
金沢工業大学柔道部  
 

指導者・全部員の 

共通認識事項（2016） 
 

本学柔道部の目指す柔道部は 

「より多くの人たちに応援してもらえる柔道部」 

 

部員は，その目標とする柔道部に近づくことを念頭に活動を行う． 

指導者は，ときには前に立って導き，ときには後ろから押し支える． 

この資料は金沢工業大学柔道部の活動方針に対し，指導者と全部員

が共通認識をもつために作成した資料である． 
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「柔道」とは・・・ 

  『心身の力を最も有効に使用する道である．その修行は攻撃防禦の練習によって，身体精神

を鍛練修養し，この道の真髄を体得することである．そうして是によって己を完成し，世を補益

するが柔道修行の究竟の目的である．』 

 

段階的には， 

①攻撃防禦の練習（日頃の稽古・トレーニング・試合）  

   ↓ 

②継続することで心と体を鍛え，品性を磨き，自己の人格形成に努める 

（品性を磨くためには稽古だけでは補えない．問答・講義も必要となる） 

   ↓ 

③己の完成（心技体の全てが必要．これが第一目標となる） 

   ↓ 

④その力・能力をもって社会に貢献する（ここが最終目標） 

 

「精力善用」「自他共栄」→ 「精力最善活用」「相助相譲自他共栄」 

 

柔道修行に関し，嘉納治五郎は以下のように述べている． 

「柔道競技（試合）」について・・・ 

【競技運動の目的は単純で狭いが，柔道の目的は複雑で広い．いわば競技運動は柔道の目的

となるところの一部を遂行せんとするに過ぎぬのである．】 

（昭和 14年，『道場における柔道は』） 

 

【柔道を競技的に取扱うということはもちろん出来ることであり，また，しても良いことであるが，た

だ，そういうことをしただけで，柔道本来の目的を達し得らるるものではない．】 

（昭和 4年，『柔道と競技運動』） 

 

【いかなる種類の試合にも共通であって，試合の最も大切な目的は何かというと，試合によって

どれほど技術が上達したか，いかに体力が増したか，精神の修養とか工夫の力がどれほど進ん

だかというようなことを各自にも知り，指導者にも認めてもらう機会を作ることである．試合そのも

のは，決して柔道修行の終局の目的ではない．】 

（大正 14年，『柔道試合審判規定の改正について』） 

 

【今日の柔道家も柔道の究竟の目的に達しようとする努力が足りなくて，その手段に過ぎない 

強くなろうとか，勝負に勝とうとかいうようなことに重きを置きすぎているようである．強くなるという

ことは，それ自身にも価値のないわけではないが，主として他の貴い目的を達する手段として必

要なのである】 

（大正 7年，『上段の柔道について』） 

試合は，柔道修行においては終局の目的を成すための手段の一つに過ぎない． 



「乱取り」について・・・ 

【ある種の人々はただ道場で取組み合いをするのが柔道であると思っているが，これは柔道の

原理を道場において攻撃防御の練習に応用した部分で，柔道に違いないが，柔道のほんの一

部である．】 

（昭和 14年，『柔道の根本精神』） 

 

【柔道乱取の本来の目的は，品性を養い，身体を強健にし，攻撃防禦の技術を練習することに

あることを忘れてはならぬ．】 

（昭和 11年，『福岡における東西対抗大試合に出場する戦士および審判員に対する予の希望』） 

 

【礼儀作法は一には社会の慣習の是とすることに従い，一には他人に迷惑を及ばさず悪感を与

えぬようにするのが必要なのである．柔道の修業は自然とそれらの修養を助けるわけである．た

だ，実際において，柔道家の皆が実行しているものと言われぬ．それは柔道を修業するものが，

柔道の肉体的練習，しかもその一部のことのみに心を用いて柔道の精神を了解せず，したがっ

てその修養の方法に欠陥があるからである． 

予はすべての柔道指導者が，肉体的方面と同時に精神的方面の修業に留意して，技術の進

歩に伴うて行儀作法においても遺憾のないようになってもらいたいと思う】 

（大正 6年，『柔道家の品格』） 

 

「学生における柔道」について・・・ 

【学生が柔道を修業している目的は，対外試合において勝敗を争わんがためでなく，他日社会

に出て真正の仕事をする時に必要な精神を養わんがためでなければならぬ．】 

（大正 7年，『柔道の修行者に告ぐ』） 

 

【どうしてもこの柔道を修業する者は際立って人物もよい学校の模範生徒であるといわるるくら 

いになってほしいと思う．なぜならば柔道を本当に稽古するならばそういう性質のものであろうと

思う．】 

（明治 42年，『柔道を学ぶ者の心得について』） 

 

【学校にある修行者は，特に学校の学業の進歩と両立するように柔道の練習をすることを要す】 

（大正 8年，『柔道家の平素注意を怠るまじき事項』） 

 

【柔道はどこまでの修養を目的として練習しなければならぬ．もし一人でも卑しい目的で柔道を

修業するものができると，高尚な目的で修業し，また教授しているものまでが世間で軽んじられ

るようになって，柔道の教育上の効果が著しく減じてしまうわけである．】 

（大正 10年，『サンテル事件の結末』） 

 

本学における柔道への取り組みは，試合のとき，大学のときのみではなく， 

社会に出て仕事をするときに役立つ素養を身につけるためのものである． 



課外（部）活動とは・・・教育課程外活動 

  正規の教育課程のほかに施される「教育」活動のひとつである． 

  人間形成に大きな役割を果たす活動として一般的に広く認識されている． 

 

つまり，部活動を通して，社会に貢献できる人間育成をする． 

 

 ①良識ある人間，健全な判断力で行動できる人間を養育する． 

  → 人や仲間を思いやる心は社会に受け入れられる人間になるための第一条件である． 

 ②積極的に物事に取り組む素養を身につける． 

  → 自己努力によって，自己の壁を乗り越えた経験のある者は困難に立ち向かうこと

ができる，社会人として歩む糧となる． 

 

柔道の目的 ＝ 課外活動の目的 といえる． 

柔道部として，あるべき姿は？ 

社会に受け入れられ，世に補益できる人間に必要な要素とは？ 

 

あるべき姿を曖昧にしたままでは，部員の常識レベルがまちまちになり，努力目標も曖昧

になってしまう． 

金沢工業大学柔道部としての「あるべき姿」の設定！ 

これが明確ではないと，日々の努力の意味がわからなくなってしまう． 

 

応援してくれる対象は誰？ どうしたら応援される？ その応援に応えるために何をする？ 

   

   

   

   

   

   

   

 



柔道家としてあるべき姿・・・ 

本学柔道部は，柔道家として総合的に向上するために，試合（競技）に拘泥することな

く以下の取り組みを行う． 

 

段位の取得 

 入学時の段位によって，以下を目標として定める． 

 ・無段で入学 → 卒業時に弐段受験資格を得る． 

 ・初段で入学 → 卒業時に参段を取得する，あるいは年数を除く参段受験資格を得る． 

 ・弐段で入学 → 卒業時に四段を取得する，あるいは年数を除く四段受験資格を得る． 

 

昇段規定は以下の通り． 

 試合での勝利・形の理解(審査での合格)・柔道知識(筆記試験での合格)が必要となる． 

 
講道館昇段資格に関する内規(抜粋) 

（審議の原則） 

昇段候補者の審議は、柔道精神の修得、柔道に関する理解、柔道技術体得の程度（技の理論、姿勢、

態度、歩合、巧拙等）及び柔道の普及発展に尽くした功績について評定する。 

 ただし、柔道精神に反する発言、行いがある者は、昇段を認めることができない。 

（実技、筆記、口頭試問等） 

昇段候補者の審議は、修行状況、試合成績等を記述した書類資料によるだけではなく、実技、筆記、

口頭試問等の考査を併せて行うことができる。 

（形の審査） 

(1) 各段位昇段において審査される形は次表のとおりとする。 

昇段する段位 審査される形 

初段 投の形のうち手技・腰技・足技 

二段 投の形 

三段 固の形 

四段 柔の形 

五段 極の形 

六段 講道館護身術 

七段 五の形 

八段 古式の形 

(2) 初段、二段、三段、四段、五段及び六段候補者については、講道館又は推薦を行う団体が実施す

る実技試験において「合否」の評定を受ける。 

 

 



 

（初段、二段、三段、四段、五段候補者の評定） 

(1) 初段、二段、三段、四段、及び五段昇段候補者の審議は、5.（審議の原則）によって検討し、技

術体得の程度のうち、歩合と巧拙を試合成績により評価した得点、修行年限及び形の修行状況の関

係を示した次表により評定する。 

昇段する段位 初 段 二 段 三 段 四 段 五 段 

評定される形 

投の形のうち 

手技 

腰技 

足技 

投の形 固の形 柔の形 極の形 

試

合

成

績

と

修

行

年

限 

評 定 
無段における 

得点、年限 

初段における 

得点、年限 

二段における 

得点、年限 

三段における 

得点、年限 

四段における 

得点、年限 

秀 

大会成績 

 

全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技

大会柔道競技で 3 位以上 

修行年限 半年以上 1 年以上 1 年以上 1 年半以上 

優 

大会成績 10 点以上 （又は全日本柔道連盟の強化選手に選考されていること） 

修行年限 
 

1 年以上 1 年半以上 2 年以上 2 年以上 

良 

大会成績 6 点以上 

修行年限 1 年以上 1 年半以上 2 年以上 3 年以上 4 年以上 

可 

大会成績 3 点以上 

修行年限 1 年半以上 3 年以上 4 年以上 5 年以上 6 年以上 

 

(2) 得点は、講道館、全日本柔道連盟、及び講道館段位推薦委託団体が主催又は後援した大会のもの

に限る。 

(3) 試合の得点は次のとおりとする。ただし「不戦勝ち」等、試合が行われなかったものを除く。 

2 階級以上上位段者に対する「勝ち」 2.0 点 

1 階級上位段者に対する「勝ち」 1.5 点 

同段者に対する「勝ち」 1.0 点 

1 階級下位段者に対する「勝ち」 0.5 点 

2 階級下位段者に対する「勝ち」 0.3 点 

2 階級以上上位段者に対する「引き分け」 1.0 点 

1 階級上位段者に対する「引き分け」 0.75 点 

同段者に対する「引き分け」 0.5 点 

（試験） 

(1) 原則として「可」の評定の修行年限を満たす初段、二段及び三段候補者については、8．（初段、

二段、三段、四段、五段候補者の評定）に規定する試合得点によらないで、実技試験を実施して昇

段させることができる。 



 

全柔連メンバーID（9 桁） 現在の段位 昇段年月日 現在の点数 

      段 ２０   （H   ）年   月  日     点 

 

 

現在の段位 評定 修行年限 必要点数 昇段可能年月日 

     段 

優    

良    

可    

※ 石川県柔道連盟では，10 点を満たしていた場合でも，選抜された全国大会での勝利点を含まない

場合は「優」判定とならない． 

 

公式試合における試合結果を記入（勝利した試合だけではなく全試合を記入） 

大会の 

月日 

大会名 

（正式名称） 

相手の氏名 

（フルネーム） 

相手の 

所属 

相手の

段位 

取得 

点数 

累積 

点数 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



公認指導者資格の取得 

 すべての柔道指導者は A、B、C 指導員資格を、道場でそのアシスタントを務める人は

準指導員資格を取得する必要がある． 

指導者を目指さない者に関しても，柔道全般に関する理解を深めるために，以下を講習

会への参加を行い，指導者資格の取得を目標として定める． 

 ・20 歳以上(弐段以上)の学生 → Ｃ指導員の資格を得る． 

 

区分 Ｂ Ｃ 準指導員 

資
質 

選手の指導に必要とされ

る専門的な指導力を有す

る者 

選手の指導に必要とされる基

礎的な指導力を有する者 

アシスタントとして指導者の

サポートを行う 

受
験
条
件 

年
齢
等 

受験年度の 4月 1日現在で満 20歳以上、かつ全柔連登録

会員であること 

受験年度の 4月 1日現在で満

18歳以上、かつ全柔連登録会

員であること 

段
位 ３段以上 ２段以上 初段以上 

指
導
経
験 

２年以上 － － 

推
薦 

－ － 
所属登録団体の指導者からの

推薦 

大
会
等
資
格 

 全柔連またはその加

盟・構成団体が主催

する大会における監

督 

 県大会の監督 

 Ａ・Ｂ指導員の下で地区

大会以上のコーチ 

 Ａ～Ｃ指導員の下で県大

会のコーチ 

 Ａ～Ｂ指導員の下で地区

大会のコーチ 

取
得
方
法 

 県開催の養成講習会

を受講し検定試験及

びレポート課題に合

格すること 

 集合講習１８時間＋

その他課題等６時間 

 県開催の養成講習会を受

講し検定試験及びレポー

ト課題に合格すること 

 集合講習１２時間＋その

他課題等４時間 

 Ｃ指導員養成講習会の

「柔道指導者の心構え・

倫理観」「柔道の安全指

導」「救急処置法」を受講

(５時間)すること 

任
期 

取得した翌年の 4月 1日より 4年間 
取得した翌年の 4月 1日より

２年間 

更
新
方
法 

期限内に規定の講習ポイントを獲得すること 
C指導員養成講習会の「救急

処置法」２時間の受講 

 



C ライセンス審判員の取得 

 審判は引退した者や指導者だけが行うものではない．審判としての心理やルールを理解

することで選手としての道に活かすことと卒業してからの柔道との関わりを目的として，

在学中に C ライセンス審判員の取得を目標として定める． 

 

 S A B C 

受
験
資
格 

①年齢 ３０歳以上 

満５５歳まで 

２８歳以上 

満５５歳まで 

２５歳以上 ２０歳以上 

②柔道経験 １５年以上、 

５段以上 

（女子は３段以上） 

１５年以上、 

５段以上 

（女子は３段以上） 

１２年以上、 

４段以上 

（女子は３段以上） 

有段者 

③審判経験 「A」取得者の中か

ら選考する。 

「B」取得後３年以

上の審判経験を有

し、社会人、指導者、

役員登録した都道

府県より推薦を受

けた者とする。 

「C」取得後２年以

上の審判経験を有

し、社会人、指導者、

役員登録した都道

府県より推薦を受

けた者とする。 

都道府県にお

いて大学生、

社会人、指導

者、役員登録

し、かつ講習

会に出席し、

許可された者

とする。 

 

 

 

公認審判員資格 取得年月日 

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ライセンス ２０   （H   ）年   月  日 

①毎年更新．②年 3 回以上の審判活動，③2 年に 1 回の審判講習会の受講，が必要となる． 

 

 

 

公認指導者資格 取得年（受験年の翌年） 

Ａ  ・  Ｂ  ・  Ｃ  

２０   （H   ）年 

更新年（上記から 4 年間） 

２０   （H   ）年 

①資格所持者は「指導者登録」を毎年行う． 

②4 年の間に，１０ポイント分の講習会に参加をする． 

 

 

 



                                                                                         　　　　　                             　平成28年4月1日　　改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　          　　　　　　　　　  　  　　　　　　　　金沢工業大学柔道部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　           　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧問　諏訪部　仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　           　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督　鈴木　貴士

1

2

授業出席率が悪く，修得単位数が大学の掲げる目標単位数以下の者に関しては口頭で指導を行う．

それでも改善が見られない(出席不良等がみられる)場合は，保護者に現状を説明し，対応を仰ぐものとする．

進級不可の主たる理由が，授業の欠席など自らの努力不足が原因と考えられる場合に関しては，監督・顧問は退部を勧告すること
ができる．

3

4

髪型や髪色などが，活動をするのにふさわしくないと指導者が判断した場合は，口頭で指導を行う．それでも改善が認められない場
合は，大会への出場を制限する場合がある．

5

・稽古においては，授業期間は月・火・金曜日は朝6：00～，水曜日は18：30～，土曜日は部員の都合の良い時間帯に行う．

・個人で行うべき課題やテスト勉強，アルバイトは，木曜日や放課後，その他空き時間を使うこと．

・原則として，勉強やアルバイトを理由としての稽古の欠席は認めない．

6 怪我をして稽古ができない場合でも，稽古に参加し，他の部員の補助を行うこと．（自分の判断で欠席をしない）

7 稽古に関しては，別紙「稽古への取り組みに関する共通認識事項」を遵守し，行う．

ルールを守れない者に対しては，処分を与えることとする（その処分は，監督・顧問と当事者以外の学生の相談によって決定する）

8 アルバイトは認めるが学業や部活動に支障がないことを原則とし，監督は以下の通り，その現状を把握する．

１）４月中に，「頻度，時間帯，アルバイト先」を部員間で取りまとめること．変更があった場合は直ちに報告すること．

２）部活動時間中に行なわなければならない事情がある場合は，事前に相談すること．

３）部の公式行事をアルバイトや家庭の事情で欠席する場合は，その事情を含め，監督へ事前に相談すること．

9 部員間の高額な金銭の貸し借りは行わないこと．

10 稽古は激しく行ないつつも，相手への敬意・感謝を忘れず，礼法は丁寧に行うこと．

11

12

13

14

全部員は責任を持って部の向上に努めること．

部費は別紙「部費規約」に則り，納入すること．(※部費規約参照)

柔道部の退部は、退部届を監督・顧問が受理して初めて認めるものとする．

監督・顧問は，再三の指導を行なっても改善が見られない部員に対して，退部を勧告することができる．

金沢工業大学柔道部　部員としての心得

本学柔道部員は，嘉納治五郎が提唱した柔道を体現することを目的とし，勝利に捉われず，人間形成の道として柔
道を捉えるものとする．

大学生であることを自覚し，学業をおろそかにしてはならない．

礼の精神を常に持ち，学内外問わず自ら進んで挨拶をするように心掛ける．

頭髪においては，着色・脱色を認めず，相手や仲間を不快にさせることがないよう心掛ける．

稽古・トレーニングは以下の計画で行う．（試合期や長期休暇時は別とする）



「部員の心得」についての補足説明・・・（ 『 部員としての心得 』参照 ） 

心得は，社会を構成する者として，以下の素養を身につけるために定める． 

①やるべきことをやれる 

②人間関係を構築できる 

③自身を客観的にみられる 

  ④計画性をもてる，スケジュール管理ができる 

  ⑤他者を思いやれる 

  ⑥行動に意味を持たせられる 

  ⑦報告・連絡・相談ができる 

  ⑧礼節がある 

⑨自己抑制ができる（ON と OFF を切り替えることができる） 

⑩責任感がある 

 

・「大学生であることを自覚し，学業をおろそかにしてはならない」 

  大学生としてやるべきことは勉強．「できるできない」ではなく，「やる」 

  「授業の出席」に，学力は関係ない．「授業に出ない」なら「大学をやめる」選択を． 

  「柔道」だけで身を立てていくことはできない． 

 

・「礼の精神を常に持ち，学内外問わず自ら進んで挨拶をするように心掛ける」 

挨拶は人間関係を構築する基本的な事柄 

監督，顧問，先輩だけではなく，部外の人たちへ挨拶できてこそ意味がある． 

  「自他共栄」の範囲は，部内だけではない． 

 

・「頭髪においては，着色・脱色を認めず，相手を不快にさせることがないよう心掛ける」 

  一般社会において，人を判断するのはまず外見から．必ず内面を見てもらえるとは限らない．

外見から他者を不快にさせない気遣いを持つこと． 

 

・「稽古・トレーニングは以下の計画で行う」 

  「時間がない」をできない理由にしていては，いつまでたっても進歩はない． 

  「時間は作るもの」という認識を持つ．自身にとって無駄な時間を排除せよ． 

 

・「怪我をして稽古ができない場合でも，稽古に参加し，他の部員の補助を行うこと」 

  チームとして戦うにあたり，それぞれの役割を認識することが大切． 

  「怪我でどうせできないから休んでしまおう」という考えは，自他共栄の精神ではない． 

  但し，治療や通院は早期復帰には大切なので，この限りではない． 

 

・「アルバイトは認めるが学業や部活動に支障がないことを原則とし，監督は以下の通り，

その現状を把握する」 

  学業や柔道における不調の原因は，多くの要因が重なっていることが多い． 

例えば，学業不振の直接的な原因が「理解度の低下」だとしても，理解度を低下させたのは

「勉強時間の少なさ」であり，「勉強時間が確保できない」のは，「過密なアルバイト」が原因

だったりする．根本的な解決をするためにも，最低限の生活スタイルの共有は必要である． 



 

・「部員間の高額な金銭の貸し借りは行わないこと」 

財布を忘れ昼飯代を借りる程度ならまだしも，遊ぶ金欲しさに部員にお金を借りるのは仲間と

の信頼関係を損なう行為である．身の丈にあった生活をすること．金融機関からの借り入れな

どもっての外である． 

 

・「稽古は激しく行いつつも，相手への敬意・感謝を忘れず，礼法は丁寧に行なうこと」 

礼節をなくした稽古は，ただの暴力である．ルールを守り，心を抑制するからこそ，修行の意

味がある．そのきっかけを作ってくれた相手に対し，感謝の気持ちをもつことは人として当然

である．逆に，手を抜いた稽古をすることも相手への敬意を欠いた行為である．感謝の気持ち

は所作（行動）で表す，それが礼法である． 

 

 

・「全部員は責任感を持って部の向上に努めること」 

  部の構成は当然ながら部員である．部の中の誰かが偉いということはない． 

  主将だけが仕切るのではない，１年生だけが仕事をするのではない，主務は雑用係ではない． 

  学年問わず，全部員が各々の立ち位置を認識し，行動すること． 

  「俺は関係ない」その考えを持つものがいる限り，部はまとまらない． 

 

部員の心得は， 

社会で生きていくために必要とされる能力であると認識しよう． 

 

今年 1 年間の，部における自身の立ち位置はどこにあるか． 

その立ち位置で，自身ができる部への貢献はどのようなものか． 

 

 

 

 

 

 

 

 



稽古への取り組みに関する共通認識事項 

 

金沢工業大学柔道部 

監督 鈴木 貴士 

平成 28年 4月 1日 改正 

【 練習開始前 】 

・遅くとも練習開始 10分前には，道場に集合すること． 

・練習開始時間までにテーピング等は完了させておくこと． 

 

【 練習開始時 】 

  ・主将が本日の練習内容を伝達する．その後，全員が瞑想し，自身の取り組みの意思

決定を行う． 

 

【 練習中 】 

  ①定められた内容は，特別な事情（怪我や体調不良）がない限り，全てこなすこと．

全てこなすことができない事情がある場合，必ず監督へ申し出ること． 

 

  ②休憩時以外にトイレ等で道場を抜ける場合は，一言申し出たうえで抜けること． 

 

  ③乱取りや反復練習中には私語は当然のこと，研究等も行わないこと．アドバイスは

必要だが，その部分の研究は乱取りや反復練習中にすることではない（目的が違う）．

全員で行う研究時間や練習前後を活用すること． 

 

  ④怪我で練習ができない者は，その日のトレーニング計画を練習時に提出すること． 

 

【 練習欠席（突発的なもの） 】 

 ◎平日（授業時） 

  ・体調不良により，練習を欠席する場合は，練習開始までに監督へ連絡をすること． 

①１限の授業に出席する場合は，練習時間内に道場に顔を出すこと． 

②授業を欠席する場合は，必ず通院し，当日中にその結果を監督へ報告すること． 

 

【 練習欠席 】 

 ◎家の事情やその他の事情による欠席 

・欠席予定日の１週間前までには必ず相談した上で判断すること（勝手に判断しない）． 

 

【 就職活動 】 

   ・就職活動による欠席は，予定表（行程や内容）を提出すること． 

 

上記項目は，いわば社会人として生きていく中で当然の行動である． 

これらは守れない者を罰するためにあるのではなく，その行為によって，組織や仲間の

間の信頼関係を悪化させないようにするためのものである． 

 

「大学生であること」は免罪符ではありません． 

少しずつでも，当たり前のことを当たり前にできるようになろう． 

人は失敗から学ぶ生き物．その失敗を一つずつなくしていく努力をする． 

そうすれば卒業する頃には，社会で対応できる人間に必然となれているでしょう． 



「稽古への取り組み」についての補足説明①・・・ 

（ 『 稽古への取り組みに関する共通認識事項 』参照 ） 

【 練習開始前 】 

 ①時間を守って道場に来る 

→ 社会人として当たり前のこと． 

時間にルーズなことは，社会で信頼をなくす行為である． 

 

 ②10 分前集合 

 → 道場に来て着替えるだけが準備ではない．準備には「心」の準備もある． 

   10 分は早くはない．むしろ遅いくらいである． 

 

 

【 練習開始前 】 

 ①稽古には計画性が必要である． 

幹部は長期的視点をもち．練習メニューを事前に考えておくべきである． 

 

 ②ただ指示されたメニューをこなすだけでは得るものは少ない． 

「今日はどのような意識で取り組むか」「どんな課題をもって取り組むか」を自ら決定

し，それの遂行が自分との戦いとなる． 

 

 

【 練習中 】 

 ①全てこなす 

→ 無理のある練習内容を設定しているわけではない．「一本くらい」という自身への

甘えを断つ，「全てこなすのが当然」という認識を全員が持つことができれば，部と

しての一体感が出て，練習の質も向上する． 

 

②申し出をして道場を抜ける 

→ みんなが練習している場で抜けるときに，断りを入れるのは人として当然の行為

である． 

  

③乱取りや反復練習中に私語をしない，研究をしない 

→ 乱取りや反復練習にはそれぞれ目的がある．私語は論外だが，研究もそのときで

しかできないことではない．アドバイスは適宜必要であるが，今やるべきことはな

んなのか，その目的を見失わないこと． 

 

 ④怪我をした場合は，トレーニング計画を提出する 

→ 怪我は休養期間ではない．普段集中してできないことを集中して行えるチャンス．

怪我明けにステップアップするための素地を作る期間である．無計画ではステップ

アップに繋がらない．また，皆が稽古をしている間は，自身でできることに没頭す

るべきである． 

 



【 欠席 】( 突発的なもの，予定によるもの，就職活動 ) 

  ①練習はできなくても，授業に出られる程度であるなら，道場にも一度顔を出す． 

   授業に出られないほどひどい症状なら，病院に行って早く治す． 

   社会に出て，休むときに連絡をするのは当たり前のことである． 

 

②全ては，自分を信頼してもらうためのものである． 

  → 「連絡をすれば休める」ではない． 

「毎週のように体調を崩す」一般的な感覚としてはあり得ない．周りはそれをどう評

価するのか．知らず知らずのうちに，信頼をなくしてしまっているかもしれない． 

 

「稽古への取り組み」について②・・・ 

①稽古とはそもそも 

「想像」を「形」に， 

「意識」していることを「無意識」にできるようにするためのもの 

「想像」「意識」がない稽古は，根本的に得るものがない． 

→ 今日の稽古は何を目的とするか，考えて行うからこそ課題が生まれる． 

 

「研究」は「想像」して，「形」にするもの． 

「乱取り」や「反復練習」は，その「形」を「体得」し，再現性を高めるためのもの． 

 

 乱取りや反復練習中に私語をすると注意されるのは，その目的を認識していないからで

ある． 

 

②「三様の稽古」 

 柔道の相手には相対的に「格上」「同等」「格下」の相手が存在する． 

全て同じ練習方法では，時として，意味のない練習になってしまう場合がある． 

 

「格上」の相手に対して 

 → 1 回でも投げれば勝ち，投げられなければ勝ちといったルールを自分で設定する． 

 「相対的な勝ち」ではなく，自身の目標を決め評価する「目標達成型」の稽古をする． 

 

「同等」の相手に対して 

  → 最善の方法を用いて勝ちにこだわる．最も試合形式に近い練習を行える相手． 

    

 「格下」に対して 

  → 技の幅を拡げる稽古，相手を導く稽古を行う． 

    新技の試行，技の連絡などを試す．得意技で好き勝手に投げる練習ばかりしてい

ては意味のないものになる．場合によっては投げられてあげたりすることも大切． 

 

全てが大切な稽古である．偏ることのないように心掛けよう． 

 



③「礼法」について 

 「礼」の意味 

「感謝」 相手に対しての感謝（相手がいてこそ，場があってこその柔道） 

「自制」 自身の弱さの享受・感情の制御（投げれないのは相手のせいではない） 

「転換」 日常と非日常の切り替え（どんなに練習で熱くなっても，終われば仲間） 

 

④「服装」について 

 柔道稽古時の正装は「柔道衣」，柔道衣とは帯も含めてをいう． 

 稽古中，服装が乱れたら，素早く直す習慣をつける． 

 乱取り中に帯がほどけたら，続行せず，帯を締め直す． 

 乱取り終了後に服装が乱れていたら，直してから，礼をする． 

 どんなに暑くても柔道衣は脱がない．汗を拭いたりするために脱ぐ場合は場を考える． 

 

⑤「掃除」について 

  掃除は「汚くなったからする」ではない． 

稽古前の掃除は，「気持ちよく稽古できる場をつくる」という意味を持ち、 

稽古後の掃除は，「感謝の意味をこめて道場をきれいにして帰宅する」という意味を持つ． 

 

掃除は分担することはあっても，先輩後輩関係なく全員で行う． 

誰もが初心にかえって、自分の心の掃除をする気持ちで取り組むこと． 

 

⑥熱くなると態度が悪くなる 

 格下(だと自分が思っている)の相手を投げられない，粘られると・・・ 

 舌打ちをする，引きずりまわす，威圧する，関節を極めて離さない，etc… 

 

「格闘技はちょっとくらい気性が荒いほうが強くなる」 

→ 確かにそうかもしれない， 

   しかし，その行動には相手に対しての「感謝」「尊敬」がない． 

   稽古をするのは「試合で勝つこと」という「目的」があるから． 

「稽古をする」のも「試合で勝つ」のも，「道」として考えると「目的」ではなく「手段」 

  競技の強さ × 人間性 ＝ 柔道家としての達成度 

  強くなっても人間性がマイナスでは，弱いほうが世の中にとって有益． 

 

⑦「調子が悪いから」「今日は疲れているから」とごまかして練習をする 

 いつも試合のときに調子が良いとは限らない． 

自分のペースで試合ができることの方が少ないのが普通． 

試合は自分の調子が上がるまで待ってはくれない． 

 熱があろうが，少々痛かろうが，そのときの全力を尽くす． 

 

 → 「困難に対する耐性を高める」「自分への甘えを断つ」 

これが選手として，社会人として，成長する要因 

怪我を少なくする，体調を崩さないようにすることも強さの一つ 

安定して結果を残す人は，調子の良し悪しを問わず，その状態に合わせた戦い方ができる 



⑧「練習に集中できていないから」練習内容を途中で変える 

 幹部が考えた練習内容をみんなが信じて行うから，信頼関係も生まれてくる． 

 つまり，部員一人ひとりがその内容に対し，真摯に必死に行なう責任がある． 

 組織の一員である以上，自身の気分で，「頑張る」「頑張らない」を決めるのは身勝手極

まりない行動である． 

  

⑨「練習は楽しく」「飽きないように練習に工夫」とは 

飽きないように工夫をすることは重要である．ゲーム要素を取り入れたり，音楽をか

けたりすることも場合によっては必要だが，根本的な解決策ではない．(試合中はしゃべ

れないし，音楽は聴けない) 

自身への動機づけが最も重要である． 

 

【およそ何事をなすにも，一度志を立てたら容易にそれを変更するようなことがあってはならぬ．】 

（昭和 10年，『寒稽古の趣旨』） 

 

同じことの繰り返しを「同じこと」にしないためにも，自身の課題を設定しよう. 

 

⑩「体力的限界」と「心理的限界」 

例えば，夏場の水分補給．確かに必要である． 

「なぜ」水分を補給するのか．その理由は「熱中症防止」「体の熱を逃がす」etc… 

しかし，それを自分が楽をする，休むために都合よく利用していないか． 

 

どのくらいの頻度で，どんな成分を，どの程度の量を飲めば良いのか，それを認識して

いるか．中途半端な知識は自分への甘えを促すだけ． 

 

飲みたいとき，休みたいときに，飲みたいだけ飲んでいては，心身ともに強くはなれない． 

 

「自分の壁を超えるときには，苦痛は生じるもの」 

心の限界と体の限界の誤差をなくそう． 

 

⑪「柔道家としての自分」＝「プライベートの自分」＝「学生としての自分」 

 人は全てがつながっているもの． 

部活ではルールを守るが，柔道場を離れたらルールを守れないようでは話にならない． 

特に，部活動時以外での自身の行動をしっかりと自制しよう． 

 

「精力善用・自他共栄」は部内の人間関係などの狭い範囲だけに用いる精神ではない． 

世を補益するために，社会常識を知らずして補益などできるわけがない． 

 「柔道では」「大学では」そんな理由は社会では通用しない． 

 

 

 

 

 



⑫「当事者意識の欠如」（原因を外（他者）に求める） 

 当事者意識の欠如を招く３大要因 

・自己正当化  「自分のせいじゃない」 

・現実逃避   「別にやらなくてもなんとかなる」 

・無力感    「やっても無駄」 

 

片方のみに原因があるトラブルなどはまずない． 

自身には過失は全くないか．原因を外に求める前にまず自身の問題点を探す． 

自身を客観的に判断することは場合によっては自身を否定することにも繋がるかもしれ

ないが，社会にでる前に身につけておかねばならないスキルである． 

 

「問題は自分以外にある」という他責・他者非難の姿勢から一人ひとりが問題を生み出し

ている張本人であるという自覚をもつこと！！ 

 

「場を整えてもらえないとなにもできない」 

「自分の思い通りにならないとやる気をなくす」 

 

社会にでれば誰も，できない自分を気にかけてくれない，助けてくれない． 

自ら，与えられる生活から，求める生活に変化をしていかねばならない． 

 

 

⑬遊びに一生懸命 

 大学には何を目的として入学したのか，柔道部にはなぜ入部したのか，その認識・方向

性を見誤らないようにすること． 

  

以下のものを息抜き程度に留めているか． 

・パチンコ・スロット等  

 借金をしたり，食事や生活に困っていないか．親からの仕送りは何のためか． 

・夜遊び 

 その時間を勉強，トレーニング，休養にまわせたら強く，賢くなれるのではないか． 

・アルバイト 

 そのお金の使い道はなにか．自分の向上のため？親の負担軽減のため？娯楽のため？ 

 

競った試合での最後の踏ん張り「絶対勝つ」という執念は，いかにそれに対しての準備を

してきたかに比例する．「稽古」以外での行動が，勝敗を決めることも多い． 

 

【興味のあることばかりが良いことではない．ためになることなら興味はなくてもするがよい．目前の興

味は，永遠の利益には換えられない．】 

（昭和 12年，『柔道修行者は形の練習に今一層の力を用いよ』） 

 

 

 

 



⑭朝稽古の意味 

 寒稽古について，嘉納治五郎師範は、 

【凡そ人の世に立って事を為すに当たっては、一身一家の為にすると、他人又は国家の為にすると

を問わず、心身を労せずして成ることなかるべし。而して寒暑に屈せず、苦痛を忍び労働に耐えうる

が如き力を有することは、成功に必要なる条件なり。又困難に遭遇して躊躇逡巡せず、却って勇気

を励まし、之に打ち勝つ方法を講じ、進まんとして止まらざるが如きは、成功に必要な気象なり。され

ど、かくの如き力と気象とを有せんと欲せば、平素に之に必要なる鍛錬を為さざるべからず。寒風に

曝されて戸外にあるを厭わず、炎天に照りつけられて道路を歩行するを辞せざるが如き習慣は、単

独に之を養うことは甚だ難しとす。 

柔道の修業の如く他に一種の目的ありて、之を遂行せんが為に自然に其の習慣を養うが如きは、

最も適当なる方法とす。苦痛労働に屈せざる力の如きも、元気を鼓舞して難事を仕遂げんとする気

象の如きも、寒稽古によって自然と養はるるなり。故に寒稽古を以て、単に人を投げ、人を捕うる術

を練習する修行と心得る勿れ。寒稽古は精神鍛錬、身体鍛錬の上に、最も適当なる好機会を与う

るものと考え、他日社会に立って諸般の事業を為す力は、此の機会を利用して養うことを得るものな

るを忘るべからず。】 

 

人生において何かを成そうとしたときに，その理由はなんであれ，苦労せずに成すことは

できない，寒暑に負けず，苦痛を我慢して頑張れる体力をもつことは成功に必要な条件で

ある．また，困難に出くわしたとき，躊躇せず，逆に自分を鼓舞し，解決策を見出し，頑

張ろうとすることは成功に必要な気性である．しかし，これを身につけようとするならば，

日頃からそれに必要な鍛錬をしなければならない．寒風にさらされたり，炎天下に出歩く

ことを苦にせず行うという習慣を，単独で身につけることは難しい． 

柔道の修行のように他に目的をもって，自然と寒暑にさらされながら行うのが最も適当

である．苦痛に屈しない体力も，自分を鼓舞してやってやろうとする気性も，寒稽古によ

って自然と養われる．ゆえに，寒稽古は単なる練習と思わないこと．寒稽古は精神身体の

鍛錬方法に最も適当な機会であると考え，社会に出て成し遂げる力は，この機会を利用し

て養うものであることを忘れてはならない．(訳：鈴木) 

 

寒稽古のみならず，非日常での稽古（本学で朝稽古）はそういった付加価値がある． 

 

試合は相対的な力関係で勝ち負けが決まってしまう． 

努力しなくても勝ててしまうときもあれば、どれだけ努力をしても勝てないときがある． 

 

試合に勝てても，自分に甘えた日常を過ごしている者は困難にでくわしたときにすぐ諦め

る． 

試合で負けても，自分に甘えない日常を過ごしている者は困難に出くわしたときに諦めな

い． 

 

「自分に負けない」心を作るために，朝稽古は良い稽古方法である． 

 

「全国大会に出ました」はなんのアピールにもならない．そんなアピールよりも，「雨の日

も雪の日も朝６時からの稽古を休まず出席し，授業も全て出席した」というアピールがで

きるようになろう． 



有意義な大学生活を送るために・・・ 

大学は高校までとは違い，空き時間の使い方で大きな差がつくことになる． 

不安を抱えたままでは，柔道に集中することもままならなくなる． 

 

手遅れになる前に，自ら対処をしていこう． 

 

学力に不安がある 

 ①各種教育センターを活用する．授業とは違いマンツーマンで教えてくれる． 

 ②オフィスアワーを活用し，教員へ直接あるいは友人に教えてもらう． 

  → そのためにも，柔道部以外での友人関係の構築が重要 

 

練習が物足りない 

 ①練習の質を上げる（練習にすべてを出し切っているか） 

 ②放課後にトレーニング，授業が早く終わるときには出稽古を行う． 

  

経済的に余裕がない 

 ①放課後や木曜日をうまく使い，アルバイトを行う．（但し，学業とのバランスを考える） 

 

課題が終わらない，朝起きられない 

 ①まずは生活習慣の見直しをする． 

気づかないだけで無駄にしている時間は必ずあるはず．それを見出し，改善する． 

 

 

部として，全部員が共通認識をもつことは当然必要である． 

しかし，それぞれの学力・経済状況・柔道の地力，柔道への向き合い方が

違うのは致し方のないことである． 

ちょっとした事柄を個別に対応することで，不安のない大学生活を送るこ

とができるようになる場合もあるため，どのような事柄でもまずは指導者に

相談することが望ましい． 

 

「応援してもらえる柔道部であり続けよう」 
 

 

 

 



柔道部における役職・役割について・・・ 

全体ミーティング 

 ①２週～１ヵ月の頻度で部員全員が参加し，ミーティングを行う． 

 ②取り組みの振り返り，今後の目標の設定・共有を行う． 

 

 役 職  

主将・副主将 

 ①部の統括を行う． 

 ②練習予定や内容を監督と相談し決定し，練習の指揮を行う． 

 ③部員の意見を取りまとめ，指導者（顧問・監督）へ報告する． 

 ④学友会への定例行事に代表者として出席する． 

 ⑤全国大会時の公認欠席申請を取りまとめ，提出する． 

 

会計 

 ①学友会へ予算執行の申請を行う． 

 ②部員から部費を徴収する. 

 ③部員が立て替えた部の費用（ガソリン代等）を，立て替えた部員に支払う． 

  → 立替が困難な（金額が大きい）場合は事前に監督へ相談する． 

 ④県外大会時のホテル等の検索，交通費の算出をし，見積もりを作成する． 

 ⑤領収書を保管し，３月には収支決算書の作成を行う． 

 

行事申請・報告 

 ①学友会へ練習や大会，合宿等の行事申請と報告を行う． 

 ②その他，学友会へ提出する書類をその都度作成し，提出する． 

→ 練習申請と報告以外の提出書類については，提出前に監督へ一度提出し，その内

容の確認を行うこと． 

 

体育部会 

 ①体育部会が行う定例会，部会への参加をする． 

 ②体育部会より送られてきたメールを監督，主将へ転送し，共有を図る 

 

備品管理 

 ①テーピングやプロテイン，救急用品などを定期的に確認し，不足する前に会計に購入

を提案する． 

 ②柔道部備品（試合用紅白帯や救急箱）の管理を行う． 

 

試合記録管理 

 ①大会が終了するたびに、試合の個人記録をデータに入力する． 

 

 

 



 業 務  

清掃 

 ①原則，全部員が行う． 

  柔  道  場  ・・・ 毎回練習時に行う． 

  更 衣 場 所  ・・・ 常に整理整頓をし，資料や不要なものを放置しない． 

  トレーニング場所 ・・・ 使用したら，整理整頓する． 

  物     置  ・・・ 定期的に中を確認し，清潔に保つ． 

 

稽古日誌 

 ①稽古の振り返りがチームと個人でできるように，毎回記録する．１週間間隔でローテ

ーションして行う． 

  基本的に前期は 2 年生，後期は１年生の業務とする． 

 

練習準備 

 ①水分補給，ヒーター用の灯油の補給を行う． 

  他の部員より早めに来て，稽古開始に支障がないようにする． 

 ②基本的に１年生の業務とするが，学年を問わず，怪我をして練習を全て行えない者を

最優先とする． 

   

試合結果の記録 

 ①試合結果の振り返りは，昇段申請のみならず，試合前の研究に大いに活用できる． 

  大会ごとに各々がこの用紙に記録を残しておくこと． 

 

学友会活動（フレッシュマンキャンプ・工大祭係員） 

 ①学友会に所属する限り，その業務は責任をもって行う必要がある． 

  フレッシュマンキャンプは１年生が自動的に担当になる． 

 

懇親会（歓迎会・送別会・その他） 

 ①主将・副主将・会計が連携し，金額の設定，OB への案内，店の予約等を行う． 

 

全ての役職・業務が部を成り立たせている． 

 

どの役職，どの業務が重要ということはなく， 

部員全員が重要な役職・業務を担っているという認識を持ち， 

自身の役職や業務に誇りと責任を持とう！！ 

 



本学における柔道指導について 

監督 鈴木貴士 

 

単純に試合で勝つことだけを求める選手にとっては，全ての行き先を示し，勝てる方法

をそのまま教えてくれる指導者が良い指導者かもしれません． 

 

「俺の言うことは絶対だ．言われたことをやればいい」 

「あれやりなさい」「これをしなさい」 

 

このような指導は，競技で勝つことだけを考えた場合は正解かもしれません．なぜなら

余計な回り道をせず，効率よく強くなれるからです． 

しかし，この指導形態には選手の「思考が停止してしまう」という欠点があります．き

ついようで実は選手にとっては何も考えなくても良い楽な練習なのです． 

 

試合は柔道のほんの一部に過ぎません．柔道の終局の目的「世を補益する」ために，試合

の勝利はなんの役に立つのでしょうか． 

人生において何かを成そうとしたときに，苦痛を我慢して頑張れる体力をもつことは成

功に必要な条件です．「体力の向上」，柔道の稽古はそれを目的の一つとしています．しか

し，体力があるだけで大きな何かを成し遂げられるほど世の中は単純ではありません．「困

難に出くわしたとき，躊躇せず，逆に自分を鼓舞し，解決策を見出し，頑張ろうとする気

性」も成功に必要な要素です． 

 

 指導者はいつまでもその選手の指導者ではありません．選手は遅かれ早かれ，柔道から

離れた道を，自らの意思で歩まなければいけないときがやってきます． 

「困難に出くわさないように安全な道を選び，その運転までもしてくれる」 

こんな指導者は，熱心なようで，実は自身が送り届けた後のことを一切考えない，単なる

無責任な指導者です． 

 

思考力は急には成長しません．積み重ねがあってこそ，広く深く，複雑な思考になってい

きます．技の修得と同じで，反復練習が必要なのです． 

社会にでるまでに，「困難を経験」し，「自ら解決策を見出」し，そして結果として「解決

に導く」．この繰り返しが「躊躇せず，やってやろう」という気性を育て，また新しい成功

を収めるのです． 

そのような「知」を高める取り組みをしたうえで，さらに，試合での勝利を得ることが

できればそれは指導者として最高の結果です．「知」を育てる取り組みを省き，試合での勝

利に拘った指導は簡単かもしれません．しかし，仮に，試合で勝てたとしても，試合での

勝利で人生が終わることはありません．その後に待ち受けている，柔道を離れた人生のほ

うが何倍も長いのです． 

柔道選手のときの栄光，それだけにすがり，その後みじめな人生を送るような選手は育

てたくありません．柔道選手としての結果は出なかったけど，社会にでて必要とされる，

そんな人間を育てていきたい． 

 そのために，「体」とともに「知」を育てる指導を続けていきたいと考えています． 

これが私の柔道指導に対する考え方です．ご理解をよろしくお願いいたします． 
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