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12 月 3 日（木）1日目 

 

三木) 大変長らくお待たせいたしました。

ただいまより、青少年スポーツ活動国際シ

ンポジウムを開催いたします。私は本日司

会を務めさせていただきます筑波大学から

参りました、三木ひろみと申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。それでは、

まずは開会にあたり、主催者を代表いたし

まして、文部科学省スポーツ青少年局、布

村幸彦局長よりごあいさつ申し上げます。

布村局長、よろしくお願いいたします。 

 

開会挨拶 

文部科学省スポーツ・青年局長 布村幸彦 

皆さんこんにちは。この青少年スポーツ

活動国際シンポジウムの開催にあたりまし

て、ひとことごあいさつを申し上げたいと

思います。今ご紹介いただきました、文部

科学省でスポーツ青少年局長をしておりま

す、布村と申します。２日間有意義な大会

になりますよう、ご協力よろしくお願い申

し上げます。また、本日は、ご多忙のとこ

ろ、海外をはじめ、世界各地からご参加を

いただきましたことを厚く御礼申し上げた

いと思います。 

また、本日は、パネリストとして、イギ

リス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、

シンガポールの各国より、５名のスポーツ

青少年育成の有識者の方々にお集まりいた

だいております。皆さま方におかれまして

は、ご多忙のところ、遠方よりお越しいた

だきましたことを重ねて御礼を申し上げた

いと思います。 

スポーツはご案内のとおり、人々の心身

の健全な発達を促し、人生をより豊かで充

実したものにするとともに、明るく、活力

に満ちた社会を形成する上でも大変意義深

いものでございます。日本におきまして、

青少年スポーツの振興は、中学校、高等学

校における活発な運動部活動や、スポーツ

少年団などの、地域のスポーツクラブによ

って支えられて参りました。先般改定いた

しました、中学校、高等学校学習指導要領

におきましては、部活動が学校教育活動と

してこれまで果たしてきた意義や役割を踏

まえて、教育課程に関連する事項として、

部活動の意義と留意点などに付きまして、

新たに学習指導要領に記載をするというこ

とにいたしました。これによりまして、部

活動のさらなる活性化が期待されていると

ころでございます。また、地域におけるス

ポーツ活動の拠点となる総合型地域スポー

ツクラブの全ての市町村に設置することを

国として目標として掲げまして取り組んで

いるところでございます。そのような生涯

スポーツ、あるいはスポーツ基盤の整備を

進める中で、本日のシンポジウムは青少年

世代のスポーツの振興をテーマとして、諸

外国での取り組みの事例や国内外の関係者

とのご議論を通じまして、日本のスポーツ

振興の方向性を探るために、文部科学省と

して初めて開催してみようと取り組んだと

ころでございます。 

本日は、最初に大阪芸術大学教授、また、

スポーツジャーナリストとしてご活躍であ

り、かつ、中央教育審議会の委員も務めて

いただいております、増田明美先生から日

本の青少年スポーツの未来について、基調

講演をいただいたのち、各国よりご来日い

ただいた有識者の先生方によるご説明ある

いはまた、パネルディスカッションという
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形で進めさせていただく予定でございます。 

また、明日は、ふたつの分科会に分かれ

まして、テーマごとに発表、討論を行って

いただきたいという風に考えております。 

21 世紀は異なる文化や文明との共存、あ

るいは国際協力の必要性が増大する、グロ

ーバル化の時代と言われてございます。ご

参加いただいた皆さま方におかれましては、

この２日間のシンポジウムをとおしまして、

諸外国におけるさまざまな取り組みについ

てご理解をいただくとともに、日本におけ

る、青少年スポーツ振興のありかたにおい

て、議論を深め、関係者が連携をして、取

り組みをいっそう進めていくという契機に

なっていただければ、願いにかなうところ

でございます。 

終わりにあたりまして、本シンポジウム

の開催にあたり、ご支援、ご協力をいただ

きました関係の皆さま方に厚く感謝を申し

上げまして、ごあいさつといたします。本

日、明日の２日間、有意義なシンポジウム

になりますよう、皆さま方どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

シンポジウム趣旨説明 

文部科学省スポーツ・青年局企画・体育課 

教科調査官 佐藤 豊 

三木）続きまして、同じく主催者を代表い

たしまして、文部科学省、スポーツ青少年

局企画体育科佐藤豊教科調査官よりシンポ

ジウムの趣旨説明をさせていただきます。

調査官よろしくお願いいたします。 

 

佐藤）皆様、あらためましてこんにちは。

全国から多くの方がお集まりいただいてお

ります。私どもの局長の挨拶にもありまし

たように、学校関係の先生、大学関係の先

生、それからさまざまなスポーツ団体を支

えてくれる方々等々、日本の青少年スポー

ツの振興に携わる多くの方々にご参加いた

だき、この会が開催できたことをとてもう

れしく思っております。また、このあとの

シンポジウム等を含めた２日間の日程の中

で、様々なお話が聞けることを楽しみにし

ています。 

私からの趣旨説明といたしまして、この

２日間の流れと、若干諸外国の状況につい

て触れさせていただきたいと思います。 

まず、開催にあたりまして、国際高等教

育体育スポーツ学会をはじめ、多くの関係

団体のご後援をいただき開催することがで

きましたが、韓国の、カイ・ソンチェ先生、

台湾のケイ先生ほか、AIESEP の理事の方々

もご参加いただきこの会を開催することが

できました。 

本シンポジウムでは、１日目は基調講演

として、このあと増田明美先生にご講演を

いただいたあと、シンポジウムとパネルデ

ィスカッションでは、イギリスのデービッ

ド・カーク先生、ドイツのアンネッテ・ホ

フマン先生、そして、アメリカのジャッキ

ー・グッドウェイ先生、オーストラリアの

ルイーズ・マックウェイグ先生、シンガポ

ールのデボラ・タン先生にご登壇をいただ

きまして、学校体育、青少年スポーツの振

興に関する各国のナショナル・レベルの施

策に関する話題を中心にお話しいただく予

定でございます。こちらは日本体育大学の

高橋健夫先生にコーディネーターをお願い

しております。 

また、２日目になりますと、第１分科会、

第２分科会に分かれ、本日、ご登壇の諸先
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生方に加えて、全国高等学校体育連盟の梅

村専務理事、そして、日本体育協会の廣崎

青少年スポーツ部長、そして、シンガポー

ルスポーツスクールスポーツディレクター

のアーウィン・シート先生にもご登壇いた

だき、より具体的なローカル・レベルの話

を、映像等を交えてお話をいただくという

流れになっています。この２日間をとおし

まして、諸外国の青少年のスポーツ振興の

動向を探るとともに、日本の学校体育の特

徴をあらためて見つめなおすとともに、世

界に向けて発信していける機会になればと

思っております。 

本シンポジウムに先立ちまして、情報を

共有のための時間をいただければと思いま

す。 

 

 

まず、はじめに日本の今回学習指導要領の

改訂について少し説明をいたします。現在、

2009 年でございますが、新しい学習指導要

領が小学校は 2011 年、そして、中学校が

2012 年から完全実施となります。 

 

体育科、保健体育科の改定のポイントと

しましては、世界の体育のカリキュラム等

が進む方向性と、結果として一致を見る形

になりましたが、体系化と明確化というポ

イントがあります。 

 

 

具体的には、日本の学校体系では、小学

校は 6 年間、中学校３年間、高校３年間で

ございますが、その 12 年間を見通した指導

内容の体系化というのを図っています。特

に、学校種を越えて、４年間、４年間、４

年間というコンセプトの中で、生涯に向け

ての豊かなスポーツの実践を目指すことに

なりました。 

第一段階の運動のきっかけとしましては、

「さまざまの動きを身につける時期」とい

うことで、多様な運動体験をとおして、運

動が好きになり、子供たちの運動に親しむ
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基礎を培うという目的があります。次に、

第二段階としましては、多くの運動を体験

する時期ということで、今回の改訂では、

武道およびダンスも含めて、全ての領域を

中学校１、２年生では学ぶという形になっ

ています。そして、中学校３年生から高校

への流れの中で「少なくともひとつのスポ

ーツと出会う時期」、いわゆる、マイスポー

ツを見付けるという三段階の学習経験の中

で、卒業後も全ての国民が多様なスポーツ

との接し方を身につけていただきたい、と

いうのが今回の体育の指導内容の体系化の

コンセプトになるわけでございます。 

 

 

また、一方、学校における部活動が教育

活動の一環として学習指導要領に位置づけ

られたということも、大きな変更点の一つ

であると思います。 

 

 

特に、日本の場合は、このあと、廣崎先

生のほうからもお話しいただくように、小

学校段階からスポーツに出会う場として、

スポーツ少年団があり、地域の中でさまざ

まな運動のキッカケがはぐくまれるという

形になります。 

 

 

中学校に行きますと、中学校の運動部活

動の加入率が 65 パーセント、そして高校に

おける運動の部活動の加入率が 40パーセ

ントということで、学校内でスポーツに接

する機会が広がるということも日本の特徴

でもあります、勉強もするけれども、スポ

ーツもする、という環境の中で子供たちが

心と体、勉強と体力の両面がはぐくまれて

いるという特徴があります。 



 - 67 - 

 

もうひとつの日本の特徴としましては、

学校の体育施設の充実が挙げられます。さ

まざまな国々も取り組まれているとは思い

ますが、日本の場合は、その中でもグラウ

ンドや体育館がほぼ全ての学校にそろい、

かつ、学校のプールが全国で 77.3 パーセン

トという設置率、そして武道場に関しまし

ても、約６割の学校に武道場が設置されて

おり、今後もさらに整備を進めているとい

う特徴がございます。 

本日お配りしました、パンフレットの 42

ページをお開き下さい。ここからは、配布

資料の説明を少しさせてください。42 ペー

ジ以降のところは、特に今回、参加の皆様

に諸外国の状況をよりご理解いただいた上

で、日本との比較をしていただきながら、

各国の事情を踏まえ、シンポジストの方々

の話を聞いていただくと、より理解を深め

ていただけるのではないかと思いまして作

成した資料でございます。 

諸外国の教育課程を見てみますと、アメ

リカやドイツ、オーストラリアなどは、州

によって体育の授業の扱いが異なる場合も

ございます。また、イギリスのように公教

育を中心として、全国共通のカリキュラム

を示す体育の扱いがあります。イギリスは

特にオリンピック等の準備で学校体育にも

相当予算措置やさまざまな取り組みがされ

ているということでございますので、この

あと、カーク先生のほうからもその最新事

情が聞けるのではないかと思っております。 

本日、来日していただいている国々では、

青少年スポーツの振興の方策は、学校の中

でスポーツを推進している国と、学校の外

でスポーツを推進している国というのが特

徴としては分けられるわけですけれども、

昨今、例えば、ドイツにおいてもこのあと、

ホフマン先生からもお話があると思います

けども、東西ドイツの合併、そして、全日

制の学校が増えてきたという流れの中で、

学校の中での子供たちのスポーツ体験とい

うのを重視するといいますか、そういった

方向への変化もあるようでございます。さ

まざまな国々で特徴的な青少年スポーツ育

成の取り組みがなされておりますが、例え

ば、オーストラリアですと、オージースポ

ーツというようなもの、そしてシンガポー

ルでは６年前から学校体系が変わってきて、

特徴的に、日本で言うと、特徴ある学校作

りみたいな形だと思いますけれども、一元

的な学校体系の方向から、子どものニーズ

を踏まえた特色のある方向のひとつとして、

スポーツスクールというものが作られ、今、

６年目を迎え、こちらのほうは、勉強とス

ポーツとともにトップを目指す子供たちが

集まり、切磋琢磨をされているというよう

な新たな取り組みもございますので、こち

らのほうの発表もまた楽しみにしたいと思

っております。 

資料のほうは、そうした簡単な背景とと

もに、学校体系ですとか、体育のカリキュ

ラムについても載せてございます。合間の

お時間の許すときにお目通しいただきます
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と、より各国との状況との比較の中できょ

うの話がより先生方にお持ち帰りいただけ

るのかなと思っております。 

このあと、基調講演をいただきます、増

田明美先生は、トップアスリートとして、

私たちに夢と感動を与えてくれているシー

ンというのは皆さまの記憶の中にも鮮明に

残られているのではないかと思いますけれ

ども、現役引退後は中央教育審議会の委員

としまして、学校体育へのご理解とバック

アップをしていただき、今回の充実した学

習指導の改訂を迎えることができました。 

このあと、日本の青少年スポーツの未来

をテーマにお話をいただきます。 

青少年スポーツ活動の国際シンポジウム

の２日間を通しまして、日本の子供たちの

スポーツの振興の充実のために、また皆さ

まにとりましても有意義な時間となります

ことを祈念いたしております。これで、概

要説明を終わらせていただきます。 

 

基調講演『日本の青少年スポーツの未来』 

大阪芸術大学教授、スポーツジャーナリスト 

増田明美 

三木）それでは続きまして、講演に移らせ

ていただきます。受付にてお渡ししました、

配布資料の中に本日の発表資料がございま

すのでご参照ください。講演は先ほど、佐

藤教科調査官からもご紹介がありましたが、

『日本の青少年スポーツの未来』と題しま

して、増田明美先生よりご講演いただきま

す。 

増田明美先生のプロフィールは配布資料

の 10 ページに掲載されているとおりです

けども、1964 年、千葉県夷隅市生まれ、成

田高校在学中、長距離種目で次々に日本記

録を樹立されました。1984 年、ロサンゼル

スオリンピックに出場。92 年に引退するま

での 13 年間に、日本最高記録 12 回、世界

最高記録２回更新という記録を残されてい

ます。現在はスポーツジャーナリストとし

て活躍されており、大阪芸術大学教授でも

あられるということで、2007 年 7 月には初

めての小説である、『カゼヲキル』を発表さ

れています。何度もご紹介されましたよう

に、文部科学省中央教育審議会の委員、そ

れから、厚生労働省健康大使を務めていら

っしゃいます。それでは増田明美先生よろ

しくお願いいたします。 

 

増田）ご紹介頂きありがとうございます。

まずは海外からお越し頂きましたゲストの

皆さまを歓迎したいと思います。そして、

本日お話させて頂けることを嬉しく思いま

す。私は「日本の青少年スポーツの未来」

というテーマでお話をしたいと思います。

ここからは日本語で失礼いたします。あら

ためまして、ご紹介頂きました、増田です。

本日は青少年スポーツ活動国際シンポジウ

ムにおいて、講師としてお招き頂き、本当

にありがとうございます。足下の悪い中、

たくさんお集まり頂き、重ねて感謝申し上

げます。正直言いますと、自分の話はさっ

さと終わりにして、このあとのシンポジウ

ムをゆっくりと聞きたい気持ちです。海外

でのスポーツ事情につきましては、資料で

は読むことはできても、現場の方々から直

接お話を聞くことはなかなかできません。

私自身が、この二日間のシンポジウムを楽

しみにしております。 

私は陸上競技の選手や指導者に接してい

ますので陸上競技の現場の話や、子供の頃
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に経験しました部活動について、また、教

育関係の会議で話題になります部活動や総

合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団

の活動などについても、普段から感じてい

ることを話させて頂きたいと思います。国

際シンポジウムにおいて、トップランナー

として、最初に口火を切るというのは責任

重大ですね。日本には駅伝という素晴らし

いスポーツ文化があるのですが、駅伝は１

区がとても大事なのです。スタートでいい

流れを作って、たすきを渡していく。本日

は私が良い流れを作らなければいけないと

いう責任も感じています。決してオーバー

ペースにならないように、ペース配分を考

えていきますので、よろしくお願いします。 

海外の方もいらっしゃいますので、簡単

に自己紹介させて頂きます。幸いなことに、

世界の陸上関係者からは「マラソン、男子

はケニア、女子は日本」と言われています。

おかげさまで私も引退後にテレビ中継など

解説の仕事をさせて頂いています。私自身

は 1984 年のロサンゼルスオリンピックに

出場しましたが、結果を出すことが出来ま

せんでした。しかし、2000 年のシドニーオ

リンピックでは、高橋尚子さん、Q ちゃん

が金メダルを獲得したレースを解説させて

頂きました。強い後輩たちのおかげで国内

外のマラソン、駅伝中継でコメントする機

会を得ています。また大阪芸術大学で教壇

に立ち、スポーツの楽しさ、魅力を伝える

ための講義をしています。たまに学生達と

一緒に走ることもあります。芸術系の学校

ですので、スポーツと聞くだけでアレルギ

ーを起こしそうな、抵抗感を持つような学

生が大勢います。そのような学生に、生涯

スポーツにつながるよう、スポーツの楽し

さを伝えていくにはどうしたらいいか、試

行錯誤しながら授業をしています。そのよ

うな日々を送っておりますのでスポーツに

関しては、することはもちろん、見ること、

支えること、全て大好きです。文化系の活

動でも言えることですが、一生懸命な姿に

触れるのは、理屈抜きでいいものです。元

気をもらえます。嘘もごまかしもまぐれも

ない中で、自分の目標を向けて、地道に練

習を積み重ねていく姿には胸を打たれます。 

さて日本では、スポーツと初めて関わる

のはいつだろうかと考えますと、殆どの人

が小学校の体育の授業になると思います。

稀に幼稚園や保育園時代から専門的に取り

組む子どももいますが。体育の授業という

のは、教育の「育」と書きます。これは「体

を育む」だけではなく、「体で育む」と解釈

しています。汗をかくことの楽しさ、友達

と一緒に触れ合うことの楽しさを経験出来

ます。スポーツを通して感受性も豊かにな

りでしょう。そして何より、我慢すること

を覚えたり、待つことを覚えたり、社会で

必要な多くのことを体感しながら自然と学

んでいけると思います。今後、体育の授業

に武道とダンスが加わります。ダンスのよ

うな表現型スポーツで表現することを体で

学ぶことはたいへん重要だと思います。武

道においては、技術的なことだけではなく、

伝統的な行動の仕方、相手を尊重すること、

礼儀ということも学んでいきます。まさに

「体で育まれる」のです。私が小学生の時

の思い出ですが、体育は正直言ってあまり

好きではありませんでした。体育を教えて

くれた先生のせいにしてはいけないと思う

のですが、今思えば、ルールをきちんと教

えて貰えなかったように思えます。担任の
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先生は結構お年を召した、国語が大好きな

先生でした。作文はよく褒めてもらいまし

たが、先生からスポーツのコツなどを教わ

った記憶がありません。当時、ポートボー

ルをやっていましたが、先生自身がポート

ボールを出来なかったのです。椅子に座っ

て笛ばかり吹いていたように思います。先

生のせいだけではないのですが、私は走る

ことだけが得意なのです。道具を使うスポ

ーツは何も出来ません。スキーも滑ること

が出来ませんし、水泳では平泳ぎをすると

沈んでしまいます。私自身の経験からも、

小学校の体育の授業で、しっかりと基礎と

基本を教えて頂くことが重要なのだと思い

ます。 

もう一つ、子どもとスポーツの関わりを

考える上で重要なことがあります。そのヒ

ントが女子マラソンの練習場から学べます。

今の選手達は、私が現役で走っていた頃と

比べ走る距離も増えており、酸素の薄い高

地で走っていますので、練習の質も上がっ

ています。なのに、練習時のムードが明る

いのです。監督に話を伺うと「一番大事な

のは、走ることを嫌いにさせないこと」と

言うのです。明るいムードの中で強い練習

をこなしていきます。私の現役時代はピリ

ピリとした空気の中で練習していましたし、

走ることが好きにはなれませんでした。し

かし、今の選手達は走ることは好きなので

す。好きであれば、辛いことも含めて競技

生活を味わうことができます。私が中学生

の時に好きで始めたスポーツは軟式テニス

でした。「エースをねらえ！」の岡ひろみに

憧れて。当時はアニメの影響でテニス部の

入部者がとても多かったのです。上手にな

った順番にコートに入ってラリー練習をし

ていましたが、私は２年生の夏になっても

コートに入ることが出来ませんでした。毎

日、駐車場の後ろの校舎の壁に向かって一

人で練習していました。顧問は２５歳のと

ても元気な女性の先生。私はミッチー先生

と呼んでいました。練習日誌を先生と交換

していましたが、そこに「ミッチー先生、

コートに入れず、壁打ち練習ばっかりやっ

ていたら、テニスが嫌いになっちゃうよ」

と書きました。すると、ミッチー先生は「明

美、今は壁にテニスを教えてもらえ」と書

いてくれたのです。振り返ってみるといい

先生に教わることが出来たと思っています。

あの一言がなかったら、「やってられない。

あの子はコートに入ったのに、先生はえこ

ひいきしている」と卑屈になっていたこと

でしょう。しかし、その一言のおかげで、

壁に表情が見えるようになりました。壁が

「もっともっとこっちへ。そう、もう少し

肩の力を抜いて打つといいよ」なんて。私

が相当素直な子供だったこともあるのです

が、良くない時こそ、どんな言葉をかける

かが大事だと思います。スポーツを好きで

あり続けるために、指導者の果たす役割は

とても重要です。 

日本の青少年にとって、スポーツは体育

から始まり、その後、学校教育の中では部

活動があります。オリンピック経験者に話

を聞きますと「部活動によって、体も心も

鍛えられた」という方が多いのです。部活

動は学校教育の中で行われるので、競技力

の向上だけでなく、人間教育を大切にして

います。私も中学時代の軟式テニス部、高

校時代の陸上部と、礼儀について厳しく指

導されました。これは、とてもいい時間だ

ったと思っています。ただ、部活動におけ



 - 71 - 

る問題は、先生方の情熱に頼り過ぎている

ということです。平日は放課後まで練習、

週末も試合や練習で、部活動に積極的に関

わる先生方は休みがありません。家族サー

ビスも全然出来ないのです。そこで、残業

などの手当て面はどうなっているか現場の

先生方にお話を伺いました。条件的なこと

を気にしている先生方は少ないと思うので

すが、部活動を土曜や日曜に４時間以上教

えることで受け取る報酬は７００円。８時

間で１５００円だそうです。子供たちの育

成の上で、スポーツはとても大事なことで

す。いくら先生方の情熱に頼るといっても、

もう少し環境を改善すべきだと思っていま

す。 

他にも部活動については課題があるよう

です。1990 年代の後半から、少子化が進ん

できているということと、先生方の高齢化

が進んできていることです。一つの学校で

チームが組めない場合に、複数の学校で合

同運動部を作っています。また一つの学校

の中で複数の種目に取り組む総合運動部で

対応している例もあります。これからは部

活動を工夫するだけでなく、いかに地域と

連携するかという課題が見えてきます。地

域の中では総合型地域スポーツクラブ、ス

ポーツ少年団などがありますが、学校から

地域へ部活動を移行するという考え方もあ

ります。先生方の高齢化も進み、部活動の

指導者不足も言われています。また総合型

地域スポーツクラブが立ち上がり 10 年以

上が経過しましたが、学校と地域が連携を

取り、様々な工夫をしながらスポーツ環境

を整えていく過渡期にあると思います。 

総合型地域スポーツクラブの全国平均の

設置率は平成２０年時点で 57.8 パーセン

トまできています。富山県と兵庫県では設

置率が 100 パーセント、そして、秋田では

92 パーセント、鳥取、徳島、長崎、大分も

80 パーセントを超えています。都道府県に

より普及率に大きな差が生まれています。

しかし、今後も学校の部活動と地域スポー

ツが上手な形で連携し、助け合っていくの

がいい形ではないかと思います。学校教育

と並行して、地域での活動も大事です。総

合型地域スポーツクラブは世代を超えた交

流もありますし、複数の種目を経験するこ

とも出来ます。日本の子供はスポーツをや

る子供とやらない子供の格差がありますが、

スポーツをやっている子供がひとつのスポ

ーツしかしない問題点も指摘されています。

子供のうちは複数のスポーツを経験したほ

うがいいという考えがあります。アメリカ

合衆国では、３つの種目以上を教えられる

体制がなければ、スポーツクラブ設置の許

可が下りないという州が１４もあります。

ぜひ今日、明日のシンポジウムで海外の状

況を参考にしながら、日本の青少年スポー

ツのいろいろな形を考えて頂けたら、と思

います。 

スポーツは青少年にとって、とても価値

が高いものだと思います。自分の目標に全

力で向かっていく中で、我慢すること、歯

を食いしばること、諦めないこと、努力の

継続、一緒に汗を流す素晴らしさ、様々な

ことを体感出来ます。スポーツにはそうい

った教育性に加えて、コミュニケーション

性についても評価が高く、青少年の人間形

成にとても重要な役割を果たしてくれます。

だからこそ、もっともっと指導者の置かれ

た環境を改善していくと同時に、指導者の

数も増やしていく必要があると思います。
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指導のみなさん、がんばっていますが、埋

もれている方もたくさんいると思います。

例えば、元オリンピック選手。大舞台で貴

重な経験をした方々が、それを生かすこと

が出来ないでいます。チャンスがないので

す。本人たちに話を聞くと、自分が育った

ふるさとで、子供たちに教える環境があれ

ば、やってみたいと思っている人が多いの

です。トップアスリートの経験を地域の中

で生かしていくことができたら、日本のス

ポーツはより充実するのではないかと思い

ます。価値あるスポーツを、皆さんと一緒

に勉強し、盛り上げていきたいと思います。

これからも教育現場や研究発表などで、教

えて頂ければ幸いです。どうぞよろしくお

願い致します。ご清聴頂きまして、どうも

ありがとうございました。 

 

シンポジウム・パネルディスカッション 

「各国に見る青少年スポーツ振興システム

の現状と課題」 

アメリカ、イギリス、オーストラリア、シ

ンガポール、ドイツの青少年スポーツ振興

の現状と課題に関する報告 

－学校内、学校外の振興システムの視点か

ら－ 

コーディネーター： 

日本体育大学大学院 教授 高橋健夫 

 

三木）それではお時間となりましたので再

開させていただきます。ここからは各国に

見る青少年スポーツ振興システムの現状と

課題といたしまして、イギリス、ドイツ、

アメリカ、オーストラリア、シンガポール

の順に、青少年スポーツ振興の現状と課題

に関する報告をしていただきます。 

まずはシンポジウムの進行の説明を、日

本体育大学大学院教授、高橋建夫先生より

お願いいたします。高橋先生にはこの後の

パネルディスカッションのコーディネータ

ーもお願いしてあります。 

それでは先生、お願いします。 

 

高橋）どうもみなさんこんにちは。コーデ

ィネーターを務めます高橋です。まず、ご

多忙のところ、大勢の方々にご参加いただ

きまして心よりお礼申し上げます。私もコ

ーディネーターを務めるわけですけれども、

三木先生にもコーディネーターを務めてい

ただくことになっております。三木先生は

イギリス、あるいはアメリカに留学された

経験をお持ちで、英語が大変堪能でござい

ます。そんなわけで、私のアシストをして

いただくことになっております。 

はじめに、このシンポジウムのために外

国からご参加いただきました、シンポジス

トの先生方を紹介させていただきます。 

発表していただく順に紹介いたします。

１番目は、イギリスのデービッド・カーク

教授です。現在、先生は、ベッドフォード

シャー大学の教授で、スポーツフィジカル

アクティビティ研究所の所長でもあります。

ご承知のように、先生はスポーツ教育学分

野の第一人者として国際的に広く活躍され

ております。 

2 番目は、ドイツのルードヴィッヒスブ

ルグ教育大学のアンネッテ・ホフマン教授

です。先生は、大学でスポーツ教育学とス

ポーツ史を指導されておられます。また、

国際スポーツ史学会とドイツ体操連盟の副

会長として活躍されておられます。先生は、

かつてはスキーの名手で、また、コーチで
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もありまして、たびたび日本に来日されて

います。 

３番目はアメリカのオハイオ州立大学の

ジャッキー・グッドウェイ教授です。オハ

イオ州立大学の体育教師教育の質の高さは

大変有名でございますけれども、先生はこ

の大学のスポーツ体育運動科学学部の学部

長を務めておられます。先生の専門分野は

モーターデベロップメント(運動発達)であ

ると伺っております。 

4 番目はオーストラリアのクイーンズラ

ンド大学ヒューマンムーブメント学部のル

イーズ・マックウェイグ講師です。クイー

ンズランド大学も体育教師教育が大変充実

しておりまして、私も何度も訪問しており

ますけれども、先生はそこでスポーツ教育

学部の気鋭の若手研究者として注目されて

おります。 

最後はシンガポールのスポーツスクール

のデボラ・タン校長先生です。先生は、こ

のスポーツスクールで国際学士免許が取得

できる６年間の教育課程を構築されており

ます。また、シンガポールのユーススポー

ツデベロップメント委員会の委員としても

活躍されております。 

次にこのシンポジウムの趣旨について簡

単に説明しておきたいと思います。 

1970年代の中ごろに旧ソ連のスポーツ科

学研究所の所長でありました、コロブコフ

博士が、21世紀になると人類はスポーツな

しには生き残れないと予言しておりました。

生活に必要なエネルギーの大部分が原子力

と火力でまかなわれる現代においては、意

識的にスポーツや身体活動を行わない限り、

人類の生存が脅かされるという時代を迎え

ております。このような意味で、スポーツ

は健康を維持増進する上で不可欠でありま

すが、スポーツは人と人とが深く交流する

ためにも、さらに楽しさを求めて生きがい

のある豊かな生活を実現するためにも、人

類にとって不可欠な文化になったと言えま

す。この時代において青少年の豊かなスポ

ーツライフを実現することは、国を超えた

人類的課題であります。また、この課題に

応えるには、学校体育の充実にとどまらず、

青少年の地域スポーツ活動をも視野に入れ

てダイナミックな政策を設計し、実行して

いく必要があります。 

そこで、今回のシンポジウムでは、それ

ぞれの国が、青少年の豊かなスポーツライ

フの実現に向けて、学校の体育授業、学校

のスポーツクラブ、そして、地域のスポー

ツクラブにかかわってどのような政策を掲

げ、どのような取り組みを行っているのか、

また、それぞれの活動をどのように関係付

けて展開していくべきなのか、これらの点

について報告いただくことになっておりま

す。 

ちなみに、わが国の青少年スポーツは、

学校体育をベースにして発展してまいりま

した。現行の学習指導要領でも体育科・保

健体育科の究極的目標として、生涯スポー

ツの実現を位置づけ、その実現に向けた体

育カリキュラムと学習指導法の改善が行わ

れてまいりました。 

また、学校の運動部活動は、戦後一貫し

てその教育的意義が承認され、体育授業の

発展学習の場として位置づけられてきまし

た。しかし、同時に学校での運動部活動を

拠点にして、国際的、国内的な競技大会で

活躍する多くの優れたアスリートを養成し

てきたということも事実であります。 
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一方、文部省は 2000 年にスポーツ振興基

本計画を策定いたしましたが、この政策に

基づいて、各都道府県で総合型地域スポー

ツクラブが、次第に成長しつつありますが、

これは、ヨーロッパ型のスポーツクラブを

わが国に定着させる試みであります。ここ

においても、青少年のスポーツライフを実

現するための活動の場が発展しつつあると

いうことでございます。このように、わが

国では、学校の体育授業、学校での運動部

活動、そして、地域のスポーツクラブとい

う、３つの活動の場を関連付け、連携を保

ちながら、全体として、青少年のスポーツ

活動をいかに充実、発展させていくか、そ

の戦略が問われているところでございます。 

また、青少年の楽しみ志向のスポーツ活

動と、チャンピオンシップ志向のスポーツ

活動を、それぞれどのように発展させ、ま

た、関連付けていけばよいのかという問題

も残されております。 

このシンポジウムを通して、各国の青少

年スポーツ振興策を理解するとともに、わ

が国の発展に向けて論議が深まればよいと

期待しております。 

それでは早速ですけれども、デービッ

ド・カーク先生から発表していただくこと

にいたします。カーク先生、よろしくお願

いいたします。 

 

イギリスにおける最近の体育と青少年ス

ポーツの政策展開 

ベッドフォードシャー大学 

体育・スポーツ科学部 

教授 デービッド・カーク 

 

カーク）こんにちは。本日みなさんにお

話する機会をくださいました、このシン

ポジウムの主催者の方々にお礼を申し上

げます。お招きにあずかり大変光栄に存

じます。私の発表のタイトルは、「イギリ

スにおける最近の体育と青少年スポーツ

の政策展開」です。 

 

 

最初に、イギリスでは体育と青少年ス

ポーツの組織が複雑であることをご理解

いただくことが重要です。1960 年代以降、

ますますこの状況が顕著になり、政府も

最近では、この組織とシステムを簡素化

しようと努めております。もちろん、少

なくとも 1990 年代半ば以降には、体育と

青少年スポーツにかなりの公的資金が投

資されてきました。2003 年から 2011 年ま

での間の投資額は、約 22 億ポンド(約 
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3,032 億円)と見積もられています。最も

集中的に政策展開が行われたのは、イン

グランドにおいてです。スコットランド、

北アイルランド、そしてウェールズでも

行われましたが、イングランドほどの規

模ではありませんでした。これが議論を

呼ぶ問題であるのは、イギリス連邦政府

が主導したにもかかわらず、その資金の

大部分をイングランドに提供したためで

す。 

政策とその戦略構想で重視しているの

は、スポーツや身体活動への青少年の参

加を増加させることです。初めは 16 歳ま

で、最近では 19歳までの青少年が対象と

なりました。体育とスポーツに関する学

校と地域社会のプログラムの結びつきを

発展させることに特に重点が置かれてき

ました。 

 

この発表では、2008 年に発行された最

新の政策、「Playing to Win: A new era for 

sport（勝利に向けて: スポーツの新時

代）」の説明から始めます。次に、法律や

政策の実行を担う主要な組織を確認しま

す。3番目に、イギリス政府が証拠（エビ

デンス）に基づいて政策決定を行ってい

るので、体育と青少年スポーツ戦略構想

を実施して得られた進歩の証拠について

検討していきたいと思います。最後に、

現状に対する私の考えを、イギリスにお

ける体育とスポーツに関わるさまざまな

課題とともに述べます。 

 

 

Playing to Win は、政策として、2008

年 6 月に文化・メディア・スポーツ省に

より公示されました。 

Playing to Win は、これまでの Game 

Plan（ゲーム・プラン）、A Sporting Future 

for All（ア・スポーツティングフーチャ

ー・フォーオール）、Sport, Raising the 

Game（スポーツ――レイジング・ザ・ゲ

ーム）などの以前の政府のスポーツ政策

とまったく異なるものです。以前の政策

では、社会的公正を教育するための方策

として、体育と青少年スポーツの発展を

位置づけていました。 

一方、Playing to Win は、特に 2012

年のオリンピックとパラリンピックのた

めに受け継いだレガシー（遺産）であり、

この点において従来の政策と大きく異な

っています。これはある意味で、以前の

政策からの際立った変化を示していると

言えます。 



 - 76 - 

Playing to Win では、競技スポーツ志

向へとシフトしていると言えるでしょう。 

Playing to Win の中で、三つの主要な団

体が、最新の戦略において政策の実行に

責任のある組織として認定されています。

これらの組織は、UK スポーツ、ユース・

スポーツ・トラスト、スポーツ・イング

ランドです。文化・メディア・スポーツ

省も大事な調整役を担っています。UK ス

ポーツは高いレベルの成人スポーツを担

当しています。ユース・スポーツ・トラ

ストとスポーツ・イングランドは、19 歳

までの青少年のスポーツを担当していま

すので、この発表では後者の二つの団体

について検討します。 

 

ユース・スポーツ・トラストというのは、

登録慈善団体でありますので、つまり、政

府の組織ではありません。しかしながら、

非常に議論を呼ぶところですが、このユー

ス・スポーツ・トラストというのは、Playing 

to Win 政策を実施し、文化・メディア・ス

ポーツ省に対して報告する義務を潜在的

に負っています。 

その役割は、体育とスポーツの機会の質

を高めることで明るい将来を青少年のため

に構築する、というものです。その責任は、

文化・メディア・スポーツ省と子ども・学

校・家族省のもとで、スポーツ・イングラ

ンドと活動し、青少年の体育とスポーツの

戦略を提供するということになっています。

さらに詳しく言いますと、ユース・スポー

ツ・トラストは、5歳から 16歳の青少年に

対して、質の高い体育と、学校スポーツに

少なくとも２時間から３時間は参加するよ

うに促す責任があります。 

 

 

一方、スポーツ・イングランドは、す

べて公的資金で賄われている組織で、

1996 年に設立されました。正式には、文

化・メディア・スポーツ省を通して国会

へ報告する義務があります。この団体の

規定では、地域社会のスポーツに対し戦

略上指導的な役割を担い、世界でトップ

レベルの地域スポーツシステムを開発し、
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スポーツへの参加を持続、増加させ、す

べてのレベルでスポーツの才能を伸ばす

ことを目的としています。 

Playing to Win 政策の中では、スポー

ツ・イングランドに対し目標が課されて

います。この政策では、16 歳以降にスポ

ーツを継続しなくなる若者（ポスト・16・

ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ）の数を減らすとともに、質の

高いクラブや指導を提供することで、16

歳以降の青少年スポーツの才能を伸ばす

支援を行うことがスポーツ・イングラン

ドに求められています。 

 

 

Physical Education School Sports and 

Club Links Strategy（体育・スクールス

ポーツ・クラブ連携戦略）は、PESSCL と

して一般に知られていますが、2003 年か

ら2008年の間に、明日お話するStep into 

Sport Program（ステップ・イントゥー・

スポーツプログラム）を含む 8 つの異な

る戦略構想をまとめ上げ、首尾一貫性を

もたせようと努めました。 

2008 年から 2012 年の間の最新戦略は、

Physical Education and Sports Strategy 

for Young People（若者の体育・スポー

ツ戦略）で、PESSYP として知られていま

す。PESSYP は、Playing to Win 政策の枠

内で、ユース・スポーツ・トラストとス

ポーツ・イングランドの「Playing to Win」

という考えを背景にした活動のひとつとな

ります。 

 

 

PESSYP というのは、ユーススポーツ、若者

に対するスポーツの中で、もちろん健康な

ライフスタイルを作り、リーダーシップを

発展させ、そしてよい市民性を育むことで

すが、さらに高いレベルでのパフォーマン

スを作っていくことも目的になっています。

ですから、この PESSYP というものが、2012

年のオリンピックを狙ったものだというこ

とが明らかにわかっています。こういった

政策と戦略によって、体育と青少年スポー

ツを促進するための枠組みが作られていま

す。 
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この PESSYP という戦略の中心にありま

すのが、スクール・スポーツ・パートナー

シップです。450 のスクール・スポーツ・

パートナーシップというものがネットワー

クを組んでおりまして、それらを管理して

いるのがユース・スポーツ・トラストにな

っています。その中心には、専門スポーツ

カレッジがあります。 

専門スポーツカレッジを中心にして、中

等学校、初等学校、特別支援学校、継続教

育が、ネットワークを構築しています。こ

れらのネットワークは、パートナーシップ

展開マネジャーによって管理されています。 

そして、中等教育学校では、専門的なスポ

ーツコーディネーターがいます。初等教育

や特別支援学校には連携担当教諭がいます。 

さらに、225 名のスポーツ競技会マネジ

ャーの間にはネットワークが作られてお

り、スポーツ・イングランドと共同運営

している競技をよりよい方法で実施する

ために機能しています。 

2008 年には、継続教育スポーツコーデ

ィネーターが関与するようになったこと

により、専門スポーツカレッジ内の 16 歳

から 19 歳の青少年も PESSYP 戦略の恩恵

を受けることができるようになりました。 

 

この戦略には地域社会に拠点があるプ

ログラムもあり、それはスポーツ・イン

グランドにより運営されています。2005

年から 2008 年の間に、Active England 

Project（アクティブ・イングランド・プ

ロジェクト）は、16 歳未満の青少年を対

象とした約80の地域社会ベースのプロジ

ェクトに資金を提供しました。スポー

ツ・イングランドが運営する新しい組織

が提案されましたが、それには、青少年

スポーツクラブ、コーチ、ボランティア、

施設の発展や改善などが含まれます。共

通の目的に向かって、国が運営するスポ

ーツ団体と連携し、また、学校を基盤と

した競技スポーツを発展させるために、

ユース・スポーツ・トラストと密接に連

携することになっています。この戦略と

その組織に関して、私たちが実感できる

進歩の証拠があるでしょうか。 

 

 

1997 年にトニー・ブレア氏が首相にな

ったとき、政府は政策展開が証拠に基づ

いたものになるよう求めました。しかし

ながら、どういう種類の証拠が政策決定

を導くことができるのかについては、多

く討議され、論争もいくらかありました。 

体育と青少年スポーツ政策の展開で利
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用できる証拠の多くは、PESSCL 戦略と以

前の政策に関するものです。直接的な証

拠となる資料が 4つあります。 

最初は、2003 年以降の年次モニター調

査で、2004 年には、独立調査会社である

TNS-BMRB が子ども・学校・家族省または

その前身組織に代わり調査を行いました。 

2 番目は、年次報告書で、そこではパー

トナーシップが実施した School Sport 

Partnership Program（スクール・スポー

ツ・パートナーシップ・プログラム）の

特定の側面に関する調査や事例研究が報

告されています。 

3 番目は、3年間にわたる調査で、政府

の主要な監査機関である、Office of 

Standards in Education Children 

Services and Skills（教育水準局）が行

いました。この機関は、Ofsted（オフス

テッド）の名称で一般に知られています。 

最後に、地域社会を拠点とする団体の

調査結果は、コンサルタント会社、Hall 

Aitken が作成するアクティブ・イングラ

ンド・プロジェクト報告書に収録されて

います。 

 

 

それでは今度は、こうした証拠資料を

一つひとつ見ていきます。 

最初は、TNS-BMRB の実施した年次モニ

ター調査で、2009 年度の報告書です。年

次モニター調査の2009年度版の報告書で

は、大規模な調査から引き出された次の

ような定量的データが提供されています。

体育とスクールスポーツへの参加、教育

課程における体育の時間数、学校の競技

活動の一環としての学校内、学校間スポ

ーツへの参加、地域社会スポーツと複数

種目クラブ(マルチ・スキル・クラブ)、

優れた才能のある生徒、スポーツボラン

ティア活動でのリーダーシップ、継続教

育に関するデータです。 

その報告書が示す主な結果の一つとし

て、教育課程における体育の時間数は増

えていましたが、平均的に見ると体育と

スクールスポーツへの参加が目標の 3 時

間に達していたのは、1 年生から 13 年生

までの生徒の約 50％だけでした。 各学

年の参加率は、19％から 65 パーセントの

幅で変化し、中等学校の各学年において

の参加率は、学年の進行に従って減少し、

13 年生ではたったの 19％でした。 

一方で、学校内、学校間競技会への参

加水準は上昇し、スポーツボランティア

活動とリーダーシップにおいても増加が

みられました。 
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最後に、Holiken の 2009 年のアクティ

ブ・イングランド報告書で提供された証

拠について検討します。2005 年に開始さ

れたアクティブ・イングランドでは、9500

万ポンド(130 億円)の資金をイングラン

ド各地の 241 のプロジェクトへ分配しま

した。報告書によると、このうち約 80 の

プロジェクトは、16 歳までの青少年を主

な対象者としているか、またはこの年齢

範囲の青少年のみを対象としていました。

これらのプロジェクトでは、3つのことを

実施しようとしていました。社会のすべ

ての階層における参加レベルを上げるこ

と、社会的に恵まれていない地域、例え

ば貧困地域などでも、スポーツへの参加

を持続できる環境を作り上げること、最

後はスポーツセクターとそのパートナー

が新しい協力方法を取り入れることです。 

この報告書では、60 万人以上の青少年

がこのプログラムにより支援されたと概

算していました。しかしながら、これは

コメントの引用になりますが、「青少年を

引き付けるために行われた活動の多くは、

費用がかかりすぎて計画していたほど有

効な手段ではでなかった。」という結果に

なりました。 

最後に、この報告書では、このプログ

ラムの恩恵を受けたのは、以前からスポ

ーツに積極的に参加している人たちであ

って、スポーツに親しんでいない人々で

はなかったと述べられています。 

 

 

体育と新しいスポーツの政策と戦略を

開発し、実施することに直接的に関係す

る研究があまり見られませんでした。こ

のプログラムの重要性を考慮するとこれ

は驚くべきことで、私の考えでは、この

分野の研究者が重要な研究の機会を逃が

したと言えます。存在する数点の研究の

中で、次の二つの研究は、特に注目すべ

きです。なぜなら、査読のある学術雑誌

に掲載されているからです。 

その一つに、キー＆ブラッドベリーの調

査があります。Step into Sports のプログ

ラムの中のボランティア活動について調査

したものです。彼らの研究は、このボラン

ティア活動のプログラムは自ら掲げた目

標を実現するのに有効であったと結論付

けています。しかしながら、このプログ

ラムは、黒人、少数民族、障害のある青

少年をひきつけることができませんでし

た。研究では、重点の一つであったスポ

ーツボランティア活動が、青少年の社会

的資本を増大させるということを証明す
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るのに十分な証拠が示されました。しか

し、その社会的資本が持続するか、ボラ

ンティアとして青少年が持続的に参加す

るかどうかについては、懸念も表明され

ました。 

Flintoff（フリントオフ）氏は、ある専

門スポーツカレッジを取り上げて、スク

ール・スポーツ・パートナーシップに対

するその貢献について徹底的な追跡調査

を実施しました。 

彼女の研究結果に関して 4 つの点に注

目します。 

1 つ目は、パートナーシップにより、少

女や若い女性を含む多くの若者が運動す

る機会が以前より多くなったという点で、

これはFlintoff氏が研究で特に注目した

点です。教師のできる限りの努力に関わ

らず、望ましくない態度を内包する競技

が、体育とスクールスポーツで幅をきか

せていると考えています。彼女は、スポ

ーツに関するこうした考え方が、スポー

ツへの参加を抑制していると結論付けま

した。 

最後に、体育には、弾力的な政策と、

どこにどのように資金を投入するのが有

益かを根本的に吟味することが必要で、

これによりさらに多くの若い人々への体

育の提供が可能になるでしょう。 

 

終わりに、こうしたイギリスにおける

体育と青少年スポーツの政策展開をどう

見るかということをお話ししたいと思い

ます。 

最初に、政府が体育と青少年スポーツ

に対して、この 10 年間に行った投資は、

前例のないほど多くの額であったと言え

ます。しかし、政策展開は、主としてイ

ングランドに限られてきました。政策展

開も資金提供もイギリス連邦政府による

ものであったため、これは議論を呼ぶ問

題となりました。 

2 つ目は、Playing to Win のような政

策や PESSCL、PESSYP といった戦略の目標

は、非常に野心的なものでした。私が皆

様にご紹介した証拠は、いくつかの領域

で進歩がみられたことを示唆しており、

こうした政策や戦略の影響に関するさま

ざまな資料からも入手できます。しかし、

はっきりしないのは、政策がどの程度こ

の証拠に基づいており、また政策決定を

導くのに適切な証拠であるかどうかとい

う点です。 

最後に、政策の大部分は、体育と青少

年スポーツを、社会的不平等、不正、不

利を克服する手段としてみなしてきまし

た。同時に、学術的研究からの証拠は、
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社会階層、民族、性別、障害の有無、地

域が、青少年のスポーツや身体活動への

参加を左右する主な要因となっているこ

とを示唆しています。 

 

 

財政的投資の金額や規模が野心的であ

ったために、イギリスにおける体育と青

少年スポーツの最近の政策展開は、徹底

的に調査される必要がありました。入念

な調査によって、多くのことを学ぶこと

ができ、そこから将来の政策展開を導く

ことができるかも知れません。政策を導

く非常に有用な根拠を提供するために、

研究プログラムには、質的データと量的

データ、大規模な調査ときめの細かい事

例研究、さらに関連付けを行うことで（た

とえば、社会的公正の目標と結びつける

ことで）、明確な理論的裏付けを持つ調査

が含まれる必要があります。この根拠は、

オリンピックやパラリンピックのような

社会的遺産となる大きなスポーツイベン

トを計画することで、変化するかも知れ

ません。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

ドイツにおける青少年スポーツ振興システ

ムの現状と課題 

ルードヴィッヒスブルク教育大学 

教授 アンネッテ・ホフマン 

三木）カーク先生ありがとうございまし

た。それでは次にドイツに見る青少年ス

ポーツ振興システムの現状と課題として、

ドイツ、ルードヴィッヒスブルク教育大

学教授、アンネッテ・ホフマン先生より

報告していただきます。その前に資料の

ほうを訂正させていただきます。お手も

との資料の 13 ページ、日本語のページの

ほうをお開きください。ホフマン先生の

ご紹介のところで最後の行ですけれども、

国際体育スポーツ史学会の科学委員会メ

ンバーとありますが、現在先生はこちら

の委員会の会長をされておりますので、

訂正させていただきます。 

 

 

ホフマン）シンポジウムにお招き頂きあ

りがとうございます。本日は、各国の先

生方や、よく日本からドイツへいらっし

ゃる方々にお会いでき、とても嬉しく思

います。 
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統計によると、ドイツの子どもや青年

の余暇の楽しみ方として、運動、スポー

ツはとても人気があります。ドイツでの

青少年スポーツについて理解して頂くた

めに、ドイツのスポーツ組織について少

しご説明したいと思います。これから、

まず、ドイツでのスポーツがどのように

組織されているかをお話しします。そし

て、それらの組織での青少年スポーツ、

現状についてお話し、ドイツにおける課

題にも触れたいと思います。 

 

 

この複雑な表をご覧下さい。これは、

ドイツでスポーツがどのように組織され

ているかを表しています。一番下はスポ

ーツクラブで、傘のようなシステムのト

ップはドイツオリンピックスポーツ連盟

です。真ん中には、いろいろなスポーツ

連盟があります。例えば、このように各

州にスポーツ連盟があり、オリンピック

スポーツ連盟があります。オリンピック

スポーツ連盟以外の団体などもあります。

では、もう少し詳しく説明したいと思い

ます。 

 

DOSP(ドイツオリンピックスポーツ連盟)

の傘下には 97 の組織があり、内訳は州立

連盟が16団体、スポーツ連盟が61団体、

その他の団体が 20 団体です。全体では、

スポーツクラブの会員は約3000万人です。

会員数は 2750 万人、91,000 のスポーツク

ラブがあり、全てが地域スポーツクラブ

です。これは、組織として成り立ってい

る体制です。地域ベースのスポーツ体制

です。 
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一番大きな連盟はサッカー連盟で、会

員数は 650 万人です。2番目は体操連盟で、

会員数は 500 万人です。その他はご覧の

ようにもっと会員数は少なく、例えばテ

ニスが 160 万人、陸上が 89 万人となって

います。 

ドイツの人口は 8200 万人なので、2750

万人がスポーツクラブの会員数だという

ことは、ドイツ人のほぼ 3 人に 1 人がス

ポーツクラブに加入していることになり

ます。プロの民営のクラブではなく、地

域のクラブで、ボランティアで成り立っ

ています。仕事にしている人もいますが、

ほとんどがボランティアです。クラブの

会長は皆ボランティア、委員会もボラン

ティアです。コーチは少しお金を受け取

っている場合もありますが、ボランティ

アの場合もあります。たいていのスポー

ツクラブでは、いろいろなスポーツをし

ています。例えば、私の所属している地

元のスポーツクラブでは、サッカー、卓

球、陸上、スキー、体操、モダンダンス、

エアロビなど、他にも多くの活動をして

います。通常、年会費を払います。私の

スポーツクラブは 100 ユーロ、12,000 円

程度だと思います。一度、年会費を払え

ば、どんなスポーツにも参加できます。

全てのスポーツに対して、単一料金です。 

 

 

もう一度、この複雑な表をご覧下さい。

ドイツのスポーツ体制は、戦後の 1950 年

に再設立されました。当時は、わずかな

スポーツクラブしかありませんでした。

この茶色い部分です。これが会員でした。

現在では３桁増え、90,000 のスポーツク

ラブがあり、会員数も多数です。この部

分、少し増加していますね。これは東西

ドイツが統合した翌年だからです。 

 

 

ドイツではスポーツがとても盛んです。

正確な実態をお伝えすることは、ほぼ不

可能です。しかし、スポーツクラブは、

毎年、正確な記録を出しているので、お

話することができます。スポーツクラブ

とスポーツ連盟は、毎年、トップ組織に

会員数を提出することになっているので、

実態を詳しくお伝えすることができるの
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です。スポーツをしている青少年のほと

んどがスポーツクラブの会員で、就学前

から加入する場合もあります。6歳以下の

女子 23％、男子 24％がスポーツクラブの

会員です。ほとんどが親子で参加する体

操またはサッカーをしています。小学生

になると会員数は増えます。7 歳から 14

歳となると、女子 60％、男子 80％がスポ

ーツクラブの会員です。これは、スポー

ツクラブでは技体制が確立されているこ

とが影響していることもお伝えしなけれ

ばなりません。スポーツクラブでは、競

技スポーツにも参加することができます。

ドイツには他の国のように、学校対抗や

スポーツクラブ対抗のスポーツ競技は行

われません。スポーツクラブでは、非競

技スポーツもあります。健康のためのス

ポーツや、障害スポーツです。 

 

 

さらに正確な数字をお伝えします。

2007 年の子どもの会員数を見てみましょ

う。6 歳以下の子どもでは、男子が 64 万

人、女子はそれよりやや少なくなります。 

そして、7 歳から 14 歳になると、スポー

ツクラブに所属している男子は250万人、

女子は 170 万人に増えます。そして思春

期になると、また減少します。男子 110

万人、女子 73万 8 千人です。 

 

 

男子に最も人気のあるスポーツはサッカ

ーです。ご覧のように、サッカーをして

いる 7歳から14歳の男子は 100万人以上

いますが、女子では 23万 6 千人です。こ

の数は、子どもが大きくなると減少しま

す。体操はその逆で、女子の数の方が多

いです。年少期の女子は 68 万人ですが、

男子はたったの36万人です。体操もまた、

子どのが大きくなると減少します。体操

というのは、器械体操だけでなく、リズ

ム体操や各種ダンス教室も含みます。こ

れらは全て「体操」という名のカテゴリ

ーになります。その他の図、その他の数

字は、各自でご覧下さい。 

 

 

メインスポーツについて、まずは、女
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子の体操からお話します。約 30％の女子

が最初に体操を始め、その後、水泳や、

女子にとても人気もある乗馬などをしま

す。男子は少し違います。ドイツで男子

が最初にするスポーツは、通常、サッカ

ー、水泳、体操、格闘技です。よくある

質問は、男子と女子でスポーツが違うの

は何故か、ご覧のように、ドイツではサ

ッカーが典型的な男子のスポーツで、ダ

ンス、体操は女子のスポーツなのは何故

かということです。１つの理由としては、

実際にサッカーをする女子が少なく、模

範となる存在がいないことです。また、

女子は全体的にスポーツや体育に関わる

数が少なく、母親など女性全体があまり

スポーツをしないため、子どもも母親と

同じ様なケースになります。 

 

 

もっと正確な例をお話致します。また

私が所属しているスポーツクラブの話に

なりますが、青少年のサッカーチームが

年齢別に 13 チームあります。チェス、ダ

ンス、子ども向けスポーツ、陸上、卓球

もあり、子どもの年会費は 60 ユーロ、

7,000 円程度でしょう。先ほどお話したよ

うに、いろいろなスポーツに参加するこ

とができます。全てに参加することもで

きますし、2つ 3つ、一部だけに参加する

こともできます。多くの子ども達は、複

数のスポーツに参加しています。 

 

 

私のスポーツクラブの総会員数は 1293

人ですが、半数の会員が 18 歳以下です。

もう一度、表をご覧下さい。11 歳から 14

歳では、男子 126 人、女子 65 人。15 歳か

ら18歳ではやや少なくなり、男子93人、

女子 60 人です。 

 

 

スポーツ別に見てみると、やはりサッ

カーは男子の数の方が多いですね。サッ

カーをしている女子は、ご覧のようにた

った 9 人です。少ないですね。小さな子

ばかりで、大きな子はいません。私のス

ポーツクラブでは陸上する女子が多く、

卓球は全体的に少ないです。体操も女子
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が多いです。 

 

 

ドイツの青少年スポーツの多くは、今、

お話したスポーツクラブで行われていま

すが、まだ他にもあります。明日、お話

しようと思いますが、学校のスポーツク

ラブと、現在、増えている民間企業です。

毎月、高い会費を払うスポーツクラブの

ようなに商業化のものもありますが、ド

イツでは、通常、青少年は加入できませ

ん。加入できるクラブもあるかもしれま

せんが、多くはありません。これらは、

フットネスクラブやヘルスクラブのよう

な大人向けのクラブです。しかし、リゾ

ート地や観光地には、青少年向けの民営

スポーツ会社も多くあり、スキー教室や

サーフィン教室などを運営しています。

多くの青少年がスポーツに参加しており、

他にも団体が多く存在しますが、その数

は把握できません。この表は、明日、使

おうと思っていたのですが、この左の列

だけご覧下さい。 

ご説明したように、ドイツのスポーツ

団体は組織化されています。トップレベ

ルの青少年スポーツも行われています。

それ以外にも地域別にスポーツが行われ

ており、YMCA などのプロテスタント教会

が組織しるもの、他にカトリック教会が

組織するもの、少数ですが企業が組織す

るものから、組織とは関わりなく、単に

青少年が集まってするサッカー、チェス、

スケート、スケートボードなども含まれ

ます。 

 

 

青少年スポーツの課題について。これ

まで見て頂いた図によると、多くの青少

年がスポーツをしています。年齢によっ

て違いますが、30％から 70％です。しか

し、これからの課題は多く残されていま

す。まず、ここ数十年にほとんどの国が

直面した課題だと思いますが、公共のス

ペースが減り、パソコンやビデオゲーム

が増えたことにより、環境、ライフスタ

イルが変化し、多くの子ども、青少年が

身体活動に関わることが減りました。そ

こで課題は、どのようにして青少年にス

ポーツ活動に参加させるかということで

す。 

また、別の課題は、思春期の女子の脱

退率です。表で見ると、15 歳から 18 歳で

は、女子の脱退率が男子に比べ圧倒的に

高くなっています。どうしたら脱退を止

められるのでしょうか？まだ答えは見つ

かっていません。一番大きな問題は明日
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お話しますが、ドイツの学校システム改

革も原因となっています。大きな改革で

す。数年前まで、通常、学校は 1 時まで

でした。午後 1 時になると生徒は帰宅し

て、週 1 度、時には 2 度、1～2 時間、学

校に戻って来なければならいこともあり

ました。そのため、午後はスポーツクラ

ブへ行き、色々なスポーツ活動に参加す

ることができました。 

今、ドイツの学校システムは変わりつ

つあります。まだ多くはありませんが、

一部の学校は全日となり、子ども達は午

後 4 時まで学校にいなければならなくな

りました。みなさんにとっては普通のこ

とかも知れませんが、私達ドイツ人には

慣れないことなのです。スポーツクラブ

にとっては深刻な問題です。学生はスポ

ーツクラブの活動へ参加することができ

なくなるのです。学生が来られなくなっ

たことに加え、もう 1 つの問題は、体育

館や運動場は公共のもだということです。

これまでは、午前中は学校が体育館と運

動場を使い、午後から夜にかけては、ス

ポーツクラブが使っていました。しかし、

学校が 4 時までになったので、スポーツ

クラブは体育館を使うことができなくな

りました。そうしたことから、スポーツ

クラブは多くの問題を抱えており、学校

と協力して解決するしかありません。 

もう１つの学校に関係する問題は、ド

イツで一番レベルの高い高校というのは、

複雑な学校システムとなっています。そ

れの学校はギムナジウムです。以前、ギ

ムナジウムは９年制でした。小学校４年

間とギムナシウム９年間でしたが、現在

は８年間に短縮され、それでも同じカリ

キュラムで学ぶため、学生の余暇が減り、

帰宅後には以前より勉強しなければなら

なくなりました。宿題が増え、勉強時間

が増えたのです。学生は家で勉強しなけ

ればならないので、スポーツクラブに行

けなくなったというケースも出てきてい

ます。これがもう１つの問題です。 

そして最後の課題は、ドイツがここ数

年の間に移民国家になったということで

す。実際は数十年前からのことだったの

ですが、これまで少数民族に対するプロ

グラムを考えたこともなく、最近になっ

てドイツは移民国家であることに気が付

いたのです。1500 万人が移民のバックグ

ランドを持っていて、これは人口の 15 分

の 1 に当たり、子どもでは 30％に達しま

す。移民の多くはイスラム教徒のトルコ

系移民ですが、通常、男子は問題がなく、

スポーツクラブに通い、サッカーなどを

していますが、女子は違います。現在、

どうしたらイスラム教徒の女子をスポー

ツクラブに入れられるかという、いろい

ろなプロジェクトを検討しています。イ

ギリスでも同じようなプロジェクトを実

行していると聞きました。ドイツは、ス

ポーツクラブでの身体活動がドイツ社会

への統合に重要な役割を果たすと考えて

います。 

冒頭ではお伝えしなかったのですが、

これらのスポーツクラブはスポーツ活動

だけではなく社交の場ともなっています。

様々なイベントが行われ、友情を築き、

若者が民主主義を学ぶ場でもあり、青少

年はスポーツクラブで居場所を見つけ、

リーダーシップと民主主義の基礎を学び

ます。ここまでで、ドイツにおける青少
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年スポーツ体制の構造についてお話しま

した。明日は企業とスポーツクラブにつ

いてお話したいと思います。 

アメリカの青少年スポーツ振興システムの

現状と課題 

オハイオ州立大学 

スポーツ・体育・運動科学学群長 

教授 ジャッキー・グッドウェイ 

三木）ホフマン先生ありがとうございま

した。それでは次にアメリカの現状と課

題ということでアメリカ、オハイオ州立

大学体育運動科学部長、ジャッキー・グ

ッドウェイ先生より報告していただきま

す。 

 

 

本日は、皆さんの前でお話することが

でき、とても嬉しく思います。日本のス

ポーツについて知り、またアメリカのス

ポーツシステムについてご紹介すること

ができ、とても光栄です。今日は、アメ

リカ文化における青少年スポーツと、青

少年スポーツがどのように子どもの環境

の中にあるかをお話します。 

 

 

スポーツはアメリカ文化において、不

可欠な存在です。広く普及しており、ア

メリカ人は一生スポーツと関わっていま

す。何の形のスポーツにも触れずに、子

どもがアメリカで育つこと不可能です。

この図は、アメリカ文化における６つの

主要なスポーツです。 

 

 

テレビで視聴率の高いプロスポーツは、

ボストン・レッドソックスのような野球

チューム、ニューヨーク・ジャイアンツ

のようなフットボールチーム、ゴルフや

テニスのような個人スポーツです。アメ

リカでは、いつの時代も必ずテレビでス

ポーツを放送し、それを国民が見ていま

す。タイガー・ウッズのように、すばら

しい模範となるプロスポーツ選手もいま

すが、そうではない選手もいます。 
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ハイレベルな大学スポーツはアメリカ

文化特有のものです。大学スポーツのた

めの国立協会は NCAA と言います。大学ス

ポーツには33種類のスポーツがあります

が、アメリカのマスコミに人気があるの

は、実際、2つだけです。１つは、大学フ

ットボールで、秋には何十億ドルものビ

ジネスになります。もう１つは、大学バ

スケットボールで、冬にはテレビ放送を

独占します。この２つのスポーツには、

若いアメリカ人男性にとって模範となる

選手がいます。しかし、女性の大学生バ

スケットボール選手などは、女性にとっ

ての模範となる存在はいません。 

 

 

いろいろなアマチュアスポーツリーグ

がありますが、アメリカ文化の中では目

立たない存在で、マスコミにはあまり注

目されません。しかし、陸上、体操、ア

イススケートなどの一部のスポーツは、

全国大会やオリンピックの年などにマス

コミが取り上げます。この３つのスポー

ツにはハイレベルな選手がいるのですが、

アメリカオリンピック運動の創始者ピエ

ール・ド・クーベルタンなら「全ての人

のための全てのスポーツ」と言うでしょ

う。 

 

 

娯楽スポーツもアメリカでは一般的で

す。娯楽スポーツとは、公園、娯楽施設

で、近所や裏庭でするものです。バスケ

ットボール、ソフトボール、テニス、サ

ッカーなどが、アメリカ文化の中で一般

的な娯楽スポーツです。 

 

 

公立の学校では、フットボール、バス
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ケット、バレーボール、器械体操なども

します。男女合わせて、およそ 750 万人

が高校スポーツをアメリカ中で競ってい

て、中学や、校内プログラムで競う生徒

はそれ以上です。 

 

 

これまでのスライドでご覧いただいた

通り、スポーツはアメリカ社会に浸透し

ています。そのため、当然、我が国では

多くの青少年がスポーツをしています。

アメリカでは、青少年スポーツは、子ど

も文化の一部として大きく存在します。

プロや大学のスポーツ選手などは模範選

手として存在し、国内ではおよそ 4100 万

人のこどもが青少年スポーツに参加して

います。 

 

 

アメリカ社会でスポーツは大きな影響

力があり、多くの子ども達がスポーツに

参加しているにも関わらず、アメリカに

は青少年スポーツをまとめるシステムが

１つも存在しません。実際、多くの青少

年スポーツ団体は互いに競争し、対立し

ており、青少年スポーツでの参加で競い

合っています。アメリカでの青少年スポ

ーツのアプローチは、大きく２つの哲学

的観点が存在します。１つは、エリート

的な競争志向、もう１つは最近の考え方

なのですが、保健、青少年発育です。 

 

 

青少年スポーツのエリート競争の目標

は、アメリカナショナルチームのために

エリートレベルで強力な選手を生みだす

ことです。このアプローチの考えでは、

最も才能のある若い選手を発見し、育て

るために、多くの子どもにスポーツをさ

せます。このアプローチで大切なことは、

１つのスポーツに絞り、集中的にトレー

ニングを行い、ナショナルチーム、大学

リーグ、プロスポーツへの参加を最終目

標に、最大限の実績を出すことです。他

の国とは違い、アメリカにはエリートレ

ベルの能力を組織、サポートするための

単一体制がありません。各スポーツ、各

スポーツ団体組織では、異なるアプロー
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チで、タレント性を見出し、能力を育て

るサポートしています。 

 

 

ここ 10 年の間、スポーツへの異なるア

プローチが生まれ、スポーツが保健・発

育の手段として考えられるようになりま

した。他の国々と同じ様にアメリカでも、

急速に幼少期の肥満がまん延しています。

アメリカでは、現在、4人に 1人の子ども

が肥満児で、もちろん、私達はこの数字

をとても心配しています。国民健康の責

任者達は、子どもに身体活動をさせ、肥

満児を減らす手段として青少年スポーツ

に注目し始めました。青少年スポーツの

目指すものは、子どもの頃から大人にな

っても、いつもスポーツをしようと思う、

能力、知識、態度を子どもに身につける

ことです。このアプローチと共に、青少

年発育分野では、努力する前向きな性格、

粘り強さなどを育てる手段としてスポー

ツを利用しています。 

また、スポーツでの経験をもとに、コミ

ュニケーション、チームワーク、問題解

決などの生活能力を伸ばすことを目指し

ています。 

このアプローチで共通するテーマは、ス

ポーツ自体が最終目標ではなく、スポー

ツを他の目的を果たす方法、手段として

いることです。 

 

 

青少年スポーツとは、4歳児が大騒ぎを

しながら、ゴールがどこにありチームと

いうものを知らずにフィールドでサッカ

ーボールを追いかけるものから、10 歳の

真剣な体操選手が週40時間のトレーニン

グを行い 6 年かけてそのスポーツを習得

したもの、250 ポンド（約 113 キロ）の高

校アメフトチームのラインバッカー、格

闘技選手まで、様々な形態があります。

アメリカのスポーツには色々な顔がある

のです。 

 

 

ところで、子ども達は、どこでスポー

ツを学び、どんなグループに参加してい

るのでしょうか？この図は、アメリカ国
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内における様々なタイプの青少年スポー

ツ体制で、大きく５つに分けることがで

きます。もっとも多くの子どもが参加し

ているのは、リトルリーグの野球など、

「エージェンシー」と呼ばれているもの

です。クラブスポーツからは多くの国代

表となるエリート選手が出ていますが、

クラブスポーツに参加している子どもは

５％にすぎません。一方で、学校でのス

ポーツへ参加している子どもは 10％です。

そして、12％の子どもが学校対抗のスポ

ーツに参加しています。それでは、これ

らの青少年スポーツ体制にそれぞれ焦点

をあて、各グループへの参加のライフサ

イクルを詳しく見てみましょう。 

 

エージェンシーがスポンサーしているス

ポーツは、エージェンシーに管理されて

います。例えば、中学校のインターフッ

トボール・プライドへの参加へは、ポッ

プ・ワーナー・フットボール協会（Pop 

Warner Football Association）が管理し、

アメリカのサッカープログラムは全米ユ

ースサッカー協会（ American Youth 

Soccer Association）が管理しています。

エージェンシースポーツは多くの子ども

を早い段階でスポーツに従事させ、幼少

期から青年期を通して能力を開発するサ

ポートを主な目的とし、アメリカ大衆に

スポーツを売り込んでいます。通常、こ

れらのエージェンシーは、週 1 回の娯楽

としている選手から、週 2～3回の競技を

行い、週 40～60 時間トレーニングを行う

エリート選手まで、各レベルのスポーツ

を提供しています。 

エージェンシーがスポンサーしているス

ポーツは、エリートレベル、プロ、大学

のスポーツへのスカウトの場として収益

もあります。 

 

 

では、リトルリーグを見てみましょう。

日本の皆さんは野球が大好きですよね。

これは、どのように子ども達が野球など、

段階的にスポーツをしているか、とう例

になるでしょう。多くの子ども達は、T

ボールリーグで 5 歳頃から野球を始めま

す。その後、マイナーリーグというとこ

ろへ進みます。マイナーリーグで子ども

達は、野球の基礎や、試合のルールを学

びます。試合とは言っても、この時点で

は、ほとんど遊びで真剣なものではあり

ません。 

子ども達が大きくなって能力が伸びて

くると、メジャーリークに進むことがで
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きます。9 歳から 12 歳の子どもを対象と

しています。メジャーリーグでの試合は、

もっと真剣なものですが、娯楽レベルの

野球から、更に真剣な野球までの広い分

野があります。メジャーリーグのグルー

プの最後はワールドシリーズです。日本

もワールドシリーズに参加していますよ

ね。13歳、14 歳になると、野球リーグが

組織するジュニアリーグへ進みます。最

近では中学校へ進学すると、ジュニアリ

ーグを辞めて、中学校の野球チームへ入

る子どももいます。14歳から 18 歳になる

と、シニア＆ビッグリーグへ進むことが

できますが、この段階でもエージェンシ

ーの野球を辞め、高校のチームだけで野

球をする子どもが多くいます。 

通常、大学は高校野球から選手をスカウ

トします。 

 

では、ふたつ目のクラブスポーツのシス

テムを見てみましょう。クラブスポーツは

私企業ですので、会費を集めることにより

まして、スポーツに参加ができるようにな

るわけです。その会費に関してはいろんな

ものがあります。非常に安いものから非常

に高いもの、それもいろんな地位とか地域

によって違います。ニューヨークではもっ

と高い会費を払って、コロンバス、オハイ

オのようなところでは非常に高いわけです。

こうしたものは、貧しい子供たちにはアク

セスできるものではないわけです。ですか

ら、中流、もしくは上流の子供たちが参加

しています。こうしたプライベートクラブ

に関しては、利益を得なくてはなりません

ので、集団がスポーツに参加するためとい

うわけではありません。１週間に１回ただ

楽しむだけに、スキルを得るためにという

レベルもありますけれども、また非常にパ

フォーマンスの高いアスリートのためにも

スポーツクラブというのはあります。 

 

 

では、2つ目の青少年スポーツ体制のグ

ループ、クラブスポーツの体制について

お話しましょう。クラブスポーツとは、

民間企業へ会費を支払って行うスポーツ

です。一般的に、これらのクラブは営利

目的で運営さえています。費用はスポー

ツの特徴や、クラブの所在する地域によ

って様々です。ロサンゼルスやニューヨ

ークのような都市では、オハイオ州コロ

ンバスのような場所に比べ、ずっと高く

なります。貧困層の子ども達は、これら

のクラブへ行くことはできないので、中

流階級以上の子ども達が参加するクラブ
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体制ということになるでしょう。 

民営のクラブは利益のために大衆へ向

けてスポーツをアピールしていて、クラ

ブ内ではレベル違うスポーツへ参加する

ことができます。週 1 度の楽しみとして

参加する生徒から、競技に出場する選手

まで様々です。 

例を見てみましょう。ほとんど場合、

器械体操はクラブスポーツが推進してい

ます。子ども達は 3 歳から 5 歳で器械体

操を始め、週に 1～2度のクラスを受けま

す。5歳になると、才能のある子どもは予

備チームで能力を磨き、ハイレベルな条

件で、良いコーチに学ぶことができます。 

小学校へ入ると、娯楽レベルのクラスと、

大会へ出場する器械体操チームへ分けら

れます。そして、中学校へ入る 11歳、12

歳になると、体操選手となる子どもが選

ばれ、才能のない子どもはクラスから落

第し、競技チームだけが練習を続けます。

12 歳頃には中学校のチームへ参加し、そ

の後は高校で器械体操をします。これは、

２つの体制がお互いに対立してしまう例

です。学校のスポーツ体制とクラブのス

ポーツ体制は両チームに所属することを

認めないことが多いのです。つまり、ク

ラブ選手は、中学校や高校のチームで競

技することができません。一般的に、施

設もコーチのレベルも劣ることが理由と

なっています。 

 

 

アメリカの子ども達は、公園、娯楽施

設、YMCA、地域リーグなど、いろいろな

場所で娯楽スポーツを楽しんでいます。

娯楽スポーツの場合、形態は様々で、各

スポーツで決まったライフサイクルはあ

りません。この図は、ウェリントンとい

う町での娯楽スポーの場を表しています。

この町には、11 の青少年スポーツの場が

あります。一般的に、3 歳から 11～12 歳

の子どもを対象としています。中学生に

なるとスポーツの場が減り、才能がない

場合、多くの子どもが 12 歳までにスポー

ツを辞めてしまいます。これはアメリカ

で大きな問題となっています。 

 

 

中学校では校内でもスポーツをするこ

とができ、無料で充実したスポーツの場

となっています。昼休み、授業前、放課
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後などにスポーツをします。一般的にボ

ランティアでクラブを担当している先生

によりますが、スポーツクラブと同じ様

なやり方ではないかと思います。校内で

は、陸上や野球をすることもできますし、

昼休みにウォーキングなど、他にもいろ

いろなことができます。 

 

 

最近、おそらく 2～3年前から、このよ

うな校内でのスポーツの場に国が注目し

始めました。政府がアメリカの子ども達

の身体活動レベルを上げようと試みてい

るところなので、これらの場はもっと増

えてくると思います。アメリカでの学校

対抗スポーツでは、子ども達が学校のチ

ームで他校と競技します。約 750 万人の

子どもが高校の学校対抗スポーツに参加

しています。そのうち、男子は 400 万人、

女子は 350 万人です。いろいろなスポー

ツをしていますが、このスライドは男女

別トップ 10 のスポーツで、男女の違いを

ご覧頂けると思います。 

学校対抗スポーツで興味深いことの１

つは、スポーツにより違いが見られるこ

とです。器械体操では、学校対抗に参加

している選手のレベルは高くありません。

楽しみでやっている傾向があります。し

かし、男子のフットボール、バスケット

ボール、野球はレベルがとても高く、国

を代表するような選手もいます。プロチ

ームや大学チームは、これらの高校から

選手を探してスカウトします。アメリカ

では学校対抗スポーツに対して 2 つのア

プローチが存在していて、学校ごと、ス

ポーツごとに異なり、一貫していません。

「何が何でも勝つ」というアプローチを

取っているコーチは、優秀な選手だけを

チームに選び、他の選手は切り捨てます。

一方では、開発アプローチを取っている

コーチは、努力する選手なら誰でも指導

し、チームのどんな選手も切り捨てるこ

とはしません。 

 

 

フットボール選手のライフサイクルに

ついてお話します。学校対抗スポーツは

中学校からなので、子どもが成功するた

めに必要な能力と知識を与える体制を築

かなければなりません。フットボールの

場合、小さい子どもの能力を開発し、中

学校、高校までに良い選手に育てるため

には、エージェンシーやクラブスポーツ

に頼っています。 
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もちろん、アメリカの青少年スポーツ

には、多くのコーチが関わっています。

では、誰が青少年スポーツを指導してい

るのでしょうか？実は、青少年スポーツ

体制により様々です。エージェンシー、

娯楽、校内プログラムでのコーチはボラ

ンティアです。子どもとスポーツを愛す

る、両親や教師のスポーツへ対する熱意

によって支えられています。 

クラブのコーチは、一般的にコーチとし

て経験がある高い能力を持った選手で、

お金をもらっていることが多いのですが、

フルタイムの仕事とすることはできずパ

ートでやっています。学校対抗プログラ

ムのコーチは、教師です。通常は体育の

教師で、コーチをするための特別手当を

もらっています。大きな問題の１つは、

実際、これらのコーチは指導の専門技術

を持っておらず、子どもの発展に対する

理解や効果的な指導の原則についての理

解がないことです。 

 

 

アメリカでは4100万人の子どもがスポ

ーツをしていますが、全てがプラス面で

はありません。アメリカが抱えている問

題を少しお話しますが、このプレゼンテ

ーションでは、詳しくお話する時間はあ

りません。それでも、これは深刻な問題

だと思います。スポーツに触れる機会に

ついて、貧困層と中上流層の子ども達の

間には大きな不平等があります。貧困層

の子ども達は、スポーツをするお金があ

りません。それから、男女間にも不平等

があります。女子のできるスポーツは男

子よりも少なく、女子のスポーツチーム

を指導する女性コーチの数がとても少な

いのです。 

コーチに対するトレーニングが不足し

ていて、90％のアメリカ人コーチは事前

に全くトレーニングを受けていません。

その結果、何が何でも勝つように子ども

にプレッシャーをかけるコーチや両親が

います。それから、強力な選手は小さい

頃から 1 つのスポーツに集中することを

余儀なくされています。高校生の学校対

抗スポーツでは、1人の生徒がフットボー

ルとバスケットボールの 2 つのチームに

入ることをコーチが認めていません。一

年中、チームメートと一緒に練習、調整
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しなければならず、両方のチームに参加

することができないので、どちらかを選

ばなければいけません。 

それから、コーチが１つのスポーツに

集中させるアプローチを取っている場合、

エリートレベルの選手に育っていると、

高校を卒業後、生活に必要な幅広い能力

に欠けていることがあり、これは大きな

問題となっています。 

 

 

締めくくりとして、もう一度、青少年

スポーツにおける 2 つの哲学的アプロー

チと、学生をどのようにして青少年スポ

ーツに集中させているかについて、話を

戻します。エリートスポーツ体制では、

スポーツにより、主にクラブと学校対抗

プログラムを選んでいます。繰り返しま

すが、貧困層の子どもたちは、これらの

スポーツに接する機会がありません。 

現代の研究から、エリート選手になるに

は 1 万時間の練習が必要だということが

わかっています。そのため、エリートス

ポーツの焦点は、早くからスポーツを始

めさせ、１つのスポーツに絞り、小さい

頃から集中的なトレーニングができる環

境に置くということになります。これは

もちろん、子どもに身体的、精神的、社

会的な影響を与えます。 

 

しかし、集合的参加型アプローチでは

全く違ったアプローチを取っていますが、

こちらは明日、お話ししようと思います。

目的は、幅広い分野のスポーツで能力を

高めることで、子どもは様々なスポーツ

へ触れ、複数のスポーツへの参加を経験

することができます。これを体育プログ

ラム、青少年スポーツ体制で行えば、若

い選手達は自発的な人間に成長すると思

います。 

 

 

今日は、アメリカの体制について、ご

理解頂けたかと思います。最近、研究の

一環として行った 4 歳児にインタビュー

の言葉を借りたいと思います。この 4 歳

児は、リトルリーグでサッカーをしてい
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ますが、私に言ったことは、「どうして大

人はみんな怒るのかわからないよ。僕は

両方のチームでプレーしたいし、両方の

ゴールをきめたい。でも大人は違うみた

い。楽しくサッカーがしたいだけなの

に。」私達は、誰にどんなスポーツを教え

る時もスポーツは楽しいものであること

を忘れず、子どもにとっても楽しいもの

であるように指導しなければいけません。

ありがとうございました。 

 

オーストラリアの青少年スポーツ振興シス

テムの現状と課題 

クイーンズランド大学 

講師 ルイーズ・マックウェイグ 

三木）マックウェイグ先生ありがとうござ

いました。それでは次にオーストラリア、

クイーンズランド大学講師、ルイーズ・

マックウェイグ先生より、オーストラリ

アの現状と課題について報告していただ

きます。 

 

 

マックウェイグ）みなさん、少しストレ

ッチをしませんか。あまり真剣にならな

いで下さい。そう、少しストレッチをし

て下さい。こうしてまた日本へ来ること

ができ、とても嬉しく思います。ご招待

を頂いた文部科学省の方々、特に佐藤豊

さんとチームの皆さんには心から感謝致

します。それから、筑波大学でも同僚の

高橋健夫先生と、今日、私の言葉を皆さ

んに伝えてくれる通訳の松本さきこさん

にも感謝致します。 

 

今日は、スポーツ振興の目的と戦略の

手段として、２つの分析構想を用いよう

と思います。これらは最近、オーストラ

リアの学校で採用されています。最初の

構想は、ハンター氏の考える原則的立場

です。彼は、様々な教育関係者の学校制

度についてコメント、批判の方法を原則

的立場と表現しています。学校制度につ

いての見方は原則的である述べています。

現在の学校制度は、基本的な原則として

不完全であるとしています。 

人の理想的な形成の概念については、

異なる立場が存在します。コメント者や

教育従事者により、原則的立場は異なっ

ていますが、プロジェクトのベースライ

ンは同じで、それは人の理想的な形成な

のです。ある事業者または公共機関は、

集団的な行動、態度をスポーツと HPE(保

健体育科教育)の目標として認識してい

ます。それも理想的な人間の形成です。

そして、公共機関や事業者は、理想的な

人間の概念を達成するための HPE プログ

ラムについて、特定理論を主張していま

す。 
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本日、私がお話しする構想には、4つの

基本的立場があります。 

1 つ目は、善良市民です。善良市民の原

則の立場は、20世紀の学校スポーツとHPE

プログラムを通して活発であるとされて

います。子どもが学校スポーツと HPE に

従事することを善良市民の義務としる信

念を表しています。善良市民の原則の立

場の提唱者は、HPE をティーチング、トレ

ーニングの見習い市民の手段とみる傾向

があり、就学中の学童は、現代の善良市

民の概念に基づき、監視、管理、訓練す

るとしています。 

善良市民の原則の立場の主張者達は、

善良市民は健康市民だという考えを支持

しています。政治的な観点から、これは、

不健康な市民には大きなコストがかかり、

逆に健康な市民は生産的でコストがかか

らず、社会の安定に大きく貢献している

という考えがあります。結果として、学

校のスポーツプログラムと HPE は、特に

西洋国家では健康な市民を生みだすため

重要な戦略として、促進、確立されてい

ます。 

２つ目の原則的立場は、保健体育を社

会的に望ましい態度の育成手段として利

用することです。個性、正しい品行、協

調性などの強化、更に、仲良く調和のと

れた安全な社会を作ることを目指します。

よって、教師は、感情の抑制、相手への

思いやり、ルールの厳守、他人への平等

な扱い、逆境に立ち向かうことなどがで

きるよう指導しなければなりません。 

そして、３つ目の立場は、善良で健康

な市民の立場と似ていますが、身体的能

力のある参加者、または有能市民という

立場があります。この立場の提唱者は、

スポーツと HPE は、学生が卒業後も身体

活動へ自信をもって参加できるような基

本的な能力を育てるものだと考えていま

す。つまり、身体活動とスポーツへの参

加を続けさせることを目指し、HPE の身体

活動は生徒に自信をつけさせる役割を担

っています。 

そして 4 つ目の立場は、タレント性ス

ポーツです。この原則の提唱者は、若い

身体は人間行動とスポーツをするのに優

れた可能性があると考えています。学校

スポーツと HPE は、更にレベルの高いス

ポーツに必要な才能の基礎づくりである

としています。スポーツと HPE は同意語

で、目的の中心です。先ほどお話した善

良市民原則の立場と反して、教師は各生

徒が自信をつけることを重要視せず、競

争力をつけさせます。結果、この原則を

支持する団体、個人は、基礎的な運動能

力の発展と競技スポーツの戦略を重視し

た学校での HPE プログラムを主張してい

ます。 
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第 2 の分析構造は、健康促進について

です。グラスコー（Glasqow）、ヴォグ

（Vogt）、ボールズ（Boles）によると、

適切に評価される構想がないため、国民

健康の進歩、地域ベースでの進歩の妨げ

となっています。これに対して提案され

ているモデルは、RE-AIM（目標再設定）

というものですが、個人的には、国民健

康の概念だけでスポーツ振興を主張しよ

うとは思いません。オーストラリアの学

校で組織されるスポーツ振興の安定と、

大きな影響を評価するために、このモデ

ルについてお話しようと思います。 

RE-AIM（目標再設定）モデルには５つ

の基準があります。「普及」は、参加レベ

ルと方針やプログラムの影響を受ける人

の率を計ります。 

「効果」は、プログラムによるプラス

面とマイナス面を測定します。「適用」は、

方針や戦略が実際に適用されている環境

を評価します。「実施」は、実際にプログ

ラムが実行された範囲を評価します。「維

持」は、改革で個人、団体の行動が安定

したかを評価します。これに関しては、

可能性が継続するという概念と結びつけ

ます。 

 

次は、オーストラリアの学校でのスポ

ーツ振興を行っている主な団体に焦点を

当てます。各組織の戦略をアウトライン

してみたので、皆さん、各プログラムで

の哲学的な観点と影響を考え、原則的立

場とRE-AIM構想の手法を適応することを

考えてみて下さい。 

最終的には、この２つの手法を使って

オーストラリアについての知識を自己評

価したいと思います。 

それを始める前に、学校ベースのスポ

ーツ振興の主役について少し考えたいと

思います。オーストラリアのスポーツ委

員会によると、学校とスポーツ組織は自

然に協力し合っています。リチャード・

ティニング氏が主張するように、学校と

は集団感化が行われる場所です。この考

えでは、学校でスポーツ組織と管理部門

を設け、健康、性格、タレント性を促進

することをスポーツ振興プログラムに加

えています。よって、国家教育機関（State 

National Education Authorities）では、

教育組織、担当者が学校でのスポーツ振

興に関与しています。今日は時間がない

ので、全てお話することはできません。 

しかし、カリキュラムベース戦略、追

加カリキュラム戦略、学校スポーツプロ
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グラムの３つについて、お話したいと思

います。スポーツ組織は、観衆には興味

がなく、将来のリーグ出場および参加権

の増加または幅広い層のファンを増やす

ことを追求する戦略とプログラム採用し

ています。 

 

 

それでは、オーストラリアの教育機関

によって行われた促進戦略の事例につい

てお話します。現在オーストラリアでは、

国家の指導する学校カリキュラムには、

重要な要素として保健体育が含まれてい

ますが、現在、これについて議論が行わ

れています。これは、学校制度に対する

国家目標（Australian National Goals）

にも含まれています。1989 年、オースト

ラリアの学校に対して、10 の共通した総

合国家目標の中に、身体発達、個人指導、

学生のフィットネスの機能が確立されま

した、数十年後も HPE は、健康的な生活

の維持と余暇の楽しみを創造するために

必要な知識、能力、態度を創り出すこと

を目的としています。興味深いのは、ス

ポーツという用語には、このこと不足し

ているということです。オーストラリア

では、スポーツというのは 30 年前から、

健康、教育という点で注目されていたこ

とになります。懸念されるのは、何が何

でも勝つというスポーツ精神を持った競

争心の強い親の態度により、参加費用が

上がるということです。結果として、保

健体育教育の提唱者は、対立しない恩恵

を改善し、包括的な身体活動を言及して

います。 

それでもまだ、多くにオーストラリア

人にとって、HPE を教えるということは、

スポーツを教えるということと同じ意味

なのです。オーストラリアでは、スポー

ツは社会文化的に重要な役割を果たし、

学校のHPEプログラムにおける影響力は、

スポーツの価値を確かなものとし、HPE

カリキュラムにおいて活発です。その結

果、HPE での必須、選択プログラムは、活

発で重要なカリキュラムを提供し、スポ

ーツに関連する知識、能力、態度を促進

しています。 

 

 

しかし、ご説明したように、現在、HPE

は 8 つの主要学習分野の一つとなってお

り、健康のために注目されています。オ

ーストラリアのクイーンズランド州では、

国家のカリキュラムから授業詳細を思案

し、個人と地域の健康について３つ方針

を立て、身体活動の技術とコンセプトを
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作り、自己啓発を強化しています。この

カリキュラムでは、多くの時間を身体活

動のために費やすことを求めています。

HPE、KLA が体育での健康を提唱している

にも関わらず、身体活動の促進ではゲー

ムをとスポーツを重視することが優先さ

れています。 

 

 

この状況に耐えられず、カリキュラム

の時間割を変更することを HPE とスポー

ツ振興の提唱者は考えて続けていますが、

HPE へ費やさなければならない時間は、

HPE 主要学習分野に明記されています。は

っきりした説明責任がない中、これに従

うよう提案することはできません。オー

ストラリアの国会が1990年代に設立され

た、環境、娯楽、芸術に関する委員会

（Committee on Environment, Recreation 

and the Arts）へ働きかけてから、少し

変化がありました。それは、学校での運

動、スポーツ教育に対する調査を行うこ

と、体育や学校でのスポーツに費やす資

源と時間が減っていることについて検討

することです。 

 

 

それでは HPE についてはどうでしょう

か？このプログラムでは、善良市民 3 つ

の特徴、健康、有能、社会性を強調して

います。このプログラムは広く浸透して

おり、現在、全ての学童へ普及でいます。

効果は、長い間、疑問視されています。

保健体育が本当にスポーツ振興に役立っ

ているのかという点です。 

オーストラリアの PE(体育)プログラムで

は、健康促進や基本的能力の開発という

よりも、スポーツ振興を目指しています。

現在、広く適用されていて、多くの HPE(保

健体育)プログラムではゲームやスポー

ツをしています。実施するには説明責任

が足りないのですが、クイーンズランド

の学校では、1 歳から 10 歳の子どもを対

象として、ランダムに HPE プログラムに

行っています。維持については、HPE に費

やす時間が無くなってしまうことが心配

されますが、今のところ、HPE は続けられ

ており、オーストラリアの学校制度に残

っていくことでしょう。 
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カリキュラム変更は、まだ方針草案な

のですが、オーストラリアの学校でスポ

ーツを促進している背景には、クイーン

ズランドで肥満児が増えていることに対

する懸念があります。クイーンズランド

の政府は、PEを計画実行し、2005 年から

2008 年のアクションプランで子どもの健

康を推進しています。このアクションプ

ランには、栄養と身体活動に関連する重

要な戦略が組み入れられています。例え

ば、健康を保つ食べ物、飲み物の賢い選

び方から、クイーンズランド州の学校で

は、スマートムーブという身体活動プロ

グラムを行っています。このアプローチ

は、クイーンズランドでの肥満対策とし

て行われています。スマートムーブは、

学童の身体活動レベル向上を目的として

導入されました。学校スポーツおよび身

体活動の更なる発展という題の報告書に

よる提案から、この方針は条例となりま

した。この提案がスマートムーブをもた

らし、カリキュラムの一貫として、小学

校では 1日 30 分以上、中学校では週 2時

間以上の身体活動を義務付けています。 

 

 

2008 年より、全ての公立学校では、年

間運営プランの一部として、スマートム

ーブを実施するために6key要素を定義し

た身体活動アクションプランを作成する

ことが義務付けられています。 

 

 

クイーンズランド大学の運動研究所

（School Of Movement Studies）の研究

は、学校環境へ身体活動としてスマート

ムーブを導入することは、学校にいる間

に学生に身体活動をさせる責任を学校が

担うという、新しい分野の先駆けだとし

ています。健康な市民の原則の立場を支

持するプログラムだということは明らか

です。学習分野、カリキュラムに関係な

く、現在、プログラムは全ての学年の子

どもへ広く普及しています。効果につい

ては、この方針は、まだ長い間、実行さ
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れていないのでわかりません。適用は、

数学に弱い人達が政策の優先順位を競っ

ているので、スマートムーブ方針の実行

はランダムな状態です。実施には問題が

多く、個人の熱意と学校をサポートする

パートナーに頼っています。 

 

 

オーストラリアの学習サイクルでは、

公立の学校も私立の学校も、学校対抗競

技を授業時間外に行っています。これら

のプログラムは、オーストラリアのエリ

ート学校制度において重要な要素で、学

校の繁栄と競争の激しい私立学校におけ

る魅力として、多くの学校では学生に奨

学金を支給しています。多くのスポーツ

組織は、これらのエリート校によりスポ

ーツでの競争が、将来、タレント性のあ

る選手やコーチを生みだしていると見て

います。コーチ志望者を学校が採用し、1

年間、チームのトレーニングと指導を行

います。 

近年では、プロ志向、エリート志向が

急増しています。しかしながら、分析か

ら判断すると、原則の立場に関しては、

社会的市民権の原則の立場を支持してい

ます。このアプローチは、様々は形でオ

ーストラリアの学童へ影響を及ぼしてい

るため、広く普及しています。 

 

オーストラリアの学習サイクルでは、

公立の学校も私立の学校も、学校対抗競

技を授業時間外に行っています。これら

のプログラムは、オーストラリアのエリ

ート学校制度において重要な要素で、学

校の繁栄と競争の激しい私立学校におけ

る魅力として、多くの学校では学生に奨

学金を支給しています。 

多くのスポーツ組織は、これらのエリ

ート校によりスポーツでの競争が、将来、

タレント性のある選手やコーチを生みだ

していると見ています。コーチ志望者を

学校が採用し、1年間、チームのトレーニ

ングと指導を行います。近年では、プロ

志向、エリート志向が急増しています。

しかしながら、分析から判断すると、原

則の立場に関しては、社会的市民権の原

則の立場を支持しています。このアプロ

ーチは、様々は形でオーストラリアの学

童へ影響を及ぼしているため、広く普及

しています 

「効果」についてですが、この戦略で

は、既にスポーツに従事し、スポーツを

得意とする人がスポーツの価値と喜びを

再認識傾向がありますが、一方では、ス
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ポーツを楽しめない人が失望したり、疎

遠したりすることもあります。適用は、

州、部門、学校により様々です。 

「実施」については、特定の教育機関

が調査中です。差異がありますが、この

戦略はオーストラリアの学校環境で活発

さが見られます。そして最後の項目は学

校側からのものですが、オーストラリア

に学校ができてから行われていた学校ス

ポーツのプログラムです。 

結果として、オーストラリアの学校ス

ポーツ団体は何年もの間、運営されてい

ます。オーストラリア各州代表のチーム

が出場する州対抗の学校スポーツは、オ

ーストラリアのフットボールとネットボ

ールが初めて行われた1920年代に始まり

ました。組織を強化するために各州の代

表が集り、協会が作られ、オーストラリ

アの中学校スポーツ連盟は、州対抗大会

の全てを調整する団体となっています。 

クイーンズランドでは、1970 年に 8つの

地域別学校スポーツ事務局が創立されま

した。この団体は、スポーツ大会を組織、

管理し、州の代表チームから国の代表選

手を監督する責任を果たしています。最

近、これらの地域別学校スポーツ事務局

は、視野と役割を広げ、スポーツへの積

極的な参加を支持しています。 

しかし、クイーンズランドの学校スポ

ーツ組織とその他の団体が重視している

のは、オーストラリアの国代表、または

州や地域代表のエリートへの通り道とし

て、学生個人が競技スポーツに参加する

チャンスの強化です。社会に少し関わり

を持つ傾向もありますが、これは明らか

に、タレント性スポーツ選手の原則的な

立場を取っていることがわかります。現

在このプログラムは全学童へ普及してい

ます。学生がスポーツ大会に参加するこ

とと、エリート選手への道を提供してい

ることが関連することから、効果は高い

です。適用率も高く、有効的に一貫して

実行されています。オーストラリアの学

校で、この戦略が続き、活発なスポーツ

振興となれば、維持も高く評価されます。 

 

それでは、スポーツ部門における重要

な事業者について簡単にお話しします。

オーストラリア・スポーツ委員会（Austr

alian Sports Commission）は、オースト

ラリア政府の法令で定められた公共機関

です。この団体は、オーストラリアで第

一の国立のスポーツ管理、顧問団体です。

様々なスポーツ体制の礎となっています。

このスポーツ体制では、オーストラリア

政府が代表するオーストラリア・スポー

ツ委員会（Australian Sports Commissio

n）、国家スポーツ組織（National Sporti

ng Organization）などの団体、地方政府

のスポーツ機関などの団体が提携を結ん

でいます。オーストラリア・スポーツ委

員会（Australian Sports Commission）

の使命は、スポーツを通して国民の生活
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を豊かにすることです。オーストラリ

ア・スポーツ研究会（Australian Instit

ute of Sports）の重要な点は、強力な選

手のトレーニングと開発に優れていると

いうことです。国家スポーツ組織（Natio

nal Sporting Organizations）は、スポ

ーツを安定させ、より良い管理者を招き、

地域での参加を奨励するためのサポート、

アドバイスについて、オーストラリア・

スポーツ研究会（Australian Sports Com

mission）に頼っています。オーストラリ

ア・スポーツ研究会(Australian Sports 

Commission)がプログラム全体で原則的

立場をカバーする母体だということを理

解して頂けたと思います。 

 

学校と協力している高い機能を持った

スポーツ組織は、タレント性認識を重要

視しています。選手志望者は、スポーツ

機関またはアカデミーなどの出身です。I

IS は、毎年 7月に奨学金の希望者を募り、

オーストラリア・スポーツ研究会（Austr

alian Sports Commission）も奨学金を出

しています。タレント性のある選手は、

国家スポーツ組織（National Sporting O

rganizations）が見つけたり、ナショナ

ルチームのコーチがスポーツ大会で話か

けたりします。既に有力な選手がいても、

オーストラリア・スポーツ研究会（Austr

alian Sports Commission）とオーストラ

リア・オリンピック委員会（Australian 

Olympic Committee）は、オーストラリア

全体で未開発のタレント性を認識するこ

とに興味を持っています。1994 年、タレ

ント性サーチプログラムが始まり、各州

の委員会や学校などがタレント性探しの

調整役をしています。 

タレント性サーチプログラムは、運動能

力検査、身体検査など、学生の適性検査

から始まります。多くの場合は、州のコ

ーディネーターのサポートを受け、体育

の先生がテストを行います。2005 年より、

スポーツ機関やアカデミーにもタレント

性認識が広がっています。 

各州でも行われていますが、国家レベ

ルでは、もっとプロジェクトベース化さ

れており、国家のスポーツ組織と協力し

ておこなっています。オーストラリアの

運動選手は、オンラインのタレント認識

ツールにアクセスすることも可能ですが、

2006 年、タレント性サーチプログラムは、

国家のタレント性認識および開発プログ

ラムとして再統一されました。学校と体

育教師は、今後も、これらのテストを行

っていきます。平均以上の能力があると

認識された学生は、タレント性を評価す

る機関を訪問するよう勧められ、スポー

ツアカデミーのタレント性認識官を紹介

されます。 

ご覧のように、原則的な立場は明確で

す。これはタレント性のあるスポーツの

立場です。このプログラムでは資金調達

ができず、タレント性サーチの前任者が
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プロフィールを維持することができない

ので、普及はランダムな状態です。対象

者に既に普及していると、効果は難しく

なります。もともとは学校単位で行って

いましたが、現在は最低 3 つの組織がタ

レント性認識プログラムを行っているの

で、適用についてもランダムな状態です。

「実施」についても、適用と同じくラン

ダムな状態です。「維持」は、この戦略は、

学校コミュニティでのプロフィール弱体

が見られ、学校の HPE プログラムが継続

できなくなります。 

 

オーストラリア・スポーツ研究会（Aus

tralian Sports Commission）のプログラ

ム参加のための投資は、タレント性のあ

るスター選手を見つけるためだけではあ

りません。オーストラリアでのスポーツ

への関わりによる社会的、健康の恩恵の

ためでもあります。最も重要なプログラ

ムは、放課後のコミュニティです。放課

後のプログラムは、草の根的スポーツで、

楽しく安全で包括的な環境で青少年がス

ポーツへ参加できることを目指していま

す。この放課後プログラムを通して、オ

ーストラリア・スポーツ研究会（Austral

ian Sports Commission）は、オーストラ

リアの子ども達が積極的にスポーツをす

るように働きかけ、他の州や地域の参加

プログラムも評価しています。このプロ

グラムは、主流なスポーツに関わってい

ない子どもを対象とし、身体活動を愛し、

スポーツ組織への関わりを導くことを目

標としています。 

この戦略で重要な要素は、プログラム

を実行する地域のコーチをトレーニング

することです。2009 年、1200 団体がコー

チ養成プグラムのクラスを行い、6700 人

が放課後のコミュニティプログラムへ参

加するようになりました。これらの養成

プログラムは、地方にあるいくつかのス

ポーツ組織と協力して行われています。 

この分析から言えることは、オーストラ

リア・スポーツ研究会（Australian Spor

ts Commission）が明確に健康で有能な市

民の原則の立場を取っているということ

です。このプログラムは全ての子どもに

提供しているので、普及していると言え

ます。効果については、オーストラリア・

スポーツ研究会（Australian Sports Com

mission）の研究では、とても効果がある

ことが判明していますが、これを支持す

るには長期にわたる研究が必要です。 

「適用」ですが、積極的な放課後プログ

ラムの理解と実施は、これからも学校環

境外の人や団体が行っていきます。まだ

比較的ランダムな状況です。実施につい

てはすでに述べました。「維持」について

は、限られた資金によって運営されてい

るので、積極的な放課後プログラムがオ

ーストラリアの学校制度でずっと続いて

いくものだという保証はありません。 
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最後に、全国スポーツ組織についてで

す。オーストラリア・スポーツ研究会

（Australian Sports Commission）は全

国スポーツ組織、障害者のための全国ス

ポーツ組織と協力し、コミュニティ参加

のものからレベルの高いものまで、スポ

ーツの発展を目指しています。選手、コ

ーチ、職員、管理者が通る社会的な道、

およびエリート志向の道は、スポーツ効

果プランプロセスに含まれると考えます。

全ての全国スポーツ組織は、スポーツへ

の参加者の質と数を上げることに興味を

もっていて、子ども達のスポーツに対す

る関心を刺激するために、学校コミュニ

ティと一体となり、協力するチャンスを

利用しています。しかし、国内、海外に

はクリケット・オーストラリア、オース

トラリア・フットボールリーグ、国家ラ

グビーリーグ、水泳オーストラリアなど

多くのプロリーグがあますが、学校は参

加者ではなく、基本的にファンの集まり

であると考えています。 

一般的に、全国スポーツ組織は、次の

戦略を立てています。学校内、学校対抗

の競技大会の主催、相談所の設置、学校

訪問、教育的に適切なカリキュラムと資

源の開発、講師への開発プログラムの主

催、人材資源、物理的自然を共有するた

めの提携と関連の強化、全ての戦略を運

営する学校開発事務局を設置することで

す。 

注目するべき点は、これらの組織の原

則的な立場は、健康で有能な市民の原則

を誇張した戦略をとっていますが、実際

はタレント性のある選手の原則の立場を

とっていることです。普及はランダムな

状態です。効果もランダムで、地方の資

源に限られます。適用についても、地方

の資源とコミュニティの関心によります。

実施についても地方の財源、コミュニテ

ィの興味、サポート組織によります。維

持については、国家スポーツ組織のスポ

ーツ促進戦略は、特に学校や教師の本業

ではないため、オーストラリアの学校制

度でこれからも続いていくという保証は

ありません。 

 

 

このプレゼンテーションの締めくくり

として、オーストラリアのスポーツでの

詳しい例を取りあげたいと思います。 

戦略、方針、構想で行動が保証される

ことはなく、多くのスポーツと教育事務

局は、スポーツと教育を目的として結び

ついています。これらの事務局では、原
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則的立場と逆の行動を取っている様々な

投資家の関心を引くために努力しなけれ

ばなりません。オーストラリア・スポー

ツ会議（Australian Sports Council）は、

教育部門と協力し、組織およびクラブを

サポートする努力をしています。学校の

方針と手続きを実行し、学校プログラム

を豊かなものにするために、協調したア

イディアを提案しています。学校の方針

を実行し、学校プログラムを強化するた

めに、提案しあうことでお互いに協力し

ています。オーストラリア・スポーツ研

究会（Australian Sports Commission）

は、学校ベースプログラムの導入につい

て明確な提案をしています。友好的で熱

心なプロ的手法で組織をサポートする必

要があります。プログラム開発において、

スポーツ組織の管理者とスタッフはこれ

らのガイドライを満たす責任があります。 

そして学校スポーツ開発事務局は、日々、

直接、学校と交流しています。 

これらの学校スポーツ開発事務局の役

割は、研究、方針という観点から、オー

ストラリアで注目をされている分野です。

明日は、私達が今年行った調査で、学校

コミュニティとスポーツ組織の関係、複

雑に関係で運営される組織の関心と目的

を満たすための学校スポーツ開発事務局

の役割に焦点を当てて、お話することを

楽しみにしています。長い間ありがとう

ございました。 

三木）マックウェイグ先生ありがとうござ

いました。進行が遅れておりますが、こ

ちらのほうで先生方が用意してくださっ

た情報その他データ、分析の結果が非常

にたくさんあって、そして貴重なもので

したので、あるもの全部教えてください

とお願いしましたので時間がちょっと遅

れております。次に、デボラ・タン先生

のご報告だったんですけれども、ここで

休憩を入れまして、４時 10 分に再開いた

します。デボラ・タン先生の報告の後、

引き続きパネルディスカッションという

ふうにさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

シンガポールにおけるスポーツの推進及び

競技者の育成 

シンガポールスポーツスクール 

校長 デボラ・タン 

 

タン）お話を始める前に、文部科学省に

対し、私と同僚のラビンスキー博士をお

招きいただき、厚くおもてなしいただい

たことを感謝いたします。これが今日の

最終プレゼンテーションと存じます。ま

さにレースを終えるところですので、も

うしばらくご傾聴ください。私は、管理

者、学校管理者の立場でお話させていた

だきます。私はシンガポールの学校制度

の中で 10年間、校長を務めてまいりまし

た。皆さんにお話したいのは、シンガポ

ールにおいて私どもの学校が、スポーツ

コースがいかに新しいかと言うことです。



 - 111 - 

シンガポールは、1965 年に国家として独

立を果しました。国として非常に若く、

今年でまだ 44 年です。過去 20～30 年の

間に、シンガポールは第三世界経済から

先進国経済へと移行してきました。しか

し、 この分野に関しては、スポーツ界の

背景に反して、私どもはまだ非常に若い

のです。私どもは今日、ここでお話しさ

れた皆さんから非常に多くを学びました。 

 

 

2006 年 9 月、シンガポールでは、社会

開発・青年スポーツ省がスポーツ文化委

員会を設立することを指示しました。広

範囲の審議と多くのコンサルティングを

経て、委員会は 23 の提言を行いました。

この提言は、より活力のある自立したス

ポーツ文化をシンガポールに、という私

達の期待に添うものです。この提言は私

どもの現在のスポーツ振興の取り組みに

基づき構築されるもので、シンガポール

はスポーツに関する国家ビジョンに向け

て行動していきます。シンガポールのス

ポーツに関する国家ビジョンは、産業的

手法の宣言です。スポーツとは健康的で

活気のあるライフスタイルを祝うもので

す。スポーツは情熱を引き出し、性格を

作り上げ、シンガポール人同士を結び付

けるでしょう。また、シンガポールの私

どもが皆ともに、健康のため、活力のた

め、人生のために、スポーツに励むこと

でしょう。3つの非常に基礎的な宣言、私

達は国家としてこれを実現できるでしょ

う。そのスローガンは、スポーツを生き、

人生を生き、スポーツを呼吸しよう、と

いうものです。 

 

 

国としてスポーツ文化に関わるように

なって日が浅いために、委員会の提言、

学校またはクラブ・スポーツに関わる人

達のコミュニティ、全国スポーツ協会、

シンガポールスポーツ審議会、私達は基

本原則として指針となる共通ビジョンを

持つ必要であると思いました。スクリー

ンでご覧いただいていますのが、5原則の

リストです。その 1 つはどの国でも非常

に常識的なもので、ソフトならびにハー

ドに焦点を当て、すべての人にスポーツ

をする機会を与えようというもので、事

実上、施設というものがハード面の要素

です。スポーツは経済的に自立するまで

に時間がかかる投資です。ウィン・ウィ

ンのソリューションを追求するためには、

スポーツは資金、スポンサーシップ、人々

の時間との競争になります。これがシン
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ガポールの現実です。なぜなら、シンガ

ポール国内には多くの対立する要求があ

り、スポーツはその対立の真っただ中に

あるからです。スポーツ独特の価値構造

を創造するには、人々の生活の中にスポ

ーツを組み込んでもらうことを奨励する

ような行動の変革が必要です。 

 

 

私達は毎年 8 月 9 日に独立記念日のお

祝いをしますが、実は今年の独立記念日

総会では、我が国の首相は通常シンガポ

ール国民のために独立記念日総会を行う

のです。この先何年かの間で、私達が着

目しようとしている重要な点は、将来、

何十年かの間にどうやってシンガポール

人の健康を実際に改善していくかを見て

いくことであり、その点では、私達は高

齢化するシンガポール国民の人口動態分

析データをより多く把握しているところ

であり、そして、国民生活に確実にスポ

ーツをとり入れたライフスタイルになる

ような援助が必要です。シンガポールの

スポーツ文化委員会に向けた提言に基づ

き、いくつかの戦略が推薦されています。

それは全くシンプルに見えるかもしれま

せんが、私が思いますには、実行にあた

っては我が国の手腕が問われるものです。

 

私達が国家として行うべき主要な取り

組みの 1 つは、スポーツを活用して広く

国民を刺激し、スポーツに対する認識を

高めたり、スポーツというものを特定の

地域スポーツに大衆の興味を引き付ける

ことだと思います。皆さんがシンガポー

ルにお越しになれば、私達の国の規模が

いかに小さいかがお分かりになると思い

ます。時速100キロの速さで運転すると、

おそらく 1 時間も経たないうちに海に入

ってしまいます。それぐらい小さいので

す。シンガポールには約400万人がおり、

シンガポールで生まれ育った人と同様、

永住者もいます。国家政策として世界中

からシンガポールに人々を招いておりま

して、シンガポールの産業に貢献しても

らっています。 
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2 番目は、すべての人にスポーツの機会

を提供するための実務戦略を見つけるこ

とです。私がただ 1 つと申し上げました

ように、この取り組みの主要なパートナ

ーの 1 つは健康省です。健康促進活動が

生れ、シンガポールのすべての階層の

人々が、ライフスタイルの 1 つとして、

レジャーとして、スポーツを選択してく

れるように、委員会とともにスポーツを

擁護していくことになるでしょう。皆さ

んがシンガポールに来られたら、非常に

人口密度が高いとおわかりになるかと思

います。なぜなら、国土面積が非常に狭

く、この島の中に多くの人が住み、誰も

がスポーツに参加し、多くの人が非常に

狭い地域にいるからです。これは特に週

末によく見られる状況です。 

 

 

3 番目の戦略は、活気あるスポーツ・エ

コシステム（経済システム）というもの

を構築することです。委員会が目指して

いるのは、マーケット主導のイニシアチ

ブにより地域社会の参加を高いレベルで

実現し、スポーツクラブ・プログラムや

インフラ整備の支援をしていくことです。

この写真は、標準的公認マラソンです。

シンガポールでは2008年に 5万人がこの

マラソンに参加しました。2007 年には 60

カ国から何百人もの参加を得て3800人の

参加者と 16 万人のサポーターが、また、

この週末には今年のマラソンが開催され

る予定です。 

 

 

4 番目の戦略は、チャンピオンの育成で

す。委員会が目指すのは、スポーツ・チ

ャンピオンを育成して国民に強い刺激を

与えることです。私達は非常に若い国で

す。これまで多くの海外の大会に参加し

てきましたが、それほどの成功を収めた

わけではなく、国民の刺激になるチャン

ピオンの育成が目的なのです。 

 

 

この中での戦略は実は、国家スポーツ

戦略委員会を形成、招集するための提言

です。これはシンガポールが過去になし



 - 114 - 

得なかったもので、シンガポールにおい

て異なるペースで成長していた別々の機

関があるときに、双方の国民から出てい

なかったものです。誰もが少しずつ違っ

たことをしていて、まったく複雑なエコ

システム（経済システム）となっており

まして、今私達は、共通理解をもって、

同様の原則で指導して、1つのビジョンに

向かう努力を示して、みんなを 1 つにま

とめようとしているところです。主要な

業務は国家スポーツ委員会が行っており

ますが、その内容は青少年スポーツ振興

の状況を検討していくことであります。

私達にはそれに関わる恩恵にあずかりま

した。私達はシンガポールがどれほど小

さいのかを知っており、人々をまとめて

委員会に参加させることが非常にたやす

くでき、また、現実的にいろいろな物事

に取り組み、話し合いながらそれを成し

遂げているからです。 

 

 

青少年スポーツ振興を展開していく中

で、教育省と学校、シンガポールスポー

ツ審議会、全国スポーツ協会、大規模な

地域社会の取り組みを統合していきたい

と、私達は考えています。そして、おそ

らくご存知の方もいらっしゃると思いま

すが、シンガポールは幸運にも、来年の

ユースオリンピック大会のホスト国を勝

ち取りました。これはまさに、私達に青

少年スポーツ振興についてじっくりと検

討するプラットフォームが与えられたこ

とになります。 

 

 

これらは青少年スポーツ戦略委員会に

関わっている主要な機関です。 

 

 

シンガポールのスポーツシステムをご

覧になると、多くのスポーツ活動、スポ

ーツ大会が、まさに 6歳から 19 歳までの

学校制度の中に存在することがわかりま

す。ここに小さなブリップがあります。

NS とは兵役義務のことです。17歳以上の

すべての男子は、2年間の兵役義務として

入隊しなければなりません。これがしば
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しば、男子アスリートたちの競技活動な

どへの参加が妨げられる原因になります。

シンガポール全体として、多くのスポー

ツ活動は、私が申し上げたように、事実、

学校制度の中に存在し、力を必要として

おり、ドイツにあるような地域ごとのシ

ステムがないことが弱みです。 

そのため、ご覧いただけますように、

学校を離れるとスポーツ活動は低下して

いくことが多いのです。また、地域社会

の崩壊という問題もあります。定年後ま

でも市民がスポーツ活動を維持していく

ために、どのような介入ができるかとい

う検討しています。 

 

 

シンガポールでは、最も大きな試練の 1

つが、スポーツ活動が学校制度に非常に

うまく組み込まれているということにあ

ります。小学校スポーツ審議会があり、

中等学校スポーツ審議会があり、また、

短期大学、これはプレ・ユニバーシティ

スクールとか中等学校と呼ばれますが、

その校長らが参加するスポーツ審議会が

あります。それらの審議会が実際には学

校間の競技会を主催し、一年中、年度ご

とに開催されています。小学校から中等

学校まで実によく組織されています。お

気づきになると思いますが、中等学校の

間は、シンガポールの教育状況では、シ

ンガポールでは、教育が非常に大きな役

割を果たしています。スポーツと教育の

間には常に何の対立もありません。 

 

 

青少年スポーツ振興戦略を展開してい

く中で、私はさまざまな機関に属する友

人やパートナー達とともに、シンガポー

ル青少年スポーツ振興委員会に出席して

います。その一つとして、私達が始めた

いと思っているのが、理論的基礎に立ち

戻って、そのスポーツ戦略を展開したい

ということです。理論的基礎については、

皆さんもおそらくよくご存知かと思いま

す。私達を支えているこういった基礎の

一つが、教育の結果を計画する教育省で

す。そしてまた、シンガポールのスポー

ツビジョンやスポーツ文化委員会の提言

などもそれにあたります。 
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シンガポールの学校制度については、

2006 年に検討が行われ、2007 年にその報

告書が完成しました。学校スポーツのマ

スタープランでは、スポーツの特定のス

キルや知識向上を目指すための、スポー

ツ競技会の増加、スポーツに参加する機

会の増加が詳細に検討されています。そ

して、このことは、スポーツを含む履修

カリキュラムで、体育の領域で、非常に

顕著で、インフラや施設整備への支援提

供を促しています。シンガポールでは現

在、どの学校にも、屋内スポーツスタジ

アムがあります。スポーツ関連活動を促

進したり、能力を高めたり、人材、特に

コーチの養成を推進するために建設され

ました。スポーツ教育や生徒の競技会参

加準備に密に関わっているコーチがいま

す。私達が心配しているのは、コーチた

ちが必ずしも、スポーツにおける青少年

育成に馴れているわけではないというこ

とです。私は校長の一人として、若い人

たち、特に思春期の段階にある青少年の

育成をとても気にかけています。ときど

きあることですが、彼等が肉体的にしっ

かり発達しても、感情面、認識の面で未

発達になる可能性があります。そこで、

私たちはコーチに対してもっと気を配っ

てほしいと思いますし、思春期だけでな

く、もっと年齢の低い子供たちとの関わ

り方についてもよく学んでほしいと思う

のです。 

 

シンガポールでは、私達が気にかけて

いるのは、スポーツは指導のツールとし

て活用すべきだということです。私が指

導というとき、その重要性について、ま

さに、若者が学習することについて話し

ています。また、強調したいことは、体

育プログラムについてです。スポーツ履

修カリキュラムの活動の重要な目的は、

スポーツマンシップの意識、チーム意識、

責任感、粘り強さ、国の一員であるとい

う意識を発達させることです。学校にお

ける現在のスポーツの状況は、このおな

じみの体育というものがまさにトレフィ

ンガーの才能発達モデルに基づいた奉仕

レベルから見て、小学校から中等学校ま

で強制されているわけです。これが体育

全体を通して、ベースになっています。 

他人への奉仕については、ほとんどの

学校では、シンガポールの学校の 25％前

後、約 3 分の 1 で、スポーツが履修カリ

キュラムに含まれています。25％から

33％ぐらいの学校で、スポーツを教えて
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いることになると思います。残りの学校

では、美術、音楽、視覚芸術などを履修

カリキュラムに取り入れ、例えば、グル

ープを作ったりしています。 

 

シンガポールの学校では、才能のある

アスリートの多くを集めた学校同士が結

びつき、アセアン諸国やアジア諸国の学

校の競技会で、シンガポールを代表して

参加します。私達はコーチングのレベル

の点では少し貢献しているでしょう。そ

のような点で言えば、私達は彼等に、海

外でのトレーニングや競技会への参加機

会を与えることができるということです。

シンガポールの学校には、痩身・健康プ

ログラムというものがあります。これは

TAF と呼ばれ、逆に言えば、太ることの反

対の意味で、肉体的な健康に焦点を当て

ています。ここからこの特定の取り組み

に入るのですが、これはより全体性を持

った、学校での健康を目的とした取り組

みを擁護していく取り組みです。学校の

体育よりも、健康面を重視した総体的な

アプローチです。 

 

シンガポールの小学校には2008年に新

しく設立されたジュニアスポーツ・アカ

デミーというものがあります。これは、

スポーツで何等かの才能を示した子供達

に機会を提供しようというもので、その

ような子供達がアカデミーに入ることを

認められます。アカデミーはその後、す

こし発展して一つのシステムとして組織

されました。先程、屋内スポーツホール

について述べましたが、これは国内のす

べての学校にあります。どの学校にも屋

内スポーツホールがあります。小学校で

のスポーツカリキュラムに関わることで

言えば、特に、学校が履修時間内にどの

ように組み込むかを決めるという、決定

権を与える政策を展開しています。これ

は体育のことではありません。体育はす

でに時間割が決まっています。体育以外

のことについても、学校がカリキュラム

の中に含める決定権を持たせるのです。

児童一人が好きなスポーツ、自分に向い

たスポーツをいくつか掛け持ちするとき

に時間数をどのくらいにするかといった

決定権を持たせます。たぶん、中には、

アウトドアが好きで、その時間をアウト

ドア活動に当てようという学校も出て来

るでしょう。学校制度を補完するのが、
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シンガポールスポーツ審議会が提供する

スポーツ教育システムです。これは学校

教育の一部ですが、スポーツシステムそ

のものでもあります。 

学校制度の中では、学校間の競技会が

非常によく組織されておりまして、イン

タースクールレベルでは33種目ものスポ

ーツ競技が行われています。ハイレベル

の競技会、大規模な競技会では、1年間の

予定の中でも開催期間が非常に長くなり

ます。NSA、全国スポーツ協会には中等学

校校長、小学校長のネットワークが関わ

っています。シンガポールには、各スポ

ーツごとに優秀者を集めた拠点（センタ

ーオブエクセレンス）が全国にあり、特

定の学校、特定のグループ、特定の地域

が世話役になって、才能ある学生たちを

育成しています。私達は先程述べたよう

な国家システム、政策の一環として、才

能の特定や育成に関する業務を始めたば

かりです。また、国家システムの一環と

して、世界中の才能ある人を学校に招い

ていますが、スポーツだけでなく、すべ

ての産業において招へい活動を行ってい

ます。このことに関しましては、微妙な

問題もあると思います。市民の多くは地

域密着の、地域ブランドの才能を求めて

います。 

 

 

私はドナルド・トリフィンガーのサー

ビス・レベルについて参考資料をつくり

ました。これは才能開発モデルで、私達

が、学校の体育やスポーツ教育プログラ

ム、遊びと学習（PAL）、学校内で行われ

る学校間競技会などで、さまざまなグル

ープの学生に対して行うサービス・レベ

ルを説明する一つの方法です。そして、

スポーツ CCA に関わるより少人数の学生

たちを獲得します。学校間、地域間、グ

ループ間の競技会に参加する学生の 35％

～33％ぐらいになります。次に、センタ

ーオブエクセレンスの各拠点校、また、

SSST、シンガポール学校スポーツチーム

という海外の競技会でシンガポールを代

表するチーム以外の、ジュニアスポー

ツ・アカデミーなどに入っているさらに

優秀な学生たちに対してサービスを提供

します。 

 



 - 119 - 

 

私達がシステムとして取り組んでいる

のは、すべての学校でこの特定のモデル

を採用できると示すことです。すべての

学校がこのやり方でサービス提供をする

ことができますし、私達はもっと戦略的

にそれを進めていきたいと思っています。

シンガポールの、スポーツを愛する、ス

ポーツが上手な子供達を育成する資源に

集中できますし、彼等に資源という形で

の援助を、学校全体から授業のシステム

までにわたって、もっと提供することが

できるのです。他のいくつかの国々より、

すぐれた育成という点ではおそらく劣っ

ているかもしれませんが、それでもやは

り、それに取り組み、たくさんの関係者、

関係団体を参加させ、より多くの子供た

ちに施設、資源、コーチング、トレーニ

ングや競技会参加の機会を、この国のす

べての地域で提供できるのです。 

 

 

他のいくつかの国々より、すぐれた育

成という点ではおそらく劣っているかも

しれませんが、それでもやはり、それに

取り組み、たくさんの関係者、関係団体

を参加させ、より多くの子供たちに施設、

資源、コーチング、トレーニングや競技

会参加の機会を、この国のすべての地域

で提供できるのです。 

 

 

新しいスポーツ振興に関するこの業務

において特に重要だと私達が認識してい

るのは、若い人たちのモチベーションを

上げるもの、若い人たちが能力だと認識

していることは、大人たちが考えている

ものとは異なる可能性があるということ

です。人は一定レベルの自分の決定権を

求めますから、こうしたことを管理され

ていると考えます。しかし大人が管理だ
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と考えるもの、それに類するもの、ある

いは彼等にとってそれが意味することと

いうのは、大人がこうあるべきと特定し

たものとは全く異なります。そして彼等

にとって楽しみである、興味があると考

えることは、本当に楽しくて興味がある

ことなのです。ですから、コーチとして、

各機関として、管理者として、この戦略

を展開していくうえでは、モチベーショ

ンの観点に非常に気を配りたいと思いま

す。 

 

また、行動計画として決定したことを

達成するために役立つ以下の４点の成功

要因が大切だと考えます。つまり、脅迫

的なものではなく、さまざまな楽しい動

機づけを展開する、時間と空間の点で子

ども中心のスポーツの機会を展開すると

いうことです。ただし書きで幾つかの事

例を挙げたと思います。能力があり、ス

キルが高い人達の大きめのグループ、子

供達や青少年にスポーツの機会を与える

とき、大人にスポーツを教えるときとは

全く違います。子供達を教える事、青少

年のスポーツとは違うのです。才能を見

出すことも含めて、スポーツにおいては

その参加過程をはっきりさせること、ま

た、そのスポーツの関係者達に、このこ

とについて効果的なコミュニケーション

をとることが大切です。 

 

シンガポールでは、アスリートやスポ

ーツマンの過程については、おそらく、

一般市民にあまり知られていないと思い

ます。私達は、このことについてもっと

一般市民や親達、学校、クラブなどとコ

ミュニケーションをとって、参加過程の

理解してもらうようサポートしていく必

要があります。各スポーツに必要な施設

を特定することも必要です。シンガポー

ルを訪れたら、おそらく、1区画あたりの

スイミングプールが非常に多いと感じる

と思います。シンガポールの国土面積が

何ヘクタールとか、よくわかりませんが、

たぶん、そうだと思います。つまり、地

域社会の一人ひとりが手の届く範囲に、

たくさんのスポーツ施設があるのです。

ですから、施設という点では、私達は確

実にそれがあると思います。 

しかし、今申し上げましたように、取

り組んでいる内容は参加過程を保証する

こと、参加過程は継続し、このことはさ

まざまな機関が取り組むことです。健康

省について述べましたが、社会開発・青
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年スポーツ省、教育省についても触れま

した。みんなが、労働省までもが、それ

ぞれの役割を果たしています。私達はシ

ンガポール人の人生が伸びていることに

関心を持っていますが、それは質の高い

人生であると考えています。 

 

 

そこで、私達がこの戦略について考え

ていることは色々あります。参加拠点、

才能を見出す拠点、才能開発拠点などを

特定すること。拠点の推進、会議の開催、

これにはコーチングについての話し合い

や、ユースオリンピック大会に参加する

優秀な子供のアスリートの選考会もある

かもしれません。同時に、その子供の将

来の見込みにも心を砕いています。彼等

が参加拠点や競技拠点に参加しやすくす

ることや、楽しくプレーできるかどうか

も大切です。そして、誰がプレーを教え

てくれるのかという問題、これは私達自

身が若いアスリートの気持ちになって考

えたいのですが。また、彼等がどうやっ

たらもっと上手にできるようになるのか。

さらに、結果におびえることなく、競技

会に参加する機会がたくさんあるかどう

かということも問題になります。 

 

 

 

ここに、総体的なサイドキーになるも

のがあります。それは私達がシンガポー

ルのスポーツ友愛組織、広くすべての学

校、機関の枠の中で仕事をしなければな

らないということです。いくつかの迅速

で簡単で新しいスポーツ才能開発という

ものもあります。6 歳から 17 歳の子供達

それぞれのスパンをどのように見ていく

か、レクリエーション参加やサンプリン
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グを通したエリートのパフォーマンスを

どのように見ていくかについて、私達は

ガイダンスを行うことを考えています。 

また、チーム参加への準備の専門化に

ついても検討を始めたいと思います。さ

らに、子供たちが、可能であれば二つ以

上の種目に取り組み、10 代の終わりごろ

になってから自分が愛する特定のスポー

ツを熟考して決めるということが、どう

やったらできるかも検討していけたらと

も考えています。シンガポールの学校制

度ではほとんどの子供達にとって、シン

ガポールの学校システムはすべての子供

達にとって共有スペースになっているの

です。捕らわれたオーディエンスといっ

たようなものです。彼等は学校内にいて、

私達が計画的な遊びを導入し、生活の中

でスポーツを楽しむというシステムの中

にいるわけです。 

 

このチャートが示しているのは、レク

リエーション参加と趣味開発と才能開発

の関係です。私がどこの出身かを見てい

ただきました。それはシンガポールスポ

ーツスクールで、シンガポールの他の多

くの学校とともにあり、素晴らしいスポ

ーツプログラムを持っています。しかし、

私の同僚であるアーウィン・シート先生

が明日、私達のシンガポールスポーツス

クールで行っていることについてもっと

詳しくお話するかと思います。ここでお

気づきと思いますが、インター・デベロ

ップメント・レベル、つまり中等学校に

おける履修カリキュラム活動があります。

例えば、シンガポールの 33 校でセーリン

グの種目を提供し、40 校では射撃の種目

を提供しています。そしてここから、シ

ンガポールスポーツスクールに、より能

力のある生徒を引き抜くことができます。

もしくは、ナショナル・ユースチームや

ナショナルチームへと進む前に、ナショ

ナルユース団へ移行することもあります。 

 

私達のシンガポールスポーツスクール

では、教育省と同様、非常に心を砕いて

います。全国スポーツ協会の才能開発に

対する要求にも注意しています。これら

はすべて、ここで追求する 5 つの特性で

す。 
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ご存知のように、シンガポールはたい

へん小さな国ですので、アスリート人口

も大変小さく、学校制度の中で能力のあ

るアスリートに対して能力開発の機会を

与えたり、能力の特定を行う場合には、

システマティックにならざるを得ません。 

 

 

また、私達は、才能あるアスリートを

小学校で育成する戦略も幾つか実行した

いと考えています。彼等が特別に好むよ

うな特定のスポーツを導入して、簡単な

デモンストレーションでスキルを見せて、

ジュニアスポーツ・アカデミーに認知さ

れたら、彼等のサポートを強化するよう

な仕組みです。すべての必要なコーチン

グ、ティーチング、そして、すべてのア

スリートに対する機会の提供などと同様

に、この特定のコンセプトを推進するに

当たっては、非常に多くの予算が投入さ

れました。 

才能特定、育成訓練の領域における資

源の増強。私達はある意味、幸いにも、

スポーツ・エコシステムという点では非

常に若いです。しかし、私達は情報が集

り、情報が分類される非常に圧縮された

世界で多くの人から学ぶことができます。

また、情報から学ぶことは、私達が政策

や実行の両方の情報を伝達できるような、

最適な訓練に挑戦したり学んだりするこ

とを容易にしてくれます。 

 

まとめになります。私達は、学校制度

にある才能開発過程において、シンガポ

ールで有効なアイディアを得ました。こ

こには、中等学校が非常にスポーツの能

力に優れた生徒を入学させることができ

る直接的な学校入学制度があり、特定の

入学基準までスポーツの中で子供達を育

てようとしています。 
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また、シンガポールは好都合なことに

島国であるため、通常、4つのゾーンに分

割されています。各ゾーンにスポーツア

カデミーがあり、それぞれのゾーンでそ

れぞれのスポーツを主催するプログラム

が設けられています。スポーツスクール

は北ゾーンにあり、私達は 5 つのジュニ

アスポーツ・アカデミーを主催してアス

リートたちを養成しています。 

スポーツ種目間での能力のある人達の移

籍、1つの種目に向うのではなく他の種目

も同様に才能がある人などについて紹介

しました。彼等が小学校レベルのジュニ

アスポーツ・アカデミーでプログラムを

終了した後は、より広範囲な方法でスポ

ーツを推進する学校に混合されます。こ

の直接的な学校入学制度またはシンガポ

ールスポーツ学校で生徒を養成していま

す。 

シンガポールで私達が力を入れている

のは、最高の優秀さを発展させることで

す。つまり、全国にわたる政策によって、

最高の優秀さを発揮する機会を与えるこ

とができると考えているのです。また、

2004 年の政策変更により、学校システム

全般にわたって、よりカスタマイズされ

た多様なやり方でスポーツスクールを開

始するプログラムの機会を提供しました。

従いまして、私達は、「最高の優秀さ」と

呼ぶものを国全体で取り組むことにより

推進していきます。シンガポールスポー

ツスクールは、異なるやり方で事業を行

える委任を受けた機構の中の一つです。

私達は他の学校と同じやり方をしなくて

もいいのです。私達はアカデミックな部

分と、スポーツプロラムの部分と、違う

方法を採用しています。 

 

 

これは私達の学校の写真です。皆さん

に興味をもって頂きたくてお見せしまし

た。これが 3 つあったと思います。この

日は寒かったのです。ここでは年中晴れ

ていることが多いのですが。ですから、

シンガポールスポーツ学校を訪問される

機会がありましたら歓迎いたします。私

達はお会いしてたくさんの協働する機会

を持ちたいと思います。それが私達のス

ポーツ・エコシステムの発展につながる

と思います。ご清聴ありがとうございま

した。 
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パネルディスカッション 

パネリスト： 

デービット・カーク 

アネット・ホフマン 

ジャッキー・グッドウェイ 

ルイーズ・マックウェイグ 

デボラ・タン 

コーディネーター： 

高橋 健夫 

高橋）５人の先生方から、各国のユースス

ポーツ振興の政策、あるいは組織、あるい

はプログラムにつきまして、具体的な実情

についてお話しいただきました。いずれの

国におきましても、基本的には学校体育と

地域スポーツとを連携させながら、青少年

のアクティブなスポーツライフの実現を目

指して真剣に取り組んでいる様子が理解で

きたと思います。特に日本と似ている国と

いえば、オーストラリア、あるいはアメリ

カがかなり近いかなという印象があります。

イギリスやドイツは地域のスポーツクラブ

が確立しておりまして、日本でも地域スポ

ーツの振興が求められていますが、かなり

状況が違うように受け止めました。今回の

シンポジウムのテーマに関連して、先生方

に若干のコメントをいただければありがた

いと思っています。 

特にイギリスで、カーク先生の話でいい

ますと、2008 年に「Playing to win」とい

うストラテジーのもとに、「U.K.スポーツト

ラスト」、あるいは「スポーツ・イングラン

ド」の組織が重要な役割を果たしていると

いうことでした。特に私たち関心がありま

すのは、2012 年にロンドンオリンピックが

開催されるわけでありまして、オリンピッ

クの成功に向けて、もっと言いますと、「競

技力の向上」という基本方針のもとで青少

年の育成、あるいは青少年のレジャースポ

ーツをどのように推進させようとしている

のか。端的に言うと、競技スポーツとレジ

ャースポーツの二つの課題に対してどのよ

うにバランスをとっているのか、あるいは

どのように関連付けているのか、この点に

ついてカーク先生だけでなくて、それぞれ

の国の考え方、理念、あるいは哲学、この

辺のところを先生方にお話を聞かせていた

だきたいと思います。では、カーク先生か

らよろしくお願いします。 

 

カーク）通訳の方のために、ゆっくりお

話ししたいと思います。イギリスでは、

たいへん力のある地域クラブシステムが

あり、多くの子供たちがそのシステムに

参加しています。しかしながら、ドイツ

とは異なり、一つの種目のクラブである

ことが多いのです。そして、参加率につ

いては適切な統計的情報がないのですが、

それはシステムにとって、非常に重要な

ことです。シンガポールから学ばせて頂

いた興味深いことは、国土が狭いために

スポーツ政策について政府が緊密な統制

をとって、実行しているということです。 

イギリスでは同様なことに取り組みま

した。政府が統制をとりまして、これを

実現することが競技スポーツ(エクセレ

ンス)と生涯スポーツ(パティシぺーショ

ン)のバランスをとるという目的で、唯一

の方法だったのです。しかし、イギリス

はもっと大きな国であり、スポーツセク

ターの内部で独立してきた永い伝統があ

ります。主力であるボランティアによる

アマチュアのルーツがあるのです。それ
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で、厳しく統制をとることは困難なので

す。それが「Playing to win」という戦略

を、採用している理由なのです。もっと

いえば、以前の戦略は広範囲の生涯スポ

ーツへの参加と競技スポーツとのバラン

スをとることには、限られた成果しかあ

がっていなかったのです。 

また、私のプレゼンテーションでお伝

えしたいのは、イギリスの戦略にはある

種の矛盾があるということです。イギリ

スの戦略は、社会的公正という政策の一

環としてあり、スポーツを地方出身の若

者の生活状況を改善する手段として用い

ようとしているのです。 

しかしながら、私達の研究では社会的

階層、民族性、政策、そしてハンディキ

ャップというものが、誰が参加して、誰

が参加しないかとい決定の重要な基準と

して残っているのです。誰が世界クラス

の選手になり、誰が活動的なライフスタ

イルを取り入れたいのか？ 私はこの点

に関して、あなたの質問に対するよい回

答がありません。しかし、ある意味、あ

なたに回答を与えることができたのでは

ないでしょうか。ありがとうございまし

た。 

 

高橋）ホフマン先生、一言もらえますか？ 

 

ホフマン）これまでに見たように、他の

国々と違い、ドイツでは全く異なるスポ

ーツ制度があります。ですから、私達に

とって、他の国でどんな取り組みがある

か知ることは大変重要なのです。なぜな

ら、長い目で見ると、私達は学校ととも

にあるシステムを変更を加えることもあ

るからです。クラブスポーツがもっと重

要になり、私達がそのシステムを採用し

なければならなくなるかもしれません。

ですから、私達にとって、他の国々のア

イディアを知ることは大変重要なのです。

しかし、一方で、将来、学校の変革、そ

して古い伝統が崩れることがあるかもし

れません。私達のクラブスポーツが 170

年以上の歴史を持っており、それは正に

ドイツで設立されましたが、これが崩れ

る時には非常に大きな変革になるでしょ

う。 

 

高橋）じゃあ話を変えましてですね、学

校の体育と運動部活動(Sports club in 

school)、それと地域のコミュニティスポ

ーツ、この関連をどのように保つかとい

うことが大きな関心があります。マック

ウェイグ先生、パワーポイントの最後の

ページで学校と地域スポーツの区分をつ

なぐためには、スポーツコミュニティに

おいてスポーツプロモーションイニシア

チブ(スポーツ振興策)を機能させるよう

なオフィサー(学校スポーツ推進担当者)

が必要だとおっしゃっていました。これ

が大変我々にも参考になるところである

ので、学校と地域を接続するためにオフ

ィサーがどのような役割を果すべきなの

か、もう少し詳しくお話いただければあ

りがたいと思いますけども。 

 

マックウェイグ）もう一度申し上げます

が、通訳のためにゆっくり話したいと思

います。オーストラリアでは、スポーツ

団体と学校が共同して行う事業の試みが

増えています。それは、スポーツ団体か
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ら学校という枠に入ってきた人が、教師

が何に挑戦し関心事を持ち、何を優先し

て取り組もうとしているのかなどをよく

理解できるようにサポートするためです。 

つまり、オフィサー(学校スポーツ推進

担当者;SDO)が教師とともに仕事をし、教

育学的な素養をより深めたり、授業やク

ラス経営に求められる課題をより詳しく

理解したりできるようにするためです。

例をあげると、毎日のプログラムとして、

スポーツや健康活動に取り組む小学校教

師にスマートムーブ政策というものが適

用されます。プロ選手の育成を行えるス

ポーツ団体と私達が共同で取り組み、カ

リキュラム資源(指導プログラム)を使っ

て、教師たちにその仕事を行う自信と能

力を与える必要があります。 

スポーツ団体は学校の現場でより良い

仕事が行えるようになってきておりまし

て、若者たちにスポーツにもっと興味を

持ってもらえるように指導しています。

学校教師や学校はスポーツ団体の持つメ

リットを生かしています。スポーツ団体

は、指導のために資源を持っているので

す。彼等は頻繁に、非常に多額の資金を

持つ事が出来て、教師のプロ育成事業に

関しても、文部省のために何かをするこ

とが出来るのです。ですから、オースト

ラリア全土にわたって、私達(大学教員)

は、スポーツ団体をサポートして学校で

どのようにより良い仕事をすべきかを理

解してもらい、そして、先程申し上げた

ようなウィン・ウィンのソリューション

(学校と地域社会の双方にメリットがあ

る方策)を見つけるよう取り組んでいま

す。 

 

高橋）それぞれの先生方からいろんなコ

メントをいただきたいのですけども、ま

ことに残念でありますけども、このシン

ポジウムは幕を閉じて、明日のミーティ

ングに持込したいと思います。特に学校

の体育と学校のクラブ、あるいは地域が

連携するには、さまざまな連携が考えら

れるのではないかと思うのです。特に指

導者の互換といいますか、地域の指導者

が学校に入る、あるいは学校の指導者が

地域に出るというようなことも考えられ

るし、それから施設、特にドイツがそう

ですけども、施設を共有化するというよ

うなことを、さらには同じ理念にたって

プログラムを交換しあうようなことをさ

まざま考えられるのですけども、ぜひ明

日の会合で積極的にフロアから質問をし

ていただいて、日本の体育の発展のため

に役立てたいと考えております。これで

終了させていただきますので、シンポジ

ウムの先生方ほんとにありがとうござい

ました。 

 

三木）ありがとうございました。高橋先

生からもお話がありましたように、明日

二会場に分かれて分科会を行います。そ

ちらのほうでは実践例を実際に見て頂い

て、具体的なお話をしていただくように

なっております。そちらのほうは時間を

ゆっくりとっておりますので、ぜひ明日

の分科会もご参加ください。 

（了） 
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レセプション 日本体育大学による演舞披露 

 

 
 

 
 




