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要旨：本論は、スポーツの分野に関するわざ、ことわざ類についての考察である。最初に

スポーツ言語学とその分野について紹介し、スポーツに関することわざ研究にはどんなも

のがあるのかを考えた。さらに、ことわざ等の定義、特性を述べ、スポーツ漫画、アニメ

等とことわざ等の関連について漫画、映像、雑誌等から考察した。最後に、スポーツのこ

とわざを集めた辞典『スポーツことわざ小辞典』を紹介しその特性、問題点、改訂版の必

要性について言及をした。 

 

Abstract: This research examines proverbs and similar expressions (famous sayings, 

etc.) from the world of sports. We began by arguing that the study of sports proverbs 

etc., affects various fields of sports linguistics. Next, we stated the kinds of studies that 

have already been conducted on them. In addition, we provided their definitions, 

described their characteristics and discussed the proverbs etc., associated with sports 

comics. Finally, we introduced " Supo ̄tsu kotowaza shōjiten " which is the only 

collection of sports proverbs, and considered the characteristics, problems and need for 

the revision of proverbs etc. 

 

キーワード：スポーツ、ことわざ・ことわざ類、スポーツことわざ小辞典 

Keyword：Sports，Proverbs and Similar Expressions，Supo ̄tsu kotowaza shoj̄iten  

 

１．はじめに 

東京オリンピック 2020 の開催が 2013 年 9 月に決まり、スポーツに対する人々の関心

も強くなってきている。スポーツでことばを使う場面は実況中継やインタビューなどが考

えられる。そのインタビューで、選手が言った言葉の中に名言(迷言、珍言もある）やこと

わざ等がある。なぜ選手は、それらの言葉を使ったのか、また、それらの言葉を集めた書
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籍、辞書類にはどういうものがあって、一般の他の書籍、辞書と違ってどういう特徴があ

るのかを考察しなければならない。そうすることによってスポーツの本質に迫れるのでは

ないか。本研究では、スポーツのことわざ辞書等を中心に考察したいと思う。 

 

２．スポーツ言語学とその分野 

スポーツ言語学とは、清水（2015a）によると「スポーツに関する言葉の研究」であり、

大きく分けて次の五分野に関する研究である。 

 

その一 スポーツ用語に関する研究 

その二 スポーツのメデイア媒体に関する研究 

その三 競技者、指導者等のやり取りに関する研究 

その四 外国語習得にスポーツ、身体運動を用いる研究 

その五 その他 

 

「その一」に関しては、紀田（1997）によるスポーツ用語の紹介、考察、清水（2003）

の国語辞典等におけるスポーツ用語の研究、松田・島崎（1990）によるメタファーの研究、

米川（1986）によるスポーツ用語の変遷の研究などがある。 

「その二」に関しては、スポーツ社会学、メディア研究、カルチュラル・スタディーズ

などの分野で行われているが、言語学では岡本（1999）、村松（1999）、岡本（2004）、山

根（2011）等がある。岡本（1999）、村松（1999）の研究は、アトランタオリンピック女

子マラソンで解説者とアナウンサーの意気が合わなかった結果、視聴者から苦情が来たこ

とについて、どうしてそのようなことが起こったのかを言語学の視点から分析した。山根

（2011）はオリンピックのインタビューの談話を分析したものである。また、岡本（2004）

は、松井秀喜の新聞報道がイチローの新聞報道とどう違っているのかについて考察を行っ

たものである。 

「その三」の分野については、山口（2004b）（2006）藤野（2008）があげられる。こ

の分野の研究は、運動方法論や競技そのものを知らなければならず、言語関係者の単独研

究には、非常に難しいものである。山口（2004b）（2006）では、教示ことばと「わざ言

語」について等が紹介されている。藤野（2008）は、指示言語のオノマトペの研究である。 

  「その四」に関しては、身体を使って発音矯正をさせる VTS（VT 法ともいう）1）や清

水（2014）で述べている日本語体操、外国語体操があげられる。なお、2015 年 11 月に天

理大学体育学部と同大学国際学部との共催で「ドイツ・ケルン体育大学との交流企画－ス

ポーツ（身体活動）と言語のコラボレーション」が開催され、「Listen to Gym」（身体を

動かして言葉を学ぼうという試み）の実践授業等が行われた 2)。 

「その五」は、上述の四分類に当てはまらないものである。ランニングが村上春樹の文

学、文体にどのように影響を及ぼしたのかを研究した清水（2015b）3)の研究や東京オリン

ピック 2020 に観戦等に来る外国人のための日本語会話を構想した清水（2015a）の研究

などがそれに入る。 
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スポーツことわざ、ことわざ類に関しては、「その一」、「その二」、「その三」に関与する

と言えよう。メディアで発したことわざ、ことわざ類は、「その二」に関係する。また、コ

ーチが選手に発することわざ、ことわざ類は指示言語の問題で「その三」に関与する。ま

た、ことわざ類からスポーツ文化を探るとなると「その一」の分野になるであろう。 

 

３．「ことわざ」と「ことわざ類」 

ことわざとそれに関連したものはどういうものがあり、その定義はどうであろうか。こ

れは、以下のように考えられよう。 

 

ことわざ…教訓・知識などを含み、昔から伝えられている簡潔な言葉 4)。 

庶民の生活の知恵から出たものが多く、出所がはっきりしないものが多い。 

  

 なお、ことわざに似ている表現をことわざ類と考えたい 5)。ことわざ類は格言、名言、

珍言、迷言があり、以下のように考えられる。 

 

①格言 

人の生き方・真実などを述べ、多くの人の戒め・教訓とした簡潔な言葉 6)。 

不特定の人が言った言葉が定着したことが多い。) 

②名言 

事柄の本質をうまくとらえ、人に良い言葉と思わせる言葉 7) 。特定の誰かが言った言

葉である。（例）本気になればすべてが変わる（松岡修造の名言） 

③迷言 

聞いた者に笑いや怒りなどといった感情の混乱を起こさせるような文言を意味する語 8)。 

④珍言 

話し手以外理解しがたい奇妙な文言。 

 

４．スポーツことわざ、ことわざ類研究 

スポーツとことわざ、ことわざ類についての研究は大きく分けて二つ考えられる。 

 

①スポーツの創作ことわざの研究 

 代表的なものは、山口の研究である。マラソンに関する創作ことわざを扱った山口(2000) 

（2004a)などが、これである。ちなみに、「創作ことわざ」とは、自分自身が考えて作り 

だしたことわざのことである。山口の論考の中では、その多くが格言めいていたり、ユ

ーモラスであったりして、創作した感じがよくでている。 

②辞書に出ているスポーツに関することわざ、ことわざ類や競技別に出ている名言な 

どのことわざ類についての考察 

 

本研究は②についての研究である。 
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５．スポーツことわざ類 

 以上、ことわざ、ことわざ類についてどういうものか考えたが、では、スポーツことわ

ざ類にどういうものがあるか考えてみたい。ことわざ類の一つである名言は数多くあり、

名言集（書籍、ネット）も数多くある。名言は、スポーツ選手、コーチが発することが多

いが、時としてアナウンサーや解説者が発することがある。たとえば、サッカー中継でお

なじみだった元 NHK アナウンサー、山本浩氏の「このピッチの上、円陣を組んで、今、

散った日本代表は、私たちにとっては「彼ら」ではありません。これは、私たちそのもの

です」などの言葉がそうである。 

スポーツ選手は、現役で活躍する時間が短く、引退により名前とともに当該選手または

周りが発した名言も（珍言、失言も）忘れ去られる。名言が残るのは、「マラドーナ…、マ

ラドーナ、マラドーナ来たーっマラドーナーッ!」でいった言葉のようにスポーツ史上記憶

（ワールドカップメキシコ大会、対イングランド戦、マラドーナ 5 人抜き）に残るシーン

で発したことばか、高橋尚子がシドニー五輪でゴールした後の「楽しい 42.195 キロでし

た」のように有名なスポーツ選手が発した名言であろう。 

 そして、名言は、人気のある世界的なスポーツのほうが残りやすい。たとえば、サッカ

ーの選手の名言は他のスポーツ（たとえば、競技人口が 3000 人といわれるマイナーであ

るオリエンテーリングのようなスポーツ）と比べていつまでも残りやすいと言える 9)。ま

た、性格的に変わった人、個性的な人の方が印象に残るのでその人の名言（時として、迷

言、珍言）が残りやすい。たとえば、名監督であるが個性的なサッカープレミアリーグの

マンチェスター・ユナイテッド FCの現監督モウリーニョなどがそうであろう。以下が

モウリーニョの有名な言葉である。 

 

・私のことを横柄だとか尊大だとか言って揶揄しないでほしい。私は CL 優勝を果たした

監督だ。ならば私は“特別な存在”であるということだと思う。―英国メディアに対し

ての発言 10)。 

・「私は常に勉強している。あなた方はいつも時代遅れだ」11) 

 

また、これらのことわざ類は人によって表現が若干異なるものが存在する。たとえば、

モウリーニョの場合、「私のことを横柄だとか尊大だとか言って揶揄しないでほしい。私は

CL 優勝を果たした監督だ。ならば私は“特別な存在”であるということだと思う」の別

の言い方は次のようなものもある。 

 

・「私はヨーロッパチャンピオンである。私は特別な存在(Special One)だ」12） 

 

これらの中には、聞いた人（多くはマスコミ）が言葉を曲げて言っているものもあるが、

解釈、翻訳等の違いから来ていることが多い。そして、また、前述したように、メディア

側の人が発した言葉も末長く語り継がれるものがある。山本浩氏以外に長野オリンピック

のスキージャンプ団体戦の原田選手の「立て、立て、立ってくれ、立った」（NHK 工藤三
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郎アナウンサー）アテネオリンピックの男子体操団体の「「伸身の新月面が描く放物線は、

栄光への架け橋だ!」（NHK 刈屋富士雄アナウンサー）のような語録に残る名言も多数ある。 

 

６．スポーツマンガとことわざ、ことわざ類 

日本は、スポーツ漫画、アニメが盛んである。そして、その中にも名言が数多くある。

たとえば、一例を挙げると TV アニメ『キャプテン翼 J』15 話の「ボールは友達、怖くな

い」がそうである。そして、これらの名言集（書籍、ネット上）は数多くある。しかし、

それらの言葉は、時代によって忘れられるものもあるし、次の時代に語り継がれないもの

もある。また、世界で広まっているスポーツアニメ、スポーツ漫画とそうでないスポーツ

アニメ、スポーツ漫画とでは名言の広がり方も異なる。 

 たとえば、野球 TV のアニメ『ドカベン』（フジテレビ系）の場合、私の知る限り、各国

語版は見当たらない。だから、そのことわざ類は世界中に伝わりにくい。一方、TV アニ

メの『エースをねらえ』、『キャプテン翼』の場合、世界中で親しまれている 13）。したがっ

て、それらの名言、珍言等も世界に広まっているであろう。ただし、国によってはスポー

ツ漫画、スポーツアニメの人気がさまざまである。たとえば、日本と違って、スポーツ漫

画、アニメの人気はアメリカではいま一つである。現実感のない、または超越しているス

ポーツ漫画、スポーツアニメは、現実を好むリアリストのアメリカ人に受け入れられにく

いのかもしれない。その結果、アニメ、漫画に出ていることわざ類の普及もいまひとつの

ように思われる。このことからスポーツアニメ、漫画アニメの人気の有無によってスポー

ツのことわざ類の普及の度合いも違ってくると言えよう。 

 

７．『スポーツことわざ小辞典』について 

『スポーツことわざ小辞典』（参考文献欄参照）という辞典が 1992 年に刊行された。こ

の辞典は、ことわざを扱った辞典の中でも異彩を放っている。特徴は次のとおりである。 

 

①類義的ことわざ、対義的ことわざを紹介している。（この点はこの辞典の長所である） 

一例を述べると「好機逸すべからず」の類義語として、「思いたったが吉日」、「物に時 

あり」、「善は急げ」を取り上げている。 

②どのスポーツで使われるのかを（すべてではないが）明記している。（この点はこの辞

典の長所である） 

 

（例）80 攻撃に定型はない 14） 

サッカーなどのチームゲームの場合、どのチームも最良の守りの型を作りあげ、そ 

れを実行するという。しかし、攻撃に関しては、基本的な作戦は立てるけれど、あと

は、その場その場の情勢に応じて、応変に戦うしかないとも言われる （以下略）15）

（同書 p.51 所載） 

 

この場合、サッカーを例に挙げている。 
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③以下の（例）のように英語のことわざが収録されている。（この点はこの辞典の長所で

ある） 

 

（例）79  好機逸すべからず…中略…16） 

類 思いたったが吉日、物に時あり、善は急げ 

Strike while the iron is hot.(鉄は熱いうちに打て) （以下略）17）（同書 p.50 所載） 

 

以上、特徴を挙げたが、問題点、疑問に思われる点は、以下のことである。 

 

・その一：囲碁、釣りもこの辞典に入れている。(「囲碁双六は四重五逆の悪事」や「最

初の一尾が釣れたときその釣りは大半終わったのだ」など）囲碁、釣りは果たしてスポ

ーツであるのか。囲碁はゲーム、釣りはレジャーに入ると思うがどうであろうか（オセ

ロはアジア大会ではスポーツ競技として扱っているが、オリンピックには種目にはない）。

何を持ってスポーツであるかは清水（2003）等で述べているが、しっかりとした答えは

出ていない。答えの出ないことではあるが、スポーツの範囲について何らかの見解は、

辞典の構成（前書き・凡例）の所で述べておくべきだったであろう。 

 

・その二：この辞典の名言は古いものが多く、現在は使われていないものが多い。たと

えば、「巨人、大鵬、卵焼き」掲載されているが、これは、1960 年代のものであって、

今では時代遅れであろう。辞典の刊行年も 1992 年と古く、新しいことわざ類を取りあ

げていない。そして、スポーツマンガ、スポーツアニメ、スポーツドラマからのものが

全く辞典にない。たとえば以下の名言等は全くこの辞典には出ていない。 

 

1．「この一球は絶対無二の一球なり」…これは、福田雅之助氏の名言（この一球は絶対

無二の一球なりされば身心をげて一打すべし、この一球一打に技を磨き体力を鍛へ精神

力を養ふべきなりこの一打に今の自己を発揮すべしこれを庭球する心といふ）の一部で

あって漫画『エースをねらえ』にその名言が引用されている 18）。 

２．「勝ち残った者がファイナルステージに上るのは、敗れ去った者達の分まで戦うとい

う義務を負っているからだ。」（OVA 版『エースをねらえファイナルステージ』12 話よ

り） 

３．「逃げてなにが柔道!! 一本勝ちしてこそ柔道ぢゃ!! ようやったぞ、ノッポのねえち 

ゃん!!」（『YAWARA』コミック第 16 巻より） 

  

上記の漫画、アニメはこの辞典の刊行年より前（一番新しいのは、『YAWARA』コミッ

ク第 16 巻（1990 年）である）であるが、辞典には取り上げていない。これらは、有名な

名言なので取り上げるべきであろう 19）。 

なお、取り上げる際にスポーツ漫画、アニメのどのことわざ類を取り上げたらよいのか

の基準を作ることが必要であろう。基準は、さまざま考えられる。世界的に広がったもの
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から多く取り入れるのか、それとも国内で人気のあるものの中から多く取り入れるのか、

それとも、人気の有無関係なく広く使われているものからなのか、それによって取り上げ

る項目が違ってくる。 

 

・その三：一般で使う格言、名言、ことわざとスポーツに関してのみ使うものが混在し

ている。 

スポーツに関することわざは「攻撃に定型はない」のようなものが取り上げられる一方、

「失敗は成功の母」などは日常生活での使用のことわざだと言える。混在していることに

ついて改善しなければならないであろう（この点はこの辞典の短所である）。 

 

（例）114 失敗は成功の母（基） 

失敗は次の課題を示し、反省点を教えてくれるので、これを乗り越えることによって

成功に近づくことができる。まさに成功の基になるものである。 

類七転び八起き 

Failure teaches success.(失敗は成功を教える) （同書 p.69 所載） 

 

以上を見てみるといくつかの問題点が見られる。やはり『スポーツことわざ小辞典』は、

改訂する必要があろう。 

 

８．『スポーツことわざ小辞典』改訂の際の検討すべきこと 

前章で検討したとおり、『スポーツことわざ小辞典』は、改訂する必要があるが、その際

に考えなければならないことがある。それは以下のような点である。 

 

①この辞典ができてもう、20 年経つので改定、追加の時期にきている。ただ予算的にどう

か。予算のことを考えるとやはり、低コスト、短期間で作成、修正可能なネットの辞典

になるであろう。 

②前に述べたことであるが、何を持ってスポーツなのか。この辞典で扱っている将棋、囲

碁は本当にスポーツかどうか。 

③競技のバランスはどうなのか。この辞典は一見見た限り、ゴルフが多く、偏りが見られ

るように思われる 20)。競技によってことわざ、ことわざ類の数に差がある。代表的なま

たは人気があるスポーツだからといってことわざ、ことわざ類が多くあるとは限らない。

その逆もあろう。たとえば、コーパスで計量的に分析していないので感覚でしか述べて

いないが、（日本で人気があって人生に良くたとえられる）マラソンを除く陸上競技は、

ことわざ、ことわざ類が少なくて、野球は、ことわざ、ことわざ類が多いのではないか

と思う 21)。 

  

９．むすび 

最初にスポーツのことわざ、ことわざ類がスポーツ言語学の分野にさまざまな分野に関
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わっていることを指摘した。そして、スポーツことわざ、ことわざ類の特徴をスポーツ漫

画、アニメのことわざを含めて述べた。そして、唯一のスポーツに関することわざ辞典で

ある『スポーツことわざ小辞典』について紹介し、その問題点に言及した。 

1992 年に『スポーツことわざ小辞典』が刊行され 20 年以上が経つ、その間にスポーツ

界、それを取り巻く環境、様子も変わった。たとえば、野球、サッカーを例に出すと、野

球は野茂英雄が大リーグ挑戦をして成功を収め、今は多くの日本人大リーグの選手が活躍

している。サッカーの場合、プロサッカーチーム J リーグが誕生、フランスワールドカッ

プ出場、日韓ワールドカップサッカー開催を経て今日に至っている。 

以上あげたとおり、スポーツ界では、大きな変化が起こってきたのとこの辞典が刊行さ

れてからかなり月日が経っているので、予算等の事情があるにせよ、何らかの形で改訂を

しなければならないであろう。その改訂の辞典は、おそらく、低予算で編集が楽なネット

の辞典になるであろう 22)。 

 

注 

1）VTS の詳細については、川口（2016）の pp.87－114 に分かりやすく書かれている。 

2）詳細については、http://www.tenri-u.ac.jp/topics/q3tncs000012jmsu.html 参照。 

3）清水泰生（2015b）の予稿集での口頭発表を訂正、発展させた論考が 2017 年 1 月 31 日刊行予定『国

際研究論争』30（2）に掲載予定である。（題目：「村上春樹とランニング－活字媒体を中心に－」） 

4）Yahoo Japan 知恵袋「格言・名言・ことわざの違いを教えてください。」回答による。なお、HP は

2015 年 12 月 3 日採集である。（Yahoo Japan 知恵袋 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/） 

5)本論のことわざ類は中村（1982）の使っていることわざ類と同じ名称であるが、定義は違う。中村の言

うことわざ類とは、ことわざ・金言・たとえ・故事・慣用句・常用句全部でことわざも入れている。一方、

本論はことわざとそれ以外のものに分けている。 

6）Yahoo Japan 知恵袋「格言・名言・ことわざの違いを教えてください。」回答による。なお、HP は

2015 年 12 月 3 日採集である。（Yahoo Japan 知恵袋 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/） 

7) Yahoo Japan 知恵袋「格言・名言・ことわざの違いを教えてください。」回答による。なお、HP は 2015

年 12 月 3 日採集である。（Yahoo Japan 知恵袋 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/） 

8) 実用日本語表現辞典 http://www.practical-japanese.com/（2015 年 12 月 3 日採集）の「迷言」の意味

記述の一部より。一方、「珍言」は、どの国語辞典にも見当たらなかったので、著者がその意味を考え記

した。 

9）オリエンテーリングの詳細については清水（2003）参照。HP は 2015 年 12 月 3 日採集である。 

10）詳細については「誰よりも“特別な存在”、モウリーニョの誕生」http://gqjapan.jp/ 参照。なお、HP

は 2015 年 12 月 3 日採集である。 

11）詳細については「名言ＤＢ」http://systemincome.com/60914 参照。なお、HP は 2015 年 12 月 3 日

採集である。 

12）詳細については「【スペシャル・ワン】カリスマ監督モウリーニョの名言 7 選」 

http://www.golaco.club/articles/97 参照。なお、HP は 2015 年 12 月 3 日採集である。 

13) ユーチューブで各国語版が見られる。 
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14）印刷の関係で活字が若干異なる。 

15）16）17）省略は著者による。 

18) 詳細については、「ふれないソフトテニス Jr.」の「この一球は絶対無二の一球なり」 

http://furenai.com/softtennis/blog/2013/07/06 を参照。HP は 2015 年 12 月 3 日採集である。 

19）漫画『エースをねらえ』は 1973～1975 年及び 1978～1980 年、『エースをねらえファイナルステー

ジ』は 1989 年製作である。 

20）この辞書は 224 例のことわざ、ことわざ類を紹介しているが、ゴルフが一番多く 23 例、野球 18 例、

相撲 18 例と続いている。ボクシングは 5 例と思ったより多く、サッカーは 3 例と非常に少ない。J リー

グ開幕前の刊行なのでサッカーの人気が高くないことが如実に表れているといえよう。 

21）言語分析を目的として集められた言語の用例をコーパスという。（デイヴィッド・クリスタル 著 風

間喜代三, 長谷川欣佑 監訳  （1992）『言語学百科事典』p.595） 

22）スポーツ界の大きな変化の中で、発行所の遊戯社の木内宣男社長は、2014 年にこの世を去った。同

氏のスポーツことわざに対する熱い思いを受けつぐためにも何らかの形で改訂が望まれる。 

 

（参考文献） 

阿部生雄 （1995）「辞書に見る“スポーツ”概念の日本的受容」『スポーツ文化論シリーズ⑤外来ス 

ポーツの理解と普及』創文企画 9-72 

岡本能里子（1999）「オリンピックマラソン実況放送のアナウンサーの談話管理－謙譲語と名詞止めの 

機能を通して－」『東京国際大学論叢国際関係学部編』第5号 57-70 

岡本能里子（2004） 「メディアが創るヒーロー 大リーガー松井秀喜 －イチローとの比較を通して－」 

『メディアとことば1』ひつじ書房 196－233 

川口義一（2005）   「VT 法を使った発音指導」第 3 回「日本語教育と音声」研究会：発音コース開設

5 周年記念特別シンポジウム基調講演配布資料 

川口義一（2007）  「日本語教育における身体の活用－「動く」からできること－」『ＡＪＡＬＴ創立 

３０周年記念 第 23 回 日本語教師のための公開研修講座 日本語教育における

「身体性」を考える－からだで学ぶ・からだが語る－』ＡＪＡＬＴ 1－11 

川口義一（2016）  『もう教科書は怖くない !!日本語教師のための初級文法 ・ 文型 完全「文脈化」・ 

「個人化」アイデアブック』 第 1 巻ココ出版 

紀田順一郎（1997） 「どよめき渡る歓呼の裡」『図鑑日本語の近代史 言語文化の光と影』ジャストシ 

ステム 223－242 

清水泰生（2003）   「国語辞典とスポーツ―国語辞典はスポーツとその類義語をどのように記述している

のか―」『日本語辞書研究』1 港の人 149-172 

清水泰生（2007）  「国語辞典におけるスポーツ用語の比喩表現（日常語）について―陸上競技の用語を

通じて―」『日本語辞書研究』5 港の人 400-414 

清水泰生（2014a）   「スポーツとことわざ、ことわざ類」『第5回日本ことわざ文化学会大会プログラム』

日本ことわざ文化学会 8－9 



スポーツ言語学研究（2016） 

 

39 

 

清水泰生（2014b）  「東京オリンピックと日本語教育」『日本語教育方法研究会会誌 21(1)』日本語教

育方法研究会 22-23 

清水泰生（2015 a）   「オリンピック日本語会話(テキスト)構想」『The 22st Princeton Japanese 

Pedagogy Forum Proceedings』プリンストン大学 206－213 

清水泰生（2015b）   「村上春樹とランニング－活字媒体を中心に」『2015年度第4回村上春樹シンポ

ジウム国際会議予稿集』淡江大学村上春樹研究センター 291－298 

デイヴィッド・クリスタル 著 風間喜代三, 長谷川欣佑 監訳  （1992）『言語学百科事典』大修館 

中村明（1982）      「Ⅳ ことわざ類（ことわざ・金言・たとえ・故事・慣用句・常用句）」 

               『日本語教育事典』大修館書店 341－352 

野々宮徹 編著（1992） 『スポーツことわざ小辞典』 遊戯社 

藤野良孝（2008）       『スポーツオノマトペ－なぜ一流選手は声をだすのか－』小学館 

三宅和子（2004）      「スポーツ実況中継のフレーム放送に向けられた視聴者の不快感を                  

手がかりに」『メディアとことば１』ひつじ書房 94-126 

松田恵示・島崎仁( 1990) 「メタファーに見られるスポーツの意味的世界の構成に関する研究－新聞に

おけるスポーツ現象を表象する言語の事例的分析－」 『体育スポーツ社会

学研究』9 道和書院 63－77 

村松賢一（1999）       「アナウンサーと解説者はどのようなリズムで話されたか」『実況放送におけ

るフレームと視聴者の快・不快感との関係を探る社会言語学的研究』 

（平成９－10年度科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）研究成果報告書 課題番号 

09834010 研究代表三宅和子）44-67 

山口政信（2000）      ｢創作ことわざ｣と｢スキーのことわざ創り｣『明治大学教養論集刊行会明治大

学教養論集』  通巻 333 号 25-55  

山口政信（2004a）    「創作ことわざでフルマラソンを完走する法」『明治大学人文科学研究所紀要』

54, 113-125 

山口政信（2004b）    「遠くて近きは言葉とスポーツ」 『言語的な、余りに言語的な』風間書房 

224-303 

山口政信（2006）    『スポーツに言葉を』遊戯社 

米川明彦（1986）    「近代における外来語とスポーツ－その定着過程―」『論集 日本語研究（二）

歴史編 明治書院 318－345 

山根智恵（2011）     「オリンピック選手のインタビュー談話分析―国技に出場したオーストラリ

ア・中国・韓国・日本選手の比較をもとに－」『オリンピックの言語学』 

大学教育出版 90－116 

山本浩（2003）    「放送席の現実」『ワールドカップのメディア学』大修館 43-64 

山本浩（2012）    「スポーツ実況論」『メディアスポーツへの招待』ミネルヴァ書房189-206 


