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WHAT ’S NEW ?
―ニューズレターの発行に寄せて―
会

長
山 口 政 信

スポーツ言語学会員のウェブによる気軽な交流広場、それがこのニューズレターである。
名前はまだない。が、ワイワイやっているうちに固有の名称（愛称）が付くに違いない。
本学会が産声を上げたのは 2014 年 9 月であった。紋切り型の表現を援用するならば、
「今
ほどスポーツ活動に言葉の必要性が叫ばれている時代はない」となろう。この情念が私た
ちを行動へと突き動かし、時代を動かし始めている。
「今の若者は云々…」と同様に、このような紋切り型の言葉を、手垢がついているとし
て嫌う向きもある。しかし、使い込まれた言葉（道具）は、しっくり馴染んでいて安心感
をもたらす。慣用句やことわざ、さらには老舗などの現在的意味に思いが至れば話は早い。
仲間内では紋切り型の用語やわざ言語が飛び交うのも、暗黙知のなせる〈わざ〉と知れば
こそである。
しかし、である。何事においても現状に満足すれば停滞する。時代は動いていることか
らすれば、停滞は退歩である。
「哲学するとは反哲学することである」
。けだし名言であっ
て、
《明るい自己否定》による新たな感性的論理の芽を育むことが求められる。
換言すれば、未分化な言葉である暗黙知（時と場合によっては、ダイヤモンドのように
磨き抜かれた言葉の結晶）と、論理的で普遍性の高い言葉（形式知）を斬り結び、過去に
照らしながら新世界を創造すること。こうして生まれた言葉が世の荒波に揉まれることに
より、汎用される可能性が広がる。
否定の洗礼を受けるのは有用なものの性であり、更新する価値があるからこその現象で
ある。この試練に耐えられなければ淘汰され、受容して変容を続けたものは生き残れる。
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歴史はその繰り返しに他ならない。
スポーツ言語学会はその歴史をつくる礎として誕生した。このニューズレターは一人の
機知を万人の知恵に昇華し、更に多くの機知の誕生を促すためのトポスとして存在する。
期待は大きい。

スポーツ言語学会大会・研究会報告
１）創立大会、総会、第 1 回理事会（2014 年 9 月 13 日、大阪文化国際学校）
スポーツ言語学会創立大会が大阪文化交際専門学校で行われた。残暑の残る大阪であっ
たが、東は東京、西は山口からの参加であった。創立大会の総会で役員、会則が承認され、
研究発表も無事終わった。懇親会も和やかに行われた。
創立大会、総会、第 1 回理事会（2014 年 9 月 13 日、大阪文化国際学校）
①学会大会 （参加者：17 名）以下敬称略
・基調講演「スポーツと言葉に橋を架ける」
（山口政信：明治大学）
・研究発表
１．
「スポーツ実践の思想と言語－我が国のスポーツ界が「根性」ということばに託
したもの－」(岡部裕介:至誠館大学 ）
２．
「スポーツと言語研究について…東京オリンピック 2020 に向けて」
( 清水泰生: 同志社大学・マスターズスポーツ科学研究会 ）
・報告
森山賢一 （ クリエイティブ教育言語研究所 ）
「身体活動と外国語学習」
②創立総会
・趣意書、会則が満場一致で承認された。理事、監査が満場一致で選出された。
以下敬称略
・理事

石塚 浩

日本女子体育大学

岡本 能里子

東京国際大学

小倉 幸雄

大阪国際大学短期大学部

川口 義一

言語・生活研究所

来田 宣幸

京都工芸繊維大学

清水 泰生

同志社大学

瀬戸 邦弘

上智大学

高峰 修

明治大学
2

・監査

藤野 良隆

朝日大学

船原 勝英

共同通信社

松浦 綾乃

静岡県体育協会

森山 賢一

クリエイティブ言語教育研究所

山口 政信

明治大学

山根 智恵

山陽学園大学

辻 周吾

京都西山短期大学

松尾 純子

流通科学大学

③理事会
会長（山口政信）、副会長（川口義一）、代表理事・事務局長（清水泰生）が満場一致
で選出された。
④懇親会（参加者：8 名）
スポーツ言語学会 創立大会

写真集

基調講演 (山口政信氏)

研究発表 (岡部祐介氏)

研究発表 (清水泰生氏)

報告 (森山賢一氏)
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２）第 1 回研究会（2015 年 3 月 8 日、明治大学駿河台キャンパス）
学会大会以外に研究発表という会員の要望によって第一回研究会が明治大学で行われた。
東は青森、西は岡山から参加があり、研究発表では積極的な質疑応答が繰り広げられた。
第 1 回研究会（2015 年 3 月 8 日、明治大学駿河台キャンパス）
研究会（参加者 17 名）以下敬称略

①講演 「コメントから探るアスリートのバックグラウンド」
－大震災、ロンドン五輪、メジャーイベントから語録を拾う－
（船原勝英：共同通信社）
②研究発表
１．
「褒めて伸ばす」－トライフォース柔術アカデミーキッズクラスでの取り組み
－（小岩健一：明治大学兼任講師 ）
２．「ランニングとメディア報道と言葉」－市民マラソンを中心に－
（清水泰生 ： 和歌山マスターズ陸上競技連盟、同志社大学嘱託講師 ）
③懇親会（参加者 9 名）
３）第 2 回学会大会、総会（2015 年 8 月 29 日、大阪国際大学守口キャンパス）
学会大会は、残暑が残る大阪国際大学で行われた。参加者には、日本語教師の方が大勢
参加され、熱心に講演者の川口義一氏の話に耳を傾けていた。そして若い多くの大学生の
姿が見られ、シンポジウムのパネラーの話に熱心に耳を傾ける姿が見られた。懇親会も和
やかに行われた。
第 2 回学会大会、総会（2015 年 8 月 29 日、大阪国際大学守口キャンパス）
第 2 回学会大会大会参加者
会員 13 名 院生 1 名 非会員 15 名 計 29 名
以下敬称略
① 講演

川口義一 （ 早稲田大学名誉教授 ）
「 体で学ぶ日本語－身体利用の外国語教授法－ 」

②研究発表

１． 瀬戸邦弘 （上智大学）
「伝統的スポーツ文化とそれを支える歌
（詩）の世界－沖縄の民俗綱引きとその世界観－」
２． 杉野俊子 （工学院大学） 岡本能里子 （東京国際大學）
「スポーツは「根性」を養うか」－国際化の中で「ことば」から見
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えるスポーツの意義を考える－
③シンポジウム

テーマ ： スポーツは何を語り、スポーツの何を語るか

－東京オリンピック 2020 に向けたことばの力－
コーディネーター ： 山口政信 （ 明治大学 ）
パネリスト

鴻池清司

： 日本マスターズ陸上競技連合会長

中森康弘

： 日本オリンピック委員会広報・企
画部部長

深沢弘樹

： 駒澤大学准教授

山根智恵

： 山陽学園大学教授

④懇親会 17 名

スポーツ言語学会第 2 回大会 写真集
講演の様子（川口義一氏）

発表の様子１（瀬戸邦弘氏）

発表の様子２（杉野俊子氏、岡本能里子氏）
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シンポジウム
（鴻池清司氏）

（山根智恵氏）

（中森康弘氏）

(左側に座っている青い Y シャツ
の人はコーディネーターの山口
政信氏)

４）第 2 回研究会（2016 年 2 月 27 日、京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス工繊会館）
研究会は 2 月の寒い京都で行われた。発表者は青森、宮崎と日本の北、南にわたる発表
だった。来田宣幸氏の講演は文系、理系にまたがる学際的な発表で、今後の進展に参加者
が期待を寄せていた。
第2回

研究会（2016 年 2 月 27 日、京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス工繊会館）

研究会参加者 会員 13 名

非会員 6 名

計 19 名

以下敬称略
①研究発表
１．岩崎真梨子（八戸工業大学）
「スポーツ雑誌における混種語に関する一考察」
２．梅津顕一郎（宮崎公立大学）
「東京からトウキョウへ?
－写真グラフ紙記事に見る「オリンピック」への眼差しの変質－」
②講演：来田宣幸（京都工芸繊維大学）
「ことばが先か、うごきが先か」
③懇親会（参加者 14 名）
５） 第 3 回総会・学会大会 (2016 年 8 月 27 日、明治大学駿河台キャンパス)
学会大会は、台風が近づいている雨の明治大学で行われた。参加者には、青山学院大学
の学生をはじめこれからのスポーツ言語学会を担う若い人の参加が目に付いた。今後のこ
の分野の発展に大きな希望の光となった。
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第 3 回総会・学会大会 (2016 年 8 月 27 日、明治大学駿河台キャンパス)
第 3 回学会大会大会参加者：

(会員 19 名、非会員 16 名) 計 35 名

以下敬称略
①講

演：山口政信（スポーツ言語学会会長、明治大学）
「〈ことばのわざ〉と〈わざのことば〉」

②研究発表：
１．橋本 稔 （イークロス代表）
「身体論から見た太極拳用語とスポーツ上達のヒント」
２．近藤泰弘・河室一輝・篠永健太郎・山本大貴 （青山学院大学）
「スポーツにおけるメタファー表現について」
③シンポジウム：
テーマ ：スポーツ選手におくる「ぬくもりのある」表現について考える。

－「根性」・「がんばれ」などのことばから－
コメンテーター： 川口義一
スポーツ言語学会副会長、早稲田大学名誉教授
司会：

清水泰生

スポーツ言語学会代表理事兼事務局長、同志社大学
パネリスト（50 音順）：
岡部祐介

：関東学院大学

岡本能里子 ：東京国際大学
高峰修

：明治大学

④創立総会
・理事、監査が満場一致で選出された。
・理事

石塚 浩

日本女子体育大学

岡本 能里子

東京国際大学

小倉 幸雄

大阪国際大学短期大学部

川口 義一

言語・生活研究所

来田 宣幸

京都工芸繊維大学

小岩 健一

明治大学

清水 泰生

同志社大学

瀬戸 邦弘

鳥取大学

高峰 修

明治大学

船原 勝英

共同通信社

森山 賢一

クリエイティブ言語教育研究所
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・監査

山口 政信

明治大学

山根 智恵

山陽学園大学

辻 周吾

京都西山短期大学

松尾 純子

流通科学大学

理事会で会長（山口政信）、副会長（川口義一）、代表理事・事務局長（清水泰生）
が満場一致で選出された。
なお、第 3 回までの学会大会の発表要旨、シンポジウムのパネラーの発表要旨、講演要旨
は次号に取り上げる。
⑤懇親会（参加者 11 名）
スポーツ言語学会第 3 回大会写真集
公演の様子（山口政信氏）

発表の様子１（橋本稔氏）

発表の様子２（篠永健太郎氏
山本大貴氏、河室一輝氏、近藤泰弘氏）
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シンポジウム

シンポジウム

コメンテーター (川口義一氏)

司会（清水泰生氏）

(高峰修氏)

(左から高峰修氏、岡部俊介氏、岡本能里子氏)

スポーツ言語学会に参加して
青山学院大学文学部日本文学科 河室一輝・篠永健太郎
このたび、スポーツ言語学会に参加させていただきました。学会では、様々な切り口か
らスポーツと言語の関係性について考察し、スポーツの健全な発展に寄与するアイデアを
学ぶことができました。講演、研究発表、シンポジウムを通じてスポーツを取り巻く言語
環境を考える中で、プレイヤー・マネージャーとして漠然と関わっていたスポーツを言語
的な視点から捉え直すきっかけとなりました。
とりわけ勉強になった点のひとつとして、
「指導者が選手に対してどのような言葉で接す
るべきか」ということを挙げたいと思います。山口会長のご講演からは、
「アルティメット
いろはカルタ」の創作というユニークな方法など、言語的な指導についての不便を解消す
るヒントを学ぶことができました。スポーツの現場では、指導者の発言内容と被指導者の
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認識のズレが起こることがしばしばありますが、その問題の解消にもつながるように思い
ました。また、身体と言葉をコラボレーションするために、この二つの間に〈笑い〉があ
るという考え方は、これまで考えもつかなかった切り口で非常に新鮮に感じました。私は
これまでのスポーツ経験の中で、客観的に現れる身体動作の「型／形」と、動作主の主観
的・内面的な「動き」に違いがあるがために、指導が食い違うということを今まで多く経
験してきましたので、このような言語的アイデアがスポーツの現場を変えられることを期
待したいと思います。
一方で、シンポジウムでは「スポーツ選手におくる『ぬくもりのある』表現について考
える。」というテーマのもと、「根性」や「がんばれ」といったような言葉についてのディ
スカッションに参加させていただきました。私たちは、三人ともスポーツ経験者で、これ
らの言葉は当たり前のように言われ続け、またその意味を深く考えることもなくプレーを
してきました。しかし、今回のシンポジウムを通じて今までの経験を見つめ直し、その問
題点を強く認識するとともに、自身が指導的立場になった際の言語的指導のヒント得るこ
とができたと思います。また、「暴言ともとれることば」に関する経験や受容性の関係や、
いわゆる「根性論」
、国際的な視点など様々な切り口から言語的指導について考えることに
よって、言語と指導の関係性についてより多面的に捉えることができました。
シンポジウムの中でとりわけ印象に残ったのは、４年後に迫る「東京 2020」は現状のス
ポーツを取り巻く言語環境、ひいてはスポーツにおける国民的な価値観を健全化する最後
のチャンスであるという言葉でした。私は、この言葉にスポーツ言語学会の存在意義が詰
まっているように思います。
学部生の私たちと致しましては、学会での発表という経験は滅多にできるものではなく、
貴重な機会をいただきました。拙い発表内容にもかかわらず多くの質問やコメントをくだ
さり、考えに至らなかった切り口や問題点を把握することができました。むしろ発表者で
ある私たちの理解がよりいっそう深まる結果となりました。この発表を通じて得た知見を、
今後の研究に生かしていき、メタファー表現によるコミュニケーションをスポーツの発展
につなげていきたいと考えています。
このたびは、貴重な経験をさせていただき改めて感謝申し上げます。学部生で至らない
点も多くありましたが、温かく学会に迎えてくださり、大変多くのことを学ぶことができ
ました。ありがとうございました。 （河室）
今回、初めて学会というものに参加させていただきました。学会の中でも、私がとても
興味のあるスポーツの分野についてだったので、とても楽しかったです。また、とてもい
い経験になりました。自分たちの研究した成果をあんなにも多くの方の前で発表すること
は初めてだったのでとても緊張しました。しかし、練習の成果もあり、自分たちなりに精
一杯やり切れたと感じました。
私たちのグループは、スポーツにおけるメタファー表現について発表しました。この研
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究は、スポーツに興味のある人にとってはわかりやすいと自分自身で感じていたのですが、
スポーツについて詳しくない人にも、いかに興味を持ってもらえるかというテーマで進め
ていきました。
発表会では多くの方の発表を聞くことができ、とても勉強になりました。スポーツにお
いて言葉がもたらす力を改めて実感させられました。現在、私自身も、野球の指導を中学
生にしているので、言葉が持つ力というものをしっかりと理解して、実践していき、より
多くの子ども達に良い影響を与え、夢を叶えていくためのサポートをしていきたいと思い
ます。
今後は、この学会で学んだことを自身の研究に活かしていき、より良いものにしていき
たいです。今回は、このような貴重な機会に参加させていただき、本当にありがとうござ
いました。 (篠永)

国際学会報告
国際語用論学会第 14 回大会（14th International Pragmatics Conference）に参加して

山根智恵（山陽学園大学）
国際語用論学会の大会は 2 年に一度開催される。ある先生に誘っていただき、2009 年の
メルボルン大会で初めてパネル発表を行った私は、その学際的な雰囲気が気に入り、続く
マンチェスター大会、ニューデリー大会ではポスターセッションに応募。そして昨年 7 月、
ベルギーのアントワープ大学で行われた大会では、他の 2 人の先生と「ソチオリンピック
におけるインタビュー談話分析－日本・韓国・中国のテレビ・新聞における談話比較－」
というタイトルで、ポスターセッションを行った。
大会期間は約 1 週間である（今大会は 7 月 26 日から 31 日まで）
。毎回「主たるテーマ
（ special theme ）」 が 決 め ら れ 、 第 14 回 大 会 は 「 言 語 と 適 応 性 （ Language and
adaptability）
」だったが、必ずしもテーマと合致していなくても、
「Conversation analysis」
「 Identity construction 」「 Family discourse 」「 Discourse markers 」「 Meaning and
intention」
「Gender」「Speech act」
「Humor and irony」など語用論や社会言語学の範疇
に入るものであれば発表できるし、
「Language acquisition」
「Prosody」分野の発表もある。
また、基調講演あり、パネル発表（数人のグループになり、あるテーマに沿って各自が 20
分程度発表する）あり、ポスターセッションありで、様々な言語研究分野、様々な言語（例：
ポーランド語、韓国語、中国語）分析の発表を見聞きできる点が魅力である。
2 年間日本語教授のためポーランドに在住した私は、アジアの言語だけでなくポーランド
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語にも興味があるが、日本でポーランド語関係の発表を聞く機会は、言語学・日本語教育
学の分野では希である。今大会はアントワープでの開催だったということもあり、ヨーロ
ッパ各国からの参加者が多く、ポーランド語関係の発表が聞けたことも収穫だった。
また、最近は学会としてポスターセッションの応募を促す傾向にある。そのため、発表
者が実際にその場で応対する時間は 2 時間だが（今大会は 30 日の午後）
、初日にポスター
を貼ることを許可し、学会期間中、参加者が自由に研究内容を目にする機会を提供してい
る。パネル発表の場合、興味のある発表が重なるとそのうちの一つを選択しなければなら
ないので、すべてのポスターをゆっくりと時間をかけて見られるのはありがたかった。
多くの研究発表に触れることで、専門分野の知識が広がり、自分の研究にも授業にも役
立つことは、この大会に参加する大きな意義だが、それ以外にもこの大会を魅力的なもの
にしているのは、エクスカーションと夕食会（conference dinner）である。今回のエクス
カーションでは、無料のウォーキングツアーがあり、ガイド付きで町を巡ることができた。
その中で一番心に残ったのはベルギーの歴史である。小国であるがゆえに、オランダ、フ
ランス、ドイツなどの大国に翻弄された歴史。高校の世界史では学習しなかったベルギー
の歴史を、アントワープの町中でベルギー人から聞き、そこにベルギーを翻弄したオラン
ダからの参加者もいるという状況。いろいろと考えさせられる半日だった。
また、夕食会では、中国からの参加者と同じテーブルで、歴史を忘れて楽しい時間を過
ごした。4 年前のマンチェスターの大会でも感じたが、中国は若手の研究者や優秀な大学院
生をこういった場に送り出している。しかも、プレゼンテーションは日本人の若手より堂々
とした態度で行っている。同じアジア人として、見習うべき点は多い。
2 年に 1 度、様々な刺激を受けるために参加している私だが、このアントワープという町
には特別の思いがあった。大学卒業後、すぐ研究生活に入らず、商社に就職した私が配属
された課ではダイヤモンドを扱っていた。上司は毎年アントワープに出張しており、私も
いつかアントワープでダイヤモンドを見たい、と思っていた。その願いがこの大会参加で
叶ったのである。駅周辺で山高帽をかぶり、黒い服を着たユダヤ人を見るたびに、
「ああ、
アントワープに来たんだなあ」ということを実感した。幼い頃読んだ「フランダースの犬」
の舞台、アントワープ大聖堂でルーベンスの絵も見ることができ、この大会は、いろいろ
な意味で思い出深い大会となった。
え？

発表の詳細について知りたいって？

待ちください。

12

それはこれから論文にします。しばらくお

基調講演の場所です！

夕食会の様子

ポスターセッションの様子（アントワープ大学）

グループになって町を散策

ダイヤモンドを扱っている店が、駅周辺には多かったです。
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フォーラム参加報告
多言語対応・ICT 化推進フォーラム参加して
清水泰生
2016 年 12 月 20 日 2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議
会主催多言語対応・ICT 化推進フォーラムに参加したことを報告する。
多言語対応協議会は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、
外国人旅行者の受入環境整備に欠かせない、表示・標識等の多言語対応を強化・推進する
ため、平成 26 年 3 月、国の関係行政機関、関係地方公共団体、関係機関、民間団体及び企
業等が相互に連携・協働して取り組むことを目的として設置したもので、62 の機関・団体
によって構成されている。
（2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会ポータルサイト
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/index.html から）
今回のフォーラムはその活動、取り組みの中間報告的なものだった。
10 時に各企業の ICT（情報通信技術）展示と多言語対応協議会の展示があった。
多言語案内が可能な拡声器、多言語ラベルを作成できるラベルライター、多言語表記をは
じめとした訪日外国人向けソルージョンなど多言語対応協議会の展示は国土地理院の「地
名等の英語表記規程」及び『外国人向け地図記号』の紹介、近畿日本ツーリストの観光業
務に想定される独特な会話および音声データー観光業者用の音声自動翻訳発信サービスな
どの展示があった。これらの展示を見て、多言語開発が進んでいることに驚いたのと日本
語教育をはじめとする外国語教育関係者はこの自動翻訳の進歩の現状を把握して、自分の
教えている外国語教育が、今後どうあるべきか、また、自分の立ち位置を考えなければな
らないと思った。そうしなければ、機械翻訳、自動翻訳にとって代わる恐れがあるかもし
れない。
昼から小池都知事の挨拶、丸川オリンピック、パラピンピック大臣の挨拶があった。
そして、会場ホール B でリオの情報通信技術、ボランテイアの報告等があった。
その中でもデービットアドキンス氏の基調講演「多言語対応の取り組み」が印象に残っ
た。アドキンス氏は

日本のガイド書は日本人が書いても、日本に住んでいない外国人の

ニーズが分からず、的外れなガイドになっている（たとえば日本の伝統建築物のガイド書
は誰がいつ、立てたのか、畳の枚数、広さばかり書いているが外国人にとってはどうでも
いいことだなど）ネイティブでないので、正しく言葉が伝わらない。日本にいない外国人
が書いたほうが外国人のニーズに合っているし、的確に伝えられるとのことだった。予算
も日本人がガイド書を作るより 7 割ほどですむということだった。
話は飛ぶが、このことはスポーツと言葉の研究でも当てはまるような気がする。スポー
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ツを経験しているとしていないとでは違う。つまり、言語の背景となるものを理解できて
いるのと出来ていないとでは研究の深みが違うのではないかと思う。ただ、スポーツの背
景的なことをあまり知らなくても十分対応できる研究分野があるので、すべてがすべてそ
うとは言えないが…。スポーツと向き合うにこしたことはないので、体の動けるうちは特
に若い人はスポーツに向き合ってほしい。もし、向き合うことが出来なければ、審判や役
員などの経験もよいかと思う。
話は戻って、デービットアドキンス氏の基調講演のあと、会場がホール A,B 二つに分か
れた。私はホール A で聴講した。ホール A では、東京大学医学部付属病院 山田秀臣氏の
講演「病院での医者と患者のやり取りを自動翻訳でできる技術（診療・臨床の場における
多語音声翻訳の試み）
」の報告があり、患者と医師、看護師とが、お互いの言語でやり取り
している場面には驚いた。
そして、ホール A 最後のイベントはパネルデイスカッション「やさしい日本語の可能性
について」が行われた。パネリストは弘前大学人文社会科学部教授
学国際教育センター教授

庵功雄氏、横浜市国際局

佐藤和之氏、一橋大

関谷聡氏、やさしい日本語ツーリズ

ム研究会事務局長 吉開章氏で、コーディネーターは、首都大学東京都市教養学部教授 西
郡仁朗氏であった。
佐藤和之氏は、やさしい日本語の提唱者で、災害で外国人が弱者にならないようにやさ
しい日本語を使う重要性を説いた。庵功雄氏は、居住外国人の居場所づくりのためのやさ
しい日本語はどうあるべきかについて述べ、関谷聡氏は、横浜市の取り組みを紹介し、吉
開章氏はやさしい日本語を観光に訪れる外国人に使うことに重要性を唱え、山口県柳井市
の活動例について報告した。
盛りだくさんの充実した内容でとてもここでは書ききれないのだが、吉開章氏の発言に
興味を持った。吉開氏は台湾人の 18 歳から 64 歳までの男女 1000 人にアンケート調査をし
た。その結果、日本語を少しでも話せると答えた人は 41.5%、日本語を勉強したことがあ
る人の訪日経験率は 83.1%（その人たちが日本人に中国語を話してほしいと思っている人
は 14.1％だった）そして、日本語学習経験者のうち 66.1%が日本人と日本語で話をしたい
ということであった。この結果から日本語を話したがっている台湾の人が多いのでそうい
う人には、我々一般市民も初学者にも分かるやさしい日本語で話をしましょうということ
だった。
この話を聞いて台湾は日本語を学ぶ人が減ったと思ったがそうでもないようなのでほっ
とした。観光用のやさしい日本語はトラベル日本語と類似点がかなり多い。トラベル日本
語の紹介とどんな教材があるのかを一般の人にも紹介、理解できるように働きかけなけれ
ばならないと強く思った。そうすればやさしい日本語を使って会話ができるのではないか
と思う。
フォーラム全体を通して少し気になったことがある。それは、多言語対応に取り組むこ
とは、オリンピックレガシーとして残るので非常に望ましいとのことである。確かに、オ
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リンピック後の財産になると言えるが、オリンピックレガシーとは何だろう、その理念と
意義について考えることと過去にどのような取り組みがあるのかを一応考えてから多言語
対応を推進する必要があるのかもしれない。それが、少し足りないように私は感じた。私
の気のせいかもしれないが…。もしそうであるとすれば、たまたまオリンピックという大
きなスポーツメガイベントが開催されるので、それに便乗しよう、これが万博でもワール
ドカップなどのビッグイベントに変わってもかまわないというのは少しどうなのかなと思
う。
そして、やさしい日本語関係者にも言えるのではなかろうか。つまり、もし、万一、日
本語関係者が、スポーツに興味がなければ、またはオリンピック研究、歴史等を知ろうと
しなければ、本当の意味でのオリンピックレガシーにはならないのではないかと思う。も
し、そうだとすれば、この機会にスポーツに興味を持っていただき、少しでも接していた
だけたらと思う。

「やさしい日本語の可能性」のシンポジウム

ICT（情報通信技術）展示の様子

の様子

スポーツ言語体験報告
「アテネクラックシックマラソン」「ハルカススカイラン」を走って
清水 泰生
昨年（2016 年）印象に残ったレースがあった。
「アテネクラックシックマラソン」
「ハル
カススカイラン」である。それについて述べてみたい。
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アテネクラックシックマラソン－「ブラボー」の声援につつまれて－
アテネクラシックマラソン（Athens Classic Marathon）は、毎年 11 月にギリシャのア
テネで開催されるマラソン大会である。
紀元前 450 年 9 月 12 日にマラトンの戦いで勝利したアテナイの名将ミルティアデスは、フ
ィディピディス（Philippides）という兵士を伝令に選んだ。フィディピディスはマラトン
から約 40km 離れたアテナイまでを駆け抜け、アテナイの郊外で「我勝てり」と告げた後
に力尽きて息を引き取ったと言われている（マラソン#マラソンの名の由来参照）
。1896 年
にアテネで開かれた第 1 回オリンピックでは、この故事に因み、マラトンからアテネ・パ
ナシナイコ競技場までの競走が加えられた。これが、マラソンの始まりである。そして 1972
年に同じコースで始まったマラソン大会が、アテネクラシックマラソンである。
（ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/より 2017 年 1 月 5 日採集）
昨年（2016 年）7 月 ローマでの学会と時を同じくして開催されるこのマラソンに参加
しようと思った。そして、このマラソンの前に、国際マラソン・ロードレース協会主催の
マラソンシンポジウムに参加しようと思ったが、これには参加条件があり世界のマラソン
大会のデイレクター（運営最高責任者）のみということで、私は参加できなかった。
しかし、国際マラソン・ロードレース協会の事務局の、丁寧な断り方には感動をした。
以下がそうである。
Dear Yasuo Shimizu,
First of all our best wishes for running Athens Marathon successfully.
Now thanks a lot for your email and your interest in participating in
the 21st World Congress of AIMS.
To answer your question, most of the participants are mainly AIMS
member races, Race Organisers, as an important meeting point for exchange of
ideas, working groups within the sport that we serve, Marathon and Distance
Races as mentioned in our acronyms AIMS.
Best Regards and again all the best for your run in Athens
（名前は伏せておく）
AIMS Headquarters Administrator
アテネマラソンに参加することに敬意を表している。余計参加したい気になった。
（返事のメールを出したらきちんと返信をしてくれ、そのことがうれしかった。
）
昨年と違って食事のコントロールがうまく行っている。体重も 61 キロと走るのに一番い
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い重さになってきたので、ナイスランができるのではと思った。ある HP でアテネマラソン
の声援は、日本式の「がんばって」やアメリカなどの「ナイスラン」や「グットジョブ」
ではなくて「ブラボー」とのことを知り感動したのと、レースではどれくらい「ブラボー」
の声援を受けて走れるのかが楽しみであった。
そして、いよいよ大会。11 月 10 日の朝、関西空港を出発。ローマを経由して翌日 11 日
アテネ国際空港に到着した。その足ですぐにギリシャ日本大使館へ行き、用事を済ませて
から、マラソンエキスポでナンバーカードを受け取った。
翌々日の 12 日、シンタグマからバスに乗り、揺られること 1 時間。スタート地点のマラ
トンの丘に着いた。そこで軽くウオーミングアップ。
時差ぼけと風邪を少し引いているのと、翌々日には研究発表もあるので、3 時間 40 分か
ら 50 分でパナシナイコスタジアムに入ればいいなあと思った。練習の調子から見れば、普
通のレースならおそらく 3 時間 10 分台で走れる。今回、そのタイムから 30 分余裕を持っ
て走れるので、風景と声援を楽しめばいいや、
「ブラボー」を 42．195 キロの間にどれくら
い聞くことが出来るか、回数を数えてやろうと思った。
9 時 02 分にスタート、
いつもよりキロ 30 秒強遅いペースで周りの景色を見ながら走った。
スタートしてから 300ｍほどでブラボーの声援。13 キロ付近くらいでは｢ブラボー｣の声
援は 100 を超え、数を数えるのが面倒くさくなって来たので、数えるのをやめた。
コース前半、周りはオーリーブ畑が多く、村が近くなるとロープを張っていないことも
あり、みんなが近寄ってきて「ブラボー」の声援。その中を通り抜ける。手を振って時に
はハイタッチ、日本では見ることの出来ないこの光景は一生、忘れられないであろう。
がんばっている人に「がんばれ」と言うのは酷な感じがして、私は好きではないが、走
っている人をたたえ、たたえる人もランナーもお互い尊敬しあえる「ブラボー」が好きに
なり日本でも広まってほしいと思った。
中間地点を過ぎると、世界屈指の難コースといわれる 22 キロから 31 キロまでの 9 キロ
を、ただひたすら登る（標高差）200ｍの坂に差し掛かった。ここもさほどペースを落とさ
ずに走り、31 キロの最高地点へ。そして、そこも過ぎ後は緩やかな下りのみ。レースのあ
との移動で歩くことも考え、下りもこれまでと同じペースで下った。アテネ市内に入ると
町並み、沿道の観衆も増えて、
「ブラボー」の声援もこだまする。41 キロ付近。ああ遂に、
スタジアムが見えてきた。
あと 250ｍの表示。いよいよだ。パナシナイコスタジアムの入り口に入ったときに、フラ
ンスの言語学者ミシェル・ブレアルがクーベルタンに、五輪の種目にマラソンを提唱した
ことが頭に浮かんできた。ミシェル・ブレアルの熱い思いが私の脳裏によぎりながらのゴ
ール。ゴールのあと馬蹄形のメダルを掲げてもらった。そのあとペルシャの兵隊（ギリシ
ャの兵隊かもしれない）に扮した人と記念撮影、そしてその近くで参加賞をもらい、荷物
を預けてもらっているトラックに向かって歩いていると、一緒に競い合ったランナーに「ナ
イスラン」とにっこり声をかけられたので「ナイスラン」と声をかけて握手をして健闘を
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たたえあった。荷物を取って服を着替えゴール付近で少しの間であったが「ブラボー」と
声援をおくった。

マラソンエキスポ

スタート地点マラソンの丘にて
兵を扮したランナー

ゴールが近い

あと 250m、ブラボー

ペルシャ兵（ギリシャ兵かもしれない）との

ゴールのパナシナイコ競技場

記念撮影
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ギリシャ

ハルカススカイラン珍走記
ハルカススカイランは日本ではじめての本格的な階段マラソン大会で日本一高いビルあ
べのハルカスの１階からエリートの部は屋上のヘリポートまで、一般の部は 60 階の展望台
まで走る大会だ。
私は、若くないからスピードがないので、当然一般の部に出場。参加者全員一斉スター
トというのは出来ないので、1 分間隔で 5 人一組のスタート。一般の部は 10 時から速いグ
ループよりスタート。私は 10 時 16 分であった。私のグループは、私ともう一人の人以外
は 20、30 代の若い人のようだった。１階のスタート地点は近鉄の南口で、いつも通ってい
るところ。スタート時間が早いにもかかわらず、買い物客が割りといて、私は T シャツと
ランニングパンツという出で立ちが少し恥ずかしかった。買い物客のいる前でスタート。
スタートするとすぐ非常口に入り非常階段へ。1610 段の階段の始まりだ。非常階段なので
役員しかおらず、声援も役員の声だけ。27 階付近であと 33 階かなと思い確認のため役員に
聞いたところ、係りの人からあと 42 階ですと言われ、一瞬がっくりしてしまった。しかし、
少し先で再び聞くと正しい返事があったので気を取り直して上っていった。
声援は嬉しいのだが、間違えた声援や不適切な声援は選手をだめに（がっかり）してし
まう。出来ることなら応援をする人は、その競技を勉強してから声援を送ってほしい。例
えばマラソンでレース前半なのにあおる声援などは、ランナーがオーバーペースを招きや
すくなるので声援をしないほうがましなのである。
さて、話は戻って 60 階上って展望台の周りを回るコースのみ。階段を上る筋肉と平地を
走るのに使う筋肉が違っていたためか、一瞬バランスを崩すがすぐに立て直してゴール。
東京マラソンを控えているので、階段飛ばしをしないで一段ずつ上ったので 14 分 30 秒も
かかってしまった。2 分後のスタートの数名に抜かれたが、階段とばしではないので、まず
まずだったと思う。普通のレースとは体の使うところが違うと思ったのと観衆、声援がな
いのでつらいと思った。やはり、スポーツには観衆と声援が必要だなあ。それによって競
技が生きてくるなあとつくづく思った。来年もあるようなので、みんなに階段マラソンは
どんなものか経験してほしいと思う。私は参加費が 5300 円と少し高いので次回はパスした
いと思う。
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スタート（会場に到着が遅れ、更衣室であわてて T シャツにナンバーカードをつけ、ナンバーカードのつ
けた位置を確かめもせずにスタート地点に向かった。そのため、ナンバーカードがかなりずれている。恥
ずかしい（笑）
）

階段を爆走中

編集後記
小岩健一
ニューズレターの編集をしていて、スポーツと言語について改めて考えるいい機会になっ
た。白球を追っていた高校時代。監督から声を出せと言われ出てきた言葉は『さぁ、行こ
う！』
。何も考えずに繰り返していた。果たしてそんな言葉は必要だっただろうか？子供の
運動指導するようになった今、対話をするように心掛けている。疑問を投げかけ、答えを
自ら導き出すように誘導する。個性があるから同じ言葉かけでは通じないが、お互い考え
合うから付き合いも深みが増す。考えるようになると動く時も自発的に考えるから動作の
21

進歩も早くなる。自分の引き出しを増やすためにこのような機会で多くの人の言葉に触れ
たい。
清水泰生
やっと創刊号が出ました。次号は学会大会の研究発表、シンポジウムの要旨をはじめ盛り
だくさんの内容になると思います。お楽しみに…。
佐古恵里香
これから新しく IT 部門としてスポーツ言語学会のニュースレター編集やウェブサイトの更
新をいたします。冒頭にもありましたように、ウェブサイトやニュースレターを通じて、
会員の皆様の円滑な交流ができますよう努めてまいります。また、改めてスポーツ言語に
ついて考える良い機会になりました。

22

23

