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1．緒言 

2004 年は、アテネオリンピック開催の年であった。そし

てオリンピックは、日本全国の人々の興味・関心を引いた。

これまでオリンピックは、オリンピック・ムーブメントと

して、世界と日本の教育界に強い関わりを持ってきた。し

かし、1964 年の東京オリンピック終了以後、オリンピック

精神の教育実践は失われた。そこで、今一度オリンピック

の意義と重要性を考え理解しなおし、制度化することが大

切であると考えた。 

本研究では、オリンピック教育の意義と重要性を再考し、

特に古代オリンピックの知識と現代オリンピック理念に焦

点をあてて問題点を指摘する。このさい、古代オリンピア

ほかの実地研究は欠かせない。また日本と世界の結びつき

を強める世界平和のための教材として、日本の学校教育へ

の新しい企画・提案を行う。 

 

2．研究方法 

2-1 文献研究 

国立国会図書館、秩父宮記念スポーツ図書館にて書籍を

調べた。 

2-2 フィールドワーク 

1） ギリシャにおける実地の古代オリンピック遺跡研究。 

2） 「女性と仕事の未来館」（東京都港区）他で、オリン 

ピックに関する展示を 13 ヶ月行った。 

3） 水城高校でオリンピック教育に関する授業を行った。 

 文献研究とフィールドワークをもとに、6章の論文構成で

考察と資料作成を行った。 

・ 第 1章「現代のオリンピック教育」 

・ 第 2章「オリンピック教育の歴史」 

・ 第 3章「オリンピック教育の教材」 

・ 第 4章「古代オリンピックの競技」 

・ 第 5章「古代ギリシャ人とスポーツ」 

・ 第 6章「近代オリンピックの創始者クーベルタン」 

 

3．結果と考察 

3-1 第 1 章「現代のオリンピック教育」 

オリンピック教育は、オリンピズムの知識と体験を得よ

うとする機会である。オリンピズムとは、国際オリンピッ

ク委員会（IOC）が定めるオリンピック憲章において、肉体

と意志と知性の資質を高揚させ、バランス良くこれを結合

させることを目指す人生哲学と表現されている。オリンピ

ズムの目標は、スポーツをあらゆる場で、人間の調和のと

れた発育に役立て、人間の尊厳を保つことを大切に考える

平和な社会の確立を促進することにある。そして、いかな

る差別をも伴うことなく、友情、連帯感、フェアプレイの

精神をもって相互に理解しあうことを要求するものである。 

 本章では、日本における大学でのオリンピック教育の実

践を調べた。また、各国のオリンピック教育も調べた。こ

れらをもとにして、オリンピック教育の実践を知る手助け

になる資料づくりと、日本と各国のオリンピック教育を比

較できることで、日本と各国の違いや共通点を分かりやす

く表した。 
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3-2 第 2 章「オリンピック教育の歴史」 

国際オリンピックアカデミー（IOA）は、オリンピズムの

普及と研究を目的として設立された。この IOA では、1980

年代に入ってから「オリンピック教育」という用語を盛ん

に使用して、小・中等の学校教育や各国の NOC においてそ

れを展開するための方策が検討された。 

 オリンピック教育は、さまざまな時代背景と関わり、そ

の必要性を訴えられるようになってきた。その場合、人々

の平和への願いが根底にある。オリンピック教育を通じて、

平和推進に働きかける。このとき、オリンピック教育の一

つの方法であるオリンピック競技大会を考えたとき、オリ

ンピックがすばらしいものだとは一言にはいえない。しか

し、様々なことを考えるきっかけとなる。 

勝敗だけを気にするのではなく、メディアから伝えられ

る環境破壊や、財政問題などの一方通行の情報だけでオリ

ンピックを見るのではなく、オリンピック教育を通じてオ

リンピックの理念や知識を得ることが必要である。また、

その時代背景や、国際関係という視点からみることも大切

である。そのためにも、これから学校教育において扱う時

間を確保することが必要である。 

すでに JOA は学校教育へのオリンピック教育の導入のた

め様々な努力を行ってきた。その結果、平成 14 年度施行の

「小学校学習指導要領 社会」に、日本が国際社会の中で重

要な役割を果たしてきた事例として、オリンピックの開催

について調べることが明記された。また、高等学校の保健

体育でも、平成 15 年度からオリンピック運動の意義やドー
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ピングの問題を体育理論の中で扱うことになった。 

また、日本でなぜ、１度オリンピック教育が学習指導要

領から削除されたのか、その理由と原因について、幅広い

調査を行い、その意味を究明することも大切である。 

 

3-3 第 3 章「オリンピック教育の教材」 

オリンピック教育を行う際に、様々なオリンピック教育

の教材がある。それらは、各国のオリンピック委員会、オ

リンピック・アカデミー、文部省、スポーツ省のいずれか

が積極的に関わっている。国ごとに特色を出した教材であ

る。 

各国のオリンピック教育の教材は第 1 章ですでに調べた

ので、本章では我が国の長野市が行った「一校一国運動」

をオリンピック教育の教材として取り上げた。また、ギリ

シャにフィールドワークへ行った際に手に入れた資料を元

に作った、授業用教材を紹介した。 

 

3-4 第 4 章「古代オリンピックの競技」 

1896 年に始まった近代オリンピックだが、その前身とな

った古代ギリシャで行われていた古代オリンピックが、近

代オリンピックに与えている影響は大きい。また、古代オ

リンピックには、人々の興味関心を引くものが多い。そし

て、オリンピックを理解するために、知っておかなければ

ならない。その意味からも、古代オリンピックを学ぶこと

は、オリンピズムの知識と体験を得ようとするオリンピッ

ク教育に欠かせない。 

 本章では、由緒ある文献や資料を参考にし、ギリシャの

フィールドワークで得た資料を活用し、古代オリンピック

について調べ、よりわかりやすい古代オリンピックの資料

を作成した。 

 

3-5 第 5 章「古代ギリシャ人とスポーツ」 

オリンピックが誕生した古代ギリシャ。当時の人々とス

ポーツとの関わりを知ることは、オリンピックの理念をよ

りよく理解することにつながると考えられる。 

 古代オリンピックにおいては計測した記録を保存して後

代に伝えるという観念はなかった。そのため古代の人々は、

今日のわれわれとは異なる視点をもって競技に臨み、観戦

した。 

 古代ギリシャの特徴として、精神・肉体・知性の調和こ

そが美とされ、理想とされていた。幅跳びでは着地の際に

よろけたり、倒れたりした場合には計測されなかった。フ

ォームの美しさを大事にしたためと思われる。着地の失敗

は精神と肉体のバランスが崩れたものと見なされた。 

今日では新記録が出たかどうか、自国の選手がメダルを

取ったかどうかに大きな関心を寄せる。人間の限界を超え

た瞬間や僅差で決まる勝負は確かに興奮する。その一方で

先人に習い、記録や勝敗だけでなく、スポーツの美しさが

どのような点にあらわれるのかにも注目する必要がある。 

 

3-6 第 6 章「近代オリンピックの創始者クーベルタン」 

 フランスの由緒ある貴族の家庭に育ったクーベルタンは、

あいつぐ革命で疲弊した祖国フランス、特にその青少年を

立ち直らせるために体育の必要性を考えた。イギリスに赴

いたクーベルタンは、イートン、ハローなどパブリックス

クールにおいて、ラグビーをはじめとするスポーツが、次

のイギリスを担う青少年の教育に大きな役割を果している

状況を見て、単にフランスのみでなく、世界の青少年の相

互理解と国際親善を、スポーツを通じてできないか考えた。 

 本章では、クーベルタンのオリンピック開催までの過程
と、彼のオリンピックに関する考えを調べ、オリンピック

の意義を深く追求し、わかりやすい資料を作成した。 

4．まとめ 

現在、オリンピック教育はスポーツ教育をベースに平和、

異文化、国際理解、美、環境、人権、生き方教育など広い

人間教育にまで及ぶ。 

古代オリンピックでは、優勝者には最高の栄誉が与えら

れた。しかし、本来オリーブの冠という無償の栄誉だけが

与えられていた競技会が、優勝者への過剰な待遇によって

徐々に腐敗していった。勝つために審判の買収を行い、競

技そのものに不正を加える者もでてきた。つまり、古代オ

リンピックが廃止された原因の一つは、「選手への特典の

エスカレートにともなう選手のプロ化の拡大」がある。現

代オリンピックにあてはめるなら、ドーピング問題やプロ

選手の参加にあたる。オリンピック教育は、オリンピック

の美化に終始するだけでなく、ドーピングなど直面する諸

問題の検討を行い、子供たち自身にその是非を考えさせる

ことを含んでいる。 

また、古代オリンピックは「オリンピックが始まると戦

争をやめた」。しかし、近代オリンピックでは「戦争でオリ

ンピックをやめたこと」はあるが、古代オリンピックのよ

うに全面的な戦争休止が実現したことはない。ただ、可能

性はみえてきている。聖なる「停戦」を行えるかどうかは、

これからのオリンピック教育にかかっている。 

オリンピック・ムーブメントを理解し、オリンピック教

育を発展させていくことは、世界平和への国際貢献活動と

なるだろう。今後、我が国でもオリンピック教育を積極的

に学校に取り入れていき、将来にどう活かしていくか、現

実的な教材開発を行い、教育行政の中で制度化していく方

向を探りたい。 

この卒業論文はそのための情報提示と、教材開発を行っ

たものである。今回、新しく提示したものは次の通りであ

る。 

（1）オリンピック教育の学習指導要領へのより一層の導入。 

（2）各国のオリンピック教育を参考にし、各国との連携を

深める。 

（3）学校、地域、国独自の、特色あるオリンピック教育資

料の発掘と教材開発。 
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