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10. 12 月 4 日(2 日目)  
第２分科会議事録



 
 

 



- 191 - 
 

12 月 4 日（金）第２分科会  

 

白旗）改めまして、皆さんおはようござい

ます。お待たせしました。ただ今から青少

年スポーツ活動国際シンポジウム、第２分

科会を開催いたします。 

 

私は本日、司会を務めます、文部科学省

スポーツ青少年局企画体育課教科調査官の

白旗でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。また、分科会の最後にまとめ

のお話をいただきます、筑波大学大学院教

授の岡出美則先生です。 

 

岡出先生には、質問がありましたら、そ

れに対して必要な助言等を、途中で入れて

いただくようなことも考えております。 

 

昨日は、それぞれの国の取組の概要を講

師の方からいただきました。今日は具体的

な情報について映像等も交えまして報告し

ていただきますので、内容を深めてご理解

をいただくことができるかと思っています。 

 

ドイツ、日本、オーストラリアと３国の、

学校、地域における青少年スポーツの振興

についてお話をいただきます。最後に、少

し時間があるようでしたらば、質疑応答等

も考えておりますので。この機会に積極的

にご発言いただければ、幸いでございます。 

 

学校とスポーツ･クラブの連携 

ルードヴィッヒブルク教育大学 

教授 アンネッテ・ホフマン 

それでは早速始めていきたいと思います。

初めはドイツ、ルードヴィッヒスブルク教

育大学、アンネッテ・ホフマン教授より、

ドイツの学校とスポーツクラブにつきまし

て、ご報告をいただきます。 

 

COOPERATION BETWEEN
SCHOOLS AND SPORTS 
CLUBS IN GERMANY

Dr. Annette R. Hofmann
Ludwigsburg University of Education, Germany

 
ホフマン）皆さんおはようございます。本

日は昨日のお話を基本としておりますが、

皆さんがお読みになったアブストラクトを

若干変更しましたので内容が少々異なって

くると思います。アブストラクトにはハン

ドボールとサッカーの実例についてお話す

る予定であると書きましたが、本日はスキ

ーとバレーボールを例にあげてお話しして

まいります。 

 

“An important partner of 
school sports is club sports”

 

2000 年にドイツ諸州文部大臣会議は、次

の決議を策定いたしました。学校スポーツ

の重要なパートナーは、スポーツクラブで

あるというものです。ドイツでは学校とス

ポーツクラブの連携は新しいものではあり

ません。実際のところ、州政府によるこの

連携への支援には長い歴史があります。こ
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れから、その連携体制の起源を手短にご紹

介し、さまざまな連携の形の実例とその説

明、また、具体的な実施例を上げてお話し

いたしますが、主に私が住んでおりますド

イツ南部のバーデン＝ヴュルテンブルク州

での連携に的を絞りたいと思います。私は

一般の学校での連携体制についてお話しす

るつもりでおりまして、いわゆるスポーツ

エリート校には言及したくないと思ってお

ります。こうしたトップレベルのスポーツ

選手のための特別な学校はいくつもありま

す。トレーニングを行い学校にも行けると

いう全寮制学校のようなもので、スキーの

高校もあればサッカーの高校など、その他

枚挙にいとまはありませんが、こうした種

類の学校には触れないつもりでおります。 

 

 Turnen (gymnastics), Turnverein/ Sportverein                               
community based sport clubs

 First Turnvereins were founded in 1813/ 1815

 

最初に歴史をご紹介をしたいと思います。

ドイツには、ここに書かれているドイツの

体操クラブ（Turnverein）と呼ばれる一種

のスポーツ文化があります。これはドイツ

特有のもので、さかのぼること 1811 年、お

よそ 200 年近く前にドイツの体操クラブが

初めて設立されました。今日ドイツでスポ

ーツクラブと呼ばれるものです。 

ドイツの体操クラブは長きにわたりドイ

ツの体育授業の発展に大きな影響を与えて

きました。この体操クラブがドイツの体育

文化の形となり、公立学校における少年の

義務教育の一部となりました。ドイツの体

育教育とスポーツの歴史を振り返る時、常

に学校とこの体操クラブあるいはスポーツ

クラブ（Sportverein）との間に連携があっ

たことが分かります。しかしながら、その

連携は個人に頼るところが大きく、学校と

スポーツクラブのつなぎ役となったのは、

大抵スポーツクラブのコーチであると同時

に学校の教師でもある体育教師でした。こ

のような方法で体育教師は自分のスポーツ

クラブの生徒を獲得できました。 

第二次世界大戦後、諸州文部大臣会議と

ドイツスポーツ連盟は、学校とスポーツク

ラブの連携強化を打ち出し、それからおよ

そ 20 年後の 1970 年代に連携強化を求める

声は一層高まりました。学校で体育と言わ

れていた言葉がスポーツへと変わったのは

この頃です。今日ドイツでは子どもの体育

の授業（PE）を体育（Physical Education）

とは呼ばずにスポーツと呼ぶようになりま

した。 

1985年にノルトライン＝ヴェストファー

レン州で最初の大規模なスポーツ連携プロ

ジェクトが開始され、2 年後にバーデン＝

ヴュルテンブルク州がそれに続きました。

この種の連携は、バーデン＝ヴュルテンブ

ルク州では 20 年以上にもわたり存続して

います。今日では州政府が支援する特別支

援連携プログラムが多数ありまして、バー

デン＝ヴュルテンブルク州はこの連携プロ

ジェクトが最初に形成された州の一つです。 
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ここで、バーデン＝ヴュルテンブルク州

がどこにあるかをお見せしたいと思います。

ドイツの左手側の、これがバーデン＝ヴュ

ルテンブルク、私の住んでいる州ですが、

ご覧のように比較的大きい州で、州都はシ

ュトゥットガルトです。後ほど、有名な大

学都市であるテュービンゲンについてお話

しようと思います。いらっしゃったことの

ある方がいらっしゃるかもしれませんが、

ここが所在地です。 

 

Cooperation Programs between 
1987 and 2001

 

さて、まず最初は、学校とスポーツクラ

ブとの連携の試験的な段階が 1980 年代に

始まります。この初期の経験から得た知識

が集められ、包括的な全国的プログラムへ

と発展していき、それ以後 10万人を超える

生徒たちがこうした連携プログラムに参加

してきました。こちらに 1987 年から 2001

年のバーデン＝ヴュルテンブルクでの連携

プログラムを示す表がありますが、実は、

ここで重要なのは数字ではなく、ご覧のよ

うに、特に 1990 年台後期にプログラムの数

が上昇したということです。この時期に連

携プログラムは大幅に上昇し、それから若

干減少しました。2000 年までの数値しかあ

りませんが、お分かりのように 1980 年代に

連携を開始して以来、程度の差はあります

が大幅に増加しています。 

1987 年から 1988年にかけての初年には、

1,600を超える申請の届出がありましたが、

これは州政府がプログラムへの財政援助を

行ったことによるものです。この時はまだ

ドイツマルクでしたが、各連携プログラム

に対し、940 ドイツマルクが支給されまし

た。2000 年と 2001 年の学年度には、100 万

ドイツマルク以上がプログラムに投資され

ました。現在のユーロに換算しますと 50 万

ユーロになります。 

 

Various types of cooperation

 Education of student mentors 
 Performance-sports-orientated cooperations
 Sports for all orientated cooperations
 Cooperation between schools/ pre-schools 
 Cooperation between sports clubs and vocational 

schools
 Integrative cooperation projects

 

今では毎年 5,500 から 6,000 の連携プロ

グラムが成立しています。今年は少し減少

し、州の資金援助を受けたのは 4,300 だけ

でした。実際は州政府による援助を受けて

いないものを含めるともっと多い数字にな

ります。そして、今年の州政府のプログラ

ムへの援助額は、150 万ユーロでした。さ

まざまな種類の連携がありますが、援助金

の主な使い道の一つに、学生を支援するメ
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ンターのための教育があります。メンター

の学生は、自分の選んだスポーツの特別教

育を受け、学校へ行ってそのスポーツで教

師を補佐し、あるいは仲間の学生たちのた

めに自分のスポーツを発展させるというも

のです。 

それから、競技スポーツのための連携プ

ログラムもあり、あらゆるタイプのスポー

ツに対応しています。また、小学校とプレ

スクール間、あるいはスポーツクラブ同士、

プレスクールと小学校またはスポーツクラ

ブと職業専門学校間など、非常に多くのタ

イプの連携プログラムがあります。こうし

たプログラムは学校という形で、また、全

ての年令に対応して存在します。 

 

Organized Sport 
in a sportverein

(club)

Non-organized
sports

Commercial offers

Organized Sport 
by institutionsof

youthwork

Top-level sports

Sport, play and activity in spaces
outside schools

Sport in the sections
of sportvereine

Special programsof
the sportvereine

Kader/

Talent support
system

Special events

Long-termprograms

Special events

Long-termprograms

During leisure time 
alone/ with friends

During vacations

Sport, play and activity in schools

Mandatory PE/
School sports

Non-mandatory
sport offers

offersduring
school (with s.o. 

responsible)

events

Sport, play and
activity at the

schools

Regular lessons

Differentiated
lessons

Self chosen sports

Competitive sports

Sport s / activities
during breaks

activity during
regular lessons

Tournaments,
competitions

Sport festivals

Sport during
afternoon(withs.o.)

Sport during
afternoon(alone)

Sports for special
needs

C
O
P
E
R
A
T
I
O
N
S

 

実は昨日もご覧いただきましたが、この

グラフについて、本日もう少しお話したい

と思います。昨日、ドイツには二つのシス

テムがあるとお話しいたしました。一つは、

午後あるいは夜間にスポーツを行うスポー

ツクラブとコミュニティースポーツクラブ

です。ここでは競技スポーツも行われ、ス

ポーツクラブには団体スポーツもあります。

そこには全てのスポーツがあり、トップレ

ベルのスポーツがあります。一方、学校に

おけるさまざまな活動があります。ここで

は義務教育としての体育があり、また、現

在増えつつある自主参加のスポーツもあり

ますが、これは大抵スポーツクラブが学校

に提供するものです。また学校には、運動

会など特別な行事、校内での放課中のスポ

ーツ活動、あるいは子どもたちや生徒たち

が遊べる遊具の整った学校のすぐ外でのス

ポーツ活動などがあります。 

 

CooperationsSchools – Sport Clubs
2007/8

Baden Württemberg
Applications 5.400
Applicationsaccepted 4012

 

今年は再び、コミュニティースポーツク

ラブと学校間の連携プログラムへの 5,000

を超える申請があり、その内の 4,000 件が

認められました。先ほどお話しましたよう

に、もっと多くの申請がありましたが、た

だ今の数字は財政援助を受けたものです。 

 

School Types

School Types
Elementary schools 1723
Varioussecondary schools
(GHS/ GHWRS/ HS/ HWRS)

1165

HighSchools (Gymnasien) 413
Special Support Schools (Sonderschule) 224
Realschulen 213
Special Support Schools (Förderschulen) 138
Manual Schools (Berufsschule) 29
Other schools 22
Pre-Schools (Kindergarten) 4
Kindergarten withothers 86
All day schools 696

 

ドイツにあるさまざまなタイプの学校を

もう一度ご覧いただきたいと思います。全

ての学校について詳しくお話しはできませ

んので、皆さんのほうで目を通していただ
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きたく思いますが、大半の連携活動が小学

校とスポーツクラブの間で行われているこ

とがお分かりでしょう。それから、高等学

校やさまざまな種類の中等学校でも多くの

連携が行われています。また、稀ではあり

ますが、プレスクールとの連携もあり、非

常に若い年令でスタートしています。 

 

Leading Sports (2007/ 8)
Sport
Tennis 581
Gymnastics 383
Soccer 339
Track and Field 253
Handball 237
Table Tennis 228
Volleyball 178
Chezz 152
Swimming 141
Basketball 116
ApparatusGymnastics 105
Judo 90

 

お話しましたような学校との連携プログ

ラムの中で中心に位置付くスポーツは、ス

ポーツクラブのテニス部門です。その理由

は、学校にはテニスコートが無いことです。

そのためにクラブに行く必要があり、どの

学校もテニスクラブとの連携を求めている

からです。それから、体操、サッカー、陸

上競技に関する連携も多く、ハンドボール

も連携が一般的に行われています。その他、

卓球、バレーボール、チェスがあります。

チェスと聞くと、おかしく思われるかもし

れません。これは身体的活動ではありませ

んが精神的なスポーツであり、ドイツでは

チェスはスポーツと考えられています。水

泳、バスケットボール、体操、柔道なども

あります。 

Goals

 Sport 
Clubs/Sportvereine
 To gain more and new 

members for their clubs, 
the sports section 

 To rise public image 
 To find talents for special 

sports
 To continue their sport 

offers

 Schools
 The school shows its openess 

and not only hierarchical 
structures

 A specific sports profile can 
be established

 School can offer more sports
 harmonic allround (holistic) 

education of the students
 raise image and recognition 

through sports competitions
 Identification with school 

raises

 学校とスポーツクラブが連携に取り組む

時、それぞれの目的は異なりますが、両者

は、若者の運動能力と健康の発達に対する

社会的責任を全うしようという点で共通し

ています。しかし、現実には、両組織それ

ぞれに特有の目標があります。スポーツク

ラブからいえば、連携関係を始める時には、

そのクラブの専門とするスポーツやそのス

ポーツ分野の会員獲得が非常に重要となり

ます。また、連携を通してそのスポーツに

対する世間のイメージを高め、さまざまな

才能を見出し、才能ある若者に会うことが

できます。私も、私が関わっているスポー

ツ分野に優れた若者を自分のスポーツクラ

ブに連れて行くかもしれません。しかし、

会員の数が増えると、自分たちのスポーツ

を提供し続ける手段が必要になってきます。

地元のスポーツクラブが、地元の体育館で

十分な時間を確保することができないのは

よくあることです。そのような時、昨日お

話ししましたその地域の全日制学校の体育

館を利用できれば、学校と一緒にクラブが

専門とするスポーツを提供する機会が得ら

れると同時に自分たちの使用できる体育館

を確保できるのです。 

皆さんの中には昨日いらっしゃらなかっ

た方もありますので、もう一度お話しいた

します。ドイツでは学校制度の改革が行わ
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れていまして、制度が若干変わりつつあり

ます。それは長い道のりであり何年もかか

ると思いますが、最近全日制学校が開始さ

れました。これまでドイツでは学校の終業

時間は、年令によって 12時か午後 1時でし

た。子どもたちは家に帰り、週に一度か二

度、午後の授業のために学校に戻るだけで

した。全日制学校が始められたのは主に、

働く女性が増え続けていて、子どもたちだ

けが家にいるという現実によるものです。

今、全日制学校が導入されつつありますが、

このことは、子どもたちが全日制学校にい

て、もう以前のようにスポーツクラブに行

くことはできないことを意味します。また、

昨日もお話しましたように、ドイツでは地

元の体育館や運動場は、必ずではありませ

んが、一般的には地域社会が所有している

ことが多く、まず学校がこうした施設を使

うことができ、学校が終わらないとスポー

ツクラブが使うことはできません。 

ですから、生徒が学校に滞在する時間が

長くなればなるほど、スポーツクラブが施

設や運動場を利用できなくなります。スポ

ーツクラブが体育館や運動場を所有してい

る場合は別ですが、それは稀なケースです。

そのため、スポーツクラブにとっては、学

校との連携プログラムは自分たちのスポー

ツを提供し続けるために極めて重要な手段

となっています。それは、地域の運動施設

を自由に利用できる唯一の方法だからです。 

学校の目標は、それとは異なるものです。

子どもたちにとって学校は教育機関である

だけではありません。特に、全日制学校の

場合はなおさらです。ドイツでは、学校を

子どもたちの生活空間の一部と捉えていま

して、子どもたちが学校で過ごす午後を適

切に計画しなくてはなりません。スポーツ

は、若者の中心的なレジャーとなっていま

す。ですから、スポーツは、学校という名

の生活空間の一部でなくてはなりません。

私たちの体育にとって望ましいカリキュラ

ムは、スポーツと学校、また学校の外部と

を結ぶ、生涯にわたる活動的なライフスタ

イルを促進するための架け橋となるように

構築されるべきでしょう。連携によって生

徒たちが学校外のスポーツ機関に慣れ親し

み、学校がオープンになることで外部との

連携が形作られていきます。それは、単に

階級的にオープンになるだけではなく、学

校外部からの影響も寛大に受け入れるとい

うことです。スポーツを核とした特色有る

学校を構築することも可能です。それにつ

いては、後ほどお話ししたいと思います。 

学校の午後のプログラムでは、スポーツ

クラブのサポートによって幅広い種類のス

ポーツが提供されます。そのため、生徒た

ちは、以前よりも学校で専門的な授業が受

けられることになります。以前は体育の授

業のみで、大体は総合的な体育でしたが、

今日では午後の専門的なスポーツの授業を

選ぶことができます。その授業では体育教

師だけではなく、そのスポーツに詳しい知

識を持つ、有資格の指導者が指導に当たり

ます。それから、前にも申し上げましたが、

学校の体育館を利用することができます。

また、先ほどお話したように、体育館を持

っているスポーツクラブもあり、一度連携

を組めば学校がスポーツクラブを利用する

こともできます。それから、それは、生徒

たちの総合教育でもあります。認知的学習

あるいは認知的科目というだけではなく、

若者のための、調和のとれた全面的な発達

を促すものでもあります。学校にとっても、

スポーツ大会を通して学校のイメージと認
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識度が向上していくことで、学校に対する

一体感も高めることができます。これまで、

スポーツクラブは、多くの目的を持って連

携を始めてきましたが、学校にとっては、

連携を開始する以上に重要な目標が他にも

もっとあります。 

 

Materialistic
Security

spiritual
Security

Personell
Security

Financial 
Security

 

こちらに図があります。円のように見え

ます。連携プログラムを開始しますと、人

材的な保証が得られると同時にアイディア

も得ることができます。コーチなど専門的

な教育をうけた人を確保できるためです。

また、設備が備わっていますので物的保証

も得られます。例えば、連携しているテニ

ススクラブへ行きますと、そこにはテニス

コート、ラケット、ボールがあります。ま

た、大抵は政府から支給されますが、財政

的な保証も得られます。そのため、コーチ

のように、お金のためにしているのではな

いけれども、少し謝礼を差し上げようと思

う人たちがさらに指導への熱意を持つわけ

です。 

How to Establish a Cooperation 

 There needs to be an agreement between the 
colleagues in a school to build up a cooperation

 

連携プログラムを始めようとする時に、

どのように連携を構築していくのかに関し

ては、重要な点が非常に多数あります。た

だ出て行って、さぁ連携を始めましょうと

いうわけにはいきません。ドイツにはその

ためのリストがあります。まず、連携を構

築することについて学校の職員の間に合意

がなくてはなりません。私が耳にしたある

ケースでは、体育教師は連携を始めたかっ

たのですが、校長や他の教師がそれを望ま

なかったということがありました。ですか

ら、まず何といっても合意が必要です。 

 

Important Questions
 Why does the school want to have a cooperation, what 

does it hope to gain?
 For which age groups
 For weak or talented students
 For students who are not in sports club or all students?
 Competitive sports orientated
 Sports for all orientated
 Health orientated
 Integration work
 Broadening of the existing sport offers

 

それから、コンセプトが必要です。その

コンセプトには次のような質問への解答が

含まれなければなりません。どうして学校

は連携を望むのか。何を得ることを望むの

か。また年令を考えた場合、全ての学年が

対象なのか、低学年だけなのか、上級生だ
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けなのか、不得手な生徒のためなのか、優

れた生徒のためなのか。スポーツクラブに

所属していない生徒のためなのか、全生徒

のためなのか。競技種目指向なのか全スポ

ーツを対象とするのか、健康指向なのか。

例えば、障害のある生徒たちや異なる民族

的背景を持つ生徒たちの統合への取り組み

なのか。従来の学校スポーツの幅を広げる

ためなのか、などです。 

また、どのような種類の連携を組むのか

ということも考えなくてはなりません。実

際、一年を通した連携もありますが、特別

な形の連携もあります。例えば、専門家に

よるチェック週間というのがあります。一

週間か一日だけ専門家がチェックを行うの

です。ドイツではプロ・チェックと呼びま

す。それから、組織の責任者はだれなのか、

いつ、どこで、だれが連携をサポートし連

携プログラムを管理するのか、また、財政

の見通しなどについても考える必要があり

ます。 

 

 Find cooperation partners and work out a contract 
and precise plan. Which also covers details such as 
financing, coach, how long, how to stop the 
cooperation, who is responsible, school or sports 
club? Who pays for equipment, who looks for 
facilities

 

連携パートナーを見つけ、契約を成立さ

せ、また、財政面やコーチの人選、連携の

開始と終了の時期、責任者は学校またスポ

ーツクラブのどちらなのか。繰り返しにな

りますが、設備の費用負担者と施設の管理

はだれがするのなど、子細にわたる具体的

な計画を作り上げることが重要です。です

から、将来困難や問題が起きないように、

考えなくてはならない細かな点がたくさん

あります。また、正確な計画を作らなくて

はなりません。 

 

 Each cooperation is different. Because we have 
different conditions in each village, city, school. 
Different kind of support from outside. No general 
rules can be given.

 

連携はさまざまです。それぞれの条件が

非常に異なっているので、連携構築のため

のレシピのようなものはありません。異な

る種類の学校、異なるタイプの連携形態、

都市や村の条件も異なっていますし、外部

からのサポートもさまざまです。ですから、

どこでも通用するような一般的な原則など

あり得ません。バーデン＝ヴュルテンブル

ク州で私が経験した具体的な例をご紹介い

たしましょう。 

私が住んでおりますこの州では現在全て

の学校に統計データがありまして、多くの

学校がスポーツを志向した特色ある学校づ

くりに取り組んでいます。シュトゥットガ

ルト近くにある一つの学校は、運動と健康、

スポーツを志向した特色ある学校づくりに

取り組んでいます。それは小学校ですが、

非常に大規模なグループで、この特色ある

学校づくりに取り組んでいます。30人以上

がこのプロジェクトに関わっていますが、

この人たちは外部から協力をしたいという

人たちです。ですから、この特色ある学校
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づくりロジェクトには、体育教師やその他

の教師だけではなく、異なるスポーツ分野

のスポーツクラブ会員、ソーシャルワーカ

ー、市議会メンバー、両親、教会などが一

体となって取り組んでいます。全日制学校

も含め、どのようにして学校にもっと多く

の身体活動を取り入れるかを考えています。

ここでは、スポーツクラブの存在、また、

スポーツクラブとの連携が実に重要になり

ます。 

これは、本日の主題とは関係がありませ

んが、私は、本当は子ども時代が身体活動

を取り入れるのに最も適した時期ですし、

子どもは両親に学校まで車で送ってもらう

のではなく、歩いて学校に行くことが望ま

しいと思っています。ここでの私の主題と

は関係がないのですが、身体活動を高める

上で、最も簡単にできることを申し上げた

かっただけです。 

 

Examples

 SV Bonlanden  - Realschule Bonlanden: Skiing
 Tübinger Modell

 

それでは、私自身が関わった連携の例を

お話しいたします。実を申しますと、私が

会員になっておりますスキーを専門とする

スポーツクラブの例です。後ほど、バレー

ボールの例についてもお話をしたいと思い

ます。 

SV Bonlanden Ski Cooperation

 

ここでお話しするスキークラブの連携は、

極めてシンプルなものです。約 3 年前、も

っと若い会員を集める必要があると決意し

た私の所属するスキークラブは、地元の学

校へ出向き、生徒たちのためにスキー旅行

が計画できないかと依頼しました。現在は、

30 人の生徒が参加し、ドイツで毎年恒例の

2 月の一週間のスキー休暇を利用して毎年

実施しています。このプログラムはスキー

クラブが主催するもので、クラブがプログ

ラムから、ホテルではなくユースホステル

の予約、スキーのインストラクターの派遣

にまで責任を持ち、学校はクラブに生徒を

預けます。ですから学校が生徒を送り出し、

私たちが生徒にスキーを教えます。 

生徒達の興味を引くことは、スキー以外

にもたくさんあります。その意味では、こ

のプログラムが生徒達にそれほど強い印象

を与えているわけではありません。そのた

め、今までのところより多くの会員獲得に

は至っていません。しかし、私たちは、若

者にあまりお金をかけさせることなくスキ

ーをする機会を与える責任があると感じて

いますので、このプログラムを続けたいと

思っています。また、私たちは生徒たちに

とってスキーをもっと身近なものにするこ

と、また、生徒達によりスキーを身近なも

のにすることと個人ベースで行う、より費
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用のかからないスキーを提供することも目

標としています。 

 

„Tübinger Modell“

 For information see
http:/ / www.tuemo.de/ drupal/

 

これは、極々シンプルな、年に一週間だ

けの連携です。もっと複雑な連携もありま

す。一つは「テュービンゲン・モデル」

（Tuebingen Model）と呼ばれるものですが、

残念ながら、これに関する写真が撮られて

いませんので、写真をお見せできません。 

テュービンゲンは、冒頭にお見せしたシ

ュトゥットガルトの南にある有名な大学都

市であり、一流の大学とスポーツ科学部が

あります。また、この都市ではスポーツ科

学部や地元の学校、またスポーツクラブに

よって 1980 年代の連携プログラムの強化

が図られていまして、バレーボールにおい

てそのことがなされているのは喜ばしいこ

とです。と申しますのも、1980 年代頃のバ

レーボールというのはもっぱら女性のスポ

ーツでしたが、テュービンゲンの女子バレ

ーは非常に強く、ドイツの 2 部リーグに所

属する強豪チームでした。そして実際にこ

のバレーボールクラブ、つまり、スポーツ

クラブは、もっと多くの若者の加入を望ん

でいましたので、大学の研究所と連携し、

一緒にスポーツ参加者を増やすプログラム

を作り上げようとしました。そのため、よ

り多くの若者を獲得する方法として、一流

チームの選手たちを学校に送るという活動

を始めました。選手たちはさまざまな学校

に出向き、多方面にわたる貢献を果たしま

した。その結果、バレーボールの人気はテ

ュービンゲンと学校で非常に高くなりまし

た。このことに主に関わった一つの高校が

ありますが、この高校は体育館が備わった

設備の良い学校で、そこでは主にコーチン

グプログラムが提供されていました。 

 

Further Cooperation Projects:

 http:/ / www.fussball-ohne-abseits.de/
 http:/ / www.hfv-online.de/ index.php?id=1009

 

それから、テュービンゲンでは、市の全

域で週に二度、小学校での課外授業に球技

の基礎教育を導入し始めました。現在は小

学校での活動ですが、それは球技に特化し

た活動ではなく、球技を超えた活動であり、

あらゆる球技を対象としています。そして

高校では専門的なバレーボールが提供され

ます。これらの高校から優秀な生徒が、一

流スポーツチームの女性チームに組み入れ

られます。このプログラムは、およそ 20年

も続けられていますが、言ってみれば才能

発掘プログラムの先駆けといえます。しか

し現在では、実際にはもはや才能発掘プロ

グラムではなく、市の学校のバレーボール

を育成し、サポートするものとなっていま

す。このようにして、独自の小規模なスポ

ーツクラブが設立されてきました。それは、

補助的なスポーツクラブと呼ばれますが、
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単に一つの学校ではなく、さまざまな学校

のためのものであり、15チームがさまざま

なレベルで活動し、国際試合にも参加して

います。したがって、個々のプログラムが

一体となってテュービンゲン市の少女たち

の間にバレーボールを普及させることに大

いに役立っています。それは多くの学校と

一つのスポーツクラブの連携ですが、スポ

ーツ科学研究所が、科学的なサポートを行

っています。 

 

The Future

 The future will show even more cooperation 
programs. Each side, including the students, can take 
advantage

 

したがって、ドイツにおける連携プログ

ラムの将来につきまして、私は、学校とス

ポーツクラブの連携は今後むしろ増えると

考えています。その理由は、これまで何度

もご説明してきました、学校制度の変化を

あげることができます。お分かりいただい

たように、このプログラムは、学校とスポ

ーツクラブ両方にとって重要です。最終的

には両方にとって利益となり、生徒たちに

とっても体育の授業で提供されるスポーツ

の他に、もっと多様なスポーツを知ること

ができる素晴らしい、また、だれにも手の

届きやすい方法です。スポーツクラブにと

っては生き残るための唯一の手段であり、

少なくともスポーツクラブが若者の活動の

場となるために有効です。私は、連携プロ

グラムの将来は明るいと思いますし、政府

もおなじ見方をしていると思います。そう

でなければ、政府からのさまざまなプログ

ラムへの援助はないでしょう。ありがとう

ございました。 

 

スポーツ少年団の現状 

財団法人日本体育協会青少年スポーツ部長 

廣崎正彰 

白旗）それでは続きまして、日本体育協会

部長の廣崎正彰様より、ご報告をいただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

日本スポーツ少年団の概要

日本スポーツ少年団

2009年１２月

 

廣崎）皆さんおはようございます。ただ今

紹介いただきました、日本体育協会青少年

スポーツ部の廣崎と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

日本スポーツ少年団は、日本における各

種スポーツ団体の組織であります、日本体

育協会の外部組織として設立されました。 

日本体育協会では、スポーツ指導者の養

成や国民体育大会の開催、総合型地域スポ

ーツクラブの支援、そしてスポーツ少年団

の育成など、国民スポーツの振興を大きな

目的としております。 

日本体育協会には現在 55 の競技団体と、

47 の都道府県体育協会、そして日本障害者

スポーツ協会などの４団体、合わせて 106

の団体が加盟しております。 
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日本スポーツ少年団の概要

◎創設 昭和37 年（1962 年）6 月23 日

◎目的 スポーツによる青少年の健全育成

◎理念

・１人でも多くの青少年にスポーツの歓び提
供する

・スポーツを通して青少年のからだとこころ
を育てる

・スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢
献する

 

日本スポーツ少年団は、1962 年に日本体

育協会の設立 50 周年記念事業の一つとし

て創設されました。その願いは、一人でも

多くの青少年にスポーツの喜びを。そして、

スポーツを通して青少年の体と心を育てる

組織を地域の中に、というものでありまし

た。つまり、スポーツによる青少年の健全

育成を目的に、日本スポーツ少年団は設立

されました。 

そして本年度から、「スポーツで人々をつ

なぎ、地域づくりに貢献する」という理念

を一つ追加しました。 

現在、スポーツ少年団というのは、チー

ムという形がすごく多いです。これからは

チームより、地域と密着した地域スポーツ

クラブへの発展を目指すため、新たにスポ

ーツで人々をつなぎ、地づくりに貢献する

という理念を追加いたしました。 

 

スポーツ少年団の特色

①だれが＝子どもたちが

②いつ＝自由時間に

③どこで＝地域社会で

④なにを＝幅広いスポーツ活動を

⑤どのようにして＝グループ活動で

行っている集団です

 

少年団の特色を説明します。「誰が」とい

う問に対しては、子どもたちが。「いつ」に

対しては、自由時間に。「何を」に対しては、

幅広いスポーツ活動を。そして「どのよう

にして」については、グループ活動で。こ

のように行っている集団です。 

スポーツ少年団の活動は、学校や家庭の

時間を除く自由時間に、活動拠点は学校内

の学校運動部活動ではなく、地域社会の中

にあります。また、スポーツ少年団の主活

動であるスポーツ活動は、競技スポーツば

かりではなく、発育発達に応じたスポーツ

活動のほか、学習活動、野外活動、レクリ

エーション活動など、社会活動、文化活動

など、幅広くとらえています。 

心も体も、大きな成長を遂げる時期には、

多彩なプログラムが必要だと考えておりま

す。そして、このような活動は、異年齢集

団の特徴を生かしながら、みんなで役割を

分担し合い、自主的に行うことが重要だと

考えております。 

少年団の場合、今のところ多くは小学校

１年から６年までです。通常、スポーツ活

動をやると、５年生とか６年生とか、その

学年ごとに活動するのが多いのですが、少

年団の活動は、１年生から６年生までが一

緒に活動するので、異年齢集団の活動とい

う特徴であると考えております。 

 

日本スポーツ少年団

都道府県スポーツ少年団（47）

市区町村スポーツ少年団
（結成1,613／1,810    89.1％）

単位スポーツ
少 年 団

単位スポーツ
少 年 団

単位スポーツ
少 年 団

<組 織>
●全国組織

※ 数値は平成20年度現在

※単位スポーツ少年団36,291団
●単位スポーツ少年団の組織（団と育成母集団）
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次に、日本スポーツ少年団の組織です。

日本スポーツ少年団は、設立当時に 22団の

753 名でスタートしましたが、46 年経過し

た現在は日本の中で最大規模の青少年団体

としての、組織となっております。 

日本スポーツ少年団の組織としては、一

番下の図のスポーツ活動をやっている単位

スポーツ少年団。そして市区町村のスポー

ツ少年団。都道府県のスポーツ少年団。そ

して、日本スポーツ少年団の４段階で構成

されています。 

 

<登 録 推 移>

事 項 年 次 団 数 団 員・指 導者 数

創 設 昭和37（1962）年 2 2 団 7 5 3 名

1 0 周 年 昭和47（1972）年 2 6 , 6 3 0 団 7 9 6 , 0 9 2 名

有 力 登録 制導入 昭和53（1978）年 1 7 , 2 7 0 団 6 4 5 , 4 1 2 名

2 0 周 年 昭和57（1982）年 2 4 , 3 7 7 団 5 7 6 , 5 6 2 名

3 0 周 年 平成4（1992）年 3 2 , 8 7 2 団 1 , 1 8 1 , 8 3 3 名

4 0 周 年 平成14（2002）年 3 5 , 0 3 3 団 1 , 1 2 6 , 6 7 4 名

現 在 平成20（2008）年 3 6 , 2 9 1 団 1 , 1 0 8 , 8 9 1 名

 

市町村のスポーツ少年団の結成率です。

ここに示してありますが、平成 20 年度現在、

1810 市区町村がありますが、そのうちスポ

ーツ少年団が結成された市区町村は 1613

と、結成率が 89.1％になっています。 

 

また、市区町村、都道府県、日本スポー

ツ少年団のそれぞれの段階では役員構成は

本部長、副本部長、常任委員の各役職で構

成されています。そして日本スポーツ少年

団はメンバーシップ性を取っていますので、

団員と指導者は日本スポーツ少年団に登録

が必要となります。現在日本スポーツ少年

団に収めている登録料は団員が一人年間

300 円。指導者が年間 700 円です。ただ、

登録は市町村に登録をして、その登録が県

に上がってきて、日本スポーツ少年団に来

ますので市町村も県も上乗せして、登録料

を徴収しているという部分もあります。実

際にいくら納めているかは、都道府県とか

市町村によってまちまちです。ただ、日本

本部には 300 円と 700 円が入ってくるよう

になっております。 

スポーツ少年団の登録条件ですが、団員

が 10名以上、指導者１名以上が必要となり

ます。また、それぞれの年齢は、団員は小

学生以上。原則としてですが、小学生以上。

指導者は二十歳以上と定められています。 

そして、スポーツ少年団の組織です。団

と育成母集団となっておりますが、団は、

団員と指導者ということです。育成母集団

は団を育成支援していくという母体である

という意味です。本来の目的としては、地

域で子どもたちを育てるという母体である

ということから、育成母集団と付けられて

おります。 

本来でありましたら、例えば町内会とか

子ども会の役員の方々とか、地域の人たち

にも、この育成母集団に参加いただいて、

団をサポートしていくというのが目的であ

りますが、現在多くの団は保護者を中心と

した父母会的な存在になっているというの

が、現状です。 

 

＜登録の現状－平成20年度＞

小学生･低学年

（1～3年）23.4%

小学生･高学年

（4～6年）
64.9%

高校生以上
0.9%

中学生
10.8%

１．団員 899.611名

小学校 11.15％
中学生 2.71％
高校生以上 0.13％

加入率

男子

71.6%

女子

28.4％
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日本スポーツ少年団の登録状況について、

ご説明します。 

設立当初は中学生を中心とした 22団、団

員指導者 753 名でしたが、2008 年度には団

数 3 万 6,291、団員指導者数 110 万 8,611

名となっております。 

そのうち団員数ですが、89 万 9,611 名。

７歳から９歳までの小学校手学年が全体の

2.34％。10 歳から 12 歳までの高学年が

64.9％。合わせると 88.2％となっておりま

す。この小学生、約 80 万人ですが、これは

全国の小学校の学校に通う生徒の約

11.15％となっております。 

中学生については、10.8％。高校生にな

ると 0.9％ということで、現在日本スポー

ツ少年団はほとんどが小学生。中学生が１

割というような形で、非常に高校生、中学

生が少ないという現状であります。 

この小学生から中学生に減少するというの

は、中学になると部活動がありますので、

スポーツ好きな少年たちは学校の運動部活

動が中心になります。なかなか少年団との

両立ができないということがあります。一

部武道関係の種目は部活が終わってから、

自分の少年団に帰って練習している子ども

たちもいますので、10.8％あるのですが、

ほとんどの子は小学生でやめてしまうとい

うのが現状です。 

男女の比率ですが、約７対３ということ

で、やはり男子が圧倒的に多いです。女子

の場合はどうしても、ピアノや文科系の習

い事に行って、男子は少年団に入っている

現状です。 

 

男子

87.5%

女子

12.5％

２．指導者 209,280名
指導者は、各都道府県及び市区町村本部の組織運営に

あたる「役・職員」及び単位スポーツ少年団で直接指導
にあたる「団指導者」に分かれる。

①役･職員 7,325名
②団指導者 201,955名

 

次に指導者ですが、指導者は 20 万 9,280

名です。この内訳としましては、都道府県

や、市区町村本部の組織運営に当たる役職

員が 7,325 名。団員スポーツ少年団で直接

指導に当たる団員が 20万 1,955 名。こちら

も男女比で見ますと。男性は 87.5％ですが、

女子の指導者は 12.5％。やはり女性は、な

かなかスポーツ指導に参加していただけな

いという現状があります。 

現在日本スポーツ少年団では、女子団員

と女性指導員の拡大を目指して、組織で取

り組んではおりますが、なかなか伸びない

というのが現状です。 

資料にはありませんが、少年団の活動拠

点、施設としては学校の施設をお借りして

活動している団が約７割。小学校などの施

設を借りているのが約７割という現状にな

っています。 

 

種目別登録団数

0 2,000 4,000 6,000 8,000

軟式野球

サッカー

複合種目

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎ゙ｰﾙ

剣道

空手道

柔道

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

その他

2008 1998
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次に種目別登録団数です。日本ではプロ

があります野球とサッカーの二つの種目に

参加して活動している団が多いということ

が分かると思います。１番は軟式野球。２

番がサッカー。そして次に多い種目として

は複数の種目を実施する、複合種目。これ

はシーズン制を持って、例えば夏は水泳を

やって、冬はスキーをやったりとかいう所

もありますし、中心的なスポーツを持って

いるのですが、キャンプをやったりスキー

に行ったりするなど、いろいろな種類があ

ります。続きましてバレーボール、バスケ

ットボール、剣道、空手道、柔道、ソフト

ボール、バドミントン。このような種目に

なっております。 

 

1．軟式野球 （19.7%）
2．サッカー （17.5%）
3．複合種目型 （17.0%）
4．バスケットボール （8.3%）
5．バレーボール （6.7%）
6．剣道 （6.3%）
7．空手道 （5.6%）
8．柔道 （3.1%）
9．ソフトボール （2.9%）
10．バドミントン （1.8%）
11．その他 （11.0%）

16,365 名
99,115 名

56,328 名
50,727 名
28,321 名
25,658 名

157,193 名
152,617 名
74,998 名
60,626 名

平成20年度
登録団員種目別構成

177,663 名

 

次に団員数ですが、団員数も傾向として

は同じです。野球とサッカーが非常に多く、

次に複合種目です。特に野球とサッカーの

二つを合わせますと、全体の 38.2％、約４

割を占めているということが、お分かりに

なるかと思います。 

全国の団員は、一時 100 万人をはるかに

越えていましたが、現在 90 万弱です。 

少年団指導者の養 成
・団員への適切な指導と健全な団運営にあたる少年スポーツ指導者を養成するとと
もに、資質向上のため、各種研修事業も併せ実施

少年団リーダーの養成
・ジュニアリーダー・シニアリーダーを養成して、自発的な団活動をうながすととも
に、後継指導者としての資質向上を目指した講習及び研修を実施

国 内 交 流 事 業
・地域における少年団活動の一層の活発化を目指し、全国スポーツ少年大会及び各
種競技別交流大会などの交流事業を実施

国 際 交 流 事 業
・ドイツスポーツユーゲントとの協定に基づく「日独スポーツ少年団交流事業」を

はじめ、日・中の交流事業など、スポーツ活動を中心とした国際交流事業を実施

広 報 普 及 事 業

・少年スポーツ指導者向けの情報誌として「スポーツジャスト」の発行、各種研修
テキストの作成と活用を図るとともに、団員増を図るためのＰＲ用リーフレット
を作成するなど、普及啓発活動を実施

＜主 な 事 業＞

 

最後に、少年団の活動としましては、一

つめが指導者の養成事業を実施しておりま

す。指導者の育成としては、指導者の資質

向上を目指して、資格の保有制度を設け、

講習会や研修会を開催しております。 

スポーツ少年団の場合、１年目の登録の

場合はいいのですが、２年目からは有資格

指導者が 1 名いないと登録できないことに

なっております。勉強をして団の運営に責

任をもって当たっていただくためでもあり

まして、必ず１名は資格を取っていただく

ようお願いしております。 

今後、有資格指導者を増やしていきたい

と考えています。目標を 80％と掲げている

のですが、現在は 55％ということで、この

推移はほとんど変わりません。年間だいた

い１万 3,000 人ぐらいの養成事業をやって

いるのですが、逆にお子さんが少年団をや

めてしまうと、自分も指導者をやめるとい

う、父兄の方も多く、お父さんも多くて、

なかなか人数が増えないというのが現状で

す。 

 

２番目としましては、リーダーの育成。

ここで言うリーダーは指導者ではなく、団

員です。そして、この子たちにジュニアリ

ーダー、シニアリーダーという資格を設け

ております。そして、ジュニアリーダーは
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主に中学生、シニアリーダーは高校生と大

学生です。これは指導者と団員をつないで、

指導者の補助的な役割をすると。将来はこ

の人たちに、指導者になっていただきたい

という意味で資格を与えております。 

３番目は国内交流事業です。全国から、

小学生から高校生までの代表を集めて開催

します全国スポーツ交流大会や、小学生を

対象に種目ごとに開催する全国大会などが

行われております。 

そして４番目ですが、日本スポーツ少年

団は、ドイツのスポーツクラブを見本とし

て設立されました。その関係から、ドイツ

スポーツユーゲントの日独同時交流事業や、

日中の交流事業など、スポーツ活動を中心

とした国際交流事業を実施しております。 

広報普及活動ですが、少年団では、情報

誌というものを、年 10 回発行しまして、所

属している団に無料で配っております。あ

とそのほかに、全国的な PR と啓発のための

パンフレットなどを作成しております。 

この他ですが、功績のあった指導者や、

市区町村、スポーツ少年団の顕彰事業を維

持しております。 

 

クイーンズランドの学校体育(外部指導者

との連携) 

クイーンズランド大学 

講師 ルイーズ・マックウェイグ 

白旗）廣崎様、ありがとうございました。

それでは、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

生のほうから、オーストラリアクイーンズ

ランド州の体育スポーツについて、特に学

校体育と外部指導者との連携につきまして、

ご報告をいただきます。 
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マックウェイグ）おはようございます。本

日は、このような機会を与えて頂きありが

とうございます。まず初めに、私の本日の

すべての内容を皆様にお伝えするという、

大変な役割を担って下さる、通訳者のマイ

ケルとユスフに、この場をお借りして、お

礼を申し上げたいと思います。 
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What is AFL?

 

昨日のプレゼンテーションの最後に申し

上げた課題について、本日は焦点を当てて

いきたいと思います。昨日はスポーツ組織

と教育機関の掛け橋となる人々の重要性に

ついて強調しましたが、本日は、学校内の

スポーツを振興していくにあたり、SDO（ス

ポーツ振興担当者）が学校というシステム

に所属していない立場の人物として担う重

要な役割について検討していきたいと思い

ます。 

昨日お話しました、スマートムーブとい
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う政策を始めた結果、AFLQ(クイーンズ州オ

ーストラリアフットボールリーグ)から、私

どもの UQHMS(クイーンズランド大学 ヒュ

ーマン・ムーブメント学部)に、学校との新

しい関係構築のための支援要請が来ました。

私達の対応は、新しいカリキュラムの作成

や今日お持ちしているような教材の開発に

主眼をおいたものでしたが、AFLQ の SDO の

役割が、このイニシアチブの、重要な成功

要素として浮かび上がってきました。本日

は、AFLQ の SDO の方々が、新しい教材や、

専門的能力開発のための機会を学校や教員

に提供するにあたって、私達が取り組んだ

戦略についてお話したいと思います。これ

らの取り組みに続いて、SDO と実施した研

究内容についてもご紹介したいと思います。

これによって、学校というシステムに所属

していない立場の担当者が、学校でスポー

ツを促進させるにあたり直面した障害や逆

にそれを促進した要因に関して、理解を深

めて頂きたいと思います。まずは、AFL(オ

ーストラリア式フットボール)とは何だと

いう疑問を持たれる方もいらっしゃると思

います。このスポーツが、どんなものかと

いうことをお分かり頂くために、今から少

し DVD をお見せしたいと思います。 
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オーストラリア式フットボールが、だい

たいどういったものかということが、お分

かり頂けたかと思います。オーストラリア

で、スポーツ活動や身体活動への参加を促

すにあたって、AFL は大きく貢献していま

す。国内で、オーストラリアンルールフッ

トボールは、少なくとも 6 つのセッション

からなり、参加者は 2008 年には、合計約

70 万人に達しており、国内で組織された活

動の中で、8番目に多い数となっています。

また、AFL の報告によりますと、2007 年に

は、3 万 700 回ほど、学校や地域を訪問し

ており、対応した青少年の数は、150 万人

にも達します 

これらの数値は、AFL が地域に深く浸透

し、スポーツ振興への大きな可能性を秘め

ていることを表わしています。AFL の振興

戦略で最も大きな基盤の一つは、AFL スク

ールという旗印のもと、学校やそれにかか

わる課題に、重点を置くことです。AFL は、

その理念の成功は、次世代、オーストラリ

ア式フットボール戦略の未来を確実なもの

にしようとする、学校に重点が置かれてき

た政策によるものとしています。この投資

によって、300 人のスタッフ、10 万人のボ

ランティア、2,600 のクラブ、そして私達

にとって最も重要な振興地域94カ所の1万

校からなる、振興ネットワークが支援され

ています。 

AFL の振興と支援を加速するため、2007

年から 2011 年の間の投資額は、過去最高の

2 億 800 万オーストラリアドルとなってい

ますが、これにより AFL は、求められる目

標が達成されていると考え、また、支援と

参加が全国的に拡大していることについて、

学校での参加の促進に重点をおいているこ

とが、その直接の理由と考えています。 
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それでは、なぜ AFL が支援を求めたのか

という疑問を持たれるかもしれません。過

去の成功にも関わらず、AFL の幹部は、オ

ーストラリア式フットボールが、他のフッ

トボールスポーツ、とりわけサッカーの導

入による競争や、これはどこでも同じです

が、財政難などの、多くの問題にさらされ

ていることに言及しました。このように、

AFL は、引き続きフットボールの参加促進

と振興のため、学校における存在を強化す

る戦略を模索しており、その結果、現在の

AFL スクール戦略は、参加とファン、カリ

キュラムと教材、教員、学校と地域のつな

がりという、４つの主要目標に重点を置い

ています。これらの目標に加え、AFL は、

私が恋はデジャブーシンドロームと呼んで

いるものに関して、大きな懸念を抱いてき

ました。アメリカ映画『恋はデジャブー』、

これが興行的に成功したことから、恋はデ

ジャブーという言葉は、不愉快な状況が何

度も繰り返されることを指す表現として、

一般的に使われるようになりました。AFL

にとって、スポーツ教育や、SDO への年間

投資は、毎年ほとんど進展がみられなかっ

たため、恋はデジャブーの世界になりつつ

ありました。 

すなわち、AFL の SDO は毎年、学校のあ

らゆる取り組みに対し、AFL の組織活動や

指導を、ゼロから始めなければなりません

でした。こうした状況改善に向け、AFL 関

連単元の提供にかかわって、教員がその責

任の一端を担えるようにしたいと AFL は考

えました。 
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An EQ policy stimulus

 

また、クイーンズランド州の AFL スクー

ルの幹部は、昨日ご紹介しましたスマート

ムーブ政策の開始が、学校との連携を、再

度概念化するための、更なるきっかけにな

ることに気付きました。 

昨日お話ししましたように、クイーンズ

ランド州は、最近スマートムーブ政策を開

始しました。これは、オーストラリアで高

まっている、肥満危機への社会的、政治的

懸念に対する、主たる対応策です。このプ

ログラムは、説明責任を果たし、教材、人

材を強化し、そして最も重要な、学校社会

との連携を強化することによって、学校で

青少年が関わる身体活動を、資質的にも量

的にも、向上させるために開発されました。
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1. Allocate required time for physical activity

2. Improve access to resources for physical 
activity

3. Increase capacity to deliver physical activity

4. Provide professional development in physical 
activity

5. Build community partnerships to enhance 
physical activity.

6. Be accountable for physical activity.

 

AFL スクール戦略の目的と、スマートム

ーブイニシアチブの構成要素との間で、か

なりの相乗効果が、比較的容易に確認でき

ます。スマートムーブが掲げる 6 つの要素

のうち、4 つを満たす戦略を、AFLQ は考案

したかったのです。 

まず、身体活動に必要な時間に対し、割

り当てを行うという取り組みを実施したい

と思っていました。ファンダメンタルムー

バーというタイトルのカリキュラムパッケ

ージを開発したいと思っていました。これ

は、教員が日々の授業に、容易に組み込め

るようにするために、30人の生徒を対象と

した 30 分の授業を想定したものでした。身

体活動能力の向上に関しては、学校の指導

者や教員に対して、専門的能力開発のため

の機会を、提供したいと考えていました。

これらのセッションは、教員が、有意義で

質の良いスマートムーブの授業を行うため

の能力を、具体的に向上させようというも

のでした。 

そして次に、基本的なプログラムの実施、

具体的な支援に関連して、身体活動に関す

る専門的能力開発を考えていました。AFL

は、スタッフミーティングの際に実施する

サービス項目として、1 時間分を無償提供

したいと考えていました。ここで大変重要

なことは、これは彼らのスタッフが実施す

るということです。最後に、身体活動を向

上させるため、地域連携を構築したいとい

うものでした。 

AFLQ が、州の指導研修マネージャーと、

学校のプログラムコーディネーターを通じ

て、学校区、校長、スマートムーブコーデ

ィネーター、教員間の強い連携を、継続的

に推進させるもので、その際、専門的能力

開発のための機会、指導プログラム、コー

チングクリニックを活用しようというもの

でした。 
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A Suite of Challenges 

How can we stay ahead of the game?

How can we maximise the opportunities posed by 
the Education Queensland Smart Moves policy?

How can we meet the needs of teachers and 
schools?

How can we best prepare our Sport Development 
Officers for this work?

How can we invest wiser in our schools programs?

How can we justify this investment?

 

これらの課題にまとめて取り組む中で、

結果として、AFLQ の学校プログラムコーデ

ィネーターが、この私が所属する UQHMS に、

一連の課題に対して支援を要請し、共に取

り組みを行うことになります。AFLQ の質問

は、学校での競技において、どうすればAFLQ

が振興をリードできるのか。クイーンズラ

ンド州のスマートムーブ政策によりもたら

される機会を、どうすれば最大限活用でき

るのか。また、どうすれば学校における、

教員のニーズを満たすことが出来るのか。

この取り組みについて、どうすれば最高の

形で、SDO を準備できるのか。どうすれば

学校プログラムのための投資を、効率良く

出来るのか。最後に最も難しい、どうすれ

ば学校プログラムへの投資が評価でき、プ
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ログラムへの投資の正当性を示すことがで

きるのか、といった内容でした。 
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Response to Challenges

1.Curriculum Design
• Teacher friendly – what does this 

mean
• Articulates with Smart Moves policy 

2.Staff Development
• Critical relay: AFLQ Sport 

Development Officers

3. School teacher Professional 
Development

 

これらに取り組みに対して、まず UQHMS

の教育スタッフは、コンサルタントとして、

AFLQを支援することに合意しました。UQHMS

の教育スタッフは、AFLQ に対して、クイー

ンズランド州の学校で現在行われているカ

リキュラムや教育実践、クイーンズランド

州教育省の現在の政策、学校コミュニティ

との関係向上のための戦略、教員の専門的

能力開発のためのデザイン、プロジェクト

の評価について専門知識とスキルを提供し

ました。 

 

School of Human Movement Studies – www.hms.uq.edu.au

UQ
School of 
Human Movement Studies

www.hms.uq.edu.au

Sustainability & the 
question of a new client

 

2 つの組織が共に、4つの活動フェーズを

通じて、プロジェクトを実行することに合

意しました。 

1 番目は目標設定のフェーズです。この

活動の焦点となるのが誰なのか、というこ

とを考えました。 

2 番目はカリキュラムの設定及び、実際

の教材作成のフェーズになります。 

2番目のフェーズで AFLQスタッフの能力

開発が必要だったのかもしれませんが、3

番目が重要で、教育用語を理解し、実践し、

小学校の教員の考え方、ニーズや懸念事項

に対してきちんと洞察できるようにすると

いうフェーズでした。 

最後は、学校との実践や学校内での実践

ということになります。教材を配布し、同

時に現職教員向けの専門的能力開発のため

のセッションを行いました。その専門的能

力開発のためのセッションでは、1 時間の

うち、最初の約 30 分で、政府のスマートム

ーブ政策のメリットや障害について話し合

ったり、ファンダメンタルムーバーが、ど

の程度、教員の手助けになるのかについて、

議論したりしました。そして残りの 30分を、

身体活動の実践にあてました。 
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SOME KEY DETERMINANTS OF A “TEACHER 
FRIENDLY” APPROACH

TIME: integration becomes essential

RESOURCES: access and time to engage with them

ACCOUNTABILITY – delivery of core curriculum, 

influenced by national testing

CONFIDENCE AND COMPETENCE: professional 

development and experience. 

 

UQHMS は、最初のフェーズでは、学校の

ニーズや関心事、課題に対する理解を深め

るために、AFLQ のありとあらゆるレベルの

人に、熱心に働きかけを行いました。この

プロジェクトでは、AFL の長期目標と、学

校での SDO の活動に関する中期的目標のリ
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ンクを模索することに、重点を置いたと言

えます。国の説明にも関わらず、これらの

議論がなされた当時は、学校で 6週間以上、

AFL に参加した人数をもとに決定されたプ

ログラムを成功させることで、生徒に働き

かけを行うというとていました。 

振興マネージャーの方針は明らかでした。

才能発掘及び、将来的なファン獲得のため

の手段とみなしていました。こうした状況

や、恋はデジャブーにかかる問題に対応す

るべく、私達は、AFLQ の職員に対して、ク

イーンズランド州の学校で、誰がクライア

ントかという概念を変えさせることに重点

を置きました。私達の目的は、生徒に投資

するということも 1 つの戦略だけれども、

教員に対して投資することにより、彼らが

生涯スポーツに関与し、学校でフットボー

ルの振興を継続的なものに出来るのだとい

うことを、分からせるということでした。 

時間とエネルギーを、小学校教員に費やす

必要性があることを AFLQ に説き、その後、

AFL と教員にとって、使い勝手が良いプロ

グラムとはどのようなものなのか、という

研究を行いました。教員にとって使い勝手

の良い教材、専門的能力開発プログラムを

作成する際、私達は、4 つの鍵となるポイ

ントの検討に時間を費やしました。多くの

教員が主張している通り、スポーツや、身

体活動の促進というのは、カリキュラムの

時間や教員の注目を引きつけること、また

教材といった面で、厳しい状況に置かれて

います。教員は、学校に期待されている数

多くの変化や、改革に追われているわけで

す。ごく一部の例ですが、例えば、学校の

先生は、家族の崩壊、暴力、薬物乱用、自

殺、メンタルヘルス、肥満の増加といった

社会の病根をすべて解決するという重荷を

背負わされているかのようにしばしば感じ

ています。このような課題に対応するため

には、負担を増やすことなく、毎日の指導

や学習プログラムの中に、AFLQ の活動を無

理なく組み込めるような教材を開発する必

要がありました。 

支援に関してですが、学校は何が出来る

かという場合に、非常に大きな制約に直面

します。特に、スポーツや身体活動の推進

は、資金や支援に関して、激しい競争にさ

らされます。この AFLQ の課題に対応するた

めには、無償での専門能力開発プログラム

や教材の提供、ファンダメンタルムーバー

で必要となる備品のニーズに合う支援パッ

クの考案が、切実な課題となってきました。 

そして説明責任の問題です。スポーツ振

興政策を実施すること、非教育組織が実践

を指導するということに関して、やはり学

校は心配をするわけです。この分野の専門

家が論じている通り、教えるために雇われ

た教員というのは、社会のスポーツ参加や、

健康の問題などを、解決してきませんでし

た。この取り組みの目標や目的が明確でな

い場合、学校は、指導、学習するという本

業を行っていく中で、スマートムーブのよ

うな政策の役割を認識するのに苦労します。

身体活動、学校構成員の健康、福祉に目を

向けたときに、学校が、達成される教育上

の成果を理解出来るように支援するには、

多くの労力が必要です。 

そのような支援のためには、スタッフの

トレーニング、明確に定義された目標を掲

げる政策の展開、スポーツ振興政策が確実

に認知されるための説明責任戦略の実施に

対し、教育当局が相当額を調整し、投資す

る必要があります。最後に、自信と能力の

育成に関しても尽力が必要でした。研究者
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によると、スポーツ振興政策に基づいたカ

リキュラムの展開に際しては、教員が、い

かに自分の知識に自信を持てるか、学校の

教員や管理者たちが、どれほどの取り組み

が出来るかがその成果を規定する重要な鍵

となっています。学習を規定しているコン

テキストを踏まえた、生徒達に関する具体

的な知識を備えている教員が、生徒のニー

ズにもっとも適切に応えることができます。

また、そのような教員は、役割モデルとし

て潜在的な影響力を発揮するとともに、彼

らの具体的なニーズに応えられるように、

コミュニティの支援を適切かつ最大限に取

り入れていきます。 

オーストラリアだけの話ではありません

が、教員は、スポーツや身体活動に関する

知識やスキルが不足していると強く感じて

いたのです。そして、このような取り組み

を成功させるのであれば、さらなる支援や

トレーニングを受ける必要性を感じていま

した。その結果、小学校は、その場しのぎ

の対応、外部機関や 1 回きりのプレゼンに

頼りがちになってしまいます。その場合に、

トピックは特定分野に絞られたものになり、

教材は目新しいものに依存し、学校プログ

ラム、生徒、コミュニティといった知識を

持たない専門家を連れてきたりします。 
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Central Resource: 
Fundamental Movers

 

これらの情報や過去の経験から、私たち

は、スマートムーブの最も重要な教材を作

り、実践しました。ファンダメンタルムー

バーズというものです。この教材を実践す

ることで、青少年に楽しく、質の良い、持

続可能な教育活動プログラムに、参加して

もらうことを目指しました。AFLQ と個々の

公立学校との間に、持続可能な連携を構築

し、 日々の授業の中で、身体活動を実践で

きるために、体育の専門家ではない、学級

担任教員の技能や能力を向上させる、専門

職としての能力開発を行うというものです。 

それは、学校が身体活動を行うプログラム

を毎日提供するという責務を達成すること

をために必要な時間や教材を支援するもの

です。また、生徒達が身体活動を行う恩恵

を受けられるようにするためにオーストラ

リア式フットボールのゲームを活用するこ

とを意図したものです。 
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Fundamental Movers 
Resource

 

ファンダメンタルムーバーズプログラム

は、アクティビティカードで構成されてお

り、クイーンズランド州の初等教育を 3 つ

のフェーズに分けています。各カードには、

クイーンズランズランド州の必修カリキュ

ラムとリンクされた内容が記されており、

数学、科学、英語などの主要科目と結び付

けて、実践できる内容となっています。カ
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ードには、その活動を行うにあたっての手

順が示されています。また、カードは、教

室外でも便利に使えるように、1 枚ずつ簡

単に取り外し出来るようになっています。

教材自身には、かなりの関心が向けられた

にも関わらず、プロジェクト担当者の目に

徐々に明らかになったのは、ファンダメン

タルムーバーの重要な構成要素であり、そ

してクイーンズランド州の学校への導入を

成功させる鍵は、仲介役である SDO である

ということでした。ここで、クイーンズラ

ンド大学から文部科学省に教材を 1 部お渡

ししたいと思います。白旗さんにお渡しし

ます。 
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Objectives of Professional 
Development of AFL SDO

• Understanding the needs and work of 
Sport Development Officers
– Talking teacher talk
– Interacting with school communities
– Conducting professional development
– Understanding needs and concerns of 

classroom generalists

 

SDO に関してですが、彼らの活動は、AFL

の学校を基盤としたすべてのプログラムに

不可欠です。SDO スタッフは、中心的位置

づけを与えられており、ファンダメンタル

ムーバーズのようなプログラムの正否は、

彼らの働きにかかっています。AFLQ の SDO

は、新しく革新的で、教育的にも価値のあ

るプログラムを提供する可能性があります

が、AFLQ の幹部にも、私達クイーンズラン

ド大学にも明白だったことは、学校や教員

に対する彼らの知識や理解をより高めてい

くことが必要であるということでした 。ク

イーンズランド州全土において、小学校教

員向けのワークショップで、スポーツや身

体活動を促進させるということを行った豊

かな経験をもとに、AFLQ の SDO について、

次の点を要求することにしました。自信を

持ってしっかりと話し、教えること。指導

及び学習の基本理念を理解すること。教員

のニーズや懸念事項を理解すること。 政策

に関して、学校当局や、地域に対する積極

的な働きかけをどのようにするのかを理解

すること。そして、彼らの活動、専門的能

力開発セッションを、自信を持って行うこ

とといった要求です。 
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Professional Development Day @ 
UQHMS

How does it feel to lack confidence and competence in 
physical activity?

• Physical activity through dancing: Vogue
• Performance for regional management

How do we work with teachers?
• Talking the talk: Schools and teachers

How do we present physical activity to teachers?
• Walking the walk 1: FUNdamental Movers

How do we use Sport Education effectively in schools?
• Walking the walk 2: Sport Education

 

その結果作り出された専門能力開発プロ

グラムは、4 つの疑問に答える形で作成さ

れました。そして、それらに対応する学習

の機会を作り出しました。その概略につい

ては、説明致します。しかし、私達のプロ

グラムの理念で注目すべき点は、学習者は

実際に実践しながら学習しているときに一

番自信を持つことが出来る、という考えを

もとにした取りくみであるということです。

私達の、専門的能力開発プログラムにおけ

る最初の疑問は、身体活動に関して、自信

や能力がない場合、どのように感じられる

かということす。事実、小学校の年配の女

性教員は、小学校で身体活動を実施するこ

とに対して距離を取っています。SDO は、
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小学校教員が、スポーツや身体活動につい

て、どの程度不安を抱き、安心感を持って

いるのか、時には教員が抱く恐怖心をも理

解する必要があります。 

こういった状況から SDO は、独自の教

授・学習指導方略を持つ必要があります。

例えば、小学校の教員が自分たちの考えを

思い切って試してみたり、懸念事項を共有

したりできるような、安全で、協力的な環

境を構築することが、将来の指導を成功さ

せるための重要な決定要素となります。 

 このような技能の向上への取り組み始め

るにあたって、SDO をあのマドンナによっ

て人気を得た、流行りの複雑なダンスステ

ップを習うワークショップに参加させまし

た。参加者は、それを上司の前で、披露し

なければいけませんでした。しかも、全身

タイツを着用しなければいけませんでした。

この実験的活動は、SDO の人前に出ている

という感覚と、自意識を刺激するために設

けられました。学校での試合や、身体活動

による学習経験を通じて、多くの小学校教

員が、そのような感覚を持つからです。こ

れは、大変うまくいきました。 

プログラムの 2 番目は、どのように教員

と活動を行っていけばよいのか、という疑

問に答えるための学習の機会です。ここで、

私達の学部プログラムの基本カリキュラム

計画書を、SDO に紹介しました。シンプル

なものですが、柔軟なカリキュラム計画の

ための枠組みが示されています。カリキュ

ラムを計画するための 5W の質問からなり、

計画段階の状況を反映する質問が投げかけ

られるものであり、これは現在、教育者が

提唱する、多くのカリキュラム実践モデル

となっています。SDO はグループに分けら

れ、このカリキュラム計画の特定の項目に

関して、エキスパートになり、レポートを

提出するように求められました。この学習

の機会において 1 番重要な点は、それぞれ

のレポート作成のためになされた議論でし

た。SDO は、私達に対して、ややこしい、

難しい指導や学習理念、用語に関して、説

明を求める機会が出来たためです。 

プログラムの残りの 2 つのセッションで

は、ファンダメンタルムーバーズや、スポ

ーツ教育プログラムといった、カリキュラ

ム特有の活動を提供する中で、実践経験の

場を提供することに焦点を当てました。ま

ず、教員にどうやって身体活動を示すのか

という疑問に目を向けました。ここでまた、

参加者たちをグループに分け、それぞれの

グループに、ファンダメンタルムーブメン

ト活動の 1 つを教えさせるという課題を与

えました。このセッションは、教員が専門

的能力開発プログラムにおいて得る経験を

再現させるものでした。発表者は、そこに

いるすべての人が、小学校教員のつもりで

扱うように言われました。このセッション

でも、最も重要な要素は、私達が各クルー

プのプレゼン後に行うことが出来た、フィ

ードバックであり議論だったのです。 

最後に、学校でどのようにスポーツ教育

を効率よく活用するか、という疑問に目を

向けました。時間の関係上、このプレゼン

の中での説明は割愛させて頂きますが、ス

ポーツ教育プログラムは、中学校向けの、

最も重要な AFL スクールの取り組みです。

AFL にとっての現状の課題は、このアプロ

ーチの要となる教育理念に関して、教員と

AFL スタッフの理解が乏しいということに

あります。SDO の指導理念やスポーツ教育

の実践に関する理解を高めるために、保健

体育学部の学生達に行った試みの概要を、
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セッションの時間をまるまる使用し説明し

ました。 

 

School of Human Movement Studies – www.hms.uq.edu.au

UQ
School of 
Human Movement Studies

www.hms.uq.edu.au

Some key messages for
Sport Promotion in Schools...warning!

Empowering staff who work 
with schools

Consider shifting client focus 
from students (future fan or 
player) to teachers

Balance between fulfilling 
teachers’ needs and over-
resourcing

Tensions within 
organisations between 
Talent Id vs Fan base vs 
Educational outcomes

 

では、私達はどのようなことを学んだの

でしょうか。私達の経験をまとめますと、

スポーツ振興活動を促進するために、学校

との取り組みを行っている人たちに対して、

いくつかの重要な教訓を、このプロジェク

トは示したと思います。 

まず、学校と活動を行うスタッフの力を

つけることが重要であるということが、分

かりました。また、スポーツ組織に働きか

けを行い、生徒をクライアントとしてみる

ことから、教員をクライアントとしてみる

ように、視点を変えさせることが重要であ

ると思います。教員のニーズを満たすこと

と過剰な支援提供のバランスをとる必要も

ありますし、学校の主力事業や教育政策と

の整合性を踏まえてプログラムの目標を明

確に設定する必要があります。負担を増や

すようなプログラムに関しては、例えメリ

ットがあろうとも、取り組みは行いません。

スポーツ組織と活動を行う上での最重要課

題は、学校におけるスポーツ振興活動の目

的に関する、組織内での対立です。才能あ

るプレーヤーを発掘しようとしているのか、

観戦料を支払い、試合を見に行くファン人

口を増やそうとしているのか、心の底から

活発に運動を行う若者人口を増やそうとし

ているのか、学校と取り組みを行うことに

より、真に健全な教育機会を提供しようと

しているのか、ということを組織内で自分

たちに問いかける必要があります。 

長期的にみると、学校と取り組みを行う

スポーツ組織において、これが主要課題に

なります。AFLQ と実施してきた取り組みの

中で、大きな壁に直面しました。それは、

プログラムの取り組みを、いかに評価する

かということでした。今まで AFL は、取り

組みの正否を、あらかじめ設定された参加

人数などをもとに、評価してきました。例

えば、参加数、大人が何人、子供が何人と

いったものです。これらの数値は、特定の

パフォーマンス評価指標の中で特定の活動

ごとに分類されます。 

ファンダメンタルムーバーズのようなプ

ログラムは、何人の子供がフットボールに

参加したかを単に数えたり、決められた、

安心感のある数値に基づく評価をしたりす

る状況から、AFLQ を脱却させます。では、

今後の授業の中で、なんらかの形で知識や

技能を発揮する教員の影響力を、どのよう

に測ればよいのでしょうか。学校でのスポ

ーツの取り組みの成功に対して、適切な見

返りを与える側にとっても、与えられる側

にとっても、AFLQ が教員の専門的能力開発

や日々の体活動プログラムのような、学校

において難しい分野に投資しているという

ことを十分に証明できるデータを集めるこ

とが、課題であり続けると考えます。 これ

が今後、私達すべてが直面する課題になる

のではないかと思います。ご静聴ありがと

うございました。 

 

白旗）それでは、質疑応答に入りたいと思
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います。３人の講師の方から具体的な話し

をいただいたのですが、何か質問がありま

したら、挙手をいただけますでしょうか。 

 

質問者１）体育協会に一つ最初お聞きした

いのですが、サッカーとか野球が今非常に

多いという少年団ですが、私の感覚だと、

サッカーや野球、もっと人数、先ほどの数

字よりもいるのではないかと思うのですが、

未登録で活動される団体がどの程度あると

いう認識とか、そういう調査というのはさ

れているのでしょうか。 

それからもう一つ。ホフマンさんに質問

なのですけど、日本では個人の登録料を最

終的には、日本のスポーツ少年団、日体協

のほうに個人 300 円とか、指導者 700 円と

いうお金がいくようになっていますが、ド

イツのスポーツクラブでも、同様なシステ

ムで、国まで納入するところがあるのでし

ょうか。 

 

白旗）それでは体育協会のほうからよろし

いでしょうか。 

 

廣崎）登録の件についてお答えします。昔

は、サッカー協会とかバレーボール協会と

か、小学校の登録はありませんでした。チ

ーム登録はあったかもしれませんが、今で

は各競技団体の財政の確保もあり、全部個

人登録制になっています。 

ですからサッカー協会に登録している数

がサッカーの競技スポーツ思考で、競技ス

ポーツといってもおかしいですが、少年団

も絡めた登録者の数です。 

日本スポーツ少年団に登録する場合は、

サッカー協会と日本スポーツ少年団、両方

に登録しなくてはいけないので、どちらか

一方だけ登録するというのが、年々増えて

いまして、サッカーは毎年登録数が減って

います。 

野球は、毎年増えているのですが、これ

はあくまでも軟式野球の数で、硬式野球は

別です。軟式野球でも、少年団に加盟しな

いで、独自に活動しているというチームは

ありますが、その数は、把握していません。

ただ、登録していないチームですと、逆に

大会に出られません。県レベルの大会はな

いのです。ですから、どちらかに登録して

いると、どちらかの試合に出られる。両方

登録していれば、両方の試合に出られると

いうような形になります。 

ですから、小学校の場合、登録について

はそれぞれ競技団体が登録制度を取ってい

るため、そちらのほうが多いと思います。 

 

ホフマン）まずはドイツの登録料について。

昨日、プレゼンでスポーツクラブに関して

お話したのですが、18 歳未満に関しては、

参加料は非常に安くなっています。私が会

員になっているスポーツクラブでは年会費

が約 7 千円です。値段はスポーツクラブに

よって若干違いますが、だいたい年間７千

円程度です。彼らは参加したいスポーツす

べてに参加することが出来るのです。学校

とスポーツクラブが連携し、スポーツクラ

ブが学校で行うプログラムに関しては、生

徒たちは無料で参加することができます。 

サッカー連盟への登録料は、必要ありま

せん。試合などに参加する場合も一切必要

ありません。スポーツクラブは大人も子供

も含めすべての会員から会費を徴収します。

そして、スポーツクラブは、その中から少

し、例えば１人当たり 10セントといったよ

うな形で、サッカー連盟や体育連盟などに



- 217 - 
 

支払うシステムとなっています。 

個人は、7 千円程度支払うわけですが、

それだけです。そして、これはスポーツク

ラブに対して支払われるものであり、連盟

に支払われるものではありません。クラブ

から連盟に対して支払いを行うのです。 

 

白旗）よろしいでしょうか。ほかにご質問

あればお願いします。 

 

質問者２）日本の場合、政策という部分で

は、縦割り行政とよく言われて、それぞれ

分かれているのですが、今回、運動部活動

ということで、教育政策がかかわっている。

それから、スポーツクラブの場合、スポー

ツ政策という分野でかかわっています。そ

れぞれの国では、仕組みを作るときに、ど

ちらの政策がイニシアチブを取りながら進

めてこられたのか。また、予算的にはどう

かということについて、簡単にお話しをう

かがえればと思います。 

 

ホフマン）スポーツクラブから連携のアイ

ディアが出されることもありますし、学校

側がスポーツクラブに対して連携を求める

場合もあります。つまり、両方からアイデ

ィアが出るわけです。両者とも財政支援を

求めて、行政に申請を出します。つまり、

両者が協力して、共に責任を負っていると

いうわけです。 

補助金は政府から出されます。金額はそ

れほど多くなく、プログラムにつき 360 ユ

ーロ程度です。これではコーチに対する支

払いしか出来ず、残りは、学校やスポーツ

クラブが資金集めをしなければなりません。

連携の形態によっても異なってきます。毎

回、個々に解決策を見出し、どのように資

金を得るかを考えなければなりません。地

方銀行や保険会社などのスポンサーがつく

場合もあります。ほんの少し負担してもら

うケースもありますが、通常は子供たちが

負担するといったことはありません。 

 

岡出）ドイツの教育政策は、州レベルで基

本的に決めていて、州を連合体にしたもの

で、また国で決めています。その中で例え

ば、全日制の学校の導入という話がありま

したよね。それは、個々のスポーツクラブ

とは関係なくどんどん動いていってしまう

問題です。その中で、例えばスポーツクラ

ブが会員を獲得しようとすると、どういう

行動を取ればいいのかというのは、スポー

ツクラブでいろいろと模索をしないといけ

ないのです。 

それを実行していくために必要なお金を

どこから取ってくるのかという話になりま

すよね。これは今、彼女が言ったような理

由と、例えば銀行だとかいろんなスポンサ

ーを見つけてきて、その活動が行えるよう

にしたり、州のスポーツ連盟などからお金

を取ってくるというようなこともやられた

りしている。 

その中で、どういう協力の仕方がいいの

かということは、お互いに模索をしている

状況だと思いますね。 

スポーツ政策を結成していくことに関し

ては、彼女が昨日言ったように、ドイツス

ポーツ連盟、オリンピックスポーツ連盟。

そこがイニシアチブを取って、提案もされ

ているということになろうかと思います。 

 

ホフマン）連携はそんなに高いものではあ

りません。必要なものは体育館と、おそら

くコーチぐらいです。例えばサッカーコー
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チなどです。つまり、そんなに多くの資金

は必要ないわけです。多くの場合、コーチ

は無料で引き受けてくれます。謝礼がある

場合でも金額的にはごくわずかなもので、

せいぜい 1 年で 360 ユーロといった金額で

す。 

スポーツにかなり力をいれている学校が

あって、そこで学校の中の部活動があった

り、町の中にスポーツクラブがあったりす

ると、その学校の子どもさんたちはスポー

ツクラブにも入って、スポーツクラブでも

練習をします。スポーツクラブのコーチは

その部活のコーチとしても来て、そこで練

習の世話をします。 

だからクラブにとっては子どもさんたち

を獲得ができて、トレーニングもできます。

子どもたちとしては、学校でも練習できる

けども、クラブに入れていて、トレーニン

グも受けることができる。そのような協力

をしたのです。 

それをサポートしたのが大学のスタッフ

たちで、それは先ほどお話しがあった、タ

レント発掘プログラムというものとリンク

させながら、プログラムのサポートをして

いきました。その結果、例えば全国大会優

勝しましたとか、そんな形の協力のモデル

を作ったりしているということですね。 

 

マックウェイグ）オーストラリア式フット

ボールのような非常に強力なスポーツは、

学校に資金提供をするという倫理的、法的

責任を担っています。オーストラリア式フ

ットボールリーグのような大きな稼ぎ手は、

予算の大部分を、学校でのオーストラリア

式フットボールの振興に割り当てることが

出来ます。オーストラリア式フットボール

リーグは、この分野において、主導的立場

を取ってきました。予算の中から多額の資

金を割り当ててきた理由は、2つあります。

1 つ目の理由は、オーストラリア式フット

ボールリーグのスポーツ振興活動が、オー

ストラリアの学校や地域から認知されれば、

学校からの資金援助が得やすくなることが

あります。2 つ目の理由は、学校で注目が

集まれば、多くの観戦料を支払い、試合を

見に行くファン人口を増やすことができ、

それによりまた学校での活動に還元するこ

とが出来るわけです。循環しているような

感じです。問題は、マイナーなスポーツで

す。人気のないスポーツや、テレビであま

り放映されないスポーツは、資金をそれほ

ど得ることが出来ないわけです。つまり学

校に対し、寛大な資金援助が出来ないので

す。これは問題です。しばしば、政府が介

入し、そういった組織に対し、学校での推

進活動が出来るよう、資金援助をします。

一方、オーストラリア政府には、昨日ご紹

介しましたオーストラリアスポーツ委員会

というものがあり、子供たちが無料で参加

できる、放課後用のプログラムに予算を割

り当てています。ここでの目的は、ゆくゆ

くは、団体が行うスポーツに、参加しても

らおうというものです。少しアメリカと似

ていると思いますが、規模はアメリカより

もかなり小さいので、国が、資金や組織の

管理を、より上手く行うことが出来るので

す。なぜオーストラリア式フットボールリ

ーグが、寛大な援助を行えるかということ

に関してですが、観戦料を支払って、試合

を見に行く人たちが、存在し続けているた

めです。大変張り詰めた雰囲気が見られま

す。 

 

白旗）よろしいでしょうか。ほかにござい
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ますか。 

 

質問者３）最後のオーストラリアのご質問

にちょっと絡んだところをマックウェイグ

先生にお聞きしたいのですが、自分のイメ

ージですと、オーストラリア式フットボー

ルはビクトリアにおいてポピュラーです。

そこで、ラグビーが盛んな州だったらラグ

ビー協会がそういったプログラムをしてい

るのか、それとも今おっしゃたように、マ

イナースポーツはお金がないということな

ので、独自のものなのか、そこら辺を少し

お聞きしたいと思います。 

 

マックウェイグ）非常に良い質問をいただ

きまして、ありがとうございます。オース

トラリアには協会が 3 つあります。ラグビ

ーユニオンと呼ばれるもの、ラグビーリー

グ、そしてオーストラリアンルールです。

また最近、サッカーも加わりました。オー

ストラリアンルールは、その中でも学校教

育の中に入り込むということの重要さに、

非常に早く気付いていました。ラグビーユ

ニオンに関しては動きが大変遅く、ラグビ

ーリーグはそれよりもさらに遅い状態でし

た。オーストラリアンルールは、あとの 2

団体が始める前 10年ほど、特にカリキュラ

ム作成、試合の運営を中心に、学校と取り

組みを行ってきました。しかし、ラグビー

ユニオンも取り組みを開始しました。理由

のひとつには、オーストラリアで、ラグビ

ーユニオンが、大変不振であるということ

があげられます。これは、ワラビーズの成

績からもお分かり頂けるかと思います。で

も、オーストラリア式フットボールである

ことには、変わりないのです。オーストラ

リアンルールですが、大変興味深かったこ

とは、この課題について彼らが説明をする

際に、ビクトリア、サウスオーストラリア、

ウェスタンオーストラリアなどの州では、

大変人気があるので、このようなプログラ

ムは必要ないと言い、取り組みが必要なの

は、クイーンズランドやニューサウスウェ

ールズなのだと、主張したのです。しかし

ながら、プログラムが始まると、教員は基

本的な身体活動に関して、サポートを得た

いと考えていたので、プログラムの内容が、

全国に口コミで伝わりました。そこで、ナ

ショナルオーストラリアンルールが主張し

たことが、間違っていたということが分か

ったのです。私達は、実践しなければなら

ないことは、スポーツのニーズではなく、

プログラムを通じて、国内の教員を育成す

ることだということを示すことにより、こ

のことを証明しました。これは全般的に成

功をおさめています。ラグビーユニオンで

すが、現在、一番良いオンライン機能を提

供しているのではないかと思います。また

大変質良い SDO も揃え始めています。スポ

ーツ組織が、さらなるパートナーシップを

構築していることから、私どもの保健体育

学部の学生たちも、キャリアパスとして考

えているほどです。そのため、オーストラ

リアンルールは、他の団体に負けないよう

に先頭を走り続けようという思いでやって

います。 

 

白旗）ありがとうございます。その、前の

方いらっしゃったと思いますが、お願いい

たします。 

 

質問者４）ドイツについてですけども、ス

ポーツというのをライフスタイルの構築だ

とか、国民の育成だとかというので、政策
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の中ですごく重視されているのではないか

というふうに見ているのですが、学校の終

わりの時間が１時から４時になったという

ようなことというのは、ドイツの中での大

きな流れとして、もうすでに起きているた

めに、それに応じるようなことを考えてい

るのか、そのことによって、学校タイプの

内容というか、そのスポーツ体験という、

現体験としての、内容というのは変わって

きているのか。国として何か、いわゆるホ

フマン先生が話をしたのは、国としての何

か政策だとか、そういったものに影響を及

ぼしているのかどうかということをお聞き

したいと思います。 

 

ホフマン）全日制の学校が主流になり、4

時まで授業が続くのかということに関して

ですが、まだ始まったばかりで、だいたい

30％か 40％の学校がこの新しいタイプの 4

時に終わる学校で、すべての学校ではあり

ません。多くの地域では、子供を全日制の

学校に行かせるのか、半日制の学校に行か

せるのかを決めることが出来ますし、また、

午後は家に帰らせるということも選択でき

ます。家で昼食を取った後、子供を学校に

戻すということも出来ますし、そのまま家

にいさせるということも可能です。 

今後 10 年から 15 年の間で、すべての学

校が全日制になると思われます。システム

の変化と関係しています。以前は働いてい

なかった女性の多くが、働くようになって

います。それに合わせて、学校のシステム

も変えなければいけません。スポーツとは

関係のないことを申し上げましたが、シス

テムを変えるというのは大変なのです。設

備を変えなければいけないからです。今ま

で学校には、調理場がありませんでしたの

で、それが必要になります。また、子供た

ちが 1 日過ごせるスペースも必要です。既

存の学校設備はこういったことに対応して

いませんので、まずこの問題を解決するこ

とから始まります。これには大変多くの費

用がかかります。 

新しい状況下でも、働いていない女性は

学校へ行き、料理をしなければならないた

め、すべての人の手助けになっているわけ

ではないのです。こういう背景もあり、私

達のスポーツのシステムは、いまでも多か

れ少なかれスポーツクラブが中心となって

います。しかしながら、学校のスポーツや

スポーツクラブ、またその連携は、今後数

年の間に、更に重要になるでしょう。少な

くとも私はそう思っています。 

変化を反映した国の政策があるのかどう

かというご質問に関してですが、国の政策

は、州政府に依存しています。変更したい

州もあれば、変更したくない州もあります。

例えばバイエルンのような、大変保守的な

州もあり、従来のシステムの方が良いと思

っています。カトリック教色の強い州です。

決めつけるつもりはありませんが、他の州

は、変化を起こすことに関してもっと積極

的です。 

体育や、ご存じの通り、スポーツに関し

て、国の政策というのはありません。州に

よって政策が異なりますので、1 つの政策

というわけにはいかないのです。反対する

州の方針を変えさせるという国の政策は、

今のところはないのです。 

 

白旗）次の方お願いいたします。 

 

質問者５）ドイツの方にお聞きしたいので

すが、自分は学生時代に学校のインターシ
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ップで１年間、ドイツの子どもたちにサッ

カー指導とかもしていたのですが、その中

で感じました、皆さんやはりボランティア

としてされているというところがあったの

ですが、日本でもほとんどの方がプロを除

いてボランティアでされていらっしゃいま

す。 

質問といたしましては、州でいろいろな

システムがあるということだったのですが、

国家予算として、青少年スポーツのほうに

かける予算というのは、どのぐらいなのか

というところがお聞きしたいところです。 

オーストラリアの方も、今どのぐらいに

なっているのかお願いします。日本のほう

では確か、いくらぐらい、200 億ぐらいで

すか。多分スポーツ全体の予算が今、非常

に削られている中で、ほかの国はどうなの

かなというところをお聞きしたいなと思い

ました。 

ホフマン）残念ながら数字について把握し

ておりません。スポーツ自身は自立した組

織ですので、そもそも国として、予算があ

るかどうかも分からないです。スポーツク

ラブが、会員からお金を徴収しています。

行政からも、ある程度の補助金をもらいま

す。またオリンピックチームには、政府か

ら支援がなされます。夏季でも冬季でも、

オリンピックが始まる 2 年前ぐらいから、

スポーツへの予算が増えますが、具体的な

数字は、今は分かりません。しかし、これ

は単なるスポーツに対してではなく、エリ

ートつまりトップレベルのスポーツに対す

る支援です。残りの部分がより大きなウェ

イトを占めており、スポーツ連盟や、スポ

ーツクラブ自身のものです。彼らが、振興

やプログラムの実施など、すべて行ってい

るのです。 

マックウェイグ）オーストラリアでは、コ

ーチングを取り巻く環境が非常に興味深い

ものとなっています。昨日もお話ししたの

ですが、オーストラリアスポーツ委員会が

予算を割り当てています。プレゼン資料が

手元にありませんので正確な数字は分から

ないのですが、アクティブアフタースクー

ルコミュニティプログラムを実施するため

に、全国でトレーニングプログラムを開始

しました。初期の段階ですが、6,800 人の

コーチを指導しました。委員会は、このト

レーニングのための費用を援助し、地域の

スポーツ組織と活動を行いました。これは

草の根の活動です。エリートプログラムに

関しては、オーストラリアスポーツ研究所

は、個々のスポーツクラブと活動を行い、

コーチ育成プログラムに資金援助し、これ

らのコーチが何らかの形で、常に生徒たち

と活動していくようにするための取り組み

を行っています。活動場所は、大部分が学

校組織になります。しかしながら、オース

トラリアには特筆すべきグループがいます。

これは私立学校に雇われたコーチです。 

エリートの子供たち、お金持ちの子女が

通う私立学校が、市場で大きな影響力を持

つようになっています。私立学校に雇われ

ると、コーチには、常勤のエリートコーチ

としての給料が支払われるのです。概して

プログラムを支援するにあたって、それら

のコーチは、ヘッドコーチの下でサポート

のために雇われます。そのため、私立では、

コーチへの支払いを行うために、多くの予

算を割り当てます。ブリスベンの私立カレ

ッジの１つを例にあげますと、50万から 75

万オーストラリアドルを、学校のスポーツ

プログラムに費やしています。学校のステ

ータスとも関連しているためです。これは
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特に、ボートやラグビーユニオンに当ては

まります。つまり、コーチが育成される方

法というのは、オーストラリアではかなり

たくさんあるのです。 

 

白旗）よろしいですか。 

聞けば聞くほどまた新たな質問が生まれ

てこようかと思いますが、時間の都合上、

ここまでとさせていただきます。 

それでは最後のまとめとして、筑波大学

大学院教授の岡出美則先生にまとめていた

だきたいと思います。 

 

岡出）今日の素晴らしいプレゼンテーショ

ンをいただきまして、ありがとうございま

した。 

すべての参加者の方に今回、非常にいい

質問をしてくださったことに関して、感謝

を述べたいと思います。 

若干コメントだけ付けさせていただきま

す。 

今回の企画のところで、参加された方た

ちの中には、おのおのの国が学校の部活動

をどのようにしているか、その部活動のイ

メージも多分、タレントを伸ばすためにど

ういうことをやっているのか、そうした期

待で多分来られた方が多かったのではない

かと思います。 

私たちがプレゼンテーターの人たちに、

要求したのはユーススポーツのプロモーシ

ョンということだったので、部活のことだ

けに限定してなかったということも、話の

ところのイメージのずれかと思います。 

今日はかなり具体例を出していただきま

したが、いろいろな協会にしても国にして

も、ある特定のタレントを発掘するという

こともやってないわけではないのですが、

改めて自分たちがやっているスポーツのよ

さを、できるだけ多くの人たちに知っても

らおうとすると、どういうやり方があるの

かということについて、いろんな模索をし

ているということが、かなり見えてきてい

るのではないかというふうに思います。 

それは例えば、今日の話でいうところの、

オーストラリアで、協会の人たちが学校に

サポートに入りたいと言った場合、サポー

トする側の要求もそうですけど、サポート

される側の要求も当然あるわけです。それ

の絡み合わせをどうするのか。特に学校に

任せるとした場合は、サポートされる側の

ニーズに応えてないものは受け入れられな

い。やってもらえないということが出てき

てしまうわけです。 

これは、先ほどドイツもやっぱり同じよ

うな話だと思うのです。お互いに学校と、

ドイツの場合の今日の例は、学校とスポー

ツクラブの関係でしたよね。オーストラリ

アの場合は、学校と協会の関係であったと

思いますが、互いに得をするという形の関

係をいかに作っていくのか、ということに

関してはいろんな模索をしているというふ

うに言ってもいいだろうと思います。 

それは、日本の部活動と、その授業との

関係です。部活動と授業、そういうものを

どのように関連付けていくのかということ

について考えないと駄目なことは、いろい

ろと出てきていると思います。 

今日はこちらの分科会には来なかったの

ですが、イギリスのデビッド・カーク氏が

言っていた話で、皆がスポーツをやってい

く時に、やっぱり性差の問題とか、社会階

層の問題だとか、こうしたことは、やっぱ

り避けて通れない。 

例えば、ある年齢層になっていくと、途
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中で女子のほうがドロップアウトしていく

ケースが増えます。それはスポーツ少年団

で日本の状況とよく似た問題ですよね。 

お母さん方がスポーツに対してどんなイ

メージを持つのかというのが、子どもさん

たちにかなりインパクトが大きいもので、

例えばサッカー協会やラグビー協会がママ

さんサッカーだとか、ママさんラグビーだ

とかっていう形などで、いろんな工夫はさ

れてきていたところだとは思います。 

改めてそういう意味でスポーツに対する

理解者を、どのように増やしていける。あ

るいはどういう協力関係を作っていくのか

ということが、かなり地道に、でもできる

ことはたくさんあるのではないか思いまし

た。 

 

白旗）岡出先生どうもありがとうございま

した。今回のシンポジウムの開催が、これ

からの日本の体育、スポーツを考えていく

上で、一つのヒントや機運を高めていくこ

とにつながれば幸いです。 

それでは以上をもちまして青少年スポー

ツ活動国際シンポジウム、第２分科会を終

了いたします。皆さまありがとうございま

した。  

（了） 



  

 




