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第 26 回ランニング学会大会報告	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大会会長   豊岡示朗（大阪体育大学）  

 
	 第 26回ランニング学会大会が、大会テーマを「マラソン：〜市民ランナーからエリートマ
ラソンまで〜」と銘打って、平成 26 年 3 月 21 日(スターゲイトホテル)と 22 日（大阪体育
大学）に開催された。 
	 第１日目は、市民ランナーの参加を意図し、実践指導報告、実技セッション（障害予防の

ためのスクリーニングと改善策）やシンポジウム（これからの大規模市民マラソン）、加えて、

学会として、2つ目のポジションスタンドとして発表予定の内容：「運動と脂質代謝」のパネ
ルディスカッション、また、固い発表の間に気分転換の時間も必要と考え、舞台女優・人村

朱実さんによる朗読（南ヨーロッパジョギング事情）も行われた。さらに、午後 4 時からは
LSDシンポジウムと名付け、「東アフリカランナーの強さの秘密を再考する」という題名で 2
時間 30 分の討論を行った。ケニア・エチオピアランナーの「パフォーマンスの高さと強さ」
が、どこから来ているのかについては、いまだに絞り込まれていない。それ故、このシンポ

ジウムのテーマを「再考」としたが、山地先生のレヴューによる「呼吸筋の強さ」と石川先

生の研究結果が示した「アキレス腱の長さとそのモーメントアーム」がパフォーマンスにか

なり寄与しているとの発表が印象に残った。 
	 ただ、上記 2 つのシンポジウムを企画した際、スピーカーの人数をどの位に絞るかに提案
者としては悩んだ。「多くの情報を聴衆に聞いて欲しい、多角的な内容を盛り込みたい」と考

えるとゲストが多くなる。この分野だけと固定して詰めると「少ない登壇者できめ細かい討

論」ができる利点もある。しかし、依頼する期間も限られているので、「動かなければ、進ま

ない。多いゲストは多くの情報をくれる」という考えで実行委員の方々に協力をお願いした。

しかしながら、当日の討論を見聞した小生の印象は、終了しても何か心のモヤモヤが消えて

いない。不完全燃焼である。 
	 大会 1 日目の朝 9 時から午後 6 時 30 分までの長い演題日程の評価は、大きな個人間変動
があると考えたい。ランニングは、多くの学問分野からの切り口で研究されているので、盛

り沢山の発表に興味を持って聞いていただいた会員も多かったはずと勝手に解釈している。

これまでと違う雰囲気の内容や日程を実施する場合、責任者として多少の「勇気とためらい」

が生じるものである。 
 2日目は、前年度学会賞・優秀賞講演と実技（ランニングのための動き作り）を同じ時間帯
で平行して開始した。実技は、学会が指導員養成講習会を 2008年以来開催しているので、そ
こで資格を得たアミノ南大阪のランニング学会認定指導員に依頼した。受講者は、立ち見の
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人も含めて約 40名ほどであった。指導現場にいる会員にとって実技の情報を得る機会になる
ので、今後の学会大会でも継続してもらいたい内容である。 
	 午後からの招待講演は昨年に引き続き、藤田信之氏に本大会のテーマに沿った「2013年の
男女日本マラソン界の総括」をお願いした。記録の停滞は「指導者が障害をおそれ、トレー

ニング量が少ないのではないか」という言葉が記憶として残った。 
	 14時過ぎからの一般研究発表は、口頭発表が 13題、ポスター発表が 16題であった。日程
の窮屈さから、ポスター発表で考えていた 3 分のプレゼンタイムを割愛したことを、ポスタ
ー発表者にお詫びしたい。 
	 優秀発表賞には,口頭発表が家吉彩夏さん（鹿屋体育大学大学院）、―陸上長距離選手のト
レーニング評価指標としての「ランニングポイント」の検討―、ポスター発表が髙山史徳さ

ん（鹿屋体育大学大学院）―マラソンレース後の一定スピードの持続時間の低下に関する生

理的原因の究明―が選ばれた。大学院生の受賞は、学会の今後の発展に寄与するとも考えら

れ、是非、「ランニング学研究」に投稿していただきたい。 
	 2 日間の学会大会の参加者は、初日が 208 名（会員：83 名、非会員 125 名）、翌日が 147
名（会員 76名、非会員 71名）であった。500名を越える会員数から見れば、まだまだ会員
の参加数がさみしい感じがする。来年の東京（日本女子体育大学）の学会大会では、優れた

企画を立案し、多くの会員がランニングに関した発表と情報・知識を得る場として、「参加し

てみたい大会」にして欲しいという望みは切である。 後に、本大会に関した読売新聞の記

事のなかで、佐々川記者は、「都市型市民マラソンが盛況だが、走る文化の後押しにと、大会

主催者が学会誘致に手を挙げるところはないだろうか」と提言してくれた。学会として速や

かに動いてアピールの場を得ることも必要かも知れない。待つより動くことが実り多い気が

するのである。 
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一般研究発表Ａ優秀発表賞  

 
陸上長距離走選手のトレーニング評価指標としての｢ランニングポイント｣の検討	 

－生理応答および選手の感覚との対応性について－	 

 
家吉彩夏(鹿屋体育大学大学院)  

 
	 第 26回ランニング学会、一般発表 Aで｢陸上長距離走選手のトレーニング評価指標として
の｢ランニングポイント｣の検討 －生理応答および選手の感覚との対応性について－｣という
テーマで発表させていただきました。 
	 陸上長距離走選手のトレーニングは走行距離で評価されることが多いのですが、トレーニ

ングには様々な運動強度があり、それらも加味して評価する必要があるのではないかという

ところからこの研究は始まりました。そこで、走速度にも配慮しながらトレーニングを評価

する方法として、｢ランニングポイント｣という概念を提案しました。これは、同じ 1kmを走
った場合でも、遅いジョグでは 1 点、LT スピードでは 5 点、レースペースでは 12 点など、
7 つのカテゴリーに分類した走速度に対して重み付けをしたポイント(ランニングポイント係
数)を与えて、トレーニングの評価を行うものです。実際に｢ランニングポイント｣を用いてト
レーニングの評価を行い、単純な走行距離よりもレース成績をより感度良く反映することを

報告してきましたが、分類した 7 つのカテゴリーの走速度について、生理応答や選手の感覚
との対応づけは不明であったことから、本研究ではこの 2 点に関して検討することを目的と
しました。そして、今回の研究によって酸素摂取量や血中乳酸濃度、心拍数などの生理応答

や選手の感覚との対応関係を明らかにすることができ、現場でもトレーニング評価の指標と

して活用しやすくなるのではないかと考えています。しかし、｢ランニングポイント｣はまだ

まだ発展途上であり、今後は大学生長距離走選手だけでなく、中高生から市民ランナーまで

多くの選手が活用でき、競技力向上の一助となれるように研究を続けていきたいと思います。 
	 今回、初めてランニング学会大会に参加させていただきましたが、様々な分野の方のお話

を伺うことができ、鹿屋という土地にいるだけでは経験することのできない貴重な機会に恵

まれ、有意義な時間を過ごすことができました。 
	 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鹿屋体育大学の山本

正嘉先生、松村勲先生、学会の開催にご尽力いただいた関係者の皆様、そして日頃から調査

に協力していただいている陸上競技部中長距離ブロックの皆様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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一般研究発表 B優秀発表賞  

 
マラソンレース後の一定スピードの持続時間低下に関する生理的原因の究明	 

－市民ランナーによる事例的研究－	 

髙山史徳（鹿屋体育大学大学院）  

 
第 26 回ランニング学会大会一般研究発表 B の優秀発表賞にお選び頂き、誠にありがとう

ございます。また、このような投稿の機会を与えて頂いたことに深く感謝いたします。 
	 近年、市民ランナーと呼ばれる多くのランニング愛好家がマラソンに挑戦しています。本

研究は、市民ランナー1 名を対象に実際のマラソンレース前後（10 日前、3 日後、10 日後）
に 大酸素摂取量や乳酸性作業閾値（LT）、ランニングの経済性などを測定し、マラソンが
生理的にどのような影響を及ぼしているのかについて、特に 高有酸素的ランニング速度で

の運動持続時間の変化から検討しました。マラソンは心身への負担が大きく、過酷なスポー

ツだと言われています。そのような理由からマラソン直後に 大酸素摂取量測定のような疲

労困憊まで運動を行った研究はほとんどありません。測定項目そのものは、オーソドックス

なものですが、実際のマラソンレース前後に行ったことが本研究の一番の魅力だと考えてい

ます。 
	 結果については、驚くことに 大酸素摂取量はレース 3 日後でも低下することはありませ
んでした。しかし、同一速度における血中乳酸濃度がレース前に比べるとレース 3 日後で高
値を示しました。また、それに伴い LT 時の走速度も低下しました。これは、マラソンによ
り筋損傷が生じたことが原因と考えられます。レース 10日後においては、筋損傷もおさまり、
LT もレース前と同等にまで回復しました。運動持続時間も 10 日前に比べると 3 日後では
22.9%低下しましたが、10日後では 7.4%低下まで回復しました。 
	 本研究の結果はあくまでマラソンを 3 時間程度で完走する市民ランナー1 名を対象に行っ
てえられたものであり、これが全てのランナーに共通する現象だとは考えておりません。し

たがって今後は対象とするランナーを増やして、マラソンが生理的に与える影響について個

人差も含め深く検討していきたいと思っています。 
	 学会大会には今回で 2 度目の参加となりましたが、エリートランナーから市民ランナーを
対象とした幅広いテーマの発表や講演を聴くことができ大変有意義な時間を過ごすことがで

きます。次回の大会以降、私自身もこのような場で発表ができるよう、より一層精進してい

く所存です。 後になりましたが、本研究を進めるにあたって親切にご指導くださった山地

啓司先生、快く一緒に研究に取り組んでくれた方々に心より感謝申し上げます。本当にあり

がとうございました。 
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ランニング学会大会に参加して	 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 和田   光代  

 
3 月 21 日（金）、22 日（土）に大阪にて開催された第 26 回ランニング学会大会。学会大会

の参加は十数年ぶりで、不安？がありましが、ご無沙汰している方々にお会いできる楽しみ

もあり、心弾ませて 2 日目に参加しました。	 

キーノートレクチャーを担当された佐藤善人先生の『子どもにとって楽しいランニングと

は』は、ランニングや持久走が、“きつい”、“しんどい”だけでなく、他のスポーツのように

“楽しい”と感じることができる授業での取り組みの紹介でした。それは、走る子どもたち

がある一定の場所で待っている子どもたちに周回ごとにハイタッチし、「共に走る」というも

のです。この取り組みで持久走の苦手な子、嫌いな子たちも楽しさを感じ、走ることができ

るようになったとのことでした。一方、この方法は、走ることが好きで、“苦しくてもより速

く走りたい”を目指す子どもたちも大切にされた方法であり、共感しました。	  
私は、以前、小学校の体育授業に従事していたことがあり、この時、走ることが苦手な子

どもたちにとって、体育の授業毎に「よーい、どん！」と競争してグランドを走ることは苦

痛に過ぎないと思っていました。持久走が「楽しい」と思える佐藤先生の授業法が小学校、

中学校の授業に早く普及されることを願っています。 
藤田信之監督の『2013 年の男女日本マラソンを総括する』は、今の日本の男女のマラソン

が世界で戦えない要因についてでした。その一つとして「距離を踏んでいないからではない

か？」ということでした。「今の現役選手の月間走行距離は 1000 ㎞も走ってない！効率的な

練習を進めるのではなく、単純に距離を踏んで体を作っていくことが大切である」。藤田監督

が指導にあたったマラソン選手の野口みずき選手は、マラソン練習の時期になると月間で約

1300 ㎞を走っていたそうです。「かつて日本を代表した宗選手や瀬古選手なども相当な距離

を踏んでいたように思う」とのことでした。私が競技選手だった時の月間走行距離は約 1000

㎞。この距離は精一杯ではなかったものの、疲労骨折やアキレス腱炎、ヘルニアなど、よく

ケガをしました。振り返れば練習と故障は隣合わせでした。練習量に耐える逞しい体を持ち

合わせていないと距離は踏めず、世界とは戦えないということになります。競技選手として

世界で戦う厳しさを藤田監督の話で改めて感じました。	 	 

発表、講演のどれもランニングに関わることでした。ランニング学会ですから当たり前の

ことですが、このような環境に居ることが久しく、どの講演も心地よく聴講させていただき

ました。長きに渡りランニング学会を支え、活躍されている先生方、同世代で活躍されてい

る方にお会いすることができ、とても嬉しく、刺激になる時間を過ごせていただきました。

ありがとうございました。 
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「第２６回ランニング学会大会」に出席して	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 小林   玲子（グンゼスポーツクラブ所属）  

 

 
３月２１日、２２日の両日、スターゲイトホテル、大阪体育大学において行われた「第２

６回ランニング学会大会」に出席しました。 
 
私はフィットネスクラブに勤務しており、ランニング事業として会員さまやビジターの皆

さまにランニング練習会を実施し効率の良い走り方や練習法などをお伝えしています。また

自身も市民レベルではありますが競技としてフルマラソンを走るなどランニングに大きく携

わっています。私が３年前にランニング学会に入会してから関西で行われる学会は初めてで

したので、指導者・競技者の両面で色々と吸収できればと今回はとても楽しみにしておりま

した。 
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中でも興味深く印象に残ったのが「１２分間走テスト」と「東アフリカランナーの強さの

秘密」に関してのシンポジウムです。 
 
まず「１２分間走」ですが、当方のクラブ練習会でも以前「１２分間走」を何度か実施し

たことがあります。 
練習会に参加されてもご自身の走力が分からず、目標タイムだけでペースを設定しがちで、

結果 後まで走りきれない、自信を失くしてしまうといった方も多い中、「１２分間走」は自

身の能力を「知る」ことが手軽に出来るテストですので定期的に実施していきたいと感じま

した。 
 
次に「東アフリカランナーの強さの秘密」ですが、 近の東アフリカ勢のマラソンの走り

を観ていてもネガティブスプリットで後半でも脚の動き・ピッチなどが変わらず、むしろ向

上している点は練習法にあるのか、骨格の違いによるものなのかととても不思議でした。 
学会では血液分析や動作解析、生活環境・・・色んな角度からの分析が報告されていました。

その結果、下肢が長く（膝の位置が高い）細い、いわゆる「シュッ」とした脚がランニング

エコノミーが高い傾向にあること、走動作（軌跡）の違い、生活環境による呼吸筋の発達の

違い等がその要因ではないかといったとても面白い報告でした。 
 

後に、今回から「指導員資格更新制度」も導入され学会・講習会参加や発表等でポイン

トを獲得し資格を更新することに改正されました。 
新しい知識を得たり、他のランニングクラブの活動やアイデアを知る事が出来るので自身

のスキルアップにもなりますし、とても良い制度だと感じます。 
大変、有意義な２日間でした。ありがとうございました。 
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第 26 回ランニング学会（大阪体育大学）に参加して	 

	 

                                          くぼ歯科・くぼ鍼灸院      久保茂正  

	 

	 平成 26年 3月 21日（金祝）、22日（日）にスターゲイトホテルと大阪体育大学で開催さ
れた第 26回ランニング学会に参加しました。実は 21日はハートオブゴールド主催の第 4回
淀川国際ハーフマラソンにエントリーしていました。ハーフのスタート時間が早ければ走っ

た後、学会に参加しようと目論んでいましたが、スタートは 11:45 のためハーフマラソンは
諦めてランニング学会 1 本にしました。ランニング学会は「ランニングを科学する」ことを
目的にいろんな分野の人々が集うことにその魅力があります。 
私は「生活習慣病の治療には運動、食事、休養が三大柱である。歯周病は生活習慣病であ

る。歯科医療に運動をいかに取り入れるか？」と考えていた時、出合ったのがスロージョギ

ングで、2004（平成 16）年福岡大学スポーツ科学部田中宏暁教授を講師としてお招きしたこ
とがランニングとの深い関係の始まりでした。そして自らも走り出し…2005（平成 17）年に
は福岡大学で開催された第 17回ランニング学会に初めて参加し、その場で学会に入会致しま
した。この時の学会では有森さんと出会い、今では有森さんが代表を務める「スポーツを通

じて希望と勇気をわかちあう」ことを目標にする特定非営利活動法人ハートオブゴールドの

活動を支援させていただいています。すべてが繋がっています。 
今年の学会の演題も魅力的な内容ばかりでしたが、都合で 21 日のみの参加となりました。

私がもっとも興味を持ち、聞きたかったのが「運動と脂肪代謝」のパネルディスカッション

でした。後藤一成（立命館大准教授）の「脂質代謝を高める運動プログラム」はこれまでの

Evidenceを明解に解説してくれました。また鍋倉賢治（筑波大教授）の「脂質代謝を高める
ランニングとその評価」はトップアスリートには非常に興味ある空腹トレーニングについて

質疑が集中しました。運動生理学や体育学の研究者による発表が中心のランニング学会です

が、私のように自分自身はへなちょこランナーですが、単にランニングに興味がある、ラン

ニングが好きというだけでも参加して得ることが大きな学会であります。 
今年の懇親会では深尾真美さんとお話しすることができました。勉強も大切ですが、オリ

ンピックメダリストをはじめとするトップアスリートと直接お話する機会ができるのもこの

学会の魅力です。	 

	 今大会からランニング認定指導員の継続に学会や研修参加によるポイント制が導入されま

した。これは認定指導員の質の向上にとっては非常に良いことと思います。しかしこのよう

な制度を成熟させるには、年間複数回の技術向上講習会を企画すること、そして学会企画の

イベントについては 低 1 年先までのすべてのスケジュールを公表して頂かないと参加者は
計画できません。スケジュール公表よろしくお願い申し上げます。 
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マーラ	 ヤマウチ(オリンピック英国代表)講演会に参加して！	 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 野口   勝宏  

 
3 月 5 日	 日本女子体育大学でランニング学会研究集会としてマーラ・ヤマウチ氏をお迎

えし講演会が開催された。学会会員、日本女子体育大学生、つくば大学生、強豪女子実業団

陸上監督＆選手等 50名ほどの参加で行われました。 
マーラ氏はご存知の通り英国外交官からランナーに転身し北京五輪では 6 位入賞を果たし

た異色のランナー。とても興味を持って聴講させていただいた。 
成績は 5,000M（15：28：58）	 10,000M（31：49：40）ハーフマラソン（1：08：29）

マラソン（2：23：12）の記録を残されています。マーラ氏は日本人とほとんど変わらぬ小
柄な体格にまず驚きました。 
陸上を開始されたのが大学からでクロスカントリーを走っていたそうで、マラソンに本格

的に取り組んだのは 30歳からでした。それ以前に高校までは色々なスポーツを楽しんでおら
れたようです。10～11歳ごろオリンピックの魅力にひかれ、いつかは何の種目であれ参加し
てみたいと志を立て目標に向かって邁進されたようです。 
マラソン選手としての立ち上がりが非常に遅かったにもかかわらず、素晴らしいタイムを

たたき出してこられた要因は一体何だろう！がむしゃらにトレーニングをするのではなく目

的、目標を明確に立てそれに向かって今何をすべきか、例えばストレッチするにもいまどこ

の部分に負荷を与え、それがどう役立つか、食事もトレーニングメニューに沿ったものを摂

取、トレーニングも体調に合わせ独自なものを打ち立て長所を伸ばしながら短所にも目を向

けてのメニューを組まれ、やらされるトレーニングではなく自主的にあらゆる頭脳肉体を使

いながら自分のスタイルを通されているように思いました。練習総量も日本選手の 60～70％
程度でそして科学的トレーニング AT/LTをしっかり把握されての練習内容でした。 
又精神的にはトレーニング漬の毎日ではなく外交官としての仕事・トレーニングを上手く

コントロールされ、気分転換をはかりながら効率の良いトレーニング（ポイントを押さえた

トレーニング）を実施。ベストを引き出すための目標設定、レース結果にはその時のベスト

に満足感を持ち、上手くいかなかった時には何が悪かったのかを振り返ってみる。また常に

第 2 の人生設計をも念頭に置いたライフスタイルで、引退後のことも計画的に考えて無駄な
行動はしないランニングライフを続けてこられたという感想を持ちました。そして何より監

督でありコーチ、マネージャーであるご主人(山内成俊氏)の熱いサポート・二人三脚での行動
がこのような素晴らしい結果、記録を立てられた要因かと納得できる素晴らしい講演でした。 
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アミノバリューランニングクラブ	 

IN 北大阪１０周年記念パーテイ開催	 
山中鹿次（アミノ北大阪コーチ）  

	 

４月 20 日日曜日、アミノバリューランニングクラブ北大阪の 10 周年記念パーテイが大阪

学院大学で開催された。	 

お昼からいつものように神崎川河川敷をランニング。	 

この日は終始曇り空で走る

のには好適な条件。気持ちよく

汗を流した後で、午後３時過ぎ

から大学の地下の教室で、パー

テイを開始。	 

過去の名シーンの映像や

2014 年の主な活動日程を説明。	 

10 年一昔というものの、こ

の 10 年の間に奈良マラソンや

大阪マラソンの新設で、発足時

に 70 人ほどの受講登録者がほ

ぼ近年は倍増。	 

大所帯にはなったが、大学が

使え、写真のような好適なコ

ースが使えるのが、今更なが

ら有難い。	 

各種アトラクションなども

行われ、50 名の参加者はすっ

かり満喫させられた。	 

果たして今年はどのような

ご新規ランナーが増えるのか。

改めて気持ちを引き締め、ク

ラブを活性化していく所存で

ある。	 
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投   稿  
  

ネットの使えない人はレースに出られない？	 
－今やネット利用はレースの参加に必須アイテム－	 

 
龍谷大学   河合  美香  

 
近年のランニングブームは、ランニング関係者の一人としてとても嬉しい反面、加熱し過

ぎでは？と感じることが多々あります。その一つがレースの申込みです。 

過日、大都市を走るマラソンレースの他に、自然の中、また地元の温かい声援の中走るロ

ーカルなレースに魅力を感じ、参加申し込みにトライしました。日々、バタバタと過ごして

いるため、この時もレースの申し込みが締切りの間際になってしまったのは私の責任です。

それでも昨年同様にネットでの申し込みを試みて、初めて「定員に達したため、申し込み終

了」を経験しました。これまで申し込みができなかったことはなかったため、ショック。そ

してローカルな、そして小さな大会までネットの前で競争が起こっていることを実感し、驚

きました。今や、レースの参加出場権を得るのは、レースの途中にある関門突破や完走の前

にクリアしなくてはならない大きな関門になっているようです。 
数万人が大都市を走る都市型マラソンでは、各大会事務局が「初マラソン枠」、「女性枠」、

「グループ枠」などをつくり、大会の規模や地域の特性、歴史も加味し、試行錯誤しながら

エントリー方法を考え、尽力しているようです。ローカルな大会の開催地に人が集まり、一

方でその地域のランナー人口が増えたのであれば何よりかもしれません。スポーツのイベン

トは健康づくりや地域とのコミュニケーションの機会、また地域活性の大きなチャンスとな

りますから。 
一方で、ランナーの方はどうでしょうか。とりあえず「記念に」とゲーム感覚で都市型マ

ラソンのエントリー開始時にネットの前で待ち構える人、「見つからなければ」と他人の名を

借りて罪悪感もなくエントリーを試みる人、運よく出場権を得ても何のトレーニングもせず

にスタートし、結局、医療関係者のお世話になる人、、、。 

走りたい気持ちは理解できなくはないのですが、やはりスポーツはフェアプレー精神があ

ってこそ成り立つもの。そしてスポーツからこそ、正々堂々と走るフェアプレーの精神を学

びたいと思うのです。 

老若男女がおしゃれに、カッコよく、そして身近に取り組めるようになったランニング。

ランニングをしていない人がランナーをどう見て、どう評価しているでしょうか。今、ラン

ナーのランナーとしての真価が問われているのかもしれません。 
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連載   学校におけるランニング事情⑥  

中学校におけるジョギングの実践	 
岐阜聖徳学園大学   佐藤善人  

 
	 今回は中学校における実践について紹介したいと思います。中学校の保健体育では、体つ

くり運動に「持久走」が、陸上競技に「長距離走」が位置づいています。しかし、年間 105
時間という限られた授業時数の中で、保健も含めると 8つの領域の学習内容を計画的に実施
しなければいけない現状では、持久走と長距離走をともに実践することは難しいようです。

例えば、岐阜県の多くの中学校では、冬期に 6～8時間程度の長距離走を実施しています。も
ちろん優れた実践がある一方で、そうでない実践(くり返しタイムだけ測定する、ガンバリズ
ムの強調)が少なくないのは現実です。その結果、多くの生徒が長距離走に対して否定的な感
情を抱いています。 
	 こういった状況を変えたいという願いから、本学附属中学校 1年生 3学級(柴垣真紀教諭)
を対象として、7時間単元のジョギングの実践を行いました。他者との競争や自己のタイム
への挑戦ではなく、15分間程度継続して気持ちよく走ることを目的としました。具体的には、 

 

 
 
 

写真 1	 逆走してハイタッチ 写真２	 仲間と一緒にランニング 

写真４	 男女仲良く 写真３	 仲間に励ましてもらって 
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コース選択、音楽を聴きながら走る、膝への負担がない芝を走るといった工夫がなされまし 
た。仲間と会話しながら走ってもよいし、前時よりも距離を伸ばしたいという目標をもって

走ってもよいです。各自が、明確なめあてをもって走ることを指導しました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
単元の 後には、生徒から以下の感想が寄せられました。 

・シャトルランが 22回増えてうれしかった。同じペースで走ることができなかったので、こ
のことを次の目標にして頑張りたい。 

・学習を終えて、 初は走ることはちょっと嫌だったけど、走ることの楽しさを覚えたので、

今度からは走りたいと思います。 
・初めは嫌だったけど、体力が向上して、とても嬉しい気持ちで一杯です。 
・ 初はつらかったけど、だんだん慣れました。 後は初めより長く走れたのでよかったで

す。みんなとアドバイス、かけ声をすると楽しかったです。 
・だんだん走ることの気持ちよさが分かってきました。 
・自分のペースを見つけて、一定の速さで走れるようになりました。走るのが好きになりま

した。 
 
	 もちろん、まだ否定的な感想を述べる生徒もいましたが、ほとんどは実践に対して肯定的

な感想を述べていました。 
	 今回の実践の前後で、20mシャトルランテストと生徒の「態度」を測定しました。その結
果、20mシャトルランテストの結果は有意に向上しており、持久力の向上が示されました。
さらに快的感情は有意に向上し、不快的感情は有意に低下しており、生徒は今回の実践を通

してランニングに対して好意的な感情を抱いたことが分かりました。加えて、ランニングの

必要性についての意識(認知的成分)も向上したことが示されました。 
現在の子どもたちの持久的な能力は大きく低下していると言われています。日本スポーツ

少年団の調査では、現在の 11歳男子は 30年前の 11歳女子よりも持久力が低いことを示し
ています。こういった現状の中で、中学校において長距離走を実施するのはやや実態には合

っておらず、まずは楽しみながら持続して走ることを学ばせることの方が、生涯スポーツの

実践力を育成しようとする中学校の保健体育の目標達成にとって、より重要なのではないか

と思われます。 
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編集後記  
	 

河合美香	 

マラソンブームが加速する一方、2020 年東京五輪の開催が決まり、スポーツ関連組織では

選手強化、スポンサー獲得、イベントの開催など様々な準備が始まっていることと思います。

現在、著書「新国立競技場、何が問題か	 -オリンピックの 17 日間と神宮の杜の 100 年-」（槇

文彦,	 大野秀敏：平凡社、\1,512 税込）を読んでいます。五輪の開催によって環境が破壊さ

れる？スポーツと環境、歴史・・・。スポーツに関係する者として、広い視野から東京五輪

を考え、関わっていきたいと思います。	 

	 

佐藤善人  

昨シーズンは、10km(45 分)、ハーフ(1 時間 41 分)、フル(3 時間 38 分)と自己記録を更新
することができました。そして 3月のハーフマラソンでは、15年ぶりにライバルである妻よ
りも 30秒ほど先にゴールしました。充実したシーズンであったと言えます。そのリベンジに
燃える妻と、5月 18日に「ぎふ清流ハーフマラソン」に挑みます。 
河合美香先生の論考にありましたが、間もなく挑む「ぎふ清流ハーフマラソン」も開始か

ら 4 時間ほどでネット受付が終了したとのことです。マラソン大会を走るのは、なかなか難
しい時代を迎えています。ところが、ここで問題となるのは「ランニングに興味がある人」

です。 
私が研究対象としている学校期の体育･保健体育授業は必修であり、子どもは嫌いであって

も参加せざるを得ません。そしてその嫌いな種目の代表格が持久走･長距離走です。つまり学

校期は「ランニングに興味がない人」を生産していると言えます。授業づくりに焦点を当て

た研究を進めることで、少しでも多くの子どもがランニングに興味関心をもち、実践してく

れるようになればと願っています。 
とは言いつつも、その成果としてランニング愛好家が増えれば、さらにマラソン大会への

エントリーが難しくなるかもしれません。悩ましいところです(笑) 
	 

鈴木愛子  

３月２０，２１日と第２６回ランニング学会大会に参加。今回の大会テーマである「市民

マラソンからエリートマラソンまで」は市民ランナーにとって親しみやすい２日間の内容に

なったように思う。２６年近く学会参加の先生方の講義を通し知っていることが増え、そし

て自分のためになっていることは実感できる。 
学会大会に参加すると知識や情報が増えるだけでなく陸上競技をより好きになる自分に気

づく。誰にも平等な陸上競技参加の世の中を目指したいもの。今回の大会申込みについての

投稿は一考を要すると思う。 
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鳥井健次  

２６回学会大会は、多様な企画と魅力があふれた学会だったと思いました。舞台女優・人

村朱実さんによる朗読（南ヨーロッパジョギング事情）もこれまでにない企画で、驚かせら

れました。大会テーマに沿ったシンポジウムの企画もよかったし、「ランニングのための動き

作り」の実技が指導するうえで役立ったと思いました。 
話は変わりますが、『みんなのスポーツ』（全国スポーツ推進委員連合機関誌）５月号で伊

藤静夫副会長が「子供の成長とスポーツ～人類進化にたずねて考えてみる～」に執筆してい

ます。「人類の身体能力＝持久狩猟｣をもとに長距離走・持久走を考え直そうと提起していま

す。とても興味深い論文ですので、おすすめします。 
もうひとつ、河合先生も取り上げていた新国立競技場ですが、５月３１日（土）午後１時

半からエデュカス東京７階ホール（有楽町線麹町駅）で 2020オリンピック・パラリンピック
を考える都民の会と新日本スポーツ連盟が主催して、第 1 回提言討論会「競技施設建設計画
の現状と課題・対案」が開催されます。そのなかで「新国立競技場のあり方を考える」と「開

催時期の気象条件と選手・観客の安全を考える」（伊藤静夫日本体育協会スポーツ科学研究室

長）が入っています。興味ある方は参加してください。 
	 

山中鹿次  

学会大会が終わり、回顧しながら今後の論点になりそうなことをいくつか。藤田監督の「

近の日本選手は走りこみが足らない」の意見。野口みずき選手の「走った距離は裏切らない」

の名言もあり、35km の壁克服に、距離を踏む重要性はあるでしょうが、走りこむことは手段

であり、目的にすべきか、という点です。	 

	 ケニア選手は日本のトップ選手ほどは走りこんでいない。また走りこむことで故障が長期

化すれば元の木阿弥。月 1000km 走り半年棒に振るよりは、月に 800km にとどめ、毎月こなせ

た方がいい。走りこむとか、体重を落とすことはあくまで手段であり、それが目的になって

までやるべきではないと思います。	 

	 ところがどうしても手段と目的は何かと入れ替わりがちです。減量の結果、長期の間月経

が無いこともあり、市民ランナーでさえ「月 300km」のような数字にこだわるあまり、月末

に無理に走りこみ 300km に合わせようとして故障したり。	 

	 また地域活性化でフルマラソン開催にしても、経済効果を求めてばかりだと地元の人では

なく、県外参加をむしろ優先となり、本末転倒になります。こういう方法が有効という提示

以外に、これ以上やると手段自体が目的になり危険だという見極め。走ることにおいて上手

な「見極め」の必要を提言します	 

	 


