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第 26 回ラン二ング学会大会の準備状況について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 実行委員会代表   豊岡示朗  

	  
	 第 26回大会は、東京から大阪に会場を移して、2014年 3月 21日（祭日、金曜日）と 22
日（土曜）にスターゲートホテルと大阪体育大学で開催予定である。両会場とも関西国際空

港に近く、航空機＋JRでのアクセスが便利である。 
	 大会テーマは、先の準備委員会で「マラソン」と決まった。ターゲットは市民マラソンか

らエリートマラソンまで幅広く考えていきましょうということになっている。10月の実行委
員会から細部にわたって詰めて行くことになる。 
	 ここでの紹介は、委員会で明確に決まった内容でなく、一委員の案としてこのような学会

大会にしたいという「願望プラン」と捉えていただきたい。 
1日目のメインは、「男女エリートマラソンランナー」と「市民ランナーの指導法紹介やレ

ースでのマナー」に関したシンポジゥムを予定している。8月の世界選手権のマラソンでは、
日本の男女マラソナーが入賞したが、世界のレベルはまだまだ上位に位置する。エリートラ

ンナーの生理学的データや生活状況､習慣を知りたいと思うのは、凡ランナーの性であろうか。 
	 「市民ランナーの指導法や大会参加マナー」に関しては元会長の山西哲郎先生から提案を

いただいた。大会でのマナー違反が目につくと言う。この対応策が中心になろう。また指導

法に関しては、人数の多いクラブ、少ないクラブの特徴を生かした練習内容、指導のうれし

さ、悩みなどを話していただき今後のクラブ指導に役立ててもらおうと考えている。ただ、

このシンポジゥムは「マナーと指導法」の二つに分かれて実施されるかも知れない。 
	 これらシンポジゥムのブレイクに本大会では、ラン二ングランに関した書籍の朗読を 30分
入れて、静かな頭のラン二ングタイムを考えている。乞うご期待！ 

2日目は大阪体育大学で研究発表を主体とした内容を企画している。12年度の学会賞講演、
25回大会優秀発表賞講演、一般研究発表 A,Bに加え、キーノートレクチャーを 4本、	 １」
東アフリカランナーの筋腱の振る舞い	 ２」ラン二ングと免疫能	 ３」ラン二ングと骨代謝	 

４」インターバル速歩と牛乳」を予定している。なお、昨年のパネルディスカッションで発

表された種子島の小学生のラン二ングーその後—、を聞きたい要望も強い。 
	 また、発表時間や質問時間、会場の雰囲気なども一考して実り多い学会大会にしようと模

索中である。 
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ランニング学会２０１３年度第１回	 

ランニング指導員養成講習会に参加して	 
 

ランニング学会広報委員      鈴木愛子  

 
２０１３年１０月５日・６日 日本女子体育大学において指導員養成講習会が行われた。 

北は北海道	 南は熊本県	 からの参加を含み総勢２４名（うち認定者４名）が熱心に講義を

受けた２日間だった。	  
 
１日目	 午前中	 スポーツ医学	 整形系、内科系では故障につながる話に関心も強く昼休

みに食い込む質問場面がみられた。 
午後は	 ランニングの科学‣生理系で	 人と馬の競争ではどちらが速いか	 人は長距離を 
ゆっくり長く走るように進化したという話にほんとかな？！（馬が２敗	 へえー） 
乳酸ってエネルギーに	 うまく使っていくにはどんなトレーニングが必要かなど 
また暑熱下でのライオンハンティングを取り上げ 身体冷却能力は小さいほうが有利だそう
で自分の放熱面積って知りたくなった。 
実技１は	 あいにくの雨のためトラックを使えず場所を移し立派な体育館の２階走路でポン

ポン、前・前のリードボイスに導かれ初対面同士コースをリズミカルに動き回った。 
実技２は	 硬くなってる頭と心をほぐしながら体の使い方	 しゃべりながらもペース意識チ

ェック２人組での楽しむ走り	 笑顔で実技終了。 
意見交換会は	  時間いっぱい使って盛り上がり交流することができました。 
２日目	 １時限目 ランニングの楽しさ楽しみ方	 のテーマどおり這う、座る、立つ、歩く、

そして走る	 赤ん坊からシニアまで人は生きている間中動き続けるスポーツの良さは情報提

供型から生活変容型へ	 そして指導者が走ることに夢中になることが大事！！。 
２時限目	 ランニングの科学	 重心って言葉は耳慣れていたが	 慣性モーメントは耳新しか

ったと声あり	 力学の基礎・運動器としての筋・腱の特性について講義が続いた。 
３時限目	 ランニングとトレーニングの基礎理論	 大酸素摂取量の算定方法	 トレーニン

グの原理原則	 トレーニングの効果	 意識性の原則などランニングリテラシーの紹介を含め

ながら時間いっぱいの講義が展開されたあと確認試験が行われて散会となった。	  
 
２日間を通して参加者の声は	 ランニングの世界は奥深い。実際に講義するのにもっとし

っかり勉強したい。バイオメカが大好きで参加している。九州という遠方でも情報を直接入

手できるように希望したい。少ない会員数の増加に向けて努力したい。など前向きの声を聞

くことができた。２日目の昼は希望者があり昼ジョグをトラックで行うなど施設の有効利用

がなされて充実した講習会となった。 
終わりに今年度から講習会参加継続するとポイント制が導入されるとの説明があった。 
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ランニング学会認定ランニング指導者・指導員資格について	 

 

佐藤光子ランニング学会副会長  

 

ランニング学会は 2008	 年度より市民ランナーのランニング指導に携わる方を対象とした

「指導員養成講習」を実施してきました。事業開始より 5 年を経て、このたび指導員資格制

度の整備が行なわれましたのでお知らせいたします。	 

	 

①指導員資格に 3つの段階を設けました  

	 ＣＲＩ   認定ランニング指導員（Certified	 Running	 Instructor）	 ランニングとその

指導について、確かな知識と技能を持ち、安全に楽しいランニングを指導することができる

人材	 	 

	 AcRI   上級ランニング指導者（Advance	 Certified	 Runnning	 Instructor）	 ランニング

とその指導について、高い見識と技能を持ち、後進の指導的立場に立てる人材	 

	 EcRI   特別上級ランニング指導者（Exective	 Certified	 Running	 Instructor）	 ランニ

ングとその指導について、より高い見識と豊富な指導経験を持ち、優れた指導者と広く認め

られる人材	 

②資格の有効期限と更新方法のルールを設けました  

指導員および上級指導者はその有効期限が 3 年間となります。その間にランニング学会大

会や指導員養成講習会に参加するなどして必要なポイントを積み重ね、資格を更新すること

ができます。	 

	 

2020 年には東京でのオリンピックとパラリンピック開催が決まりました。毎回大会の花形

種目であるマラソンは、市民の間でもますます盛り上がりを見せるのではないでしょうか。	 

しかし、運動や健康に関する正しい知識のないままに無謀な挑戦をすることは避けてほし

いものです。当学会が市民ランニングの指導者養成に力を注いてきたのも、ランニングには

中高年層や運動経験の少ない方も多く挑戦される現状を踏まえてのことです。さらにこのた

びの制度整備によって、常に向上心を持って研鑽に努めるような、質の高い指導者育成を目

指しています。	 

2013 年 7 月現在、合わせて 200 余名の方々が指導員・指導者として認定されており、その

名簿は当学会ホームページに掲載されていますのでどうぞご覧ください。	 
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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６日、大塚製薬大阪支店大会議室で大阪マラソン直前講習会が開催された。まず大塚

製薬関係者の方から、アミノバリューなど商品解説。その後、伊藤静夫副会長の方から「レ

ーストレーニングでの効果的なドリンクとは」の講義。 
ドリンクに纏わる 新事情以外に、暑さのひどい時のレースには、ウオーミングアップし

体温を高める通常のやり方ではなく、あらかじめ身体を冷却したり、シャーベットを食べた

り、身体を意識的に冷やすウエアーの紹介があったが、2020年の東京五輪は酷暑のマラソン
が予想されるだけに、あらかじめ冷やしながら走る工夫の研究が進み、応用され、今年のよ

うな熱中症の多発を防ぐ対策が期待される。 
また私からは大阪マラソンの特徴について解説。コース写真を交え、今年は去年の 11月開

催と異なり、10月開催となり、残暑の影響が懸念されることを指摘した。 
豊岡示朗会長の方からは「12分間走テ

ストからマラソンの記録を予測する」解

説。(写真) 
大阪マラソンに実際に参加した 100名

のデーターからであるが、12分で走れた
距離が同じ距離なら女性の方がフルマラ

ソンのタイムがいい。これはオーバーペ

ースしない心理的な要因か、生理的特性

の差異なのか考えさせられた。 
また大阪体育大学大学院助手の魚田尚

吾さんの担当で「ランニング傷害予防の

ためのスクーリニングとその改善策」と

いう講義と実技が行われた（写真）。 
様々な動作を行い確認しながら、関節

の柔軟性や筋力バランスを把握していっ

た。同じ日に東京では指導者講習が行わ

れたが、指導者講習でも実施してもいい

と思わせる興味深いものであった。 
この後、堂島川沿いをグループに分か

れ、1 時間程度ランニング。この日の大
阪は気温が 30 度を超える厳しい残暑だ
ったが、走る前と走った後の体重測定を

行い伊藤先生の話の実践を行ったことなど、研究と普及活動というランニング学会の役割に

適ったことと言えるのではないか。 
後に走り終わったグループ別に、マラソンレースに向けての質疑を 20分程度行い終了し

たが、今後も充実したセミナーを継続したいものである。 
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アミノバリューランニングクラブイン多摩川の紹介	 

 

代表   雨宮   輝也  

	  
 
２０１３年度小金井クラブのサテライトとして、多摩川クラブを発足することとなりまし

た。さて、多摩川クラブとはどんなクラブでしょうか？ 
	 すでに東京地区には「イン東京」「イン小金井」の二つのクラブが存在します。これまで８

年間の経過をみても、希望する会員の数は大都市に集中する傾向が見られました。ひとつの

クラブでの会員数は指導その他面からもある程度、数を限定する必要があります。そのよう

なことも含め、神奈川県、東京都に隣接する、多摩川をホームタウンとしたクラブを立ち上

げることとなりました。その結果、東京都下世田谷区、多摩地区と神奈川県川崎市からの加

入者４０名でスタートすることとなりました。もちろん元会員と新規会員の混在したクラブ

であることは他のクラブと変わりません。 
	 新規クラブを立ち上げ、運営を進める、第一の問題は「練習環境」ではないでしょうか？

多摩川の河川敷を中心とした練習場所の他に何か適当な場所はないか？公的機関を含めて検

討を試み、その結果狛江市民総合体育館の研修室が利用できることがわかりました。早速ク

ラブ利用の申請を市役所に提出して進めたわけです。６月からのクラブ説明会は市民体育館

の研修室から進みましたが、練習会を始め、実技指導する場所がありません。実技は多摩川

の河川敷に行かねば出来ないことがわかりました。ただ、多摩川までは体育館からは歩いて

２０分もかかります。これも非常に困った問題となり、講義と実技を含め２回目からは、多

摩川の河川敷に移動することにしました。ご存知の通り河原には大きな木がなく、日陰の場

所に避難することが出来ないことも、この夏の大きな障害のひとつで、熱中症予防には非常

に気を配ることとなりました。しかし、スタッフの皆さんの協力のもと、これまで、小さな

問題もなく進められ、また、近くにある「ブルー多摩川クラブ」という小田急グループのク

ラブの厚意により、練習の後シャワー利用が可能になりました。ひとつひとつ問題を解決し

ながら、走り込みの季節が迫ってきた秋のシーズン突入の時期を迎え、スタッフ一同、頑張

って「多摩川クラブに入ってよかった」と思われるクラブづくりを目指しております。 
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アミノバリューランニングクラブ和歌山	 活動報告	 

 
                                                アミノバリューランニンクラブ和歌山     

                                                                              代表   木下藤寿  

 
	 和歌山クラブは、平成 25 年度会員 109 名（男性 64 名、女性 44 名）で、平均年齢 49 歳（27

歳～75 歳）、スタッフ 7 名（男性 3 名女性 4 名）のクラブです。組織として、代表、監督、

コーチ、事務局長、選手会長などを選出し、役員会にて活動方針の決定と運営を行っていま

す。和歌山クラブの特長は、初心者からベテランまで、健康づくりから記録更新までと走る

仲間で楽しい時間を共有することです。また、練習会には子供を連れてきても OK としており、

毎回、５人ほどの子供が集まります。クラブ専用のホームページや掲示板も作成しており、

情報提供を頻繁に行っています。	 

	 定期的な練習会は、月に 3 回～4 回行っており、初級、中級、上級のクラス編成で専門コ

ーチの指導のもと練習します。主な練習コースは、和歌山市河西緑地公園。１周４km と６km

の２つのコースが併設された歩行者専用の１０km コースは、道幅も広く、桜や松などの木々

に覆われ、適度なアップダウンがあるなど、練習には 適のコースです。トイレ、水場も完

美されています。	 

	 練習会では、運動生理学や栄養学、ランニング技術などのランニング講座を行い、ペース

走や LSD など毎回２時間ほどの練習をします。荒天時は、公園内の体育館で室内トレーニン

グをします。	 

	 定期的な練習会のほか、日帰り合宿を年２回、宿泊合宿を年１～２回ほど実施しています。

日帰り合宿では、２０km～４０kmの走り込みを行うため午前・午後で４時間ほど練習します。

宿泊合宿は、毎年熊野古道で行っており、熊野古道やトレイルなどで走り込みを行います。

熊野古道では、現地のボランティアによる給水があるので助かります。宿泊先は地元の温泉

付きバンガローで、地元の料理を安価で提供してもらっています。ほかにも、これまでに山

形県の蔵王坊平、和歌山県龍神温泉、高野山、清水温泉などでも行いました。	 

	 和歌山クラブでは、国内外のマラソンレースに会員、スタッフも多数参加しますが、レー

スの応援にみんなで出かけるのが、当クラブの特長です。大阪マラソンでは、レース参加者、

応援、公式ボランティアも含め総勢４０名～５０名ほどで打ち上げをするほどです。ほかに

も別大マラソンや北海道マラソンにも多数応援に行きます。恒例となったホノルルマラソン、

チェジュ島マラソンにも毎年参加しています。また、クラブ会員の目標のひとつは、近畿ア

ミノ駅伝。過去２年連続優勝していましたが、昨年、今年と優勝できていないので、来年の

リベンジを狙っています。	 

	 練習以外での活動として、大阪マラソンの公式ボランティア、熊野災害時の復旧ボランテ

ィア、和歌山ベイマラソンでのおもてなしテント、和歌山市主催の健康フェアでのマラソン

指導などを行っています。	 

	 後は懇親会等の紹介。１月の初練習ではぜんざい、３月の練習後の花見、４月は新年度

会、夏のビール会、忘年会など楽しいイベントがたくさん。年４回のアミノカップ（ゴルフ）

登山会、旅行なども行っています。	 

	 年間通して、もりだくさんの活動を行っており、多くの会員が年々記録更新しており、	 

結果として仲間づくり、体づくりに貢献できているようです。来年は１０周年記念行事を計

画しています。	 
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花見ランニング  

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ボランティアランニング  

 

 
登山会  
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連載   学校におけるランニング事情④  

義務教育期にランニングの何を教えるべきか	 

岐阜聖徳学園大学   佐藤善人  

 
今年度から、本学の陸上部の顧問をしています。陸上を専門としておらず、また忙しさを

理由に、日頃の練習にも顔を出さず、大会にも行かず、ただ学生が研究室に持ってくる書類

に判を押す日々…。これでは申し訳ないと思い、先日、岐阜県秋季陸上大会の応援に行きま

した。そこで走る本学の学生の姿から、義務教育期に学ばせたいランニングにおける学習内

容とは何かを考えてみたいと思います。 
教育学部 4年生 N君は 3000m走に出場し、記録は 9分 54秒でした。大会で優勝した高校

生の記録が 8分 56秒であったことを考えると平凡な記録だと言えます。レース後、N君に
ベストタイムを訪ねると中学時代の 9分 3秒と答えました。当時彼は全国大会に出場する強
い選手だったとのことです。この記録の変遷だけを見ると、N君のピークは中学時代であり、
選手としては限界を迎えていることになります。 
	 他方、N君は会話の中で「今回は就職活動もあり、10分を切ることを目標としました」「前
半押さえて中盤を上げました」とも発言しました。つまり、9分 3秒というベストタイムを
目標にしていたのではなく、自身の現状を把握し、適切な目標タイムを設定し、さらにそこ

に向かうための走り方を練ってレースに臨んでいたのです。そしてレース後に、多くの出場

選手が座り込んだり、他の選手と会話したりしている中、N君はトラックに一礼して競技場
を出ました。この姿を見て、N君にとって 3000m走という競技は限界どころか、挑戦の真っ
只中であり、スポーツ文化を享受している自立した選手であると強く感じました。N君のよ
うな人を育てることに、義務教育期のランニングの学習は貢献しなくてはいけません。 
	 中学校学習指導要領解説保健体育編を見てみましょう。1,2年生の陸上競技「(2)長距離走」
の学習内容として以下のことが上げられています。 
１．技能	 

「長距離走では、自己のスピードを持続できるフォームでペースを守りながら、一定の距離

を走り通し、タイムを短縮したり競争したりできるようにする。」 
２．態度	 

「陸上競技に積極的に取り組むとともに、勝敗などを認め、ルールやマナーを守ろうとする

こと、分担した役割を果たそうとすることなどや、健康･安全に気を配ることができるように

する。」 
３．知識、思考･判断	 

「陸上競技の特性や成り立ち、技術の名称や行い方、関連して高まる体力などを理解し、課

題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。」 
※下線筆者 

 ここで注目したいのは、体育授業では、技術ばかりを教え、知らず知らずのうちに技能向上
にだけ目が向いていないかということです。この場合の長距離走は、記録向上のための学習

中心となり、速く走れる子どもや順調に記録が向上する子どもは楽しめますが、速く走るこ

とができない子どもにとっては、ただきついだけの楽しめない授業となる危険性があります。 
	 文部科学省が示すように、体育授業では技能だけでなく、態度や知識、思考･判断なども大
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切な学習内容であると言えます。下線を引いた、「ルールやマナーの学習」「ランニングの正

しい行い方」「ランニングの体力効果」なども学ぶことが求められています。しかし、こうい

った学習がどこまで展開されているかは疑問です。なぜならば、ランニング嫌いを生んでい

る現状が多くの学校で見られるからです。もし、N君のようなスポーツにおいて自立した人
を育てようとするならば、技能にのみ焦点を当てた授業を行うことはできないでしょう。ラ

ンニングという文化を丸ごと学習させることで、N君のように、自身の現状から適切な目標
を設定し、それに向けた練習やレースを行い、そしてマナーよく振る舞うことができる力を

培うことができます。義務教育期におけるこういった学習の継続があって初めて、自立した

ランナーを育むことができると思われるのです。 
	 もちろん、ランニングの授業に限らず、体育教師が技能にだけにとらわれず、行うスポー

ツを丸ごと学ばせようとすることが大切です。このつみかさねこそが求められます。 

 
目標に向かって激走する N君(左端) 
 
文献 
文部科学省(2008)中学校学習指導要領解説体育編,東山書房,pp.59-61. 
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スポーツ法研修会「スポーツ指導における体罰」に参加して	 

龍谷大学   河合  美香  

 

 本年 5 月に大阪弁護士会館にて大阪弁護士会スポーツ・エンターテインメント法実務研究会主催

でスポーツ法研修会「スポーツ指導における体罰」が開催されました。近年、多発する暴力・体罰事

件を鑑みたテーマの研修会は、ランニング学会事務局から案内をいただきました。会場の様子から、

やはり法曹ではない、現場指導者も多数参加しているようでした。 

研修会の冒頭、近年の柔道界の暴力やパワーハラスメント問題で、選手側の代理人を務める辻口

信良弁護士氏が、今後スポーツ界にもスポーツ専門の弁護士の必要性が増すことになり、その主な

る内容は、ドーピング、契約、そして体罰の 3 つが考えられると説明されました。 

その後の研修会は３つの基調講演とパネルディスカッションで構成されました。 

【基調講演】 

１．山下智茂氏 （金沢星稜大学特任教授、星陵高校野球部名誉監督） 

「スポーツ指導における体罰について」 

２．溝口紀子氏 （静岡文化芸術大学准教授） 

「体罰問題について～フランスとの比較から」 

３．近藤良亨氏 （中京大学教授） 

   「スポーツ倫理学から体罰を考える」 

 

高校の強豪野球部を指導されてきた山下氏は、大リーガーで活躍した松井秀樹の高校時代を指

導した監督ですが、若い頃は「指導の一環として体罰をした」と話されました。しかし、その後、体罰

による弊害と一方で対話による教育効果を実感して体罰はやめ、現在、全国から高校の野球部顧問

を集めて甲子園塾を開いて「良き指導者育成」に努め、生徒との心のキャッチボールをするように心

がけているそうです。「キャッチボールは相手の胸に向かってボールを投げますが、これには思いや

りが必要であり、また声をかけ合うことで、相手を認めることができる」との話は、長年教育現場で教鞭

をとり、勝利を目指すチームを率いた監督としての含蓄がありました。 

五輪柔道メダリストの溝口氏は、現在、柔道界の伝統的な体質を痛烈に批判されました。研修会

に参加していたマスコミ関係者に「オフレコ」を要請し、自身が受けた全日本柔道連盟からの扱いに

ついて語られました。五輪のマラソンメダリストを育てた小出義雄監督から、長所をみつけて褒める指

導を受けた私にとって、柔道界の体罰とハラスメントの現状は驚くばかりでした。 

溝口氏によれば、体罰は日本独特の文化であり、指導者として就いていたフランスでは、体罰は

存在しないそうです。日本では勝利のためにはトレーニング量の増加が必須と考えられ、心身を疲

弊させることで満足し、それによって勝利に近づいたように錯覚しがちですが、「フランスではトレーニ

ングの質が重視され、そこに理論的な説明と選手への説得が必要である。したがって、体罰の必要

性はなく、体罰をする人は、言葉が未熟で理論的な説明ができない人かもしれない」との話には頷く

ばかりでした。 

学校体育の中で修身を中心に発展した日本の体育の背景も「上のものには絶対服従が当然」の

文化を生んでしまったのかもしれません。柔道界の問題が明るみになった今、スポーツを見直し、文

化として発展させるチャンスのように思いました。 

最後の講演者として、中京大学の近藤教授が、「体罰とは何か」と「教育の現場とスポーツの現場

での体罰」について話されました。ご自身の息子は、J リーガー。日本の指導者と海外からの指導者
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によって息子の試合での出番が左右されるのは、息子が指導者に自分の意見や考えを率直にぶつ

けることに対する評価の相違かもしれない、とのことでした。指導者の「自分に従わないものは去れ」

との精神は、選手のパフォーマンスの向上にどう影響するのでしょうか。 

その後「法律的観点から見た体罰」とのテーマで実務研究会会員の弁護士から事例を示しながら

の発表がありましたが、法の解釈は難しく、スポーツの現場にいる者にとっては、今後、弁護士との連

携が必要であることを実感しました。 

パネルディスカッションでは、自身もスポーツに没頭してきたという若手弁護士の司会で意見が活

発に交換され、予定終了時間を大幅に延長しての閉会となりました。 

「体罰とは何か」考えた時、トレーニングとの境を難しく感じることがあります。身体を接触することは

少ない長距離走。私自身、パフォーマンスの向上を目指して競技生活を送っていた時（はるか昔で

すが）、苦しいトレーニングをやっとのことでこなして終わった・・・・と精魂尽き果てた時に監督から「も

う一本！」とプラスアルファのトレーニングを課せられることがありました。あの時の「一本」は、トレーニ

ングか体罰か…。あの「一本」は私にとってはパフォーマンス向上のためのトレーニングであり、あの

「一本」があったからこそ、その後に勝利があったのだと思います。 

また、身体的な弊害は受けなくても言葉による暴力が結果的に心身の弊害に影響することもある

でしょう。トレーニングの現場で監督や教師から発せられる言葉は、アスリートや選手の意欲を喚起さ

せることもあれば、一方で意気消沈させ、選手生命を左右することもあるのですから。 

法学部に所属し、法学に接する機会を得ている現在、本シンポジウムへの参加は、人権や倫理の

視点からもスポーツを考える貴重な機会となりました。 

 

 

参考 

・Q＆Ａ スポーツの法律問題：スポーツ問題研究会民事法研究会 2,350 円（税別） 

・スポーツ権と不祥事処分をめぐる法実務：第一東京弁護士会 総合法律研究所 スポーツ法研

究部会編著 清文社 3,000 円（税別） 
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BOSTON	 STRONG	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 清水   泰生  

	 

昨年の夏、私は、ケンブリッジ大学で学会発表をした。そして、今年はぜひハーバード大

学で発表をと思っていたので、学会発表が決まりうれしかった。そして、学会（The International 

Journal of Arts & Sciences Conference）の発表のついでにアメリカのランニング文化を見たいと

思い、ボストンのロードレースを HPで調べたら「Bostons Run To Remember」という８０００

人規模の大きなロードレースがあるので、早速５マイルの部に申し込んだ。 
５月のボストン行きを楽しみにしていた時にボストンマラソンでの痛ましい事件が起こっ

た。事件があった時「Bostons Run To Remember」が開かれるのかと思ったが、アメリカはどん

なことがあっても前に進んでいく国なので当然レースが行われると思った。１週間ぐらいし

てからレースの参加状況のメールが来て、そしてそのメールの文の 後に「BOSTON STRONG」

のメッセージが書かれていた。アメリカはやはり積極的に困難を乗り越えようとする国だな

と思った。 
５月２４日朝早く大阪伊丹を出て成田へ。夕方、成田からトロント経由でボストンに向か

った。トロントでの乗り換えの時間が短くかつ（トロントでの）アメリカ入国の審査に手間

取り、無事に乗れるかと思ったが、なんとか乗れてボストンへ‥。夜にボストンの空港に着

いた。空港から、地下鉄で宿泊（YH）場所へ向かった。 
翌日の２５日、朝、時間があったので小雨の降る中、ハーバード大学へ行った。ハーバー

ドヤードで何人かのランナーとすれ違った。やはり、ランニング大国アメリカ、世界一 高

学府のキャンパスもランニングをしている人がいるんだなと思った。 
ハーバード見物を終え、そして午後、ナンバーカードを取りに会場の World Trade Center

へ向かった。会場は日本の大会と同様、ランニング関係のブースが数多くあった。その会場

で、ナンバーカードを受け取ったが、プログラムがない。ナンバーカード以外は、大会当日

のセキュリーエリアについてのプリントと計測チップの説明プリントの二枚しかない。唖然

とした。明日、号砲の時、どこにいたらいいのか、荷物はどうすればいいのか分からず、不

安だった。会場のランニングエキスポを見てから宿舎に帰り、明後日の英語での口頭発表の

後の準備と明日のレースの用意をした。 
スタートはハーフ７時、５マイルが７時１５分、とても早いので、地下鉄の始発を調べよ

うと思い、駅へ行ったが時刻表がなかった。仕方がないで翌日 5 時に宿舎を出て列車が来る

のを待った。しかし、５時半を過ぎても来ない。いつ来るのだろうか。ようやく６時１０分

前に来た。その列車に乗って二つ先の駅で降りて、そこで別の地下鉄に乗り換えた。その乗

り換えの駅で、ランナーらしい多くの人が列車を待っていた。ランナーを見ると着替えなど

何も持って来ていない人が多く、いつレースがはじまっても走れる姿の人が多かった。日本

ではちょっと考えられない様子だった。やっと６時５０分に会場に着いた。スタートまで３

０分もなかった。会場の建物に参加国の国旗が掲揚していてその中に日の丸が‥、日本人参

加者のためにしてくれたボストン警察に感謝。一瞬胸が熱くなった。いよいよスタートだが、

スタート位置がさっぱり分からない。ハーフのスタートの時間が過ぎているのに、まだハー

フがスタートしない。「ハーフと５マイルが一緒にスタートかな。え、そんなはずはない…」

と不安がよぎり、得意ではない英語で主催者に尋ねたが「ゴー」の返事、「うーん、ちょっと
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おかしいけど、行っちゃおうか」と思ったとき、そのときピストルが鳴り、みんなが、わー

っとスタートしたので、私もつられてスタートした。 
コースは、ハーフの部は、ボストンのダウンタウンを通ってチャールズ川に沿った道を走

り、MIT のそばを通り、ハーバード大学の近くで折り返して、再びダウンタウンへ、チャイ

ナタウン等を通りスタート地点に戻るコース。５マイルはダウンタウンを通り途中でハーフ

のコースと分かれ、有名な公園ボストンコモンズに沿った道を走り、チャイナタウンなどを

通ってスタートに戻るコースだった。 
私は、ハーフと分かれるところで一人になってしまった。やはり私のスタートが早かった

か‥。立ち止まって近くの役員にスタート時間を間違えたので、どうしたらいいか尋ねたが、

お互いか話がかみ合わず、仕方がないのでゴール目指して走った。コース途中で審判がいな

くなり、４回ほどコースアウト。戻るのに大変だった。４回もコースアウトしたのになぜか、

一番、 初にゴールに入ろうとしている。DJ調のアナウンサーが 初にゴールしようとする

私について盛んに絶叫していた。そしてゴール。 
そのあと役員にレースの事情を話したが、役員から「記録はないよ」と言われた。「まあ、

しかたがないな」と思って、会議場の荷物置き場で荷物を受け取って、外に出てゴール付近

のランナーに声援を送った。非常に太っているランナーも多くいたが、皆思い思いのスタイ

ルでランニングを楽しんでいる。めいめいがランニングをアートする「ランニングアーティ

スト」がそこにあった。 
しばらくしてランナーの様子を見るとメダルをかけている人がたくさんいた。「えー、完走

メダルがあるのか。あーあー」と思い、残念無念で宿舎に帰った。 
そして、その後、ボストンマラソンのゴール地点に行こうと思い、宿舎から歩いてボスト

ンマラソンのゴール地点に向かった。ボストンマラソンのゴール地点を見て「ここが伝統の

あるボストンマラソンのゴール地点か」と思った。少し歩いていると木にナンバーカード、

花、人形が置かれていた。「ここで悲劇が起こったのか、そのときに人々はどんな気持ちだっ

たのだろうか」と思い、目頭が熱くなった。黙祷をして冥福を祈った。そして、その近くの

店らしい建物を見つけた。その建物の看板に次のことが書かれていた。「Come Back Soon」

「（店の名前）Strong」これを見て私はアメリカの精神的な強さを感じた。 
その後宿舎に帰って、だめもとでスタートのトラブルについて書き、メダルがほしいとメ

ールで送った。すぐに返事が来て「メダルを送ります」と書いてあった。とても嬉しかった。

「アメリカは自分から動かないと面倒を見てくれない」とつくづく思った。（なお、７月２日

にメダルをもらった） 
次の日	 発表の場所	 ハーバードメディカルスクール（ハーバード大学医学部）の会議場

（Joseph B. Martin Conference Center at Harvard Medical School）に会議開始１時間前に到着し、

パワーポイント等の点検をした。そして１０時に会議が開始、その４５分後に私は「About the 

newspaper reports of Osaka marathon」という題で１５分のプレゼンをした。英語が苦手だった

が何とか終えてほっとした。今回の国際会議は、日本人に全く会わず、私のプレゼンを聞い

ていた人もすべて外国人であったが、何とか終えて一安心。 
そして翌日、午前１１時の飛行機でボストンを経ちトロント回りで成田、そして成田から

伊丹へ戻り、私のアメリカ行きは終わった。 
	 今回レース会場、国際会議の会場に日本人らしい人がいなかった。日本人に会ったのはボ

ストンの地下鉄構内で歌を歌っていた女性だけだった。でも、ストレスがなく楽しく過ごせ

たのでボストンが自分に合っていたのかもしれない。今回強く思ったことだが、やはりアメ

リカは困難があってもくじけず前に進もうとする国だと言うことを強く感じた。いたるとこ
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ろで「BOSTON STRONG」という言葉を目にし、耳にした。そしてアメリカのランニングもま

さに、苦難に負けずに大会を自粛せず開く、みんなで立ち向かう精神だなと思った。	 

そして、ボストンの街もランニングが生活の一部となっていて、記録のみを目指すのでは

なくもっと大きな大切なことを追求しているように思った。そして、ボストンのランニング

は自己修練のような「武士道マラソン」ではなく、ランニングという「作品」を作成いるよ

うであった。そんなボストンで私は、もう一度走ってみたいと思う。 
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編集後記  
	 

河合美香 

暑い暑い夏を越え、ようやく少し秋の気配を感じられるこの頃。先日、職場で健康診断が

ありました。同僚の教員（法学部教員：50 代後半）が、「腹囲が昨年より 9.5 ㎝増え、おか

しいと思って測りなおしたが、間違いなかった」とショックを受けていました。「身体あって

の研究ですね」と私はこれからの季節に同僚の健康づくりに寄与するイベントを企画する決

意をし、その日は、この教員と 1 時間ほどウォーキングしました。スポーツ・健康分野に携

わる私。「何のために研究しているのか」を考える良い機会となりました。	 

	 

佐藤善人  

	 今年も東京マラソンの抽選に落選しました。 近では「どうせだめだろうな」という諦め

のもとに応募しています。けれど、東京の街中を走ってみたいという憧れも強く抱いていま

す(来年こそは!!)。 
私が住んでいる岐阜県羽島市の街中をジョギングしていると、数年前よりもジョガーが増

えたと感じています。その証拠か、今年度のぎふ清流ハーフマラソンは 4 日間で定員オーバ
ー。3年前の初開催時には人が集まらなくて困っていたのですが…。 
ランニングに親しむ人が増加することは大変喜ばしいことです。文化としてのランニング

の素晴らしさを享受することはもちろん、健康な生活を送れるからです。しかし、マナーも

しっかりと学んで走ってもらえればと思います。今回の連載で紹介した N君のようなジョガ
ーが増えることを期待しています。ランニング学会における研究も、自然科学系の内容に偏

ることなく、マナーのよいジョガーの育成に関する内容のものも、これまで以上に推進しな

くてはいけないのかもしれません。 
	 

鈴木愛子  

２０２０東京五輪招致が決まった。手放しでは喜べない感はあるけれど	 チケットを手に

する可能性はあるのだろうか・・・１９６４年に代々木第２体育館で日本対ユーゴスラヴィ

ア（だったと記憶）のバスケットボールの試合を観戦。なぜ五輪の試合を観戦できたのか定

かな理由は記憶がない。日本が勝ってほしいという願望は相手チームのリンクが揺れるたび

に打ち砕かれていった。とも角ユーゴの選手が大きかったことを憶えている。現在ユーゴス

ラヴィアの国名はない。スポーツの世界大会あるたび	 耳慣れない国名を新しい地図帳で探

してみる。 
７年先世界状況はどのようになっているのだろうか、開催国の日本は？多くのアスリート

が活躍する今の延長線上に居続けていることを切に願いたい。 
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鳥井健次  

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの招致が決まりましたが、７年後に日本の

スポーツ界をオリンピック開催にふさわしい環境にできるかどうかが問われます。河合先生

がレポートした体罰・暴力問題もその一つです。私は、これまで体罰を受けたことはありま

せんが、中学の体育教師が生活指導担当でもあり、悪さをした生徒によく殴っていました。

子供が好きで体育教師になりたいと思っていましたが、あんな暴力教師には絶対ならないと

思っていました。	 

私もいくつかのシンポジウムに参加し、日本の部活動の歴史的な弊害、勝利至上主義、指

導者と選手の上下関係、非科学的な指導と精神論・根性論、スポーツ団体の閉鎖的体質など、

多くの改善が求められることを感じました。多くの書籍も出ています。『先生！殴らないで！

学校・スポーツの体罰・暴力を考える』(かもがわ出版)は、桑田真澄さんの特別インタビュ

ーが掲載され、小学校２年生から受けた暴力に「暴力を見るのも嫌、されるのも嫌、するの

も嫌」と経験を語り、早稲田大学大学院の修士論文でプロ野球と東京六大学野球の現役選手

にアンケートを取り、体罰の実態を明らかにして①練習の質の重視(サイエンス)、②心の調

和(バランス)、③尊重(リスペクト)を大事にすることを提案しています。	 

また、『スポーツにおける真の勝利―暴力に頼らない指導―』(エイデル研究所)では、柔道

の山口香さんなどとの座談会、各種目の指導者１０人のインタビューなど、科学的な指導と

民主的な運営を語っています。月刊誌『体育科教育』１１月号では、「スポーツと体罰・暴力」

の特集をくみ、「体罰・暴力問題の本質を問う」の座談会で河合先生のレポートに出てくる溝

口先生が良い発言をしています。みんなで考え、どうしたら体罰・暴力をなくせるのか発言

していきたいですね。	 

次は会報です。アミノクラブや会員の方、通信をお願いします。メール:torii@jcp.jp	 

	 

山中鹿次  

「今、編集後記を書いていますが、大阪マラソンの開催日が目前です。難しいと思うのが

ランナーのマナー問題が取りざたされる一方で、ランナーの不満をぶちまけている要素はマ

ナーを守りたくても、守りかねている一面を感じます。前に紹介したマラソンＩＮ九州を管

理している九州観光推進機構で「マラソンＩＮ九州」というシンポジウムが開催され、参加

できなかったのですが、資料を取り寄せると、ランナーの不満を聞く企画があり、トイレの

不満がものすごく多いのです。	 

	 九州の大規模マラソンは青島太平洋マラソンのように、スタート：ゴールが近接している

大会が多くてもこの始末です。東京マラソンのように冬季にスタートとゴールが異なり「早

く荷物をトラックに預けて」「給水はしっかり」と言われても、寒い中でトイレを我慢しろう

では酷な話。	 

	 今、参加費１万円の大会が増えていますが、後、５００円参加費を上げれば問題がかなり

改善できるのか、コース途中のビルのトイレがどれだけ使用できるのかなど、まだまだ改善

の余地もあると思います。と同時に地域イベントとして大規模マラソンが目玉行事になって

いる事情も踏まえ、大会主催者とランナーの意見を双方が聞ける機会がランニング学会でも

必要だと思います。	 


