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12 月４日（金）第１分科会 
 
佐藤）おはようございます。昨日は天気が

あまり思わしくありませんでしたが、今日

は快晴で、朝起きましたらホテル日航から

富士山も見えました。いい形で２日目が迎

えられたかと思います。 
本日のセッションは、お配りしましたシ

ンポジウムの冊子の 23 ページからの第１

分科会「育てる『学校教育活動における青

少年スポーツの振興』」のセッションになり

ます。なお、この後、発表していただく各

先生の原稿は、プレゼンテーション用のパ

ワーポイント資料が別途ございます。こち

らもご活用いただきながら、正面に映し出

されますパワーポイントを観ながらお話を

聞いていただければと思います。 
また、通訳につきましては、日本語が１

チャンネル、英語が２チャンネルとなって

おります。なお、混在を避ける関係上、第

２分科会では、日本語が３チャンネル、英

語が３チャンネルとなっておりますので、

お間違えないようにしていただければと思

います。 
また、遅くなって申し訳ございませんが、

第１分科会の進行をつとめていただきます

三木ひろみ先生をご紹介します。三木先生

には、専門的な立場から、その都度、私の

至らないところへコメントを入れていただ

くような形にさせていただければと思いま

す。なお、全体の進行は、佐藤がつとめさ

せていただきます。 
本日は、30 分ごとのセッションになって

おります。昨日は質疑の時間が十分にお取

りすることができなかったものですから、

先生方には 20 分程度でご発表をお願いさ

せていただき、残りの 10 分でフロアとのや

りとりができればと思っております。 
なお、会場は 12 時ちょっと過ぎまでとい

うことになっておりますので、お一人あた

り 30 分を過ぎましたところで、そのセッシ

ョンは終了という形をとらせていただき、

後ろに延びないように進めていきますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
それでは始めに、「イギリスの学校体育」

ということで、デービット・カーク先生よ

り、昨日の話を受けまして、今日はより具

体的な授業ベースの情報を提供していただ

きたいと思います。始めに、昨日ご参加で

きなかった先生方のために、昨日のお話を

少しばかりフォローさせていただきます。 
イギリスでは今、オリンピックの関連で、

スポーツ関係の予算がかつてないほど潤沢

に投入されているという現状がある、とい

うお話を聞かせていただきました。また、

課題として、イギリスの中でもイングラン

ドに集中的に予算が投入されているという

ことがあるものの、Playing to Win という

政策によって、すべての人々にスポーツの

機会を、というテーマで施策を行われてい

るということでした。 
ブレア政権以降、いわゆる施策に対して

は、成果といいますか、科学的な根拠が求

められる時代になっていまして、さまざま

な取り組みに関しては大きい流れがしっか

りとできておりますが、細かい検証を行っ

ていくと、本来スポーツは、貧困層である

とか人種の壁といったものを越えて、すべ

ての人々をつなげていくという力をもって

いるはずだけれども、それが乗り越えられ

ていないという皮肉な結果が浮き彫りにな

ってきているという話も出ておりました。 
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そこから引き続きまして、カーク先生の

ほうから、どのようなお話をいただけるの

かということを楽しみにしながら、先生の

お話をおうかがいしたいと思います。 
それではカーク先生、よろしくお願いい

たします。 
 
イギリスの学校体育 

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）ご紹介ありがとうございました。

皆様おはようございます。まずは、主催者

の方々に感謝を申し上げたいと思います。

本シンポジウムに招待していただいたこと

を大変光栄に思います。 
本日のプレゼンテーションの内容につい

てですが、「ステップ・イントゥ・スポーツ

(Step into sports)」プログラムを使ったス

ポーツ教育についてです。スポーツ教育を

通して、スポーツの資質や能力を育て、ス

ポーツに対する見識を持ち、情熱的なスポ

ーツ人を育てるということです。 
 

 
スポーツ教育は、ユース・スポーツ・ト

ラスト、スポーツイングランド、そしてス

ポーツ・リーダース UK という団体の支援

を受けている「ステップ・イントゥ・スポ

ーツ」プログラムの第１ステップです。 
「ステップ・イントゥ・スポーツ」は、

ボランティアに従事して、リーダーシップ

を発揮する若者の数や質、そして多様性を

高めることを目的にしています。スポーツ

教育は、アメリカのオハイオ州立大学のダ

リル・シーデントップ博士が最初に開発し

た教育モデルです。 
今回の発表の目的は、この「ステップ・

イントゥ・スポーツ」プログラムの中で、

スポーツ教育がどのようにして、有能で、

見識があり、情熱的なスポーツ人の育成を

促進することができるのか、そしてどのよ

うにして、個人的、社会的なリーダーシッ

プを育む機会を提供できるのかをお示しす

ることです。 
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最初に、「ステップ・イントゥ・スポーツ」

プログラムにおけるスポーツ教育の位置づ

けを含めて、そのプログラムの説明を行い

たいと思います。 
次に、私が９年間、共同参加型の研究に

取り組んできたラフバラにあるマウントフ

ィールズ・ロッジ小学校におけるスポーツ

教育の取り組みを紹介したいと思います。

そして、マウントフィールズの例を用いて、

スポーツ教育がどのように教育モデルとし

て機能するか、また､アメリカのマイケル・

メッツラー氏の研究から派生したその言葉

についても説明します。特に、学習成果と

教材、教授スタイルに言及します。最後に、

スポーツ教育の教育的価値に関する研究の

主な項目について、いくつか提示します。 
 

まずは、「ステップ・イントゥ・スポー

ツ」プログラムについて説明します。この

プログラムの目的は、先ほど申し上げまし

たように、ボランティアに従事して、リー

ダーシップを発揮する若者の数や質、そし

て多様性を高めることです。それには、３

つのステップがあります。「ステップ･オン」

は 10 歳から 14 歳、「ステップ･イン」は 14
歳から 16 歳、「ステップ・アウト」は 16
歳から 19 歳となっています。 
それでは、ぞれぞれのステップを順にみ

ていきたいと思います。 
 

最初は「ステップ・イン」です。スポー

ツの道へ最初に「足を踏み入れる」ことが

スポーツ教育となります。 
「ステップ・イントゥ・スポーツ」プロ

グラムは、中学生の年齢である 11 歳から

14 歳の生徒を対象としていますが、マウン

トフィールズ小学校の先生方は、７歳くら

いの子どもたちに対してもスポーツ教育を

十分に行っています。ただし、通常は９歳

から 10 歳の生徒を対象としています。スポ

ーツ教育は、生徒を中心とした教育モデル

です。生徒は体育プログラムの一部として、

自分自身のスポーツ・シーズンの計画を立

て、それを管理し、実行することを学びま

す。スポーツ教育の主な特徴に、生徒が、
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プレイヤーとしての役割に加えて、さまざ

まな役割を担うことがあげられます。生徒

は「シーズン」という単位の中で、実際に

自分たちでスポーツを企画し、管理し、そ

れを運営していくことを学んでいくわけで

す。 
 

次に、２番目のステージである「ステッ

プ・オン」について話します。 
プログラムのこの部分は、ユース・スポ

ーツ・トラストの上部にリンクするプログ

ラムに基づいていて、義務教育の最後の２

年間にあたる 14 歳から 16 歳の若者を対象

としています。そこでは、マルチスキルの

クラブや学校対抗の競技会、年少の子ども

たちのための運動会の運営を通じて、学校

をベースとしたボランティアに取り組む機

会が複数含まれています。 
 

最後に、「ステップ・アウト」が３番目の

ステップとなります。 
この段階は、学校をベースにしたボラン

ティアから、コミュニティをベースにした

ボランティアへと若者たちが移行する段階

になり、義務教育終了後の 16 歳から 19 歳

の若者向けに作られています。ここには、

地元のスポーツ・クラブ、つまりコミュニ

ティ・ベースのスポーツ・クラブへの参加

が含まれています。生徒たちは、学校の指

導者や、コミュニティのスポーツ・パート

ナーシップからの支援を受けます。 
そして、このスクール・スポーツ・パー

トナーシップによって 300 人の若者たちが

選ばれて、４日間の合宿へと参加します。

この合宿は、ラフバラ大学で年に１回行わ

れています。 
 

 



- 135 -  

このプログラムによって得られるスポー

ツ指導者の資格について少し述べてみまし

ょう。 
「ステップ・オン」の段階では、子ども

たちはスポーツ教育の「スポーツ・リーダ

ース UK ヤング・リーダース」賞を受ける

ことができます。また、「ステップ・イン」

の段階では、「国営組織リーダーシップ」賞

を、最後の「ステップ・アウト」の段階で

は、「国営組織特別コーチング」賞を受ける

ことができます。 
 

次に、マウントフィールズ・ロッジ小学

校について述べてみたいと思います。 
この小学校には、スポーツ教育のための

屋外運動場があります。舗装されている運

動場と芝生の運動場です。リスが学校のマ

ークになっています。この小学校は、ラフ

バラ大学に近いラフバラにあります。 
 

それでは、学校について説明しましょう。 
１年生から６年生まで、つまり５歳から

11 歳まで、約 530 人の生徒がいます。１ク

ラスの人数は平均で 30 人となっています。 
屋外のスポーツ施設としては、運動場が

２つと、舗装した中庭があります。学校の

集会や他の活動にも使われる屋内のホール

もあります。 
５年生ならびに６年生のスポーツ教育に

かかわる先生方の数は、私たちがプロジェ

クトを開始した 2000 年以降変わってきま

した。しかし､大変だった時期には、専門家

１人と先生６人で５クラスを教えていまし

た。先生と研究者の協力によるプロジェク

トは、その学校で 2000 年に始まり、新しい

手法に取り組む学校側の意欲と、校長先生

の熱心な支援のおかげで９年間も続いてき

ました。 
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このマウントフィールズのプロジェクト

の例を使って、スポーツ教育の主な特徴を

説明しましょう。 
スポーツ教育は教育モデルの１つです。

スポーツ教育のようなモデルベースの実践

は、いくつかの前提条件に基づいています。

モデルが実践される文脈を重視しながらも、

内容と教授スタイルは学習成果と結びつい

ていなければなりません。 
また、スポーツ教育には３つの学習成果

があります。それは生徒が、有能で、見識

があり、情熱的なスポーツ人になることで

す。この３つの成果についてみていきまし

ょう。 
 

 
有能なスポーツ人とは、自分がうまくゲ

ームに参加することができる技能と戦術を

高めた人のことを言います。見識のあるス

ポーツ人とは、スポーツに関する特定のル

ールや伝統、価値を理解することができる

人であり、スポーツ実践の良し悪しの違い

を識別できる人のことです。情熱的なスポ

ーツ人とは、スポーツ文化を維持し、保護

し、発展させるようなやり方でプレイを行

い、行動する人のことです。 
これら３つが、スポーツ教育の学習成果

です。 
 

 
スポーツ教育の主題は何でしょうか。主

題はスポーツであり、スポーツ教育におけ

るスポーツの主な特徴は、シーズン、役割、

連帯感、公式試合、クライマックスのイベ

ント、祭典性です。これらの特徴のそれぞ

れを順にみていきましょう。 
 

 
まず最初に、シーズンについてです。ス
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ポーツにおけるシーズンとは、練習、競技

会、そして通常は決勝戦のような最後を飾

るイベントを含めた重要な経験を可能にす

るぐらいの長い期間のことです。スポーツ

教育では通常、シーズンは、生徒に学習す

る時間を与えるために、10 時間以上の授業

で構成されます。 
 

 
マウントフィールズ小学校での典型的な

シーズンについてお話しましょう。 
シーズン中、能力混成のチームを作るた

めに、最初の２週間は、先生が子どもたち

を観察して能力のレベルを見極めました。 
そして３週目には、先生がスポーツ教育

のアイデアを子どもたちに説明しました。

そこでは、チームを作り、子どもたちたち

は話し合ってチーム名を決めるよう指示さ

れました。 
４週目から６週目には、先生はシーズン

前の練習をするように指示されました。プ

レイヤーだけではなく、ウォームアップ係、

報道係、スコアの記録係などの役割も紹介

されました。 
７週目から９週目までは、シーズン前の

練習が続きました。生徒たちは、先生が教

えた練習を思い出すよう指示されました。

その後のシーズン中に、その練習を使うこ

とになるからです。 
10 週目から 13 週目には、総当たり戦が

始まりました。 
14、15 週目は、イギリスの悪評高い天候

のせいで、この試合は中断されました。な

ぜなら雨が降ったのです。それで子どもた

ちは、チームの写真集を作ることも含めて、

教室での作業に取り組みました。 
最後の 16 週目はお祭りでした。両親、祖

父母、弟妹たちが参加するように招待され

ました。最終順位を決めるために全チーム

が１試合を行い、賞が与えられました。 
これがマウントフィールズ小学校での典

型的なシーズンです。 
 

 
次に、役割についてです。スポーツを行

うためには、さまざまな役割が必要です。

マウントフィールズ小学校のスポーツ教育

では、子どもたちはプレイヤーとしてだけ

ではなく、審判やタイムキーパー、記録係、

ウォームアップ係、キャプテン、コーチを

含めた、たくさんの役割も持っていました。 
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これは､シーズンの総当たり戦中に、舗装

された競技場で行われたアレンジ・バスケ

ットボールの試合です。 
 

 
２つのチームのキャプテン同士のもめご

とを、審判が仲裁しています。 
 

 
これはタイムキーパーが、ストップウォ

ッチで試合の時間を計っているところです。 

 
これは記録係です。試合の数字を記録す

るとても大変な仕事です。 
 

 
これはウォームアップ係が試合の前の体

操でチームの指揮を取っているところです。 
 

 
次に、公式戦についてです。スポーツに

は、総当たり戦やリーグ戦、競技会、定期

戦、優勝杯争奪戦などがあります。スポー
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ツ教育では、チームに準備をする時間を与

えるため、試合のスケジュールは早目に決

められます。シーズンが進むにつれて、試

合のための練習が増えていきます。試合は

勝ち抜き戦では行いません。すべてのチー

ムに対して、同じ数だけ試合をする機会を

与えることが大切なのです。 
 

これはフロアボールです。２チームがシー

ズンの総当たり戦で戦っているところです。

これは６年生のクラスです。ホッケーの一

種です。 
 

スポーツでは、チームの一員であること

を通じて徐々に連帯感が生じるようになり、

帰属意識に基づく一体感へとつながります。

スポーツ教育では、子どもたちはシーズン

の期間中、同じチームに所属します。スポ

ーツ教育では、これを持続的グループと呼

びます。固定的なグループです。子どもた

ちは、チームメイトとの社会的交流の問題

を乗り越えることを学びます。そしてこの

経験が、人間的な成長や社会的責任、リー

ダーシップの基礎を作ることになります。 
 

これは連帯感の例です。このチーム名は、

「ウィキッドワラビー(わんぱくワラビー)」
です。この少年は５年前の私の息子です。

明日が誕生日で、15 歳になります。息子は

オーストラリアで生まれたので、ワラビー

という名前を選んだのは、息子と何か関係

があったのだと思います。 
 

 
次に、メイン・イベントについてです。

スポーツでは、メイン･イベントは主な関心

ごとで、地元のダービー・マッチや決勝戦
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のような特別な機会は最も注目を浴びます。

スポーツ教育では、メイン・イベントはシ

ーズンを通じて行われます。チームの色を

決めて、チーム名(例えば「ウィキッドワラ

ビー」)を選んで、チームの歌を作ったりし

ます。最優秀賞、最速賞、最向上選手賞、

最優秀審判賞、最向上チーム賞のような最

後を飾るイベントで、賞賛の言葉と賞が与

えられるときにも、お祭りとお祝いが行わ

れます。 
 

これはお祭りの日の例です。このチーム

は、「チージークラッカー(チーズ味クラッ

カー)」と呼ばれています。子どもたちが選

んだのです。このチームが賞をとり、後ろ

に集団が見えます。それは両親や他の家族、

それに友達です。通常、イングランドでは、

晴れた日に行います。 
 

 
スポーツでは、最後を飾るイベントは、

プレイオフや優勝決定戦、決勝戦などの形

で行われて、シーズンのクライマックスと

なります。スポーツ教育では、最後を飾る

イベントは、香港セブンスのように、勝ち

抜き戦ではない、決勝戦を含んだスタイル

のものであるべきです。そのような種類の

試合です。それは、一日で開催される水泳

競技会のような形式で行うこともできます。 
 

これは、最後を飾るイベントで勝者に賞

を与えるところです。 
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次は、子どもたちの成長段階に適した競

争についてです。スポーツ競技のマイナス

面として、何としても勝つといった姿勢や

不正行為、対戦相手への礼儀を欠く行為が

あげられます。スポーツ教育では、適切な

競争を促すために、一生懸命かつ公正に競

技を行い、対戦相手を尊重し、審判の決定

に対して敬意を払うことを教えます。 
 

この写真は、先ほどみた審判が揉め事を

仲裁しているところです。子どもたちは試

合で興奮しますので、審判をすることは子

どもたちにとってとても難しいことです。

しかし、マウントフィールズ小学校では、

常にフェアプレイのルールと礼儀正しさが

重要視されています。 
 
 

また、スポーツを子どもたちの発達段階

に合うように改変することも重要です。ア

レンジしたゲームを使うことをお勧めしま

す。また、小さいボールや柔らかい道具、

短い道具、当てやすい的を使ったり、安全

な環境を整えたりするなど、友好的にプレ

イができるような条件を作ることが大切で

す。また、ゲームを短時間にすることで、

子どもたちの集中力を高めたり、より多く

の子どもたちがたくさん参加できるように

なります。 
 

先生たちが行ったアレンジの例をおみせ

しましょう。 
スライドでは、プレイヤーが１人座って

いるところが見えます。この工夫は、弱視

の女の子と歩行器を使用する男の子のため

に、先生たちが行いました。座っているプ
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レイヤーは、エンドゾーンにいるキャッチ

ャーからボールと受け取ります。キャッチ

ャーは、座っているプレイヤーにボールを

転がすのです。座っているプレイヤーはシ

ューターで、地面に置かれたゴールをねら

います。障害のある子どもだけでなく、子

どもたち全員が座っているプレイヤーの役

を交代でつとめます。この工夫が成功しま

したので、先生たちは、たとえクラスに障

害のある子どもがいなかったとしても、こ

れ以降のシーズンでもそれを使い続けるこ

とにしました。 
 

それでは、ふりかえりをしてみましょう。

スポーツ教育における学習成果は、有能で、

見識があって、情熱的なスポーツ人を育成

することです。スポーツ教育の主題は、工

夫したゲームを使ったスポーツシーズンで

す。その教育モデルの特徴が意味するもの

は何でしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 

シーデントップ氏は、スポーツ教育を始

める際に、教師やコーチは教育環境の建築

家であると示唆しています。教師やコーチ

の指導方略や課題に対して、このことがど

のような意味を持つのか、知りたいと思わ

れるかもしれません。 
 

 
教師の指導方略や課題についてです。 
最高レベルのチームを作るためには、優

れた計画と時間の管理が必要になります。

生徒たちが行うべき役割の範囲を決めて、

それを教えなければなりません。自然に理

解できるようになるわけではありません。

練習の時間に、コーチ役の生徒が利用でき

る学習手段を提供します。自分自身の行動

を通じて、フェアプレイの行動について教

えます。教師にとってとても重要なことは、

いつ見守って、いつ介入をするかを見極め
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るということです。とても重要なことです

が、とても難しいことでもあります。 
 

最初の計画では、良く知っているスポー

ツを選ぶようにします。そして、生徒たち

が自分の役割に対してもっと責任を負うよ

うな機会を増やします。また、準備する用

具についても確認します。そして、シーズ

ンを楽しく盛り上げるようにしましょう。

生徒たちには、自分のチームの名前や色、

歌などを考えさせます。また、イングラン

ドの場合は、不測の事態に備えましょう。

なぜなら、イングランドは天気がよくない

ですので。 
 

 
フェアプレイや生徒の責任、説明責任に

ついてお話しします。 
生徒には、フェアプレイとアンフェアな

プレイについて教えなければなりません。

生徒はすでに知っているとは思わないでく

ださい。良い行為に対しては称賛し、悪い

行為に対しては罰を与えます。例えば、チ

ームにポイントを与えたりします。応援に

ついては褒めてください。そして、フェア

プレイ賞を与えます。年長の子どもたちの

場合は、審判を支援する役割の変更を手助

けするスポーツ評議会を選出します。悪い

行為に対する処罰については、はっきりし

た判断を行うようにします。常に平等な競

争をさせることを意識し、平等な取り扱い

をするようにします。 
 

これは、スポーツ教育の指導方略を計画

するために利用可能な、モストンのスペク

トル論です。有能で、見識があり、情熱的

なスポーツ人を育成するという学習成果を

あげるためには、どれが最も役立つかとい

うことを考えてください。 
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このモデルは、どのように機能するので

しょうか。スポーツ教育は、幅広く研究さ

れてきました。そして、ギャリー・キンチ

ン氏のように、とても優れた論文がいくつ

かあります。それをお勧めしたいと思いま

す。ご覧になりたいということであれば、

ここに文献を示しております。 
ここでは、研究によって明らかになった

点をいくつかお話ししたいと思います。 
 
 
 

 
スポーツ教育に関する研究から何が明ら

かになったでしょうか。学校でのスポーツ

教育であり、フィールドではありません。

私たちがわかったことは、スポーツ教育が、

課題に対する子どもたちのやる気と取り組

みを高めるということです。スポーツ教育

は、持続的なグループを通じて、特に、社

会的責任や協調性、連帯感、信頼の育成に

役立ちます。これはとても大事なことです。

ただし、子どもたちは必ずしも、良いコー

チになるための、またゲームをフェアに行

うための、技能と知識を持っているわけで

はありません。だから、私たちは、仲間と

の交流と学習のダイナミクスについて研究

を深める必要があるのです。より有益なス

ポーツ文化が生み出される可能性もありま

すが、私たちには、特にスポーツ教育の以

外での子どもたちのスポーツ経験や、クラ

ブや学校のスポーツに関する証拠がもっと

必要です。 
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最後に、研究からは一貫して、スポーツ

教育が若者たちに対して教育的に価値のあ

るスポーツ体験を提供する、ということが

伺えます。スポーツ教育は、スポーツの文

化と伝統について学ぶ機会を提供します。

そして、個人的、社会的なリーダーシップ

を発揮するための能力を高める機会を提供

します。スポーツ教育は、有能で、見識が

あって、情熱的なスポーツ人の育成を容易

にするのです。これは、スポーツへのすば

らしい第一歩です。 
ご清聴ありがとうございました。 

 
佐藤）カーク先生ありがとうございました。

カーク先生からはマウントフィールド小学

校のスポーツ教育モデルの取り組みを中心

に、その概要と理念というところをお話い

ただきました。 
予定の時間となっておりますが、せっか

くの機会ですので、ご質問を一つお受けし

たいと思いますが、どなたかいらっしゃい

ますでしょうか。特にないようでしたら、

ここは一つ、日本でのスポーツ教育モデル

の第一人者であります高橋先生の方からカ

ーク先生に向けてご質問をお願いいたしま

す。 
 

高橋）日本でもこのスポーツ教育モデルを

翻訳し、出版しております。そして、日本

でもいくつかの学校におきまして、すでに

スポーツ教育モデルに基づいた実践が行わ

れております。スポーツ教育モデルの実践

上の課題の一つとして、多くの時間が必要

になるということがあげられます。特に、

ポスターを作ったり、フラッグを作ったり、

あるいはさまざまなフェスティバルに向け

てさまざまな準備をしなければなりません。

日本の場合には、「総合的な学習の時間」と

いうのがございまして、その時間と体育の

授業と体育的行事というのがあります。こ

れらを結びつけながら取り組んでいるので

すが、カーク先生のところではどのように

して、そのスポーツモデルを実践するため

に、時間をお作りになっているのでしょう

か。お教えていただければと思います。 
 
カーク）ありがとうございます。マウント

フィールド小学校の場合は、体育の時間は

週に２時間です。１時間がスポーツ教育に

関してで、ほかの１時間は別のカリキュラ

ムとして設けられています。全体の教育課

程の中ではジャーナリズムとか芸術とか、

そういったものを学んでいます。それぞれ

の学校によって教育課程が異なっているの

です。もちろん中学校になると、もう少し

難しくなります。私は、（実践上）中学校に

対しては何も申し上げることができません

けれども、このマウントフィールドの小学

校の場合は、週に２時間という時間を設け

てやったわけです。スポーツ教育モデルに

対する学校側の理解があったので実践が可

能でした。 
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佐藤）ありがとうございます。まだまだ聞

きたいこともたくさんあるのですが、時間

の関係でカーク先生の発表をこれで終わら

せいただきたいと思います。カーク先生お

よび、ワラビー君の明日の誕生日に向けて、

拍手で終わりたいと思います。 
 
運動部活動の現状 
財団法人全国高等学校体育連盟 

専務理事 梅村和伸 
佐藤）カーク先生ありがとうございました。

続きまして、日本の特徴的な運動部活動の

システムについて、梅村専務理事のほうか

らご発表いただきたいと思います。梅村先

生、よろしくお願いいたします。 
 

 
梅村）おはようございます。全国高等学校

体育連盟の梅村と申します。それでは、た

だ今から、わが国の高等学校の運動部活動

の現状について発表させていただきます。 
発表内容ですが、外国から見えた方々に

日本の高等学校の運動部活動を理解してい

ただくことを主眼に作成いたしました。従

いまして、わが国で運動部活動を指導され

ていらっしゃる先生方には、その点はあら

かじめ、ご理解をいただきたいということ

でございます。よろしくお願いいたします。 

最初に各校等学校で日常行われておりま

す、運動部活動の理解をより深めていただ

くために、まずその活動の様子を見ていた

だきたいと思います。言われておりますと

おり、学校教育における運動部活動の最終

的なねらいは、人間性の陶冶にあります。

そこで、それらを念頭に置いて行われてお

ります指導も含めて、生徒の活動の様子を

見ていただきたいと思います。 
このビデオに登場します高校生は、東京

都教育委員会の運動部活指導や、スポーツ

活動指定の学校の生徒でございまして、高

い評価をいただいております、東京都立高

島高等学校の生徒諸君でございます。 
なお、このあと発表の様子につきまして

は、パワーポイントでお示ししたいと思い

ます。どうぞご覧ください。 
 

ありがとうございます。いかがだったで

しょうか。それでは進めたいと思いますが、

最初により平均的な学校、全日制普通課程

と想定しておりますが、ここでの運動部活

動の実施状況の様子をお話申し上げたいと

思います。 
活動は原則的に放課後、自分の学校の施

設を使いまして、３時半ごろから２～３時

間の活動が行われています。運動部活動で
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設置されている種目は、その学校の教育目

標、教員数、施設の状況によって、決めら

れています。多くの学校で、だいたい 15 種

目前後ではないかと思います。 
指導は学校の教員が行うことが原則であ

りますが、最近では、地域の優れた指導者

に指導をお願いする、いわゆる外部指導者

の数が増加している傾向にあります。 
 

 
次に運動部活動の教育目的について説明

いたします。運動部活動の主な目的をこの

ようにまとめることができるのではないか

と考えます。例えば、人間として相互に尊

重し合い、協力する心を育てる。心身の健

康増進、個性の伸長を図る。あるいは、生

涯スポーツの基礎を培う等々があろうかと

いうふうに思います。 
 

現在、わが国の高等学校の教育は、文部

科学省が大綱として示す「学習指導要領」

に基づいて実施されていますが、その学習

指導要領の中で、運動部活動やクラブ活動

はどのように位置付けられてきたかについ

て、簡潔に申し上げたいと思います。まず

1956年（昭和31年）、特別教育活動の中で、

クラブ活動が初めて示されました。1970 年

（昭和 45 年）には、生徒はいずれかのクラ

ブに所属しなければならないこととなりま

した。いわゆる全員参加クラブ活動という

ことになります。 
1999 年（平成 11 年）には、特別活動の

クラブ活動は、運動部活動の普及に伴って、

削除されるということになりました。2013
年、これからですが平成 25 年には全面実施

となります時期の学習指導要領、総則の中

で、「部活動を教育課程との関連が図られる

よう留意する」ことが示されました。 
大事なことは、このように運動部活動や

クラブ活動は、ときに学校教育課程の中に

位置付けられ、また教育の一環として重要

視されてきたということであります。 
 

次に、運動部活動成果は発表の場につい

てご説明いたします。最初に、各都道府県

に設置されております、都道府県高等学校
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体育連盟と財団法人全国高等学校体育連盟

について、簡単に説明をいたします。 
各学校の運動部に所属している生徒は、

そのスポーツ種目の競技専門部に加盟登録

をします。全国の各都道府県高等学校体育

連盟には、総数約、全国で 120 万名の生徒

が加盟登録をしています。 
また、高体連と野球連盟を合わせますと、

所属している生徒は約 138 万名になりまし

て、この数は全国高校生全体の約 43％を占

めることになります。 
各都道府県高等学校体育連盟は、その競

技専門部と協力いたしまして、都道府県の

総合体育大会を開催します。その大会で優

勝したチーム、もしくは個人は、財団法人

全国高等学校体育連盟が主催いたします、

全国高等学校総合体育大会、インターハイ

と申しますが、それに出場する資格を得る

ことになります。 
そのほか、これだけではなく、高体連お

よび競技専門部は、スポーツを愛好し、日々

活動している生徒のための大会を企画し、

開催をしているところであります。 
 

次に、全国の高校生アスリートにとって、

オリンピック的な存在でもあり、世界にも

あまり例を見ないインターハイについて説

明したいと思います。その前にインターハ

イのハイライトシーンを、５分間ほどご覧

いただきたいと思います。 
 

ありがとうございました。インターハイ

につきましてですが、インターハイには夏

季と冬季大会があり、種目はここに示され

ている通りでございます。夏は 29 種目、冬

は４種目行われるということになります。 
夏の大会に出場する選手は約 25,000 名。

冬の大会には約 2,000 名の選手が参加をす

るということになります。毎年大変多くの

方々にご観戦をいただいておりますが、だ

いたい 70 万名ぐらいの国民が観戦にお見

えになっていただいております。 
それから開催に要する費用につきまして

は、開催をしていただく都道府県が大部分

出資しているという状況にございます。 
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次に、現在、運動部活動が抱えている主

な問題点についてお話いたします。 
最初に、意欲ある優れた指導者の確保と

いうことが一番大きな問題かと思います。

また、指導者の確保、また少子化を主な要

因として設置できる運動種目の制約がされ

ているということがあげられます。それか

ら、スポーツを愛好しているさまざまなレ

ベルの高校生が活動成果を発表する場を確

保するとともに、生涯スポーツの基礎を培

う場としての環境整備を行うこと、これも

大事なことではないかと考えております。 
 

 
次に、インターハイが掲げている問題点

をいくつか挙げてみたいと思います。 
第１の問題は、財政的な問題であります。

２番目は、勝利至上主義に陥らないための

指導、３番目は，外国人留学への適切な指

導、特に短期留学にならないように、とい

うことがあげられます。最後に、トップア

スリートが，在席する高等学校教育の教育

課程をきちんと履修し、修了することがあ

げられます。トップアスリートレベルを維

持することと両立させることの難しさでは

ないかと考えております。 
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最後の項目となりますが、運動部活動の

充実、発展に向けて、毎年都道府県持ち回

りで開催されています、本連盟の研究大会

について説明したいと思います。 
研究大会は、運動部活動をより多くのス

ポーツを愛好する高校生のものとするため

の、研究発表をする場です。日本のトップ

アスリートを目指すための方策に関する研

究を発表する場でもあります。それから、

研究発表から得たものを、自校へ持ち帰っ

ていただいて、その後の日々の運動部活動

の活動の指導に当てていただきたいと、そ

ういう場でもあります。この大会が、運動

部活動の発展に大きく貢献していることか

ら、今後もその発展に努めると共に、願わ

くは外国からの参加もいただいて、さらに

充実した大会にしたいと考えております。 
以上で運動部活動の現状に関する発表を

終わりますが、高校生の心身両面の健全育

成を図る上で、運動部活動が果たしている

役割の重大性をより明確に認識すると共に、

高校生にとっての運動部活動の最高最大の

スポーツ祭典であるインターハイを、日々

の運動部活動をますます充実発展させるこ

とが、われわれに課せられた大きな任務で

あると考えております。 
今後も、その充実発展に努めてまいりた

いと考えておりますが、また、運動部活動

レベルでの交流が国際的に行われることが、

今後大切であると考えております。 
せっかくのこの機会でありますので、最

後に一つ、私のほうから提案をさせていた

だきたいと思います。 
今回のこのようなシンポジウムは、学校、

体育、スポーツや、地域スポーツを振興さ

せる上で歴史的に大変画期的なものである

と考えております。そこで、これらのこと

とかかわる、組織同士が継続して情報交換

や意見交換が行える場を作っていただきた

いということであります。 
また、このようなシンポジウムを、各区

分、例えば持ち回りで、２年に１度程度開

催できるよう、努力していただければあり

がたいと考えております。いかがでしょう

か。よろしくお願いいたします。 
以上で発表を終わります。ご清聴ありが

とうございました。 
 
佐藤）梅村先生ありがとうございました。

運動部活動の日常生活、インターハイ、そ

してシンポジウムの今後に向けてのご提案

ということで、ご発表いただきました。 
せっかくですので、今日ご参加いただい

ております各国の先生方、そして台湾から

ケイ先生もご参加いただいております。昨

日ご発表いただきました、シンガポールス

ポーツスクールのタン先生にもご出席いた

だいておりますので、もしご質問等があれ

ばいただければと思いますが。 
 
ケイ）おはようございます。梅村先生、ご

発表ありがとうございました。ビデオでの

紹介をしていただき、非常にありがたく思
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いました。インターハイの競技、様子につ

きまして拝見しましたけれども、高校以降

について、大学について、日本ではどのよ

うに選手を支えていらっしゃるのでしょう

か。才能のある選手に対してどのような教

育をなされていますでしょうか。そのスポ

ーツを、ハイレベルにする期間に応じた教

育についておうかがいしたいと思います。 
 
梅村）優れた子どもたちは、周りがもちろ

ん放っておきませんで、いろいろな状況の

大学に行きますとか、あるいは企業のほう

に行きますとか、いろいろなところで活躍

の場が開かれていると思います。 
そういったところは人材におかれまして、

かなり豊かになり、広くなったというふう

に思っております。ただ、子どもたちが自

分の種目、高校でやった種目をそのまま生

涯にわたってということで考えますと、続

けていくのかということについては、多少

相違が生じてくるところもあるかなという

ふうに思います。 
トップレベルの選手につきましては、そ

のままずっと継続して、優れた指導者のも

とで能力を高めていくということが、一般

的かなと思っています。 
私は、生涯体育・スポーツという視点で

考えますと、高校期における楽しいスポー

ツ経験がものすごく大きな意味があると考

えております。従って、運動部活動の中で

経験したことが、どういう内容のものであ

ったか。楽しいものであったかどうかとい

うことが、生涯スポーツにつながっていく

かどうかという、鍵を握っていると、そん

なふうにも考えます。よろしいでしょうか。 
 

佐藤）ケイ先生、いかがでしょうか。 
 
ケイ）ありがとうございます。質問ではな

いのですけれども、少し台湾のスポーツ事

情についてお話したいと思います。 
台湾では、国の（スポーツ振興）協議会

が育成と振興を行っています。トップスポ

ーツの振興に加えまして、全員参加のスポ

ーツを振興しています。今年からプロジェ

クトとしまして、初等教育前の教育（幼児

教育段階）、また、体育の大学での教育が始

まります。体育大学が始まります。このス

ポーツ振興のためです。 
また今年、新しいプロジェクトがありま

す。政府と、特にスポーツ協議会が特別な

体育の授業を高校だけではなく、小学校や

各県、市といった場所で行っています。で

すから台湾では、スポーツの振興を非常に

年少のレベルから、初等教育として行って

います。小学校から体育教育を中学、大学

へと行っています。 
このことは少し皆さまにお話したいと思

いました。 
 
佐藤）ありがとうございました。会場から

もし質問があればもう一つお受けできると

思います。よろしいでしょうか。 
それでは、梅村先生の発表を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 
 
オハイオ州の学校スポーツ 
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 
続きまして、アメリカのジャッキー・グ

ッドウェイ先生にご発表をいただきます。 
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昨日は、アメリカの方のスポーツ環境と

いうのは、プロスポーツの影響が非常に大

きくて、商業主義の影響を受けているとい

うようなお話をいただきました。そして、

一つは多くの人たちに健康や肥満の対処か

らアプローチしていく方法と、エリートス

ポーツに向けて育成していくという、２つ

の方向性を持っているということでした。 
では、どういったところで青少年スポー

ツが行われているかというと、一つは団体

ということでした。エリートスポーツでは、

45％程度がそういったスポーツ団体で育ま

れていて、お金のある５％程度がクラブ、

そして総合型のようなレクリエーションが

30％程度ということでした。その他に、イ

ンターミューラルが 10％、インタースクー

ルというのが 12％で、これは運動部活動の

ことでした。したがって、学校体育や地域

スポーツのさまざまな場面で青少年のスポ

ーツ育成が行われているということでした。 
また、16 歳から 18 歳が課題となってい

て、エージェンシー（地域スポーツ）と学

校地域というのを行ったり来たりするよう

なシステムに 16 歳以降はなるのですが、そ

こで参加率が大きく落ちるというのが問題

点としてはある、ということをご報告いた

だいております。 
 

 
グッドウェイ）おはようございます。アメ

リカの学校でのスポーツ活動について、そ

して、一つのプログラムが実際に成し遂げ

た、学校スポーツをコミュニティ・スポー

ツへと結びつける素晴らしい成果について､

今朝皆さんにお話できることをうれしく思

います。私たちが今日ここに集まりました

のは、全員が子どもや若者をスポーツにか

かわらせることに関して、共通の関心があ

るからです。 
 

 
私がお話したいのは、幼少期の子どもた

ちに焦点を当てる発達的観点と、後の児童

期、青年期にどのようにスポーツに関わら

せていくかということです。うまくやれば、

ユーススポーツには、生涯を通じて継続で

きる多くの利点があります。ユーススポー

ツは、子どもたちの人生に影響を与える最
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も強い力の１つなのです。 
 

 
ユーススポーツにかかわり、運動をする

子どもたちは、多くの利益を得る立場にあ

ります。その利益をスライドの中で挙げて

みましたが、全部は読み上げません。小さ

な子どもたちには、「動きたい」という欲求

が生まれながらあることがわかっています。

したがって、運動することを学び、運動で

成功し、運動を楽しむ機会につながる有益

なユーススポーツの体験をさせることによ

り、子どもたちのその欲求を存続させるの

が、ユーススポーツのコーチとしての我々

の責任なのです。 
 

 
それでは、どのようにして、子どもや若

者にユーススポーツを広めることができる

のでしょうか。それは早い時期に始まる発

達過程で、私たちは、幼児期から青年期を

通じて体を動かしたい、スポーツにかかわ

りたいという欲求を育むことを提案します。

これをうまくやれば、子どもたちの多くが、

青年期も大人になってもスポーツに関わる

ことになるでしょう。 
 

 
子どもたちをユーススポーツに関わらせ

るなら、幼児期が大切だということを知っ

ておくべきです。私たちは、ユーススポー

ツへのかかわりの各段階に留意して計画を

立てなければなりません。デイヴィッドの

ように、これは私の娘が赤ちゃんのとき、

外で友達と遊んでいる写真です。 
 

 
ユーススポーツのコーチとして、我々に

とって大切だと思われる運動発達のモデル

が２つあります。 
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最初のモデルは、「運動発達の山」と呼ば

れるものです。目的は、すべての子どもた

ちが、活発なスポーツ参加者として山の頂

上に到達することです。しかし、それを実

現するためには、途中の段階があります。

５歳から８歳の幼児期に、子どもたちにス

ポーツの中で利用できる基礎的な技能を教

えなければなりません。走ったり、投げた

り、捕ったりといった技能です。８歳から

11 か 12 歳までの小学校の高学年では、子

どもたちに簡易化されたスポーツを教え、

本来のスポーツへと移行させるべきです。

そして中学校までには、子どもたちにさま

ざまなスポーツの機会を与えて、参加させ

ることが必要なのです。ただし、このモデ

ルには、「上達の限界」と呼ばれる境界点が

あります。走ったり、捕ったりの基礎的な

運動技能が十分に育成されなければ、この

「上達の限界」を打ち破って、後の人生で

スポーツやゲームに関わり続けることがで

きなくなるのです。 
 

 
運動発達の２つ目のモデルは良く似てい

ます。スポーツのゲームに子どもたちを関

わらせるには、基礎的な技能を育成しなけ

ればならないということです。子どもたち

が基礎的な技能を発達させれば、それを特

定のスポーツに展開できるのです。投げて

捕る技能をバスケットボールに応用するこ

ともできるし、野球に応用することができ

るのです。ここでの目的は、高い技能を持

った選手を育成することです。 
しかし、このモデルでは、すべての子ど

もたちがすべてのスポーツに熟練している

とは限らないことがわかります。あるスポ

ーツでは非常に高い技能を持っていても、

他のスポーツでは低い技能しかないことも

ありえるのです。したがって、子どもたち

が中学校に入り、コミュニティ･スポーツへ

移行するときに、自分たちにとって楽しい

スポーツにその技能を応用することを選べ

るように、スポーツの選択肢を与えること

が重要だと思います。 
 

 
昨日の話では、ユーススポーツのグルー

プには、主に 5 つのタイプがあることを指

摘しました。エージェンシー、クラブ、レ

クリエーション、校内グループ、学校間グ

ループです。しかし、昨日私が話をしなか

ったのは、私たちのスポーツ・システムで

はあまり活用されていないアプローチです。

私は、小学校での基本プログラムが、ユー

ススポーツの発展を促進するために、きわ

めて重大であると信じています。 
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本日皆さんにお話したいのは、体育教師

のジョン･ブレーン先生がいるコロニア

ル・ヒルズ小学校でのプログラムです。佐

藤先生、高橋先生、三木先生が 9 月にアメ

リカを訪問されたときに、このプログラム

を観ていただきました。ジョン先生のプロ

グラムは、大変ユニークです。彼の信条は、

「みんなのためのスポーツ」です。彼は、

児童がコミュニティ･スポーツと、楽しむス

ポーツの両方に関わることを認めています。

児童の中には、継続して高いレベルのスポ

ーツ選手になる者もいます。彼は、スポー

ツに参加し、スポーツで成功することがで

きるようになるためには、基礎的な運動技

能がとても大切であることを理解していて、

コミュニティの状況、つまり、自分のプロ

グラムを展開するためにコミュニティで行

われるスポーツによく関心を向けています。

彼が取り組んでいることにきまして、もう

少しお話しましょう。 
 

 
ヘンク・テリー氏は、学校の長です。ア

メリカでは校長先生と呼びます。彼も自分

の学校の子どもたちにとってスポーツが非

常に大切であると信じていて、学校でのス

ポーツ･プログラムの作成をよく支援して

います。テリー校長は、子どもたちに良い

スポーツ体験をさせれば、成績も素行も良

くなるといいます。子どもたちの個性を発

現させ、愛校心を育てます。彼は、スポー

ツが，子ども全体的な発達に独特の影響を

与えるので、自分の学校の子どもたちがい

ろいろな形式のスポーツを経験することは、

とても大切だといいます。 
 

 
そこで、コロニアル･ヒルズ小学校と、ど

のようにそのプログラムがコミュニティ･

スポーツにつながるかをお見せしましょう。

それらのスポーツのロール･モデルを見て
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いきましょう。そのプログラムがどのよう

に保護者と結びつき、保護者が子どものス

ポーツ参加を手助けするのに役立つかをお

見せいたします。 
 

 
コロニアル・ヒルズ小学校の校長先生の

話を聴いてみましょう。ユーススポーツに

関するコメントです。 
※動画上の会話です。 

グッドウェイ）ジョン先生が、子どもたちをユー

ススポーツに関わらせるプログラムで成功してい

ることも、子どもたちがユーススポーツで成功で

きるようにするためには、技能と行動を育成する

ことが大切であることを心から信じていることも

知っています。校長先生の方から、ジョン先生の

取り組みについて少しお話いただけばと思います

が。 

テリー）確かに。ご存知の通り、ジョン先生、子

どもたちがスポーツに参加するために必要な技能

を教えています。それ以外でも、子どもたちが安

全な環境でさまざまなスポーツをやり始めるとき

に、ジョン先生が子どもたちに与える経験はすば

らしいものだと思います。ジョン先生は、子ども

たちの技能を磨くため、子どもたちとかかわり、

実際にコーチとして子どもたちに働きかけていま

す。コーチと共に、安全な小学校の環境で最初の

スポーツ選手としての体験をすることは、本当に

すばらしい経験だと思います。 

グッドウェイ）それでは、テリー校長先生は、安

全な環境において最初のスポーツ体験をするため

には、小学校はすばらしい場所であると思ってい

らっしゃるのですね。子どもたちがコミュニティ･

スポーツに移行する前に、気分的に安全な場所で、

技能を磨き、失敗をして、そこから学ぶのですね。 

 

 
それでは、ユーススポーツにかかわるコ

ツは何でしょうか。これは、ジョン・ブレ

ーン先生がスポーツへのかかわりを可能に

するために必要と信じていることです。彼

は、スポーツには、基礎的な運動技能が必

要であるといいます。バスケットボールで

は、ドリブルをして、シュートを打ち、戦

術を理解する必要があります。彼は、スポ

ーツの行動様式を理解し、指導の受け方を

理解することが必要といいます。彼はまた、

スポーツへのアクセスとコミュニティ･ス

ポーツにアクセスするやり方を理解してい

ることが、子どもたちがユーススポーツを

続け、かかわるために重要な要素であると

信じていて、どのようにそれをサポートす

るかを教えてくれます。また、彼は、保護

者が子どもたちを支えることが必要ともい

っていて、子どもたちの保護者と協力して

取り組んでいます。ジョン･ブレーン先生か
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ら、ユーススポーツに参加するコツは何か

を聞いてみましょう。 
 

 
※動画上の会話です。 

グッドウェイ）おはようございます、ジョン先生。

子どもたちがユーススポーツで成功するために必

要と思われる技能について、話していただけます

か。 

ジョン）ええ、それぞれのスポーツには特有の初

歩的な技能とか基礎的な技能があります。私たち

は、ワーシントン校区のコミュニティで行われて

いるスポーツにかかわる技能をすべて教えます。

例えば、サッカーの場合は、基礎的な運動技能の

すべてを幼稚園からはじめます。そして、通常は

サッカーの初級の技能と思われるものを教えます。

その子どもが自信を持って校外のユース･プログ

ラムに参加できるためには、知っているべきこと

を教えるのです。私たちは、それを、その子ども

が成功するかどうか、あるいは自分が十分に教え

たかどうかを判断するための基準として用います。 

 

 
次は、ジョン先生が、「なぜユーススポー

ツに参加しない子どもたちがいるのか？そ

の子どもたちが新しいスポーツにかかわり

たがらないのはなぜか？」と自問されてい

ることについてです。彼は、子どもたちは

自分がスポーツで活躍できないと思うと、

それをやりたがらないだろうと考えていま

す。公開の場で、人がスポーツをやってい

るところを見られます。もし子どもたちが

失敗すれば、みんなの前で恥をかくことに

なります。だから、子どもたちは、自分が

失敗するだろうと思ったら、やってみたり

はしないのです。彼は、もし子どもたちが、

そのスポーツについて理解していたとして

も、自分には十分な技能があるとは思えな

かったら、やはり参加しないだろうと言い

ます。もう一つは、子どもたちは、自分た

ちの文化の中でたくさんの機会にアクセス

するやり方を理解することが必要で、その

やり方がわからないと新しいスポーツに参

加できないだろうと、彼が言っています。 
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ジョン先生は、コロニアル・ヒルズ小学

校でスポーツ･プログラムをつくるときに、

発達段階を考慮したアプローチを使ってい

ます。小学校の低学年では、基礎的な運動

技能に重点を置きます。彼は、カーク先生

が発表の中でおっしゃったスポーツ教育も

取り入れて、子どもたちに、いくつかのア

レンジしたスポーツから教え始めます。小

学校の高学年では、子どもたちはコミュニ

ティで行われているさまざまなスポーツの

学習に重点を置きます。彼はまた、スポー

ツ教育も続けていて、子どもたちが小学校

を卒業するときまでには、自分自身のスポ

ーツ･ユニットを十分に運営できるように

なります。子どもたちは試合を主催し、審

判を行い、タイムをとり、チームを作るこ

とができます。これらはすべて、カーク先

生が発表の中で話されていたことです。子

どもたちは十分な能力を持ち、どうやって

スポーツや様々な状況に関わったらいいか

を知っています。また、子どもたちは、小

学校を卒業すると中学や高校へ入りますが、

ジョン先生は、その中学校や高校のコーチ

と連絡を取って、スポーツ選手から何を期

待するかを聞き取り、自分の生徒たちがコ

ミュニティのプログラムだけでなく、中学

校や高校のスポーツ･プログラムへの備え

ができているかを確認します。彼が、どの

ように中学校や高校の先生を自分の学校に

招いて、スポーツ振興における関係のすべ

てがわかるようにするのかを聞いてみまし

ょう。 
 

 
それでは、ジョン先生は、エイジェンシ

ー・スポーツとレクリエーション･スポーツ

をどのように結び付けているのでしょうか。

子どもたちがコミュニティに入る場合は、

これらのスポーツの機会を利用できるので

す。 
 

 
コミュニティ･スポーツはこれです。この

写真がすべてそうです。コミュニティでは

11 のスポーツが行われています。中学と高

校ではこれらのスポーツが行われています。

これらは、子どもたちが中学へ上がる準備
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をするために、ジョン先生が小学校で重点

を置いているスポーツです。彼は、自分の

プログラムに強い信念を持っています。 
 

 
彼は、スポーツ振興を推進するためには、

技能が決定的に重要な意味を持つと考えて

います。彼は、子どもたちに十分な技能が

なければ、そのスポーツに関わることを選

択しないだろうと言います。それで、彼は

コミュニティ、中学校、高校で行われてい

る様々なスポーツの技能を教えるのです。

彼は、私がこれから少し話をする新しいオ

プション、始業前と放課後の自由参加練習

によって、子どもたちがそのスポーツの技

能を高め続けるための機会を提供していま

す。 
 

彼の主なメッセージは、子どもたちが小

学校から中学校へ上がり、時を経るにつれ

て、技能を習得しなければ、スポーツが楽

しくなくなり、最後にはスポーツを辞めて

しまうことになるということです。アメリ

カの子どもたちが、スポーツを辞めていく

のをみると、その多くが基礎的な技能を十

分に持っていないことがわかります。その

子どもたちは、上達の限界を乗り越えるこ

とができないため、スポーツで成功するこ

とができないのです。ジョン先生のスポー

ツと技能についてのコメントを聞いてみま

しょう。 
 

 
※動画上の会話です。 

ジョン）ある子どもが野球の基礎的な技術を習得

してきて、それを仲間と比べたときに、自分の方

がうまくできて、そのことに対して快感を覚えれ

ば、その子は野球にもっとのめり込むでしょう。

このことは、技術を習得することと並んで、仲間

にその技能を見せる機会があるからで、それが本

当にできる唯一の方法は試合に出ることだからで

す。どの年齢の男の子も女の子も、仲間に対して

自分ができることを見せるのを楽しいと感じるの

です。子どもは自分ができることに対して快感を

覚えれば、それをもっと見せたいと思うようにな

ります。大人でも同じです。だから、子どもが幼

いときから、必要な基礎的技能を教えることが大
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切なのです。そうすれば、子どもたちは「私はで

きる」ということを自信を持っていえるようにな

り、それによって、子どもたちが競技を続けると

きに、どんなスポーツを続けたいかを判断するた

めのチャンスを広げることにもなるのです。 

 

これは、ジョン先生が、ある体育の授業

でバレーボールに取り組んでいるところの

短いビデオ映像です。コミュニティ･スポー

ツのバレーボールの優秀な選手であるこの

少女を、他の子どもたちのロール･モデルに

しています。 
 

 
次に、彼がとても戦略的に行うことは、

保護者に対して子どもたちが新しいスポー

ツを始めることを後押ししてもらうために、

保護者と協力することです。 
 

 
彼は、保護者が、子どもたちのスポーツ

体験のカギであり、保護者に子どもたちが

スポーツをする手助けをしてもらうことが、

体育の先生としての自分の役割であると考

えています。彼は様々なアプローチを通じ

て、これを実践しています。通信票を使っ

て、子どもたちがどんなスポーツに熟練し

ているか、子どもたちは何をするべきか、

また、それらのスポーツを始める方法につ

いての情報を家庭に送るのです。彼は、保

護者に電話をして、「お子さんは、体操が得

意です。お子さんに体操競技をさせるとい

いと思います。体操競技を教えてくれる民

間のクラブとエージェンシー･スポーツに

ついての情報をお宅へ送ります。」と言った

りします。彼は体育のウェブサイトを持っ

ていて、そこには他の新しいスポーツのウ

ェブサイトへのリンクがあります。それで、

保護者は彼のウェブサイトを見て、子ども

たちにさまざまなスポーツに取り組ませる

機会に関する情報を得ることができるので

す。彼は子どもたちに、自分のやりたいス

ポーツを主張するように教えます。また、

子どもたちに、スポーツに参加する方法を

教えて家に帰し、子どもたちが校外でスポ

ーツをする手助けをしてくれるように保護

者に頼ませるのです。これは学校のスポー
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ツのコーチとしてやっていることです。 
 

 
学校のスポーツ推進活動の一貫として、

ジョン先生は情報を提供し、このような新

しい機会も提供しています。アメリカでは、

子どもたちは、1 週間に 45 分しか体育の授

業を受けません。週に 1 回で 45 分です。そ

れでは、技能を高めるには不十分です。 
 

 
それで、ジョン先生は、毎日昼休みに新

しい自由参加の体育に参加する機会を子供

たちに与えて、それを食堂で宣伝していま

す。そうすれば、子どもたちが昼食を待つ

間に、その日には学校でどんなスポーツを

する機会があるかを知ることができます。 

 
彼は保護者宛に家庭へ手紙を出します。

彼は、民間のクラブとつながりがあり、そ

れらのクラブに関する情報を、保護者宛に

送るのです。彼は学校中の掲示板も利用し

ます。これは、私が発つ直前に掲示された

バレーボールの掲示物の例です。 
 

 
掲示物にはどんな場所でプレイできるの

かが書かれています。それから、バレーボ

ールをやっているコミュニティ･スポーツ

に関するチラシもあります。ここにあるこ

のすばらしい日本の旗をご覧ください。日

本について、また日本でプレイされている

バレーボールについても紹介されています。 
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彼はコロニアル形式の古いスタイルにつ

いて語っています。これは彼の学校の子ど

もたちです。毎日昼休みにバレーボールを

しに来るのです。彼は子どもたちの技能に

注目して、その成果に共感します。それか

ら彼は、掲示板を通じて指導します。さま

ざまな技能の使い方について、技術的な指

導を提供するのです。 
 

 
ジョン先生はまた、コミュニティで何が

提供されているかについてもよく知ってい

て、民間のクラブと、中学校や高校のコー

チの橋渡しをしています。彼は、中学校や

高校のコーチの間でよく知られており、そ

のコーチたちを自分の学校に招いて、中学

校や高校でやるスポーツについて、自分の

子どもたちに話してもらっています。また、

中学校や高校のスポーツ選手に、自分の子

どもたちのメイン・イベントに来てもらっ

たりもします。 
 

 
例えば、彼が教えた体操の単元では、高

校の体操チームが来て、いくつかのクラス

の子どもたちを指導したり、演技をしたり

してくれました。それから、高校の選手と

小学生が保護者の前で一緒に演技をしたり、

保護者の演技もありました。このときには、

高校のコーチが、高校で体操をする機会に

ついて保護者に話を行いました。 
 

 
ジョン先生のクロスカントリーの単元で

は、高校と中学の選手に来てもらって、毎

日子どもたちと一緒に走ってもらいました。

これはメイン・イベントの一部で、このと

きも高校と中学のコーチに来てもらい、中

学校ではどんな機会があるのかについて話
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をしてもらいました。 
 

 
最後に、なぜジョン先生のプログラムが

このようにうまくいったのかについてお話

しいたします。 
彼の子どもたちは、学校を卒業するとコ

ミュニティ･スポーツに参加するようにな

ります。そして、その多くが、活動的な大

人になります。私は、彼が成功したのは、

技能の向上に重点を置いているからだと思

っています。彼は、子どもたちがコミュニ

ティ・スポーツに参加しようとするときに、

その拠り所となる基礎的な技能を教えるの

です。彼はさらに、技能を高めるための機

会をたくさん提供し、また、スポーツへ参

加する機会も与えています。彼は、コミュ

ニティや高校、そして実際にオハイオ州立

大学からも手本となる選手を招きながら、

スポーツを行うのです。彼は、コミュニテ

ィにおけるスポーツ活動の選択肢を熟知し

ていて、保護者に関心を持たせて、保護者

に子どもとの協力の仕方や子どもを他のス

ポーツに参加させるやり方を教えます。彼

は、新しいスポーツの楽しさを広める本当

にすばらしい人なのです。皆さんがアメリ

カでオハイオ州に来られることがあれば、

ぜひとも歓迎いたします。ジョン先生も皆

さんが彼の学校へ来て、彼のプログラムを

見てくださるのを心待ちにしております。

ご清聴いただきありがとうございました。 
 
佐藤）グッドウェイ先生、ありがとうござ

いました。育てるという視点から、青少年

のユーススポーツの前の段階から、いわゆ

る小学校の段階の継続が極めて重要である

と、特に、基本的な動きをしっかりと身に

付けさせることが、青少年スポーツにつな

がっていくというお話でした。地域スポー

ツとのかかわりの中で、小学校と中学校な

らびに高校との連携についてもお話いただ

けたかと思います。あと家庭との連携につ

いても話に出てきました。 
三木先生の方が、今夏にオハイオを訪問

されておりますので、少し補足をしていた

だきたいと思います。 
 
三木）ビデオのところで少し慌てたみたい

ですので、その部分を補足させていただき

ます。 
バレーボールの授業のところがありまし

たが、あそこでちょっと大きな子どもがい

てトスアップをしていたかと思います。あ

れは、地域スポーツというか、競技連盟の

方で提供しているクラブに所属している、

要するにレベルの高い生徒が来て、授業の

師範を手伝ってくれるということです。そ

れがまた、小学生の子どもたちにとって自

分たちも、「ああいうふうになりたい」、「あ

あいうふうにうまくできるようになりた

い」というロールモデルとしての役割を果

たしてくださっているというわけなのです。 
それから、親への働きかけということで

お話があったのですが、両親が何かスポー
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ツをされていたり、競技をされていたりと

いう経験があれば、どういうふうにクラブ

に入っていくのかとか、競技者として段々

上のレベルに上がっていくというのがどう

いうことなのかということがイメージされ

やすいのですが、まったくスポーツを自分

自身でやってこなかった、あるいは興味と

いうものがどういうものなのか、競技選手

として成長していくとどんな問題が起こっ

てくるのかということがまったくイメージ

つかない親御さんに対しては、そういうこ

とに関する情報を提供したり、具体的な手

続きを含めて、それがとても重要であると

いうような話でした。 
それから、昼休みのオプションについて

ですが、子どもたちが「ヌーンオプション

(昼休みスポーツ活動)」をとても楽しみにし

ていて、インタビューにもあったのですが、

決して強制されたものではなく、自分たち

がやりたいと思って参加しているので、と

ても楽しいというコメントでした。 
ジョン先生や校長先生を含めて、「スポー

ツは楽しいよ」という雰囲気を学校全体で

作ったり、できるようになった自分がそれ

を表すチャンスが学校の中にいっぱいある

といったような環境づくりがとても素晴ら

しいという印象を受けました。 
クラスと体育の授業は統合して行われて

いて、クラス担任の先生も体育の授業に協

力されています。たぶん資料の方であった

かと思いますが、この体育の授業は体育専

科の先生が全校のクラスの体育を見ている

ので、各クラスの担任の先生との連携とい

うのが不可欠になります。 
 
佐藤）フロアのほうからいかがでしょうか。

あと数分ほどありますが…。 
 
質問者１）とても分かりやすい説明ありが

とうございました。 
ナショナルスタンダードが決められてい

たと思うのですが、ナショナルスタンダー

ドについては、どのように扱われているの

でしょうか。 
 
グッドウェイ）スタンダードでは、さまざ

まな基礎的技能、スポーツ、ゲームにおい

て、子どもたちの能力を発達させることに

ついて述べられています。ジョンのプログ

ラムではスタンダードの重要な点が踏まえ

られていますし、子どもがスポーツに取り

組むか否かを決定づける技能が最も重要で

あると彼は考えています。彼がナショナル

スタンダードに関する資料を提供すれば、

子どもたちの技能成果を保障していること

と、それがスタンダードの１つと結びつい

ていることが示されるでしょう。 
 
佐藤）47 ページにナショナルスタンダード

に関する資料をいくつか掲載しております。

アメリカの場合、ナショナルスタンダード

を参考にしながら、各州が州ごとの規準を

示すシステムになっております。さらにオ

ハイオ州の中では、小さい単位(ディストリ

クト＝日本の教育事務所に類似)の中でさ

らに自由度があり、その中で教育課程の規

準についてのガイドラインが示され、各学

校がこの規準に基づいて編成し、展開され

ているということが背景としてあるかと思

います。 
 
質問者２）お話を聞いた内容と若干外れる
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のですが、私たち、ジョン先生の授業を見

せていただきまして、とても素晴らしい授

業だったのですが、ジョン先生が実は小学

校の体育専科の先生であると同時に、放課

後はハイスクールのコーチをやっていると

いうお話をされていました。 
これはドイツなどでも学校の先生が地域

のクラブで指導したときには、有償、お金

をもらって指導しているということでした。

ジョン先生も高くはないけど、お金をもら

っているというお話をされていました。こ

のお金につきましては、どこが出すのでし

ょうか。教育委員会が出すのでしょうか。

それとも参加者からお金をもらうのでしょ

うか。そのお金の出どころがわからないも

ので。そういう仕組みがない日本にとって

は、大変有意義なコメントになると思いま

すので、その辺の事情を教えていただいで

す。 
 
グッドウェイ）高校レベルのコーチは有償

です。すべての高校のコーチが、わずかで

はありますが報酬を受け取っています。例

えば、ジョンは体操を教えているのですが、

ヘッドコーチとして１シーズン約 2,000 ド

ルを受け取ります。しかし、小学校での授

業以外の取り組みについては無償です。彼

が好きだからやっているわけです。彼の６

年生の子どもたちは、昼休みの取り組みだ

けでもとてもスキルがあって、そしてとて

も知識があるから、彼が座って、子どもた

ちと交流すると、子どもたちはやって来て、

自分たちのプログラムに取り組みます。そ

して、上の学年の子どもたちが下の学年の

子どもたちに教えたり、役割を工夫したり、

びっくりさせるような仕事を行ったりしま

す。そのようなモデルを通して、協力的態

度といったことを子どもたちが学んでいく

のです。 
高校のコーチだけが有償です。アメリカ

の場合は学校が地区（ディストリクト）に

よって運営されていますので、その地区に

よって税金が徴収されています。 
 
佐藤）ディストリクト毎の予算になってい

るので、州の中でも予算配分が異なるとい

う形だったと思います。 
大変貴重なお話をありがとうございまし

た。これでグッドウェイ先生の話を拍手で

終わりたいと思います。 
 
スポーツポーツスクールの取組 
シンガポールスポーツスクール 
スポーツディレクター 

アーウィン・シート 
それでは最後のプレゼンテーションにう

つりたいと思います。昨日はシンガポール

のデボラ・タン先生から、シンガポールの

場合は 400 万ぐらいの人口の中で一斉政策

が打ちやすい状況があるということや、

2006 年からスポーツの知識や技能を中心

に開拓が図られていること、スポーツの価

値を伝える体育プログラムになっていくと

いうことなどをお話いただきました。ただ

課題として、大きなクラブシステムがない

ために、コミュニティへの移行という点で、

ある年齢になるとスポーツ実施率といいま

すか、そこが課題になっているということ

でした。また、ユースオリンピックに向け

て大変盛り上がっている状況があるという

ことでした。 
それではよろしくお願いいたします。 
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シート）こんにちは。まずは、日本に招待

していただきまして、主催者である文部科

学省にお礼を申し上げたいと思います。 
 

 
シンガポールのスポーツスクールを代表

しまして、皆様方にごあいさつ申し上げま

す。私たちの学校は、創立してから 6 年に

なり、生徒数は 400 人、競技種目は 9 つに

渡っています。シンガポールの人々は、日

本の皆さんと同じようにスポーツが大好き

です。自分たちの国のアスリートが、いろ

いろな競技会で勝っていることを大変誇り

に思っています。 

 
それでは、シンガポールにおけるスポー

ツの役割は何でしょうか。 
昨日、タン先生がおっしゃったように、

シンガポールはわずか 44 年のとても新し

い国です。ですから、スポーツの役割は国

を作ることです。 
 

 
国に対する誇りを高め、個人の立ち直る

力やコミュニティの絆を強くして、活力の

あるダイナミックな社会を作ることは、ス

ポーツ分野において、経済的な貢献と雇用

創出を行うことと同様に重要なことです。 
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昨年、北京において、母国シンガポール

のアスリートが、北京オリンピック大会に

参加する姿を見たときにはとても興奮いた

しました。 
 

 
それは、シンガポールが、最後にオリン

ピック大会でメダルを獲得したのが 48 年

前だったからです。1960 年に、最初で、唯

一のオリンピック大会のメダルを、ウェイ

トリフティングでタン・ホウ・リャンが獲

得して以来、シンガポールでは誰もメダル

を獲得していなかったのです。 
 

 
ですから、私たちは大変興奮しました。

国全体が一丸となって卓球チームを応援し

まして、その結果、中国に次ぐ第２位とな

り、銀メダルを獲得することができました

ので、国全体でお祝いをしました。 
 

 
コミュニティのクラブや学校、家庭など、

彼らがどこにいても、国全体が祝福しまし

た。それはなぜかと言うと、このスポーツ

のチャンピオンを利用することができるか

らです。 
1989 年に、スポーツのチャンピオンは、

人々の模範となるロール･モデルの役割を

果たし、国づくりに貢献するので、シンガ

ポールにとって大切であるという発言がな

されました。彼らは国全体に刺激を与え、

チャンピオンは国づくりに貢献するという

わけです。人々を結びつける助けとなるか
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らです。このため、スポーツのチャンピオ

ンを育成する目的で、2000 年に私たちはシ

ンガポールスポーツ委員会を作りました 
 

 
この委員会は、人々を団結させるスポー

ツのチャンピオンをもっと育成するために

はどうしたらいいかを検討するために作ら

れました。長い研究の末、委員会は 40 か条

の提言を導き出しました。その提言を実行

するためには、５年間にわたり５億ドルが

必要というものでした。 
 

 
この委員会による研究成果とはどのよう

なものだったのでしょうか。 
最初にわかったことは、学業の必要性が

スポーツで勝ちたいと思う生徒にとって大

きな負担となっているということでした。

多くの場合、スポーツの才能を持つ生徒が、

学業に集中するためにスポーツにかける夢

をあきらめざるを得ない状態になっていま

す。日本の生徒と同様に、シンガポールの

生徒も勉強が好きなのです。それはさまざ

まな国の現実です。スポーツと学業を比べ

れば、学業が常に優先するのです。 
 

 
例えば、ある選手は、週に 30 時間の練習

を行っています。練習の後は、午前１時に

眠りにつくのです。そして翌朝、学校に行

くため４時間後には起きるのです。１日に

４時間しか眠れなくて、どうやって世界レ

ベルのアスリートになれるのでしょうか。 
 

シンガポールでは最近、12 人の若いシン

ガポールのアスリートの話を掲載した「シ

ンガポールのスポーツの巣立ち」と呼ばれ

る本を出版しました。この本の中で、アス
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リートたちはシンガポール人が直面してい

る多くの問題点について語っています。 
 

 
１時過ぎまで起きているこの少女は、最

近４つの金メダルを取ったアジア･ユース

のチャンピオンです。彼女は、とても疲れ

ているので、授業中に寝てしまうと告白し

ました。アスリートたちが常に使う言葉は、

「ストレスがたまる」という言葉です。そ

んなに疲れきっていたら、どうやってスポ

ーツのチャンピオンになれるのでしょうか。 
 

 
また別のトップアスリートのジョイ･チ

ンは、水泳のトップ選手ですが、５ヶ月間

学校から離れて過ごしています。彼はどう

やって勉強とスポーツを両立させたらいい

のでしょうか。 

 
そのため、スポーツ･スクールが作られた

のです。このようなトップアスリートたち

の多くが、スポーツスクールに通っていま

す。その中の女子の一人であるレイチェル･

リーは、中学を卒業後、スポーツスクール

の 2 年生に編入し、2007 年に、アジア・オ

プティミスト大会の女性チャンピオンにな

りました。 
 

 
彼女はスポーツスクールに通うことで、

勉強とスポーツを両立させることを学びま

した。2007 年 3 月から 2008 年 7 月までの

レイチェルの海外での試合スケジュールを

見れば、彼女が世界中を飛び回っているこ

とがわかります。このような生徒たちは、

どのようにして勉強とスポーツを両立させ

ればよいのでしょうか。 
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シンガポールのスポーツスクールが開校

して以来、アスリートたちが海外遠征に行

くときはいつでも、トラッキングのシステ

ムを採用しています。これが、アジアチャ

ンピオン大会に行く前にレイチェルが使っ

た実際のものです。レイチェルが旅立つ前

に、先生が全員で、彼女が海外にいる間に

やる必要がある宿題を書いておくことで、

彼女は自由時間や試合後に何をしたらいい

のかがわかるというわけです。 
 

彼女がシンガポールに帰国すると、私た

ちは、彼女が勉強に遅れないように、放課

後に先生が１対１の授業時間を設けるとい

ったように、彼女のために個別に補講の時

間割を組みます。 
 
 

シンガポールのスポーツ委員会が明らか

にした２つ目は、才能のあるアスリートた

ちは、海外での練習や試合に行かなければ

ならないということ、そして学校のシステ

ムによってそれが難しいということでした。

トップアスリートたちは何度も校長を訪ね

て、試合のために海外へ行く許可を求めて

きましたが、校長は「だめです。海外へ行

けば中間テストと期末テストを受けられな

くなります」と言うわけです。多くの校長

が、アスリートたちに「ノー」と言ってき

たのでした。 
 

 
しかし、スポーツスクールでは、生徒た

ちに世界を相手にして欲しいと考えていま

す。生徒たちには、世界中をまわって、他

の国がどれほど高いレベルの戦いをしてい

るのかを見て欲しいのです。 
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生徒の一人であるビクトリア・チャンの

オリンピック前の例を見てみましょう。 
これは、2007 年１月から 2008 年の６月

まで、彼女がどこへ遠征をしたかを記録し

たものです。 
 

 
彼女は僅か 18 ヶ月間のうちに、フランス、

ポルトガル、スペイン、中国、オーストラ

リア、ニュージーランド、イタリア、フラ

ンスへ行ったことがわかります。普通の学

校ならば、このような生徒をどのように扱

ったらよいのでしょうか。 
 

 
シンガポールのスポーツスクールの生徒

たちは、今年だけで 22 の異なる国々へ 685
回の海外遠征をしました。 

 

 

 
これをご覧になれば、生徒たちがさまざ

まなスポーツのために、世界中のさまざま

な場所へ遠征したことがわかります。これ

によって生徒たちは、世界中のトップレベ

ルの試合に触れることができるのです。 



- 172 -  

このようなサポートするシステムがないこ

とには、せっかくの生徒たちが素晴らしい

才能を持っていても、それを発揮すること

できないわけです。ですから、スポーツチ

ャンピオンになるという意味では、私たち

にとってサポートシステムというのは非常

に重要なのです。 
 

 
次にわかったことは、才能あるアスリー

トたちは、普通の学校には彼らが成功を収

められるようにそれを支援するためのシス

テムがないため、自分の潜在能力を発揮す

ることができないということです。シンガ

ポールの主流の学校や普通の学校は、スポ

ーツのチャンピオンを育成するように作ら

れているわけではないのです。 
 

 
シンガポールのスポーツスクールでは、

私たち大人やコーチ、保護者の全員が、中

心にいるアスリートたちを支援します。 
 

 
最初にスポーツスクールを始めるとき、

若いトップアスリートがチャンピオンにな

るためには、他にどのような支援システム

が必要かということを明らかにするために

調査を行いました。そして、これらが、そ

のアスリートたちが受けられるさまざまな

支援システムです。世界的レベルのコーチ、

スポーツ科学による支援、選手の学業とス

ポーツを支援するメンターチーム、良質の

栄養とサプリメント、学業とスポーツの統

合、スポーツサイクルに沿った年度構成、

海外遠征に対する資金提供、独立心と自制

心を教え込む全寮制、これらのパラメータ

を揃えれば、スポーツのチャンピオンを育

成するチャンスがとても大きくなります。 
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私たちが過去に直面した問題の一つは、

資金の提供についてでした。調査によれば、

一人のオリンピック選手を育てるためには

100 万ドルかそれ以上が必要であるとされ、

そのスポンサーを見つけることは多くのシ

ンガポール人にとって難問です。 
 

 
それで私たちがスポーツスクールで行っ

たことは、コミュニティに支援を求めるこ

とでした。最近、イギリスの商工会議所は、

ドリーム 2012 に着手し、シンガポールのア

スリートをロンドン･オリンピックへ送る

ために、7 年間で 12 万 5 千ドルの資金を提

供してくれました。 
 

 
それに加えて、スクールも生徒のために

も、50 万ドルを越える奨学金を用意いたし

ました。 
 

 
私たちはまた、スクールのトップアスリ

ートたちが、世界中を回って、シンガポー

ルの代表としてさまざまな大会で戦うこと

ができるように、資金調達のためにさまざ

まなスポンサーを見つけました。 
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最後にわかったことは、一流の学校が力

を入れるのは、質の高い学問教育であって、

エリートスポーツの振興ではないというこ

とです。シンガポールの学校は、優れた学

問教育を施すために作られており、スポー

ツのチャンピオンを育てるためではないの

です。 
 

 
それで、長い時間をかけて検討した結果、

シンガポール政府は、「エリートの学生アス

リートたちには、彼らがスポーツ分野での

潜在的能力を発揮するのを助け、学業のニ

ーズを満たしてくれるスポーツスクールが

必要である」と言ってくれました。それで、

地域開発青少年スポーツ省のもとで、スポ

ーツスクールが設置されたのです。 
 

 
2002 年に、（学校建設のための）場所が

選ばれました。 
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14 ヶ月間で、私たちは、世界中から学ん

だ最高の設備の全てを備えた、世界レベル

の施設を建てました。バドミントンや卓球、

水泳、ネットボールなどを行うことができ

ます。これらの施設はすべてご覧いただく

ことができます。 
 

 
シンガポールにはたくさんの訪問者がい

らっしゃいますが、皆さんがこれは世界的

レベルのモデルであると言われます。2012
年に開催されるロンドンオリンピックの誘

致チームがここに来て、スポーツスクール

は世界レベルの施設であると言いました。 
 

スポーツスクールの使命は何なのでしょ

うか。 
私たちは、才能のある学生アスリートた

ちが、スポーツと学業の能力を最大限に発

揮できるようにするために全力を尽くして

おり、彼らを優秀で、誠実で、尊敬に値し、

責任感と不屈の精神を持つチャンピオンに

したいのです。これがシンガポールのスポ

ーツスクールの使命なのです。 
 

 
時間割についてですが、生徒たちは朝６

時に起床し、６時半に最初のトレーニング
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を始めます。これが８時に終わって、それ

から朝食を食べ、集合して登校します。９

時に学校が始まり、２時までずっと授業が

あります。14 時から 16 時までは昼寝をし

たり、レクリエーションや補習をしたりし

ます。その後、16 時から２回目のトレーニ

ングを２時間半おこなって、夕食をとり、

それから 19 時半までは自由時間で、19 時

半から 21 時までは寮で先生たちが生徒た

ちに勉強を教えます。21 時には自由時間に

なり、コンピューターを使ったり、ゲーム

をしたりして、22 時半には就寝します。こ

のように、毎日４時間までのトレーニング

ができますが、それは毎日ではありません。

コーチたちは１日に２回生徒たちを指導し

ます。生徒たちは１日に７食、１日に７回

まで食事を取ることができます。これが月

曜日から金曜日までの生徒たちの時間割で

す。そして金曜日の夜には、生徒たちは親

元へと帰るのです。 
 

生徒の 95%は、全寮制の学校のこのよう

な部屋で暮らしています。では、なぜ私た

ちは生徒たちを全寮制の学校に入れるので

しょうか。この生活がアスリートたちに自

立心を教えることになると思うからです。

海外遠征に出るときも、荷造りを手伝って

くれる保護者がいなくても問題ありません。

私たちは生徒たちに自分の面倒は自分でみ

るやり方を教えます。プロのアスリートと

して生きていくための準備をさせるのです。 
 

 
スポーツスクールは、学校であって、ス

ポーツクラブではありません。学校として

は、学業の部分がとても大切なのです。私

たちは、条件に合わせて対応可能なモジュ

ラー・システムを実践しています。１年に

８モジュールです。生徒たちは大会に出る

ため海外へ行きます。戻ってきたときに遅

れている分のモジュールを取り戻すことが

できます。また、私たちが提供しているメ

ンタル・シート・システムでは、学業のサ

ポートをしているメンターが、それぞれ生

徒にシートをつけさせています。小規模な

５つのクラスがあり、１クラス当たり平均

で約 25 人の生徒がいます。学業プログラム

の結果として、学業の面でも同様に成功を

おさめています。 
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これらは、学業とスポーツがうまく調和

しているという新聞記事です。これは、最

近出た記事の見出しの一つです。 
 

 
私たちのスクールでトップの生徒の一人

は、全てのレベルで 8 つの優等を得ました。

彼女は、全国レベルの水泳選手でもありま

す。スポーツスクールは、優れたアスリー

トとは、知的能力も高く、よい生徒でもあ

ると考えています。 
 

 
もう一人、別のアスリートの例をあげま

す。バレリー・チアは、自転車競技の世界

チャンピオンです。彼女は 5 つの優等を取

り、大会のために何ヶ月間も他所で過ごし

ていても学業優秀であることを証明しまし

た。 
 

 
スポーツスクールでは、非常に賢い生徒

たちのために表彰プログラムも始めました。

スポーツをやっている生徒たちの多くが学

業でも優れています。彼らを励まして、大

学へ進学できるように、より良い将来につ

ながるようにしたいのです。 
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この結果として、私たちは、生徒たちが

短期大学、技能専門学校、大学へ進学する

ために多くの進路を設けました。 
 

そして、多くの海外の大学と提携してい

ます。そうすれば、スポーツスクールでの

勉強を終えた後、シンガポールの大学で勉

強することも、スポーツスクールの学位プ

ログラムを受け入れてくれる海外の提携大

学へも行くことができます。 
 

スポーツスクールの新しい方向性として、

私たちは、2014 年に国際学位をはじめよう

としています。それは、生徒が大学までず

っと通う全 6 年間のプログラムです。 
 

次に、スポーツスクールのスポーツ・プ

ログラムについてお話しましょう。 
プログラムには 3 つの目的があります。

第一に、すべてのアスリートたちがスポー

ツ分野での将来を実現できるように、世界

レベルのプログラムを作りたいということ

です。 
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2 番目に、パフォーマンスを向上させる

ためにスポーツ科学を利用したいと考えて

います。ここには、JISS からおみえになっ

た方がたくさんいらっしゃっていると伺っ

ています。世界の舞台で十分に戦えるアス

リートを育てるためです。それでスポーツ

スクールの生徒たちは、コーチたちが用意

したこのような年間トレーニングプログラ

ムに毎日取り組んでいます。 
 

 
コーチ陣については、スポーツスクール

には 12 の異なる国から来たコーチたちが

います。そのコーチたちが世界中で得た経

験をシンガポールにもたらしてくれるので

す。 
 

 
シンガポールのスポーツスクールのもう

一つの重要な点は、スポーツ科学の利用で

す。私は、日本の国立スポーツ科学センタ

ーがこの分野では本当に一流であると思っ

ています。私たちが JISS から学ばなければ

ならないことがたくさんあります。しかし、

私たちのスポーツスクールには、スポーツ

科学アカデミーがあり、スクールのアスリ

ートたちの成功を支援するスポーツ科学者

がそろっています。スポーツ科学者として

彼らがどのような貢献をしてくれているの

かをお見せするために、スクールのアスリ

ートの一人がどのように準備をしたのかを

お話したいと思います。 
 

 
タオ・リーは昨年の北京オリンピックで

活躍したトップアスリートの一人です。彼

女はとても素晴らしい成功をおさめました。 
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オリンピックでの試合の前に、私たちは、

チーム・タオ・リーと呼ばれる委員会を作

りました。これは、私たちのスクールで働

いている日本の生理学者のダイスケ氏によ

るものです。 
 

 
このチームはさまざまなテストを行いま

した。彼らは、タオ・リーのために毎日の

日誌（ログ）作りました。 
 

 
そのおかげで、彼女のトレーニングが役

に立っていることが確認できました。 
 

 
午前中の決勝戦についてですが、私たち

は彼女にオリンピックの試合の準備をさせ

ました。水泳の決勝は午前中だったからで

す。 
 

 
明るい光を使えば、朝彼女の体を起こす
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ことができるのかを確認するため、彼女に

明るい光を浴びせていました。 
 

 
8×50 メートルのスピード持久力につい

て、定期的に彼女をテストしていました。 
 

 
彼女はとても小柄だったので、そのスト

ップ・アンド・ターン分析をうまくやる必

要がありました。 
 

 
皮下脂肪と（除脂肪量の指標である）LMI

についても、定期的に測定しました。 
 

 
彼女は、血液検査を行いました。 

 

 
そして、血液パラメータも調べました。 

. 
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彼女が、本当に最高のパフォーマンスを

発揮していることを確認するために、他の

測定も実施しました。 
 

 
回復を測定するために質問表も使いまし

た。 
 

 
これらすべてのテストによって、彼女は

最高の状態になりました。彼女の筋肉が物

理的に大きくなっていることを確認するた

め、彼女と日本の主な短距離選手の筋肉の

大きさを比較しました。 
 

 
最後に、彼女にスピード社製の水着を着

せて、水中で最高のスピードが出るように

しました。 
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その結果、タオ・リーはオリンピックで

最高のパフォーマンスを発揮し、100 メー

トルバタフライで 57 秒 54 のアジア新記録

を出しました。これは、オリンピックの歴

史の中でも、歴代 8 番目に速いタイムでし

た。 
 

 
彼女は全体で 5 位になり、素晴らしい結

果を出しました。 
 

 
彼女の偉業は驚くべきものでした。なぜ

なら、彼女がスポーツスクールへ入学した

当初は、1 分 1 秒 34 で泳いでいました。オ

リンピック終了時点では、彼女は 57 秒 54
のタイムになっていました。数年間で、4
秒近くも記録が伸びたのです。 
 

そういうわけで、スポーツスクールはオ

リンピックの夢を育てる場所であると私た

ちは思っています。 
 

生徒には、「君たちのオリンピックの夢は

このスポーツスクールから始まるんだ」と

言っています。 
 

 
スポーツスクールは、開校されてからま
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だ６年しか経っていませんが、世界チャン

ピオンやオリンピック選手、アジア大会の

金メダリストなど、たくさんの成果をあげ

てきました。生徒たちが素晴らしい成果を

出してくれたことは、とても幸運ですし、

恵まれていたと思います。 
 

 
これまでの取り組みの結果、開校以来、

シンガポールを代表する選手を 104 人も輩

出しました。 
 

 
私たちが注目していることの一つに、シ

ンガポールのナショナルチームは 19 歳を

下回るようになってきていることがあげら

れます。これは、スポーツスクールでの最

年長の生徒がまだ 19 歳だからです。 

 
このように、ナショナルチームの多くが

どんどん若くなってきています。それで私

たちは、シンガポールのために記録を破っ

てくれる次世代のアスリートを育てようと

しているのです。 
 

 
 

 
過去６年間に、スポーツスクールの生徒

たちは、37 の国内記録、57 の同年齢記録、
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17 のジュニア記録、14 の国内学校記録を破

りました。 
 

 
来年は、ユース・オリンピック大会をシ

ンガポールが主催します。皆さんがシンガ

ポールに来て、試合を見てくださることを

歓迎します。現在のところ、スポーツスク

ールの生徒の 45 人がユース・オリンピック

大会のナショナルチームの最終選考に残っ

ています。そのうちの何人かがユース・オ

リンピックでメダルを取ってくれることを

願っています。 
 

 
これは、スポーツスクールのウェブサイ

トです。 
日本から、世界から、友人として訪問し

ていただき、シンガポールよりも日本がど

のように取り組んでいるかについて教えて

いただき、私たちが学ぶ手助けをしていた

だければありがたいと思います。 
今朝のこの時間を共に過ごす機会を与え

ていただき、本当にありがとうございまし

た。 
 
佐藤）シート先生、ありがとうございまし

た。実際の取り組みの中で、スポーツと勉

強の両立をどのようにシンガポールのスポ

ーツスクールでは取り組んでいるかという

ことについてご発表をいただきました。 
いかがでしょうか、フロアのほうからご

質問をお受けしたいと思います。海外から

のコーチの先生とか、科学的なアプローチ

とか、さまざまなアプローチが行われてい

まして、まだ開校して６年目の学校ではあ

りますが、ナショナルレベルの成果が出て

いるというようなところかと思います。ト

ップアスリートたちの、青少年スポーツ育

成の一つのモデルとして、とても貴重な実

践であったかと思います。 
 
質問者１）本当にエネルギッシュな国で、

私も訪れたことがありますが、これからの

エネルギーを強く感じます。 
日本では、このような中等教育は有償で

行われています。保護者はいかがでしょう

か。保護者がスポーツスクールの生徒たち

にかかわるということはあるのでしょうか。 
 
シート）生徒をスポーツスクールに送ると

いう意味では、両親からの支援を得ている

といえます。しかし、コーチングに対して

関与することはありません。私たちが抱え

ている大きな問題の１つが、両親がコーチ

になるということです。そして、彼らは何
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をすべきかコーチたちに言います。しかし、

スポーツスクールには最高のコーチがいま

すと話します。ですから、両親は近くにい

てみることはできますが、コーチングを行

うことはできません。そして、スポーツス

クールには、子どもたちが楽しい学校生活

を送るためのお祭りやイベントを企画した

りする両親たちの支援グループがあります。

しかし、両親がスポーツのトレーニングに

かかわることはありません。 
 
質問者１）金銭的な負担ですね、それは保

護者でしょうか。 
 
シート）はい。生徒たちの両親が授業料を

支払います。１カ月に３万程度だったと思

います。しかし、生徒たちにとってはそれ

では十分ではありませんので、政府が生徒

たちを支援する資金を持っています。生徒

たちが海外の大会に出場するときには、費

用の 70％を学校が支払って、残りの 30％を

両親が支払うという形になります。私たち

は生徒たちを無料するべきだとは思ってい

ません。あくまでも、学校と両親が相互に

費用を負担し合いながら取り組んでいかな

ければならないと思っています。 
 
佐藤）もっと時間を取りたいのですが、終

了の時刻が迫っておりますので、これでア

ーウィン・シート先生の発表を終わりにし

たいと思います。ありがとうございました。 
本日の第１分科会を、全体と通しまして、

三木先生のほうからコメントをお願いいた

します。 
 
三木）お時間をいただきありがとうござい

ます。 
昨日は、各国の青少年スポーツ振興に関

して、各国でどのようなシステムになって

いるかというようなことを、たくさんの資

料を交えて報告していただきました。それ

を踏まえまして、２日目は具体的な実践に

ついて先生方からご報告をいただきました。

それで、思ったことを述べさせていただき

たいと思います。 
結局，最終的には、青少年のスポーツ振

興に関して、具体的に何か活動している、

実践の工夫をしているのは、やはり現場に

いる先生方、また学校、校長先生などで、

最後はその現場の先生の力にかかっている

というのを非常に感じました。 
その中で、その先生方や、その学校を支

えているものとして、大学の教員や研究者

があるのだと思いました。例えば、アメリ

カの場合でもそうですが、小学校のジョン

先生とオハイオ州立大のジャッキー先生の

ように、協力していろいろな授業のプログ

ラムや教材の工夫をされています。 
あるいは、カーク先生が報告された実践

の中のスポーツ教育モデルというのは、オ

ハイオ州立大学にいらっしゃったシーデン

トップ先生が開発されたモデルですが、こ

ういうモデルで行えばスポーツの価値とい

うものを授業の中で伝えることができると

いうことを示していて、実践の場で現場の

先生が使えるようにサポートしているのが

大学の教員であったり、研究者であったり

というわけです。 
また、高体連、都道府県の連盟が、トッ

プアスリートの高校生の活動や成果の発表

の場を確保しているというふうに、現場の

先生方のいろいろな工夫や努力がより良い
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成果を結ぶように、大学や高体連等の団体、

それから競技連盟が支えています。 
それから、シンガポールのスポーツスク

ールでも、スポーツ科学の力を、教育の中

に生かしています。 
現場の先生方の実践、あるいは工夫、努

力を、いろいろな形で、いろいろな団体が

いろいろな立場の方がサポートしている。

それでいい成果を生み出しているというの

が２日目の実践報告で非常によく分かりま

した。 
１日目の話に戻りますと、そういう現場

レベルでいろんな方がかかわってよい実践

をサポートしている個別のケースを、もっ

と一般化できないか、もっと国全体のレベ

ルでできないかということを考えると、政

府のサポート、よりよい実践を一般化して

いくためのシステムを考えるということが

必要になってくる。あるいはそうしたシス

テムに対して、政府からの大きな補助をも

らうというような形で考えていくというこ

とになるのではないかと思いました。 
大きなシステムを考えて大きなお金を、

あるいは大きな組織の力でいろいろなこと

を動かしていこうとすると、今度はいろい

ろ関連している団体との間にいろいろな関

係があって、それがまたうまくいかないと

いうような問題がやはり起こってきてしま

うというようなことが１日目の問題であっ

たと思います。 
ですので、大きな形ですっきりと、どこ

の学校も、どの先生も、子どもたちにスポ

ーツの価値というものを伝えて、またスポ

ーツを通じて能力を開花していってもらう

実践を、どこでも誰でもできるようになる

というようにするためのシステムというの

は、なかなかそう簡単にはできないですが、

結局は日々の自分たちの努力で、一つ一つ

の実践、一つの授業、あるいは一つの学校、

一人の教員として、できることをしっかり

やっていくということだと思います。 
そしてまた、そのときにいろいろ問題が

壁に当たったときに、大学が、地域やいろ

んな連盟、組織等に対して、いろいろな情

報を提供する情報源になる、あるいは積極

的に情報やサポートを求めて、お互いに協

力していっていい事例を一つ一つふやして

いくということが、今現時点で私たちがで

きることなんじゃないかなというふうに思

いました。 
また、そういう一つ一つの実践がここで

もあそこでも実践されて、広がって、いく

つも実践のケースを積み重ねることによっ

て、少しでもよいシステムというものを、

また考えることができる。システム自体の

変化には、時間がかかりますので、よい実

践を一つ一つ、幅広い関係者の協力の元に

やっていくということが、今の時点で私た

ちがやらないといけないことではないかと

思いました。 
長く時間を取ってしまってすみません。

どうもありがとうございました。 
 
佐藤）これで一応全日程ということですが、

今回、国が音頭を取らせていただいて、大

学の先生方、教育委員会の先生方、学校現

場の先生方、そして諸外国から有識者の先

生方をお招きして、このような会が開けた

ことが一つの大事なことであるということ

と、日本においてはまだまだそういった機

会が少ない状況ですので、ぜひとも今後と

も、世界と日本を近づけていく、そのよう
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な役割をもっと果たしていかないといけな

いと改めて感じた次第です。 
本シンポジウムを成功に導いていただき

ました、２日目のご出席のデービット・カ

ーク先生、梅村先生、ジャッキー・グッド

ウェイ先生、アーウィン・シート先生に、

大きな拍手をお願いしたいと思います。 
それから、ご参加いただきました、先生

方におかれましても、各学校現場、大学、

教育委員会等に戻られまして、この成果を

今後お役立ていただければと思います。 
これを持ちまして、２日間の日程を終了

させていただきたいと思います。お帰りの

際は、気をつけてお帰りください。 
どうもありがとうございました。 

（了） 

 




