話されました。トレイルランナーのモラルが問題になるなか、自然と

の共生、登山者との共生をお互いにはかっていくことが大事だと実感しました。 
次は２月に会報を発行しますので、ぜひ通信を寄せてください。メール：torii@jcp.jp 


