
 

 



 

 



 

 

日本スポーツ人類学会 第 20 回大会 

 

 

■ 主催：日本スポーツ人類学会 

 

 

■ 共催：早稲田大学スポーツ科学学術院 

 

 

■ 期日：2019（平成 31）年 3月 21日（木・祝日）・22日（金） 

 

 

■ 会場：早稲田大学早稲田キャンパス 26号館（大隈記念タワー）5階 502教室 

〒160-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 516 

 

≪アクセス≫JR山手線、西武新宿線「高田馬場駅」より都バス「早大正門」行き終点下車、 

徒歩 1分 

東京メトロ東西線、都電荒川線「早稲田駅」より徒歩 3分 

東京メトロ副都心線「西早稲田駅」より徒歩 12分 

 

 

■ 懇親会会場：Ile･des･pain（イル・デ・パン） 

162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 537 メゾン三晃 1F 

03-3203-8191 
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１．大会受付 

・場所：早稲田大学早稲田キャンパス 26号館 5階 502教室前 

・時間：3月 21日（木・祝日） 12：20～ 

    3月 22日（金）    9：00～ 

※ 受付にて参加登録を行い、資料等をお受け取りください。 

 

 

２．参加費 

・大会参加費 一般：4,000円 

       学生：2,000円 

・懇親会参加費 5,000円 

※ 懇親会参加費も大会受付にてお納めください。 

※ 非会員の方でシンポジウムのみご参加の方は、大会参加費は 2,000円となります。 

  当日、シンポジウム開始前に必ず大会受け付けにお越しください。 

 

 

３．ネームプレートについて 

・会場内では、常時着用をお願い致します。 

 

 

４．昼食 

・両日とも、大隈講堂横の uni café が営業しております。 

・大会会場の近辺のコンビニ、弁当屋をご利用ください（地図をご参照ください）。 

 

 

５．その他 

・クロークは用意しておりませんので、お手数ですがお荷物はご自身の座席或いは会場後方ま 

でお持ちください。 

・男性用トイレは奇数階にあります。 

 女性用トイレは偶数階にありますので、エレベーターや階段をご利用ください。 

 

 

 

 

大会ご参加のみなさまへ 
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１．発表時間 

・発表時間は 20分（発表 15分、質疑応答 5分）です。 

・1ベルは発表終了 3分前、2ベルは発表終了時、3ベルは質疑応答終了時です。 

 

 

２．発表用データについて 

・使用視聴覚機器は，パソコン（Windows7）と接続された液晶プロジェクターです。 

・発表用ソフトは Power Point2016とします。フォントはWindows標準としてください。 

・動画はすべて Power Pointに埋め込み、再生はWindows Media形式としてください。 

・発表用ファイルはUSBメモリーにてご持参ください。 

・事前にデータファイルのウィルスチェックを済ませて下さい。 

 

 

３．ご発表の前に 

・事前に必ず大会受付をお済ませください。 

・以下の時間帯に、USBメモリの発表用ファイルを会場の PCにコピーしてください。 

・動作チェックも以下の時間帯にお済ませください。 

・Macご使用の方は、PCと専用ケーブルをご持参の上、以下の時間帯に動作チェックを済 

ませてください。 

・ファイルのコピー、動作チェックの時間帯は以下の通りです。 

    第 1日目 3月 21日（木） 12：20～12：55 

    第 2日目 3月 22日（金） 9：00～9：25 

                 12：25～13：25 

  ※上記以外の休憩時間は 5分と短いため、お控えください。 

・・・第 2日目にご発表の方も、ぜひ！第 1日目の時間帯をご利用下さい。 

 

 

４．配布資料について 

・配布資料は 50部ご用意の上、発表開始時刻の 20分前に受付にお出しください。 

・2日目の大会終了後には残部を必ずお持ち帰りください。 

 

 

 

 

 

研究発表のみなさまへ 
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NO 時間帯 発表者 演題 座長

細谷洋子

（東洋大学）

菱田慶文

（四日市看護医療大学）

中嶋哲也

（茨城大学）

菱田慶文

（四日市看護医療大学）

細谷洋子

（東洋大学）

中嶋哲也（茨城大学）

（茨城大学）

李　承澤

（早稲田大学大学院ｽﾎﾟｰﾂ科

学研究科）

・・・休憩・・・

松田俊介

（早稲田大学人間総合研究

センター）

大森重宜

（金沢星稜大学人間科学部）

・・・休憩・・・

14：05～

14：25

儀礼の身体性にみる民衆文化の内的拮抗

の構図―日光市七里生岡神社における子
供強飯式の事例から

1
13：00～

13：20

リオデジャネイロ市北部地区「スブービ
オ」におけるファダ柔術

2
13：20～

13：40

ブラジルにおける格闘技の意義：ソー
シャル・プロジェクトの観点から

12:20～　受付

10:50～12:00 理事会

12:00～12:50 編集委員会

5
14：25～

14：45

身体運動文化としての「日本遺産キリコ
祭り」

（天理大学）

　　　　　　　懇親会

14:55～18:10

　≪シンポジウム≫

　　　司会：石井昌幸（早稲田大学教授）

　　　　　　　　　 窪田　暁（奈良県立大学准教授）

18:30～20:30
　　　　　　　　　　　　　　　　Ile･des･pain（ｲﾙ･ﾃﾞ･ﾊﾟﾝ）

神戸　周

（東京学芸大
学）

　　　　　　　　　 松岡秀明（前・大阪大学招聘教授）

スポーツ人類学30年

―The Anthropology of Sport（2018）をめぐって―

　　　基調講演：Niko Besnier（Professor at the University of Amsterdam）

　
　　　パネリスト：川島浩平（早稲田大学教授）

田里千代

14:00～14:05

14:45～14:55

3
13：40～

14：00

日韓の動物スポーツ交流の現況-闘犬文化
を通じて-

4

 

※ 9:50～10:40 日本体育学会スポーツ人類学専門領域世話人会 

大会第 1 日目プログラム 
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NO 時間帯 発表者 演題 座長

豊島誠也

（天理大学大学院）

海江田保雄

（早稲田大学大学院ｽﾎﾟｰﾂ
科学研究科）

河村悟郎

（東京大学大学院総合文化
研究科）

・・・休憩・・・

MAJA　SORI DOVAL

（津田塾大学）

朴　周鳳

（国際武道大学）

田　暁潔

（筑波大学体育系）

・・・休憩・・・

石村広明

（天理大学）

瀬戸邦弘

（鳥取大学教育支援・国際
交流推進機構）

・・・休憩・・・
理事会

相原　進

（京都大学大学院ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘ
ｶ地域研究研究科）

張徐栗可

（明治大学大学院）

高橋京子

（ﾌｪﾘｽ女学院大学）

・・・休憩・・・

高橋一友

（京都大学大学院人間・環
境学研究科）

大林太朗

（筑波大学）

真田　久

（筑波大学）

・・・休憩・・・

編集委員会

9:00～　受付

19
15:15～

15:35

東京高等師範学校附属小学校特別学級に
おける体育

15:35～15:50

14
13:30～

13:50

エチオピア国立劇場における舞踊演目の
制作方法にかんする考察－その特徴と歴
史的背景に着目して－

弓削田綾乃
15

13:50～

14:10

越境する日本のｱｲﾄﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ‘AKB48’の
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ―新たな戦略『PRODUCE48』―

窪田　暁

13
12:00～

12:20

ドラマトゥルギーとしての応援練習―伝
統校の歴史を紡ぐ応援団文化

15:50～16:40 総　　　会

カラリパヤットの幼児向け教材化の試み

14:30～14:35

17
14:35～

14:55

近代日本におけるｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ精神の受容
―近代天皇制・賭博・競馬の視点から―

川島浩平
18

14:55～

15:15

関東大震災（1923年）後の大日本体育協
会の対応と復興に向けた提言 （早稲田大学）

（人間総合科学大
学）

16
14:10～

14:30

12:20～13:30

11
11:15～

11:35

野生動物保全におけるスポーツの役割：
マサイ・オリンピックの事例から

11:35～11:40

12
11:40～

12:00

高校野球文化と球数制限について　～新
潟県高等学校野球連盟の発表を受けて～

10:30～10:35

9
1035～

10:55

柔道の形の捉え方に関する研究：日本と
ドイツの比較

（奈良県立大学）

石井隆憲
10

10:55～

11:15
韓国社会における武芸の適応化過程

（日本体育大学）

6
　9:30～

9:50
サーフィンにおける「ローカル文化」

熊野 建

7
9:50～

10:10

サッカーのゴール裏応援団における「居
場所」の考察 （関西大学）

8
10:10～

10:30

サッカーと地域の関係性を考えるために—
Jリーグ・湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚの熱狂を事例に—

 

 

大会第 2 日目プログラム 
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≪シンポジウム≫ 

スポーツ人類学 30年 

―The Anthropology of Sport（2018）をめぐって― 

 

＜趣旨＞ 

昨年３月、ニコ・べズニエ、スーザン・ブローネル、トマス・カーターの手になる The 

Anthropology of Sport: Bodies, Borders, Biopolitics が上梓された。英語圏において

Anthropology of Sport と銘打った書物としては２冊目のものである。１冊目のブランチャード

とチェスカによる The Anthropology of Sport: An Introduction が出たのは 1985 年のことだ

から、この間 33 年の月日が流れたことになる。昨年はちょうど、寒川訳による後者の翻訳『ス

ポーツ人類学入門』の出版から 30 年にあたる年でもあった。学会設立から 20 年を経て、スポ

ーツ人類学をめぐる内外の研究状況はもちろん、スポーツそのものをめぐる「世界」の状況も

さまざまな展開を遂げた。 

そこで本シンポジウムでは、The Anthropology of Sport（2018）の著者の一人ニコ・ベズニ

エ氏をお招きして、べズニエ氏が現在構想している、現代のスポーツにおける経済的な価値（ヴ

ァリュー）と文化的な諸価値（ヴァリューズ）とのせめぎあいという研究視点についてご講演

をいただく。 

ところで、シンポジストの登壇者（石井、川島、松岡、窪田）は、現在 The Anthropology of 

Sport の翻訳に取り組んでいる。そこで、シンポジウム後半では登壇者が各自の翻訳担当章を

簡単に紹介しながら、それをもとにべズニエ氏にコメントと質問を行う。 

The Anthropology of Sport は、人類学と歴史学、帝国主義と植民地主義、人種とエスニシテ

ィ、ジェンダーとセクシャリティ、健康と環境、パフォーマンスとメガイベント、国民国家と

ナショナリズム、世界システムなど、人文社会科学の今日的な問題群のなかにスポーツを置い

たもので、「価値と諸価値」をめぐる今回のご講演も、そうした関心のさらに先にあるものであ

る。 

ベズニエ氏との対話を通して、英語圏のスポーツ人類学をめぐる現在の状況を知るとともに、

スポーツの「いま」を考えることで、参加者の研究にとっても何がしかのヒントにつながれば

幸いである。 

 

 

＜参考図書＞ 

1) Niko Besnier, Susan Brownell, Thomas F. Carter, The Anthropology of Sport: Bodies,  

Borders, Biopolitics, University of California Press, Oakland, California, 2018. 

2) Kendall Blanchard and Alyce Cheska, The Anthropology of Sport: An Introduction,  

Bergin & Garvey, South Hadley, Massachussetts (1985). 

3) Ｋ・ブランチャード、Ａ・チェスカ（著）、大林太良（監訳）寒川恒夫（訳）『スポーツ人類 

学入門』、大修館書店、1988 年。 

 

 

（石井昌幸） 
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＜基調講演＞ 

 

Value and Values:  

Rethinking Sport as a Conflict between the Material and the Moral 

 

Niko Besnier（Professor at the University of Amsterdam） 

 

Concerns about value and values have been part and parcel of sport since antiquity. The bodies and performances 

of athletes have always been assigned an economic value, and sporting events, particularly large-scale events 

with a mass audience, have been organized with a view to their wealth-generating capacities. In societies in 

which a market economy dominates, sport can generate wealth in a number of ways. Sport and the sporting 

body can be commodified when they are assigned a value calculated in terms of a standardized currency, traded 

in a competitive market, and wholly or partly motivated by the maximization of profit and the minimization of 

loss. For athletes from the Global South striving for recognition in the competitive world of professional sport, 

their body and its sporting skills represents an instrument through which they hope to generate value that can 

bring them out of poverty and help them redistribute wealth from the Global North to the Global South. 

 

However, athletes, sport, and sporting events have also long embodied what society views as virtuous, important, 

and desirable, such as aesthetic perfection, hard work, and the subordination of self-interest to the common good. 

Even in societies that are steeped in capitalism, sport often retains features that are shaped not by the market 

economy, but the gift economy—in which exchange takes place in reference to a system of relationships rather 

than the market, governed by concerns over honor, trust, solidarity, prestige—in other words, in moral and 

cultural values. 

 

A key reason why sport often becomes entangled with non-commodified aspects of human life is that it is closely 

connected with the human body, which is integral to so many of life’s processes that do not lend themselves to 

economic valuation. Health, gender, bodily movement and performance, sexuality, identity, reproduction, eating, 

emotions – and, at the very bottom of it all, basic survival – are all so central to daily existence that, while they 

may sometimes be bought and sold as commodities, they cannot be completely fenced in by the market 

principles.  

 

Sport is thus a prime context in which a society negotiates the relationship between the material, in 

the form of value, and the symbolic or ideational, in the form of values. This tension characterizes 

sport in the ancient world as much as sport in the neoliberal era, despite the fact that the nature of 

sport has undergone fundamental transformations over the centuries. Rethinking sport at the 

convergence of material and moral concerns demonstrates that sport is a fascinating and important 

realm for examining conflicts between value and values even as the global economy takes on new 

forms in the twenty-first century, forms that echo the past while moving into uncharted territory. 
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単数形の価値と複数形の諸価値 

物質的（マテリアル）なるものと精神的（モラル）なるものの闘争としてのスポーツ再考 

 

ニコ・べズニエ（アムステルダム大学教授） 

 

単数形の価値（value）と複数形の諸価値（values）についての関心は、太古の昔以来、スポ

ーツと切っても切れない関係を持ってきた。アスリートの身体とそのパフォーマンスには、常

に経済的な価値が置かれてきたし、スポーツ・イベント、とりわけ多くの観衆を集める大イベ

ントは、富を生むことを目的に組織されてきた。市場経済が支配的な社会においては、スポー

ツは様々な形で富を生み出しうる。スポーツと、スポーツをする身体は、通貨に換算されるこ

とで価値（value）を付与され、それによって市場の競争のなかで取り引きされ、利潤の最大化

と損失の最小化に大なり小なり動機づけられながら商品化される。プロ・スポーツという競争

世界における承認を求めて闘う、地球上の「南」出身のアスリートたちにとって、自らの身体

と、そのスポーツの技能は、自分自身が貧困から抜け出すと同時に、「北」から「南」への富の

再分配の一助となるという夢をかなえるための道具に相当する。 

 

 しかしながら、アスリート、スポーツ、スポーツ・イベントは、長いあいだ、社会において

高潔で、重要で、望ましいとされるもの、たとえば美的完成や、懸命な努力や、個人よりも全

体を優先させることなどの具現化でもあった。資本主義が浸透した社会においてすら、スポー

ツはしばしば、市場経済によって形成されるというよりも、贈与経済が生み出すような諸特徴

を保ち続けている。そこでは、交換は、市場よりも、諸々の関係性からなるひとつのシステム

と関わって行われる。しかもそのシステムは、名誉、信頼、団結、威信などの、言い換えるな

ら精神的・文化的諸価値（values）をめぐる問題によって左右されるのである。 

 

なぜスポーツは、人間生活の商品化されざる諸側面としばしば関わるのか。その鍵となる理

由は、スポーツが、経済的な価値評価になじまない人生の様々な過程において切り離すことの

できない、身体というものと密接に結びついていることにある。健康、ジェンダー、身体活動

とパフォーマンス、セクシャリティ、アイデンティティ、生殖、食、感情、そして、それらす

べての根底にあるものとしての基本的な生命の維持は、すべてが日々の生命の営みにとってあ

まりにも中心的なものであるがゆえに、それらが時に商品として売買されることはあっても、

市場原理が完全に包囲することのできないものなのである。 

 

 それゆえスポーツは、社会が単数形の価値（value）という形をとる物質的なるもの（the 

material）と、複数形の諸価値（values）という形をとる象徴的なるもの、ないしは観念的な

るもの（the symbolic or ideational）との間の関係を調停するための最良のコンテクストなの

である。数世紀にわたりスポーツというものの性質が根本的な変容をこうむってきたという事

実にも関わらず、両者の間の緊張は、新自由主義時代のスポーツと古代世界のスポーツを同じ

ように特徴づける。このように、物質的な関心と道徳的な関心とを統合する視点でスポーツを

再考することは、21 世紀においてグローバル経済が新たな様相を呈し、未知の領域へと踏み込

みながらも、同時に過去を繰り返しているかのようにも見えるなかでさえ、単数形の価値と複

数形の諸価値とのあいだの葛藤（コンフリクト）を研究するうえで、スポーツが魅力的かつ重

要な領域であることを証明するのである。 

（訳：石井昌幸） 
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強化か緩和か？ ―属性による差異とスポーツの関係性をめぐって― 

川島 浩平 

 

本報告は社会階級および人種・エスニシティに関する第 4 章とセックス、ジェンダー、セク

シュアリティに関する第 5 章を検討の対象とする。ベズニエは人類学の諸理論に言及し、また

多くの民族誌を紹介しながら、第 4 章ではスポーツが不平等の構造を貫く可能性および、抑圧

され、不可視化され、周縁化された集団に承認を与える可能性を示唆しつつ、それが抑圧と支

配の構造を破壊するのではなく、むしろ強化する傾向を重視する。続く第 5 章では米国でのタ

イトルナイン制定（1972 年）等、スポーツ界でのジェンダーによる平等が着実に広まる動きが

みられてきたにもかかわらず、スポーツは「命ある人間がどんな代価を支払おうとも男と女の

ヒエラルキー的な差異は守られなければならないとする」イデオロギーを反映しているにすぎ

ないと結論づけている。換言するなら、スポーツには、本来これら二つの章が焦点をおく属性

による分裂や対立を調整あるいは調停して、差異がもたらす摩擦や軋轢を緩和する機能と、そ

れらを強化する機能の両方があるとされるにもかかわらず、いずれの章においても、後者に力

点を置く立場をとっているといえる。本報告ではこれら二章での主要な論点を概観したうえで、

報告者自身の教育実践の経験に基づき、また日本での研究動向に照らしつつ、以上のような主

張や結論のありかたに検討を加えるものとする。 

 

 

 

スポーツ人類学と医療人類学 ―近そうで遠い両者の関係― 

松岡 秀明 

 

今回発表者がコメントするのは、第 3章「スポーツ、健康、環境」と第 6章「スポーツ、文化

のパフォーマンス、メガ・イベント」である。スポーツのメガ・イベントについては、文化人

類学よりも社会学の研究が多く出ている。これは、フィールドワークにもとづく文化人類学の

アプローチよりも、社会学―特に理論社会学－のアプローチの方が対象に即しているという方

法論的な制約が原因となっていると思われる。しかし、たとえばスポーツのメガ・イベントに

かかわる特定の集団についての研究には文化人類学も貢献しうるだろう。また、ブラジル人の

ホベルト・ダ・マッタのように、示唆に富む思弁的なワールドカップ論を展開してみせた人類

学者も存在する。 

 一方の、スポーツ、健康、環境だが、これらは相互に関連している。しかし、文化人類学の

観点からこの三つを包括的に検討する試みは未だに行なわれていない。では、スポーツと健康

を扱った研究はあるのだろうか。「健康」の概念は、スポーツと密接に関係している。しか

し、本書が指摘しているように「健康」の概念を扱う人類学の一分野でありスポーツ人類学よ

りも多くの研究者を擁している医療人類学は、スポーツと健康の関係をこれまでほとんど研究

してこなかった。人間の営為ならすべてを対象にしている現代の人類学において、これは奇妙

なことである。この理由の一つとして、医療人類学は病気や医療に注目しており、「健康」に

はなかなか目を向けないこと、また「健康」の概念を把握するのは容易ではないことがあげら

れる。しかし、スポーツ医学が大きく進歩しているが、それが「健康」の概念も変容させるの

ではないか。今後医療人類学者はスポーツ医学に眼を向けるだろうし、このあたりからスポー

ツと健康についての医療人類学の研究が現われることを期待したい。 
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ローカルからグローバルを考える 

―スポーツを対象に現代世界の課題に向きあう― 

 

窪田 暁 

 

本シンポジウムは、ニコ・ベズニエ氏らによる『The Anthropology of Sport』（2018）をも

とに、スポーツ人類学の現在地を確認するものである。そのなかで本発表は、第 7 章「スポー

ツ、国民国家、ナショナリズム」、第 8 章「世界システムとしてのスポーツ」の内容をふまえ

て、これからのスポーツ人類学の展望を模索することにある。 

第 7 章では、オリンピックといった世界規模のスポーツイベントで顕在化するジェンダーと

ナショナリズムの関係について、アンダーソンの「想像の共同体」やボブズボウムの「伝統の

創造」といった近年のナショナリズム論をふまえた議論を展開する。第 8 章では、グローバル

に拡大する現在のスポーツやオリンピックを世界システムとして捉え、「南」から「北」への国

際労働移動や国際開発援助といった現象と共通する現代的な問題のひとつとして扱われる必要

性を示す。注目すべきは、こうしたグローバルに展開するスポーツをめぐる事象が、市場原理

にもとづく結果と捉えるのではなく、むしろギフト・エコノミーの影響を受けていることに注

意を払うべきだと主張している点である。 

これは、今後のスポーツ人類学の方向性を示すものである。フィールドワークにもとづき明

らかになった当該社会の価値観に規定されるローカルな人びとのスポーツ実践を、世界システ

ムというグローバルな動きと関連づけて理解することが人類学的アプローチの強みだからであ

る。発表では、ドミニカ共和国でのフィールドワークの経験をまじえながら、以上のような問

題について考えてみたい。 
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研究発表NO.1 

リオデジャネイロ市北部地区「スブービオ」におけるファダ柔術 

〇細谷 洋子 （東洋大学） 

菱田 慶文 （四日市看護医療大学）  中嶋 哲也 （茨城大学） 

 

グレイシー柔術は、言わずと知れたブラジリアン柔術の世界的な名門である。しかしながら、ブラ

ジルのリオデジャネイロ市郊外に位置する北部地区の通称「スブービオ」（suburbio「郊外の」とい

う意味）においては、ファダ柔術と呼ばれるグレイシー柔術とは異なる系統のブラジリアン柔術が

主流である。本研究では、これまで日本ではあまり紹介されることのなかったブラジリアン柔術の

大家の一つであるファダ柔術の成立発展の経緯を概観し、ブラジリアン柔術の多様な実態について

迫ることを目的とする。現在、ファダ柔術の赤帯 9 段のゲッチ師範によれば、グレイシー柔術は、

リオデジャネイロ市南部のコパカバーナ地区等の高級住宅街において実践者が多いのに対して、フ

ァダ柔術は、リオデジャネイロ市北部の貧困地区における地域の人々が実践者であるという。また、

ファダ柔術一門で配布されているテキストによれば、ファダ柔術の創始者はオスワルド・バプチス

タ・ファダであり、彼はコンデ・コマこと前田光世やゲオ・オオモリの弟子であったルイズ・デ・フ

ランサ・フィーリョに学び、1950年にブラジリアン柔術ファダメソッドを作り、ファダ柔術を体系

化した。ファダ柔術は系統的に前田光世に直接指導された弟子たちによる分派とみられ、1925年の

グレイシー柔術の成立から四半世紀後に体系化され、当時のブラジリアン柔術の実践者層の拡大へ

貢献した欠かせない存在と言える。本発表では、2017 年 12 月の現地調査の様子等も交えて紹介す

る。 

 

 

 

研究発表NO｡2 

ブラジルにおける格闘技の意義：ソーシャル・プロジェクトの観点から 

○菱田 慶文 （四日市看護医療大学）、 

細谷 洋子 （東洋大学）  中嶋 哲也 （茨城大学） 

 

ブラジルでは、近年ソーシャル・プロジェクト（project social）という活動が広がっている。

これは主に企業の寄付金で行われる公益活動である。企業は寄付金控除が受けられる関係で近年

様々な活動に寄付をしているが、その 1 つに格闘技やスポーツがある。貧富の差が激しく、犯罪発

生率の高いブラジルであるが、現在では、オリンピックで金メダルを取得する女子選手がファベイ

ラ（貧民窟）から出現している。それは、ソーシャル・プロジェクトによって、貧困層でも柔道の指

導が受けられるようになったためなのである。他方で、ソーシャル・プロジェクトを名乗りながら、

公的な支援を受けずに私的な支援活動をする人々も存在する。例えば、リオデジャネイロのファベ

イラではブラジリアン柔術の道場がソーシャル・プロジェクトの恩恵を受けずに自主的にファベイ

ラの子どもたちを指導している。このようにソーシャル・プロジェクトの理念は独り歩きし、その

実態は多様化している。 

本発表では、柔道と柔術の発展史とソーシャル・プロジェクトの概要を説明する。そして、ソー

シャル・プロジェクトを冠する上記 2 つの事例（柔道とブラジリアン柔術）について検討すること

で、格闘技がどのようにファイベイラの人々の救済措置となっているのかを明らかにする。これら

の課題に取り組むことで、現在のブラジルにおける格闘技の意義について考察したい。 

大会第 1日目 
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研究発表NO｡3 

日韓の動物スポーツ交流の現況 闘犬文化を通じて-  

李 承澤 （早稲田大学大学院スポーツ科学研究科） 

 

日本において、長い歴史を持つ闘犬競技の文化は、「イノシシザキ」と呼ばれる狩猟犬(現在の四国

犬)を、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて闘わせたのが始まりとされている。その後、西洋の

闘犬が導入され、その競技力を向上させるため改良されたのが現在の土佐犬(土佐闘犬)である。 

 一方、韓国でも伝統民俗文化として行われた闘犬(ゲ・サウム)は、1955年頃、釜山を通じて渡っ

た日本の土佐犬「鉄龍號」の影響による、日本の闘犬文化との交流が本格的に始まった。最近は、

韓国式にブリーディングされた「韓国式の土佐犬」を、逆に日本へ導入し、闘犬競技を行なってい

る状況である。 

寒川恒夫(2015)は、「動物と人間はどのような関係に立つべきかの倫理について、世界の諸民族に

通用する普遍的な形のものがまだ構築されていないところにある。」と説明した。本研究では、日韓

の動物スポーツ交流による人間と動物の関係を調査し、動物スポーツに対するクレーム活動の倫理

と、動物スポーツを保存している権利の関係に対して考察したい。 

本発表では、現代社会の「動物権」が高まる風潮において、民族文化としての動物スポーツを行っ

ている伝承者たちが、強い愛護キャンペーンの中でも文化伝承を保存している状態について、土佐

犬を中心とした日韓の闘犬文化交流に注目して発表する。 

 

 

 

 

研究発表NO｡4 

儀礼の身体性にみる民衆文化の内的拮抗の構図 

―日光市七里生岡神社における子供強飯式の事例から 

 

松田 俊介 （早稲田大学人間総合研究センター） 

 

 栃木県日光市の七里地区に所在する生岡神社では、毎年 11 月 25 日に「子供強飯式」が恒例行事

として行われている。これは日光修験の「日光責め」の流れをくみ、山伏・強力に扮した子供が大

人に対して「75杯の飯」を食べるよう強いる大食強制の饗応儀礼である。 

 子供強飯式は、2015年まで、地域ごとの輪番の祭り組―上野組（上野地区住民。儀礼の古参地区

とされる）・中組（中妻地区住民中心に構成。戦後に儀礼に参加）・上七里組（上七里地区住民。儀

礼参加は最も新参）―がそれぞれ異なる様式をもち、ある種の相互的な対抗心をもって鼎立してい

た。たとえば、上野方式は最も古流に則った足運び、腕の上げ下げの動作、口上を受け継いでいる

のに対し、中方式はその形式（腕を上げ下げしないなど）を変えつつも微細な点は同じくしている。

また、上七里組は大きなジャンプを取り入れるなど、「観客を楽しませる」ことを意識した大振りな

所作と口上にしている、などである。これらの様式の差異には、七里地区独自の人口動態的特徴や、

地域間にまつわる住民意識が反映されており、様式をめぐる議論もたびたび生じていた。 

 ところが、2016年に、少子化や労力負担の問題によって輪番が撤廃されることになり、三組の方

式が混淆して運営されることとなった。この結果、行事全般に顕著な文化変容がうかがえるように

なった。本発表では、とくに儀礼の身体性が表象する地域的関係性に着目しつつ、地域における民

衆文化の内的拮抗の構図と、その変容について論じていく。 
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研究発表NO｡5 

身体運動文化としての「日本遺産キリコ祭り」 

大森 重宜 （金沢星稜大学人間科学部） 

 

2015年日本遺産に認定された能登半島「キリコ祭り」を身体運動文化（Physical Arts）と捉え、

身体性の視点からの検討を試みる。身体運動文化とは、スポーツ、武道、舞踊、芸能、祭りなど人々

にとって精神的拠りどころ、また古代から生活に密着してきた身体、身体技能の文化を指すもので

ある。日本には日常と非日常の二つの身体の方法が結合した文化の伝統が受け継がれてきた。日常

の身体は労働（褻）の身体であり、非日常の身体は祭り（晴）の身体である。祭りにおける身体は日

常の身体に立脚した鍛練・稽古の継続が必要であり、独自の身体技法が表現されてきた。その身体

には民族的独自の心性が宿ると考えられる。祭りをスポーツ人類学の視点から研究する意義はこの

身体性にある。現在、能登の祭りは少子高齢化、過疎化、限界集落化、不活動宗教法人の増加によ

り急激に変容している。本論文では、日常の（ケ）の労働により作られた身体によって非日常の祭

りが行われてきたことに着目する。ケの身体の延長にハレの祭りが行われてきたならば、現代人は、

労働形態の劇的変化により「祭り（ハレ）の身体」を失いつつあり、神輿やキリコが担ぐ身体を失

い、身体運動文化としての祭りに適応できず、楽しみと捉えられなくなりつつあるのではないだろ

うか。失われた祭りの身体とその心性の変容は継続的研究課題である。 
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研究発表NO｡6 

サーフィンにおける「ローカル文化」 

豊島 誠也 （天理大学大学院） 

 

2020 年に開催される東京オリンピックでは、サーフィンが新たに正式種目として決定している。

本研究では、サーフィンのオリンピック参入を背景に据えながら、サーフィンの実施空間の「ロー

カル文化」に焦点をあてる。実際にオリンピックへの参入、アーバン(都市型)スポーツの出現に伴

い、従来のサーフィンに変容がみられる。 

そうした動きを背景に、本発表の目的としては「ローカルの領域」、「独自・暗黙のルール」、「環

境・周辺地域との共存」といった 3つの特徴からサーフィンのローカル文化を読み解いていく。 

その方法としては文献調査及び、サーフィンの実践者に調査を行い、彼らのローカル文化につい

て聞き取りをもとに考察した。サーファーたちは、彼らのフィールドとしての海岸が単なるスポー

ツ実践の場だけでなく、地元住民、特に地元サーファーが築きあげてきたローカル文化の中で展開

されていることを理解することが重要であると捉えている。 

そのローカル文化とは、まず、「ローカルの領域」については、サーフスポット、波の領域に関し

てのローカル（地元サーファー）の優先権という考え方がある。2つ目の「独自・暗黙のルール」に

ついては、海岸でのサーファー同士のコミュニケーションの取り方やローカルを尊敬するという習

慣が存在する。また、「環境・周辺地域との共存」については、サーファーは海や地域の環境に敏感

であり、周辺地域の環境保全活動なども行っているということが明らかとなった。 

 

 

 

研究発表NO｡７ 

サッカーのゴール裏応援団における「居場所」の考察 

海江田 保雄 （早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程） 

 

 本発表は発表者が 2018年 1月に提出した修士論文に基づくものである。 

 本発表ではサッカーのゴール裏応援団において、応援活動の楽しみとして意識されている「居場

所」の感覚がどのように構成されているのか報告する。 

 日本のサッカーにおいてゴール裏での組織的な応援が行われるようになったのは 1990 年代の初

頭であるが、2000 年代の中盤には「J リーグ準加盟制度」の開始により、組織的な応援活動の裾野

が大きく広がった。サッカーに限らず、同時期から様々な大衆文化（他のプロスポーツやアイドル

等）において応援対象の細分化が進んでおり、そうした小規模な応援の場で得られる社交について

分析することは社会論的な意義を持つと思われる。 

 発表者は J2 リーグに所属するプロサッカーチーム「FC 町田ゼルビア」のゴール裏応援団に対し

て約 1年 8ヶ月のフィールドワークを行い、かれらが応援活動の内的報酬として意識する「居場所」

がどのように構成されるか考察した。 

 なお本発表における「居場所」とは「他者に必要とされる繋がりとそれに伴う肯定的な自己の位

置づけ」とする。先行研究を踏まえ、サポーター同士における社会関係の分析では日常生活での関

係にも留意し、そこでの関係の強度が「居場所」とどのように関わるのか考察した。またサポータ

ーにおける自己の位置づけについて、サポーターが集団内で生み出すヒエラルキー（Hierarchy）に

注目し、それがどのように生み出されるのか考察した。 

大会第 2日目 
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研究発表NO｡8 

サッカーと地域の関係性を考えるために 

—Jリーグ・湘南ベルマーレの熱狂を事例に— 

 

河村 悟郎 

（東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻文化人類学コース修士２年） 

 

 19世紀に近代スポーツの１つとして誕生したサッカーは、現在最も人気のあるスポーツに発展

し、世界中で熱狂を呼び起こしている。W杯やオリンピックなどの国際大会の影響力は甚大で、代

表チームにおけるナショナリズムや国民性に注目したマクロ研究は、人類学に限らず社会科学の各

分野で数多く蓄積されてきた。しかし、社会的にも経済的にも影響力が高く、日常的に熱狂を引き

起こしているのは、地域に根ざした各国のプロサッカークラブであり、「地域社会」というミクロ

な次元での研究も必要かつ重要である。本発表では、このサッカーと地域の関係性を、フィールド

ワークを核とする人類学の問題として考察するためには、果たしてどのような研究方法が可能なの

かについて探求する。具体的には、神奈川県平塚市を拠点とする J１クラブ「湘南ベルマーレ」を

対象に、発表者が断続的に行ったフィールド調査で得られたデータを元に考察していく。そこでは

グレゴリー・ベイトソンのメタ・コミュニケーション論を掘り下げ、彼が提起した「枠」概念の有

効性を示す。また、スタジアムを超えて広がるサッカーの熱狂を捉えるためには、人々の「身体感

覚」の次元からの内在的な理解が有益であることを指摘する。 

 

 

 

 

研究発表NO｡9 

柔道の形の捉え方に関する研究：日本とドイツの比較 

MAJA SORI DOVAL(マーヤ・ソリドーワル) （津田塾大学） 

 

現在、講道館で主に行われる柔道の形は「投の形」、「固の形」、「極の形」、「柔の形」、

「講道館護身術」、「五の形」、「古式の形」、「精力善用国民体育」の八種目である 。柔道

の形が、創始者嘉納治五郎が技の理合いを学ぶために新たに作られた目標に応じた形と、

嘉納が学んだ古流柔術の技法を伝承する形に大別できる。起倒流の技が「古式の形」、天

神真揚流の技法が「極の形」として受け継がれている。    

Keidelと Bernreuther(2013:pp.13-15)によれば、形には相手との約束練習として行う

「基礎を学ぶ稽古法」、鏡開き式や大会等で行われる「演武及び儀式」、修行の到達段階を

評価する「昇級・昇段の判断基準」及び競技種目としての「勝負法」という機能がある。

本研究において日本とドイツを比較しながら、審査科目及び競技種目としての形の捉え

方、現状と主な傾向を考察してみた。 

「講道館昇段資格に関する内定」において「精力善用国民体育」の形以外の七つは昇段

の評価基準になるが、以上の七種目は 1997年から開催される全日本柔道形選手権大会の

競技種目にもなっている。 

本発表において昇段審査規定の基準が日本とは大きく異なり、形の競技化が 1980年代

から始まったドイツと比較しながら競技化の影響を受けた形の現状と傾向を議論したい。 
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研究発表NO｡10 

韓国社会における武芸の適応化過程 

朴 周鳳 （国際武道大学） 

 

 現在の韓国には様々な種類の武芸が行われている。だが、その武芸が本来如何なるものであるか

については今でも議論されている。また社会的立場においても武芸が独立した領域として定着して

いるとも言えない。但し、武芸というものが一つの文化として存続されていることは確かで、武芸

の必要性が少なくなった今の時代に、武芸は社会の状況に合わせて最適化している。 

 その一つが伝統文化としての展開である。韓国のスポーツ政策が競技や生涯スポーツに焦点を合

わせる中、武芸は伝統文化としての存在価値をアピールしている。特にテッキョンは韓国の無形文

化材として歴史的正統性が認められた権威の元で、「テッキョン＝韓国伝統」という図式が大きな売

りとなっている。さらに、格闘の側面に音楽や踊りを合わせた韓国的なエンタテーメントショーと

しても展開している。 

 そして、もう一つは技に対する華麗なパフォーマンスの披露である。武芸のおける華麗なパフォ

ーマンスはテコンドーを中心に始まった。しかし大衆的認知度の向上は武芸の動きを中心としたノ

ンバーバル（non-verval ）パフォーマンスの影響が大きい。ユニックな内容と華麗な動きによって

多くの人気を集めることとなり、武芸に対する親密度を高める効果となった。 

 これからの韓国武芸が如何に展開していくかは社会的ニーズによって大きく左右される。が 2016

年から「世界武芸マスターシップ」という武芸イベントが開かれたように、武芸の活性化を図る窮

余の策も続けられると思う。 

 

 

 

研究発表NO｡11 

野生動物保全におけるスポーツの役割：マサイ・オリンピックの事例から 

田 暁潔（Tian Xiaojie） （筑波大学体育系） 

 

  ケニア南部の乾燥・半乾燥地域では、マサイと呼ばれる牧畜民がライオンやソウなどの大型

野生動物と長いあいだ共生してきた。しかし、彼らの動物との関係は変化の時期を迎えており、

2012年からは野生動物保全教育の一環として、マサイ青年の「ライオン狩り文化」を変えること

を目的とした陸上競技大会「マサイ・オリンピック」が年おきに開催されてきた。「伝統スポー

ツ」を利用したこの競技大会は例年 BBCや MSNなどの国際メディアに報道されたほか、2018年の

大会は Olympicchannelにも取り上げられており、スポーツを通じた持続可能な社会づくり(スポー

ツ SDGs）の成功事例として高く評価されている。 

  本稿は、このマサイ・オリンピックの事例を用いて、大会の実態や背景となる「青年のライオ

ン狩り文化」と「伝統スポーツ」を検討することによって、野生動物保全にスポーツがどのような

役割を持っているのかを考察する。具体的には、１）マサイとライオンの関係がケニアで行われて

いる野生動物保全活動によってどのように変遷してきたのかを、文献とマサイの語りから明らかに

する。また、２）大会に用いられた「伝統スポーツ」の各種目が日常生活の中でいかに行われてい

るのかを参与観察の事例から説明する。さらに、上記の歴史的・社会的な背景を踏まえて、「伝統

スポーツ」がマサイ・オリンピックに用いられた際にどのように野生動物保全と関連づけられてお

り、いかなる役割を果たしているのかを考察する。 
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研究発表NO｡12 

高校野球文化と球数制限について  

～新潟県高等学校野球連盟の発表を受けて～ 

 

石村 広明 （天理大学） 

 

 高校野球は日本の学生スポーツにおいて最も関心・注目度の高いものの一つである。聖地と称さ

れる「甲子園球場」という空間を持ち、そこで繰り広げられる高校野球は独自の部活動文化を有し

ているといえる。2018年の夏に全国高等学校野球選手権大会が 100回の節目を迎え、次なる 100年

に向けて「普及」、「振興」、「ケガの予防」、「育成」、「基盤づくり」という５つの目標から構成され

た「高校野球 200年構想」を掲げている。 

 文部科学省の部活動の位置づけに関する記載や、日本学生野球憲章の条文からも、「その活動にお

いて部員の健康の維持・増進を図ること」が求められていると読みとれる。高校野球を「ケガの予

防」という観点からみると、甲子園において、同一投手による投球過多が毎年のように問題視され

ている。投手にかかる負担が大きくなる一方であることから、球数制限導入に対する議論が行われ

てきたが、導入には難色を示していた。しかし、新潟県高等学校野球連盟が平成 31年度新潟県春季

大会において、1 試合同一投手の球数を 100 球に制限することを発表した。これは公式戦において

は全国初の試みであり、大きな注目を集めた。 

これまで、球数制限が全国的に行われなかった要因として、高校野球における文化的背景や日本

高校野球連盟（世の中）の求める“高校生らしさ”、日本社会に根深く残る「ムラ社会」的思考など

が影響していると考えられる。そこで本研究においては、高校野球文化について新聞記事や文献な

どの資料からひも解き、球数制限に踏み込んでこられなかったその文化性について考察する。また、

球数制限導入の是非、実現の可能性についても検討を行う。 

 

 

研究発表NO｡13 

ドラマトゥルギーとしての応援練習 伝統校の歴史を紡ぐ応援団文化 

瀬戸 邦弘 （鳥取大学教育支援・国際交流推進機構） 

  

旧制の学校に系譜を持つ高校では新年度が始まると「校歌・応援歌練習」なる行事が行われる場

合がある。この行事は放課後、体育館などに新入生を集めて当該校に伝わる歌や応援のカタを教え

る行事となる。興味深いのは、多くの事例の場合この行事に教員が直接関与しない点であり、この

行事を取り仕切るのは応援団（を中心とした生徒会）となる。放課後、（新入生にとっては）異形

(ボロボロのガクラン)の集団である応援団が突如として現れ、彼らに校歌や応援歌、応援の仕方を

“みっちり”教えてもらう事になる。ところで、厳しい練習の最終日には、必ずと言ってよいほど

優しい労いの言葉が送られる事になる。そこに至り、新入生はこれまでの厳しさは“愛情の裏返

し”であった事に気が付き、この“通過儀礼”の意味は大きく転換する事になるのである。実はこ

れらを通して新入生は伝統校の持つ「歴史」の一部に取り込まれる事になり、そこで共有される

「魂」を共有できる文化的「器」になるとも言えるのである。このように、伝統校では応援活動を

媒介として、過去から現代に至る「伝統空間」を共有する事になる。見方を換えれば、新入生は伝

統校という壮大なドラマトゥルギーの中に身を置くために、その出演者としての役回りを理解せね

ばならず、また演じる事にもなるのである。本発表では伝統校という場で実践される壮大な歴史劇

に関して応援団活動の果たす役割に関する考察となる。 
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研究発表NO｡14 

エチオピア国立劇場における舞踊演目の制作方法にかんする考察 

－その特徴と歴史的背景に着目して－ 

 

相原 進 （京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程） 

 

エチオピアの首都アディスアベバでは、国立劇場やレストランなどで各地の民族舞踊を取り入れ

たさまざまな舞踊を鑑賞できる。このような都市部における舞踊にかんする人類学的研究は、民族

舞踊の研究に比べていまだに発展途上にある。 

本発表の目的は、国立劇場における舞踊演目の制作方法の特徴と、その歴史的背景について考察

することである。アディスアベバの公的教育機関における舞踊教育は、ハンガリー人の舞踊研究家、

ティボール・ヴァダシィが 1969年からアディスアベバ市内の音楽学校でおこなった講義にはじまっ

た。ヴァダシィはさまざまなエチオピア各地の民族舞踊について調査をおこない、各民族の舞踊を

さまざまな動作の特徴に注目して分類したうえで学生に指導していた。 

このようなヴァダシィの指導方針が国立劇場などを通じて広がり、今日のアディスアベバにおい

て舞踊演目が制作される際の特徴につながっている可能性が見出された。国立劇場では、各民族の

舞踊における肩の動きを強調する動作や歩行などを基本として、そこから派生したさまざまな動作

を組み合わせることによって演目を制作していた。同様の制作方法はレストランやアマチュアグル

ープでもおこなわれていた。組み合わせの方針について、国立劇場では舞踊家全員で考えるのに対

し、レストランなどでは振付師のみが考えるという違いがあることがわかった。 

 

 

 

研究発表NO｡15 

越境する日本のアイドルグループ‘AKB48’のパフォーマンス 

―新たな戦略『PRODUCE48』― 

 

張 徐栗可 （明治大学 博士前期課程） 

蔡 美京 （明治大学 RIAPPA研究推進員）   波照間 永子 （明治大学） 

 

 2005年に結成した国民的アイドルグループ‘AKB48’は秋葉原を拠点に活躍しつつ、国内（名古

屋、大阪、福岡、新潟、瀬戸内）のみならず、海外にも系列グループを結成し当地に根付いた活動

を展開している。2011年、海外 48グループ JKT48（ジャカルタ）が誕生したのを皮切りに、バン

コク、台北、マニラ、上海、ムンバイ、ベトナムにおいても姉妹団が創られ、本拠‘AKB48’のパ

フォーマンスを当地の演者に伝えるという方法で進出が図られてきた。 

2017年、総合プロデューサーの秋元康は、韓国の音楽専門チャンネル Mnetからの要請を受け、

日韓両国のグローバルガールズグループ『PRODUCE48』の制作に着手した。これは、先に記したこ

れまでの海外進出の方法とは異なる新たな戦略であり、韓国との「協働と共創」を基本とする。 

 本発表は、AKB48 が、韓国（K-pop）の演者養成法や上演法を吸収し、変化していくプロセスを、

番組の内容から考察するとともに、主題歌『Pick me(내꺼아・私のものよ)』の振付分析を通して、

この楽曲の特性を明らかにする。これにより異なる文化が相互に影響を与え共創されていく様相を

探る一助としたい。 
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研究発表NO｡16 

カラリパヤットの幼児向け教材化の試み 

高橋 京子 （フェリス女学院大学） 

 

本発表の目的は、発表者が大学体育において実施しているカラリパヤットを、幼児向けに簡素化

し、幼児らの身体にどのような効果があるかについて検討することである。スポーツ心理学におい

て幼児期の運動指導のポイントに挙げられることは、自由度の保障と有能感である。自由度の保障

とはやり方や多様性のことを指し、子どもにとって自己選択が可能な場であることがあげられる。

有能感の形成には、難しい課題をやり遂げることや他児との比較ではなく、自分なりの課題をやり

遂げる達成経験が一つにあげられる。そこで保育園 4歳児クラスの幼児を対象とした 30分間のワー

クショップでは、「はじめ」、「なか」、「おわり」の三段構成にし、「なか」では自由度をもって実施

する。「はじめ」では、休憩のポーズを発表者の手本を示し、同じように休憩のポーズをして呼吸を

整える。「なか」では、最初に発表者が８つの動物のポーズの手本を見せ全体で 8つの動物のポーズ

を行う。次に表面にカラリパヤットの８つの動物のポーズのうちの１つの写真、裏面に動物のイラ

ストの描かれたカードを 16枚準備し、イラスト面を上にして、笛の合図とともに幼児らは神経衰弱

のようにカードを引き、その裏面に写ってあるポーズをしながら同じ動物の友人を捜して、二人で

同じ動物のポーズをする。次の笛の合図で、また別のカードを引いて同じ動物の友人を捜すという

ように、ゲーム感覚で動物のポーズをする。そして人型のボードを用意し、強くなったと思う身体

部位に、各自でシールを貼っていく。「おわり」では、興奮した状態を鎮めるために休憩のポーズを

する。 

 

 

 

研究発表NO｡17 

近代日本におけるジェントルマン精神の受容 

― 近代天皇制・賭博・競馬の視点から ― 

 

高橋 一友 （京都大学大学院人間・環境学研究科） 

 

開国により幕末期に誕生した我が国の近代競馬が日本社会にもたらしたものは何か。それは単に

日本古来の競馬（古式競馬）から欧米式の近代競馬（洋式競馬）への移行、競馬概念の拡張だけを

意味したものであったか。かつて横浜・神戸などに住む居留外国人は近代競馬という娯楽を我が国

に伝え、それを当時の日本人たちは積極的に模倣した。ここでいう居留外国人とはジェントルマン

と呼ばれる特殊な位置付けにある層が中心であった。ジェントルマンたちは競馬文化を通じてヨー

ロッパ近代とそこから育まれた自らの賭博観を同時に我が国へ伝達した。幕末・明治期において日

本社会では江戸幕藩体制から明治立憲国家への大きな社会変動があった。明治天皇や政府高官は政

治・外交上の理由からヨーロッパ文化の 1 つである近代競馬の受容に大きく加担した。将軍から天

皇に権力が移動する中で天皇と賭博の問題をどのように処理するかは明治政府の課題であった。し

かし、それは軍馬育成、馬匹改良の目的によって覆い隠された。近代競馬振興の先頭に立たされた

天皇は日本の競馬観の変遷に常に振り回される存在であった。また庶民においてもジェントルマン

たちの過激な賭博観を受容することは簡単なものではなかった。 

本発表では日本近代競馬におけるジェントルマン精神の受容の観点から我が国における近代スポ

ーツの芽生え、賭博、天皇から庶民までの日本社会の動向を考察していく。 
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研究発表NO｡18 

関東大震災（1923年）後の大日本体育協会の対応と復興に向けた提言 

大林 太朗 （筑波大学） 

 

 「震災大国」とも称される日本は，これまで幾度となく災害に見舞われてきた．中でも 1923（大

正 12）年 9 月 1 日に発生した M7.9 の関東大震災は，有史以来の大災害として語り継がれている．

その国難に際し，当時の体育界の中心にいた人々は何を考え，どのような行動を起こしたのか．本

研究では，とくに大日本体育協会の対応と復興に向けた「建議」の内容と経緯を確認し，その主旨

となる復興三大公園（錦糸公園，浜町公園，隅田公園）における各運動施設の設置と市民による利

用状況について検討を行った．結果の概要は以下の通りである． 

 

１）大日本体育協会は震災によって甚大な物的被害を受けたが，嘉納治五郎の帰京後に理事会で対

応を協議し，復興に向けた提言をとりまとめた願書を帝都復興院と東京市に提出した．その内容は，

新公園における競技場（運動施設）の整備を進言し，その計画に際して大日本体育協会から役員を

参画させたいという旨であった． 

２）その後，願書の提出者の一人であった平沼亮三（当時の同協会常務理事）が復興計画に関与し，

新設された三大公園には，実際に競技場・テニスコート、プールなどの運動施設が整備された．そ

こでは，当時スポーツの中心を占めていた学生ばかりではなく，江東地区の工場労働者，日本橋地

区のビジネスマン，そして下町の浅草に住む様々な人の利用を意識した配慮がみられ、それらはよ

り幅広い層の市民がスポーツに参加するきっかけとなったと考えられる。 
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東京高等師範学校附属小学校特別学級における体育 

真田 久 （筑波大学） 

 

1907（明治 40）年文部省は、師範学校に特別学級を設置することを奨励する訓令を出した。こ

の訓令（６号）は「又附属小学校ニ於テハ、規程ニ示セル学級ノ外、成ルヘク盲人唖人又ハ心身ノ

発育不完全ナル児童ヲ教育センカ為特別学級ヲ設ケ, 之カ教育ノ方法ヲ攻究センコトヲ希望ス。」

と示されていた。これを受けて各県師範学校では特別学級が設置されるが、予算措置はほとんどな

されなかったため、特別学級は数年から 10数年ほどで閉鎖されていく。東京高等師範学校附属小

でも 1908年に特別学級が設置され、小石川区に存在する小学校の児童（精神薄弱児）を集めて展

開された。この特別学級では、週に５時間、体操科の授業が設けられ、次のものが教材として行わ

れた。 

・大筋肉運動： 駈足競争, 旗取, 綱引, 手つなぎ鬼   

・面白い運動：体操ではなく自由な遊戯, 歌いながらの運動 

・注意力・思考力を使う運動： 擬戦,玉なげ, ボール渡し, バスケットボール,石けり, おはじき 

・簡易な体操：普通児に課するもののうちもっとも簡易なもの 

東京高師附属小の特別学級は 1945年まで継続した。なぜ長きにわたり継続されたのか。なぜ体

育が重視されたのか。その理由を考察すると次のことが明らかになった。1908年に特別学級が設

置された時の校長は嘉納治五郎であった。校長、主事、訓導の三者の理解がなければ特別学級を進

めるのは難しく、嘉納治五郎校長のもと、訓導の小林佐源治が体育に力を入れたのであった。 
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