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㸰㸮㸯㸵ᖺࠊᖺࡶ㸯ᖺ᭷㞴࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㸰㸮㸯㸶ᖺࡶࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

「メディカル ポール ウォーキング」！
ヒトは、日頃、当たり前のように、安易に「歩いて」います。歩行は、日常生活動作のなかで
も年余をかけて習得する複雑な動作です。散歩や速歩のほかに、レースウォーク（競歩）や団体
行動などに素晴らしく発展しました。

万年前に起立してから、経験とアイデアによって重力

と摩擦を使いこなし、進化し、歩行スピードをさらにアップすることで走行さえ手に入れました。
いまや

ｍを

秒以内で、

ｋｍを

時間余で走れるのです。天井知らずといった技法

は、スポーツ理論や運動学、スポーツ医学＆薬学などのサポートによってその進化を予想するこ
とが楽しくなります。競技走行や競技歩行などは陸上の花であります。日本選手の活躍を期待し
ましょう。
この

年をみると、スキー夏季訓練として開発された「ノルディックウォーキング（フィン

ランド）
」は健康スポーツとして完成しています。日本では、整形外科診療の中から「ポールウ
ォーキング（ＰＷ）
」が考案開発され、健康ウォーキングとして進化しています。さらに、考案
当初からのメディカル側面を持つ歩行メソッドなので、
「メディカル

ポール ウォーキング」と

して有用であります。

ᖺᮎᜏࡢࠗMC ࢟ࣕࣥࣉ࠘
ࠊᛂᏛ᪥ྜྷ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡢయ⫱◊✲ᡤ࡚

今は昔、歩行は、移動手段で「短時間で、省エネルギーで、できるだけ遠方へ」が目的でした。
昨今、環境の変化に相応してヒトの日常生活スタイルは激変しています。いわゆる「日常生活歩
行」であっても健康の手段にする時代になっています。さてさて、運動といえばウォーキングと
いった「なんとなくウォーキング」がありふれ
ていますが、皆様の指導力を持って本物の健康
ウォーキングに置き換えましょう。メディカル
に対応したＰＷによって積極的に深く健康に関
与できるはずです。協会認定指導員である皆様
のＰＷパワーを集中しましょう。そして社会へ
健康を提供しましょう。

一般社団法人 日本ポールウォーキング協会 会長
安藤 邦彦（あんどう・くにひこ）

࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡢࢹࣅ࣮ࣗ

LQ ㎮㔝⏫
 ᭶  ᪥㎮㔝⏫࡛ࡢయ㦂ㅮ⩦ࡣࠊᢲࡋࡅ࡛ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊྠࡌ

ୗ⏣ Ὀྖ㸦ࡋࡶࡔ࣭ࡸࡍࡋ㸧
⏫❧㎮㔝㝔 ⌮Ꮫ⒪ἲኈࠊ13:$ ㄆᐃᣦᑟဨ

㝔ࡢ⫋ሙ࡛㸴ྡࡢ᪉ࡀ୍⥴ %& ࢆྲྀࡾࠊⓙ࡛࠶ࡽࡌࡵ᪥ᖖࡢ୰࡛࣓࣮ࢪࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࢆࡋࠊ࣏ࣥࢺࢆᶍ㐀⣬ࣉࣜࣥࢺࡋ࡚࠶ࡿ‽ഛࡢⰋࡉࡣࡉࡍࡀ࡛ࡋࡓࠋ
ࠕ⡆᫆ጼໃࢳ࢙ࢵࢡࡢࡰࡾ࡛ࠖࡣゼࢀࡓ᪉ࡢᢎࢆᚓ࡚ࠊࡈᮏேࡸࢥ࣮ࢳࡢࢫ࣐࡛࣍

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ Ⲩ⚄ᒣࢫ࣏࣮ࢶබᅬ࡛ࠕ➨  ᅇ ࡓࡿࡢ㔛 άάࡩࢀ࠶࠸ࣇ࢙

┿ࢆࡾࠊࡑࡢ⏬ീ࡛ጼໃࢆ⮬ぬࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡞ᕤኵࡋࡓࢫ࣒࣮ࢬ࡞ᑐᛂࡸ࣏ࣥࢺࡢࡘ

ࢫࢸࣂࣝ ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࠊᙜ㝔࡛ࡣ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢయ㦂ࢆ⏬࣭㐠Ⴀᐇࡋࡲࡋ

ࡳ᪉ࠊࡉࡽ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡋ࡚ࡢᑓ㛛ࢻࣂࢫࡀ㛫㧥ࢆධࢀࡎ࡛ࡁࡿࡇࡣ࠺ࡽࡸ

ࡓࠋ

ࡲࡋࡉࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ

㛗㔝┴㎮㔝⏫ࡣ⪁ᖺேཱྀ 㸣࡛ࠊ㧗㱋⋡ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡍࠋࡑࢇ࡞⏫Ẹࡀᗣ

ࡸࡣࡾ⚾ࡢࡼ࠺࡞ࠊ㏆ࡃࡢࢥ࣮ࢳࡀ࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡣࠊ࣋ࣥࢺᑐᛂࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ

⥔ᣢࡢࡓࡵ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡅࡲࡍࡀࠊࡑࡢከࡃࡣẚ㍑ⓗⰋ࠸ጼໃ࡛Ṍ

ឤࡌࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡶ㏆ࡃࡢ࣋ࣥࢺሗ➼ࡽࡑࡇฟࡅ࡚࠸ࡁࠊࢥ࣮ࢳྠኈ

ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ࣏࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࢃࡎ࡛ࡋࡓࠋᗣᑑᘏ

ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆసࡗ࡚༠ຊࡋྜࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ఙࡢⅭࡣࠊ㊊⭜ࡢᙅࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ⏫Ẹࠊ࣏࣮ࣝࢆᣢࡗ࡚Ṍࡃࡔࡅ࡛Ⰻ࠸ጼໃ࡛ࠊ
Ᏻࡁ࡞Ṍᖜ࡛Ṍࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡓࡃࠊࡇࡢ⏬ࢆỴࡵࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ࣋ࣥࢺඛ❧ࡕࠊ13:$ ㄆᐃᣦᑟဨ 0& ࣉࣟࡢᆤᵝࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔࡁᙜ㝔ࣜࣁࢫࢱ
ࢵࣇ㸦37 ྡࠊ27 ྡ㸧ࡀ %& ࢆྲྀᚓࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࣋ࣥࢺᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ㝔ࣜࣁᴗົ
ࡢ㝿ࠊᝈ⪅ᵝᑐࡋ࡚࣏࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚ࡢṌ⾜⦎⩦ࢆྲྀࡾධࢀࠊ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࢆᣦᑟ
࡛ࡁࡿࡼ࠺‽ഛࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋࡋࡋ୍⯡ᖖ⪅ᑐࡋ࡚ᣦᑟ⤒㦂ࡀஈࡋࡃᏳ࡞
ࠊ⤒㦂㇏࡞ 13:$ ㄆᐃᣦᑟဨ $& ࡢཎ⛉ᵝࡼࡾࠕᙜ᪥༠ຊ࡛ࡁࡿࠖࡢ㐃⤡ࡀ࠶ࡾࠊᚰ
ᙉࡃ⏬࣭ᣦᑟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
 㛫⛬ᗘࡢࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝ⪁ⱝ⏨ዪ  ྡࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ྡ⛬ᗘࡢ᪉
࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢຠᯝࡘ࠸࡚๓〇సࡋࡓࣃࢿࣝࢆ⏝
࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚༠ࡽ㈚ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠕ⡆᫆ጼໃࢳ࢙ࢵࢡࡢࡰࡾࠖࢆ⏝
ࡋ࡚ࢫ࣐࡛࣍┿ࢆࡾࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢጼໃẼ࡙࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࠊṇࡋ࠸ጼໃࢆᣦᑟࡋࡲࡋ
ࡓࠋḟ࣏࣮ࣝ⏝๓ᚋ࡛ࠊṌᩘࡀኚࢃࡿ㸦Ṍᖜࡀࡁࡃ࡞ࡿ㸧ࡇࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ
࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡀㄆ▱ᶵ⬟⥔ᣢࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇࢆㄝ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋࣜࣁ⫋࡞ࡽ࡛ࡣ
ࡢᣦᑟࡀ⾜࠼ࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓཧຍ⪅ࡣ࡚ࡶ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡞ࡗࡓཧຍ⪅ࡣࠊ
ࠕ࣏࣮ࣝࢆࡗ࡚Ṍࡁࡲࡋࡻ࠺່ࠖࡵ࡚
ࡶࠕ᮫ࡔ࡞ࢇ࡚ࠖࠊ
ࠕ⚾ࡣࡲࡔ᮫ࡀᚲせ࡞≧ែ࡛ࡣ࡞࠸ࡽࠖゝࡗ࡚࣏࣮ࣝࢆᣢࡘࡇࡶ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸≧ែ࡛ࡋࡓࠋ࣏࣮ࣝэ᮫э㊊⭜ࡢᙅ࠸㧗㱋⪅⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࣏
࣮ࣝࢆࠕ㌿ࡤࡠඛࡢ᮫࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᗣࠊⰋ࠸ጼໃ࡛Ṍࡃࡓࡵࡢ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࢸ࣒ࠖ
ࠊ
ࠕ⏕ࡁࡀ࠸ࢆࡶࡗ࡚ே⏕ࢆṌࡴࢸ࣒ࠖࡋ࡚ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡅࡤឤࡌࡲࡋࡓࠋ
㸨㸨㸨
௨ୗࡣࠊᙜ᪥ࡢ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡉࢀࡓཎ⛉ṇ᫂㸦ࡣࡽࡋ࡞࣭ࡲࡉ࠶ࡁ㸸㛗㔝┴㥖ࢣ᰿ᕷ㉥✑
㸷㸴㸮㸱㸫㸰㸧13:$ ㄆᐃᣦᑟဨࡽࡢሗ࿌࡛ࡍࠋ

㸦࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡢ་Ꮫ㸧

[ ≉㞟ࢸ࣮࣐ ]

ࠕ⫪ࡇࡾ࣭㢁㒊⫪㒊③࣭࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࠖ
Ᏻ⸨ 㑥ᙪ㸦࠶ࢇ࠺࣭ࡃࡦࡇ㸧
බㄆࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮ࠊᩚᙧእ⛉ᑓ㛛་ࠊ᪥ᮏ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ༠

࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡢ

ᨾ▱᪂

࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡶࠊᖺඹ㐍Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩࢆ㸰
ࡘᣲࡆࡼࠊゝࢃࢀࢀࡤࠊ⚾ࡣࠊṌ⾜ࡢᏳᐃᛶࠊṌ⾜㏿ᗘࡢࢵࣉ⟅࠼ࡲࡍࠋ
㏆ᖺࡢ◊✲࡛ࠊṌ⾜㏿ᗘᗣᑑࡢ㛵ಀࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋከࡃࡢࣄࢺࠊ

ࠊ㢁㒊③ࡸ⫪ࡇࡾࢆッ࠼ࡿேࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࢫ࣐࣍ࡸࣃࢯࢥࣥࡢ㛗㛫᧯సࡼ
ࡿⰋጼໃ㸦ࢿࢥ⫼࡞㸧ࡀཎᅉ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡣ᫇ࠊኟ┠ₙ▼ࡣࠊᑠㄝࠕ㛛ࠖࡢ࡞
࡛ࠊ
ࠕ⫪ࡇࡾࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ㐀ㄒࡋࡓࡽࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊᵽ୍ཱྀⴥࡶࠕ⫪ᙇࡾࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㡭ࡽࠊ㤳➽ࡢ③ࡳ࣭⫪ࡢ③ࡳ࣭⫪ࡇࡾࡣቑຍഴྥ࡛ࡍࠋ
ൔᖗ➽ࢆ࣓ࣥฟ⌧ࡍࡿ⫪ࡇࡾ㸦⫪ᙇࡾ㸧ࡣࠕ≧ࠖࢆ⾲⌧ࡍࡿゝⴥ࡛ࡍࠋ⤫ィୖ㸦ᡂ

⮬ຊṌ⾜ᅇ࣭⥔ᣢࡢࢳࣕࣥࢫࢆ࠼ࠊṌ⾜㏿ᗘࢆࢵࣉࡍࡿ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡢ᭷⏝
ᛶࡣࠊᚋࠊࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡿᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ሗㄅ Vol.14 ࡛ࡣࠊ
ࠕ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡢ ᨾ▱᪂ࠖ㢟ࡋࡓ≉㞟ࢆ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋ᪂ࡓ
࡞▱ぢᇶ࡙࠸࡚࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࢆゎㄝࡍࡿඹࠊࠕ࣓ࢹ࣭࣏࣮࢛࣮࢝ࣝࣝ࢘࢟ࣥ
ࢢࠖᬑཬࡢࡓࡵࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓ᪂ࡓ࡞ࠕ᭦᪂ㅮ⩦ࠖࡘ࠸࡚ࠊࡈሗ࿌ࡋࡲࡍࠋ

ே㸧
ࠊ⫪ࡇࡾࢆッ࠼ࡿዪᛶࡣ㸵㸴.㸶㸣ࠊ⏨ᛶࡣ㸳7.㸴㸣࡛ࡍࠋዪᛶࡢ㢁⫪⫼㒊ࡢ➽⫗㔞ࡣ⏨
⦅㞟ጤဨ㸸ᓟᓊ ⍛

ᛶࡼࡾᑡ࡞࠸ࡽ㸽ࡶゝࢃࢀࡲࡍࠋ㢁᳝㸦ࡅ࠸ࡘ࠸㸧ࡣࠊୖୗ࣭ᕥྑ࣭ᅇ᪕㐠ືࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࠊࡋࡶ㸳㹼㸴࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㢌㒊ࢆᨭ࠼ࡿࡢ࡛ࠊ㢕᳝ࡿ㈇ᢸࡣࡁࡃ࡚ࢿ
ࢥ⫼㸦⫼୰ࢆࡵ㢦ࢆ๓✺ࡁฟࡍጼໃ㸧࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
⫪ࡇࡾࡸ㢁⫪㒊③ࡣࠊ㸯㸧㢕᳝ࡢ㛵⠇ࡸ⚄⤒ࡢ⅖ࠊ㸰㸧ൔᖗ➽࡞㤳ࡢ➽⫗ࡢ⥭ᙇࠊ
㸱㸧⾑ᾮᚠ⎔ࡢᝏ…

㸺㞧グ㸼
Ᏻ⸨ 㑥ᙪ㸦࠶ࢇ࠺࣭ࡃࡦࡇ㸧᪥ᮏ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ༠

࡞ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡀࠊ㍍ᗘࡢ⫪ࡇࡾࡢࢇࡣࠕⰋ

࠸ጼໃࠖࡼࡗ࡚ᨵၿࡍࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡣࠊ୰Ẋ➽ࡸẊ➽ࠊ⭡➽⩌ࡸ⬨ᰕ㉳❧➽࡞ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡢ࡛ࠊ
㦵┙ഴᩳࢆᚎࠎṇᖖࡋࡲࡍࠋࡉࡽࠊ⫪⏥ᖏ➽⩌ࢆᑡࡋࡎࡘࢫࢺࣞࢵࢳࡍࡿࡢ࡛ࠊࡋ
ࡔ࠸ゎ๗Ꮫⓗṇᖖ࡞ࠕ㹑Ꮠ≧⬨ᰕࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡾ⭜ࡸࢿࢥ⫼ࡣゎᾘࡉࢀࠕⰋ
࠸ጼໃࠖ࡞ࡾ⫪ࡇࡾࡣ㍍ᛌࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᖹᡂ 29 ᖺ 9 ᭶ 24 ᪥㛗㔝ᕷࡢ㣤⦖㧗ཎ࡛㛤ദࡉࢀࡓᗣ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ ࣋ࣥࢺࡢሙ
࡛ࠊᒣෆඛ⏕ࡀᣢཧࡉࢀࡓࢡࣛࢩ࣭࢝ࣝ࢜ࣜࢪࢼ࣭ࣝᑓ⏝࣏࣮ࣝ/࣮࢝࣎ࣥ༳ๅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠕ࣏࣮ࣝ ࣓ࢹ࢝ࣝ ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࠖࡀヰ㢟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡣ᫇ࠊ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ㸦PW㸧㛤Ⓨᙜึࠊಙᕞ㛗㔝࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࢸࣞࣅᒁࡀ࢛࢘
࣮࢟ࣥࢢ␒⤌ࢆไసࡋࡲࡋࡓࠋ␒⤌ࡣࠊࢹ࣮ࣗࢡ࢛࣮࢘ࢡ⪃⪅ࡢ᭦ᐙẶࠊࣀࣝࢹࢵ

ࡓ࠼ࡎ㈇ᢸࡀࡿ㢕᳝ኚᛶࡣ 20 ṓ௦ࡽࡣࡌࡲࡾࡲࡍࠋ
ࠕኚᙧᛶ㢕᳝ࠖࡸࠕ㢁᳝᳝

ࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࡣ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣓ࢲࣜࢫࢺ㸦ࣀࣝࢹࢵࢡ」ྜ㸧ࡢⲶཎẶࠊ࡞ࡽࡧ࣏࣮

㛫ᯈ࣊ࣝࢽࠖࢆⓎࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ⚄⤒⅖ࢆ㉳ࡇࡋ࡚⑊③ࡸࡋࡧࢀࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡲ

࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ⪃⪅ࡢᏳ⸨ࡀࢤࢫࢺฟ₇ࡋࡲࡋࡓ㸦ዪᛶࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢ K Ặ N Ặࢧ࣏

ࡍࠋᑐᛂࡋ࡚ࠊᩚᙧእ⛉ࢡࣜࢽࢵࢡ࡞࡛ᥦࡉࢀࡿ⒪ࡣ᭷ຠ࡛ࡍ㸦ᾘ⅖㙠③ࡢෆ᭹

࣮ࢺࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ㸧
ࠋPW ࡢ㘓ࠊࢸࣞࣅᒁࢹࣞࢡࢱ࣮ࡢ S Ặࡽࠊ་ᖌࡀ⪃ࡋࡓ࣓

ࡸ㈞ࠊ⌮Ꮫ⒪ἲࠊయ᧯⒪ἲࠊ⚄⤒ࣈࣟࢵࢡ࡞㸧
ࠋ࡛ࡶࠊࡇࢀࡽࡢ⒪ຠᯝࡀ༑ศ࡞ሙ

ࢯࢵࢻࡔࡽࠕ࣓ࢹ࢝ࣝ ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࠖࢿ࣮࣑ࣥࢢࡍࡿࡇࡀዲࡲࡋ࠸ࢻࣂࢫ

ྜࡸ㔜ࡢሙྜࡣࠊᡭ⾡⒪ἲ⮳ࡿࡇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࢆཷࡅ࡚ࠊ␒⤌࡛ࡣ࣏࣮ࣝ ࣓ࢹ࢝ࣝ ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ ࢆ⏝ࡋࡲࡋࡓࠋ࡞ࡗ࡚ᛮ࠼ࡤࠊ
PW ࡀᗣ་Ꮫ῝ࡃ㛵ࡍࡿࡇࢆணゝࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

᪥ᖖ⏕άືసࢺࣛࣈࣝࡀ㉳ࡇࡿ๓ࠊ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࢆບ⾜ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ࡉ࡚ࠊࡉ࡚ࠊࢡࣛࢩ࣭࢝ࣝ࢜ࣜࢪࢼ࣭ࣝᑓ⏝࣏࣮ࣝࢆ࠾ᣢࡕࡢ᪉ࡣ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࣏࣮ࣝ ࣓ࢹ࢝ࣝ ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ㸦ࣝࣇ࣋ࢵࢺ࡛ࡍࡀ…㸧༳Ꮠࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ

㸡 ኟ┠ₙ▼㸸᪂⪺ᥖ㍕ᑠㄝࠕ㛛ࠖ
㸦1910 ᖺ㸧ࡽᢤ⢋ Ӑࠕࡶ࠺ᑡࡋᚋࡢ᪉ࠖᚚ⡿ࡀッ

Ⓨぢࡋࡓ᪉ࠎࡣࣛࢵ࣮࡛࢟ࡍࡼࠋྜྷࡢ“࠾ࡳࡃࡌ”ࢆᘬ࠸ࡓྠᵝ࡞㐠Ẽ࡛ࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ

࠼ࡿࡼ࠺பࡗࡓࠋ᐀ຓࡢᡭࡀᚚ⡿ࡢᛮ࠺ᡤⴠࡕࡘࡃࡲ࡛ࡣࠊᗘࡶ୕ᗘࡶࡑࡇࡇࡇ

2018 ᖺࡣࣛࢵ࣮࣮࢟ࣖࡑࡋ࡚ᗣࡢᖺ࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠺ࠥࢇࠊ㏆㡭ࡢᑓ⏝࣏࣮ࣝࡣ

⨨ࢆ᫆࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋᣦ࡛ᅽࡋ࡚ࡳࡿࠊ㢕⫪ࡢ⥅┠ࡢᑡࡋ⫼୰ᐤࡗ

ࣉࣜࣥࢺࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࡡ࠼ࠋ

ࡓᒁ㒊ࡀࠊ▼ࡢࡼ࠺จࡗ࡚࠸ࡓࠋᚚ⡿ࡣ⏨ࡢຊ࠸ࡗࡥ࠸ࡑࢀࢆᢚ࠼࡚ࡃࢀ㢗ࢇࡔࠋ

㸡 ᖹᡂ 29 ᖺ 12 ᭶Ⓨ⾜ࡢሗㄅ Vol.14 ࡢ୰࡛࣓ࢹ࢝ࣝ࠸࠺⏝ㄒࢆ࠸ࡲࡋࡓࠋPW ࡣࠊ

ӑ

ᗣண㜵་Ꮫ⏝࡛ࡁࡿṌ⾜࣓ࢯࢵࢻ࡞ࡢ࡛ࠕ࣏࣮ࣝ ࣓ࢹ࢝ࣝ ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࡛ࠖࡣ
࡞ࡃࠕ࣓ࢹ࣭࣏࣮࢛࣮࢝ࣝࣝ࢘࢟ࣥࢢࠖࡋ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋ

㹒Ꮠ᮫࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ

ᣦഃᆅ㠃ࡢ㊥㞳ࡀ㹎㹕࣏࣮ࣝࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㛗࡛ࡍࠋ
㸦㸨ࢩ࣮ࣗࢬ╔⏝㸧ࠋ
[Ṍ⾜]㸱Ⅼᨭᣢ࡞ࡢ࡛ࠊᏳ࡛᭷⏝࡞Ṍ⾜ࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿࠋࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࣭࣏ࢪࢩࣙࣥࡽṌ

Ᏻ⸨ 㑥ᙪ㸦࠶ࢇ࠺࣭ࡃࡦࡇ㸧
ᩚᙧእ⛉ᑓ㛛་ࠊබㄆࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮ࠊ᪥ᮏ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ༠

⾜㛤ጞࠋ㐟⬮ࡢฟࡋᑐഃୖ⫥ࢫࣥࢢࡣྠࠋ࣏࣮ࣝඛ➃⌫ࢳࢵࣉࡣ㐟⬮ࡀ᥋ᆅࡋ
ࡓ㊊㒊㏆ࣞ࣋ࣝ⨨ࡃ㸦㸨Ṍ⾜ጼໃࢆ㔜せどࡋ࡚චⲴࢆ┠ⓗࡋ࡞࠸㸧
ࠋࢢࣜࢵࣉࡀᡭࡢ
ࡦࡽෆ࡛⮬⏤ືࡃࡼ࠺ேᕪࡋᣦࢆ࣮ࣜࣜࢫࡍࡿࠋࣃࣥࢳ㸤ࣉ࣓ࣝࢯࢵࢻࡼࡾ⭎ࡾࢆ

㹎㹕࣏࣮ࣝ㹒Ꮠ᮫ࡣࠊࡕࡽࡶᲬ≧ࡢṌ⾜ࢧ࣏࣮ࢺჾල࡛ࡍࠋࡉ࡚ࠊࡇࢀࡽࡣ༢࡞ࡿ

ࡁࡃࡍࡿࡁࡣᑠᣦࡶ࣮ࣜࣜࢫࡍࡿࠋ

㸯ᮏ㸰ᮏࡢ㐪࠸ࡔࡅ࡛ࡋࡻ࠺㸽Წࡢᵓ㐀ࡣ☜Ⰻࡃఝ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸯ᮏ㸰
ᮏࡢ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎᝎࡴࡇࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࡲࡀ“ࢇ࡞ࢩ࣮࡛ࣥ⏝ࡋ
ࡓࡽࡼ࠸”ࢆ㐺ษゎㄝ࡛ࡁࡿࡼ࠺≉ᚩࢆグ㏙ࡋࡲࡍࠋ

㸺ࡲࡵ㸼
୍ぢࡼࡃఝࡓᲬ≧ࡢṌ⾜ࢧ࣏࣮ࢺჾල࡞ࡢ࡛≉ᚩࢆิグࡋࡲࡋࡓࠋ⏝┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼
࠸ศࡅࡲࡋࡻ࠺ࠋ

㸺㹒Ꮠ᮫㸼
ࢩࣕࣇࢺᑐࡋ࡚ࢢࣜࢵࣉࡀ⣙㸷㸮ᗘ㸦㹒Ꮠ㸧╔ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠕ㹒Ꮠ᮫ࠖࡧ

㸡 㹒Ꮠ᮫Ṍ⾜㸸ձ࡞┠ⓗࡣචⲴࠊղࢢࣜࢵࣉ࣭ࢩࣕࣇࢺࡣ⣙㸷㸮ᗘ㸦㹒Ꮠ㸧ࠊճඛ➃ࢳࢵ
ࣉ㠃ࡣࣇࣛࢵࢺࠊմࢫࣥࢢࡋ࡞࠸ࠊյඛ➃ࢳࢵࣉࢆᆅ㠃ࡘࡃ

ࡲࡍࠋ㊊ࡋࡓ➽ຊࡢ⿵ຓࡸయ㔜ࢆචⲴࡍࡿࡓࡵࡢჾල࡛ࡍࠋ

㸡 㹎㹕㸸ձ࡞┠ⓗࡣࣂࣛࣥࢫࠊղࢢࣜࢵࣉ࣭ࢩࣕࣇࢺࡣ┤⥺≧ࠊճඛ➃ࢳࢵࣉࡣ⌫≧ࠊ

㸦㸨T Ꮠ≧᮫ T ᮫ࡶࡤࢀࡿ 㸨චⲴ㸸⬮ࡿయ㔜ࢆ࢟ࣕࣥࢭࣝࡍࡿࡇ㸧

մ㍍ࡸࢫࣥࢢࠊյඛ➃⌫ࢳࢵࣉࢆᆅ㠃ࡑࡗ⨨ࡃ

ࢢࣜࢵࣉࢆᢕᣢࡍࡿࠊࢩࣕࣇࢺ๓⭎ࡣ┤⥺≧࡞ࡾࠊ⫝㛵⠇ࢆఙᒎࡉࡏࢀࡤୖ⫥ࢩ
ࣕࣇࢺࡣ୍ᮏࡢᲬ≧࡞ࡾయ㔜ࡢᨭᣢዲ㒔ྜ࡛ࡍࠋⲴ㔜ࣞ࣋ࣝࡼࡾ⣙ 1/4 Ⲵ㔜㸦⣙ 75㸣
චⲴ㸧
ࠊ⣙ 1/3 Ⲵ㔜㸦⣙ 65㸣චⲴ㸧
ࠊ⣙ 1/2 Ⲵ㔜㸦⣙ 50㸣චⲴ㸧࡞࠸࠸ࡲࡍࠋ
㹙ㄪᩚ㹛ࢢࣜࢵࣉࡣ࠾ࡼࡑ㌿Ꮚࡢ㧗ࡉ࡛ࠊ⫝㛵⠇ࡣ⣙ 30 ᗘᒅ᭤ࡀⰋዲ࡛ࡍࠋ
㹙Ṍ⾜㹛ձᝈ⫥ᑐഃࡢᡭ㹒Ꮠ᮫ࢆᣢࡘࠊղᝈ⫥ᑐഃࡢ⬮㸦ഃ㸧య㔜ࢆ⛣ື
ࡍࡿࠊճ᮫ࢆ๓᪉⛣ືࡋඛ➃ࢳࢵࣉ㸦᥋ᆅ㠃ࡣࣇࣛࢵࢺ㸧ࢆᆅ㠃ࡘࡃࠊմᝈ⫥ࢆࡾ
ฟࡍࠊյᝈ⫥ࡢ㊊ᗏ㸦ࡲࡓࡣ㋖㒊㸧ࢆ᥋ᆅࡉࡏࡿࠊն∦㊊㐟⬮ᮇࡢయ㔜ࡣᝈ⫥᮫ศᩓ
ࡍࡿ㸦య㔜Ҹᝈ⫥Ⲵ㔜㸩᮫Ⲵ㔜㸧
ࠋ
㸡T Ꮠ᮫Ṍ⾜࡛ࡣഃᙃጼໃ࡞ࡗࡓࡾࡋࡲࡍࡀࠊᏳ☜ᐇ࡞චⲴࡀ᭱ඃඛࡉࢀࡲࡍࠋ
㸺᪥ᖖṌ⾜㸼
๓᪉㌟య㔜ᚰࢆ⛣ືࡋ࡚㉳❧ࣂࣛࣥࢫࢆ◚ቯࡍࡿࠋ㌿ಽࡋ࡞࠸ࡼ࠺㐟⬮ࢆࡾฟࡍࠋ
㐟⬮ࡢ㋖ࡀ᥋ᆅࡍࡿࣂࣛࣥࢫࡣᅇࡋࠊ㌟యࡣ๓᪉⛣ືࡍࡿࠋ
㸺࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ㸼
ጼໃࡸṌᐜࡢᨵၿࠊᗣ⥔ᣢࡸᅇ࡞ࢆ┠ⓗᐇࡋࡲࡍࠋ㸰ᮏࡢ࣏࣮ࣝࢆ࠺ࡇ
ࡼࡾࠊ㋖╔ᗋ㸱ⅬᨭᣢṌ⾜࡞ࡿᏳᐃ࣭ᏳᚰṌ⾜ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋࡓ࣓ࢯࢵࢻ࡛ࡍࠋ
[࣏࣮ࣝࡢ㑅ᢥ]ࢩࣕࣇࢺࢢࣜࢵࣉࡣ┤⥺≧ࠋࢢࣜࢵࣉࢆࡸࢇࢃࡾᢕᣢࡋ࡚ࡶ㞳ࢀ࡞࠸ࠋඛ
➃ࢳࢵࣉࡣ⌫≧ࠋ㍍㔞࣏࣮ࣝࡀᮃࡲࡋ࠸㸦㸰㸮㸮㹥๓ᚋ…㸧
ࠋఙ⦰㒊ࡣࡋࡗࡾᅛᐃࠋࢢ
ࣜࢵࣉࢺࢵࣉࡣࢻ࣮࣒≧ࠋྑഃ࣏࣮ࣝ㉥Ⰽ࣐࣮ࢡ➼…࠸ࡗࡓᇶᮏࢫ࣌ࢵࢡࢆ㋃ࡲ࠼࡚
㌟య≧ἣぢྜࡗࡓ࣏࣮ࣝࢆ㑅ᢥࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
[ㄪᩚ]ᡭ㒊๓⭎ࡣ┤⥺≧࣭⫝㛵⠇ࡣ㸷㸮ᗘ࣭ୖ⭎ࡣయᖿࢥࣥࢱࢡࢺࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࠊᑠ

日（

）の

習会（

日

） の

࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࠕࣃࣥࢳ㸤ࣉ࣓ࣝࠖࢯࢵࢻࡣ⭎ࡢࡾࢆࡁࡃࡍࡿ㸟㸽
͆ࡁ࠸⭎ࡾࡣࠊṌᖜࢆᣑࡋ࡚ࣆࢵࢳࢆቑࡸࡍ͇

㸯㸧⫝㛵⠇ࢆఙᒎࡋࡓࡲࡲࡢ㏻ᖖࡢ⭎ࡢࡾ
⫪㛵⠇ࢆ㉳ⅬࡍࡿᏊ࡛⭎ࢆ⾲⌧ࡍࡿࠊྑ⭎ࢆୖ᪉ᣲࡆࡿຊ a㸦ᕥ⭎ࡢሙྜࡣຊ A㸧

ᓟᓊ ⍛㸦ࡳࡡࡂࡋ࣭࠶ࡁࡽ㸧

࡛ࠊⅬ㸦1-0㸧ࡣࠊⅬ(1-1)⛣ືࡍࡿࠋ

᪥ᮏ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ༠ Ꮫ⾡ᮏ㒊㛗
Ᏻ⸨

㑥ᙪ㸦࠶ࢇ࠺࣭ࡃࡦࡇ㸧

᪥ᮏ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ༠ 㛗

㸰㸧⫝㛵⠇ࢆᒅ᭤ࡋࡓࣃࣥࢳ㸤ࣉࣝࢫࢱࣝࡢ⭎ࡢࡾ
ຊ b㸦ຊࡢࡁࡉࡋ࡚ࡣ a ྠࡌࡍࡿ㸧࡛ࠊ⫝㒊ࢆỈᖹ᪉ྥᢲࡋฟࡍࡼ࠺ࡿࠊ
ྑ⭎ࡣ⫪㛵⠇ࢆ㉳Ⅼࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⫝㛵⠇ࡣୖ᪉ࡶ⛣ືࡍࡿ㸦Ⅼ(2-0)ࡽⅬ(2-1)㸧

࡞ࡐࠊ㹎㹕ࡣࠊṌᖜࢆᣑࡉࡏࠊࣆࢵࢳࢆࢢ㹼ࣥቑࡸࡍࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⪃࠼ࡣࡌࡵࡿ

ࡀࠊỈᖹ᪉ྥࡢຊࡣࠊ⫝㛵⠇ࢆ᭤ࡆ࡞࠸㏻ᖖࡢྑ⭎ࡢࡾࡼࡾࡁࡃ࡞ࡿ㸦ຊ b ࡢỈᖹ

ࣁ࣐ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ㛗࠸⛅ࡢኪࡀ╀ࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ㸦㹎㹕㸧ࡣࠊ10

᪉ྥࡢᡂศࡣࠊຊ a ࡢỈᖹ᪉ྥࡢᡂศࡼࡾࡁ࠸㸧ᛮࢃࢀࡿࠋ

ᖺవ๓ᩚᙧእ⛉ᑓ㛛་㸦ᙜ༠ࡢ㛗㸧ࡼࡗ࡚⪃㛤Ⓨࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ྠᵝࠊᕥ⭎ࡢሙྜࡣࠊຊ B㸦ຊࡢࡁࡉࡋ࡚ࡣ A ྠࡌࡍࡿ㸧࡛ࠊ⫝㒊ࢆỈᖹ᪉ྥ

㹎㹕ࡣࠊ⊂≉࡞⭎ࡾ㸦ࢫࣥࢢ㸧ࢆᥦࡋ࡚࠸࡚ࠊࣀࣝࢹࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ㸦ࣇ

ᘬࡃࡼ࠺ࡿࠊ⫪㛵⠇ࢆ㉳Ⅼࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⫝㛵⠇ࡣୖ᪉ࡶ⛣ືࡍࡿࡀ㸦Ⅼ㸦2-0㸧

ࣥࣛࣥࢻ㸧
ࠊ࣮ࣞࢫ࢛࣮࢘ࢡ㸦➇Ṍ㸧
ࠊࣇࢵࢺࢿࢫ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ㸦᪥ᮏ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ༠㸧
ࠊ

ࡽⅬ(2-2)㸧ࡀࠊỈᖹ᪉ྥࡢຊࡣࠊ⫝㛵⠇ࢆ᭤ࡆ࡞࠸㏻ᖖࡢᕥ⭎ࡢࡾࡼࡾࡁࡃ࡞

⮬⾨㝲⾜㐍ࠊ㞟ᅋ⾜ື㸦᪥ᮏయ⫱Ꮫ㸧➼ࡣࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡾࡲࡍࠋ㞟ᅋ⾜ື࡞࡛᥇⏝

ࡿ㸦ຊ B ࡢỈᖹ᪉ྥࡢᡂศࡣࠊຊ A ࡢỈᖹ᪉ྥࡢᡂศࡼࡾࡁ࠸㸧ᛮࢃࢀࡿࠋ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫝㛵⠇ࢆ᭤ࡆ࡞࠸ࢫࢱࣝࡢࢫࣥࢢ࡛ࠊ⭎ࢆࡁࡃࢀࡤṌ⾜ࢫࣆ࣮ࢻࡀୖ
ᅗ̿㸯ࡢࡼ࠺⫝㛵⠇ࢆᒅ᭤ࡋ࡚ࢫࣥࢢࡋࡓ࠺ࡀࡼࡾࡁ࡞ࣃ࣮࣡ࡀ⏕ࡲࢀࡲࡍࠋ

ࡀࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊຊᏛⓗ࡞ㄝ᫂ࡣぢᙜࡓࡾࡲࡏࢇࠋ
ࣄࢺࡢୖ⫥ࡣࠊ⫪⏥㦵̿⬚㒌̿⬨ᰕ̿㦵┙ࢆࡋ࡚ୗ⫥㐃ືࡋࡲࡍࠋ࠾࠸ࡀᙳ㡪ࡋ
࡞ࡀࡽ㐃ືࡍࡿࡢ࡛ࠊୖ⫥ࡢ㐠ືࣞ࣋ࣝࡀṌᖜࡸࣆࢵࢳࢆỴᐃࡍࡿせ⣲࡞ࡗ࡚࠸ࡿឤ

ࡇࡢࣃ࣮࣡ࡀࠊయᖿ̿㦵┙̿ୗ⫥ఏ㐩ࡉࢀṌᖜࡢᣑࡸࣆࢵࢳቑຍࢆㄏᑟࡋ࡚࠸ࡿ⪃
࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

ࡌࡲࡍࠋ
ᅇࡣࠊୖ⫥㸦⫪㛵⠇⫝㛵⠇ࡢືࡁ㸧ࣇ࢛࣮࢝ࢫࡋ࡚ࠕࣃࣥࢳ㸤ࣉ࣓ࣝࠖࢯࢵࢻࡢ
㐠ືࣔࢹࣝࢆసࡗ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋୖ⫥ࡢ๓ᚋ᪉ྥࡢຊ㓄ศࡣࠊࣃࣥࢳ㸤ࣉࣝࡼࡗ࡚ࡁ
ࡃኚࡍࡿ᥎ ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚సᅗୖ࡛⭎ࢆࡁࡃࡗ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋ
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㸨㸨㸨 㸯㸰᭶㸰᪥ࠗ᭦᪂ㅮ⩦࠘㢼ᬒࠋ
ࠕᩍ࠺ࡿࡣᏛࡪࡢ༙ࡤ We learn by teaching࡛ࠖࡍࠋ

ࠕ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡢᏳᐃᛶࡘ࠸࡚࣮ࡑࡢ㸯ࠖ
ᒣෆ ㈼㸦ࡸࡲ࠺ࡕ࣭ࡅࢇ㸧
ᛂ⩏ሿᏛ࣭య⫱◊✲ᡤࠊ᪥ᮏ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ༠ ◊✲ᩍ⫱ᮏ㒊㛗

ᨭᣢᇶᗏ㠃ෆ࠶ࡿࡢ࡛ඖࡢᏳᐃࡍࡿᇶᮏ࣭ᨭᣢᇶᗏ㠃᪉ྥᡠࢁ࠺ࡋࡲࡍࠋճࡣᏳ
ᐃ࡛ࡍࡀࠊୖᡭࡃ㔜ᚰࡀᨭᣢᇶᗏ㠃㸽⥺㸽ࡢ୰࠶ࢀࡤࠊᣦࢆ㞳ࡋ࡚ࡶఱࣂࣛࣥࢫࢆ
ಖࡘࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋմࡣ㔜ᚰࡀᇶᮏ࣭ᨭᣢᇶᗏ㠃ࢆ㉺࠼ࡿࡢ࡛ࠊᇶᮏ࣭ᨭᣢᇶᗏ㠃᪉ྥ
ᡠࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ㌿ಽࡋࡲࡍࠋ
㸰㸧ேࡢ❧ጼໃ࠾ࡅࡿᨭᣢⅬࡢᩘࡀࡘࡃࡿᨭᣢᇶᗏ㠃ࡑࡢᏳᐃᛶ

ࡣࡌࡵ
⣲᪩ࡃࠊຊᙉࡃࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞ືస➼ࢆࡇ࡞ࡍேࡣࠊඃࢀࡓ㐠ື⬟ຊࡢᣢࡕ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽ
ࡢᕦࡳ࡞㐠ືືసࡣࠊ➽ຊࡀඃࢀ࡚࠸ࡿࡽ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺㸽ᐇࡣࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
㔜ᚰ⛣ືᨭᣢᇶᗏ㠃ࡢ㛵ಀࡽᏳᐃᏳᐃࢆࡘࡃࡾฟࡋࠊᏳᐃⓎ⏕ࡍࡿಽࢀࡑ
࠺࡞እຊ㸦㔜ຊࢆྵࡴ㸧➽ຊࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࠊୖᡭ࠸እຊࡢά⏝⬟ຊࡶࡁࡃ㛵㐃ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ㔜ᚰࡣࠊ≀యࡀࣂࣛࣥࢫࢆಖࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿ⨨ࡢࡇ࡛ࡍࠋᨭᣢᇶᗏ㠃ࡣࠊ
❧ࡸ㐠ືጼໃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵᇶ♏࡞ࡿᗋࡢ㠃ࡢࡇ࡛ࡍࠋ

᭱ࡶᏳᐃ࡞ᨭᣢࡣ  Ⅼ࡛࠶ࡾࠊᅄ᪉ඵ᪉ᦂࢀࡲࡍࠋ ⅬᨭᣢࡣᨭᣢⅬࡢ⨨ࡼࡗ࡚
Ᏻᐃ࡞᪉ྥࡀ࠶ࡾࠊᨭᣢⅬࢆ⤖ࡪᆶ┤᪉ྥᦂࡸࡍࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ᭱ࡶᏳᐃᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ
ࡢࡣ㸱Ⅼᨭᣢ࡛࠶ࡾࠊ୧⬮ᨭᣢ࣏࣮ࣝࢆࣉࣛࢫࡋࡲࡍࠋ࣏࣮ࣝࢆᣢࡗ࡚❧ࡘ㸲Ⅼᨭᣢ
ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ Ⅼᨭᣢࡢά⏝ࡣᨭᣢᇶᗏ㠃ࡀᗈࡀࡾ  ⅬࡼࡾࡶᏳᐃᗘࡀቑࡍࡼ࠺ᛮ࠼ࡲ
ࡍࡀࠊᅄゅᙧࡢ୰୕ゅᙧࡀ」ᩘᏑᅾࡍࡿᏳᐃᶍ⣴ᆺࡢᏳᐃ࠸࠺⪃࠼࡞ࡾࡲࡍࠋ Ⅼᨭ
ᣢࡼࡿᨭᣢᇶᗏ㠃ࡣࠊ᭱ࡶᏳᐃࡍࡿ  Ⅼᨭᣢࢆ☜ᐃࡍࡿ‽ഛࡀᐜ࡛᫆ࡍࠋ

┤❧㸰㊊Ṍ⾜ࡣᏳᐃᏳᐃࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
㸯㸧Ᏻᐃࡣ
Ᏻᐃࡢᗘྜ࠸ࡣࠊ
ࠕ㔜ᚰ⨨ࡢ㧗ࡉࠖࡸࠕᨭᣢᇶᗏ㠃ࡢ⊃ࡉࠖṇẚࡋࡲࡍࠋᨭᣢᇶᗏ
㠃ࡢ⦰ᑠࠊᨭᣢᇶᗏ㠃ࡽ㔜ᚰᢞᙳࡢ⨨ࡀእࢀࡿ⌧㇟ࡣࠊ㌿ಽᒁ㠃ࢆࡘࡃࡾࡲࡍࠋࡶࡋࠊ
㌿ಽᒁ㠃࡛㔜ᚰ⛣ືࡢእຊ⪏࠼ࡿ➽ຊࠊ㔜ᚰ⨨ࡢㄪ⠇ࡸᨭᣢᇶᗏ㠃ࡢᣑせ⣲ࡀ࠶ࢀ

１点支持
不安定

➊１点支持はとても不安定
➋２点支持は前・横に不安定
➌３点支持は安定度が高い
※最小の点で面がつくれる多角形は三角形
三脚はどのような地面でも安定する

ࡤࠊ㌿ಽࡣචࢀࡲࡍࠋ௨ୗࡣࠊ㔜ᚰ⨨ᨭᣢᇶᗏ㠃ࡢ㛵ಀ࠾ࡅࡿᏳᐃᏳᐃࡢ≧ែ
ࢆ♧ࡋࡓᅗ࡛ࡍࠋ

す

☞

安定

る

２点支持（前・横）
準安定

不安定

３点支持
安定

➊支持点を増やしてカバー。
➋踏み足（推進と制御力）でカバー。
➌２脚に加える３本目のポールの支持（活用）で安定度が強化。
歩くためには一旦不安定な局面を一時的につくり、それをカバーする
脚やポール操作の協調性が必要となる（重力
脚やポール操作の協調性が必要となる（重力と筋力の組み合わせ）。
直立２足歩行とポールウォーキングの秘訣
ポールウォーキングのポール活用技術の極意

重

重

４点支持
安定の模索

本・支持

面

支持

面
小

ձࡣ≀యࡀᗈ࠸ᇶᮏ࣭ᨭᣢᇶᗏ㠃ࡢୖ࡛Ᏻᐃࡋ࡚⨨ࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋձࢆᣦ࡛ᢲࡍ
≀యࡣഴࡁࡲࡍࠋղࡣᨭᣢᇶᗏ㠃ࡀ⊃ࡃ࡞ࡾᏳᐃ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊᣦࢆ㞳ࡍ㔜ᚰࡀᇶᮏ࣭

㸱㸧࣏࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓ  Ⅼᨭᣢࡣࠊ❧ጼໃᨵၿ⮬య㔜ᘧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢຠᯝ࡚ࡁ㠃㸟
㟼Ṇ୰❧ጼໃࡢᏳᐃࡣࠊᨭᣢᇶᗏ㠃ࡢ୰㔜ᚰࡀ࠶ࢀࡤ⥔ᣢ࡛ࡁࡲࡍࠋᨭᣢᇶᗏ㠃ࡽ㔜
ᚰࡀእࢀࡑ࠺࡞ࡗࡓࡣࠊ➽ຊࡸ㛵⠇ࡢ✌ാࡼࡿጼໃไᚚ࡛㔜ᚰࢆᨭᣢᇶᗏ㠃ෆᡠ
ࡍࡇࡼࡾࠊ㌿ಽ㜵Ṇࡋࡲࡍࠋ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢ⏝ࡢ࣏࣮ࣝࡣࠊᨭᣢᇶᗏ㠃ࢆᗈࡆࡲ

ࡍࠋ࣏࣮ࣝࢆᣢࡗࡓேࡣࠊࡑࡢ⠊ᅖෆ࡛㔜ᚰືᦂ⨨ࡢᢞᙳࡸ㧗ࡉࢆ⮬⏤᥈ࢀࡿࡢ࡛ࠊᣢ
ࡗ࡚❧ࡘࡔࡅ࡛㟼Ṇ୰❧ጼໃࢆᨵၿࡋࡲࡍࠋࡲࡓ⮬య㔜ࢆ⏝ࡋࡓ➽ຊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊ
࣏࣮ࣝࢆ⏝࠸ࢀࡤᏳᐃࡋࡓጼໃ⥔ᣢࡢᗘྜ࠸ࡀྥୖࡋ࡚ࠊṇ☜➽⫗ࢆືࡍࡇࡀ࡛ࡁ
ࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊࢫࢡ࣡ࢵࢺࡣࠊᏳᐃ࡞≧ែ࡛⾜࠺ࠊ⭸ࡀ∎ඛࡼࡾ๓ฟࡿࠊ⫼୰ࡀ᭤
ࡀࡿ➼ࠊṇࡋ࠸㐠ື㈇Ⲵ࡛⾜࠼࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࢇ࡞ࡣ࣏࣮ࣝࢆ⏝ࡍࡿ
ࡩࡽࡘࡁࡸ➽⫗࣭㛵⠇ྍືᇦࡢఙᒎ㊊ࡀ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࣏࣮ࣝά⏝ࡼࡿ
⮬య㔜ᘧࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊ㔜ᚰືᦂࡢ⠊ᅖࡀ࣏࣮ࣝࢆࢃ࡞࠸ࡼࡾࡶᗈࡀࡿࡢ࡛ࠊ᪥ᖖ
⏕ά࡛య㦂࡛ࡁ࡞࠸㛵⠇ྍືᇦ࡛ࡢ㌟యάືࢆྍ⬟ࡍࡿᵝࠎ࡞࣓ࢽ࣮ࣗ㐀㈉⊩ࡋࡲ
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ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀṌ⾜࡛ࡍࠋ

Ṍ⾜ୖ⫥ࢆ๓᪉ࡿືసࡣࠊ⫪⏥㦵㦵┙ࡢᅇ㌿ࡀ༠ㄪ
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参加受付票

資格更新講習会 横浜

●開催日時

１０月２８日（土）１１：００～１６：００（受付：１０：４５～、昼休憩１時間）

ⱝ⏨ዪၥࢃ࡞࠸Ᏻᐃ࣭Ᏻᚰ࣭Ᏻ࡞࣓ࢹ࣭࢝ࣝࣇࢵࢺࢿࢫ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࢆࢹࢨࣥࡋ

●開催場所

万国橋会議センター４階 横浜市中区海岸通４－２３（裏面 地図参照）

ࡓ⤖ᬗ࡛ࡍࠋ

●内容

①ポールウォーキングによる歩容の変化を知る。 午前：理論編、午後：実技編
②参加者同士での意見交換と、講師への質疑応答を行います。

●狙い

１）参加者各位のポールウォーキング指導力のブラッシュアップ
２）新教材の紹介

●持参物

コーチ資格更新研修等履修ログ、ポール、ウォーキングができる服装・屋外シューズ、筆記用具、タオル、
昼食、飲料など。
※お申込時に、ポールは協会で用意するとご連絡しておりましたが、ご自身のポールをご持参ください。
※コーチ資格更新研修等履修ログを紛失された方は、当日、講師へお申し出ください。

準安定

安定

不安定

準安定

安定

※会場に更衣室は、設けておりません。着替が必要な方は、施設内のトイレを使用いただくことになります。

不安定

※会場は、土足使用ですので、室内履きは不要です。

歩行時

ポールウォーキングの支持
面の がりは、足と
ポールの 地支持点を 時３点
して組み合わ
せる とにより、歩行安定 、
性（バ ン ）
と安 を
している。

※お昼は、近くにコンビニがございますが、事前にご用意いただくことをお勧め致します。
●時間割

※変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

１０：４５～１１：００
１１：００～１２：１５

࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡣ㸰㊊Ṍ⾜᪂ࡓ࡞ᨭᣢⅬࢆຍ࠼ࡓᏳ࣭Ᏻᚰ࣭ᏳᐃṌ⾜
㏻ᖖṌ⾜ࡣࠊ㐟⬮∦㊊࡞ࡾࡲࡍࠋࡶࡋ⬮ຊࡀ⾶
࠼࡚࠸ࡓࡽࠊ㌟యࢆᨭ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡑࢇ࡞

１２：１５～１３：１５
１３：１５～１４：４５

⬮௨እࡢᨭᣢⅬ㢗ࢀࡤࠊṌ⾜ࡣ⥔ᣢ࡛ࡁࡲࡍࠋ
࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡣࡑࢀࢆྍ⬟ࡍࡿṌ⾜㐠ື࡛࠶
ࡾࠊᏳ࣭Ᏻᐃ࣭Ᏻᚰࡢ  ࡘࡢᏳࡽࡂࢆྵࢇ࡛⾜ࢃࢀ

＊＊＊ ここからがポールウォーキングの本番、秘訣を学ぶ！ ＊＊＊

ࡿ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࣓ࢯࢵࢻ࡛ࡍࠋᏳ⸨㑥ᙪࢻࢡࢱ࣮ࡼ
ࡾ⪃ࡉࢀࡓࡇࡣࠊࢥ࣮ࢳࡢⓙᵝࡣࡈᏑ▱࡛ࡍࡡࠋ
ࡲࡉᏳ 'R㸦⸨㸧ࡉࢇ㸦㸧⌮ㄽ㸸
ࠕᏳ 'R ⌮ㄽ࡛ࠖࡍࠋ
࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡣࠊ་Ꮫⓗぢᆅࡽ⪃ࡉࢀࡓṇ
ࡋ࠸Ṍ⾜ጼໃࡢ࣓ࣜࢡ࣓ࢯࢵࢻ࡛࠶ࡾࠊ Ⅼᨭᣢࡼ
ࡿᏳᐃ࣭Ᏻ࣭ᏳᚰṌ⾜࡞ࡢ࡛ࠊ㸱ࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࢧࣥࢧࣥ㍤ࡃኴ㝧ࡢࡼ࠺࡞᫂ࡿ࠸Ṍ
⾜ࡢ⌮ㄽᐇ㊶ࡑࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋ

１４：４５～１４：５５
１４：５５～１５：４５

᭱ᚋࠊ࣏࣮࢛࣮ࣝ࢘࢟ࣥࢢࡣࠊேࡢࡳࡀಟᚓࡋࡓ┤❧㸰㊊Ṍ⾜ࡢឤぬࢆ࢛࣮࣮࢘࢝ࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡ㸤ࣇ࢛࣮࣡ࢻࡋ࡚ࡃࢀࡿࣃ࣮ࢯࢼࣝࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡛࠶ࡿࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࠋ

受付
理論編：以下の基本事項について、最新の知見を踏まえて、解説します。
考案者、安藤会長の思想・ノウハウ・コツを知る。
Q1：ポールウォーキングの安定性について
Q2：ポールウォーキングの下肢への荷重について
Q3：ポールウォーキングの歩幅とピッチと歩行速度について
Q4：正しいスタート姿勢の作り方
Q5：ポールの長さの調整法
Q6：１０歩歩行測定
Q7：ポールウォーキングの安全管理
昼食 （各自、ご用意下さい）
実技編：ビデオや講師の実技を見て覚え、実際の動作・作業でポイントを確認する。
ポールウォーキングによる歩容の変化を測定する。
A0：１０歩歩行測定法を習得する（３名と、２名とで行う）。
普通歩と速歩で、１０歩の時間（秒）と距離（cm）を測定する。
A1：ポールの有無による安定感を確認する。

１５：４５～１６：００

★更新単位

A2：ポールウォーキングの基本動作（つま先アップ、踵アップ、膝アップ）
を習得する（ビデオあり）。
A3：パンチ＆プルの腕振りを習得する。
A4：ポールの長さの正しい調整法を習得する（ビデオあり）。
A5：正しいグリップを習得する（ビデオあり）。
A6：正しいスタート法を習得する（ビデオあり）。
A7：正しい姿勢のポールウォーキングを習得する。
A8：１０歩歩行測定でポールウォーキングによる歩容の変化を知る。
ポールウォーキングの１０歩の時間（秒）と距離（cm）を測る。
歩容の変化と、ポールを持つ手への荷重感を確認する。
小休止
ワークショップ編：時間の許す限り（活発な発言、大歓迎！）
T1：質疑応答
T2：事例紹介
T3：意見交換
アンケート記入（アンケート提出が、資格更新のためには必要！）
終了 解散

NPWAコーチ資格の資格更新単位になります。

★問い合わせは、日本ポールウォーキング協会横浜事務局まで、お願いします。
TEL.：045-285-1584 （事務局携帯：090-7820-4231）
★当日講師

山内 賢（０９０－１７０６－７３１９）
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（申込日） 平成

年

月

日

一般社団法人 日本ポールウォーキング協会 御中
わたくしは、貴協会に、「会友」として入会致します。
「会友」は、年会費を支払う必要はありません。会員としての特典は制限されますが、ポールウォーキングに
関心をお持ちの方は、原則、どなたでも「会友」として、当協会に入会できます。詳しくは、ホームページの「会友

集
理 をつと る

制度」をご覧いただき、内容確認の上、お申込み下さい。

会員資格

得
の

会友

（推薦者がいらっしゃる場合、ご記入下さい）

（フリガナ）

性別（男・女）

氏名

コーチNo.

も

年

月

の

にとどまって

らかというと 陸
が

く、

が
か。

日

の方 のより いとこ

りますが、皆様の ー

き

も理

携帯番号
（半角数字）

年が経 、今年は

の を
から一

すとい

い

う！という

き けして

なことを体

を

年目。

年目。

に が動き した

年は、

が

（注2）メールアドレスは、誤認を防ぐために、数字、アルファベット、大文字小文字、「ハイフン」など、再確認下さい。

今後、当協会からの連絡は、極力メールを利用したいと考えています。
右記の該当する項目に○印、チェック印などを記入し、お答え下さい。

受信希望する
受信希望しない

受信ご希望の方へ、上記アドレスのどちらへの配信をご希望でしょうか。

PCアドレス
携帯アドレス

します。その

に

りますので、

集作

集の 力をしていきたいと

きく進化し

へ
いま

ましたのでこれからどのような

理を か

今

（

は、

「安定と

安定から

を上手く

み

わ

の 、ヒントがたくさんあります。今

します。

た

運 に

置）
、

であったこともありますが、

年は、
「競 して進化する

）、

（運動）、

くポールウォーキングの運動学」について

（

力や歩行

ィクス（運動学）を

た

しいポールウォーキングの科学と

力を

上

ｋ
安藤邦彦（あんどう・くにひこ）
集

（み

し・あきら）

（さわだ・もと
長

）

（は がわ・ひ み ）
（み
内

（やまう

し・あきら）
・けん）

（すずき・あきこ）
作
デ イン

.

045-285-1 48
〒231-0015横浜市中区尾上町4-57 横浜尾上町ビル8F

以上

を皆様と一

内

（

に

してい
内

日本ポールウォーキング協会（

）

ＰＷ

安定

は、メディカル

日 発行

中

了承する
了承しない

とした提案

発してくれます。協会の

Ｐ

一般社団法人

②現在のポール・ウォーキング活動の状況

立）を

（ 知）学の 開けです。

ｋ

集

理 力の 化

は、安定と

な
さ

を

」ではないのですが、

してみました。

ることによって、歩行に

発行

（送信・郵送先：一般社団法人 日本ポールウォーキング協会 横浜事務局）

も、まずはやってみよ
長

は、

年
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一人でも多くのポールウォーキングファンやコーチの皆様に
コミュニケーションの輪を各地域で広げていただくための
諸情報やサービスをご提供できるよう
協会として全力を尽くしてまいります。

今後とも、よろしくお願いいたします。
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日本ポールウォーキング協会 研究部会の進む道（未知）
未来プロジェクト

