
 

 

 

 
PRESS RELEASE 

 

2019年 12月 3日 

報道関係者各位 

東京 2020 応援プログラム講演会 

「日本近代スポーツの礎を築いた男・ 

岡部平太の生涯」を開催 
日時：2019年 12月 11日（水）17：30～（国士舘大学 世田谷キャンパス） 

岡部平太は、大正初期に留学先の米国であらゆるスポーツを体得・研究し、帰国後はさまざまなスポーツのコ

ーチ・監督として科学的なトレーニング法を用いて選手を育成した人物。「スポーツは、勝たねばならない」と

いう信念のもと、科学に裏付けられた理論によって勝利を目指し修練することがスポーツを通した人間教育の本

質だと考え、それまで精神主義一辺倒だった日本スポーツの近代化に精力を傾けました。 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を前に、本学教授でもあった岡部平太の人物像に迫り、日

本におけるスポーツのあり方を考える機会とします。 

記 

◆ 日  時 2019年 12月 11日（水）17：30～19：30 

◆ 場  所 国士舘大学 世田谷キャンパス 中央図書館地下 多目的ホール（東京都世田谷区世田谷 4-28-1） 

◆ 講 演 者 橘 京平（作家） 

      （株式会社西日本新聞メディアラボ取締役 加茂川 雅仁氏、同チーフライター 田中 耕氏） 

◆ 対  象 国士舘大学在学生および教職員、一般 

◆ アクセス 小田急線梅ヶ丘駅下車、徒歩 9分／東急世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅下車、徒歩 6分 

 

岡部平太（1891 年－1966年） 福岡県糸島郡芥屋村(現在の糸島市)出身。柔道 8段。 

東京高等師範学校（現在の筑波大学）時代の恩師は嘉納治五郎、盟友に日本初オリ

ンピック出場のマラソン選手・金栗四三がいる。あらゆるスポーツに長けた才能を

発揮。米国留学後には、コーチとして科学的トレーニング法を用い多くの選手を育

成・指導した。「スポーツの国際大会で日本人が優勝できるのはマラソンしかない」

と看破し、金栗四三とともに「オリンピックマラソンに優勝する会」を設立。1951

年のボストンマラソンでは監督を務め、田中茂樹を日本人初優勝に導いた。 

また、岡部の尽力で建設された福岡県の平和台陸上競技場は、反戦の思いを込めて

岡部が命名したもので、現地には岡部の胸像が建立されている。 

＜岡部平太に関する参考資料＞ 

『Peace Hill (上・下) 天狗と呼ばれた男 岡部平太物語』著:橘 京平 発行:幻冬舎メディアコンサルティング 

＜取材時の注意事項＞ 貴社腕章もしくは社員証の着用をお願いいたします。 

 

 
＜本プレスリリースに関するお問い合わせ＞  

国士舘大学広報課 担当：清水、水戸部   TEL:03-5481-3115  E-mail:kouhou@kokushikan.ac.jp  

ご取材いただける場合は、取材申込書にてお申込みください。 【申込締切：12 月 10 日（火）正午】 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84


 

 

国士舘大学 広報課 宛 

FAX : 03-5481-5477 

E-mail：kouhou@kokushikan.ac.jp 

＜締め切り：12 月 10日（火）正午＞ 
 

 

「日本近代スポーツの礎を築いた男・ 

岡部平太の生涯」 
日時：2019 年 12 月 11 日（水）17：30～ 
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【キャンパス案内】 

 
＜会場＞ 

中央図書館地下 多目的ホール 

＜車両駐車場所＞ 

世田谷校舎地下駐車場 入口 



9 人兄弟の長男。日本で最初のアメリカンフットボール紹介者。日本のスポーツ指導者でもある。
福岡県糸島郡芥屋村（現在の糸島市）出身。1913 年（大正 2年）嘉納治五郎が校長を務める東京
高等師範学校（現・筑波大学）に入学。1916 年（大正 5年）東京高等師範学校 研究科に進学。
1920 年（大正 9年）旧制水戸高等学校のグラウンドを設計し、日本初の 400mトラックを作る。
アメリカ留学の際、あらゆる競技に興味を示し、ボクシング・ジムやレスリングの道場に通い、
サッカー、野球、テニス、スキージャンプ等を学んだ。アメリカ留学では ペンシルベニア大学では
スポーツ生理学、ハーバード大学では女子体育の理論、体育史を学んだ。スポーツの聖地・平和台
（福岡市）を創設。1921 年（大正 10 年）水戸高等学校の講師を辞めて満州（現在の中国東北部）に
渡る。1925 年（大正 14 年）マニラで行われた第 7回極東選手権競技大会の陸上チーム総監督に就任。
南部忠平（1932 年ロサンゼルスオリンピック三段跳金メダリスト）らを育て、当時のスポーツ界に
大きく貢献した。1891 年（明治 24 年）生まれ。1951 年（昭和 26 年）日本人が初参加したボストン
マラソンでは監督として田中茂樹選手を優勝させ、その後も西田勝雄、広島庫夫、山田敬蔵、浜村秀雄、
貞永信義ら第一級選手を育成している。1916 年（大正 5年）夏、東ステと結婚。1963 年（昭和 38 年
）4月、九州産業大学教授に就任。1917 年（大正 6年）東京高等師範学校卒業。1917 年（大正 6年
）単身でアメリカ留学。1921 年（大正 10 年）南満州鉄道会社に入社。国士舘短期大学体育科では体育
原理、体育史、運動生理学、体育運動学を担当。著書は『欧米体育史』（1927 年）『スポーツと禅の話
（あがる心理の究明と克服）』（1957 年）、『コーチ 50 年』（1960 年）。名前は岡部平太。1962 年（昭和
37 年）マラソンを中心に多年スポーツ界に尽くした功労で朝日賞を受賞。1966 年（昭和 41 年）11 月
7日、3年間の闘病の末に 75 歳で病没。アメリカ留学では、科学的なコーチ法を目にし、日本のスポー
ツの近代化に勢力を注ぐ。1962 年（昭和 37 年）エチオピア視察に出かけ、高地トレーニングの必要性
を提案する。1961 年（昭和 36 年）70 歳で論文「年齢別にみた水泳のエネルギー代謝」によって、久留
米大学より医学博士の学位を授与される。「天狗の平太」と呼ばれた破天荒な子ども時代。1921 年（大正
10 年）水戸高等学校の講師に就任。1945 年（昭和 20 年）福岡に戻り、金栗四三らと戦後のマラソン界
の再建に努力。「オリンピックマラソンに優勝する会」を発足。柔道八段、剣道五段、相撲、野球、テニス
、将棋…ずば抜けた才を発揮。9人兄弟の長男。日本で最初のアメリカンフットボール紹介者。日本の
スポーツ指導者でもある。福岡県糸島郡芥屋村（現在の糸島市）出身。1913 年（大正 2年）嘉納治五郎
が校長を務める東京高等師範学校（現・筑波大学）に入学。1916 年（大正 5年）東京高等師範学校 研究
科に進学。1920 年（大正 9年）旧制水戸高等学校のグラウンドを設計し、日本初の 400mトラックを作る。
アメリカ留学の際、あらゆる競技に興味を示し、ボクシング・ジムやレスリングの道場に通い、サッカー、
野球、テニス、スキージャンプ等を学んだ。アメリカ留学では ペンシルベニア大学ではスポーツ生理学、
ハーバード大学では女子体育の理論、体育史を学んだ。スポーツの聖地・平和台（福岡市）を創設。1
921 年（大正 10 年）水戸高等学校の講師を辞めて満州（現在の中国東北部）に渡る。1925 年（大正 14 年）
マニラで行われた第 7回極東選手権競技大会の陸上チーム総監督に就任。南部忠平（1932 年ロサンゼルス
オリンピック三段跳金メダリスト）らを育て、当時のスポーツ界に大きく貢献した。1891 年（明治 24 年）
生まれ。1951 年（昭和 26 年）日本人が初参加したボストンマラソンでは監督として田中茂樹選手を優勝させ、
その後も西田勝雄、広島庫夫、山田敬蔵、浜村秀雄、貞永信義ら第一級選手を育成している。1916 年（大正
5年）夏、東ステと結婚。1963 年（昭和 38 年）4月、九州産業大学教授に就任。アメリカ留学では、科学的
なコーチ法を目にし、日本のスポーツの近代化に勢力を注ぐ。1917 年（大正 6年）東京高等師範学校卒業。
1917 年（大正 6年）単身でアメリカ留学。1921 年（大正 10 年）南満州鉄道会社に入社。国士舘短期大学
体育科では体育原理、体育史、運動生理学、体育運動学を担当。著書は『欧米体育史』（1927 年）『スポーツ
と禅の話（あがる心理の究明と克服）』（1957 年）、『コーチ 50 年』（1960 年）。名前は岡部平太。1962 年
（昭和 37 年）マラソンを中心に多年スポーツ界に尽くした功労で朝日賞を受賞。1966 年（昭和 41 年）11 月
7日、3年間の闘病の末に 75 歳で病没。1962 年（昭和 37 年）エチオピア視察に出かけ、高地トレーニングの
必要性を提案する。1961 年（昭和 36 年）70 歳で論文「年齢別にみた水泳のエネルギー代謝」によって、久留米
大学より医学博士の学位を授与される。「天狗の平太」と呼ばれた破天荒な子ども時代。1921 年（大正 10 年）
水戸高等学校の講師に就任。1945 年（昭和 20 年）福岡に戻り、金栗四三らと戦後のマラソン界の再建に努力。
「オリンピックマラソンに優勝する会」を発足。柔道八段、剣道五段、相撲、野球、テニス、将棋…ずば抜けた才を発揮。

ボストンマラソン優勝監督

盟友はいだてん･金栗四三

日本で初めて科学トレーニングを導入

国士舘大学教授

恩師は嘉納治五郎
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東京 2020 応援プログラム講演会
日本近代スポーツの礎を築いた男 · 岡部平太の生涯

お問い合わせ：国士舘    広報課（ TEL 03-5481-3115 ）
主　催：学校法人国士舘
講演者：橘  京平（作家）
場　所：国士舘大学    世田谷キャンパス 多目的ホール
日　時：2019 年 12月 11日（水）17時 30分開演
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