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◎文部科学省の調査結果を踏まえて 新たな概念「社会的時差ボケ」の基礎知識と対策
◎オリンピック教育の授業の提案
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文部科学省の調査結果を踏まえて

新たな概念「社会的時差ボケ」の基礎知識と対策
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１．はじめに

ほどあり，その中で当たり前の生理現象である眠り

ジウム「子どもの眠りと社会」が行われた。

と理解はする。しかし今現在日本の子どもたちが置

2015 年７月開催の日本睡眠学会においてシンポ

について指導する必要性を感じる危機感はないもの

演者からは現代の日本で子どもたちの眠りが置か

かれている睡眠状況は危機的状況であり，これを放

れている過酷な状況，すなわち短期的成果を求める

置することは日本の将来の知的レベルを大幅に低下

社会的要請の中で，「寝る間を惜しんで○○（仕事，

させる危険も大いに想定される事態なのだ。もちろ

遊びなど）を行う」ことが奨励され，結果として日

ん養育者の意識改革は必要だが，教育の成果には時

本人全体の眠りが奪われている状況の中，その影響

間がかかる点を鑑み，教育における睡眠に関する教

は子どもたちにも及び，その結果子どもたちの心身

育の導入が喫緊の課題と参加者があらためて認識さ

にさまざまな問題が生じていること，さらにはこの

せられた。

影響が長期的にも影響を及ぼし，世代を越え，現在

子どもの眠りの現状は既に 2011 年に国際誌の巻

子どもたちを養育する立場の成人にも及んでいるこ

頭言で問題視され，また文部科学省も 2014 年秋に

とが明らかにされた。

睡眠を中心とした生活習慣と自立や心身の不調等と

会場も含めた議論では，眠りに関する教育が，個
別の効果的な試み「点」はあるものの，
「面」とし
ては機能していないとの指摘がなされ，十分な時間

の関係性に関する初の全国的な調査を実施した。
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/
katei/1357460.htm）。

が眠りに関する教育に割かれているとは言えない現

そこで拙文では，国際誌の巻頭言の要旨と文科省

状が指摘された。学校教育における睡眠教育の不備

の全国調査結果を報告，課題を解説の上，今後の対

が参加者の共通認識としてなされた。

策について共有したい。

確かに教諭の立場に立てば，教えるべき事項は山
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２．2011年国際的学術誌の巻頭言

原文は英語でタイトルは “Give Children and

がある子どもほど，午前中に調子が悪いことがある
と回答する割合が高い。

Adolescents the Gift of a Good Night's Sleep :

③携帯電話・スマートフォン（スマホ）との接触

A Call to Action” だ。「子どもたちに夜のよい眠

時間（ゲーム除く）が長い子どもほど，就寝時刻が

りを贈ろう。今こそ行動を」と訳しておこう。

遅い。

以下，ポイントを抜粋する。

④寝る直前まで各種の情報機器（テレビ，ゲーム，

睡眠時間が短かったりぐっすり眠れなかったりす

携帯・スマホ，パソコンなど）に接触することがよ

ると子どもの健康や日中活動全てに悪影響を与え，

くある子どもほど，朝，ふとんから出るのがつらい

問題は不注意，注意力低下といった認識能力の低下

と感じることがあると回答する割合が高い。

から，低学力，感情制御の困難，問題行動，精神病

⑤就寝時刻が遅い子どもほど，自分のことが好き

理まで及ぶ。睡眠の欠如はまた直接的健康被害を引

と回答する割合が低く，なんでもないのにイライラ

き起こす。不慮の事故や 自動車事故の危険性は増

することがあると回答する割合が高い。

し，長期的に循環器や免疫，さまざまな代謝システ
ムに悪影響をきたすことも考えられる。 睡眠不足
は肥満リスクも高める。
睡眠と睡眠関連疾患についての教育は，子ども，
親，医療従事者，教育者，ビジネスリーダー（しば

①，②，④は寝不足を反映しており，⑤は睡眠不
足症候群（p.4 参照）の症状といえよう。
なお①は，最近社会的時差ボケとして学会でも注
目されている状態だ。やや詳しく解説しよう。

しば仕事を睡眠に優先させる）
，公的政策策定者ら
に不可欠だ。睡眠の重要性や健康的睡眠の習慣化に
ついて子どもの発達に応じた教育を行うことにより，

（2）危険な兆候：社会的時差ボケ
学校がない日には朝寝坊。ごく普通のことと思う

生涯にわたる疾病予防ばかりか，睡眠関連疾患の早

であろう。しかし休日にひどく朝寝坊になってしま

期発見・治療を通じて長期的な続発症の予防にもな

うということはふだんから睡眠不足が貯まっている

る。学校教育は，睡眠の重要性，睡眠不足の影響，

ことの証，ということが最近いわれ始めている。毎

睡眠関連疾患の認識，睡眠と睡眠構造の基本などに

日の寝る時刻と起きる時刻の中間の時刻を平日と週

ついて十分な知識をカリキュラムに取り入れる必要

末とで比べて，その差が 2 時間以上ある場合には

がある。

心身に問題が生じやすいことが指摘されているのだ。
場所は移動していないが，同じ場所にいても生活時

３．文部科学省の全国調査

（1）結果

間帯が大きくずれてしまい，時差ボケ状態になると
いう指摘だ。学力に影響も出るともいわれている。

小学校５年から高校３年までの 23,000 人余りか

今回の調査では「寝る時刻と起きる時刻の中間の

らの回答を得ている。ここでは中学生の結果を中心

時刻」を比較しているわけではなく，起床時刻での

に紹介する。調査結果のポイントとしては，深夜０

比較ではあるが，意味する内容，すなわちふだんか

時以降に就寝している中学生が 22％いること，学

ら睡眠不足が貯まっていることの証，は同じだ。ふ

校段階が上がるにつれ，睡眠不足と感じる割合が増

だんからしっかりと寝て，社会的時差ボケ状態にな

える傾向が見られ，中学生では４人に１人に達して

らないよう，注意が必要だ。

いることが挙げられている。さらに以下の五つの問

社会的時差ボケについては p.5 でまた触れる。

題点を指摘している。
①学校がある日とない日で起床時刻が２時間以上
ずれることがよくある子どもほど，午前の授業中に

４．日本の中学生の睡眠事情の変化

日本の中学生の睡眠時間（男女平均，出典は日本

眠くて仕方がないことがよくあると回答する割合が

学校保健平成 24 年度児童生徒の健康状態サーベイ

高い。

ランス事業報告書）は，1965 年には 8 時間 37 分

②学校から帰宅後に 30 分以上の仮眠をとること
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あったが，1981 年に 8 時間 1 分，1992 年に 7 時

間 41 分，2004 年 に 7 時 間 25 分， そ し て 2012

図２ 生体時計（体内時計）は視交叉上核にある

年には 7 時間 10 分となった。
世界各国の中学生は少なくとも 7 時間 45 分は寝
ている（図１）
。日本の短さが際立つ。
図 1 世界の子どもたちの睡眠時間

松果体：
夜になると，メ
ラトニンの分泌
を 促 進 さ せ る。
その結果，メラ
トニンの血中濃
度 が 高 く な り，
眠くなる。
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視交叉上核：
生体時計がある。生体リズムの発信地。
睡眠と覚醒，体温，ホルモンの分泌リ
ズムなどに関与する。

（神山潤著「子どもの眠りの大事なツボ」）

っても暗いところで過ごすことができずに大いに悩
むようになってしまった。生体時計（体内時計）が
きちんと働いてくれないと，夜になっても眠りづら
く，朝も起きにくい，という不都合が生じる。現代
（日本睡眠学会サマータイム制度に関する制度委員会
『サマータイム−健康に与える影響− 2012』
）

社会では相当に意識しないと眠ることが難しい。
（2）夜更かしは睡眠不足をもたらす

日本の中学生の就床時刻（男女平均，出典は日

ヒトという動物は夜行性ではなく昼に活動するよ

本学校保健平成 24 年度児童生徒の健康状態サーベ

うにつくられている昼行性の動物だ。夜更かしをし

イランス事業報告書）は 1981 年には 22 時 48 分

ても，その分昼間寝ればいいと考えがちだが，実は

だったが，1992 年には 23 時 10 分，2004 年には

ヒトという昼行性の動物は昼間には眠りにくいよう

23 時 18 分，2012 年には 23 時 22 分へと一貫し

につくられているようなのだ。そこで夜更かしは即

て遅延している。

図３ 日本人（10 歳以上）の平日の睡眠時間と 22 時以降に起き

日本の中学生の自覚的な睡眠不足の最大の原因
生徒の健康状態サーベイランス事業報告書）は IT
く（47％）が続く。

５．夜更かし，睡眠不足がもたらすもの

（1）脳には時計が内在されている（図２）

自分の身体のことは自分がいちばんよくわかって
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いる。だから睡眠不足も気合と根性で乗り切れる。
そのように感じている人が日本には多いように感じ

睡眠不足へと繋がる。

る。しかしヒトは自分の心拍数や瞳の大きさすら自

図３は過去 50 年の日本人の睡眠時間と 22 時以

分ではコントロールできない。ましてや眠気を自分

降に起きている人の割合の変化だが，1960 年には

の意志でどうにかすることは無理なのだ。脳には時

22 時以降にまで起きている人は 32％でしかなかっ

計があって，その時計にとっては朝に光を浴びるこ

たが，2010 年には 85％の人が 22 時以降にまで起

と，夜には光を浴びないことが重要だ。

きている。この変化とは裏腹に睡眠時間はこの 50

そこで明かりを発明してしまった人類は，夜にな

年で 59 分減った。

3

学研・教科の研究

（3）短期的影響

図４ 睡眠日誌

睡眠不足症候群という病気がある。この病気では，
正常な覚醒状態を維持するために必要な夜間の睡眠
をとることができず眠気が生じる。症状としては攻
撃性の高まり，注意や集中力，意欲の低下，疲労，
落ち着きのなさ，協調不全，倦怠，食欲不振，胃腸
障害などが生じ，その結果さらに不安や抑うつが生
じる場合もある。
（4）長期的影響
成長期の夜更かし，睡眠不足が，その後不登校や
高校での中退，また就職後の早期離職や，さらには
自殺の危険を高めるという指摘がある。

６．対策

（1）ＩＴ対策：ブルーライトの弊害のまとめ
世の中に溢れている IT 機器のディスプレイから
はブルーライトが出る。このブルーライトが眠りに
は大敵だ。もちろんスマホをやっていてもすぐに眠
れる，という人もいよう。しかし多くの人にとって
ブルーライト（＝青空の色）は１．覚醒を促し，２．
夜間に浴びると生体時計（体内）を狂わせ，３．通
常夜になると分泌され，眠気をもたらすホルモンで
あるメラトニンの分泌を抑える。またディスプレイ
に映る４．内容も交感神経系を刺激し，覚醒を促し
がちだ。夜のブルーライト使用は可能な限り避けた
い。ただし，ただ禁止にすればよいというものでも
ない。学校からの課題をまとめるにはパソコンが必
須のこともあろうし，本ではなく電子書籍が存在感
を増してくるであろう時代だ。もちろん LINE をは
じめとする SNS（Social network service; 社会的
なつながりを作り出すサービス）への対策も必要だ。
ぜひ先生方には，ご家族，子どもたちも一緒になっ

（神山潤『総合診療医のための「子どもの眠り」の基礎知識』）

・睡眠日誌では横軸に時間を取る。いちばん左が0時それか
らちょっと間を空けて6時。0時と6時の間隔と同じ間隔

をあけて12時，18時，24時とする。縦軸は1行を1日に

する。1行目が1月20日ならその次の行は1月21日だ。そ
して寝た時間帯に線を引く。そして睡眠日誌には眠りだ
けではなく，食事や排泄，それに活動した内容や外出の
こと，授業中の居眠りなども簡単でいいのでちょっとメ
モしよう。

ての，わかりやすく効果的なルール作りの手助けを
お願いしたい。
（2）寝不足への気づきが大切
寝不足と気づいて睡眠時間を増やすことが大切だ。

ような生徒さんにもぜひ勧めて欲しい。
大切なポイントは自分で書く，という点だ。自分
で書くと書きながらどうしても前の日や前の前の日

ポイントは睡眠日誌と休日の起床時刻だ。

のことも目に入る。こうして睡眠日誌をつけてみる

① 睡眠日誌の勧め（図４）

と，いろいろなことに気づくはずだ。夜更かしをし

自分の眠りや生活リズム，生活習慣に心配があっ

た翌朝は起きる時刻が遅くなっているとか，この外

たら，例えば学期の終わり 1 週間とか，毎月月初

出はけっこう疲れたから早く寝たんだとか。そして

めや月末の 1 週間だけでも睡眠日誌をつけるよう

早く起きることが出来るのは○時前に寝たときだな

勧めてはどうだろうか？ 10 時間以上寝る日がある

とか，授業中居眠りした前の晩は寝る時刻が遅かっ
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たなとか，……。気づくと自然に，どうしようか，

だけ切り離して考えるのではなく，ぜひとも「寝る，

という方向に思いが向かう。居眠りしないように○

食べる，出す，動く」をセットで考えて欲しい。ど

時前に寝るようにしよう。翌日大事な試合があると

れかうまくいかなくなったなら他の三つについて考

きには何時に寝よう。何時までは夜更かしをしても

えることが大切だ。「寝る，食べる，出す，動く」

大丈夫だな。などである。初めは面倒と感じるであ

は互いに深く関連し合っているのだ。

ろう。そこであまり細かく書くことはない。ちょっ

入眠儀式は，寝るまでの段取りだ。誰もが安全が

と時間ができたときに前の日のことを思い出しなが

確認され安心しないと眠りにくい。毎日同じこと，

ら気軽に書くように励ましながら勧めて欲しい。毎

つまりはルーティンがきちんとできるほどに安全が

日忘れずに，気軽に書くことが大切だ。

保障されていることで安心して眠りにつきやすくな

②休日の朝寝坊；社会的時差ボケの症状！？

る。各自が自分に適した段取り（入眠儀式）を編み

休日など「しなければならないことがない日」の
朝寝坊，時に睡眠時間が 10 時間以上にはなること，
さらには文部科学省の全国調査でも指摘のあったふ
だん学校に行っている平日との睡眠時間の違いが大
きいこと，は心配な兆候だ。社会的時差は遅寝早起
きで眠りを削った平日と，その寝不足分を取り返そ
うと朝寝坊になる休日との睡眠時間や寝ている時間
帯の違いのことでこれが大きいと体調不良をもたら
す。就寝時刻と起床時刻との中間の時刻を計算し
て，その時刻の平日と休日との差を社会的時差と計

出すことが大切だ。
表１ スリープヘルス : 快眠への６原則

・朝の光を浴びること
・昼間に活動すること
・夜は暗いところで休むこと
・規則的な食事をとること
・規則的に排泄すること
・眠りを阻害する嗜好品（カフェイン，アルコール，
ニコチン），過剰なメディア接触を避けること
＋
入眠儀式

算する。例えば平日は１時就寝６時起床なら中間の
時刻は３時半。そしてその方が休前日に 1 時に寝て，

（5）
「寝る，食べる，出す，動く」は，みな気持ちのよい

休日の起きる時刻が 11 時であったとしたら，中間

営み

の時刻は６時になり，その差は２時間半でこれがこ

気持ちがよい営みであるということは，これらが

の方の社会的時差になる。社会的時差が２時間以上

ヒトという動物が生きていく上で大切だからではな

あるとさまざまな問題点が心身に生じ，成績にも悪

いだろうか？

影響が及ぶようだ。睡眠日誌を活用して早めに気付

く」をしなければいけない義務ではなく，すると気

きたい。

持ちのよい営みなのだ，という理解をして欲しい。

ぜひとも「寝る，食べる，出す，動

（3）社会的時差ボケ対策
大切なことは寝不足かな，と早めに感じること
だ。早めに対応してまずいことはない。社会的時差
が 1.8 時間であっても，心配と感じたらもうちょっ
と寝ようか，と気軽に対応して欲しい。対応の基本
は平日の睡眠時間を増やすことだ。朝起きることが
難しくなるくらいなら，学校で仮眠をとることもよ
いかもしれない。ただし授業中に寝てしまった場合
にはふだんからどうするかについて先生も交えて対
策を講じよう。
（4）スリープヘルス６か条＋入眠儀式
表１は生体時計（体内時計）の性質を踏まえての
６か条だ。眠りという寝る直前のことにばかり注意

＊利用可能な教材や資料
私 自 身 の HP に は 講 演 資 料 が ア ッ プ さ れ て い
ま す。 ご 自 由 に ご 利 用 く だ さ い（http://www.
j-kohyama.jp/）。また私が関わった資料としては，
動画サイト（http://www.j-kohyama.jp/movie/
index.cfm）， 生 活 リ ズ ム 甲 子 園（http://www.
rizumu-koshien.jp/）もあります。なお，文部科
学省も中高生向けの啓発資料，ならびに指導者向
けの資料を準備しています（http://www.mext.
go.jp/a_menu/shougai/katei/1359388.htm）。
多少とも先生方のご指導に役立つ内容があれば望
外の喜びです。

が向くが，寝る準備は朝から始まっている。「眠り」
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オリンピック教育の授業の提案
まつなみ

東海大学教授 松浪
Ⅰ.

本稿の目的

2020 年東京でオリンピック・パラリンピックが

Ⅱ.

１．単元

H 体育理論：文化としてのスポーツの意義

にされるのは招致立候補都市における，オリンピッ

イ

クを開催しようとする都市の人々がいかにオリンピ
ックを理解しているかが問われている（東京 2020
オリンピック・パラリンピック招致委員会が行った
第 6 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック
招致支持率調査では，77％がオリンピック開催に
賛成だった）
。しかし，オリンピックを単なるスポ

稔

オリンピック教育実践案の提案

開催される。オリンピック招致の際に，いつも問題
ク開催に対する支持率である。いわば，オリンピッ

みのる

国際的なスポーツ大会などが果たす文化的な
役割や意義

２．国際的なスポーツ大会とその役割（１時間）
●単元の目標
（1）国際的なスポーツ大会にどんな役割があ
るかについて理解する。
（2）世界の人々と相互理解を深める活動につ
いて考える。

ーツ競技大会と理解している人は多い。オリンピッ
クとは，オリンピズムの理想を実現するための競技
大会であり，単に国別のメダル争いや，記録達成，
経済効果のための大会ではない。そこで，本稿では，
中学生にオリンピックを理解してもらうために，中

２．授業展開
オリンピック教育の授業であるが，オリンピック
に対する理解を深めることを第一の目的とする。
授業展開例については，概要を以下に提示する。

学校保健体育科の授業における，オリンピック教育
の実践案について検討する。
◦オリンピック教育授業展開例
段

階

導

入 ●オリンピックシンボルの理解

内

容

【質問】

「オリンピックのシンボルマークを描いてみ
よう。」

【正解】オリンピックシンボルの提示。
〈ポイント〉五つの輪が交わっている。

端の輪を持つと一本の鎖になるつながり方。
バラバラになってはいけない。隣同士が互い

概

要

・

解

説

・オリンピックシンボル（互いに交わる五つの輪）を描いてみる。

・オリンピックシンボルを見たことがない生徒はほとんどいないと思わ
れる。しかし，正確にこれを描くことはかなり難しい。

・正確に描くことが目的なのではなく，五つの輪が互いに交わり，一つ

につながっていることを理解させる。世界が一つであることを表して
おり，輪の色は，背景の白を合わせて，その６色で世界中のほとんど
の国旗が描くことができる。五輪の色を通しても世界が一つであるこ
とを表している。

に交わる輪である。

展開① ●世界に広がるオリンピックに対する理解
【質問】

「何か国くらいがオリンピックに参加してい
るだろうか？」

【正解】

2012 年ロンドンオリンピックには 204 の
国と地域が参加。

参加選手数は 10,568 人（約 1 万 1 千人）。
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・オリンピックに参加できる国（国際オリンピック委員会（IOC）加盟
国）が，国連加盟国よりも多いことを理解する。バスケットボールや

バレーボール，柔道などの国際連盟に加盟している国は，IOC加盟国

数よりも多い。つまり，それだけ，スポーツは世界に広がっており，
世界共通の言語といえるのである。

・オリンピックには世界中から選手（アスリート）が集まってくるが，
選手だけではオリンピックは成り立たない。監督，コーチ，スタッ

フ，観客など，多くの人がオリンピックにやってくる。また，テレビ
を通じてオリンピックを観戦する人も多い。

段

階

内

容

展開② ●オリンピックの目的の理解
【質問】

概

要

・

解

説

・オリンピックの目的が，国別のメダル争いや，新記録樹立，経済効果
などではないことを理解する。

「なぜオリンピックを開催しているのだろう ・オリンピックについてのあらゆることが定められたオリンピックの憲
か？」

→オリンピズムの根本原則の理解
【正解】

世界に広がるオリンピックは，人間形成（教
育）であり，国際親善や世界平和の実現を目
指している。

法といえるのが「オリンピック憲章」である（JOCのウェブサイト

からダウンロード可 ）
。
「オリンピック憲章」のはじめに「オリンピ
ズムの根本原則」が示されている。

・オリンピックの真の目的は，
「スポーツを通した人間形成，青少年の

教育」
「国際親善，世界平和の実現」である。オリンピズムはオリン
ピック精神といわれ，この「スポーツを通した人間形成，青少年の教

育」
「国際親善，世界平和の実現」を目指す思想である。オリンピッ
クムーブメント（オリンピック運動）とは，オリンピズム（「スポー
ツを通した人間形成，青少年の教育」
「国際親善，世界平和の実現」）

を世界に広める運動のことである。
・この運動は，４年に一度行われるのではなく，恒久的に行われてい

る。４年に一度のスポーツの祭典であるオリンピック競技大会は，４

年間でオリンピズム（
「スポーツを通した人間形成，青少年の教育」
「国際親善，世界平和の実現」
）がしっかりと世界に伝えられたかどう
か，スポーツ大会を通して確認する，そのための大会である。

・スポーツは世界に広がっており，オリンピックの理想も世界に広がっ

ているため，国際的なスポーツ大会（サッカーやラグビーのワールド
カップなど）は，勝ち負けを争う以上に，国際親善や世界平和の実現
に大きな役割を果たす大会となっているのである。

展開③ ●近代オリンピックの開始
【質問】

「では，いつ，どうして，近代オリンピック
が開始されたのだろうか？」

【正解】

ピエール・ド・クーベルタンの主導により，
IOC が設立され，1896 年に第１回大会が
開催。

・現在行われているオリンピックは，近代という時代になって始められ

たものであり，古代オリンピックと区別して近代オリンピックと呼ば
れている。

・近代オリンピックの生みの親はピエール・ド・クーベルタンである。

1894年パリのソルボンヌ講堂で行われたパリ国際アスレチック・コ
ングレスで，クーベルタンは古代オリンピアの祭典競技（古代オリン
ピック）に倣ったスポーツの競技大会の復活について講演した。古代
オリンピックの復活という理想は，多くの国の賛同を得ることに成功
し，第１回の近代オリンピック競技大会がギリシャの首都アテネで開
催された。

・この背景には，①古代オリンピアの遺跡が発掘されたこと（古代オリ

ンピックの史実が現実のものとなった）
。②若者の教育に情熱を持っ
ていたクーベルタンがイギリスに留学し，そこでスポーツの教育的価
値を理解し，青少年の教育にはスポーツが必要だと考えるようになっ
たこと。③スポーツを通じて教育を行うというだけでなく，さまざま
な国の若者が集ってスポーツ大会を開催することを構想したこと。④
この構想の実現のために，ヨーロッパ共通の関心事でもあった，古代
オリンピックの復活という意味を盛り込んだこと。があった。

展開④ ●日本のオリンピック参加
【質問】

「日本が初めて参加したのはいつだろうか？」
【正解】

1912 年のストックホルム大会。

展開⑤ ●古代オリンピック
【質問】

「古代オリンピックとはどんな大会だったの
だろうか？」

・日本がオリンピックに初参加したのは1912（明治45）年のストック
ホルム大会（スウェーデン）からである。講道館柔道の創始者嘉納治

五郎が，アジア初のIOC委員となり，日本のオリンピック参加に尽力
した。嘉納はスポーツにも教育にも造詣が深く，スポーツを通じて若
者の教育を行う，スポーツを通じて国際親善を行う，という点でクー
ベルタンと同じ考えの持ち主だった。

・古代オリンピア（ギリシャの地名）で開催されていた祭典競技祭は，

紀元前９世紀頃始まったとされる。記録に残る最古の競技祭が紀元前
776年である。

・この競技祭は，国々の戦争が続いたことや疫病がはやっていたギリ

シャを，どうすれば平和になるのか，神のお告げを聞いたところ「神
話時代に行われていた神に競技をささげる祭典競技祭を復活せよ」と
告げられたことから始まっている。
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段

階

内

容

概

展開⑤

要

・

解

説

・古代オリンピックを開催するときは，戦争をしてはならない，戦争中

（続き）

の都市国家は休戦しなくてはならないという協定が結ばれた。これが
エケケイリアといわれるオリンピック休戦の協定である。この協定を
破る都市国家は，古代オリンピックの参加資格を剝奪された。オリン
ピック休戦の期間は，選手や審判の移動の期間も含めて３か月にも及
んだといわれている。

・古代オリンピックのエケケイリア（オリンピック休戦）に倣い，現在
も，オリンピック期間中のオリンピック休戦の提案がなされている

が，残念ながら，オリンピック期間中も世界のどこかで紛争が行われ
ており，オリンピック休戦は実現していないのが現状である。

展開⑥ ●2020年のオリンピック・パラリンピック ・2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会に向けて，さまざ
東京大会に向けて

まな問題が進行中である。競技場などのスポーツ基盤はオリンピック

これまでに日本で行われたオリンピック・

クが終わった後も，オリンピックのレガシーとなるためにも，オリン

パラリンピックを参考に考えさせる。

に向けて巨額の費用をかけて整備されている。これらが，オリンピッ
ピック・パラリンピック以後の競技場などのスポーツ基盤の活用が重
要である。

・オリンピックはテレビなどを通じて世界に発信されるイベントであ

り，世界中の人々が注目する。だからこそ，オリンピックの真の目的
を理解し，国別のメダル争いや，新記録樹立や経済効果が目的でない
ことを発信しなくてはならない。勝てば，大きな利益を生み出すこと
もある。この点を全て否定することはできない。しかし，勝つことに
重点を置きすぎるとドーピングなどの不正が行われてしまう。だから
こそ，IOCはクリーンアスリートの養成を目指している。

・また，世界中の人々が注目するオリンピックはテロのターゲットにさ

れる可能性がある。よって，現在のオリンピックではテロ対策が重要
な課題となっている。平和の祭典であるはずのオリンピックを兵器や
武器に守られたオリンピックにしてはいけない（武器による平和では
なく，武器のない平和をスポーツで実現することが重要である）。

・2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会を前にして，オリ
ンピックの真の目的である，スポーツによる青少年の教育，国際親
善，世界平和の実現を目指す，という考えをもっと広める必要がある。

まとめ これまでの学習を振り返る。

※評価のポイントを参照。

３．
評価のポイント

４．生徒への課題（例）

特に，オリンピック教育は平和教育である観点を

〇オリンピック以外で，国際的なスポーツ大会には

重視して評価したい。

どんな大会があるか。また，その大会はどんな役

〇オリンピックが世界規模のスポーツ大会であるこ

割を担っているか，調べてみよう。

とを理解している（IOC 加盟国は国連加盟国よ
りも多い）
。

会に向けて，どんなことが新聞やテレビなど報道

〇オリンピックの目的が，スポーツを通した青少年

されているか調べてみよう。

の教育，国際親善，世界平和の実現であることを

〇 2020 年のオリンピック・パラリンピック東京大

理解している（メダル争いや新記録樹立が目的で

会に，どのように関わることができるか考えてみ

はない）
。

よう。
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〇 2020 年のオリンピック・パラリンピック東京大
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