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Body fat estimation in children by body mas畠index(BMI) 

Shuichi KOMIYA事

Abs仕act

τ'hebody臨描S出改盟(BMl)of誠ipo.itysh四品d由説catethe rela租vefame.. of.u:旬開tsof difti出時heigh嶋田le.s

obesi勿 181組elfcoπ'el副edwith height.百1epractic泡1adv岨臨.gesofBMI醐 a盟 eas'l問。fobesity町eobvious. Bo血

body官'eight組dheight酷醐ily組d齢 cur混血Iy盟棚田吋官ithsimple e明理由阻t.We have a weight-height da幼醐

也ati8盟 uchlarg虹也組伽 anyoth町 indexof obesity. BMI has be間四d師団結4醐 a田.easureof obesity泊 chil金問

It is v田ycasy加 applyBMI to蜘 bjectswith any dcg向。 ofobesi弘蹴dit provides a measurc of主主祖国snot much lcss 

accurate也 組 sp田ializedlabo悶加'!y出ethods.

The p田poseof出isstudy w踊 todeterr盟 国ethe predictio忠明uationfor fat田ass(FM， kg) deter官rination盟

children using the reg隅 sionof也efat血醐 ind拡(FMJHt';見直，kg!m') on BMI {WtlHt'，駆的.Twoh皿 drOO出均四

也r出 children(98 boys and 135 g凶s)wi也 a富田 rang盟，gbe蜘臨2.4組d5.1 years par註c1pa岡田由188叫 y.Height 

and weightw田e盟問S田ed泊也es組ndardfashioD，阻dBMlw描 calculated企0盟 thesevalues. FM was dc加盟血edby

gender-sp時 i直cformulas，部叩吋ing拍 Lohman，involving weight and skinおIds，by bioelec凶帥1i加型付組問削a1ysis

(BIA) basOO on body dcnsity朋 d閣改定wa岡田e邸 ure:盟関施。fspec温cgr混vitぁ臨∞，rding師 Houl主.oop田 etal，and by 

BIAbasedon加胞1bodywaterσ'BW)悶e描斑'00f加盟 deu回加盟 oxide(D，O) dilution，郡印油ng加 M酪 udaet al. The 

ave開菖eof血eFMdet田租inOOby也ese由開@血e也odsw描踊k曲師be也eι廿00'va1ue for e叫 h盟 dividua1.

Regression of FMI on B阻 gavea correlation coe盛田開tofO.1，斜 forboys凶 0.865伽 girls.Multipl:四 gbo也

8idcs ofthese田野田sione司uationsby Ht' gives: 

FM， boys (kg) = (0.40畠BMI-3.937) Ht' 

FM， girls (kg)詰(白.462BMI -4.432) Hf. 

τ'he de'吋 紺onof the FM estima脂d台。田由.eBMI' fo闇 lula仕'Om也e~true' value w踊 not臨uchgrea胞T也組曲at

occ田口ngwh開 skinfolds植 dBIA based on body density or t剖a1body water were used as a basis for es街並ati包.gFM.

It is concluded 也at也eB~桓， formula is bo也 aco:町田lIentand reliable血也C泊.torofFM也 chil世間

KEY WORDS : body m描 sindex， fat IT瑚.ss，fat-rr瑚88index， children; skinfold measur，開閉祖，

bioel部首i曲 1impedsnce 

Introd租t組。盟

Obesity in children組 dadolescents h描 becomean 

increasing clinical aod public health c阻 cem.Obesity 

is the result of ex開 ssadipose tissue. Unfo抗出lately，

甘leaccu悶.te間 easur沼田entofto拘If滋賀 鴫ssre司Ul問 S

sophistica胞4組 do宜阻 e瓦pe田 ive血 ethods也athave 

治nitedapplicability也 theclinical settinι The most 

commonly used盟 easureof body co血positionis也e

body mass index (BMI)， wbich is body weight (kg) 

divided by hei草加 (m)s中縄問:d.百lisme拙 urewas蜘st

de8cribed by the盟 athe血 atici組 La皿bertAdolphe 

J出司U開 Quetelet1)，BM! is a na皿.eglve珪 laterby Keys 

et al.均.There即 6官 ell-knownIimitations regarding 

the use of BMI. For example， BM! is generally 

defined in adults as臨泊必xofobesiてytb.at is 1紅 gely
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independ開 tof height; however，出isproperty ofBMI 

in adults does盟ot監部essarilyhold柱 時 i旦 childr組 3)

Also，仰がtehighco問，latio田 be抑制B間 組dtoぬl

body fat mass (FM) and between BMI and percent 

body fat (%FM)，'.7l BMI is al80 correlated明 .thfat-

企ee曲拙s(FFM).') In childr担， these relatio唖ships

betwe闇 BMIand the FM and between BMI and也e

FFMof也ebody are釦rthercomplicated by v紅ymg

grow也暗闘組4血箆加ritylevels."') BMI leve1s among 

adul幅 拡ehigbly correl信組dwi出 %FM.弘12)However， 

associations amo且gchildren and adolescents have 

b田 nmore variable， and relatively weak co問 lations

have been repo巾 d盟 severalsubgroUpS.13.18) These 

weaker associatio且sa盟 ongchildren and adolcsc油脂

血 aybe attribu組Ible柏也easynchronous chan喜朗也針

。出世拙thelevels of FM組 dFFMd田祖.ggrow註1.0包

the other hand， the major shortc唱mingof BMI is that 

血e都 知alcomposition of the body盟 assis not tak盟

国給 account:excess body mass臨 aybe田 adeup 

either of adipose tissue or muscle hypertropl出y，both 

ofwhich官丑Ibejud畠edas ‘excess mass'. To開 solve

these issues， BMI c拙 beseparated into two indices 

a問。雌ngto FFM and FM. These 同 olnl必ces，knO'明1

酷也eぬt剛企ee醐 ssindex仰 MI;FFM， kglmう皿dfat 

臨錨sindex (FMI; FM， kglm2)明 arebo正hdisは融組d

adjusted for height. The potential advantage is that 

onlyαne 00血P抽出tofbody m描 s，i凶e.，FFM or FM， 

is related知世1eheight squ訂'ed.Cor闘id町担g也atBMI

is the問問。fFFMI十 FMI，間関町G踊 e(or a decrease) 

in BMI can be凶 cedto a rise (or a drop) in one or 

the other co盟 ponent，or in bo也.Furthermore，也e

BMI levels were閉 oreS'柱。nglyassociated明魚 FMI

(r=0.93-0.9η也 chil世間組dadults.皿，21)

The purpose of this study was to deter盟 inea 

p開 dictionequation for FM (kg)盟 childrenusing也e

relationship be同eenF~但組dBMI

Method 

Data from 233 healthy children ranging fro盟

2.4 to 5.1 years of age，泊cluding98 boys and 135 

girls selectcd企omthe ongoing FUKUOKA Body 

Composition Study (FBCS)， were used for these 

analyses. The procedures were explained 10 all 

parents. All P宙開tsgave their info口nedcons朗1.

Anthropomeなicdata were assessed for the height 

and weight of the childr曲 Heightwas measured to 

也en開，rest0.1 cm and官 eightwas measured to也e

nearest 0.5 k苫ona calib問，tedbalance-beam scale with 

subjects wearin喜Iight四 derwear.AlI組曲ropom紺 ic

me酪腕mentswere perおrmedby閥 .nedobservers， 

a問。，rding如 S匂nd訂d脂C知l1ques.

SkinfoJd thickness was determined to也e盟earest

0.2剖蹄 atthe right biceps，仕iceps，subscapular組 d

suprailiac sites， with a Harpenden skinfold caliper 

calibrated to ex出 aconstant press旧宮 of10 glmm2 

Fat mass (FM) was deter盟 inedby the age-and 

gender-specific for四.ulasaccord描 gto Loh盟組乱21)

Thcse involvc weight組 d註1CJog-位ansformcdsum of 

biceps，仕iceps，subscapnlar and suprailiac skinfolds 

forsubj開 ts同

FM (kg) = wcight市部 281D)-4.86)，官h討e(Iト'body

d田 sity).

D， boys匂プ冊。=1.1690 -O.0788*(log (卸曲。fおur

skinfolds)) 

D， girls (w旬。思1.2063-0.0型抑ベlog(sum offo官

自助命lds))

Fat free聞 ass(FFM) was calculated as the 

diff配盟関betwe閣官eightandFM

Measurement of whole-body bioimpedance in 

children has been described previously.22) The 

bioel即位ical四，pe也且出 analysis(BIA)盟 e錨 urem曲 ts

presented h町'ewere p町formedat a single frequency 

(50 kHz) (TP-95K， Toyo Physical， Fulruoka， Japan) 
with 0且epair of elec位odesap世mpriatelypl閣cedon 

the dorsal surfaces of the right hand組 da seco也d

pair of elec甘od郡 placedon出erigl悦 お01.23
)With出e

subjects lying in a supine positio民血easurements

were perfor血 edwhile the hands and feet were 

extended from命eside oftheな田武

百 ee司同世onused for children was based 0且 body

densi守 and胆 derwater血 easure盟組tsof specific 

gravity， as reported by Houtkooper et al.24
) The 

C唖uationprovidcs an cstimatc of perccnt body fat 

m拙 s(%FM) as follows: 

%巨M= (-1.11)句1;2/R + 1.04*wt十 /5.16，

where ht is the hcighl (cm)， wt is thc body wcight 

(kg)，阻 dR is the body' s r，開is臨時 (Q).FFM is也en

calculated as the differ，悶cebetwe叩 bodywei必t組 4

FM 
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The equation used for children was based on 

total body water (TBW) as determined by the 

deuterium oxide (D20) dilution technique25) and BIA 

measurement as previously described.26) The equation 

provides an estimate of TBW (kg) as follows: 

TBW (kg) = 0.149*(he/R) + 0.244*wt + 0.460*age 

+ 0.501 *sex (boy=l， girl= 0) + 1.628. 

FFM is then given by TBW/hydration ofFFM.27) FM 

was calculated as the difference between wt and FFM. 

Thus each individual had 3 estimates of FM: 

FM (S)=FM derived from measurements of 

skinfold thickness 

FM (D-BIA)= FM derived企oma measurement of 

density and BIA 

FM (W-BIA)= FM derived from a measurement of 

TBWandBIA 

The average of the estimates made by these three 

methods was taken to be the ‘true' value for each 

individual (FM， kg). 

Body mass index (BMI) was calculated as wt (kg)/ 

ht (m2). Similar to the standardization of weight for 

heighe in BMI， we standardized the two components 

of weight， FM and FFM， for heighe. These are FM/ 

he (kg/m2) and FFM/he (kg/m2);白atis， BMI = wtlhe 

= (FM + FFM) / he = FM/ht2 + FFM/he. 

Statistical analysis 

All statistical analyses (calculation of correlation 

and regression analyses， statistics) were performed 

using StatView， version J・5.0.The data are presented 

as mean values and standard deviation. One-way 

analysis of variance (ANOVA) was used to test for 

differences between gender groups. In addition to the 

standard procedure， for the assessment of agreement 

between a new method and the traditional method， 

a Bland and Altman ploe8) was used to compare the 

difference between the two methods with the mean 

values. 

Results 

There were 233 subjects， 98 boys and 135 gir1s. 

Both boys and gir1s were similar in mean age， height， 

body weight and BMI. The gir1s in the sample had 

greater sums ofthe four skinfolds (p<0.001) than the 

boys (Table 1). 

Table 1. Characteristics of出echildren 

Age (y同町)

Height (cm) 

、iVeight(kg) 

BMI(kg々n')

Mean ::t sd (range) 

Boys (.=98) Girls (.=135) 

3.9:1:凪7(2.4 -5.1) 3_9:1:0.7 (2.4 -5.1) 

99.0:1:6ι(82.3 -115.0) 98.2 :1:5.8 (83.6 -112.0) 

15.23士2.09(10.10 -20.60) 15.03士2.07(10.5唖ー21.25)

15.5:1:仏9(13.5 -17.4) 15.6土1.1(13.5 -18.3) 

Sum of four skinfolds (mm) 29.9土5.5(20.8 -43.9) 34.5土7.7(18.9 -56.2)*** 

BMIニbo砂 massindex; Sum ojメourskiゆ ldsニbiceps+ suprailiacal + 
subscapular kinfold thickness; Gender difJerences were analysed by 
ANO悶;材ゃく0.001.

The mean values for estimates of FM by the three 

methods are set out in Table 2. The F民1:tended to be 

greater in gir1s， while %FM calculated from TBW 

measurements and BIA were increased in gir1s. 

Table 2. Estimates of body fat in children by methods based on 
skinfold thickness(FM-S)， bioelectrical impedance analysis(FM-
BIA)， total body water(TBW)from deuterium oxide dilution 
method and BIA(FM-TBW). 

Bodyfat 
mean 士sd(range)

Boys (n=9の Girls印=135)

FM-S (%) 15.3::t 3.0 (9.7 -21.9) 15.8::t 4.2 (6.9 -25.9) 

FM-S (kg) 2.34土 0.61(1.34 -3.91) 2.41土0.84(0.73 -5.27) 

FM-BIA(%) 14.9士1.7 (10.4 -18.3) 15.7::t 1.5 (11.0 -19.1)*** 

FM-BIA (kg) 2.26::t 0.33 (1.57・3.23) 2.35士0.35(1.40 -3.49) 

FM-TBW (%) 16.1::t 4.4 (3.4 -24.1) 21.2::t 3.9 (9.0 -31.1)*会*

FM-TBW(kg) 2.49土 0.86(0.41 -4.21) 3.22::t 0.88 (1.01・5.68)**.

Gender difJerenc四 we陀 analysedby ANO悶.**ヤ<0.001

As shown in Table 3， in both genders significant 

relationships (pく0.001)were observed between the 

FM values derived using skinfold (S)， D-BIA， and 

W-BIA on the one hand and the value derived丘om

the mean ofthe three methods on the other. 

Table 3. Pearson correlation analysis between FM-S， FM-BIA， 
and FM-TBW and the value deriv巴d仕om仕1巴meanof the th陀巴

methods (FM). (ωlumnh四日isboys， row heads gi出)

FM-S FM・BIA FM・TBW FM 

FM・S

FM-BIA .774 

FM-TBW .776 

FM .925 

.775 

.910 

.928 

.774 

.889 

.953 

.907 

.928 

.963 
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The correlation of BMI with height， body weight， 

FM， and %FM by gender is presented in Table 4. 

There were no statistically significant differences 

between BMI and height in either gender. BMI was 

significant1y and positively correlated with body 

weight， FM， and %FM in each gender group. 

Table 4. Corr巴lationco巴fficientsbetwe巴nbody mass index 
(BMI) and h巴ight，weight， fat mass (FM)， and p巴rcentageof fat 
(%FM). 

Boys 

Girls 

Height Weight FM ~姐M

.122 .297会 .587会** .615*** 

.022 .485*** .741*** .716女**

Significant difJerent from zero，ラ<0，05，**ラ<0，001

There was a significant linear correlation between 

FMI and BMI in both boys (r=0.744， p<O.OOl) and 

girls (r=0.865， pく0.001)(Figure 1). Regression of 

FMlHe on WtlHe (BMI) yielded lines with relatively 

similar slopes of 0.408 for boys and 0.462 for gir1s. 

5.0 4.5 

o Boys 
4.5 

y-O.408x・3.937r -0. 744 4.01 y-O..t62x・4.432r且 0.865

4.' 3.5 

EM 
E;:ld時子 120! の・・・・
1.5~~ 0";:' u 11.51 、
1.0+1 -.，--，...-，--，---，-.，-.....，...-， ι1.0 
13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15，5 16.0 1ι5 17.0 17.5 18.0 

RMI{kg/ni) 

Figure 1. Correlation b巴tweenBMI and fat-fr巴巴 massindex 
(FMI) in children aged 2.4-5.1 y. Boys (pピ0.001)and girls 
(pぐα001)

The mean values of the estimates of body fat (FM， 

kg) based on BMI and the values derived from the 

mean skinfolds (S)， D-BIA， and W-BIA are set out in 

Table 5. The mean values of the FM estimates based 

on BMI were very similar to the mean values of the 

estimates ofthe three methods (2.34 VS. 2.36 for boys 

and 2.66 VS. 2.66 for gir1s). The mean differences 

between the FM based on BMI and the FM obtained 

as the mean value of these three methods were 0.023 

kg for boys and -0.001 kg for gir1s. 

Table 5. Estimates of body fat in children by巴quationbased 
on body mass index (FM-BMI). The di百eren田 isexpressed as a 
deviation from the value derived from出reemethods (FM). 

Boys (n=98) Girls (n=135) 

FM-B川 1(匂) 2.34 :t0.45 2.66士0.58

FM(kg) 2.36:t0.56 2.66:t0.64 

Deviation from FM (勾) 0.023土0.303 ・0.001土0.276

Figure 2 shows the difference between the FM 

based on BMI and the FM obtained using the mean 

values of these three methods plotted against the their 

means of these differences. The limits of agreement (-2 

to +2 SD ofthe difference) were -0.58 to +0.63 kg for 

boys and -0.55 to +0.55 kg for gir1s. 

;11B町os

aa叶。内 β 品，...oCbO of;Q 0 ;C:Ek，a <X"， '<:恥，，:""0 .....0 9 

M鑓 n+2sd

t:1 02 2 。fZきてojo 附%;;1 ユ》げ M組 n-200 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Averag.同Fち1:by two methods. kg 

1.5 

宅 I Girls 

i 1 

~ 0.51 •• ... iI:¥.s:_ _ | ・‘ぷ昌弘‘.e ・，・， .e 
~ 0十.....\.~Rt:......._.:.
旦 l ・. ~ ，-. .r....~喧・ 98.5 " 
~-0.51- • ..--"'-.. - 1M悶''''
昼 -1 .・

u u w ~ u u u u 
Average FM by two methods，kg 

Figure 2. Difference against mean for FM data. 

Discussion 

BMI has been recommended as an appropriate 

measure of adiposity for use in the c1inical setting. It 

is an attractive measure because it is relative1y easy 

to obtain in a variety of settings and is reliable. The 

main criticism made of BMI as a measure of adiposity 

is that this index should be totally independent of 

height.29) The present study found that the correlations 

between BMI and height were generally not as high 

as the correlations between BMI and both FM and 

%FM (for boys， r=0.122; for gir1s， r=0.022). On 

the other hand， several studies have reported a good 

correlation between BMI and fatness in childhood.7， 

16，30) The sex-specific correlations of B孔1]with FM 

and %FM were moderate (r=587 -r=741， p<O.OOl) 

in the present study. The s佐engthof the associations 
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betwe開 BMI組 dbo廿1FM and %FM indicates白lat

BM1 i8 a suitable measure of adiposity 

Thep田poseof the present stody was to establish a 

開 asonableprediction e司uation明白 which加 esti盟 ate

FMf加盟 BMIin child:悶1.Thc major shortcoming of 

BMI is也atthe ac知alco血 posi世onofbody血 assis 

not taken into郁 問 問1t.However， BM1 represents an 

l凶 蹴 ofweight that has bcen normalized for height. 

unce weight h出 b時 nnormalized in也.isway， it c岨

be divided加toFFM臨 dFM:

BM1 = Wtl Ht' = FFM I Ht' + FM IHt' 

These two indices have been ter盟 edthe fat-

合ee臨 assindex (FFMI)昭 dfat-臨 assindex (FMI)， 

respectively.19) BMI was st即時Iyassociated with 

F弘主工

In出18S知dy，regressi佃 ofFMlHt'σ島町 onWtI 

Ht' (BM1) amon菖boysg声明白eformula: FMlHt' = 

0.408W低It'-3.937， wi也 ac四rrelationcoe鐙cientof 

o圃744圃 Asinlilar出国.lys腿 ofthe data for girls gives: 

FMIHt'話 0.462WぜHt'-4.432， with a correlation 

coe伍ci悶 tof 0.865. Multiply也gbo也 sidesof these 

eq闘討onsby Ht' giv，札

FM=(0.408Wほぜ 3.937) Ht'， for boys 

FM = (0.462WtlHt' -4.432) Ht'， for girls. 

A high correlation and a s臨 alldifference were 

found between FM as determined us拍車 BMIand 

the average of the FM values det世田.inedby three 

臨 ethods，which was taken to be the 'true' value for 

each individual. This equa白on描 veryeasy to apply 

to childr組問.th組ydegree of obesity，組dprovides 

腿 estInlateof FM白紙 isnot much less accurate th組

that obtained by special四edlabora加>rymethods‘

It is concluded that the BMI' formula is both a 

conv悶 ientand reliable indicator of body fat盟 ass也

childr四.
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女子長距離農選手の輔重量購圧受容器一心臓圧度前応答

佐川書祭子1)森川書人1)

Carotid baroreceptor-cardiac responsiveness in female 
long distance runners 

Sueko SAGAWA 1) and Hisatoshi MORIKAWA 1) 

Absiract 

There are evidences suggesting that endurance-trained athle!es (RT) fail to maintain blood pressure 

responses to gravitational challenges such as head巴uptilt， standing， or lower hody negative pressure. 

The purpose of the present study was to examine whether gravitational intolerance in ET was due to 

a blunted carotid baroreceptor-cardiac responsiveness. Eight ET females (Ion自distancerunners， 

18AtO.2 y.o.) and seven endurance.untrained fe血 ales(UT 20AtO.9 y.o.) participated in the experiment. 

Carotid baroreceptor-cardiac responses were estimated by using a neck chamber.宜-Rintervals were 

plotted against carotid distending pressures and the response was analyzed by applying a four-parameter 

sigmoidal logistic fimction. The maximaI gain of the curve in ET group was greater (P<O.日5)than that of 

UT group， indicating increased barorefIex sensitivity. The centering point of the curve， an indicator of 

the operating point， was identical. There was a significant correlation hetween maximaI O2 consumption 

and maxi皿 aIgain (r=0.693， P<0.005). These resuIts may sug富estthat attenuated barorefIex control of 

the heart rate in ET is not responsible for the mechanisms of the gravitational intolerance 

KEY制ORDS: endurance“trained athletes， carotid baroreceplors， neck chamber， 

barorefIex sensitivity 

L はじめに

ヒトfJ!座位あるいは臥位から急に立ちょがると蚤)J

の影響で血液がド半身に移動するため，血圧が一時的

に低下する.心肺圧受容器および動脈圧受容器は血管

獲の伸展度の低下を感知し，求心性インパルスの発射

頻度が低下する.この情報は延髄の心臓血管運動中枢

に伝わり，ことから末梢血管抵抗の増大および心拍数

と心収縮力を増大する方向へ遠心性情報を発し，血圧

は元に戻される.とれら一連の反応は血圧反射といわ

1)九州共立入学スポ」ア学部

れるもので，姿勢変換時の血圧低下を防御する機構

であり，正常では過度に血圧が低下して失神を起と

すことはない.ところが持久性運動鍛錬者は臥位か

ら立位への姿勢変換や下半身陰圧負荷 (lowerbody 

negative pressure. LBNP)に対する中心血液量低下

に対する耐性が低く，血圧調節機能の減弱が報告され

ている。一4l

この原因について，先行研究では心拍の圧反射感受

性の低下山)6) 7}や圧反射による血管抵抗増大反応の鈍

磨2)的の可能性が指摘されている.とれらの研究は男

1) Kyus刊 KyoritsuUniversity Faculty of Sports Sci阻出
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性運動鍛錬者についての知見が多く，女性運動鍛錬者

のLBNP耐性は非鍛錬者と差がないという報告もある

9)10) 著者等11)は先行研究で女性長距離走者のLBNP

耐性は非運動鍛錬者に比べ明らかに低下していること

を報告した.この原因として，非鍛錬者に比べて彼女

たちの有意な下肢コンブライアンスの増大がLBNP中

の下半身への血液貯留量を増大し，静脈環流量を減少

させてLBNP負荷時の失神前兆候の出現率を増加させ

た可能性を指摘した.しかし，心拍の圧反射感受性に

ついては検討されていなかったそこで本研究は持久

性運動鍛錬者のLBNP耐性低下に心拍の圧反射感受

性の低下が関与しているか否かを検討する目的で，女

子長距離走選手を被験者にして頚動脈圧受容器一心臓

圧反射応答を調べた.

2. 方法

被験者

持久性運動鍛錬者の被験者として 5......6年間，長

距離走トレーニングを行っている8名の体育女子学生

と，対照として特に定期的な運動をしていない7名の

女子医学生が実験に参加した.長距離走の被験者は1

週間に90-120km走行している.それぞれの被験者

に実験内容について十分な説明を行い，同意書を得た.

なお本研究は産業医科大学研究倫理委員会の承認を得

て実施した.

実験1.身体組成と最大酸素摂取量の測定

それぞれの被験者について，頚動脈圧反射テ

ストの少なくとも3日前に自転車エルゴメーター

(Ergomedic. model 818E. Monark. Sweden) を用

いて負荷漸増法による最大酸素消費量を測定した.呼

気ガスはガス質量分析計 (ModelRL-600. Westron. 

Chiba Japan) を用いて分析した.体組成分析計

(EM-Scan. model HA-2. Springfield. IL) によって

総体脂肪率を求めた.すべての実験は室温22t. 相

対湿度60%に制御された人工気候室で行った.

実験2. 頚動脈圧受容器反射の測定

頚動脈圧受容器反射の測定は. Eckberg等12) と

Sprenkle等同の方法に従い，先行研究凶と同様な手

技で測定した.被験者を仰臥安静にさせて，頚動脈を

外部から圧迫または吸引できるネックチャンパーを頚

部に装着した.心拍の呼吸変動を避けるために機能的

残気量のレベルで呼吸を止め，ネックチャンパーの

圧力を+30mmHgから 50 mmHgまで1心拍ごとに

10 mmHgずつ変化させ，このときのR-R間隔をコン

ビューターに取り込んだ.ネックチャンバーの圧力

は心電図のR波でトリガーがかかるようにコンビュー

ター制御されている. 1......2分間呼吸が安定するのを

待って8......10回測定を繰り返し，平均値を解析に用い

た.

解析

ベースラインの血圧を自動血圧計(UA-751;Takeda

Medical. Tokyo. Japan)で測定し，このときの平均

動脈圧からネックチャンパーの圧力を減じて頚動脈洞

にかかる圧力をcarotiddistending pressure (CDP) 

とした.平均動脈圧は拡張期血圧+1/3脈圧で求めた.

この圧力に対してR-R間隔をプロットするとS字状曲

線を示すので， R-R間隔の圧応答曲線はKent等同に

よって報告されている以下の式でフィットさせること

ができる.

R-R間隔=A1X {1 +e[A2(CDP-A3)]}一I+A4

ここで， A1はR-R間隔の最大反応幅， A2はS字状

曲線のスロープを決定する係数 A3はこのカーブの

中心点におけるCDP，A4は最小R-R間隔である.さ

らにこの曲線の最大ゲインは次式で与えられる.

最大ゲイン=A1XA2/4

1100 

~ 1080 1 Slope. A2 

~ 1060 
仇 1040-l ，，( I A1 

21020 

21000 / I A3 
巴 980 
区

960 
~ 
40 60 80 100 120 140 

Carotid distending pressure， mmHg 

Fig 1. Typical sigmoidal regression curve fit to data obtained 
仕om1 subject. 

以上のようなパラメーターを求め，両群の圧応答曲

線を解析した.図 1は上記の式を用いてカーブフイツ

ティングさせた圧反射応答曲線の 1例である.
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統計解析

対応のないStudent's tテストを用いて運動鍛錬者

と非鍛錬者の測定結果を比較し. P< 0.05を有意と判

定した.データは平均値:tS.E.で示した.

3.結果

Table 1. Characteristics of the subject 

N AIJe Height Body Body白書 V02w・ Resting
w・ght HR 

(y.o.) (cm) 旬} 開 (mlfminl句}恒国sfmin)

U畑町出 7 2O.-tiO.9叩牡1.8 55.1:1:1.6 25.6::1:1.1 31.8剖 2 町血3.5

T閣n困 8 18.4:1:0.2 1田島1.4 田8%1.2叩.4:1:1.0・43.9:1:1.5"田.4:1:1.6'"

Values are means::l:SE. ヘP<O.05咽.un位置rinedsubjec箇.

表1に被験者の身体特徴を示した.身長や体重は両

群で差が認められなかったが，長距離選手の体脂肪

率は非鍛錬者に比べて有意に低値であった (P<O.05)

長距離選手は最大酸素摂取量が非鍛錬者より高く

(P<0.05). 安静時の心拍数は有意に低値 (P<0.05)

で，持久性運動のトレーニング効果が認められた

1300 

E B m 1200 

話.E0 z 4 1100 

.~ 1000 

E E 

Untrain叶什
900 7了 了 TT 

800 

40 60 80 100 120 140 

Carotid distendlng pressure. mmHg 

Fig.2. Baro回 E田 responsecurve. O. un位'ainedsubjec箇，・，
endurance-trained subjects 

頚動脈洞 心臓圧反射応答を先に述べたKentの式

を用いてカーブフィッティングした(図 2).図から

明らかなように長距離選手の圧応答曲線は非鍛錬者よ

り上方にシフトし，また曲線のスロープが急峻で単な

る上方への平行移動ではないことが判る.とのような

応答曲線はそれぞれのパラメーターを分析することで

その特徴が明らかになる.表2に示したように，長距

Table 2. Logistic model parameters describing carotid sinus 
cardiac barorefl田 E田:po田 e

A， A， A， A4 MIDι，，，， 
(円富田) (mmHg) (IT¥SI!開:) (m胆副nmHg)

u，岡山岡 間四9 .四0.023 田 7:t4.9 四回2 3.71副首

Traln.d 2昌也44.9* 0.145土O田1 輔@ま:5.5 1044.7:t45.3* 7割剖..・

V副U田 a町 means::I:SE.・.P<O.05 VS. untrained subjects. 

離選手は非鍛錬者に比べてA，.つまり最大反応幅が

有意に大 (P<0.05) であった.これは心拍数の増減

によって血圧の変動を抑えようとするbuffercapacity 

が大きいことを意味している 運動鍛錬者は圧応答曲

線の最大ゲインは非鍛錬者より有意に大で (P<0.05).

血圧変動に対する心拍変動の感受性が高いことを示し

ている 長距離選手における最小R-R間隔 (A.) の

有意な増大は安静時の心拍数が非鍛錬者より低いとと

を反映している.一方A3' 即ち曲線の中心点は両群

で差がなく，圧応答曲線の水平方向へのシフトがない

ととから長距醗選手の頚動脈一心臓圧反射応答のリ

セッティングは起きていないことを示唆している.

16 • 
r=O.693 (P<O.005) 

E12 

l 10↓ • • E 
8 

E 偲 • 。， 6 O • 
E 問E 伺K 

O O 

4 • O • • 2 。
。

。
25 30 35 40 45 50 55 

VQ2 max， ml/minlkg 

Fig. 3. Relationship between ma盟国10:可 E四回目umpti叩
and maximal baroreflex gain. O. untrained subjects; •• 
endurance-trained subjects. 

全ての被験者について最大酸素摂取量に対して最大

ゲインをプロットすると(図3)両者の聞には有意な

正相闘が認められた(r=0.693.P<0.005). 即ち，持久

性運動能力が優れている程，頚動脈一心臓圧反射応答

の感受性が高いととが判明した.

4 考察

本研究は女性持久性運動鍛錬者の頚動脈圧受容器



10 佐JII 欝素子他

心機圧反射応答の感受性は非鍛錬者に比べて有意

(P<O.05) に増大していることを明らかにした幽本

研究結果は若い男性の頚動脈圧受容器一心臓圧反射応

答を調べたBarney等国の報告と一致した.これらの

結果から，性差にかかわらず，持久性運動鍛錬者の頚

動脈一心臓圧反射感受性は増強すると考えられる.一

方， Halliwill等1η は特に運動鍛錬を行っていない若

い男女に，最大酸素摂取量の60%の強度の自転車ヱ

ルゴメーター運動をおとなった後にネックチャンパー

法で頚動脈一心臓圧受容器テストを行い，運動後に庄

反射感受性が有意に増大したと報告しており，運動ぞ

れ自体が頚動脈圧受容器の心臓圧反射感受性を増強さ

せる可能性がある.

これに対し， Shi等"はフェニレフリン注入によっ

て血圧を上昇させながら頚部をネックチャンパーで加

圧し，頚動脈圧受容器が作動しないようにして大動脈

圧受容器の心拍圧反射感受性を検討した結果，運動鍛

錬者で有意に低下したと報告した.本実験で用いた

ネックチャンパー法は非侵襲的に頚動脈正受容器反射

を評価する方法でありg 大動目制王受容器については測

定されていないので，両研究を比較するのは困難であ

る.

表1で示したように持久性運動鍛錬により除脈が起

きるa この除脈は運動鍛錬による心臓収縮力の増大と

心臓副交感神経の充進によって起きると考えられてお

り同一叫，長距離選手の庄反射感受性が非鍛錬者より

高い理由の 1っとしてベースラインの心臓部交感枠経

允進の可能性が考えられる幅ネックチャンパ一法によ

る頚動脈庄受容器反射は心拍数を制御する自俸神経の

うち，主1::副交感神経成分の働きをみているので叫'

運動鍛錬者は冗進した副交感神経活動によって非鍛錬

者よりもダイナミックに反応した可能性が考えられる.

今回の結果は，運動鍛錬者では心拍出量を維持する

ために心拍数を増加させる頚動脈の圧反射感受性は決

して減弱しているのではなく，むしろ血圧低下に対

し，ダイナミックに高い感受性をもって反応すること

が判明した.仮にShi等，)の報告の通り，大動脈の圧

受容器の感受性が運動鍛錬によって減弱していたとし

ても，頚動脈の圧受容器の充進によって相殺され，心

拍の圧反射感受性の変動自体が持久性運動鍛錬者の

姿勢返変換時耐性に大きく関与しているようには見え

ない.我々は先行研究において女性持久性運動鍛錬

者と非鍛錬者にGから-60m血 Hgまでそれぞれ3分間

ずつ連続してLBNP負荷を与え，この聞の失神前徴候

発現率が運動鍛錬者で有意に高値(65.4%vs. 34.8%， 

P<O.05)であることを観察し，とのLBNP耐性低下の一

閃として彼女たちの下肢コンブライアンスの増大を指

摘したω 一方， LBNP中の末梢血管抵抗増加反応や

血管収績に関与するホルモンおよび液性物質(1，ゾブ

レッシン，ノルアドレナリン，レニン)の分泌量には

遼動鍛錬者と非鍛錬者で差を認めなかった とれらの

実験結果と本研究結果を総合すると，京子持久性運動

鍛錬者のLBNP耐性低門ま，運動鍛錬によって下肢静

脈の伸展性が増加し，下半身への血液貯留量が増大す

る結果，静脈環流量が顕著に低下することが大きな原

因で，血圧反射の感受性低下によるものとは考えにく

い.運動鍛錬者の心臓圧反射感受性は摺加しているも

のの，心拍数の増加だけで心拍出量を増やすには限界

があり 1回心拍出量を適切に維持できなければ失神

を防ぐのは困難であると考えられる.

以上から，女子持久性運動鍛錬者の頚動脈圧受容器

心臓圧反射応答の感受性は非鍛錬者に比べて有意

(P<O.05)に大であり，最大酸素摂取量と圧反射感

受性との聞に有意な (p<O.∞5)正の相関が認められ

た.しかし，血圧反射のリセッティングは起きていな

いことが判明した.
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大学生スポーツ選手の輔上鮪の囲有鰯力指数
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Specific ten昌ionindex of supraspinatus in collegiate athlete 

Shin HASEGAWAI)， Kyotaro FUNATSUI)， and Kiyoshi NAKAZAT01
) 

Abstract 

The purpose of出isstudy was to investigate shoulder abduction tor司ue，cross-sectional area (CSA)， 

and specific tension of supraspinatus in colle自iateathlete groups. Forty-five male collegiate athletes 

participated in this study. Sboulder abduction torque and cross-sectional area of supraspinatus were 

measured in basebal! pitcher group (PG， n~g) ， basebal! fielder昌roup(FG， n~9) ， javelin thrower group 

(TG， n~9) ， sprinler group (SG， n~9) ， and gymnas!ic group (GG， n~9). Isokinetic and isometric shoulder 

ahduction torque were measured by isokinetic dyna田 ometer(Cybex NORM，CMSI solutions). Cross. 

sectional image of supraspinatus was obtained with a B-mode ultrasound apparatus (SSD-900，Aloka). 

CSA of supraspinatus was calculatcd using image analysis softwarc by tracing the outline of muscle. 

Specifc tension of supraspinatus was calculated by dividing shoulder abduction torque with CSA. ln the 

comparison of both shoulders， there was not a signi担cantdifference in shoulder abduction torque， cross-

sectional area， and specific tension in all athlete groups. In the comparison between athlete groups， TG 

had significantly greater isokinetic shoulder abduction tor司uethan PG (p<O.05)‘Cross-sectional area 

of supraspinatus was a significantly greater in TG than PG， FG， and GG (p<O.05). But specific tension 

of supraspinatus was not significantly different amon自 allathlete groups. These result showed that 

collegiate athletes have a regular value in specific tension of supraspinatus. Shoulder abduction torque 

was depended on CSA of supraspinatus. 

KEY WORDS : specific tension， supraspinatus， collegiate athlete 

1園緒言

車車 k筋は肩関節のli'il旋筋踏板を構成する筋の 1つで

あり，その機能や形態については肩関節障害予防の観

点から多くの研究が行なわれている.

形態学的な研究においては，視診1，2)や，超音波法

制 MR法閣を用いて筋厚や筋断面積，筋体積を指標

とした研究が行なわれてきた.投球など片側優位に肩

1 )九州共立大学スポーツ学部

関節を使用するスポーツ選手を対象とした研究では，

肩関節に障害を持たない選手の場合，利き腕覗~に優位

性{筋肥大)がみられるとする報告3-5)と優位性はみ

られないとする報告6-S}が見られるが，利き腕側が非

利き腕側を下回るとするものは見られない.一方，肩

関節障害のある選手の場合は，利き腕側の藤 t筋に筋

委縮が生じる場合もあるととが報告されているl，2，6，)

また，機能的な側面から肩関節の外転筋力を測定し

1) K刊 shuKyoritsu Unive悶ityFa叩 l守 ofSports Science 
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た研究では，肩関節に障害を持たないプロ野球選手の

場合，投球側と非投球側の聞に差が見られないことや

9-11) 肩痛やインピンジメントテスト陽性者の場合に

は，肩甲平面上において肩関節を外転させる耕上筋筋

力テスト (Supraspinatustest)において投球側の筋

力低下が示されるととなどが報告されている11)

これらの研究から，肩関節に障害を持つスポーツ選

手では利き腕側の赫上筋が形態，機能ともに低下する

傾向が見られるのに対し，健常な選手の場合，形態，

機能の両面において両側がほぼ同等の値を示すことが

示唆されている.しかし，航上筋に関する研究の多く

は形態と機能の面から独立して行われており，腕上筋

の筋量と筋力の関係についてはいまだ明らかではない.

ヒトの骨格筋における筋断面積と対応する筋力との関

係については，単位断面積あたりの発揮筋力を示す

固有筋力を指標とした研究がみられ，肘関節屈筋群国，

膝関節伸筋群14-17) 膝関節屈筋群同，足関節底屈筋群

17)足闘節背屈筋群日}において筋の種類，年齢や性別，

トレーニング効果などの影響が検討されている.肩関

節の外転筋力は頼上筋の機能だけではなく，三角筋の

機能も同時に含んだ指標であると考えられるが，外転

筋力や赫上筋テストに見られる腕上筋筋力が腕上筋の

機能評価に用いられてきたととを考えると，外転筋力

と赫上筋断面積の闘係から求めた指数は，赫上筋の質

的特性を示す指標と考えることができる.そこで，本

研究では肩関節障害の既往のない大学生スポーツ選手

Table 1. Subject characteristics. 

n Age(yr) 

PG 9 19.8士1.3

FG 9 20.2土1.6

TG 9 19.2士1.5

RG 9 19.6士1.1

GG 9 19.1士1.1

Mean:tSD. 

を対象に腕上筋の固有筋力指数を求め，その競技特性

と投動作が赫上筋の固有筋力指数に及ぼす影響につい

て検討するととを目的とした

2 方法

， )被験者

被験者は肩関節障害の既往のない大学生スポーツ選

手45名であり，肩を片側優位に使用する野球投手群

(PG) 9名，野球野手群 (FG)9名，陸上競技投榔群

(TG) 9名，片側優位に使用しない陸上競技短距離群

(RG) 9名，体操競技群 (GC)9名である.各グルー

プの年齢，身体特性はTablelに示す通りである.全

ての被験者には本研究の趣旨，安全性について十分に

説明し，実験参加の同意を得た.

2)肩関節外転トルクの測定

本研究では耕上筋の機能を評価する目的で，肩関節

外転トルクの測定を行なった 測定には等速性ダイナ

モメーター (CybexNORM.CSMI solutions)を用い，

肩関節外転0度から90度までの可動域において角速度

180deg!secの条件で5回の等速性トルクの祖n定を行な

い. 5回ピークトルクの平均値を分析に用いた.

また，肩関節45度外転位において5秒間の等尺性外

転トルクの測定を行い，連続する1秒間の最大値を分

析に用いた.

Height(cm) 恥 ight(kg) LBM(kg) 

177.8土4.7 73.2士6.2 63.3土4.5

172.7'"".4 69.2土6.6 61.3土4.1

173.7.土6.7 78.6士8.8 67.1土7.4

168.0土5.0 60.1士5.1 54.3土3.7

169.3土5.9 61.7士5.3 56.6土4.8

LBM: lean body mass， PG: pitchers 自~oup. FG: fielders group， TG: throwers group， 
RG: runne問 group.GG: gymnastics group 

3)解剖学的筋断面積

藤上筋の筋断面積は7.5MHzの探触子を使用して，

Bモード超音波診断装置 (SSD-900.Aloka)により測

定した.被験者は椅子に座らせ，上肢を下垂した状態

で肩関節中間位をとらせた.撮像はKatayoseらの方

法山.)に準じて肩甲車車の中央部において肩甲般に対す

る垂線よりプローブを外側へ傾けた位置で描出し，赫

上筋の横径が最短となる画像を分析に用いた (Fig.l)

筋断面積の算出には記録された画像をコンビューター

に取り込み，画像解析ソフト (Scionimage. Scion 

corporation)を用いて筋の輪郭をトレースするとと

により，その面積を算出した (Fig.2)
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4)固有筋力指数

本研究では肩関節外転トルクを肩関節の関節中心か

ら力点となるグリップまでの距障(アーム長)で除し

た値を肩関節外転筋力とし，肩関節外転筋力を筋断面

積で除した値を腕上筋の固有筋力指数とした.

固有酎力措置制lcmZ)
=世下転トルク(NmJ/アーム長[mJ)/胴上簡断面積 (cm~
=外転簡カ (N)/輔上簡断面積 (cm2J

5)統計処理

εlaviclc spinc of scapula 

supraspinatus 

7一一
日.g.2UltrasOlmd皿 ageof sup四 spiI盟国S皿uscle

3 結果

1)肩関節外転トル。
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データはいずれも平均値±標準偏差で示した 競技

種目問の比較では利き腕側のみを比較の対象とした

競技種目聞の比較，利き腕側と非利き腕側の比較には，

競技種目，利き腕を要因とした二元阻置の分散分析を

行い.有意性が認められたときにはFisher's PLSD法

による多重比較を行なった.いずれも統計的有意水準

は5%未満とした.

肩関節外転トルクの結果をTable2に示した 各競

技種目における両側の比較では，等尺性トルク，等速

性トルクともに差は見られなかった また，競技種目

聞の比較では，等速性トルクにおいて42.8:t12.2Nm 

の投榔群が31.7:t6.3Nmの投手群に対して有意に高い

値を示した (0<0.05)

Table 2. Comparison of shouldl町 abduc位。n佃rque.

Iso血 e阻 c加mue(Nm) Isokinetic torque(N血〕

Group 
DOM NDOM DOM 

PG 34.7土12.3 36.6土10.6 31.7土 6.3

FG 39.7009.4 43.9土8.8 33.10014.5 

TG 43.8土12.3 49.9土14.5 42.8土12.2

RG 34.9土10.7 40.4土11.9 33.5土 7.3

GG 36.6土 8.9 42.6土11.1 33.9土 8.7

Mean:l::SD. DOM: dominant side， NDOM: nondominant side 
PG: pitche目 group.FG: delde:国 group，TG:由rowersgroup. RG: rwu沼田 group.
GG: gymnastics group. 
t: pくO.05.signl盟国凶yd田町阻回世omτ'G.p:pくO.05.signlfic血 tlydiffer回目加mPG

NDOM 

34.8土 9.0

39.0土7.6

49.1土13.7 p 

40目70011.8

35.7土7.5
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2)憩上筋断面積 10.2:t 1.6の投擁群が8.5:t1.3cm'の投手群， 8.4:t 1.3 

赫上筋断面積の結果をTable3に示した 各競技種 cm'の野手群， 8.5:t1.1 cm'の体操競技群に対して有

目における両側聞の比較では，いずれの群においても 意に高い値を示した (p<0.05). 

差は見られなかった.また，競技種目聞の比較では，

Table 3. Comparison of cross-sectional area of supraspina加S.

Cross-sectional area (cm「
Group 

DOM 

PG 8.5:1:1.3 

FG 8.4:1:1.3 

TG 10.2:1:1.6 

RG 9.5:1:1.6 

GG 8.5:1:1.1 

Me掴1士SD.DOM: dominant side. NDOM: nondominant side. 
PG: pitche四 group，FG:宜eldersgroup， TG: throwe:四 group，
RG: runners group， GG: gymnastics group 
t: pくO.05.signi盟国ntlydiffe四 n回世'OmTG， 
p: p< O.05.sign出C田ltlydifference from PG 
f. p< O.05.signillcantly出ffe陀 ncefromFG. 
E・p<O.05.significantlydifference世omGG

NDOM 

8.5土0.9 t 

8.5土1.8 t 

9.8土1.2 p，f，g 

8.8土1.4

8.6土0.8 t 

3)固有筋力指数

等尺性外転筋力より求めた固有筋力指数(IMS

/CSA) ，等速性外転筋力から求めた固有筋力指数

(IKS/CSA)の結果をTable4に示した.固有筋力指

数では各競技種目における両側聞の比較，および競技

種目聞の比較のいずれにおいても差は見られなかった

Table 4. Comparison of spec血ctension index. 

IMS/CSA(N/cmち IKS/CSA(N/cm2) 

Group 
DOM NDOM DOM NDOM 

PG 7.0:t2.0 7.3:t 1.7 6.6:t 1.9 7.0:t 1.7 

FG 8.6:t 1.9 9.5:t2.9 7.0:t2.5 8.5:t3.0 

TG 7.4:t2.1 8.7:t2.5 7.3:t2.2 8.6:t2.5 

RG  6.9:t2.8 8.2:t2.3 6.4:t 1.1 8.3:t2.0 

GG  7.9:t 1.6 9.0:t 1.9 7.4:t 1.6 7.6:t 1.5 

Mean:tSD. DOM: dominant side， NDOM: nondominant side. 
IMSjCSA:isomentric 曲目19th!cross-sectional area， IKSjCSA:isokinatic streng-由jcross-sectionalarea. PG: 
pitch町 sgroup， FG: fielde四 group，TG: throwe四 group，RG: runne田宮'Oup，
GG: gymnastics group. 

4.考察

スポーツ選手の肩関節筋力については肩関節障害の

予防や競技特性に関する研究報告が行なわれてきた.

特に利き腕側を頻繁に使用するスポーツ(以下片側型

スポーツ)では非利き腕に対してどの程度の筋力水準

にあることが望ましいのかという観点から研究が行な

われている.本研究では片側性スポーツに属する野球
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投手，野球野手，投郷選手に加え，利き腕と非利き腕

の使用頻度に差が少ないスポーツ(両側型スポーツ}

に属する陸と短距離選手，体操競技選手を用い，各競

技種目における両側の比較および競技群間の比較を行

なった.

1)潤関節外転トルク

肩関節外転トルクについては，一般成人や片側型!ス

ポーツ選手を対象とした報告が見られる. 鮫成人で

は両粛の外転トルク発揮能力は同水準にあることが示

されており 7，20)ー特別なトレーニングを積むことなく，

肩関節障害をもたない場合，利き腕と非利き腕の関の

外転トルクに差はみられないものと考えられる.

一方，片側型スポーツ選手の場合については

Tabele5に示した通札野球投手を対象とした報告

が数多く見られる6，7，9-12). 野球投手の場合，ブロ，

大学生，高校生などいずれの競技レベルにおいても両

側関の外転トルクに差はないことが示されており 6.1，9

叫，投球動作の反復は筋力を向上させるような効果

は持たないととが示唆されている回本研究も同様に野

球投手，野球野手，投榔選手など投雪崩作を伴う競技種

目において投球側の優位性は示されず，肩関節障害を

持たない選手の場合，非投球側と同等の筋力が示され

るという従来の報告を支持する結巣が得られたものと

考えられる

また，陸上短距離選手や体操選手など両側型スポー

ツにおいては肩関節外転トルクを両側jで比較した研究

がみられないため，先行研究と比較を行なうととがで

きないが，一般成人において利き腕の影響が少ないこ

と，片側型スポーツ選手においても両側差がみられな

いととから，両側の筋力はほぼ同水準にあるものと考

えられる.本研究においても両側型スポーツに属する

競技選手に肩関節外転トルクの両側羨は認められな

かったが，肩関節の外転動作がとれらの種目に特異的

な運動様式ではないために生じた結呆と考えられる.

肩関節外転トルクについては競技種目間の比較を行

なった研究は見られないため，競技特性は明らかでは

ないが，本研究においては投擁君事が投手群に対して高

い値を示した.肩関節外転トルクのみならず，ヒトの

発揮する筋力や関節トルクは筋量に強い影響を受ける

こと，本研究において競技種目関の比較が外転トルク

の絶対値で行なっているととから，体重やLBMの多

い投鄭群において高い値が禾されたものと考えられる.

2)線上筋断面積

線上筋の筋量に関する研究では，越膏波訟を用い

て筋厚や筋断言寄積を求めた研究や， MRI法を用いて筋

断面積や筋体穏を求めた研究が見られる (Table6). 

一般成人では線上筋の筋厚や筋体積は利き腕と非'f!Jき
腕の間に差はないことが報告されている7.21) しかし，

筋断面積を指標とした研究では， Katayoseら捕が20

歳から70歳までの各年代において利き腕側の筋断面

積は大きく，年齢が痛くなるとともに筋断面積が小さ

くなることを報告している.これらのことから，一般

成人における線上筋の筋量は利き腕側が非利き腕側と

同等かそれを上回る水準にあるものと考えられる.

一方，スポーツ選手を対象とした研究では体操選手

と水泳選手からなる両側スポーツ選手群においては両

側の筋厚に差は見られないが，バレーボール選手，ハ

ンドポール選手，野球選手からなる片側スポーツ選手

では肩関節に障害がない場合は利き腕側の筋J1j!が高い

とした報告や，高校生と社会人の野球選手においても

投球側の筋厚が非投球担aに対して高い値を示すとした

報告が見られる8，5) しかし，その他の研究においては

両側関に練上筋の筋厚や筋体積に両側関の差はみられ

ないことが報告されており，一般成人の場合と同様に

片側性スポーツ選手の場合も利き腕側が非利き腕側と

同等かそれを上回る水準にあるものと考えられる.本

研究では片側性スポーツに属する競技種目においても

筋断面積に両側関の差は示されず，投球動作の反復が

腕上筋の筋量増加につながるものではないことが示唆

された

一方，競技種目聞の比較では投郷群が投手税野手

群，体操群に対して有意に大きな筋断面積を示した掴

筋断面積は筋量に影響されることから，体重や除脂肪

体重，あるいはその2/3乗値などにより標準化される

ことがあるが，本語耳究では榛準化を行っていないこと

から，体重や除脂肪体重の大きな投機群が他のグルー

プに対して高値を示したものと考えられる.
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Table 5. Summary of shoulder abduction strength studies. 

Subject n 1 Investigator Mode 

83 1 Wilk et 01. 9) isokinetic 

Thst speed 

(degls出)
Abduction世田喜由

180 1 DOM NDOM 

pro島ssional 300 I DOM NDOM 

岡田，ballpi帥悶 1 391 Dona脂血et01問 1 isomettic 1 0 1 DOM NDOM 

471 Ma伊田sonet a1.叫 1isomettic 1 0 1 DOM NDOM 

College bas蜘 11p1ayers 1 19 1 Hasegawa et 01の isom出 c1 0 IDOM NDOM 

Collegeb田 :ballp抽四 112 1 Hasegawo et 01ηI isome1J田 o1 DOM NDOM 

90 1 DOM NDOM 

High school & college 1 _. 1 
1 24 1 A1derlink et 01悶 1isokinetic 

NDOM 

NDOM boseball pitche四

261 Cぬa!anet 01田明

Normalmale 

121H脚 gawaetal.η 

DOM: dominant side， NDOM: nondominant side 

isometric 

isokinetic 

lS0me"回c

300 1 DOM NDOM 

日 IDOM NDOM 

60 1 DOM NDOM 

180 I DOM NDOM 

300 I DOM NDOM 

o 1 DOM NDOM 

Table 6. Su皿Z田町 ofmorphological studies凪 suprasp面a同S皿.uscle.

Subject n 1 Investigator 

High 帥叩1& Amateur I 20 I Ka岡田eet alω 

baseball players 

Method Ilnd位 1Supraspinatus m目

US 1 MT 1 DOM > NDOM 

College baseball play悶 119 1 Hasegawa et aI.ω1 US 1 MT 1 DOM = NDOM 

College baseball pitch悶 112 1 HaBegawa et aI.7) 1 MRI 1 MV 1 DOM = NDOM 

Pro島田ionalbascball pitchcrs 1 14 1 Miniaci et al. 8) MRI 1 MT 1 DOM = NDOM 

Nomal皿山 1 9 1 Katayose et al. 21) 1 US 1 MT 1 DOM = NDOM 

Nomal femaIe 1 11 1 Katayose et al. 21) 1 US 1 MT 1 DOM = NDOM 

Nomalm叫e 14 1 Katayose et a1.6) MRI 1 MV 1 DOM = NDOM 

Nomal maIe & female 72 1 Katayose et al.'8) US 1 CSA 1 DOM > NDOM 

MT:muscle由ic:岡 田S，MV:muscle volume， CSA:cross-sectional area 
US: ultrasonography me'血od，M阻:magnetic resonance ima匝ngme也od

3)固有筋力指数 側の差が示されなかったことから，投動作には赦よ筋

の固有筋力指数を高めるようなトレーニング効果はな

いととが示唆された.

固有筋力指数は筋の単位断面積あたりの発揮筋力を

示す指数である.とれまでにも肘関節や膝関節の伸筋

群，屈筋群，足関節の底屈筋群，背屈筋群などを対象

にトレーニングや加齢，筋の種類などによる比較研究

が行なわれている13-17)本研究では投動作を伴う片側

型スポーツにおいても両側の値に差が見られなかった

外転トルクや筋断面積と同様に固有筋力においても両

また，利き腕側における競技種目聞の比較からも差

は見られず，外転トルクや蘇上筋断面積において他の

競技種目に対して高い値を示していた投榔群も固有筋

力指数においては他の競技群と同様の値を示すことか

ら，投榔群に見られた外転トルクの大きさは筋断面積
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の大きさ{量的な要因)によるものであり，筋の単位

断面積あたりの発揮筋力(質的な要悶)によるもので

はないととが示唆された.

以上のことから，肩関節に障害のない大学生スポー

ツ選手の腕上筋の凶有筋力指数は各種競技聞においで

ほぼ一定値を示しており，外転トルクの大きさは筋量

に依存するものと考えられる.また，長期にわたり投

動作を反復するとともに，投能力を高めるためのト

レーニングを積んだ選手においても練上筋の留有筋力

指数には片側の優位性が見られないものと考えられる

5.結論

肩関節障害の既往のない大学生スポーツ選手を対象

に練上筋の留有筋力指数を求め比較を行なった結果，

以下のような結論を得た.

1.各競技種目における利き腕側と非利き腕抑jの比較

より，いずれの競技種目においても肩関節外転ト

ルク，車東上筋の筋断面積，固有筋力指数には差は

見られなかった

2.利き腕御jを対象とした競技種目問の比較において，

外転トルクは投事事群が投手群に対して，車車上筋の

筋断面積は投郷群が投手群，野手群，体操競技群

に対して高い績を示したが，国有筋力指数はいず

れの競技種目問にも差は見られなかった

3.上述の結果より，投動作を伴う競技種目を含む各

種スポーツ選手の線上筋の間有筋力指数は両側関

に差がないばかりでなく，各競技種目を遇してみ

てもほぼ一定に保たれており，外転トルクの大き

さは筋断面積(筋量)に依存するところが大きい

ことが示唆された
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スポーツ学部における英語教育の改善に関する一考察
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in Faculty of Sports Science 
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Absiract 

Numerous 81udies have 8hown how exlensive speaking has a positive effecl on language leaming. 

How. !hen can teachers se! up an effective progra血 tha!provide8 learners wi!h suitable speakin畠

material? The reformation regarding English communication classes at the Faculty of Sports Science is 

an urgent prohlem. The purpose of this study is to provide accounts of my experiences as a teacher， and 

investigate the present situation of Eng畑ぬ teaching.Students' perspectives on English are also gIven. 

For leachers宵 howish 10 encourage leaming， one importanl task becomes how to organize and activale 

English texlbooks 80 that they are accessible to sludents. 

KEY噛ORDS: English language， communication. Engli8h teaching 

はじめに

大学進学率は飽和点に達し. 18歳入口は年々減少

の一途をたどっている.との社会状況の中で，学生た

ちが進出していく様々な社会の要請に応えていくこ

とが，大学教育では重要になってきた.個々の教員

が，教えたい事柄をかつて自らが学んできた方法で教

えているという現状は変られなければならないのであ

る.とりわけ，英語教育においては学生のコミュニ

ケーシュン能力を培うところに重点が置かれてきてい

る.例えば. 2002年に文科省は rw英語が使える日本

人』の育成のための戦略構想J.2003年には rw英語

が使える日本人』育成のための行動計画jを作成し発

表している そこでは，我が国の子供たちがグローパ

ル化された時代を生き抜くために国際的な共通語で

ある英語のコミュニケーション能力を身につけること

が必須であるとしてg 小学校での英会話活動の充実と

ホ九州共立大学スポ}ツ学部

支援を図るための施策が提言されている.具体的には

「総合学習jなどで英会話活動を行っている小学校に

対して，外国人教員や中学や高等学校の英語科教員に

よる指導が行えるようにすべきであるとの意見が出さ

れている.社会や経済のグローバル化，異なる文化と

の共存共栄p そして持続可能な発展に向けた国際協力

のために，英語教育をさらに充実させる必要性に我々

は迫られている.

とれを受けて，各大学では英語教育の担当者たちが

その学習内容や水準，教授方法，高等学校との接続

について真剣に論議，検討を始めた.本学において

も教育の質を向上，発展させるために. (l)習熟度

別のクラス編成 (2) 1年生で基礎英語を固めるた

めに全学部，同じ教科書を使用を実施している.こ

の二点を実行するのにあたって教師が手間暇をかけな

ければならないのは，入学時のプレイスメント圃テス

トの作成と実施後のクラス分けである.一部の学生が

$ Kyushu Kyo討tsuu:四versityFaculty of Sports Science 
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試験を受けなかったので再度の実施であったり，ある

いは指定されたクラスと自分の能力とが適合してい

ないという学生の訴えに対応したりなどという問題が

発生する.また，入学時の過密なスケヂュールの中で

の貴重な時間を，英語という単独の教科に割り振るの

には，学部の専門科目を担当する先生方の理解を得て

おく必要がある.多くの教育現場では，こういった面

倒を避けて実施していないのが現実であるが，本学で

は教員のコンセンサスが築かれて相互の連携がうまく

とられているために，テスト実施後にさほど時間をお

かずにクラス編成が出来上がる，そして，その次の間

題は教育内容である.英語の授業を担当する教員たち

は自分たち自身で作成した『アスリートと学ぶ基礎英

語~ (穏文社)を， 1年次踏の教科書として採用して

いる.との教科書のねらいは，今までに媛味な文法知

識しか持っていなかった学生たちに正しい語法を定着

させ，彼らの英語の運用能力を向上させるととである，

さらに，英語の授業で得た知識や技術を学生たちが正

しく自分自身の世界に取り込み，自分自身のものの見

方を変えていくととが期待されている.だがg ととで

問題なのは現実の授業において，ほとんど興味を示さ

ない無気力な学生の存在である そういった学生たち

の思考や傾向を無視すると，一方的な英語の授業とな

り学習効薬は望めない舗学生たちを本気にさせる方向

性をもった授業を展開するためには，実際の授業で直

面する様々な問題を解きほぐす必要がある.スポーツ

学部の英語教育改善について，最近の英語教育の動向

を参考にしながら本論で考察してみたい.

( 1 )英語授業の問題点

以下は，筆者のある日の授業記録である.その問題

点から考えてみよう.

{使用機器1CDブレヤー

[教 材1English Leamiug with Athlete8 

(トップアスリートと学ぶ基礎英語〉

{目 標1UNlT3 般動詞の使い方を習得する.

① 先週の授業でBe動詞について学んだので，その

復習を導入として，本題となる 般動詞へと移行

させる (10分}

② 一般動詞の文法事項を理解した上で，的確な運

用ができるように具体例(英文センテンス)を簡

潔に説明し，教婦のモデル・リーディングを示す

(10分)

③ CDで録音されているネイティヴ・スビーカーの

発育(特にイントネ ションや抑揚)に耳を傾け

させ，ポーズを開けてリピートさせる 基本文の

情論に導く. (20分)

④綴jjlJに学生を指名して発表をさせる国原則として

テクストを見ないとの指示を出す. (10分)

⑤ 再度， CDによって模範を確認する. (1 o~}) 

⑥ 練習問題を解かせ，その解答例のプリントを配布

して自己採点させる. (20分)

時間が許せば，順番で自分が出した答えを言わせ

て，その採点を共有する.

⑦次回に行う本文の読解に備えて，その動機づけを

した上で予習を官製す. (10分}

このレ、yスンを終えた後の授業計画では， トップア

スリートに関するあるトピックの読解が組まれてい

る.スポーツを専攻している学生の興味を尊重し，彼

らに知的な刺激を与えられるような教材が注意深く選

ばれている幅そればかりではなく，文法事項を説明す

る際の例文についても英語語法辞典1)で確認を取っ

た上で，教師はそれが学生の学力に適するかどうかを

判断して学生に提示する 例えば，運動をする(回ke

exercise)に関連する英語表現は，以下のような例文

が適切である.

I have Ilut on weight due to lack of exe陀 ise.

(私は運動不足で太った)

He wanned up before吐lerace. 

(彼はレースの前に準備運動をした}

You don' t have to practice 80 hard Just before 

the game. 

{試合の直前にそんなに一生懸命に練習をしなくて

よい}

1 have joined the sport club. and 1 am running 

around in偽ell田 k

{運動クラブに入り，公闘を走りまわっています)

トッピクの読解は，伝統的な訳書章式の英語教育法

(Grammar-trauslation method)では行われない掴

通年を通じて文法解説で訳読して進行するとの方法は.

今日まで成果をあげてきたし，現在でもそのような教

育を全面的に否定することはできない.しかし，オー

ラル珊コミュニケ ションへの関心が高まり， r関
〈・話すことjに意識が強く働く今日の英語教育では，

訳読式は避けられる. Wi1ga M. Riversが指摘するよ
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うに訳読式は「文法知識を教え込むととがE重視され，

自分自身が意図するところを表現しようと，積極的に

言語を使用する(書くととですらも)訓練がほとんど

なされないj引という問題が含まれている. 21世紀裂

の英語教育を研究し，その実践をはかろうとする教師

に与えられた課題は，受信型から発信型の英語教育を

どのように展開するのかである.高等学校学習指導要

領においても， rオーラ)V'コミュニケーションjの

目標は次のように記されている 「日常生活の身近な

話題について，英語を開いたり話したりして，情報や

考えなどを理解し，伝える基礎的な能力を養うととも

に積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

を育てるjことが求められる.

となれば，とれまで以上に学習者の主体性の有無が

重要になる.例えば，ことで記載されている学習内

容，つまりネイティヴ E スビーカーの音声を聞く行為

は，学生側の学習意欲が相当に高くなければ，単にぼ

んやりと聞き流すだけで終わってしまう. CDから聞

こえる英語の音声が元気良く教室に響いているだけで，

学生は何か勉強しているような気持になるかもしれな

い.教室内で教師がCDのスイッチを入れるとすぐに，

携帯電話をいじったり，隣の学生とおしゃべりを始め

る学生がいる.その場で教師が注意をするとg 聞き工事

を立てている何人かの学生の集中力を中断することに

なる幅そのためにリスニング途中での教師の注意は

ないのが普通である.乙うして，リスニングの時間は

やる気のない学生にとって，空虚で無意味な時間とな

る.彼らはリピートをする練習においても，自分の声

が自分の耳に入るぐらいの充分な声を出さない.いや，

まったくその練習に参加しようとしない学生も時々見

受けられる 何の学習についても言えるが，自分で何

とかしてみようという意気込みと自立心がなければ;

上達しない.

とれを理論的に少し解説してみよう. O' Malley 

とCha問。tは，授業中のブラクティスにおいてself-

monltor!ngを効果的な方法として挙げている掴 3)彼ら

の述べるse1f-monitoringはse1f-evaluationと区別され

なければならない緬 evaluationについては，成績評価

としてなじみのある仕事であるが， self-evaluat!onは

教師が学生を評価するのではなく，学生自身が自己点

検するのである闇つまり，授業の一区切りがついた時

点で，学んだものが理解できたか，あるいは復習が必

要な個所はどこなのかを知るために，自分で自分のレ

ベルをチェックするというものである.それに対し

て. self-monitoringの方式は，“studentscheck their 

language pfoduction"引に尽きる.それは，学習が

終了した後ではなく，リスニングやリーディングがな

されている最中に自分の理解度をチェックする闇との

教育法を取り入れてあるのが， LL教室での学習であ

る.教師はブースの中のイアホンから，館々の学生の

language productionをチェックしているし，また学

生側にもチェックされているという意識があるので全

員参加型の授業となりえる幽特にオーラ)V'プラク

ティスでは，音読していて自分の発音が意識されなく

なったら，自然な発音になったという証拠である.楽

に読めるようになったら，スピードは自然と増してく

る.要するに self-monitonngとは意識して声に出し

てリスニングやりーディングの練習に取り組む方法な

のである.それならば. self-皿on!tor!ngのためにLL

教室，あるいはパソコン剛ルームを使用すればよいと

いう結論が出てくるのだが，学校の予算に制限がある，

あるいは学生数が多いという理由で，ほとんどの大学

は毎週の使用を可能とするような恵まれた環境を持っ

ていなしミ.どうしても，学生の向学心，英語習得への

熱心さがすべての基本にならざるをえない.そのとと

を適切に解説しているのが. r英語教育はなぜ間違う

のか』である.この研究書は，日本人英語教育者が小

学校英語という課題に対して，真剣に取り組まなけれ

ばならなくなった2005年に出版された.そこでの核

心は. r一般に言語は裁かに教えてもらうものでは

ない.自分で学び取るものである.学ぶ側に学ぷ意志

と継続的な努力がなければ，周りの者がいくら懸命に

なろうともだめである町それは，子どもの母語学習を

観察すればおよそ想像がつく.J 5)である.

問題を少し整理してみよう掴本大学で英語学習の障

害になっているのは，学習者の主体性の欠如であると

言ってよいだろう.中学校や高等学校で英語に自信を

なくしたが，心機一転がんばろうという気力を持つ学

生が比較的に少ないととである.さらに教護が専門

分野と相まってくると，専門科目のエネルギーが一段

と増してくるのであるが，その認識度が一般的にまだ

充分でない.スポーツ学部も他の学部同様に専門科

目を教義科目に優先させる価値観が払拭されていない

圧倒的に専門科目担当者が多いという学部の教員構成

も，その厳しい現実を反映している.大学教育におい

て教義科目と専門科目とが有機的につながって始めて，

真の学士カを学生に授けられるのである掴とりわけ，

学部の教義科目担当者は異文化を認め合える，人間性

豊かな人材の養成にカを入れるべきだ.閉塞した現状

を打開する有効な手だてを，次章で検討してみる.
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(2)授業設計の基礎

英語教育で行われるディスカッション，プレゼン

テーション，ディベートは，自己表現能力として大学

ばかりか，国際社会でも要求されている.この自己表

現能力を養うには，どのようにして授業を構築すれ

ばよいのだろうか. George R. Deauxらによると，教

師と学生は互いに「知的刺激を共有する関係jにな

りz 教室は「知識伝達の場ではなく z自己表現の場j引

とならねばならない.繰り返して述べるが，教室を自

己表現の場とするためには，学生の学習意欲を高い

レベルで維持していくことが求められる.では，学

生の学習意欲を引き出すために教師は何ができるか.

Tessa Woodwardは，教授者が学習者のスタイルを知

ることの意義を説いている.教える担~は母国語によっ

て，学習スタイルについての質問を学生にする.自宅

でも教室でもどちらでもよいが，勉強するにはどのよ

うなやる方を好むかという闘いを学生に発するのであ

る.漠然とした質問ではなく，学生の好みを引き出す

ような質問であるととが主重要である.次のような項目

をWoodwardは挙げている. r文法や諮棄を暗記する，

先生に直してもらう，クイズを解く，難問を解いて間

違える，テストをして良い点を取る，簡単な読みもの

を競む，英語を話してみようとする，英語の音声やス

ピーチや歌を聞く，英語で書く，難しい勉強はやめて

易しく英語に取り組む.本の練習問題をする.一人で

勉強する，二人，あるいは小さなグループで勉強する，

クラス全員で一緒に勉強する，いつも宿題を出しても

らいそれをやる.J 7) 乙のような質問をして答えを得

ることによって，教師は学生の基礎学力(入学時に行

うプレイスメント・テストによる情報)ばかりではな

く，学生の傾向やレベルといった見過ごせない情報が

入る.学生の意欲的な態度あるいは行動を引き起こす

ためには，教師はメッセージの送り手として聞き手で

ある学生に関する情報を受け取り，それを手だてとし

てコミュニケーションを相互通行的に成立させなけれ

ばならない.

まさにPennyUrの言う “careful and clear 

presentation and ins出 ctions"引が実行されるのが理

想である. 90分の授業設計をするにあたって，授業

の質を高める事柄をここで再確認したい.筆者の経験

から，教師の事前準備の度合いが多ければ多いほど，

クラス全体のやる気が高まる，学生たちの知的好奇心

が広がると言いたい.事前準備を大きく二つに分ける

と，日噴の研究と前日の教材準備がある.はじめに研

究1:関して述べる.わが国のとれまでの英語教育につ

いて言えば，英文学を専攻した者が英語を教えている

場合が圧倒的に多い.英語教育に従事する者は純粋に

言語学を専攻した者に限定すべきだという意見には，

異議を唱えたい.かつては大学の英文学科は女子学生

たちに人気があったのだが，今日では多くの受験生を

引きつけるだけの魅力を持たず，かなり多くの大学で

は英文学科は廃科になったり，あるいは英語コミュニ

ケーション学科へと名称が変えられている 英文学を

専門としている教師は，よほど伝統のある大学か英文

学で名前を勝ち取っている大学以外ではあまり必要と

されていないのが現状である.しかし， r英文学をや

ることは，文学作品をいろいろな違った方法で解釈し，

それらの異なったアプローチがどのように働くかを理

解しながら，文学作品を読むことである.これらの新

しいアプローチは，新しいテクストの読み方を作り出

し，世界を見る比世界の中の自分の立場を見る闘を

養うための潜在的なカを持っている.J引のであるな

らば，英文学研究は英語教育に生かされる 英文学に

は英文テクスト読解が不可欠であり，テクスト読解と

は真剣勝負で英語と格闘することに他ならない.英文

学を研究する者はテクストを精査し，テクストを真に

読み取ろうとする.そうするととによって，研究者は

それらのテクスト，読み手である自分自身，そして他

者を理解するのに必要な解釈という問題に直爾する

日々の研究に打ち込んでいるという教師の自信が，教

室で恐れず堂々と誇りに満ちあふれた口調にさせ，そ

れが学生を説得する大きなカとなる.疑いもなく，教

舗の高い専門性に裏付けられた，明解な授業が学生の

知的好奇心を刺激する.

次に教材準備の事柄に移ろう町例えば，簡単な会

話を二人一組のベアでやりとりをするコミュニケー

ションの場を設定してみる. LucyがMsGreenに自

分の友人のTerryを紹介する場関である Lucyが朝の

さわやかなあいさつをして，友人紹介を簡単明瞭に

する. rおはようございます.グリーンさん，私のf中

の良い友だちを紹介します.こちらがTe汀 yです.J 
あいさつによって人間関係は円滑になるので，明る

く“G∞d由。ロling，Ms. Green. !' d Ilke you to血 eet

a gOOd friend of皿 ine.This is Terry."と言う. 英

語圏では，ほとんどのやりとりで相手の名前を入れ

ることに注意したい. LucyにMsGreenは応答する.

「おはようございます.よろしくお願いします.い

つもルーシーからお話はお伺いしていました.Jこ

れを英語で言ってみよう，“Goodmorning， Te町y.I
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am pleased to田 eetyou. I' ve heard a lot about you 

from Lucyプとなる，このようなスキットをクラス全

員の前で演じるのはF 訴すことと開くととができるよ

うになる第一歩となる.自分の言いたいことを「伝え

ようとして話すJ.栂手の話は「聞こうと意識して聞

くj ととを学生に実体験させるからである 対話文に

出てきたLucyやTerryや MsGreenといった架空の名

前を使ってeye-contactを保つのだとすると不自然に

なる.学生たちの実名や愛称を使ってもらうととで，

ぞれが実生活での生きた話ことば(spokenEng!ish)に

変わってくる.ただ間違えてならないのは，学習内容

を学習者の能力を超えた範囲まで広げないことである.

英語が不得意である学生は会話自体が難しく，戸惑い

を感じそζでものおじしてしまう回クラス全員の参加

を促すために，スキットを演じる学生以外の全員は，

演じられたスキットの評価点を評価シートに記入する

ように指示する園評価シートには，教師によって具体

的にその評価基準が警かれている.このような授業を

設計すると，徐々に学生に自信がついてきて，英語学

習へ積極的にかかわろうとするようになる，

{幻英語教育改善に向けて

最後に提案することは，授業改善のための工夫であ

る.コミュニケーションへの積極的態度を持続させる

には. r教師主導型ではなく，学生が自主的に参加で

きる活動の場を提供するj聞という教育理論は教育者

の議もが知るところである幅ただ，問題は学生が受け

身でなくなるために教師が果たす役割である.学生

にとって{楽しい授業jとは何かと考えると. r分か

る授業jとそ，我々の目標となるはずである. r分か

る授業jを構築するに当たって，ここで二つのテク

ニックを提案する.第1に，授業開始の際，クラス全

体に「さあ，学習を始めるよjという雰囲気や緊張感

を行き渡らせるのは大変に轟要である.学生たちの注

意力を喚起しないままでは，教師がいくら熱意を持っ

て話そうとも，その内容を学生は受け入れないし理解

しようとすらしない.教師は大学生の知的レベルに合

わせようと，いきなり個人を指名してハイレベルな英

文の和訳をさせ，予習していないと高圧的になり別の

学生を指名するといったパターンは，もはや過去のも

のである 筆者が大学教育を受けた時代は. r教えな

いJ.つまり学生が自らの責任で学び取るのにまかさ

れていた時代であり，教師が授業の開始とともにいき

なり学生に難解なセンテンスを提示しても，学生たち

はそれに応じるだけの余裕と意欲を持っていた.現代

において，大学生の自治や自主性といった課題は後で

あり，先に来るのは学ぶ意欲が減退した学生たちを明

るく前向きにする方法なのである. r学生自身に原因

があるjという発想から，教師は脱却しなければすべ

て前には進まない つまり，教師サイドで学生をその

気にさせ，何度も強調すべきところは強調して情報を

正しく伝える努力がいる.その努力なしで，授業をよ

り充実させていくととはほとんど不可能である.換脅

すれば，自分たちの身丈に合った英語を使って表現し

てみたいという関心を持たせ，学習意欲を起こさせる

ことが先決問題である.教師の用を得た簡潔な説明で

学生の興味を喚起した後から，理解させる授業は始ま

ると言つでも過言ではない.

第2に，自分で選んだことがしたいという学生の気

持を尊重することである.大原員uやテーマの方向性を

教師が示し，具体的な課題は自分たちで設定するとと

で学ぶ意欲は引き出されるのではないだろうか.あら

かじめ教師によって選定された教材，すなわち模範と

なるセンテンスをOralApproachで patternpracticeを

させるだけでは，学生の自発的コミュニケーションが

妨げられる恐れがある幅昭和問。年代の英語教科教育

はOralApproachでの pa牡:empracticeが全盛期であっ

た.このメッソドを頭にたたき込まれている英語教師

は， Oral Approachで日本語を使用することに抵抗感

を持つ.大学の英語教師であれば，教室内ではなるべ

く英語を使用したいと誰しも思う.主jl均してTOIEC

テストで500点以上を取れる大学生を教える場合，参

加型授業を目指して学生ひとりひとりの自覚を促すた

めには，英文英答で英諮を徹底して日本語を話すこと

を厳禁する方策は有効であろう.しかし，日本語に置

き換えると，知識，技能，考え方としてまとめるもと

となり，円滑な学習活動を支えることも事実である掴

『講座・英語教授法代10巻』において，述べられて

いることは傾聴に値する.羽鳥は述べる. r (英語教師

は)訳とっけないというと，すぐにその反対の極端に

走弘実問実容ということを連想する . (しかし)

本当にわからせるには，日本語を手段として使う必要

がある掴J叫

筆者は日本語で充分に説明した後に，英語運用をで

きるようにする基本会話を練習させた.次に，発想の

手がかりとなるセンテンスを提示して，グループで学

生たちに自由に独自の会話を作ってもらった.学生た

ちが創作した会話のスキットは，教師によって添削さ

れるので意味の通ったものとなるとれば学生にとっ
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て一つの成功体験であり，とこで学習意欲が出てくる.

さらに良いことには，学生はま日らず知らずの閑に単語

ばかりか重要な構文を覚えてしまっている 下記の会

話は，学生のオリジナル・スキットを教師が修正した

ものである.

Ms. Green: I have甘iedto walk around my 

ne!ghborhood every血 oming.

Hiro: That' s a good idea. I would su百gest

仕latyou have a variety of foods. 

Ms. Green: I real!ze that balanced d!et and 

moderate exercise are necessary for 

good heal吐1.

Hiro: Shall we go to the sports gy皿 together?

Ms. Green: Yes， let' s. 

円滑な人間関係は築くには，感情移入が求められる

と替われているが，ここでヒロの言葉使いは丁寧であ

る.彼が述べた，“ Iwould suggest出atyou have a 

variety of foods."という表現に注目しよう.そとで，

「推測jを表すwillの使い方を見た上で， would rた
ぶん日幅・だろうjという表現を考えみたい

1. He wil1 be tired now. 

(彼は今疲れているだろうね)

2幅 That、iVouldbe the be詩tsolut!on. 

{それがたぶん一番よい解決法だろう)

1.と 2舗とを比較すると， wouldを使うと， wil1 

よりも丁寧な言い方になる.場合によっては， would 

は自信のなさをwillよりも示すことになる.グリーン

さんは適度な運動は行っているが，食事のほうはどう

だろうかとヒロは心配したのである.ヒロのアドバイ

スが親切であることは，食品目を多くとるようにとい

う一般的な注意を少し控えめな表現で彼はしているこ

とから分かる.より効果的なコミュニケーションのた

めに，メッセージの送り手は相手の感情や性質を洞察

して，どのようにメッセージを送るかについての配騒

がいる. ム方で，受け手はそのメッセージの内容を理

解しなければならない このようにしてよ記の会話を

創作する過程で，学生たちはどのような表現をすれば

グリーンさんとヒロはお互いの心の状態を共有できる

かを考えていく.こういった試みを何度か重ねる内

に，学生の授業態度に変化が現れた.今まで英語に対

して消極的であった学生が，音読練習で教科書準拠の

CDをまねて，ネイティブ自スビーカーの標準的な発

音，リズム，イントネーシオンを練習するようになっ

た.その練習をきっかけとして，文法や語義の習熟度

は上がるのだから，この変化は大きな進歩である.

おわりに

すべての人間，すべての文化は，深くお互いに関連

している.この相互依存という事実を再確認すると，

異種の人間同士，異文化問のコミュニケーションは今

後なお A 層重要になる.頻繁になった海外旅行B 迅速

な情報網，過密化した都市といった現代社会において，

職場で外国人と接する頻度は増すであろう 特に，ア

スリートは仲間や競争相手との精神状況を共有するた

めに，活発にコミュニケーションに参画して，自己を

冷静にみつめたり相手の行動を誘発することが求めら

れる.相手からの信頼と理解を得るには，衣服，身体

の動き，護軍の表情，アイ自コンタクトなど言語のみな

らず，非言語にも細心の注意を払う.ただ，異国の人

間とのコミュニケーションには，議官苦の欠落が相互理

解の障害になる.スポーツ学部の学生に何とか英語を

マスターして欲しいと願い，本論で教育改善の提案を

してきた.

英語教育の方法論は骨さまざまなものが提案されて

は消えていったが，それは時代の流れのなかでの必然

であろう.英語教育の方法論も時代の影響下にあるか

らだ.同時に方法論は理論で終わるのではなく，何よ

りも実践によって裏づけられなければならない.実践

には教師，学生環境，目的意識などいろいろな要素

が被雑に絡み合う調それで，とれが一番の英語教育の

方法であるとは言えない.纏実に言えるのは，意図し

た聞き手{メッセージの受け手)の反応がメッセージ

の送り手の望んだものとなるには，効果的なコミュニ

ケーションが不可欠なのである.日本語表現も我々が

思うよりもはるかに複雑である.それで，尖穏を勉強

するまではまだ手がまわらないと考える人もいるかも

しれないが，英語に触れることは日本語を再発見する

ことでもある.また，英語表現がある程度自由にでき

れば.義文化理解L異文化交読の基礎となる相互理解

の高まりが確約できる同外国語を学ぶことは，すべて

の文化の尚一性を理解しながら，文化の多7c性を認め

ることではないだろうか.そればかりではない.とれ

から社会人として活躍する若者は，職業に必要な専門

用語の英語表現を習得して，その活動範閣と人間の幅

を広げることが望まれる.言語への関心を深めれば深

めるほど，一層他者を納得させて自己実現への道が聞

けてくると強調したい.
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The library and the faculty of sports in Kyushu Kyoritsu University also carried out the introductory 
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1.はじめに

新学部設置から 3年が経過し，スポーツ学部学生の

学習及び図書館の利用に伴う動向についてある程度の

流れが見えてきた.

との動向調査についての姶まりは，スポーツ学部が

大きな柱として掲げているスポーツを適した全人教育

と心の教育の中で「社会組織の中でどう自分が動く

のかJ， r人をどう動かしまとめるのかjといったコ

ミュニケーション能力の向上からであった.

また大学に遇うととによる様々な問題意識を持ち，

社会人としての資質を研ぎ，社会の中におけるスポー

ツの意義と生かし方を学び，深い洞察カと知識を身に

つけることを目標として図書館情報{リテラシー)教

育を行ったことがきっかけである

! )九州共立大学スポーツ学部
2)九州共立大学附属図書館

2困問的

今回は，昨年発表した論文 <r図書館情報(リテラ

シー)教育におけるスポーツ学部学生の利用に伴う動

向についてJ)1)をもとに，新入学生を対象に行った図

書館情報教育における学習効果を踏まえながら次の展

開及び考察を行うこととした掴

その結果を効果ある傾向として継続的にみるために

今年度学部最高学年である 3年生の動向を調査するこ

とにより，これまでの情報教育がどの程度学生に反映

し，本人たちのスキルとなっているのかをみるととが

重要である

また， 3年生は4年生に向け卒業論文の文献収集な

ど本来の図書館活用におけるスキルを発揮するととろ

であり 1年生と違う自発性をみる上で必要不可欠な

!) Kyu'hu KyoritBu University Faculty of Spor脂 Science
2) Kyushu Kyori恒uUniversity Li加ary
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学年である.

これらを踏まえ，今回は本学においての図書館情報

(リテラシー)教育の学部との連携の定着及びそれに

伴うスポーツ学部と図書館と協力体制の整った指導の

効果をみることを目的とした

3.実施内容の説明

結果に大差はない.

しかし，アンケートを実施するということは，ス

ポーツ学部学生の利用動向を分析し，かつ学業に対す

る意識調査をすることとなり，今後の指針の参考にで

きるものである.

まず，図 1の2008年度新入生ゼミアンケートでは，

「入学前の高校の図書館(室)の利用」については

全体の30%が「利用しているJ. 30%が「ときどきJ.

昨年から本格的に学部と連携した図書館情報(リテ 40% rいいえ」と半数以上の学生は図書館を利用し

ラシー)教育を実施することとなった. ていなかった事になる.

例年，スポーツ学部1年生全員を対象として「人間

基礎演習」の講義時間 1コマを提供してもらい4月~

6月にかけて「新入生ゼミJ(StepO) を行っている.

講義の内容としては，図書の蔵書検索についてパワー

ポイントを使いながら説明を行った後，検索を行う際

のポイントとしてキーワーFの切り出し演習をさせる.

そして切り出したキーワードを使い実際の本を検察す

(2001年.r;，λ生ぜ是アンケート} (2.008年度衛入生ぜミアンケート}

る.検索結果から自分の欲しい本3冊を取捨選択して 咽1)高校生の時に図書館閣を利用していました語通

検索結果記入用紙に記述.その後，図書の配架場所に

て説明を行った.ただし 1回の講義人数が多数のため との傾向は前年度の29%が「利用しているJ.26%

口頭のみで館内案内を行った. が「ときどきJ. 45% rいいえ」とほぼ同様の数字を

新入学生においては「スポーツ学概論」の講義時間 示している.

を検索スキル向上のため提供してもらい rSteplj

(StepOの復習及び図書の検索，検索結果の記入，実

際の図書検索などの演習に rStep2J (Steplの復習

及び課題に伴うキーワードの切り出し，検索，検索結

果の記入方法及び参考文献の記入方法の演習)を行つ

た.

また，スポーツ学部3年生においては 1年生の

図書館情報(リテラシー)教育の習熟度と文献収集

スキルをあげるために「スポーツ学演習し IIJ
(Step3)の各ゼミ単位教員の協力のもと行った.

rStep3Jの講義内容は「図書館活用Jと題し，蔵

書検索はもちろんのととデータベースの使い方及び参

考文献の使い方，また論文作成に伴うスキルの教授を

ゼミ教員との連携体制のもと行った.

との rStepoJ - rStep3J を行うととによりス

ポーツ学部学生の図書館利用動向に少しの変化が見て

取れるようになった

位。07年度続λ生ぜミアンケート〉 (200・年度碕λ生'"アンケート}

(図2)新入生ゼミを聞いて図書館を利用しよう>恩いましたか

しかし，図2の rS匝poJ説明後のアンケートでは

「図書館を利用しようと思いましたか」と言う問い

に対して. 2008年度では57%. 初日7年度では64%が

「利用しようJと思ったと回答している.このことか

ら，やはり新入学生においては大学入学という新たな

環境下で学習意欲が高まり，図書館という学習の場に

興味を抱いていることが推察される

2)受薗後の変化

4.利用の動向変化 図書館の利用動向変化については「新入生ゼミJを

行うととにより，前年度からの入館者数及び貸出冊数

1 )学生の図書館毘知度及び利用度 にどのような変化をもたらしているか，全体的な図書

「新入生ゼミJ(StepO)の際に実施した図書館アン 館の動きに注目してみる.

ケートにおける意識調査結果からみると，前年度との 過去3年間の図書館の入館者数は図3の通りさほど
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大きな伸びはなく，ほぽ平行線上である

これは利用者に大きな利用動向の変化がなく，平均

的な利用状況を呈していると考えられる.また，貸出

の動向についても図4のとおり同様の事がいえる
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との貸出状況を図5のスポーツ学部1年生だけに特

定してみると，一人あたりの貸出冊数は昨年の情報教

育の回数が影響していると考えられ，僅かながら多い

また図6の現3年生の貸出動向を見ると 1年生は新入

生ゼミ後のため貸出冊数が多いが 2年生の時はほと

んど貸出が行われていない.しかし. 3年生になると

卒論に向けたゼミが開始されたため，学生の動向に変

化がでており 1人あたりの貸出冊数が少し伸びてい

る.勿論，図7の学年別の 1人あたりの貸出冊数と比

較しでもわずかながら多い.

このことから，図書館の情報教育と学部講義との連

携がいかに学生の動向及び学習意欲を左右するかが考

察できる
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5.講義中の課題(検索)に要する時間の変化

「新入生ゼミ」及び「図書館活用」の図書館情報

(リテラシー)教育を行った中で，課題(検索)に要

する時間をみるととにより学生本人のスキルがどの程

度向上し，習得できているかをみるために時間を計っ

てみた.

講義の中で行っている蔵書検索を伴う一連の演習は，

まず課題にあったキーワードの切り出しに要する時

間， 検索速度の時間， 検索後の利用したい本3冊を

取捨選択して検索結果記述表に記入，それら 3点のプ

ロセスにおける総所要時間の傾向及びそれぞれの課題

の所要時間を例年同様の方法で調査を行い，その変化

の差違をみることとした.

この方法は 3年生の「図書館活用J(Step3)の

際にも同様に行った.その結果，興味深い考察結果が

見えてきた.

rStepoJ rStep2Jの総所要時間を年度別にみても

若干所要時聞が減少しているが，早い学生 (18-25

分)と遅い学生人 (33分-44分)の所要時間の差

(10分-15分)は例年と変わりはない.

しかし. rS同p3Jでの所要時間をみると，キーワー

ドの切り出しに要する時聞が減少せずに逆に増加して

いる

との要因は，新入生の段階ではまだ課題など自分の

研究分野が確立しておらず，キーワ-]<を思考する際

に「スポーツJr体育」など漠然とした単語が目立つ
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反面， 3年生は自分の卒論のテーマに沿ったキーワー

ドを思考するため，検索する単語がより専門的になる.

そのととにより時間を要するようである.

その他の②，③部分での所要時間は回数を増やすこ

とによる「慣れJで，所要時間は減少している.

6.調査結果

図書館情報(リテラシー)教育におけるスポーツ

学部学生の利用に伴う動向は r4.利用の動向変化J，
r5.講義中の課題(検索)に要する時間の変化」に

ついて行った利用意識調査及び利用状況調査から学生

の学習能力向上及びスキル向上をみることができた.

また，これらの図書館情報(リテラシー)教育を行

うととによるその後の意識調査から下記のようなこと

もみえてきた.

(z曲7年度額λ生ゼミアシケ->> (200・年度場λ生ぜミアンケート}

77事

(閤 8)新入生ゼミを受けたあと図書館を利用していますか

(200咽年度演習ゼミアシケ』ト】

(図.)演習ゼミ (3年生)後、図書縮を利用していますか

昨今の図書館ばなれの実態を危倶しながらも意識調

査結果をみると，図書館利用率は図 8の新入生では

45-77%が利用していなかったが，図9の3年生で

は55%と図書館利用率は上がっており，学習意欲が

高いことがわかる.

また，検索方法の習得意識についても，図10-1，図

10-2が示すように73-83%の学生が理解していると

いう認識を持っている 検索方法を理解しているとい

うととは，検索におけるキーワードの切り出しについ

ても理解をしていると考えられる.

印刷7年度断λ生ぜ害アシケト〉 【20.・年度衝λ生".アν令」ト}

.. 

(図 10-1)検索方法は理解しましたか

【20..隼...ぜ竃アンケト〉

5‘ 
Z四

{図 10-2)検索方法は理解していますか

同様に図11-1，図11-2の数字をみても分かるよう

に60-78%の学生が理解をしていると回答している

'20岨，...唱賢人生ぜ是アンケート】 【2曲 S年.頓入生ゼミアンケート}

". 5覧

(園 11-1)キーワードの使い方は理解しましたか

〈嵐膏ぜ.アンケート〉

(園 11-2)キーワードの使い方は理解できましたか

このことは r<図6)スポーツ学部3年生の 1年生

からの貸出冊数」からも見て取れる.

学生が貸出に至るまでは，まず図書館に入館して自

分が調べたい資料のキーワードを切り出し，検索を

行って初めて貸出という流れになる.

との流れが身についていなけれは貸出冊数が増加

に繋がることはないが，着実に年度を経ることに数字

があがっているととは確かである.その結果，図書館

情報(リテラシー)教育による繰り返し行う「動機付

け習慣Jが図書館利用(活用)の促進に有効に働いて

いるといえる.
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あわせて，今回は 1年生から 3年生までの比較を

行ったことにより，学生の学習及び図書館利用動向を

把握できるとともに図書館情報(リテラシー}教育の

必要性が如実なものとなった.

7闇今後の課題と展開

今年度図書館活用を行い， 1年生に行った図書館情

報{リテラシー)教育の意義及び学習効果が少なから

ずとも学生自身のスキルとして反映していると考えら

れる園そのことは図書館情報(リテラシー)教育の回

数とも関連してくることは事実である.

前述のアンケート及び課題処理能力からみても，そ

のととは如実に見て取れる，

ただ，今後の課題として文献収集における質の向上，

学生が本当に欲しい文献を入手できているのか，また

入手ルートについて的確な方法で迅速に手に入れてい

るかなど，現3年生が4年生になった時点でまた新た

なアンケート調査を行い，図書館利用の動向をみてい

く事が今後の課題となる.

最後に，このような図書館活用及び学習姿勢はス

ポーツ学部の特性から考えても，各競技種目へ反映す

るのではないかと推察される，之の新たな視点は次へ

の援問へと広げ，その相乗作用がどこにあるのか等の

ポイントも分析することにより，今後の学習意欲向上

へつなげたい.

学生の学習支援及び学習体制の整備は他ならぬ教員

と図書館の連携が今後のあらゆる数値に結びっくので

はないかと考える.
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地域課題に対臨した市民講瞳プログラム開発・改革に関する研究

古賀市コスモス市民講座サボーター養成講座による取組み

古市勝也!)ブストス・ナサリオ2) 伊地知隆作3)

吉永春男4¥ 力丸宏昭4) 樋口武史4) 山本節子4)

The development of an academic program for 
community problems 

The training of support官rscitizens in Koga City's“C08島108"lectur睦昌
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) 
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1.緒言

今，学習者たちが自らの学習を企画する段階にきて

いる.市民たちが自ら地域の学習講座を企画圃立案し

たり，イベントを企画・実施したりする事例が多く

なっているのである.なぜ，とのような「市民が頑張

る現象jが出てきたのか.市民が企画立案の段階から

自主的活動をするようになるには，どのような発展段

階があるのかを明らかにする必要がある.

まず，社会の動向に自を向けてみよう.今，市町村

の講座の改革が求められている 改革は何時の時代で

も必要である.では，なぜ今，市町村の実施する講座

の改輩が必要だろうか.大きく 2つの理由が考えられ

る.その切り口は一つには，行政のillUと市民(住民}

の担ijからの視点である 二つには「カネjと{ヒトj

の視点である.すなわち，近年の行政は財政再建を迫

られており，財政的に「無い袖は振れないj逼迫した

状態であり，予算削減が行政内で全庁的に行われてい

る閉行政の関係施策事業費の削減，人件費の削減の原

!)九州共立大学
2)桜花学園大学
3)環援とエネルギー研究会
的古賀市教育委員会

因はここにある.

このような現状の中で，一方の住民の側から見ると，

地域には，自主的活動ができ，行政施策への協働活動

ができる「素晴らしい人材jがいると言うことである嗣

特に，いわゆる， r敗戦後の経済大国日本を築いてき

たjといわれる，間塊の世代が定年を迎え地域に回帰

してくれることが期待される今，地域の人材活用が求

められているのである.またg 生涯学習の視点から見

ると，我が国の生涯学習の推進施策により，学習し，

その学習の成果を積み上げた人たちの活用がポイント

である すなわち g 学習の成果を積み上げた人たちが，

その成条を「仕事や自分のキャリアアップJrボラン

ティア活動Jr地域貢献活動jに活かしたいと思う人

が増えているといえよう.今や，地域には多様な人材

が存在するのである そこで，学習で成果を積みよげ

た人たちを活用した地域課題の解決プログラムの開発

が求められるのである.

さらに強調したいのは，約 60年ぷりに改正された

「教育基本法jの前文においてト・公共の精神を尊

!)K刊 shuKyo出sulJniversity Fa四 ltyof Sports Science 
2) Oh拍 G時 U朗 U叫V町 sity
3) 'Ihe Society for Envirorunentall祉search
4) Board of Education， Koga City 
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ぴ，豊豊かな人間性と創造性を備えた人聞の育成を期す

る・ー jが加えられたこと.また，その f教育の目

標jに r3 ・・公共の精神に基づき，主体的に社会

の形成に参闘し，その発展に寄与する態度を養うjが

加えられ，まさに. r公共Jを担う人材の育成と活用

が求められるのである

本研究は，福岡県古賀市の「コスモス市民講座スタ

ッフ(サボーター}養成講1'lE.Jにおいて，筆者が企画

の段階から，行政担当者や市民実行委員のメンバーと

ともに協働した実践がJ研究であり，その企爾盟実施過

程を時系列で検証する回そして，この講座はMを求め

て企画立案したか.その背景は何か.講座の実施過程

の成果と分析.今後の展望について論述したい.

2.古賀市 fコスモス市民講座スタッフ

{サポーター}養成講座jの現状

古賀市では平成14年度より市民 A 般を対象にコス

モス市民講座を実施しているー平成20年現在 7年目

である1)との講座の特色は，市民サボーターが市

民の生涯学習活動全般を推進するため，行政と協働し

てさまざまな学習プログラムを実施している調サボー

ター養成講座はまさにサボーターの養成による講座支

援である的.

1)時代とともに変容量改善してきた市民講座

古賀市の市民講座は伝統がある舗その源流は社会教

育・公民館事業として実施されていた. (前担当者の

荒JII登志子氏と現担当者の山本節子氏の覚書等を義に

概要を考察し，記録として残しておきたいj すなわ

ち. r成入学級(生き甲斐) =茶道，華道，習字，詩

吟，陶芸，民舞，民謡，フラワーアレンジjや「成入

学級{語学) =英語，中国語，韓国語J• r女性大学

(社会的課題の学習や視察研修)J • r高齢者大学(社

会的課題の学習や視察研修，実習)J等である社会

教育や公民館がJよく・多様な住民の趣味教養等の学習

要求に応えていた時代であり，それが求められていた

時代である よって，参加者も多かったのである.

その後，平成12・13年度ごろから変革が求められ

てきた.それは，公民館事業の課題として「成人学級

等は学習要求の高度化に対して初級・中級クラスに編

成して実施し要望に応じてきた. その後，講座が継

続し，実施年数が長くなると新規の受講生が5人未満

になる教室が多くなってきた.そこで，自主運営を促

し，自主サークルづくりをしてきた.Jまた「学習内

容での課題jとしては，女性大学，高齢者大学それぞ

れに共還のテーマであるのに運営は別々に行ってい

た曙そこでp 実行委員会制度のあり方などを考察し，

統合する方向で事業計闘を作成するようにしている.

その結果，平成14年度には，成入学級{いきが

い)を見捜し・廃止とし，大学事業の一体化を闘った

すなわち，名称を「古賀市市民大学j座学と実習をプ

ログラム化して生涯学習の理念化を務発している固

さらに，各大学の実行委員会を廃止した 古賀市市民

大学の名称を「コスモス市民大学J~:変更している

{民間運営のヒューマンカレッジとの関係上市民参

画の公民館事業を目ざし[市民ボランティア募集j事

業を立ち上~j. 7人が応募している.この年「サボー

ター制度Jを立ち上げている幽

平成15年E草には{コスモス市民大学jの名称を変

更し. rコスモス市民講座jとしている.この講座は，

毎年募集するシステムで，単位制の学習システムには

していない.

平成16年度には「市民共働のまちづくりjと「生

涯学習によるまちづくりjを[コスモス市民講座jで

展開している.ここでは，講座で学習したことを地域

や子ども，高齢者に還元する循環学習の形態づくりを

ねらっている.

平成17年度は，課題として，講座の自主運営化を

目ざし，受講料を f一般会計への歳入からスタッフ会

への移行jを懸案としている.

平成18年度には，課題として，実習コースの自主

運営のための役割分担制を組み，収支決算の報告会を

実施している.

このような経緯を経て，趣味教義の分野は自主講座

として発展成長し，平成20年度は，現在の「古賀市

コスモス市民講座jの「講演会コースJ(年11回)と，

「実習コースJ(6コース，各コース10回)になって

いる

注目したいのは，この講座を支援する市民による

「市民講座サボーダー制度jは，平成14年度からス

タートしている.

2)なぜ今，市民講座サボーターの養成か

ではなぜ今，市民講座サボーターの養成が必要なの

か.そのねらいは「市民による講座のレベルアップ，

市民による自立講座への段階的養成(乳離れ自立への

支援に市民による講座プランナーの養成j等である.

市民サボーターが関係の講座出身者であることを考

えると，市民講座で育った市民が，今度は，自ら講座
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のお世話役になり，さらに講座の企闘をするまでに

成長したことになる，この発達段階に注目いただきた

い閉さらに，講座の企画に「学習の成果を地域活動に

還元するj観点が待っている.古賀市では既に平成

16年度に，講座で学習したことを還元する循環型学

習の形態づくりをねらっている

3)市民講座の現状把握・診断

今年度の講座の企画に当たって，担当者と確認・把

握したことは次の点である‘

(1) 来年度へ向けて実習コースをどのように企画すベ

きか

「①体力と健康づくりjコース(約3年目)Jでは，

「野外ウォーキングのコースがマンネリ化しているj

「古賀市内を電車で出て新コースを実施すると参加者

が少なくなるjとの反省が出された.

「②f古賀と地域を知るjコース{約4年目)Jでは，

[4年間も実施したので，古賀を知り尽くした感じが

ある幅 J[史跡等だけではなく，古賀の全体をと考える

がネタが難しい.Jがあげられた.

「③[親父の食と調理jコース{約 3年目)Jは，講

座の時間が無く，料理の下ごしらえまでできない等の

意見が出された.

[@[からだと言葉で表現しようjコース〈約3年

間)Jでは[講師の意志は，市民劇団の基礎をしたい

というものがあるが，年配の受講者にはその意識はな

い.若手の受講者にはその意識がある.受講者の意識

にズレがある.Jが出された.

例えば，講師との交渉などは任せられるのか.自主

運営に移行した際 (NPO法人化を含む)に，本当に

負担を感じずに運営に協力してもらえるのか.

(5) 実習コースについてのルール化(ある程度の〉は

必要なのか

コスモス市民講座の目的は，学んだととを地域に生

かす・活用することである.それには，自主グループ

の活動も含まれる.実習コースについては，趣味の

コースにはしないというルールがある.現状は=実苦手

コースは何年までというルールはない.

4)担当者の今年度の講座への要望

今年度の講座に対する担当者の要望は下記の通りで

あった

① 今年度 1月に実施予定である「市政シンポジウ

ムJ (講演会コース)の企画が難しい調その企画に

ついて教えていただきたい

③来年度の実習コースの企画について教えていただ

きたい.

③ 自主運営という方法が可能なのか，実現するため

に必要な考え方{スタッフが本当に取り組めるのか

を含め}を教えていただきたいー

※ 以上の点について，ワークショップ形式等で取り

組みたい.

3. 平成20年度 f市民講座スタッフJによる

プログラム開発研修

「⑤「ものづくり・木工jコース(約4年目)Jでは 1)講座が目指したもの

「参加者の回定化j等がでている

「⑧「カメラで表現jコース(1年目)Jでは， [参加

者の技術や参加目的に格差jがある.

(2) 担当スタッフを入れ替えた方がいいのか

平成18年度→四年度は担当スタッフの変更を一部

行ったが， 19年度→初年度は変わっていない 2~

3年は継続させる方向を示した

(3) 講座スタッフの中に中心となるリーダーをどう育

てるのか

今まで，スタッフの中心であったりーダーの参加が

厳しくなり，現在はスタッフ活動を休止している.そ

れまでは，スタッフ会議の司会等，そのリーダーが中

心となり動いていた 現在は， YSさんが行っている

YSさんに負担がかかっている.

(4) ボランティアであるスタッフにどこまで要求でき

るのか

古賀市では，今年度の隷康の目的を「これからの生

涯学習社会は，単に個々人の I趣味・教義jを充実さ

せるだけのものではなく，地域や生活課題解決のため

の主体的に係わる人づくりが求められており，その為

のーっとして講座を開設します. [学習に励みJ[学習

を楽しみJ[成果を箔ーかしjながら，生涯学習を推進

し受講生一人ひとりが，さまざまな活動に係わり，よ

り良い人間関係を築き，豊かで活力ある人づくりに資

すること，さらに生涯学習に携わる市民の意識向上を

図るj としている.講座の目指すポイントは， [学習

に励みJ[学習を楽しみJ[成果を活かすjである.

2) [市民講座スタッフjによるプログラム開発の企

画の観点

次年度講座の講座企画に役立つ企画の改良と新規開

発(グループワーク)をめざし，その市民講座企画の
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視点・要点として. r市民ニーズを捉えたプログラム

企画・改良」を手がけた.

特に，プログラム改良の視点(改良の処方築)とし

ては，一つは，①3年以上の講座の発展と改良の視点

としては. r学び・学習した成果を地域に還元Jr社会

参加のプログラムを 1コマでも入れてみる」とした.

すなわち. r学習成呆の地域還元Jと「社会参加プロ

グラムの導入」である 二つには，②市民のニーズに

合った講座を新規に立ち上収公募する手法の導入で

ある.三つには，③講座修了者を「自主学習グルー

プ」に組織化する方向性の導入である.

3) Wコスモス市民講座スタッフ養成講座』プログラ

ム案(表 1参照)

表 1 呼成20年度高齢者はつらつ活動槌点事業地域ポラシティア曾圃

古賀甫『コ汎モス市民謙虚スタラフ養成講座』プログラム.'"

目程・会場 研修内容 ねらも、 担当講師

. ，毎蹟的活動から学
九州共立

[111回1 『飯塚婚年者マナピ塾視察』
ぷ

大学

10/3(.金) '取組みの特置と担察のポイントの
- 商主指動を学ぶ

古市・也

8:25-H.:OO 理解 教授
-担当者との情報交流

0開樟式・オFエンテ シヨン(10分)
-研修目的の理解

I第2困1
申日種説明、構庫の目的について

-市民協働のまちづくり
0韓轟k演習(80分]

10/S(水)
『シンポジウム企画』 を

19:叩 -21:凹
金体胡諸れを学ぶ

市役所402
課題:今年度 1月に実施予定である

会.室 『市政シンポジウムJ(構揖金口一見] -市肢の重点目標は?

の企画 テーマ般定の参考

0韓轟ー演習(90分)

I第3固1 「市民ニーズ金援えた ー次年度霧車の禽塵企

10/15(水) プログラム企画・改良① 画に役立つ企画の改 ， 
19:30-21:00 (市民潤唖企画の視点要点) 良と新規開揖(グルー
市役所402 一 実 習ロース企画①ー
会議室 プワータ)

0槙習(90分)
[l嗣固1 「市民ェーズを促えた

10/22【水) プログラム新規開発②
19:叩 -21:凹 [市民講座プログラム企画作

』町

市役所402 成)
会.室

一実習ロース企画ー闘亮@ー

0蹄轟(30分) -プログラム作成の援返

I第5固1 「学びを地捕に括かす措置とは」 り

lO/29uk) {自主運営'NPO化への展望}
-市民情座ボランティア

19:30-21:00 自主運営に向けて

市役所402 0インタ~"ーダイアローグ (50 分)
の活動の可能性を考え

会磁宣 「蝶しく I地域活動への揖鞍』 る

0聞陣式(10分]

4. r市民講座スタッフ』によるプログラム

開発の企画の実際

1)第1回:まず，先進事例祖視察研修として，飯塚

市「飯塚熟年者マナピ塾視察」を入れたその，取

組みの特徴と視察のポイントとして，①実践的活動

から学ぶ，②自主活動を学ぶ，③担当者との情報交

流を掲げ実施した.

2)第 2回.講義と演習として. rシンポジウム企

画」を課題とした.すなわち「今年度2月5日に

実施予定である「市政シンポジウムJ(講演会コー

ス)の企画をした

講義「市政シンポジウムの企画・立案Jでは，

「市政シンポジウム」の意義として，①市民と行政

の相互理解(学び・・理解し・・納得し・・行動す

る).②市政の理解，③市民の学習・理解・納得・

行動について論考した.また. r市政シンポジウム

テーマ選定の手法Jとして，①古賀市の平成20年

度の重点施策からの選定，②古賀市の意識調査(市

民の要望からの選定)，③スタッフによる直接「市

長インタビューJからの選定，④コスモス市民講座

のアンケートからの選定(古賀の財政，予算，環境

問題，公園，都市公園整備，交通体系，パス問題，

古賀市マップ作り・-観光，古賀市の・文化・史跡

案内ボランティアなど)の視点を提言した.さらに，

引き続き，①登壇者の候補推薦，②登壇者の決定を

した.また，演習(グループワーク)では，①シン

ポジウムプログラム作成，②ちらし作成の手順を示

し実践した.

3)第3回講義・演習として. r市民ニーズを捉え

たプログラム企画・改良①(市民講座企画の視点・

要点)Jを掲げ，次年度講座の講座企画に役立つ企

画の改良と新規開発(グループワーク)実習・企画

した

「実習コース企画」では，テーマとして「平成21

年度へ向けて実習コースをどのように企画すべき

か」を掲げ，まず，下記の平成20年度の講座の現

状診断をした.すなわち，①「体力と健康づくり」

コース(約3年目)，②「古賀と地域を知る」コー

ス(約4年目)，③ I親父の食と調理」コース(約

3年目).④ Iからだと言葉で表現しよう」コース

(約3年目)，⑤ Iものづくり・木工」コース(約

4年目)，⑥「カメラで表現Jコース(1年目)の

講座である.

その「プログラム改良の視点(改良の処方筆)と

しては，①3年以上の講座の発展と改良の視点，②

学んだ・学習した成果を地域に還元，③社会参加の

プログラムを 1コマでも入れてみる，④市民のニー

ズに合った講座を新規に立ち上げ公募する，⑤講座

修了者で「自主学習グループ」を組織化できないか

等を提言した.
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4)第 4回は，演習として「市民ニーズを捉えたプ (表 2参照)

ログラム新規開発，②(市民講座プログラム企画作 創ロスモ哨座点検

成)を掲げ，次年度講座の講座企画に役立つ企画の

改良と新規開発(グループワーク)した.

まず. r前回の振り返りJとして，①さらな

る・・・改善・修正はないか，②点検項目(・開催

時間は， ・実施季節は講師は・・出前講義の活

用は，古賀市民の活用は，古賀の宝の活用は，場所

は，内容は)の視点で点検した.

次に. r市民のニーズに合った講座を新規に立ち

上げ・・・公募する」では. r新しい講座の企画の

視点」として，①既存の講座のチェックの視点とし

て，理念的には，住民のニーズに合っているか.時

代のニーズに合っているか.具体的には参加者は多

いか.参加者は満足しているか.改善点はないか.

廃止すべきか.等を提示した.②新規講座企画立案

の視点として，理念的には，コンセプトとして，市

民は今，何を求めているか.市民は何を学びたいか.

市民に必要な学習は何か.市民に学んでもらいたい

学習は何か.市民に知らせたいものは何か さらに，

現代的必要課題として，今，必要とされているのは

何か.古賀市の重点施策は何か(市民は知っている

か)等がもとめられる.さらに，現実味を帯びて検

討が必要なのは，具体的に講座に人は集まるのか，

どんな講座なら，人が集まるかの視点からの講座開

発が求められるのである.

また，市民のニーズ調査の方法としては，①古

賀市の市民意識調査の活用，②インタビューによる

活用，③国・県，民間等の他機関の講座調査の活用

(講座を市民に聴かせたい，受けさせたいのか等)

があるととを提言した.演習での成果は表-2である.

5)第5回は，講義では. r学びを地域に活かす活動

とは」のテーマで，自主運営に向けて，自主運営・

NPO化への展望を論じた.また，インタビューダ

イアローグでは. r楽しく l地域活動への挑戦」と

して，市民講座ボランティアの活動の可能性を協議

考察した.

5.市民講座プログラム開発・改革の視点

一実践からの考察ー

講座開発・改革をスタッフによる実践から考察した

い.今年の講座の新しい視点を振り返り. r学習成果

を地域へ還元する」とした3凶.

1) 3年・ 4年目の継続している講座の改善の視点
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させるととが求められる. r学習社会Jから「ボラン

ティア社会」への移行である そのためには，学習の

仲間と楽しく，自己向上・自己表現し，地域のために

生かす・活用の視点を忘れてはならない.

6)楽しく地域活動への挑戦

地域での学習活動は，楽しいととが第ーである.楽

しくないと継日続しない.そこで，楽しい学習の機会づ

くりは，楽しい場づくり，居場所づくりである.次に，

財政の確保(会費，補助金，事業ごとの広告・スポ

ンサー探し，共催・協賛・後援・協力)等である.さ

らに，新しい時代は，情報発信・情報収集，インター

ネットの確保等が大事であり，楽しく地域活動へ発展

講座への参加者がいて講座が継続していることは， することが求められる.

評価の高い講座の一つである.次のステップとして，

継続している学習者の「学んだ・学習した成果」を地 6. おわりに

域に還元する視点が大事である.その最初の段階とし

て，社会参加のプログラムを 1コマでも入れてみるこ

とも一つの手法である.

2)市民のニーズに合った講座を新規に立ち上げ・公

募する

講座の開発には，市民は今，何を求めているか.何

を学びたいか.市民に必要な学習は何か.さらに，現

代的必要課題として，今，必要とされている学習は何

か.古賀市の重点施策は何か(市民は知っているか)

等がもとめられる. (キ新規事業を企画立案の視点・

第4回を注目・参照する)

3)講座修了者で「自主学習グループ」として組織化

できないか

学習者が自主運営講座へと発展する視点である.そ

のためには，①実費徴収する方式で講座開発する.さ

らに，②NPO法人として発展させ，学習グループが

経営体として発展方式である.

4) 自主運営に向けて

さらに，自主運営グループに発展するにはグループ

運営が重要である.その，学習グループの運営には，

①共通目的の確保，②活動内容の工夫，③指導内容の

広がり・工夫，④役割分担と参加できやすい運営，⑤

メンバーの確保への工夫，⑥「目的達成機能Jと I集

団維持機能」とのバランス・工夫が求められる.

5)学習成果を「公共jへ還元の雰囲気づくり

また，学習者の「承認の喜びJ， r自己表現・自己

実現の喜び」を満たし，生き甲斐づくりに結びっくに

は，学びの成果を「公共」へ還元の雰囲気づくりが大

事である.さらに学習の成果を「公共Jから「地域へ

の還元J• r地域社会貢献」・「ボランティアJと発展

本論は，学習の成果を積み上げた，市民スタッフに

よる市民講座開発・改革の実証的な実践研究の過程で

ある 改めて今，感じることは，地域には学習を積み

上げた素晴らしい人々がいる，すなわち「公共Jを担

う人材は存在し，その人材育成と活用も可能であると

いうことである.そして，これらの人たちは開発の手

法を身につけると格段のプログラム開発を行うのであ

る.それは，学習の実践者であり，人生の生き抜くノ

ウハウを培ってきた人たちならではのすばらしさであ

る.すなわち，乙の人たちの活用は求められており，

プログラム開発は可能であることである.その，市民

スタッフ養成のプラグラムを提供できたので，参考に

して頂きたい.さらに，このプログラム自身も改善の

余地があり，改良を積み重ねていきたい.
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本学男子バレーボール部におけるゲーム中のミスと勝融の関連

十河直太l¥坂井充1)

Relationship between winning or losing and misplay in 
Kyusyu Kyoritsu University men's volleyball team 

Naota SOGO 1) ， Mitsuru SAKAI1) 

1圃緒言

バレーボールの現場ではいまやスポーツ科学は必須

のものとなりつつあり，ゲーム分析から日常のトレー

ニングに至るまで幅広く取り入れられている.特に

ゲーム分析叫 2)，3)， 4)はIT技術の発達とともに研究が進

み，操作方法の簡便化やソフトの価格低ドなどに伴

い，プロのクラブチームのみならず，高校や大学の

チームにおいても活用することが多〈みられるように

なってきた また，米沢らによるとゲーム分析などス

ポーツ科学による研究成呆をコーチングの現場に反映

させるためには，分析署評価の内容が簡便で的確かっ

誰にでも用意に理解できる必要がある，)

現在，九州共立大学男子バレーボール部は九州バレ

ーボールリーグ(全7部)において 2昔日に属してい

る 平成18年度からスポーツ学部が開設され，九州

全土を中心として優秀な選手が本学に入学するように

なったが，現時点では 1部リーグのチームとのレベル

の差は如何ともし難い.その理由として選手個人の技

術レベル，チームとしての成熟度，戦術などが挙げら

れるが，私の主観としてはゲーム中におけるミスを犯

してしまう回数の違いが一番の要因であると考えてい

る凶周知のとおりバレーポールはネットを挟み自コー

ト内にポールを落とさずに如何にして相手チームの

コート内にポールを落とすかを競うゲームである.JII

国防は「スパイクは単独では存在しえないプレーであ

るjと述べているが，競技レベルが低いチームほど攻

撃に移行する以前のプレーで自らミスを犯してしまい，

I )九州共立大学スポ」ツ学部

失点してしまったり，相手チームに攻撃機会を与えて

しまうととが多いように恩われる 平成18年度から

本学男子バレーボール部に監督として携わってきたが，

前述した試合中のミスが本チームの最大の課題である

と考えている.本学男子バレーボール部は試合Ij九日

を見張るようなプレーも随所に見受けられるが，その

反面，容易なボール処理のミス，いわゆるイージーミ

スを犯してしまう局面が他のチームよりも多く見受け

られるように思える.すなわち，前述したようなミス

の頻度を減らすととが本学男子バレーボール部のレベ

ルアップを促すための最重要課題であると恩われる.

そこで本研究では，本学男子バレーボール部の強化

をサポートするための基礎資料を得るため，平成19

年秋期から平成20年夏季までの本学男子バレーボー

ル部のゲーム分析を行ない，ゲーム中のミスが勝敗に

及ぼす影響について検討することを第ーの目的とした.

また，相手チームのゲーム分析も同時に行なうことに

より，本学チームとの違いを重ねて検討することを目

的とした.同時に2つめの目的として，研究開始初期

から終了時まで縦断的に調査，検討することにより，

チームの成熟度を検討した.

2 方法

1 )対象

平成1盟年度春季九州大学パレーボールリーグ，平

成20年度春季九州大学バレーボールリーグ，平成20

年度西日本大学バレーボール選手権大会に出場した本

1) Kyushu Kyori臼uUniversity Faculty of Sports Scie況ce
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学男子バレーボール部および対戦チームを分析の対象

とした.

本学男子バレーボール部は現在九州2部リーグに所

属しており，練習は週4日のボールを使用した体育館

での練習と週2日のトレーニング室でのトレーニング

を行っている.対戦チームは平成19年度春季九州大

学バレーボールリーグ，平成20年度春季九州大学バ

レーボールリーグにおいては本学と同じ九州2部リー

グに所属している大学であった.平成20年度西日本

大学バレーボール選手権大会における対戦チームはそ

れぞれ関西2部リーグ，関西3部リーグ，中国 1部

リーグ，四国1部リーグに所属している大学であった.

2)撮影及び分析手段

ゲーム分析に用いる映像の撮影は，バレーボール

コート後方観覧席にコート全面(縦18メートル，横9

メートル)が収まるようビデオカメラを設置し，撮影

を行った.撮影した映像は後日，パソコンソフト等で

再生し，ゲーム中の各プレーを筆者が独自に作成した

評価シートに入力し，分析を行った.

3)評価項目

本研究では撮影した映像から以下の項目に着目し，

データ処理を行なった.評価項目は独自の項目を作成

した.尚，評価項目はMicrosoftExceH:て作成した評

価シートに入力した.主な評価項目の具体的な定義付

けに付いては以下に示す.

• Pha時分け

試合の各セットを 3つのPhaseに分割した. Phase 

分けは各セットどちらかが8点に達するまでをPhase

1 ，同様に 9-17点までをPhaseII，それ以降を

Phaseillとした.

. 得点，失点パターン

得点パターンはレセプションから攻撃しての得点

(R) ，ディグからの得点 (D)，プロックでの得点

(B)，相手のミスでの得点 (M)，サービスエースで

の得点 (S)のいずれかに分類した.ミスについては

得点時についてのミスのみ採用し，そのミスのパター

ンを記録した.

ミスの例)スパイクミス，サーブミス，タッチネッ

ト等

※レセプション;相手チームからのサーブをレシーブ

すること.ディグ;相手チームからのスパイク等の攻

撃をレシーブするとと.

. イージーミスの定義

プレー中に本来ならば処理できるポールをミスし，

その後のプレーに影響を与えるようなプレーをイー

ジーミスと定義した.このイージーミスは得点J失点

にかかわらず，プレー中にイージーミスしたものを全

て記録した.

イージーミスの例)チャンスボールの処理をミスし，

コンビ攻撃ができなかった.選手聞にボールがあり，

その処理が乱れた場合(お見合い)等.

その他の評価項目及び入力項目，入力後の評価シー

トの一例はTable1を参照.

4)統計処理

各大会問のミス数及びイージーミス数の比較は一元

配置分散分析を用いて解析した.また，得セットと失

セット聞のミス数及びイージーミス数の比較は対応の

ない t検定を用いた.両検定とも有意水準は5%未満

とした

3 結果

， )勝敗別のゲーム分析結果

3つの大会での本学男子バレーボール部における得

セットと失セットとの比較を行った結果をTable2に

示した.

Table 2. Relatio抽出pbetween wiIllling sets and losing sets of miss 
and easy miss. 

可両噂但.... 国t醐 t.tost 

Kyori館u 106(7.0[) [20('曲) n.s 
""'. 明咽唱団皿 [05(7.00) '[(5.40) 且 S

E阿世u 35(2.33) 28(1.8η n.. 
偲 sym泊，

可申阻唱団皿 2[([.40) [[(0百) P<O.05 

Data show由enumber血atcorresponds to each play. Data担由e
paren血田esshow each misplay nun由町 /10回I皿isplaynumber. 
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t‘ .. 2.phas 3.~・" 惜車京' 咽 JFh 臥勧トトブ ，バs.9皐ー
山0--' 1'......ス。4•• 4 "縮帯. k ， 

抽 '個一亭企

量血主ヱHe.ム五皐

1 ・・t

1 1 A M 山タ

1 1 。 B M 山タ 試合のセヲトを肥λ
1 1 2 B R 。 レ←ヲ

1 1 。 2 M φー加 2. Ph・.. 
1 1 3 c R 

1 1 。 a B R 1.. .0-8点， :0:...9....17点.m. "18点以降

1 1 。 4 A M 山，

1 1 。 E D 自 注)どちらかがその点に筆した時点で ph・s・を変える
1 1 。 • D ロ

1 1 4 A R 3. mark 
1 1 。 7 B R 

1 1 5 B R 共立3たが得点したプレーにO即を肥λ
1 1 。 圃 A D 

1 E • A R 
6 サーゴレシーゴ

1 E 。 a B D 

1 E 7 M φ 加

1 E 。 10 c R 
A"ーセッターがほとんど動かないでコンビが使えるサ

1 E s B R 

1 E • B M ホール ヲレシヲ

1 E 。 11 B R 

1 E 10 M .-"'" B"・・セッタ が1メ トルほど動いてコン日を使用した

1 E 。 12 M サ4追及

1 E 11 M φー加 サーフレシ-7

1 E 。
" M サ 加

1 E 12 B M 同タ c ・ 2段攻撃になったサーフレシ-7
1 E 。

" A R 

1 E 13 B R D" "・攻掌に提げられないサ ブレシ フ
1 E 。

" 
M φー加

1 E " B D S" "・サ Eスエ ス
1 E " 

A M ~<" 
1 E 。 ，. B R 

7 得点パタン
1 E 1・ B R 

1 E 。
" B R 

R. ..レセプションからの攻寧での得点
1 E " B R 

1 E 。
" 

A D 

1 E 。 1・ B M 山， D" "・ディグからの攻事での得点

1 E " 
B R 

1 E 。 初 A R B"・・フロックでの得点

1 E 1・ c M 向"ゆ

1 E 。
" B R M'" 相手のミスからの得点

1 E 。 22 c D 

1 E m c D S" "・サ日スヱス
1 E " B M 山タ

1 E 。 23 A R 8 ミスパターン
1 E 。

" 
A M ホール

1 E " A M 命日
ミスのパターンを肥入 倒)カットミス，スパイタミス

1 E 。
" 

B R 

Table 1.本研究で用いた評価シートの記入一例 9.10 イジミス

プレの中でイジミスをしたチム!こOを配入

得点失点に聞わらず簡単なミスをした場合その

種碩を毘入例}チャンスボールの処理，お見合い I

トスミス，コンビミス
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- ミスの評価

本学男子バレーボール部の勝敗セット別のミスに着

目して比較を行った結果，得セットのミス数は106回，

失セットでは120回であり，それを 1セットあたりに

算出すると得セットでは平均7.01回，失セットでは平

均8∞回であり，失セットのほうがミス数は多い傾向

があったものの有意な差は認められなかった.

同様に相手チームのミスについても検討した結果，

本学男子バレーボール部がセットを獲得した場合のミ

ス数は105回，失セットの場合は81回であった これ

を1セットあたりにしてみると，本学男子バレーボー

ル部がセットを獲得した場合は7.00回，失セットの場

合は5.04回であった.本学男子バレーボール部が獲得

したセットは相手チームのミス数が多く，本学がセッ

トを失った場合は相手チームのミス数が少ない傾向が

見受けられたが，有意な差は認められなかった.

. イージーミスの評価

次に3つの大会を通じての本学男子バレーボール部

の試合中におけるイージーミスについて着目してみ

ると，得セットでは35回，失セットでは28回であり，

これを 1セットあたりにすると得セットでは平均2.33

回，失セットでは平均1.87回であった.しかし，得

Table 3. Results of game an副ysisin each conventiOll. 

セットと失セット聞には統計的に有意な差は認められ

なかった.

同様に相手チームについて検討した結果，本学男

子バレーボール部がセットを獲得した場合のミス数

は21囲，失セットの場合は11回であった.これを 1

セットあたりにすると，得セットでは平均1.40回，失

セットでは平均0.73固であり，得セットと失セットの

聞に有意な差が認められた.

2) 大会別のゲーム分析結果

大会別のゲーム分析の結果をTable3に示した.平

成20年度秋季リーグ4試合，平成20年度春季リーグ

5試合，西日本大学バレーボール選手権4試合を対象

とした.ゲーム分析を行なったプレー数は平成19年

度秋季リーグが395プレー，平成20年度春季リーグが

564プレー，西日本大学バレーボール選手権が435プ

レーであった.総プレー数に占める本学男子バレー

ボール部の獲得点は平成20年度秋季リーグが205点，

平成20年度春季リーグが274点，西日本大学バレー

ポール選手権が205点であり，失点はそれぞれ190.

290. 230点であった.

幽薗
組 sy""'. 

虻血1.... ta凶 μaynumber won points kNrt points Kyα皿曲 。押印恩ng.姐血 Kyorit阻 。阿国mgtoom

2007-A前置皿1.. 串'" 9 39' 20' 190 57(6.25) 69(7.62) 14{1.63) 7(0.75) 

2曲8-Spri哩 1制咽" 12 ， .. 274 290 71(6.23) 66('曲} 21(1.67) 11(0.90) 

2凹 8-Kansaianvmtion ¥0 435 20' 230 69(6.79) 63(6.50) 27(2.83) 16(1.58) 

ANOVA 8.S n.s n.S 0.9 

Miss and e拙iymiss曲 tashow the nwnber由.atcorresponds to e配 :hplay. Data面 白ep世田lthesesshow田 ch回isplay
number I total misplay number. 

- ミスの評価

各大会別のミス数の評価を行った結果，平成19年

度秋季リーグが57回，平成20年度春季リーグが71

回，西日本大学バレーボール選手権が69回であった.

また 1セットあたりのミス数はそれぞれ6.25. 6.23. 

6.79回であり，各大会問の比較をした結果，有意な差

は認められなかった また，相手チームの比較も同様

に行った結果，本学男子バレーボール部と同様に有意

な差は認められなかった.

. イージーミスの評価

Table 3で示したイージーミスをPhase別に表した

ものをTable4に示した.本学男子バレーボール部の

イージーミスをPhase別に比較した結果，有意な差は

認められなかった.また，同様に対戦チームについて

も検討した結果，有意な差は示されなかった.

4.考察

近年のバレーボールはプレーヤーの大型化や，チー

ム戦術の精密化かつ組織化が進み，これは世界のトッ

プレベルのチームに限られたことではなく，高校，大

学などでも同様である.とれは筆者の主観であるが，

ナショナルチームや実業団チームなどの試合を観察す

ると，強烈なスパイク，派手なブロック，鰍密なコン

ビネーションなどに目を奪われてしまうが，本来バ

レーポールは自チームのコート内にボールを落とさず，
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Table 4. Eva1uation of easy miss祖国chPhase under game. 

よア¥
K"宮北関 ""'"・....掲皿

E E E E 
20町一白1u皿1.唱~ 11(0.95ヲ 気，0.") 1(0.011) 。(0.00) 4(0.46) 2(0.1η 

2008-S伊唱kq国 9(0.73) 9(0.77) 7(0.5η 3(0.2η 4(0.33) 6(0.43) 

2008-K皿血民間国血園 町0.113) 4(0.42) 14(1.58) 6(0.511) 4(0.42) 6(0.58) 

ANOVA M u u u u M 

Data show the number that corresponds to each play. Data in the 
pa四n血田esshoweach田町 misplaynumber / to匝I田町田isplaynu皿h町 .

知何にして相手チームにボールを落とすかを競うゲー

ムであると考えている そのため，自チーム内にボー

ルがある際は，ミスをせず相手コートにボールを返す

ことが得点を獲得するための最低条件であり，最重要

事項であると思われる 学校体育における体育の授業

でのバレーボールを例にすると，試合を行わせても当

然ナショナルチームなどがみせるような攻撃は見受け

ることはできない.つまり，スパイクによる相手チー

ムに攻撃をかける前の段階でミスを犯してしまうため

攻撃まで移行することができないのである.こういっ

た状況は本学男子バレーボール部も同様であり，試合

中に自らミスをしてしまい，攻撃に繋げられない場面

が多々見受けられる.したがって，本学男子バレー

ポール部のレベルアップを考えた場合，ミスを如何に

減らし，攻撃機会を増やすことができるかを検討する

ことが重要であると考えている.そこで本研究は本学

男子バレーボール部強化を目的とするため，試合中の

ミス及びイージーミスに着目し，ゲーム分析を行うこ

とによって，本学男子バレーボール部の課題点を把握

し，今後のチームづくりの基礎資料とするととを目的

とした.

本研究の目的の一つは試合中のミス及びイージーミ

スが勝敗に及ぼす影響を検討するととであった.得

セットと失セットにおけるミスについて比較した結

果，本学男子バレーボール部及び相手チーム共に有意

な差は認められなかった.しかし，本学男子バレー

ボール部がセットを失った際は相手チームのミスが多

く，セットを失った際は本学男子バレーボール部のミ

スが多い傾向にあった.これはミスの数が勝敗に多少

なりとも影響していることを示唆しているといえる結

果である.次に本学男子バレーボール部がセットを獲

得した際と失った際のイージーミスについて比較した

結果，有意な差は認められなかった しかし，相手

チームのイージーミスについて比較した結果，本学が

セットを獲得した際は失ったセットよりもミスの数が

有意に高いことを示した.この結果を踏まえて考える

と，本学男子バレーボール部のミスは勝敗に影響せず，

相手チームのミスが多い場合は，本学がセットを獲得

する可能性が高いことを示している.本研究を実施す

る前の段階では，本学男子バレーボール部のミスが勝

敗に及ぼす影響が大きいと仮説を立てたが，本研究の

結果では確かに相手チームと比較して試合中のミス及

びイージーミスの数が多いものの，勝敗には影響を及

ぼさないことが明らかとなった.

本研究の目的のもう一つは本学男子バレーボール部

が出場した3つの大会における試合中のミス及びイー

ジーミスを縦断的に調査，比較することにより，本学

男子バレーボール部の成熟度を検討することであった.

しかし. 3つの大会聞の比較を行った結果，試合中の

ミス及びイージーミスにおいて有意な差は認められな

かった.また，イージーミスについては各セットを I

(前半). II (中盤). m (後半)の 3つのPhaseに

分割して比較，検討を行ったが有意な差は認められな

かった.との結果から，本学男子バレーボール部の弱

点である試合中のミス及びイージーミスの克服には

至っていないことが示唆された.

本研究結果では本学男子バレーポール部の試合中の

ミス及びイージーミスについて，明確な結果として示

された項目はほとんどなかった.この理由としてデー

タ処理の方法が問題点としてあげられる.本研究の試

合中におけるミス及びイージーミスについては筆者が

独自に定義付けしたが，ゲーム分析中にミスと判断す

るか否かを騰跨するプレーがいくつか見受けられた.

そのようなプレーをどのように処理するかによって本

研究結果とは異なる可能性も示唆されるため，とれに

ついては今後検討する必要がある.

本研究は本学男子バレーボール部の強化を目的とし

て遂行した.試合中のミス及びイージーミスに着目し

た結呆，統計的に有意な差ではなかったものの，本学

男子バレーボール部が獲得したセットは相手チームの

ミス数が多く，本学がセットを失った場合は相手チー

ムのミス数が少ない傾向があった.また，ミス及び

イージーミスの回数は相手チームと比較して多かった.

本研究結果ではミス及びイージーミスと勝敗に関係性
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は認められなかったが，ミスの定義付け，統計方法な

どを再考すると結果が異なることも考えられるため，

とれについては今後の検討課題である.
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Abstract 

Whcn we sec the recent amend田entof the FundamentaI Law of Education and relatcd documents， 

we cannot but think出ata “cooperation system at a fuIl society scale" is proposed. This concept of a 

“full-society scale systemぺmeansthat a national cooperation network system is needed. But it has not 

been organized yet. 

In lhis paper， we discuss some ways for making a diagnosis and make some proposals for lhe 

or罫anizationof a network for the develop臨 entof lifelon罫learningactivities as a new challenge. 
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1.はじめに

一新たなネットワークの構築の必要性 一

生涯学習関係者にとって，生涯学習活動を推進する

に当たって，新たなネットワークの構築は喫緊の課題

である.特に，行政担当者にとっては最E重要課題とし

て捉える必要がある.筆者は，平成20年度地域づく

りセミナー「ふくおか高齢者はつらつ活動拠点事業~

コーディネーター研修J(平成20年9月5日)におい

て. r新たなネットワークの構築と診断の在り方を探

るjのテーマで研究発表の機会を得たその事業関係

者と協議する中で，この地域づくりセミナーの参加者

であるコーディネーターが，関係機関・同体とのネッ

トワークの構築にその必要性と多くの課題を持ってい

ることに気付かされた 本論テーマを教育基本法と言

う我が国の「教育の憲法jと言うべき法律が改正され

た後の「新たなネットワーク構築jとして論考した.

1)九州共立大学
2)桜花学園大学
3)環境とエネルギ」研究会

執筆の動機もそこにある.

ではなぜ今，新しいネットワークの構築が課題か.

それは，我が図の教育界は新しい時代を迎えているこ

とにある.すなわち，平成18年12月，いわゆる「闘

の教育の憲法jとなる教育基本法日が，約例年ぶり

に改正されたことである.さらに，教育再生会議「社

会総がかりで教育再生を(最終報告)J (平成20年1月

31日)剖，中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓

く生涯学習の振興方策について ~知の循環型社会の

構築を目指して-J(平成20年2月19日)剖'中央教育

審議会答申「教育振興基本計i剖{平成20年4月18孔

7月1日閣議決定)叫， r社会教育法j改正(平成20年

8月11日法律第59号)"等が矢継ぎ早に出されている.

この時期を捉え，生涯学習の推進にどのようなネット

ワークの織築が必要か明らかにする必要があるからで

ある.筆者はネットワークの研究については. r生涯

学習社会の支援体制 ネットワーク行政の推進 j

1) Kyushu Kyoritsu University Faculty of Sports Science 
2) Ohka Gakuen Unive四ity
3) The Society for Enviro四nentalR，田earch
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(W生滋学習社会』ミネルパ書房，平成14(2002)年

10月20日. pp132-149)引として，すでに発表してき

た閉しかし，今，新たなネットワークの構築が必要に

なってきたのである.そこで，①なぜ今，新たなネッ

トワーク構築か，③その背景は何か.その根拠はどこ

か，③新たなネットワーク構築の診断の在り方はどう

するか等について考察したい.

2聞生涯学習・社会教育の現場診断

北九州市は「公民館jが「市民センターjとなり，総

務市民局地域振興課管轄になった福岡県直方市は，

社会教育・生涯学習が教育委員会管轄から首長部局に

移管され，社会教育・生涯学習は「市民協働課jの社

会教育推進係になった凶そして，教育委員会は「庶務

課jと f学校教育課jのみとなり，学校教育行政へ特

化されたのである.しかし，驚くことは無い i他部局

の改革においては時代の変化を先取りした改革は常で

ある 組織改革は「生き物である組織jの「組織活性

化jの常套手段である‘重要なのは，この現状をどの

( 1 )予算lJ':Iト・職員滅の厳しい現場 ようにして乗り切るかが重要課題である幽

市町村の現状は激しい改革に見舞われている.それ

は，合併，行財政の改革，それに伴う予算の削減・ 3 なぜ，首長部局が生涯学習の推進か9l

カット，さらに，学校の統廃合，限界集落等々の現象

が顕著である.また，公共施設は，市場化テスト，指

定管理者制度の導入.NPO等の活発化等々である

とのような中で，行政担当者は，住民のニーズと市

町村財政のひっ迫，すなわち，予算や剛職員の削減の

中での地域づくり・地域の活性化を求められているの

である.予算カット・職員減等の厳しい現状を踏まえ，

その解決にどのような手法があるのかが関われるので

ある幅その解決のーっとしての新たなネットワークの

構築が求められる.

さらに広く我が国全体を見つめると，平成15年2

月の中教審答申「新しい時代にふさわしい教育基本法

と教育振興基本計闘の在り方についてJ"では，近年

の社会情勢の変化として，①少子高齢化社会の進行，

③高度情報化の進展と知識社会への移行，③産業・就

業構造の変化，④グローバル化{地球規模化)の進展，

③科学技術の進歩，⑥家庭の教育力・地域の教育力の

低下等を挙げている ととでも，とのような社会情勢

の変化を踏まえ生涯学習・社会教育をどのように推進

し効果あるものにするかが問われているのであり新た

なネットワークが求められる.ととでは，新たなネッ

トワーク構築の観点から特化して考察したい.

(2)生涯学習の一般行政化

生涯学習署社会教育の観点から見ると，我が国の行

政改革の中で生涯学習担当部局が，教育委員会から

首長部局に変わっていく大きな流れを感じる.例え

ば，福岡県では，平成20年4月より教育委員会所管の

「生涯学習，青少年育成，文化・スポーツ振興j等が

知事部局「新社会推進部jへ移管された剖.その'1'

で，教育委員会生涯学習課は，知事部局の新社会推進

部の社会活動推進課生涯学習室として新設されている

( 1 )広範囲な社会教育の内容

ではなぜ，首長部局が生涯学習の推進をするように

危ってきたのだろうか聞まず盟社会教育法を見てみよ

う.社会教育法第3条では I国及び地方公共団体の

任務jとして. r. .・すべての国民があらゆる機会，

あらゆる場所を利用して，自ら実際生活に却する文化

的教義を高め得るような環境を醸成するように努めな

ければならないjと規定しているー

すなわち，社会教育の内容は，人々の「実際生活に

郎する(うまくあう}文化的教義jを去量定しているので

ある.その文化とは「世の中がひらけで，暮らしが重量

かになることjであり，文化的課題とは，居住地域及

び所属組織などの底流に流れる「文化jの違いに応じ

て，偶人個人に学習するととが要請される課題であろ

う.具体的には，言語学習，民族伝統・習慣，郷土文

化に関わる学習課題，地域課題，現代的課題等が挙げ

られる調まさに，社会教育の内容を幅広く法レベルで

追認しているといえよう.それは，広範囲な内容であ

り，社会教育行政のみでの対応には限界がある.さら

に，文化的教養を「自らJr高めるjためには，一生

涯にわたって幅広く学び続ける生涯学習活動が必要で

あろう

(2)現代的課題の解決学習

現代的課題とは. r生命，健康，人権，豊かな人間

他家庭・家族.消費者問題，地域連帯，まちづくり.

交通問題，高齢化社会，男女共同参商社会，科学技術，

情報活用，知的所有権，国際理解L国際貢献・開発援

助，人口・食料，環境，資源・エネルギーJ(1約2年

{平成4年)生涯学習審議会答申「今後の社会の動向

に対応した生涯学習の振興方策についてJ)叫として
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いる.乙の広範囲な現代的課題を解決するには，首長

部局を含め全庁的な取り組みが必要である.全庁的な

新たなネットワーク構築の必要性の根拠である.

(3) r生きる課題jとしての学習肉容

人々が実際生活の中で「生きるための課題jとし

てその学習内容を見たい. A' Hマズローが提唱する

「人間欲求5階層説jの「①生理的欲求，②安全欲求，

@;愛情と所属の欲求③承認の欲求，⑤自己実現の欲

求jでもわかるように次の課題が挙げられる.すな

わち，まずーっには「生存確保課題J= r①生命・生

存:健康づくり，②安心・安全:子ども見守り隊J等

である.次に「生活l向上課題J= r①家庭生活のi向上

学習，②職業生活の向上学習j等である.さらに f生

きがい課題J= r①人間として豊に生きたい，②趣

味・教養学習，③社会貢献・ボランティア学習j等で

ある.すなわち，生きる課題も，多様で幅広い学習内

容であり，今後の行政も幅広い対応が求められるので

ある幅

(4)求められる幅広い行政の対応

人々の生涯学習活動とは「自己の充実Jr生活の向

上Jr生涯にわたって行う自発的な学習活動jである

その学習活動は=r健康・生きがい学習J• r生活向

f土学習J， r職業学習j等の広い領域である.それを

行政の担当窓口でみると， r健康づくりJr保健福祉I

「コミュニティJr環境リサイクルJr人材育成Jr地
域安全・安心Jr地域防災Jr子育てJr高齢者生きが

いづくりj等々幅広い対応が求められるのである.こ

のことからも，生綾学習行政が首長部局でも求められ

るのは必要不可欠である.これらを支援・解決する行

政の各専門機関の存在が重要であり，その専問機関同

士の連携・ネットワークが求められるのである.

4. なぜ，新たなネットワークの構築か

( 1 )広場化姐多様化・高度化する人々の学習要求

上述にように，社会情勢の変化とともに人々の学習

要求は，広域化・多様化・高度化してきでいる.その

ため，人々の高度化にして広域化・多様化してくる学

習要求に行政が対応するには一部局での対応では解決

は不可能であり，複数の部局の連携・ネットワークに

よる対応が必要になってくる.

(2)一般行政化した生涯学習への対応

これもよ述のように，生涯学習行政の担当窓口は，

「健康づくりJr保健福祉JrコミュニティJr環境リ

サイク)vJr人材育成Jr地域安全・安心Jr地域防災j

f子育てJr高齢者生きがいづくりj等々首長部局の

一般行政にまで広がってきている.との採れは止めら

れない.ではどうするか.住民の生涯学習活動の支援

を中核にして，部局を超えた連携ネットワークの構築

がな投められるのである.

(3)民間企業・団体とのネットワータ化

さらに，地域活動においては，行政問を越えて，民

間企業盟国体との連携による， r社会全体Jr社会総が

かりによる連携システムづくりが求められている.な

ぜなら，行財政の改革は，今や市場原理の導入によりg

指定管理者制度等による公共施設{表-1参照〉の運営

がなされるようになっている聞生涯学習ー社会教育施

設の経営にも企業・同体. NPO法人等が参加するよ

うになったのである.この施設の運営も，住民への学

習サービスを低下させ主主いように，関係機関団体との

新たなネットワークが求められるのである.

表 1 指定管理者制度の対象となる施設

〈公の施設〉日)

福祉施設 保育所、養護老人ホーム、福祉センター等

衛生処理艦設 ゴミ処理施設、し尿処理施設等

スボツ施設 体育館、競技場、プル等

社会教育施設
青年・少年自然の家、図書館、博物館、資
料館等

宿泊施設 国民宿舎等

公 関 各種公爾

公 J品、堂
市民会館、公会堂、文化センター、勤労会館、
婦人会館、コミュニティーセンタ一等

医 療 施 設 病院、診療所

「公の施設jとは， r住民自福祉を増進する目的をもってその利用
に供するための施設J(自治法244条}と苫れ，庁舎，試験研究機
関，競輪場などギャンプル施設などを除く大部分的公的施設 出

典"雑誌[社会教育J2008年2月号白即8-14

5国最近の法律改正圃答申等を f連携ネット

ワークjの視点からみる CF記資料編参照)

( 1 )改正教育基本法(平成18年12月法律第120号)

ととでは. r学校，家庭及び地域住民等の相互の連

携協力jとして. r第13条学校，家庭及び地域住民

その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責

任を自覚するとともに相互の連携及び協力に努める

ものとするjとしている.教育基本法に「連携協力j

の重要性が新設・明文化されたととは大きな意義があ
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る.連携協力ネットワークの重要性の現れである. 課題j としてネットワークの構築が浮かび上がってく

(2)教育再生会議 f社会総がかりで教育蒋生を{最

終報告)J (平成20年1月31日)

教育の再ゃーには「社会総がかりでの子ども，若者，

家庭への支援が必要であるjそのためには「子ども，

若者，家庭に対し，教育，福祉，警察，労働，法務等

の連携システムで総合的支援jが必要だとしている.

また. r社会総がかりjとは「学校，家庭，地域，企

業，団体，メディア，行政など，あらゆる主体jで

あるとしている.この座長であったノーベル受賞者

の「野依良治j氏は. r私の履歴書j (日本経済新聞

社，平成20年8月28日)において. r現代教育の再生

は，学校，家庭，地域，産業経済界などあらゆるセク

ターが A致協力しなければならないjとしている.

致協力のためのネットワーク構築が求められる.

(3)中央教育審鶏会答申『新しい時代を切り拓く生

涯学震の振興方策について ~知の循環型社会の

構築を目指して~J (平成20年2月19日)

社会全体の教育力の向上のためには. r学校闘家

庭・地域が連携するための仕組みづくりjが必要だと

している そのためには. r地域社会全体での目擦の

共有化jを掲げ. r学校，家庭，社会教育団体，地域

社会において活動する企業. NPO等が，地域のニー

ズや課題を共有イヒするjとしている，さらに. r連
携・ネットワークと行政機能に着目した新たな行政の

展開jを提言している調

(4)中央教育審議会答申「教育振興基本計額j

(平成20年4月18日胃 7月1日閣議決定)

ここでも学校・家庭 z 地域の連携・協力を強化し

「社会全体の教育力を向上させるjとしている.すな

わち，学校・家庭・地域の社会全体による連携・協力

ネットワークを強調しているのである.

るのである凶

6. 連携・ネットワータを構築・診断の視点

では，望ましい f新たなネットワーク構築し，その

施策を診断するjの診断カルテとしてどのような視点

が必要か. r診断の視点j と，さらにその「施策の推

進方策jについて考察したい.

( 1 )ネットワーク構築の診断の観点

診断の視点として. r関係者・関係機関の連携した

ネットワークになっているかjがある.さらに. r課
題の共有Jr役割分担Jr地域人材の参加・協力Jr地
域人材の養成j等の配慮がなされているかの視点があ

る.

また「資源の有効活用がなされたネットワークかj

「連携による相乗効援は考えられているかJr調整・

活動触発のコーディネート役はいるか」の視点がある

さらに「連携モデル事業の実施がなされているかj

「自己点検の実施Jr情報齢通信技術の活用jの視点

がある すなわち，効果ある新たなネットワークの構

築に当たって以上のような視点で診断するととが求め

られる.

(2)生涯学習施範推進からの診断の在り方の視点

生涯学習施策の推進から見ると，施策推進上で「多

様な関係者・関係機関が連携し，つなぐ・ネットワー

クになっているかjがある.

さらに. r行政課題の共有，役割分担の明確化j

「地域の多様な人材の参加・協力Jr専門的職員を含

めた地域人材の養成・確保Jr連携圃協働できる地域

人材の発掘・育成J等が配慮されているかの視点が

ある.特に，地域人材発掘の視点は. rパートナー探

しjであり. r地域づくりの仕掛け人採しjが重要で

ある.さらに. r地域人材育成jについては，地域人

(5) r社会教育法j改正:(平成20年8月11日法律第坊主ま) 材はすぐには育たない.段階的に育てて活用する必要

「学校，家庭及び地域住民その他の関係者相互の速 がある そのためには，約3段階があり. r第 I段階

携及び協力の促進Jを挙げている. は学習者の拡大J• r第2段階は社会参加への誘いJ• 
最近の法律改正・答申等を「連携ネットワークJの 「第3段階は地域プランナーへの養成・活用Jである

視点からみると，そのキーワードは. r連携協力，社 また. r地域の個別の行政目的や機能を持つ仕組み

会総がかりによる，社会全体による総合的システムづ を有機的に連携Jr連携のネットワークを効果的に構

くりjである.総合的システムとは，連携ネットワー 築するj視点がある.

クシステムであり，その構築が求められることになる さらに. r連携ネットワークの仕組みづくりJrネッ

ととに，法改正等を踏まえた生涯学習振興の{新たな トワークの円滑な情報交換jの視点がある.
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表-2 ネットワーク構築の診断の視点

|診断的観点 |診断的視点
関係者・鶴係機関由|・多様な関係者・関係機闘が連携し、|
連携 | つなぐ・ネットワーク

-行政課題の共有、役割分担の明積ft
.地域的多様な人材由参加・協力
'専門的職員を含めた地域人材開養 | 

成・確保
l' r連携・協働」で古る地域人材の発|‘課題の共有 | 
| 掘・育成・・・誰がするの・・.'"-役割分担 | 
| うするの

・地域人材の参加・協力|
I (1)パートナー探し・-地域づくり

1 ・地域人材の養成 | 仕掛け人j探し
I (2)地域人材育成の3段階
|第1段階:学習者自拡大、
|第2段階:社会参加への誘い、
|晋13段階:地域プランナーへの養成

・資額出有効活用 |・地域白個別的行政目的や機能を持つ1

・連携による相乗効果| 仕組みを有機的に連携
・調整・活動触発の |鋼連携のネットワークを効操的に構築|
コーディネート役 | する

-連携モデル事業時実|
施 |・連携ネットワークの仕組みづくり

・自己点検実施 |・ネットワークの円滑な情報交換
・情報通信技術の活用|

(3) r組む組織jが相互に f互恵性』のある連携シ

ステムづくり

ネットワークは，人が作る「組織j と f組織Jの

「組み合わせJに似ている連携システムが継続的に

作動するには，組織と組織をつなぎ，動かす潤滑油と

いう「こころ・配慮・ j思いやりjが必要であると恩わ

れる.

では， [組む組織jが相互に「互恵性jのある連携

システムづくりはどのようにしたらいいだろうか幅中

央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい教育基本

法と教育振興基本計画の在り方についてjでは， [学

校・家庭・地域社会の連携協力j として「教育の目的

を実現するための，学校・家庭・地域社会の三者の連

携・協力が重要であり，その旨を規定することが適

当Jとしながら「なお，連携・協力を進めていく上で，

これからの学校t乱自らの教育活動の状祝について積

極的に情報提供するなど説明責任を果たしながら，保

護者や地域の人々の積極的な参加や協力を求めていく

ことが重要であるJ(第2章一 2-(4)ー⑤)とし，相互に

互恵性のある連携協力を強調している.さらにその

組織が互感性ある組織となって動くには，常日頃から

の心の通う「付き合い，交流jが必要といえよう闇

(4)中核的な役割を担う社会教育行政

首長部局に広がりを楽しむ

では，教育基本法の理念等を踏まえ，生涯学習振興

の連携の「要jとなる中核機関は何処か. [社会教育

行政Jに期待したい.平成20'年2月の中央審議会答申

では「社会教育行政はp 学校教育として行われる教育

活動を除いた組織的な教育活動を対象とする行政であ

る.これは，いわば国民一人一人の生涯の各時期にお

ける人間形成という「時間翰jと，社会に存在する各

分野の多様な教育機能という I分野斡jの双方から，

学校教育の領域を除いたあらゆる組織的な教育活動を

対象としており，その範囲は広がりを持ち，生涯学習

行政においてことが期待されているJ(第 2部 1-(2ト

「生涯学習振興行政と社会教育行政・学校教育行政の

関係J)としている.すなわち，連携のためのネット

ワークを効果的に構築するため，調整し活動を触発す

るコーディネーターが必要であり，その役割は社会教

育施設や社会教育専門職員である.まさに生涯学習

振興行政を総合的に調和血統合して推進する「総合的

注調整機能jが必要であり，新たなネットワークの構

築が求められるのである.そして，その生涯学習振興

の総合的な調整・統合したネットワークシステムを構

築するのは社会教育関係者であるというととである聞

参考文献

O[教育基本法J(2006(平成18)年12月法律第120

号ト

2)教育再生会議「社会総がかりで教育再生を(最終

報告)J (2008(平成20)年1月31日). 

3) 中央教育審議会答申[新しい時代を切り拓く生渡

学習の振興方策について ~知の循環型社会の構

築を目指して~J 2008(平成20)年2月19日.

4) 中央教育審議会答申[教育振興基本計画について

- [教育立国jの実現1;:向けて-J 200B(平成20)

年4月18R， p告1宮 (7月1日閣議決定). 

5)社会教育3訟の改正 (2∞8(平成20)年6月11日法

律第59号). 

6)古市勝也「生涯学習社会の支援体制 ーネット

ワーク行政の推進 一Jr生涯学習社会』ミネル

パ書風 2002(平成14)年10月初日， pp132-149. 
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育基本法と教育振興基本計画の在り方についてJ

2003(平成15)年3月初日.

思)福岡県総務部県民情報広報課「福岡県だよりj

2008年3月号， 200呂(平成20)年3月1日発行， p 3. 

9)占市勝也「法改正と新たな生涯学習の推進に挑戦

する地域Jr日本生涯教育学会年報29号』日本生

涯教育学会，200B(平成20)年11月.
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10)生重量学習審議会答申「今後の社会の動向に対応

した生涯学習の振興方策についてJ1自92(平成

4)年

11)大堀哲「これからの社会教育施設の方向性を探

るー:指定管理者制度で施設の活性化は可能か-J
雑誌 f社会教育~ 200昌年2月号. pp8-14 

資料編

{1) 改正教育基本法の社会教育からの注目視点

①生涯学習の理念 (第3条:生涯学習社会の実

現}

②家庭教育の新設べ第10条:二子の教育は第 a義

的には親・保護者の責任)

③社会教育の振興調(第12条:個人の要望や社会

の要請にこたえ，社会において行われる教育)

④学校，家庭及び地域住民等の相互の連携協力

(第13条.連携・協働}

(2) r教育再生会議剣「社会総がかりで教育再生を

(最終報告)J 平成20年1月31日

本社会総がかりで教育再生を・第三次報告

8属社会総がかりでの子ども，若者，家庭への支援

~青少年を健全に育成する仕組みと環境を~

(1)子ども，若者，家庭に対仏教育，福祉，警察，

労働，法務等の連携システムを作り，総合的に

支援する.

・地域での関係機関窓口の一元化を推進し，国レ

ベルでの体制整備や，必要な法的措置を検討す

る

(2)有害情報から子どもを守るため，全ての子ども

の携帯電話にフィルタリングを設定する

・フィルタリング利用を義務付ける法的規制導入

を進める

(3)幼児教育を充実する，子育て家庭，親の学びを

地域で支援する

.幼児期からの規律ある生活習慣や情操教育を重

視する，将来的な幼児教育の霊長償化を検討する

キ r1.提言の実現に向けて[社会総がかりlJ
-国民一人ひとりが「当事者意識jをもって，学

校，家庭，地域，企業間体，メディア，行政

など，あらゆる主体がそれぞれの役割を自覚し，

教育再生に積極的に参画する

・それぞれが「連携Jを図り，責務を果たす事に

よって，以上のような教育再生を実説する

*社会総がかりでの対応

[直ちに実施に取りかかるべき事項]

①家庭・地域・学校の連携の強化(放課後子ども

プランの全国での完全実施，学校支援地域本部

の全国展開，親の学び・国・地方公共団体・家

庭・地域・学校

②俗悪番組，出版物，ゲームの伯省情報に対する

メディアやスポンサー企業の自粛・自主規制・

企業

③ワーク・ライフ圃パランスの促進に向けた環境

作り:国・地方公共団体・企業

④社会総がかりでのネットワークの形成:地方公

共団体・企業・各種団体等

[検討を開始すべき事項}

⑤子ども，若者，家庭に対する教育・福祉・警察・

労働・法務等の連携による総合支援

⑧携帯電話のフィルタリング義務付け

⑦幼児教育の充実{幼児教育の無償化)

(3) r新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策に

ついて ~知の循潔型社会の構築を目指して~

(答申)平成20年2月1宮日，中央教育審議会

第 l部 3 目指すべき施策の方向性

(2~社会全体の教育力の向上 学校闘家庭闘地域が

連携するための仕組みづくりー

②地域社会全体での目標の共有化，

③連携・ネットワークと行政機能に着目した新

たな行政の展開

第 l部 4 具体的方策

(2)社会全体の教育力の向上 学校・家庭陶地域が

連携するための仕組みづくりー

-身近な地域における家庭教育支援基盤の形成

等:一教委，福祉・労働・学校・家庭教育支援団

体，企業等と組む一指摘

圃家庭教育を支援する人材の育成

-学校を地域の拠点として社会全体で支援する取

組の推進

園学校書家庭ー地域を給ぶPTA活動の充実

-地域の教育カ向上のための社会教育施設の活用

剛大学等の高等教育機関と地域の連携

(4) r教育振興基本計画J中央教育審議会国

2008年4月18日答申 7月1日閣議決定

率基本的方向に基づき今後5年間に取組むべき施策に

ついて



教育基本法的改正等に伴う新たなネットワークの構築と診断の視点開発 53 

基本的方向 1:;社会全体で教育の向上に取り組む

①学校・家庭・地域の連携‘協力を強化し，社会全

体の教育カを向上させる

園地域ぐるみで学校を支援し子どもたちを育む

活動の推進

・家庭噴出域と一体となった学校の活性化

ー放課後や週末の子どもたちの体験・交涜活動

等の場づくり

・青少年を有害環境から守るための取組の推進

圃関係機関の連携による子ども，若者，家庭等

に関する支援の推進

-企業と教育関係者の相互理解・連携・協力の

拡大

②家庭の教育カの向上を図る

剛子育てに関する学習機会の提供など家庭の教

育力の向上に向けた総合的な取組の推進

-幼稚園等を活用した子育ての支援の推進

③人材育成に関する社会の要請に応える

・地域の人材や民間のカも活用したキャリア教

育・職業教育，ものづくりなど実践的教育の推

進

・専門高校等における職業教育の推進

-大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等

における専門的職業人や実践的・創造的技術者

の養成の推進

-産業界・地域社会との連携による人材育成の

強化

④いつでもどこでも学べる環境をつくる

-図書館・博物館の活用を通じた住民の学習活

動や偲人の地域の自立支援の推進

・公民館等の活用を遊じた地域の学習拠点づく

り

-持続可能な社会の構築に向けた教育に関する

取組の推進

圃人権教育の推進，社会的課題に対応するため

の学習機会の提供の推進

・地域における身近なスポーツ環境の整備

「学び直しjの機会の提供と学習成果を社会

で生かすための仕組みづくり

(5) r社会教育法j一部改正

(平成20年6月11日法律第59号)

{国及び地;方公共同体の任務)

第3条の3 国及び地方公共団体は，第I項の任

務を行うに当たっては，社会教育が学校教育及び

家庭教育との密接な関連性を有することにかんが

み，学校教育との連携の確保に努め，及び家庭教

育の向 i土に資するとととなるよう必要な配慮をす

るとともに学校，家庭及び地域住民その他の関

係者相互の連携及び協力の促進に資することとな

るよう努めるものとする.

(市町村の教育委員会の事務)

第5条の

7 家庭教育に関する学習の機会を提供するた

めの講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に

関する情報の提供並びにこれらの奨励に関するこ

と.

1 3 主として学齢児童及び学齢生徒に対し，学

校の授業の終了後及び休業日において学校，社会

教育施設その他適切な施設を利用して行う学習そ

の他の活動の機会を提供する事業の実施並びにそ

の奨励に関するとと聞

14 青少年に対しボランティア活動など社会奉

仕体験活動， 自然体重量活動その他の体験活動の機

会を提供する事業の実施及びその奨励に関すると

と.

1 5 社会教育における学習の機会を利用して

行った学習の成果を活用して学校，社会教育施設

その他地域において行う教育活動その他の活動の

機会を提供する事業の実施及びその奨励に関する

関するとと.
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九1州共立大学スポーツ学部生の身体組成特性

中尾武平ホ

Characteristics of the body composition in the students of 
Faculty of Sports Science in Kyushu Kyoritsu University 

Takehira NAKAO愈

緒 言

競技種目によって運動の様式やトレーニング法は異

なる.また，長年にわたって競技を続けてきたアス

リートの体格，体乳身体組成は異なることが報告さ

れている川.これまで競技者の皮下脂肪厚や筋量に

関する報告が数多く報告されているが3--5) 競技者の

体格や身体組成を除脂肪量指数(Fat-freemass index; 

FFMI)や体脂肪量指数 (Fatmass index; FMI)を用

いて視覚的に評価したものは少ない刊圃そして，こ

れまでに各競技種目でアスリートを輩出している本学

であるが，形態や身体組成に闘する基礎的データはな

~'. 
そとで本論は，本学の授業カリキュラムにある体力

測定評価法案習を受講したスポーツ学部生の形態およ

び身体組成のデータを整理し， FFMIおよびFMIから

成る身体組成チャートを用いて，日常的に課外の部活

動に参加している学生(以下，部活動群)と部活動に

参加していない学生{以下，非部活動群}の形態およ

び身体組成を比較し，それらの競技特性を検討するこ

とを目的とした.

方法

1.測定時期および対象者

対象者は， 2006年1:本学に入学し，体力測定評価

法実習を履修した男子学生155名，女子学'1:72名，計

227名である.測定は. 2007年4月から200畠年3月の

期間に本学運動生理学実習室にて実施した.平均年齢

*九州共立大学スポーツ学部

は，男子19.3士0.5歳，女了'19.3土0.4歳であった.ま

た，対象の部活動群の男子(125名)は，サッカー，

テニス，バスケットボール，バレーボール，フットサ

ル， ラグビー，剣道，硬式野球，柔道，準硬式野若者，

水泳，体操，陸上競技部(短距離，駅伝，跳援}の

15競技に所属し，女子 (61名)は，サッカー，テニ

ス，バスケットポー}v，バレーボール，水泳，陸上競

技部{短距磁，駅伝，投捕にエアロピクス，ソフト

ボー}v，ハンドボー}v，柔道の12競技に所属してい

た.非部活動群は，男子30名と女子11名であった.

2固形態測定

身長はスチール製のスタンド裂身長計{ツツミ社製

1m) を用いてO.lcm単位，体重はデジタル体重計

{エー・アンド陪ディ社製AD-6208Bl を用いて

O.02kg単位で測定した.体重の測定は被験者をでき

るだけ薄着にさせ着衣のまま測定したが，特に補正は

行わなかったa 皮下脂肪厚の測定は，キャリバーの接

点に10g!臨臨2の一定圧がかかるようにキャリプレー

ションされた栄研式皮下脂肪厚計を用いて， 0.5臨 間

単{Il.で上腕背側部および肩甲骨下部の2部伎を測定し

た胴周径囲の測定は，メジャーを用いて0.1盟問単位

で胸囲，上腕凪大腿囲および下線闘の4部伎を計測

した全ての溺定は，学生が実施した.

3幅身体組成

身体組成の測定は，上腕背側部と肩甲骨下部の皮下

脂肪厚からNagamineら，)の下記の式によって体密度

を推定した.

事 KyushuKyoritsu University Fa叩 ltyof Sporls Science 
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男子:体密度=1.0事13-0.00116X (上腕背側部皮

下脂肪厚+肩甲骨下部皮下脂肪厚)

女子:体密度=1.0897-0.00133X (上腕背側部皮

下脂肪厚+肩甲骨下部皮下脂肪厚)

ここでの上腕背側部と肩甲骨下部の皮下脂肪厚の単

位はmmである

体脂肪率 (%FM)は. Brozekら紛の下記の式を用

いて算出した.

%FM= (4.570/体密度-4.142) X 100 

除脂肪量 (Fat-freemass; FFM)は，体重一(体重

X%FMXO.Ol)で算出し，体脂肪量 (FatMass; FM) 

は，体重とFFMとの差とした.除脂肪量指数 (FFMI)

と体脂肪最指数 (FMI)は，体格指数 (BMI) と同様

の概念であるためV組 Itall!eら闘の以ドの式から算出

した.

FFMI (kg/m') =除脂肪量(kg)I身長(臨Y

FMI住居1m')=体脂肪量 (kg)I身長 (m)'

BMI (kg/m') = FFMI (kg/m') + FMI (kg/m') 

4.統計

結果は，全てMicrosoftExcel vo1.X for Mac及び統

計分析プログラムSPSS16.0 for Macを用いて処理し，

平均値と標準偏差で示した.群間の有意性検定には一

元配援の分散分析(ANOVA)を用いた.競技開の検定

l乱対応のないStudent-t.検定を用いた.有意水準は

いずれも5%未満 w<O.05) とした.

結果と考察

形態および身体組成変数の平均値と標準偏差を性

別・群別に表1に示した.男女とも部活動群と非部活

動群間の形態および身体組成変数の平均値に有意な差

は認められなかった.

皮下脂肪厚および周径囲を性別・競技別に表2に示

した.部活動群と非部活動群との間に命令煮な差が認め

られたのは，男子でラグビーの胸囲および駅伝の大腿

図であった W<0.05)ーまた，ラグピーの胸囲は非部

活動群よりも高い値を示したが，駅伝の大腿図は顕著

に低い縫を示した.女子では，部活動群の投郷の上腕

図のみで有意に高い値を示した w<O.05l.

形態および身体組成変数を性別 z 競技別に表3に示

した.男子の部活動群は，バレーボールの体重および

FFM. そしてラグビーの体重. BMIおよびFFMIで，

全ての項目において非部活動群よりも高い植を示した

女子ではg 投機の体重. BMIおよびFM. 柔道の

FFMIにおいて有意な差が認められ，いずれも部活動

群が非部活動群よりも高い緯であった W<O.05).

性jjrJ.競技別の身体組成の特性を関 1の身体組成

チャートに示した.男子のラグビーおよびバレーポー

ルのBMIは，非部活動若手よりも顕著に高い傾向が認め

られた.一方，駅伝やフットサルは低い傾向を示した胴

FFMIは，ラグビー，バレーボール，野球および体操

で高く，駅伝，フットサルで低い傾向を示した. FMI 

は，駅伝，短距離ら跳躍，野球，体操，フットサルお

よびサ、yカーで低い傾向を示した.女子のBMIは，非

部活動群よりも投蛾柔道およびソフトポールで顕著

に高い傾向が認められた. み¥テニス，駅伝は低い

傾向を示した. FFMIは，柔道，投鄭で顕著に高く，

テニスで低い傾向を示した FMIは，陸上競技の短距

離，駅伝およびテニスで低い傾向を示した.

本研究では. FFMIおよびFMIから成る身体組成

チャートを用いてg 本学における部活動所属学生(部

活動群)と部活動非所属学生(非部活動群)の形態お

よび身体組成を比較し，それらの競技特性を検討する

ととを目的とした その結果，部活動群と非部活動群

の形態および身体組成に有意な差は認められなかった

これは非部活動群の中に競技者として長年活躍した者

が多く含まれており，とれまでのトレーニングによっ

て形態や身体組成が部活動群と間程度発達していたた

めと考えられる.しかし，身体組成チャートを用いた

判定では，男女とも多くの競技で非部活動群よりも部

活動群が右側にプロットされ. FFMIで高い儲. FMI 

で低い値を示す傾向が認められた町特に，ラグビーお

よび投携は，他の競技と比較しても体格，体脂肪組織，

徐脂肪組織において顕著に大きい傾向を示した.しか

し，駅伝やフットサJv.テニスやエアロピクスといっ

た持久的運動で身体接触が少ない競技は，体格，体脂

肪組織および除脂肪組織も小さい傾向が認められた

さらに，男女ともに非部活動君事よりも左上側にプロッ

トされた競技，つまり体脂肪組織が多く，除脂肪組織

が少ない競技は認められなかった.

本研究の対象者は，日本を代表する競技選手でなく

大学生のアマチュア競技者ではあるが，各競技特性を

反映した体格や身体組成を示した.しかし，今後は対

象者の数を増やし，研究者の正確な測定による形態お

よび身体組成の変化を縦断的に調査し，日本のトップ

アスリートとの比較から形態および身体組成の特性を

検討する必要がある.
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Table 1. Characteristics of the students in department of sports 
science in k刊 shukyoritsu university. 

Total students Athletes Non-athletes Di釘erence
Mean"s.d Mean土s.d Mean土s.d ANOVA 

Boys 
n 155 125 30 

Stature cm 172.1 土 6.7 171.8 土 6.8 173.1 '" 6.2 ns 
Body mass kg 68.0 '" 9.3 67.9 土 9.6 68.6 土 8.2 ns 
Body mass index kglm' 22.9 '" 2.6 23.0 '" 2.6 22.9 '" 2.4 ns 
Fat mass kg 10.3 土 5.7 10.0 土 5.5 11.9 土 6.2 ns 
Fat-free mass kg 57.7 土 6.2 58.0 '" 6.3 56.6 土 5.5 ns 
%Fat mass % 14.7 '" 5.5 14.2 '" 5.1 17.0 '" 6.6 ns 
Fat mass index kglm' 3.5 土1.9 3.4 " 1.8 4.0 '" 2.1 ns 
Fat-free mass index kglm' 19.5 '" 1.4 19.6 土1.4 18.9 土1.3 ns 
Triceps-SF 町1町1 10.1 土 5.2 9.6 土 4.8 12.0 士6.2 ns 
Subscapular-SF 町1町1 12.4 '" 6.9 11.8 土 6.4 14.8 土 8.4 ns 
Chest C町1 90.0 土 6.3 90.1 '" 6.7 89.7 士4.4 ns 
Upperarm C町1 28.1 土 2.7 28.2 土 2.7 27.7 '" 2.6 ns 
Thigh cm 54.8 土 4.0 54.8 '" 4.0 54.9 土 4.1 ns 
Calf cm 37.2 土 2.7 37.2 土 2.8 36.8 土 2.0 ns 
Girls 
n 72 61 II 

Stature cm 160.1士5.2 160.7 土 5.1 156.7 土 4.9 ns 
Body mass kg 56.8 土 8.9 57.3 土 9.5 53.8 '" 2.7 ns 
Body mass index kglm' 22.1 土 2.9 22.1 土 3.1 21.9 '" 1.3 ns 
Fat mass kg 13.4 土 7.0 13.4 '" 7.5 13.3 '" 3.0 ns 
Fat仕eemass kg 43.4土 4.9 43.9 '" 5.0 40.5 土 3.0 ns 
%Fat mass % 22.9 土 7.4 22.6 土 7.7 24.7 土 5.0 ns 
Fat mass index kglm' 5.2 土 2.5 5.1 '" 2.7 5.4土1.4 ns 
Fat-free mass index kglm' 16.9 '" 1.6 17.0 " 1.7 16.5 "0.9 ns 
Triceps-SF 町1町1 18.0 '" 7.7 17.7 土 8.1 19.5 士4.4 ns 
Subscapular-SF m町1 14.9 土 6.6 14.6 土 6.7 16.7 土 5.4 ns 
Chest cm 86.8 士5.5 86.8 土 5.7 87.0 土 4.2 ns 
Upperarm cm 25.8 土 3.3 25.6 土 3.5 26.7 土 2.0 ns 
Thigh C町1 54.5 土 5.0 54.7 土 5.2 53.1 土 3.0 ns 
Calf cm 35.2 土 2.3 35.3士 2.3 34.4土1.6 ns 
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Table 2. Descriptive statistics of Skinfolds thickness and Circumference by sport巴n凶es.

Triceps-SF Subscapular-SF Chest Upper ann Thigh Calf 

ロ】町】町】町、 cm 町 cm 町1

Mean土s.d Mean土s.d Mean土s.d Mean土s.d Mean'"s.d Mean担。d

Boys 

Football 21 9.0土1.3 10.5土1.4
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t-tesl・p<O.05，v.!' Non-alhlele昧

Table 3. Descriptive statistics of Stature， Body mass， BMI， FM， FFM， %FM， FMI and FFMI by sport entries. 
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160.3土 2.2

2 152.9 '" 4.2 

6 157.9土 2.4

159.5 '" 3.4 

4 157.9土 2.9

2 166.8土 4.2

11 156.7土1.8

63.8土1.7

64.6 '" 3.9 

64.9土 2.2

84.1土 3.9*

62.4土 4.5

79.1土2.2*

68.4土 2.6

73.1土 2.1

75.2土 4.5

70.2土 3.5

68.8土 3.2

63.3 '" 2.2 

65.0 '" 2.5 

53.6 '" 3.9 

65.0土 3.5

68.6土 1.4

55.3土 2.6

50.3士 4.5
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58.9土 2.5
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55.0土 3.9

51.3土 2.9
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62.0土 3.2

58.3土 4.5

61.2 '" 3.9 
81.7土 5.5*

53.8土 2.3
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25.1土1.1

21.0土1.3

26.5土 0.7・
24.0土 0.8

23.8土 0.6

23.8土1.3

23.3土1.0

23.0士 0.9

22.7土 0.6

21.8 '" 0.7 

19.3土1.1

22.1土 1.0

22.9土 0.4
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19.6土1.3

21.6土 0.9

21.8土 0.7
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21.1 '" 1.1 
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22.8土1.3

24.6土1.1

29.2土1.6・
21.9土 0.7

8.6土1.2

8.6土 2.8

7.8土 1.6

14.2土 2.8

8.5土 3.2

16.9土 1.6

11.8土1.9

10.8土1.5

13.0土 3.2

11.9土 2.5

9.9 '" 2.3 

7.6土1.6

7.4土1.8

6.1土 2.8

7.6土 2.5

11.9土1.0

12.9土1.9

9.9土 3.2

13.4士 2.1

12.6土1.8

13.6 '" 2.8 

9.8土 2.8

9.7 '" 2.1 

10.1土 4.0

19.4土 2.3

14.4ま3.2

13.1土 2.8

30.0土 4.0*

13.3土1.7

55.2土 1.1

56.0土 2.6

57.1土 1.5

69.9土 2.6・
53.9 '" 3.0 

62.2土 1.5

56.6士 1.7

62.3土 1.4

62.2 '" 3.0 

58.3 '" 2.3 

59.0土 2.1

55.7土 1.4

57.6土 1.6

47.4土 2.6

57.3土 2.3

56.6土 0.9

42.4土1.7

40.5土 3.0

43.5土1.9

46.3土 1.6

43.5 '" 2.6 

45.2 '" 2.6 

41.7土1.9

38.1土 3.6

42.6土 2.1

44.0土 3.0

48.1土 2.6

51.6土 3.6

40.5土1.5

13.5土1.3

13.3土 2.9

12.0土1.7

16.7土 2.9

13.5土 3.4

19.7土1.7

16.8土 2.0

14.8土1.6

16.9土 3.4

16.8土 2.6

14.1土 2.4

12.0土1.6

11.4士1.9

11.4土 2.9

11.8土 2.6

17.0土1.1

23.1土 2.0

19.5土 3.4

22.9土 2.2

21.3 '" 1.9 
23.7土 2.9

17.5土 2.9

18.8土 2.2

21.1土 4.2

28.4土 2.4

23.7土 3.4

21.5土2.9

34.5土 4.2

24.7土1.8

3.0土 0.4

3.0土 1.0

2.6土 0.6

4.2土 1.0

2.9土 1.1

5.7土 0.6

4.1土 0.7

3.5土 0.5

4.1土 1.1

3.9土 0.9

3.3土 0.8

2.7 '" 0.5 

2.5土 0.6

2.2土1.0

2.6土 0.9

4.0土 0.4

4.9土 0.7

3.8土1.1

5.0土 0.7

4.7土 0.6

5.5土 1.0

3.7土 1.0

3.7土 0.7

4.3土1.4

7.6土 0.8

5.5土 1.1

5.3土 1.0

10.6土1.4

5.4土 0.6

18.8土 0.3

19.3 '" 0.7 

19.3土 0.4

20.9土 0.7

18.2士 0.8

20.8土 0.4・

19.8土 0.4

20.3土 0.4

19.7土 0.8

19.4土0.6

19.8 '" 0.5 

20.0土 0.4

19.4土0.4

17.1土 0.7

19.5土 0.6

18.9土 0.2

16.3土 0.4

15.7土 0.8

16.6土 0.5

17.1 '" 0.4 
17.5土 0.7

17.4土0.7

16.2土 0.5

16.2土 0.9

17.1土 0.5

17.3土 0.8

19.3土 0.7・
18.6土 0.9

16.5土 0.4

t-tesl・p<O.05，vs Non-athletes 
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2007年間離剣道・題合選@杖道講習会報告

大坪 議*

A report on lnternational 
Kendo， Iaido， and Jodo Seminar in 2007 

Hisashi OTSUBO権

はじめに

2007年度九州共立大学の海外研究費の支給を受け，

海外出張として参加したイタリア剣道連隠寒稽古，国

際剣道・居合道・杖道講習会について報告するもので

ある緬

ヨーロッパにおける剣道を中心とした冬期講習会は

2007年で第16回を迎えるが，本研究紀要第 1号で紹

介した還り，筆者は1998年から講習会講師として剣

経験した.

本講習会講師は，ヨーロッパ剣道連盟会長アラン・

デカル人同事務局長ラルフ z ベルナールからの招轄

であるが，その窓口になっているのが寛容と奉仕をス

ローガンとしているNPO法入国際社会人剣道クラブ

である嗣この団体は剣道の国際的普及に最も早くから

取り組み，現在の世界剣道選手権大会につながる大会

を作り上げた間体である.

道の国際的普及に携わっている 3 イタリア剣道連盟寒繕古

今回の講習会の特徴は，本学剣道部員が3名参加し，

講習の補助を務めると共に自分自身の修錬に努めたこ 2007年度イタリア剣道連盟寒稽古がイタリア中部

とである. のフエラーラ市の中心部のボスケート・ギムナジアム

2 国際剣道網居合道閉杖道講習会の歴史

前述した通り冬期講習会は2007年で16回を迎える

が，欧州冬期剣道講習会として発足し，筆者は1998

年から関わっている. 2003年から国際剣道・居合道

講習会となり，さらに2005年から枝道が加わった.

また同時に開催されていた中倉旗剣道大会も国際親善

剣道選手権大会に名称変更された.乙の講習会はベル

ギー・ブリュッセル市をメインの講習地にし， 2002 

年はイタリア・ベルガモ市， 2004年はイタリア・パ

レーゼ市での講習会を開催した.夏期講習会は毎年行

で12月7日から由自の 3日開開催された.講習会場の

体育館の掲示や鋳られているトロフィー類からハンド

ポールが盛んな土地柄のようである.

講習は約300名が参加し，剣道と居合道のコースで

行われた.現在イタリアには七段3名，六段8名{う

ち女性 l名)の型名の高段者がリードし，愛好者も

年々摺加傾向にある.今回も無段者および初段が50

cf，以 kの参加であった閉

受講は非常に意欲的で真撃な態度で，これからの願

書簡な成長とイタリア剣道連盟の発展が期待されるもの

であった.

われていたわけではなく，筆者は1999年イタリア・ 4 国際剣道置居合道置杖道講習会

ピゼンツァ市， 2005年， 2006年のスウェーデン・マ

ルム市およびベルギー置ブリュッセル市での講習会を 2007年講習会比 12月14日(金)から16日(日)の 3

傘九州共立λ学スポ」ツ学部 *Kyηushu Kyori匝uUniver剖tyFaculty of Sports SCIence 



62 大坪 害

日間ベルギー・ブリュッセルのADEPSスポーツセ ことを願っている.

ンターで開催された.本年は前述の通りスポーツ学部

1年の小田修平，脇田裕介，松枝吏視の 3名がイタリ

ア剣道連盟寒稽古に引き続き参加し，アシスタントを

務め国際交流に尽力した.

参加国はギリシャ，イタリア，ポルトガル，スペイ

ン，スイス，フランス，オランダ， ドイツ，ルクセン

ブルク，イギリス，アイルランド，イスラエル，スロ

ベニア，スウェーデン，フィンランド，ノルウェー，

デンマーク， トルコ，ロシア，ベルギー，在欧の韓国

人と日本人，初参加のアフリカ・モザンピークの23

カ国. 500名の多数な参加であった.

剣道，居合道，杖道とも真撃な受講態度の受講生を

レベルに合わせ，初級，上級にクラス分けをするなど

し，懇切丁寧あるいは的確な指導で目覚ましい上達を

示し，今後の上達が楽しみである.

最終日には，女子個人戦，男女混合のオープン個人

戦，団体戦の第6回国際親善剣道選手権大会が開催さ

れた.大会の成績は以下の通りであった.

女子個人戦

優勝 リサ・ヴァンラーケン(ベルギー)

2位キサ・ミヤハラ(オランダ)

3位デ・ブルネル(フランス)

3位 ラドルフ・ラッセル(ベルギー)

オープン個人戦

優勝 ウェズリー・ハーク(ベルギー)

2位ベーター・ドント(ベルギー)

3位 リナルト・ダニエル(フィンランド)

3位 ミヤタケ(イギリス)

団体戦

優勝ゲント・ハーク(ベルギー)

2位 JKCFフォンテネ(フランス)

3位ロンドン(イギリス)

3位明武館(ベルギー)

5 終わりに

今回は前述のとおり本学剣道部員が初めて参加し，

講習会や大会のアシスタントを務めながら，自己の修

錬に励み併せて国際交流に尽力したのが特筆されると

ころである.

毎回の講習で感じることであるが，受講生の真撃な

態度には頭が下がる思いがする，ますますヨーロッパ

はじめ各地の剣道が正しく普及・発展し，隆盛になる
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教育方法改善のためのスポーツ資料収集

ーギリシャの[古代オリンピック遺跡・競技場及び博物館jを中心としてー

向山貴仁ホ

Report of overseas training 
-The remains of an ancient Greek Olympic-

Takahito MUKOYAMA掌

1聞はじめに

平成20年2月21日より 3月11日までの20日間，ギ

リシャにおける海外研修(短期)の機会を得たー

申請の動機は，これまで教育方法の改善(模擬授業

の導入札テキスト教材(保健体育科教育法，特別活

動)の作成を行ってきたがE 近年の学生はビジュアル

世代であり授業においても視覚に訴えた内容圃方法の

充実の必要性を痛感していたからである.平成1吉年

度より九州共立大学スポーツ学部に奉職し「スポーツ

学概論J(l年)， r保健体育科教育法 IJ (2年〉の

講義を担当し，今後も「スポーツ教育観論J(3年)， 

f学校体育論J(3年)等，スポーツ学部における人

文科学分野の講義を多く担当することとなった ス

ポーツ学部に学ぶ学生にとって，とれらの科目はス

ポーツ学の基礎科目として，また.教職関連科目とし

て内容の充実を図る必要があると考えた.

紀元前8世紀に始まった古代オリンピックの競技遺

跡及び博物館等の文化財は，スポーツの原点として有

形無形の教材的価値を持ち，担当講義科目だけでなく

スポーツ学部全体の教育活動に密接に関連する.しか

し，本学における具体的映像による教材については十

分とはいえない状況にあった.そこで，本研修では，

ギリシャの古代オリンピック遺跡及び博物館を対象と

い映像を中心とする講義用資料の収集を目的とした.

噂九州共立大学スポーツ学部

2圃研修の概要と成果

1)研修内容(主な視察幽撮影遺跡)

研修中の主な視察・撮影遺跡は，海外研修日程表

(別紙)のとおりアテネ(前後6日間)，オリンピア

(5日間，オリンピア，メッシーニ，パッセ等)，デ

ルフィ (2日間)，メテオラ (2日間)，ミケーネ(1

日間)等に滞在し，さらに帰路ローマ (2日間)にも

滞在した.

各都市においては，吉代遺跡・競技場・附属施設及

び隣接する考古学博物館等において資料収集を行ったa

また，各施設においては， rピデオ映像J(6∞分， 60 

分XI0本=600分)の収録， r写真撮影jによる資料

収集を行い，さらに「古代遺跡署オリンピック関連文

献j等時点， r古代オリンピックに関する DVD映

像J2点を購入した以下，研修の概要と成果につい

て略述する.

(1) rアクロポリス遺跡j

「アクロポリスjは， r高い丘の上の都市jの意味で

ある.古代には聖域と要事蓄の役割を果たした.その歴

史は，紀元前13世紀には城空襲，紀元前昌世紀には聖

域，紀元前8世紀には古パルテノンの建造とベルシャ

戦争による破壊，紀元前5-4世紀における現在のパ

ルテノンの建造と1687年の大破と続く.現在も紀元

5世紀頃の状態への修復作業が継続されている.

2月22日の深夜にアテネ到着し，仮眠後の早朝ア

ティナス通りから初めて「アクロポリス遺跡jを見た

時，その偉容はまさに「高い庄の上の都市Jの名前ど

当ドK戸lshuKyori包uUnivers1ty Faculty of Spor阻 Science 
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おりであった.遺跡の入り口まで上り坂が続ゑ城寒

を見上げながら登板では一汗1J'く程であった幽

3月品目に三度目の視察を行った.との日は現地の

有名歌手の命日であったことから偶然にも入場は無料

であった幽 Iアクロポリス遺跡jには「パルテノン神

殿jをはじめ見所は多いが，丘の南側にもポリスの生

活を窺うことのできる遺構があり映像に収めつつ古代

を偲んだ，

(2) r宙代のアゴラJ.rローマンアゴラJ.r現代のアゴ

ラj

「古代アゴラjは. rアクロポリス遺跡Jのすぐ北に

位置する.アゴラは「市場jを指す語であるが，古代

では政治，宗教.文化的施設が集中した場所を意味し，

古代の著名な哲学者から庶民にいたるまで人々の生活

の場所であった.散策していると様々な建築物の島つ

に「ギュムナシオンjを偶然みつけスポーツ施設の発

見に喜びを覚えた.

{ローマンアゴラjは，紀元前 1世紀から紀元後2

世紀のローマ時代初期のアゴラの跡である

「現代のアゴラJは，オモニア広場から南へ延びる

アティナス通りにあり，肉屋，魚屋，八百屋が各50

軒ずつ以とありアテネの胃袋といわれる.

(3) r国立考古学博物館j

ホテルから徒歩15分程の所~::.ギリシャ各地の遺

跡からの出土品を収蔵する世界有数の「国立考育学博

物館jがあった.著名なコレクションだけでも. rミ
ケーネ遺跡jでシュリーマンにより発掘された「黄金

のマスクJをはじめ. rクーロス像(青年の像)J.

「ポセイドンのブロンズ像J• r馬に乗る少年J• rア
ンティキセラの青年J• rゼウスの大理石像J• rアフ

ロディテとパン(牧羊神)の像j等数え挙げれば切り

がない.また，スポーツ関連の出土品も， rボクシン

グをする少年の壁画J• rハルテーレスJ• r円盤J• 
「スポーツ場商の大理石彫刻J等が展示されていた.

2月23日に午前8時の開館と同時に視察を開始し

たが，気がつくと午後1時を回っていた. 3月5臼に

「ミケーネ遺跡jを視察後 7日にも観察とビデオ撮

影のため再訪した際，コレクションの意義を再認識す

ると同時に膨大なコレクションの撮影の無謀さも感

じた.

(4) rオリンピア遺跡j

fオリンピア遺跡Jは，今回の研修の主目的の一つ

であった. rオリンピア遺跡jは，ベロポネソス半島

北西部に位置し，アテネの「キフィスウパスターミナ

ルjからパスで所要時間5時間であった.

:;tリンピアは，昨夏 (2007年8月)の山火事の後

遺症が広範聞に見られた.当時， rJl火事が同遺跡まで

追っているとの報道は記憶しているが，とれ程の惨事

とは想像していなかった.山火事はスパルタで発生し

一週間でベロポネソス半島を縦断するスピードで焼き

尽くされたそうだ クロノスの丘はペンキで緑色に着

色されるなど復旧を急いでいた(後日，北京オリン

ピックの採火式が挙行されたことから，そのための景

観づくりではなかったかと考えた}

「オリンピア遺跡jは，予習の影響もあり初めての

訪問とは思えず，穏やかな景観を呈していた.遺構の

島つ つを確認し古代ギリシャ人とスポーツとの歴史

の重みを実感した.紀元前4世紀中頃に建造された

「競技場{スタディオン)Jに立った瞬間には，訪問

の喜びと感動を覚えた.主要な遺構だけでも34ヶ所

にのぼるため詳細は省略する

(5) rオリンピア博物館J.r古代オリンピック競技博物

館J.rオリンピック競技歴史博物館j

オリシビアにはコつの博物館がある. rオリンピア

博物館jは，オリンピア遺跡の発掘による出土品のう

ち建築物の復元等や中心に展示され. r古代オリン

ピック競技博物館Jは骨古代オリンピック競技の状況

を中心に展示され. rオリンピック競技歴史博物館j

は，近代オリンピックの経線について展示が行われて

いた

スポーツの原点を示すとれらの出土品は至宝ともい

える.初めて訪問した者が言うのもおこがましいがス

ポーツに関わる人間{特に学生時代に)は是非彼の地

を訪れ，世界的な文化財に触れるべきだと痛感した.

(6) rメッシーニ遺跡j

「メッシーニ遺跡Jは予定外の視察であった 2月

25日の午前，ホテル「アポロンjのロビーで支配人

と雑談中，ある男(彼はタクシ-]<ライパーであっ

た)が話に加わり，あれとれやりとりするうち「メツ

シーニ遺跡jへの売り込みが始まった. rメッシーニ

遺跡jについても不勉強であり，全く偶然であったが

「競技場(スタディオンリもあるとの 言で気持ち

は固まった 料金交渉の末4時間で80ユーロ(最初

は100ユーロであった)で商談が成立した.岡遺跡は，

ペロボネソス半島南西部にありオリンピアから 100キ

ロ程度に位置し，翌26日の呂時に出発したがFライ

パーは一般道であったが猛スピ-]< (平均100キロ以

上)で向かった.

「メッシーニ遺跡jは，周囲を山々と堅固な城門書

城壁に守られ一際高い山を背にした典型的な「ポリ
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スjで，一日で世界史の授業の記憶が匙った.

メッシーニは，その土地柄(ベロボネソス半島西

部)から他のポリスとともに古代オリンピックの初期

から参加し，多くの優勝者も輩出した記録が残ってい

るa 数多くの遺構の中でも「競技場(スタデイオ

ン)Jは復元され，紀元前(1-2世紀)の姿を示し，

素晴らしい教材に出会うことができた.また. rオリ

ンピア遺跡jと同様，附属する競技施設も整えられ，

ととでも占代ギリシャ人の強烈な競技意識を確認した

(7) rパッセ遺跡j

「パッセ遺跡jも，伊jのタクシードライバーの売り

込みから観察を決定した.料金交渉の結果は60ユー

ロ (9800円}で手を打った.

「パッセ遺跡Jはオリンピアから60キロ程度の山上

にあった.同遺跡については事前の予備知識は皆無で

あったが，ミシュランの地図上には観光ポイントとし

てのマークがあった，アテネのパルテノン神殿に比較

しやや小さい印象であったが，パルテノン神殿建造の

37年後に同一人物により建築古れたとのことであっ

た.その理由は，当時ベロポネソス半島ではベストが

議行し，難を逃れた人々が建築したとのことであった.

現在も修復作業が継続されている

(畠)rデルフィー遺跡J，rデルフィー博物館j

{デルフィー遺跡jは，アポロンの枠託の行われた

古代ギリシャの宗教の中心地であった幅パルナッソス

連山の峡谷にあり. r世界のヘソjと称された.アテ

ネの北西178キロに位置し，日帰り観光のできる世界

遺産として世界各国からの観光客も多い.

また. rデルフィー (ThePythian Games) Jは，

「オリンピア (TheOlympic Ga盟国 )J • rコリント

(The Isthmian Games) J ， rネメア (TheNemean 

Games)J と並ぶ古代競技のメッカであった， r競技

場(スタデイオン)Jは，遺跡の中でも最も高い場所

にあり，オリンピアに優るとも劣らない遺跡であった

また，やや離れた場所に「ギュムナシンオンjがあり

2500年以上も前の時代の古代ギリシャ人のスポー

ツ・競技に対する態度を改めて考えさせられた.

「デルフィー博物館jには， r競技者の像J， r青銅

の翻j者の像J等，有数の出土品が収蔵されている.

(9) rメテオラ{奇岩群)J 
3月2日に「デルフィー遺跡jを後にし，パスで

「メテオラJの麓の「カランパカjに向かった.日本

と異なり直行パスは無く，乗り継ぎのため7時間近い

移動であった.

「メテオラJは，ギリシャ中部のテッサリア地方に

位置し. r奇岩群jとして面白い景観であった.世界

遺産であったことから多くの観光客が訪れ賑わってい

た曙奇岩群の tには修道院があり，ととでも神戸大学

の卒業旅行に来ていた二人連れと「観光タクシーjと

の交渉し 3時間で一つを残し巡ることができた.帰

路は， トレッキングコースで奇岩を見上げながら，カ

ランパカの町まで 50分程歩いた.

側「ミケーネ遺跡j

「ミケーネ遺跡jは， 3月5日に日帰りで視察した

コリントスの南30キロに位置し，アテネからパスで

片道2時間半程度であった.

「ミケーネ遺跡jは，紀元前16世紀から紀元前12世

紀に栄えた文明で， 1876年にドイツの考古学者ハイ

ンリッヒ・シュリーマンにより発掘された.背後に大

きな山を持ち，外敵の攻撃からの守りを意識した地形

が印象的であり，城壁の入り口にある「獅予の門jは

予想以上の大きさで権力を象徴していた.ゆっくり

回っても 1時間程度で視察可能な規模であった.競技

遺跡は存在しないが， r競技やゲームjに関する記録

はある.

2)収集資料

今回収集した資料は以下のとおりである.

(1) 書籍資料

• GEORGE A. GHRISTOPOULOS (2003) THE 

OLYMPIC GAMES IN ANClENT GREECE， ANCIENT 

OLYMPlA AND THE OLYMPIC GAMES. EKDOTIKE 

ATHENON S. A. ATHENS 

• MANOLlS ANDRONICOS (2007) DelDl話.EKDOTlKE

ATHENON S. A. ATHENS. 

• OLYMPIA VIKATOU (2006) OLYMPIA THE 

A宜CHAEOLOGICALSITE AND THE MUSEUM. 

EKDOTIKE ATHENON S.A. ATHENS. 

• DlANA ZAFElROPOU工OU(2007) THE NATIONAL 

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM， 1王ELLENICMINISTRY 

OF CULTURE ARCHAEOLOGICAL RECEIlシTSFUND. 

ARCHAEOLOGICAL RECEIPTS FUND DEPARTMENT 

ATHENS 

• NIKOLAOS KALTSAS (2005) OLYMPIA，阻NIST丑Y

OF CULTU畏EARCHAEOLOGICAL RECEIPTS FUND 

ARCHAEOL<コGICALRECEIPTS FUND DlRECTORATE 

OF PUBLlCATIONS. ATHENS目

・DlANAZAFEIROPOULOU (2003) ANCIENT 

MESSENE， MlNISTRY OF CUL TURE ARCHAEOLOGICAL 

RECEIPTS FUND.ARCHAEOLOGICAL RECEIPTS FUND 
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D1RECTO宜ATEOF PUBLICATIONS， ATHENS， 

(2) DVD映像資料

のパス旅行であった.途中の景観を見るどころではな

く3回の休憩はひたすらトイレに居座る始末であった，

• 448 BC OLYMPIAD， A1JTHENTIC OLYMPIC パスも主要なバス停に止まるのではなく任意の場所で

GAMES OF THE 5th CENTURY B C， (120min) 降車ができる様了‘であった.ホテルの人の諮ではアテ

• ANCIENT OL YMPIA， THE HOL Y SITE OF ネまで車で4時間とのことであった.

ZEUS -THE MUSEUM，(63+63出 in)

(3) 撮影・編集資料

・多数

3.研修の事前回実際園事後

1)日程，計画

今回は単独での行動で，ツアー旅行の場合と異なり

旅行日程は自由であった 日程作成には昨年 (2007

年)の12月から開始したものの最終決定をみたのは

出発約 1週間前の 2月13日であった.この間様々な

計画，アドバイスを頂きながら呂田の計画変更を行っ

たが，結局初期の計画に後戻りした結果となった.そ

の理由は，ローシーズンであることからエーゲ海への

船舶利用による移動の難しさにあった(船舶は4月以

降は可，飛行機は可だが運賃が2，5倍程度)

結果的には，アテネ，ベロポネソス半島，テッサリ

ア地方を中心とする陵地が中心となった.エーゲ海，

小アジア方面は次回のお楽しみとしたa

航空チケット，ホテルはすべて予約し出発した幅結

果的には成功であった

2)事前準備と実際

事前に，参考文献欄のような古代ギリシャ史，ギリ

シャ神話，古代オリンピック関連文献を購入し予備知

識の獲得を試みていたが「百聞は一見に如かずjで

あった.

気候についてもインターネット，ガイド・ブックに

より気温，降水量の情報・記事はあったが，どの程度

の準備が妥当なのか判断できず苦労した.防寒具や登

山用の雨具(念のため)も持参したが，現地は「桜j

が開花する程の説援な気候であったり，降水量は11

月が多く 2，3月は少ないことが分かり不要であった.

また，移動はパスによることとしたが，事前に現地

のパス路線図，時刻表等の情報収集を試みたが鉄道利

用と異なり情報は皆無に等しい状況のまま出発した.

失礼を顧みず述べさせて頂くと，パスに関しては[切

符売り場J， r時刻表J， r乗り換え案内j等，日本の

状況とは大分異なり苦労した.

3) トラブル

2月24日の移動中は下痢と腹痛に悩まされた最悪

4，まとめ

ギリシャ・ローマの競技遺跡は，あまりにも有名す

ぎる文化財であるが，今回はじめて現地訪問が実現し，

「百聞は一見に如かずjの言葉どうり世界的文化財を

霞媛視察，見聞でき想像以上の存在の大きさに感銘を

を受けた.

との機会を与えて頂いた大学に対し心より感謝する

次第である.収集資料は，パワーポイントにより編集

し「スポーツ教育概論jの授業 9月23日のオープ

ンキャンパスで既に活用した また，今後の授業にお

いて十二分に活用する予定である.

参考文献

1 )阿 刀 樹 高 (2∞3)私のギリシャ神話東京:

集英社.

2)伊藤貞夫 (2∞6)古代ギリシャの歴史.東京

講談社.

3)高津春繁 (2006)古典ギリシヤー東京:講談社.

4) r地球の歩き方j編集室編 (2∞7)地球の歩き方

A24ギリシャとエーゲ海の島々&キプロス 東

京:ダイヤモンド・ビッグ社.

5)桜井万里子，橋場弦編 (2004)古代オリンピッ

ク東京:岩波書脂.

6)塩野七生 (2002) 口一マ人の物語 ローマはー

日にして成らず{上ト東京・新潮社.

7l塩野七生 (2002) ローマ人の物語 ローマはー

日にして成らず(下)，東京:新潮社.
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“The 9th Intemational Congress of Physiological Anthropology" 

参加報告

得居雅人事

A participation report on “The 9th International Congress of 
Physiological Anthropology" 

Masato TOKUI* 

1.はじめに している.

筆者は， 200畠年皐月，デルフト工科大学 (Delft 2 会識の概要

University of Technolo宮y，Netherlands)において関

催された "The宮thInternat!onal Congress 01 

Physiological Anthropology" (ICPA;第9回国際生理

人類学会議}にて発表の機会を得たので，その模様を

報告する

ICPAの開催されたデルフトmは，首都アムステル

ダムから電車で 1時間，人口 10万人のオランダの古

都である幅 fデルフトの眺望jを描いた画家フェル

メールの出身地として知られており，デルフトブルー

と呼ばれる育に彩色されたデルフト焼の産地としても

有名である デルフト工科大学は，オランダで最古・

最大の工科大学であり， 8学部13，000人以上の学生

と21，000人以上の研究者を有し，市の外れに学関都

市を形成している.会場となったFacultyof indus制al

design engineering (写真 1)は，会議場の付設され

た広大な空間を有し，国際会議ばか0でなく様々なイ

ベントに使用可能であると恩われる.

Physiological Anthropology (生理人類学)は，

現代の工業化された社会に生きる対象としてのホモ・

サピエンスに焦点を当て，生活環境とライフスタイル

システムの創造性を志向する科学的研究分野であり，

主催者である吋n岡田tionalAs抑制幻onof Physiological 

畑出向11)010貯"は，世界中の人類学，生物学，生理人

類学に関する学会の連合組織であり 2年毎に国際会

議を開催し，生理人類学分野における研究促進に貢献

本九州共立大学スポーツ学部

ICPAは， 8月22-26日の期間に午前中のシンポ

ジウムー午後の一般発表(オーラル，ポスター)およ

びデルフト焼き工房ツアーなどの特徴的なプログラム

により構成された.メインテーマは， “Human 

Diversity: design for life (人類の多様性:生きるため

のデザイン)"であり，シンポジウムのテーマは，日毎

に， 1) Human divers!ty， 2) Anthropometry and 

design， 3) Design for living， 4) Research in 

phys!olog!cal anthropology and des!gnであった.生

活(生存)と身体のデザインの関わりについて，健康

や環境への適応などの問題が議論された.

3.研究発表

筆者は，図 1に示したポスターにより発表した.写

真2，3は発表会場の様子であり，写真4のようにパ

ネルが展示された 発表の概要を以下に記す同

1)タイト)v
Utility of somatotype rating as a measure of body 

composition in Japanese college athletes. (日本人学

生陸上競技選手における身体組成の尺度としてのソマ

トタイプの評価の有用性)

2)目的

身体組成の計測は，競技者のパフォーマンスポテン

権KyushuKyori匝uUniversity Faculty of Sports Science 
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シャルの評価に重要である.多くの身体組成評価法が

存在するけれども，幅広い身体特性を有する競技者を

対象にした方法は確立されていない.一方で，競技者

の体格の評価にソマトタイプが用いられてきた.本研

究の目的は， 日本人学生競技者の身体組成の評価のた

めのソマトタイプの有用性を明らかにすることである.

3)方法

本研究の被験者は，男子73名，女子33名の学生陸

上競技選手であり，身長，体重，皮下脂肪厚 (SF)， 

周径囲および生体インピーダンス (BI)が計測された.

以上の測定値に基づき， Heath-Carter法によりソマト

タイプが決定され， SFとBIによる身体組成指数とし

て， fat mass index (FMI ; kg.m-2) とfat-freemass 

index (FFMI kg.m-2
) が算出された(それぞれ，

FMI-SF， FFMI-SF， FMI-BIおよびFFMI-BI).

4)結果

r=0.8以上の高い相闘が，次の項目聞に認められ

た;

endomorphy vs. FMI-SF in males (r=0.97) and vs. 

FMI (both -SF and -BI) in females (r=0.96 and 

r=0.90); mesomorphy vs. FFMI (both -SF and -BI) in 

males (r=0.85 and r=0.86) and in females (r=0.81 and 

r=0.80); ectomorphy vs. FFMI (bo血 -SFand -BI) in 

males (r=-0.81 and r=-0.83) and vs. FMI (both -SF 

and -BI) in females (r=-0.83 and r=-0.83). 

ソマトタイプの 3要素を説明変数， FMI-SFおよび

FFMI-SFを目的変数とした重回帰分析からは， r=0.90 

~0.99の高い有意性が認められ， 3要素全てが予測に

必要な変数であった.一方， B 1により評価された身

体組成の予測においては， endomorphyおよび

mesomorphyが，それぞれFMI-BIとFFMI-BIの予測に

必要な変数であった.

5)結論

以上の結果により，ソマトタイプは身体組成と関連

が深く，特に， endomorphyとmesomorphyは，それ

ぞれFMIとFFMIの有意な説明変数であることが確認

された.本研究結果は，ソマトタイプの評価が日本人

学生競技者の身体組成の尺度として有用であることを

示唆するものであった.

4.謝辞

このICPAにおける発表は， r平成20年度九州共立大

学海外研修制度(海外研修A)Jにより実現した.

写真1.会場となったFacultyof industrial design engineering 

写真2ポスター発表会場

写真3ポスターパネルとディスカッションの模様

写真4ポスターパネル
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Publication List & Activity Report 

堀内担志

1 )堀内担志，矢崎美香 (2008) 図書館情報(リテ

ラシー)教育におけるスポーツ学部学生の利用

に伴う動向について.スポーツ学部研究紀要 2:

1-6. 

2)堀内担志 (2∞8):スポーツ学部(体育)で学ぶ

とと→旨導者とは宇 . (出前講義:北九州市立北

九州高校6月7日). 

3)堀内担志 (2008):スポーツは科学であるーガン

パレ，しごきだけでは人は育たない一. (講演:

福岡県私立舞鶴高校進路説明会6月28日上

4)堀内担志 (2∞8):コーチングとは?ー名選手z

名コーチあらずー. (出前講義:熊本県県立千原

台高校11月11日). 

5)堀内担志 (2008):スポーツ学部(体育)で学ぶ

こと斗皆導者とはト. (出前講義:山口県私立高

JII学園12月108).

大坪害事

1)杉江正敏，榎本銀司，大坪意菊本智之，境英俊，

湯浅晃，吉山満，大田j顧康 (2008):山根幸恵先

生蔵武道関係文献 z 資料目録 全日本剣道連盟

Pp. 42. 

2)杉江正敏，大坪意榎本鐘司，菊本智之 (2008): 

浜松市金指間宮家・静岡市春風館(，)¥倉家ト静

岡市清水碧雲館(勝頼家}調査報告書第2報明

治船大正期の静岡県剣道人物史ー全日本剣道連

盟総務・資料小委員会{西日本)Pp. 15. 

船津京太郎

1)長谷川伸，船津京太郎， {I中堅消 (2ω8)副大学生

スポーツ選手の回旋縫板筋の画有筋力指標.日本

体育学会第四回大会号

2) Tokui M， Noda K， Nashiba S， Sogo N， Funatsu 

K， Komiya S (2008) Utility of somatotype rat 

ing as a measure of body composition in Japa闇

nese college track and field athletes. The 9th 

Intemational Cong陀 ssof Physiological An出ro

pology， pp34-35. Dellt， Ne世間rlands.

3 )野田耕，得賠雅人，船津京太郎，浜本なぎさ

(200呂) 高校生の体温測定値と生活，起立性調

節障害との関連.日本発育発達学会第8回大会

プログラム， Pp. 73. (福岡県;九州共立大学ト

八板昭仁

1)野寺和彦，宮崎義憲，大賀前章，八板畷fて

(2008) :大学女子パスケットポール選手の体力

レベルとフエイダウェイシュート動作との関係に

ついて.日本体力医学会第142回関東大会.

下樹博信

1)下関博信，磯貝浩久 (2008): r認知的トレーニ

ングjの現状と課題.九州体育・スポーツ学研究

23 (1) : 1-7. 

2)佐々木康，山下修平，古川拓生，黒岩純，村上

純，下国博信，他 (2008): 2007ラグビーワール

ドカップ総括 ラグビー科学研究19(3) : 3-12. 

3) Takum! Ya血 amoto.Kei臨 Imada，Jun Muraka-

血 i，Hironobu 5himozono， Koh Sasaki (200串): 

A comparison of the scoring profiles between 

before and after the formation of a new league 

system of rugby union in Japan : Wor1d Con 

gress of Performance Analysis of Spor!珊 Book

01 Proceeding・64骨-653.

4)佐々木康，村上純，下関博信，山本巧(2008)

ラグビーワールドカップ2007における予選プー

ル願位構造ー日本体育学会第5吉田大会号.

5)下関博信 (2008):トップリーグラグビー選手

への実際の指導.第2悶メンタルトレーニング

フォーラムイン福岡{福岡大学セミナーハウスト

小宮 秀一

日小宮秀一 (2008):発育発達研究における身体飽

成の{If.援づけ園日本発育発達学会 第6回大会プ

ログラム pp25 

2) Tokui M， Noda K， Nasbiba 5， 50富oN， Funatsu 

K， Komiya 5 (2008) Utility 01 somatotype踊 t-

ing as a measure of body composition in Japa 

nese col1ege track and field athletes. The 9th 

Intema世onalCongress of Physlologlcal Anthro-

pology， pp34-35. Delft， Netherlands 
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佐川 害事祭子

1) Shiraki， K， Sagawa S， Yamaguchi M， Mo祉iM. 

Claybaugh J R， and Lin Y C (2008): Adrenore 

ceptor sensitivity in humans during satu悶 tion

dlvlng at 4 atm abs. Proceedlngs: Asia四 Pacific

Conference of Diving and Under Water Technol 

ogy Conference. Shi Z et al (eds). Ocean Press. 

Beljlng， pp70-78. 

得居雅人

1) Tok凶 M，Hirakoba K (2008) : Estimatlon of 

oxygen cost of intemal [)ower during cycling 

exercise 制 thchanging pedal ra怯 Journalof 

Physlologlcal An仕立opology，27: 133-138. 

2) 野田耕，得居雅人，船津京太郎，浜本なぎさ

(2∞8) :高校生の体温測定値と生活，起立性調節

障害との関連. 日本発育発達学会 第6図大会

(九州共立大学).

3) Tokul M. Noda K. Nash!ba S， Sogo N， Funatsu 

K， Komiya S (200昌):Utility of somatotype rat-

ing as a measure of body composition in Japa 

nese college廿ackand宣eldatbletes. The官tb

Intemational Congress of Physiological Antbro-

pology， PIl34-35. Delft， Ne世田rlands.

4)得居雅人 (2∞8)・博士学位論文 内的パワー水

準に着目した筋の機械的効率の解析，九州工業大

学生命体工学研究科.

長谷川伸

1)長谷川伸，岡田純一，加藤清忠 (2008)・高齢

者にみられる脇腹筋体積の性差.体力科学57(1)・

131-140. 

2)長谷川伸 (2008): MRlを用いた回旋隠板筋の筋

体積の評価町九州共立大学スポーツ学部研究紀要

2: 7-12. 

3)半田徹，加藤浩人，長谷川伸，岡田純一，加藤清

忠 (2008) 筋力トレーニングのベンチプレス

系3種目における大胸筋，前鋸筋，三角筋の筋電

図学的噺究.スポーツ科学研究5:58-70掴

4)長谷川伸，船津京太郎，仲里清 (2ω8):大学生

スポーツ選手の回旋鍵板筋の固有筋力 日本体育

学会第臼回大会号e

古市勝也

1 )台市勝也 (2ω呂}国法改正と新たな生涯学習の推

進に挑戦する地域.日本生滋教育学会年報29:

39-56園

2)台市勝也，ブストス・ナサリオ，横尾勝持主力

丸宏昭，村山隆一 (2008):インターパル方式の

日程による「古賀市地域プランjの開発と実践

一地域実践を課した古賀mにおける区長レベルの

人材養成一.九州共立大学スポーツ学部研究紀要

2 : 39-47. 

3) 由市勝也 (200昌):文部科学者委託事業「学習素

材デジタル化連携促進事業j研究報告一学習素材

のデジタル化連携促進による生涯学習の手用車・手

法の開発モデJV--.九州共立大学スポーツ学部研

究紀要2: 57-62. 

4)台市勝也，平地佐代子，ブストス・ナサリオ

(2008) :地域のボランティア間体・グループの

組織化の理念と支援の実際ー北九州市「ボラン

ティアm八幡西jの設立鮮緯と展望 ，九州女子

大学生涯学習研究センター紀要13:37-46. 

5)古市勝也，平地佐代子，大迫敦子，ブストス・ナ

サリオ (2008)・地域での実践活動に結びつく人

材養成講座の手順・手法に闘する研究一山口県

地域づくりプランナー養成講座の検証からー.九

州女子大学生涯学習研究センター紀要13: 37-46. 

6)古市勝也 (2008):スポーツ組織の運営と事業.

平成20年度目本体育協会公認上級指導員養成講

習会(アクシオン福岡). 

7)古市勝也 (2008):行政の原理が変わったのは地

方分権一括法 中国・岡国・九州地区生涯学習実

践研究交流会第27回大会総括.日本生涯教育学

会九州支部(福岡県立社会教育総合センター).

8) 古市勝也，浜田満明，渡透綾子，矢吹正徳

(2008) :学校・家庭園地域社会が協働し，子育

てや家庭をいかに支えるか. 111口人づくり・地

域づくりフォーラム(山口県生涯学習推進セン

ター). 

由〉古市勝也 (200呂):地域・家庭・学校の協働をめ

ざしてー今，求められるものー-岡山県生涯学習

推進実践講座(岡山県生涯学習センター). 

10)台市勝也 (2∞8) 予の教育の責任はだれとだ

れかー父親と母親である.綴が変われば子ども

の変わる一日本教育新聞『週間教育資料~ No 

1020. 

11) 占市勝也 (2008): :地域の公共活動に自己実現す

る人材育成のすすめ.生涯学習OlTA第50号.



野田耕

1)野田耕 (2008):“The 19th IUHPE World 

Conference on Health Promotion and Health 

Education ..参加報告.九州共立大学スポーツ学

部研究紀要2: 63間協園

2)野井真脊，下里彩呑，鈴木綾子，山本晃弘，野田

耕 (2008) rからだの学習jに関する基礎的研

究疑問調査，知識調査，生活調査，体調調査の

結果を基にー.学校保健研究4官 (6) : 43宮451

3)野間 耕，得居雅人，船津京太郎，浜本なぎさ

(2∞8) :高校生の体温測定値と生活，起立性調

節障害との関連.日本発育発達学会第6回大会

(福岡県;九州共立大学). 

4) Tokui M， Noda K， Nash!ba 5， 5ogo N， F皿拙U

K， Komiya 5 (2008): Utility of somatotype 

rating as a measure of body composition in 

Japanese col1ege track and自elda出letes. The 

宮thIntemational Congress of Physiological 

Antmopology， pp34-35. Delft， Netherlands. 

日下墨彩香，鈴木綾子，山本晃弘，野田耕，野井

真吾 (2008):子どもの生活実態がからだに闘す

る“疑問"に与える影響.第55四日本学校保健

学会〈愛知県;愛知学院大学). 

6)野田耕 (200昌):福岡県の体力低下の現状と学

校での取り組み子どものからだ・生活から考え

るー. r福岡県県小学校体力向上研修会J(飯塚

市) 福岡県教育委員会主催闘筑豊教育事務所共

催.

7)野田耕 (2008): ;福岡県の体力低下の現状と学

校での取り組み一子どものからだ・生活から考え

る . r福岡県小学校体力向上研修会J(筑後市). 

福岡県教育委員会主催・南筑後教育事務所共催.

金丸千雪

1) Chiyuki Kanamaru (200昌 AS臨むrof Eliz-

abeth Gaskell' s 'Soc!al problem' Novels: 

The Inner Develop出 entsof吐leHeroines in a 

Cenrury of Social Change 博土論文{学術)北

九州市立大学.

2)金丸千雪 (2ω8):ギャスケルにおけるわレー

ス』における母と息子の関係サイコアナリテイ

カル英文論議第28号・ 19-39.

3)金丸千雪 (2008) メアリ・シエリーの母親書

説九州共立大学スポーツ学部紀要2・13園児闇

4)金丸千雪 (2008) The Cambridge Compan-

73 

ion to Elizabeth Gaskell. ギャスケル言語集第18

号・ 101-104.

ト河直太

1) Honda A ， 5ogo N， Nagasawa 5， Kato T， Um-

emura Y (2008) : Bones benefits ga!ned by 

jwnp-training are preserved afも:erdetraining in 

young and adult rats. J Appl Physlol 105(3): 

849-853. 

2) Umemura Y ， Nagasawa S， Sogo N ， Honda A 

(2008) : E宜'ectsof jump training on bone are 

preserved after detraining， regardless of es甘ogen

secretion state in rats. J Appl Physiol 1 04(4): 

1116-1120聞

3) Nagasawa S， Honda A， SOgO N， Umemura Y 

(200昌): Effects of low-repetition jump ex-

ercise on osteogenic response in rats. J Bone 

Miner. Metab 26(3): 226-230. 

4)梅村義久，長津省吾，本出亜紀子p 十河

直太，前回 百恵 (2008):ジャンプトレー

ニングが脳卒中易発症性自然発症高血圧ラット

(SHR5P)の寿命に及ぼす影響 中京大学体育

研究科紀要22:53-56. 

5)十河 直太 (2008):骨強度を高めるためのト

レーニングインターパルに関する検討ー博士論

文.

6)十河雇皇太，本田亜紀子，長穣省吾，梅村

義久 (2∞8) 複数セットに分割したジャンブ

トレーニングがラットの骨と骨代謝マーカーに及

ぼす影響.第63回日本体力医学会舗

7) Tokui M， Noda K， Nashiba S， 5ogo N， Funatsu 

K， Komiya S (2008): Utility of somatoty!le rat-

!ng as a measure of body composit!on !n Japa-

nese college track and field athletes. The冒th

Intema姐onalCongress o! Physiological Antmo-

pology， P!l34-35. Delft， Ne曲目lands.

村田真一

日村田真一 (2008):総合型地域スポーツクラブに

おける「運営参加Jに関する比較事例研究.九州

共立大学スポーツ学部紀要第2・19-31 

2)村田真一 (2008):総合型地域スポーツクラブ併

究の展望ー「新しい公共性j論をモチーフにして

一 九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期

大学生涯学習センター紀要第13:告1-117. 
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3)村田真一 (2008): i総合型地域スポーツクラブに

おける

リ一にみる2代目志民の変容.関係性を手掛かり

にしてー.日本体育・スポーツ経営学会 第31

回大会号68-69. 

中尾武平

日中尾武平，斉藤篤司，大柿哲朗，小宮秀一

(2008) :日本人小児 (3-11歳}の身体組成指数

の検討健康科学 30:19-25 

2)斉藤篤司，大柿哲朗，中尾武平，染矢奈美，護豊田

綾子，中堅由紀，山本健.(2008) :登山前日の

水分摂取が登山時の循環応答に及ぼす影響.受山

医学. 28・201-207聞

3) '1'尾武平，鍋谷照，斉藤篤司，大柿哲朗 (2008): 

ネパール人小児 (6-11議)の形態および身体組成

日本発育発達学会第8回大会プログラム Pp44.

4)中尾武平，斉藤篤司，大柿哲朗 (2008):ネパー

)j，-人 (12-17歳}の身体組成指数の特徴第S7tロ1

九州体育スポーツ学会 p67.

5)斉藤篤司，中尾武平，染矢菜美，中堅由紀，績回

綾子，山元健一，大柿哲朗 (2008):登山前日の

水分摂取が繋山崎の循環応答に及ぼす影響.日本

登IlJ医学会学術集会.

6) Sa!to A. Nakao T. So臨 eyaN. Hamada A. Na 

kasato Y. Ikeda M and Qgaki T(2008) : E古ec脂

of prehydration on hydration status during 

mountaineering. East As!a Sport and Exerc!se 

Science Society， 

7)中尾武、['(2008) :練習・試合前副中・後の食事.

福岡県体育協会スポーツ医科学アシスタント養成

研修会(アクシオン福岡). 

8)中尾武、['(2008) :スポーツとサブリメント摂取.

福岡県体育協会スポーツ医科学アシスタント養成

研修会(アクシオン福岡).

由)中尾武平 (2008):スロー&リラックスーからだ

ほぐし運動.福岡県市町村職員共済組合ヘルス

セミナー(レイクサイドホテル久山L

花国道子

1)花岡道子，信回よしの (2∞8): :地域スポーツ活

動支援を還した指導者育成一知的障害児者対象の

「ニコニコ体操教室j参加学生の自己概念に着

目して .九州共立大学スポーツ学部研究紀要.

2 : 33-37. 

2)花田道子 (2ω8):知的障害児のキャンブ「ニコ

ニコキャンプj実践報告 Camp Meeting in Ja-

pan2008 第12回日本キャンプ会議キャンブ研

究. 12 (1) : 14-15. 

3)西国賊ー，花田道子 (2008):組織キャンブ体験

が商学年児童の攻撃性に及ぼす影響.野外教育

によるコミュニケーションスキル獲得と汎化ー

ヱピデンスに基づいた実践のための基礎的研究

平成19年-21年度科学研究費・基盤研究 (B)

(課題番号:1宮300212)研究成果中間報告書a

33-3畠園

4)花田道子 (200畠):小学校長期自然体験活動を支

援するための指導者養成事業:自然体験活動指導

者養成講習会(兼キャンプディレクター講習会)

(国立夜須高原青少年自然の家). 
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九捕共立大学スポーツ学部研費紀聖書投稿申し合わせ

1 九州共立大学スポーツ学部研究紀要は本学のス 9 別語IJり

ポーツ学部における研究活動の紹介を主な目的とす 50部を無料とする.それ以上必要とする場合は，

る. 必要部数を投稿時に委員会に申し込む.但し，その

2 刊行回数は年 i回とする.

3 投稿者

投稿者l丸本学部の教職員及び教職員の紹介の

あった者に限る.

4 投稿論文の執筆，提出は論文執筆要項に従い. Ilま

分の実費は著者負担とする幽

10 この申し合わせに定めるものの他，投稿，編集及

ぴ刊行に関し必要な事項は委員会において決定する，

11 原稿執筆に関する事項は別に定める.

稿は原則としてワ一戸プロセッサ一等で作成する. 付記

投稿にあたっては，プリントアウトされた原稿2部 との規定は平成四年12月21日から施行する

とともに電子媒林を添えて提出する. 平成21年2月12日 A部改lE

5 原稿の体裁が不適当と考えられた場合には，研究

紀要編集委員会{以下「委員会jという.)が原稿

の書き改めを要求することがある.

6 論文の内容については，著者が責任をもっ.

7 本研究紀要に掲載された論文，抄録の著作権は九

州共立大学に帰属する.

8 単著者が投稿する場合は，原稿を電子媒体に変換

し著作物として有線送信することの許諾を得たもの

として取り扱う.また共著の場合，筆頭著者は共著

者から電子媒体として有線送信することの許諾を得

て投稿するものとする.
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九期共立大学スポーツ学部輔究紀重要論文執筆聾噴

平成18年11月21日 (8) 紹介

スポーツ学部拡大教授会決定 関内外の研究の動向を伝え本学部の研究の推進

に益すると考えられ問題提識となるもの.

九州共立大学スポーツ学部研究紀要(以下「研究紀

重要j という.)は，本学部教職員並びに関係者の研究 2)パブリケーションリスト

活動を広く紹介するために刊行するものであり，その 執筆についての要領は，引用文献の執筆要項に願

投稿，及び編集・刊行にあたっては，この要項の定め ずる幽

るところによる.

l 刊行回数は年1回とし，原稿は研究紀要編集委員

会(以下「委員会jという.)の指定した日時まで

に提出されたものとする幅

2 研究紀要に投稿できる原稿は，総説.JEf著論文，

実践的研究，調査・研究資料，評論(研究ノートを

含む.)，各種報告，推勝論文，紹介とし，区分及び

内容は以下の通りとする.

1)原著論文等

(1) 総説

それぞれの研究領域における自己の研究成果も交

えて考察を加え，体系的に整理したもの.

(2) 原著論文

オリジナリティーが高く科学論文として完結して

いるもの.

(3) 実践的研究

実践現場からのオリジナリティーの高い指導経験

等について考察し整理したもの.

仏)調査・研究資料

それぞれの学問領域の発援のための高い指導経験

等について考察し，盤理したもの.

(5) 評論(研究ノートを含む.) 

国内外の競技等の'1'で，専門家の立場から自分の

研究アイデアを交え運動方法学あるいはコーチ学的

に論議すべき題材を見出し評論したもの.

(6) 各種報告

学長裁量経費等による成果や海外研修及び圏内研

修等の成果を報告したもの.

(7) 推薦論文

交流協定のある大学からの寄稿論文で本学部の研

究推進に寄与するもの.

3 原稿執筆については下記の要領による

(1) 原稿は図，表g 写真および要約を含め，膨j上がり

宮ページ以内を原則とし，次の書式.:従うものとす

る.

a 原稿はA4版縦長横書きとし，和文の場合は全

角40字30行で，英文は12ポイント程度の活字を

用いダブルスベースで作成する.

b 和文原稿は，常用漢字，現代かなづかいを用

い，句読点およびカッコは 1字に相当するように

い単位は原則として国際単位による

(2) 原稿には表紙を付し，表題，著者名及び著者の所

j高先を和文と英文で記載する.また，連絡先となる

著者を明示し，その宛先，電話番号，ファッタス番

可及び電子メールアドレスを和文と英文で記載する.

(3) 総説と原著論文には抄録 (Abstract) とキーワー

)< (Keyword) をつける.抄録は本文が和文，英

文いずれの場合も英文とし， (l)-aに従い200-500

諮で作成する.キーワ一戸は英文で 3-5言語とする.

洲本文項目の臓序はp 緒言(はじめに).方法，結

果，考察， (書留語字、注釈)，引用文献の煩とし，小項

目に見出し番号を付ける場合は. 1. 2. …. 1) 2) 

(1) (2) "'，①②…の願とする.

(5) 本文中で引用文献に言及した場合，文章の右肩か

著者名の右肩に，末尾の文献表に照合する替号を付

ける. 3名以上の共著の場合は.rたちJ.rらJ.ret 
alJを用いる同

(例)徳永たち討によれば…Kawasakiら心によれば，

Komiya et al S) 

(6) 図表は，原則として英文で作成し，番号はFig1.. 

Table 1とする掴また，すべて本文とは別紙(l凶，

i表 l枚}とし，本文の欄外に挿入する箇所を朱書

で指定する.

(7) 原図はそのまま製版可能なものとする.



(8) 特殊な印刷・経費を必要とするもの(例えば，カ

ラー写真など)については，著者負担とする園

(9) 引用文献は，本文中の引用j僚に番号(片カッコ)

を付け著者名は省略しないで全員を記入し，掲載順

序は下記に従って記載する.巻数，発行年(西暦年)，

カッコ及び欧文は半角とする なお，欧文雑誌名は，

正式な省略形がある場合は省略7酵を用いるものとす

る園

a 雑誌から引用する場合

著者名{共著者の場合コンマし)で続け，全員

を記載)(西暦発行年)論文表題.掲載雑誌名，

巻数(号数を示す必要ある場合は巻数の後に(号

数1:始頁ー終頁.

(例)

1)得居雅人平木場浩二 (2005) 筋運動時の機

械的効率一過去および最近の動向一九州体育・

スポーツ研究.19 (2) : 1-10. 

2) Sagawa Sueko， Katsuya Yamauchi， Yuka 

Tsutsu!， Yutaka Endo. Ke!zo Sh!rakl (2005) 

A VP Resllonse to LBNP Is Attenuated ln a 

Hyperbarlc Environ皿 ent.A viat Space Environ 

Med 76(8) : 73骨 743‘

b 単行本から引用する場合

引用頁の書き方は 1頁のみのときはp. (/1、
文字のpの後にピリオド)，複数ページのときは

llll.(小文字のPllの後にピリオド"事i用箇所が限

定できないときは総ベージ数をPll. (大文字のF

と小文字のpの後にピリオめとして記載する.

①著書

著者名(西瞬発行年〕 ・書名.版数{必要な場

合l，発行所，発行地(欧文の場合)，始頁ー終頁幅

(例)

1)福留強， 8市勝也 (2∞5) ・資料と関でみる生

漆学習.日常出版，東京， 1l.180. 

2) Loring B 宜owell (19曽3): HUMAN 

CARDIOV ASCULAR CONTROL. Oxford 

University P即時， New York， p.28. 

②編集書・監修書

執筆者名(西暦発行年):章名，編集者名{編). 

書名.発行所，発行地{欧文の場合)， 始 頁 終

頁.

(例)

1)藤島和孝(19宮3):現代生活における健康と運

動，九州大学健康科学センター{編L健康と運動

77 

の科学，大修館妻鹿， llP.30-31. 

2) Wi1lia臨 sC (1994) : Diet and sports 

performance. In Harries M. Wil1iams C， Stanish 

WD， Micheli LJ (eds)， Oxford textbook of sports 

medicine. Oxford University Press， Oxford. 

pp65昌2

③ 翻訳書

カタカナ著者名(翻訳者名川西暦発行年):書名.

発行所，始寅一終頁. (原著者名(発行年): 1京書

名発行琉発行地)

{伊U)

1)アレックス F'ロッシュ，スティーブンB.ハ
イムズフィーJV!'.ティモシィ G'ローマン編集

{小宮秀一監訳)(2001) :身体組成研究の基礎と

応用.大修館書底.pp.146-pp.14串

(Alex F. Roche， Steven B. Heymsfield， 

Timothy G. Lohman (1996) : HUMAN BODY 

COMPOSITION， Hu血 anKinetics publishers. 

Inc.. Quebec.) 

側提出原稿と電子媒体は. A4版の封筒に入れ，封

簡の表に原稿の種類，表抵著者名連絡責任者，

原稿の本文枚数{引用文献を含む).図の枚数，表

の枚数，別刷り希望書客数を記入する.

(11) 初校と第二校の校正は，著者によって行われ，編

集委員会の指定した期日内に終えなければならない

第三校の校正は編集委員会が行う.校正による大幅

な原稿の修正はみとめない.

附則

平成19年11月22日 一部改正
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