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1. ご挨拶 
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「青少年スポーツ活動国際シンポジウム」開催にあたって 

              

                      文部科学省スポーツ・青少年局長 

                             布 村 幸 彦 

 スポーツは、人々の心身の健全な発達を促し、人生をより豊かで充実したものにする

とともに、明るく活力に満ちた社会を形成する上でも大変意義深いものです。 

 日本の青少年スポーツの振興は、中学校・高等学校における活発な運動部活動や、ス

ポーツ少年団などの地域のスポーツクラブによって支えられて来ました。 

 先般改訂された中学校及び高等学校学習指導要領においては、部活動が学校教育活動

の一環としてこれまで果たしてきた意義や役割を踏まえ、教育課程に関連する事項とし

て、部活動の意義と留意点等について記載しました。これにより、部活動の更なる活性

化が期待されるところです。 

 また、地域におけるスポーツ活動の拠点となる総合型地域スポーツクラブを全ての市

町村に設置することを目標に取組んでいるところです。 

 このたびの「青少年スポーツ活動国際シンポジウム」は、青少年世代のスポーツの振

興をテーマに、諸外国の事例や国内外の関係者との論議を通じて、日本のスポーツ振興

の方向性を探るため、文部科学省として初めて開催するものです。 

 ２１世紀は、異なる文化や文明との共存や国際協力の必要性が増大するグローバル化

の時代と言われています。二日間のシンポジウムを通して、諸外国における様々な取組

についての理解とともに、日本における青少年スポーツ振興の在り方について議論が深

まり、関係者が連携して取組を一層進めていく契機となれば幸いです。 
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2. 開催要項 
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１．目的 

  青少年世代(１３歳～１８歳)に対するスポーツ振興施策についての諸外国関係者との議論を通じ

て、日本の青少年スポーツ振興の方向性を探る。 

 

２．日時 

  平成２１年１２月３日(木曜日)１２：３０～１７：００ 

  平成２１年１２月４日(金曜日)１０：００～１２：００ 

 

３．場所 

  ホテル日航東京 

   東京都港区台場１丁目９番１号  

TEL:03-5500-5500 

     《交通アクセス》 

    ○東京臨海新交通“ゆりかもめ”「台場」駅直結。 

     新橋駅から 15 分、豊洲駅から 16 分。                  

○東京臨海高速鉄道“りんかい線”「東京テレポート」駅 

     から徒歩 10 分。 

 

４．主催 

  文部科学省 

   

５．共催 

  国立教育政策研究所 

 

６．後援 

  国際高等教育体育・スポーツ学会 (AIESEP:International Association for Physical                   

    Education in Higher Education)、独立行政法人日本スポーツ振興センター、財団                      法人日本学

校体育研究連合会、財団法人日本中学校体育連盟、財団法人全国高等学校体育連盟、財団法人日

本体育協会、社団法人日本体育学会、日本スポーツ教育学会、日本体育科教育学会 

 

７．対象者 

  地方公共団体関係者（学校体育担当者、スポーツ行政担当者等） 

  地域スポーツクラブ関係者、地域スポーツ指導者 

  学識経験者、スポーツ科学関係者 

  学校関係者 

  その他 

 

８．定員 

  500 名 
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９．日程及び内容等 

（１）テーマ 

   青少年の豊かなスポーツライフの実現をめざして 

   －学校体育・運動部活動・地域スポーツクラブの連携－ 

（２）日程 

                         12:00 12:30  13:00   13:50     17:00 17:30～  

12/3 

（木） 

 

 

 

 

受付 

 

 

開会式 

 

 

基調講演 

 

シンポジウム 

パネルディス 

カッション 

 

 

 

 

レセプション 

 

9:30 10:00        12:00 

第１分科会 育てる 

 

12/4 

（金） 

 

受付 

 
第２分科会 つなぐ 

 

 

 

（３）内容 

○12 月 3 日（木曜日） 

  12:00～ 受付 

  12:30～ 開会式 

             開催挨拶、日程等説明 

  13:00～ 基調講演「日本の青少年スポーツの未来」 

             講演者 増田明美（大阪芸術大学教授、スポーツジャーナリスト） 

  13:50～ シンポジウム・パネルディスカッション 

         「各国に見る青少年スポーツ振興システムの現状と課題」 

                  13:50～15:40 シンポジウム 

          アメリカ、イギリス、オーストラリア、シンガポール、ドイツの青少年 

スポーツ振興の現状と課題に関する報告 

           －学校内、学校外の振興システムの視点から－ 

                  15:40～16:00 【休憩】 

           16:00～17:00 パネルディスカッション 

          パネリスト： 

   デービット・カーク(David Kirk)  

                  （英：ベッドフォードシャー大学体育・スポーツ科学部教授）                         

             アンネッテ・ホフマン (Annette Hofmann)  

                     （独：ルードヴィッヒブルク教育大学教授） 

            ジャッキー・グッドウエイ(Jackie Goodway) 

                     （米：オハイオ州立大学スポーツ・体育・運動科学学群長） 

   ルイーズ・マックウェイグ(Louise McCuaig)  

                     （豪：クイーンズランド大学講師） 

   デボラ・タン(Deborah Tan)  

                      （シンガポールスポーツスクール校長) 

              コーディネーター：高橋健夫 

                           （日本体育大学大学院教授） 

  17:30～ レセプション 

         招聘者等との意見交換、日本体育大学による演舞披露等 
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○12 月 4 日（金曜日） 
9:30～  受付 
10:00～ 分科会（各 20分程度の映像等による紹介と質疑 10 分） 
        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」 
                    コーディネーター：三木ひろみ（筑波大学大学院准教授） 
                                    佐 藤  豊（文部科学省教科調査官） 
        ①10:00～10:30 イギリスの学校体育 
                      デービット・カーク（David Kirk） 
                        （英：ベッドフォードシャー大学体育・スポーツ科学部教授）                                       
         ②10:30～11:00 運動部活動の現状 
                         梅村和伸 
                        （財団法人全国高等学校体育連盟専務理事） 
         ③11:00～11:30 オハイオ州の学校スポーツ 
                         ジャッキー・グッドウェイ（Jackie Goodway） 
                        （米：オハイオ州立大学スポーツ・体育・運動科学学群長） 
      ④11:30～12:00 スポーツスクールの取組 
                         アーウィン・シート（Irwin Seet） 
                        （シンガポールスポーツスクールスポーツディレクター） 
         第 2 分科会 つなぐ「学校・地域における青少年スポーツの振興 
                       コーディネーター：岡出美則（筑波大学大学院教授） 
                                         白旗和也（文部科学省教科調査官） 
         ①10:00～10:30 学校とスポーツ･クラブの連携 
                         アンネッテ・ホフマン（Annette Hofman） 
                        （独：ルードヴィッヒブルク教育大学教授） 
         ②10:30～11:00 スポーツ少年団の現状 
                         廣崎正彰 
                        （財団法人日本体育協会青少年スポーツ部長） 
         ③11:00～11:30 クイーンズランドの学校体育(外部指導者との連携) 
                         ルイーズ・マックウェイグ（Louise McCuaig） 
                        （豪：クイーンズランド大学講師） 
         ④11:30～12:00 質疑応答 

 開会式、基調講演、シンポジウム・パネルディスカッション、分科会については 

   同時通訳（日・英）を行います。 
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3.  登壇者プロフィール及び発表概要 
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13:00～ 基調講演「日本の青少年スポーツの未来」 

             講演者 増田明美（大阪芸術大学教授、スポーツジャーナリスト） 

 

            基 調 講 演 
   

        増田明美（ますだ あけみ）    

大阪芸術大学教授、スポーツジャーナリスト 

 
 

１９６４年、千葉県いすみ市生まれ。成田高校在学中、長距離種目で次々

に日本記録を樹立する。１９８４年のロス五輪に出場。９２年に引退するまでの１３年間に日本最

高記録１２回、世界最高記録２回更新という記録を残す。現在はスポーツジャーナリストとして活

躍中。２００７年７月には初の小説「カゼヲキル」（講談社刊）を発表。文部科学省中央教育審議会

委員、厚生労働省健康大使。 
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13:50～ シンポジウム・パネルディスカッション： 

  「各国に見る青少年スポーツ振興システムの現状と課題」 

① 13:50～15:40 シンポジウム 

 
イギリス             

デービッド・カーク教授 

ベッドフォードシャー大学 
体育・スポーツ科学部教授 

スポーツ・フィジカルアクティビティー研究所所長  

 

 

 

ラフバラ大学教授(1999-2005, イギリス)、リーズ･メトロポリタン大学、スポーツ＆教育学科

学部長、副学長補佐 (2006-2009,) を歴任、クウィーンズランド大学、ゲント大学にて客員教

授も務める。 

主な著書：Physical Education Futures (2009, London: Routledge)  

Bailey, R. & Kirk, D. The Routledge Reader in Physical Education (2009 編著, London: Routledge)  

Defining Physical Education: The Social Construction of a School Subject in Postwar Britain 

(1992, London: Falmer) 他体育のカリキュラム、ユース・スポーツについての著作多数。 

ジャーナル編集：『体育･スポーツ教育学 Physical Education and Sport Pedagogy』2004 年から

編集長、『カリキュラム･スタディーズ Journal of Curriculum Studies』1999-2004 年編集長。 

 イギリスの体育教員養成の中心的人物。体育のカリキュラムの学校現場への影響、また社会的な学

校体育の位置づけの変遷などを多角的な研究を行っている。 

 

 

イギリスにおける体育科教育とユース･スポーツの政策的発展 

 

 本テーマに関して、二つのポイントを挙げておきたい。まず、第一に、イギリスにおける体育と若者

に対するスポーツの組織形態について概観したあと、第二に、この複雑な組織形態をひとつの観点から

説明を加える。 

○イギリスにおけるスポーツ政策 

 若者に向けたスポーツ政策である「Playing to win (2008 年, DCMS より発行) 」の検証をまず行う。

次に、この政策を｢実施｣する主要組織と役割について概観し、その上で「Playing to win」 で示され

ている若者に対する体育科教育やユース・スポーツの戦略について論ずる。その際、政府の戦略実施状

況を検証する際の証拠（エヴィデンス）があるのかを論じ、政府委託もしくは政府協力の研究や独立し

た学術研究について検証する。 

○政策的発展に向けた提言 

 これらの政策を超えたところで、家族、社会的な地位、コミュニティーに根ざしたスポーツ･クラブ、

地域施設へのアクセシビリティーが、若者のスポーツへの参加を維持するのに重大な要素であると言え

る。政策や戦略は学術的な研究成果を含む幅広い証拠から考察されるべきであり、効果を問うならば特

定のコミュニティーを狙いにした政策とされるべきである、ということを述べる。 
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ドイツ 

 

アンネッテ･ホフマン教授  

ルードヴィッヒスブルク教育大学教授 

 

 

 

2000-2006 年までドイツ・ミュンスター大学で心理･スポーツ科学研究所にてスポーツ教育とスポーツ歴

史学のミヒャエル・クリューガー教授と共に研究を行う。博士論文のタイトルは『過去のルーツ、未来

への希望』とし、アメリカに持ち込まれたドイツ体操がアメリカナイズされていく過程について研究を

行う。現在「子どもと大人の癌患者のスポーツへの関わり」、「ドイツ移民がアメリカとブラジルのスポ

ーツに与えた影響」といった研究を継続的に行う。国際体育･スポーツ史学会の科学委員会メンバー。 

 

 

 

 

ドイツにおけるユース･スポーツ 

 

諸外国と同様に、医師や体育科教師は、ドイツの若者が身体活動への参加が足りないことに危機感を

抱いている。2003 年と 2008 年にドイツの子どもや若者とスポーツ状況についての報告書が公表されて

いる。その報告書出版の一つの意図は、児童や思春期の生徒達の日常生活において身体やスポーツが重

要な位置を占めていることを示すことであった。 

 本プレゼンテーションでは、各種のスポーツにどれくらいの若者が参加しているか、そしてユース･

スポーツがどのように組織化されているかを示すこととする。若者のスポーツは、ドイツ･オリンピッ

ク･スポーツ協会 (German Olympic Sports Federation/ Deutscher Olympischer Sportbund ‒ DOSB) の

傘下に組織されており、2,100 万人のメンバーのうち、約 650 万人が 7歳から 18歳のメンバーである。

近年まで、これらのクラブがユース世代にスポーツの機会を提供してきた。ところが、少なくとも西ド

イツでは存在していなかった全日制学校 (Ganztagesschule)へと近年移行したことにより、身体活動や

スポーツが学校生活における重要性を増すことになっていった。スポーツクラブや学校とで協力関係を

築いているという事例もあるが、これら一連の学校改革が現在あるユース･スポーツプログラムやその

組織形態に大きな変化を導くことも予想される。 

 分科会のセッションでは、ユース･スポーツの提供者が直面している増大する課題と関連付けて論ず

ることとする。 
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 アメリカ        

 

ジャッキー・グッドウェイ教授 

  オハイオ州立大学 

スポーツ・体育・運動科学学群長 

フィジカルアクティビティー・教育学部 

  

ミシガン州立大学 (1993-1994)で専任講師、ホーストン大学 (1994-1998)を経て 1999 年からオハイオ

州立大学にて教鞭を取る。 

主な著書：Goodway, J. D. (出版予定) ‘What’s skill got to do with it: A developmental approach 

to promoting physical activity in urban youth’, Journal of Physical Education, Recreation, 

and Dance.  

Goodway, J. D., Robinson, L. E., & Crowe, H. (出版予定) ‘Gender differences in fundamental 

motor skill development in preschoolers from two geographical regions who are disadvantaged’, 

Research Quarterly for Exercise and Sport 他、モータースキルの発達や年齢の若い子どもたちの

身体運動の促進等についての著作多数 

 

 

アメリカ合衆国におけるスポーツ界 

 

スポーツはアメリカの文化において重要な位置を占めている。アメリカで育つということは、幼少期ど

こかの時点で必ずスポーツから影響を受けるものである。アメリカ社会でスポーツは重要な役割を果た

してはいるが、スポーツに参加し大会に出場することができる子どもを育成するようなユース･スポー

ツのシステムが中央に存在しないことは、驚くべきこととして特筆できるだろう。 

 アメリカには子どもや若者がユース･スポーツに社会化されていく上で重要な次の四つのスポーツ環

境がある。 

 1) ｢学校｣：体育、学校内競技大会、学校間競技大会への関わり 

 2) ｢都市｣や｢地域社会｣：レクリエーション的な地域スポーツのプログラム、競技的スポーツ･リーグ

もしくは YMCA やレクリエーション･センターでのスポーツ活動 

 3)「民間スポーツクラブ」：商業ベース、レクレーションからトップレベルに至るまでエージェント

に金銭を支払うようなクラブ組織   

 4) ｢単科大学/総合大学｣：主に 18～21 歳対象となるトップレベルでのチーム、スポーツクラブ、レ

クレーションや子どもの地域スポーツ･プログラム 

 

子どもが青少年スポーツにかかわっていく過程は様々であり、スポーツの形態、スポーツにより関わる

年齢の相違、地理的要因、両親の収入額、文化的社会的規範等によって規定される。本プレゼンテーシ

ョンでは、各種目それぞれの青少年スポーツシステムを通して子どもが成長する過程についての事例を

示し、結論を導き出すこととする。 

 

 

 



- 17 -  

オーストラリア             

ルイーズ・マックウェイグ博士 

クウィーンズランド大学 

プログラム・コーディネーター 

健康・体育学部ヒューマン・ムーブメント学科講師 

 

 

2003 年に体育教師のアイデンティティと社会的な関係性について研究を同大学で行い、以降準教授を務

める  

主な著作: Tinning, R., McCuaig, L. & lisahunter. (Eds.) (2006). Teaching Health and Physical 

Education in Australian Schools. Sydney: Pearson Education Australia.; McCuaig, L. & Tinning, 

R. (出版予定) HPE and the moral governance of pleasurable bodies. Sport, Education and Society

他、健康・体育教科を通した教師の経験、教授法等の著作 

 

 

学校におけるオーストラリアのスポーツ推進: その目的、戦略、実践 

 

 オーストラリアの若者に対して、スポーツを振興するための時間、財源、資源などを提供することは、

スポーツ振興に明確な目的を持つ組織の関与が背景となっている。このプレゼンテーションでは、ハン

ター(1994 年)による概念整理に基づき、政府やスポーツを促進するための学校内外のコミュニティー組

織を概観する。さらに、それらの組織のイニシアティブの範囲、影響力そして持続性について評価をす

るため、RE-AIM の枠組みを用いて概観する。 

 結論では、スポーツ振興策を推進するとともに、学校で実践し、また、相反する主義主張をする関係

者の利害の調整をしなくてはならない個人が直面する課題に焦点を当てる。 
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シンガポール             

 

デボラ・タン 

シンガポール・スポーツ・スクール校長 
 

 

 

 

1999 年から 8 年間ラッフルズ女子高等学校にて校長を務めた後、シンガポール・スポーツ・

スクールの校長として国際学士免状取得を可能とする 6 年間の長期に渡る教育パスウェイを構

築している。生物学、体育専門家。 

 

現要職：2012 年パスウェイ・プログラム運営委員会、アジア・ユース・ゲームズ執行部、シンガポール・

ユース・スポーツ・ディベロップメント委員会   

 

 

 

シンガポールにおけるユース･スポーツ発展の現状 

 

 シンガポールはスポーツ発展の途上にある。シンガポール ユース･スポーツ･ディベロップメント委

員会(SYSD) がコミュニティーディベロップメント･ユース･スポーツ省と教育省により2008年 9月に設

立され、若者のスポーツが発展するための主要組織と関係者のネットワークが確立された。国のユース･

スポーツ･ディベロップメント計画を実施するため多角的、包括的アプローチが探られている。スポー

ツにおける卓越性（エクセレンス）に繋がる人材育成のフレームワーク内に長期競技者育成システムを

創設することを委員会は求めた。 

 そして、トップスポーツの全体的なレベルを高めるために、政策、プログラム、組織形態、プロセス

が議論され、若者のスポーツへの参加、地域社会、公立学校、スポーツ制度内において実行されている。

このような政策的投資は、活気に満ち、自立したスポーツ文化がシンガポールで育成されることを目指

している。 
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② 16:00～17:00 パネルディスカッション 

コーディネーター 

 

高橋健夫教授 

 

日本体育大学大学院研究科長 

前筑波大学副学長（筑波大学名誉教授） 

 

 

 

社会的活動：中央教育審議会分科会委員、学習指導要領作成協力者、日本スポーツ教育学会会長、日本学

校体育研究連合会副会長他 

 

中央教育審議会健やかな体を育む教育に関する専門部会委員、学習指導要領改訂協力者として、学識経験

者の立場から、本改訂の中心的役割を果たしてきた。 

 

21 世紀は「生涯スポーツの世紀」である。スポーツは、健康のため、社交のため、そして豊かな生活実現

のためにも、人類にとって不可欠な文化になった。この時代に、青少年の豊かなスポーツライフを実現す

ることは、国を越えた人類的課題である。 

 今回のシンポジウムでは、各国で活躍する一流の研究者と実践者を迎え、それぞれの国が青少年の豊か

なスポーツライフの実現に向けて「学校の体育授業」、「学校のスポーツクラブ」、そして「地域のスポ

ーツクラブ」に関わって、どのような理念を掲げ、どのような実践を行っているのか、また、それぞれの

活動をどのように関連づけて展開しているのか、これらの点について報告いただくことになっている。 

 わが国の青少年スポーツは、学校体育をベースにして発展してきた。現行の学習指導要領は、体育科の

究極的目標として「生涯スポーツの実現」を位置づけ、その実現に向けて体育カリキュラムと学習指導法

の改善に取り組んできた。また、学校の運動部活動は、戦後一貫してその教育的意義が承認され、「体育

授業の発展学習の場」として位置づけられてきた。同時に、学校での運動部活動を拠点にして、国際的・

国内的な競技大会で活躍する多くのすぐれたアスリートが育成されてきたのも事実である。くわえて、近

年、文部科学省は「スポーツ振興基本計画」(2000)を策定したが、この政策に基づいて、各都道府県で「総

合型地域スポーツクラブ」が次第に成長しつつある。ヨーロッパ型のスポーツクラブをわが国に定着させ

ようとする試みである。ここにおいても、青少年のスポーツライフを実現するための活動の場が発展しつ

つある。 

 このように、わが国では「学校の体育授業」、「学校での運動部活動」、そして「地域のスポーツクラ

ブ」という３つの活動の場を関連づけ、連携を保ちながら、全体として青少年のスポーツ活動をいかに充

実・発展させていくのか、その方策が問われている。また、青少年の「楽しみ志向のスポーツ活動」と「チ

ャンピオンシップ志向のスポーツ」を、それぞれどのように発展させ、また関連づけていけばよいのかが

問われている。 

 このシンポジウムを通して、各国の青少年スポーツ振興策を理解するとともに、わが国の発展に向けて

論議が深まることを期待している。 
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4. 第 1 分科会発表概要 
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２日目 プログラム 

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」 

 

                  コーディネーター：三木ひろみ（筑波大学大学院准教授） 

                                 佐 藤  豊（文部科学省教科調査官） 

 

① 10:00～10:30 イギリスの学校体育 

  デービット・カーク（David Kirk） 

    英：ベッドフォードシャー大学体育・スポーツ科学部教授 

② 10:30～11:00 運動部活動の現状 

  梅村和伸 

 日:財団法人全国高等学校体育連盟専務理事 

③ 11:00～11:30 オハイオ州の学校スポーツ 

   ジャッキー・グッドウェイ（Jackie Goodway） 

        米：オハイオ州立大学スポーツ・体育・運動科学学群長 

④ 11:30～12:00 スポーツスクールの取組 

  アーウェイ・シート（Irwin Seet） 

    シンガポールスポーツスクールスポーツディレクター 
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10:00～10:30 イギリスの学校体育 

デービッド・カーク教授 

ベッドフォードシャー大学 

体育・スポーツ科学部教授 

スポーツ・フィジカルアクティビティー研究所所長  

 

 

 

学校におけるスポーツ教育 (Sport Education) にはまず、ユース･スポーツ･トラスト(Youth Sport 

Trust)、スポーツ･イングランド (Sport England)、スポーツ・リーダーズ UK (Sports Leaders UK)に

より実施されている Step into Sport というプログラムがある。青少年のボランティア、リーダーシ

ップを持つ場面に関わることの量、質、多様性を増加させることを目的としている。ボランティアとリ

ーダーシップを養うための方策として、本プログラムは 3つの段階を踏むように設定している。まず、

若者が‘Step On’ (乗り入れる)する。これは Sport England を介して、次のステップを踏むための道

筋をつくる（パスウェイ）までの通常 14 歳くらいまでのプログラムである。次に、14 歳になったとき

に’Step In’ (入っていく) する。ここでは、学校でのボランティアの機会を得て、スポーツのイベ

ントや企画を組織したり、運営する。そして’Step Out’ (飛び出て行く)。16 歳以上で学校のフィー

ルドから、スポーツ･クラブでボランティアを行うコミュニティーをベースとして活動を行う。 

 本プレゼンテーションでは、コーチ、役員、イベント･ボランティア、チーム･マネージャー、スポー

ツ組織のスタッフとして経験を積み、生涯をかけてボランティアに関わることができる道筋が示されや

研修や資格が様々な用意されているといったことを加味した上で、これらの段階について説明する。そ

して初めの段階である Step In とスポーツ教育に戻り、デーリー･シーデントップにより開発されたカ

リキュラムのモデルについて詳細に述べる。その際、イギリスの小学校で過去 10 年間長期に行ってき

た調査から、教師がいかに自身の学校の状況に合うようにスポーツ教育 を受け入れ応用してきたか、

そして、生徒が自信をもち、理解が高まり、自主的に熱心に参加するようになってくると、いかに教育

的利益につながってくるかを示したいと思う。 

 

 
 
 
 
 



- 25 -  

10:30～11:00 運動部活動の現状 

 

梅村和伸 

 

財団法人全国高等学校体育連盟専務理事  

 

 

  昭和 23 年(1948 年)に「全国高等学校体育連盟」が発足し、平成 13 年(2001 年)に財団法人全国高

等学校体育連盟（以下、「本連盟」という）となった。 

   本連盟は全国の高校生が各学校で日々実践している運動部活動の成果の発表の場であると同時に、

全国の高校生アスリートにとって夢と憧れの大会である全国高等学校総合体育大会（以下、「インタ

ーハイ」という）を開催している。そして、インターハイを目指す過程を通して高校生の健全育成、

競技力の育成、生涯スポーツの基礎作り等を行っている。 

 

 

 

＜発表の概要＞ 

1. 全国の高等学校生徒にとって日常の運動部活動の成果を発表する最大・最高のスポーツ祭典（夏季

大会は 29 競技種目、冬季大会は 4 競技種目）であり、全国の高校生にとってオリンピック的存在

であるインターハイが毎年開催されている。 

インターハイに出場するためには都道府県の代表とならなければ出場できないことから、高校生ア

スリートにとって出場すること自体が極めて名誉なこととなっている。 

 

2. インターハイは日本を代表するトップアスリートとなるための登竜門的存在であり、多くのオリン

ピック・メダリストを輩出している。 

 

3. 日常の部活動やインターハイ出場に向けた過程では単に勝敗を目指すのではなく、人間性を磨くこ

とに重点が置かれている。 

  従って、インターハイにおいても、高校生の主体的・自主的、そして組織的な活動（「一人一役活

動」という）が大切にされ、そのことがインターハイを支える大きなファクターとなっている。ま

た、そのことに大きな教育的意義を見出している。 

 

4. 日常の運動部活動が充実し、そのことに連動してインターハイがより望ましい大会になるよう、指

導者が指導法等を研究し、その成果を発表する研究大会が毎年開催され、その研究大会に全国から

多くの運動部活動指導者が参画している。 
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11:00～11:30  「オハイオ州の学校スポーツ」 

 

 

ジャッキー・グッドウェイ 

 

オハイオ州立大学 

スポーツ・体育・運動科学学群長 

フィジカルアクティビティー・教育学部 

 

 

 

 

 

低学年時に学校における青少年スポーツの育成： 

コロニアル･ヒルズ小学校の経験より 

 

スポーツに若者が参加をすることの利益については多くのことが言われている。しかし、アメリカ合衆

国内において中央の青少年のスポーツ･システムは存在せず、むしろスポーツに関わるための様々な経

路（パスウェイ）が存在する。青少年のスポーツを進める上で過少利用されているのは、小学校の学校

体育のプログラムである。本プレゼンテーションでは、ある小学校の体育科のプログラムが子どもたち

のスポーツ参加に大きく影響したことについて概観する。コロニアル･ヒルズ小学校 (Colonial Hills 

Elementary School)の体育教師ジョン・ブレーン(John Blaine) 先生と児童がスキル、知識、若者がス

ポーツに参加することについていかに系統的に指導したかについて論ずる。 

 本プログラムは、子どもが幼稚園時の 5歳のときから 6年生(12 歳)になるまでスポーツを勧めるにあ

たり、発展的スポーツ教育のモデルを有効活用している。事例として、1) 学校でどのようにスポーツ

が推進され支援されているか、2) 通常の体育科のプログラムを超えたスポーツには、どのようなもの

が子どもが関われるか、そしてそのスポーツがどのように体育と繋がってくるのか、 

3)学校でスポーツに秀でる子どもが積極的な意味でのロールモデルとして活用されているか、4)どのよ

うに小学校のプログラムが中学校、高等学校と繋がっているのか、そして 5) いかに学校が地域のスポ

ーツ･プログラムや民間のスポーツ･クラブと連結しているか、といった点を挙げたいと思う。この系統

的なアプローチにより、コロニアル・ヒルズ小学校の子どもたちは、他に例のない機会に巡り合うと共

に、青少年のスポーツに参加することの愉しさや価値を経験するためのツールを得ることができるよう

工夫されている。  
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11:30～12:00 スポーツスクールの取組 

 

アーウィン・シート  

シンガポール・スポーツ・スクール スポーツディレクター 

 

 

 

 2004 年に設立されたスポーツ・スクールのスポーツディレクターとして、過去 5年間に 3人の世界チ

ャンピオンを輩出し、またアジア大会、コモンウェルス大会等の国際大会レベルのアスリートを育てて

いる。スポーツ心理学博士としてエリート・アスリートのパフォーマンスを引き出すのみならず、ラグ

ビーのコーチとしても活躍。2001 年には南アフリカでの World Minis に出場。 

 

スポーツ･シンガポール委員会 (CoSS) が 2000 年 9月に立ち上げられ、シンガポールにおけるスポーツ

のさらなる発展について見直しがされ、戦略が立てられた。その見直では「勉強に対するプレッシャー

が、スポーツの道で秀でたい生徒の足枷になっている。往々にして、スポーツの才能を有する生徒は、

勉強に専念するためスポーツでの夢を捨てなくてはならない。」という調査結果が報告された。そして

CoSS の指標 20において、｢スポーツに優れた才能を持つ選ばれた生徒に、スポーツとアカデミックの両

方において優秀な成績を収めるためのスポーツ･スクールを設立しなくてはならない｣としている。 

 シンガポール･スポーツ･スクールは、地域青少年スポーツ振興省のもとに 2004 年に設立され、「若い

競技者がスポーツと勉学を両立させ、人間形成がなされる望ましい環境を提供する」という使命を掲げ

た。単に、生徒が厳しい練習や大会日程をこなすことができるモジュール化されたカリキュラムを組む

だけでなく、スポーツ･スクールでは卓越性を求められるよう個々の道筋を立てている。スポーツ･スク

ールでは、大会競技会場でも教室内でも一番になることができるような設えをし、勝つことだけでなく、

各生徒の最大の可能性を引き出すことを重視している。スクールが設立され5年しか経過していないが、

これまでスポーツにおけるトップレベルを高めてきたことのみならず、スポーツの若い才能がスポーツ

と学業で大望を叶えることに夢を与え続けている。 
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5. 第 2 分科会発表概要 
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第 2 分科会 つなぐ「学校・地域における青少年スポーツの振興」 

 

                  コーディネーター：岡出美則（筑波大学大学院教授） 

                                    白旗和也（文部科学省教科調査官） 

 

① 10:00～10:30 学校とスポーツクラブの連携 

アンネッテ・ホフマン（Annette Hofmann） 

    独：ルードヴィッヒスブルク教育大学教授 

 

② 10:30～11:00 スポーツ少年団の現状 

   廣崎正彰 

日: 財団法人日本体育協会青少年スポーツ部長 

 

③ 11:00～11:30 クイーンズランドの学校体育 

   ルイーズ・マックウェイグ（Louise McCuaig） 

豪：クイーンズランド大学講師 

 

④ 11:30～12:00 質疑応答 
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10:00～10:30   学校とスポーツクラブの連携 

  

アンネッテ・ホフマン 

 

ルードヴィッヒスブルク教育大学教授  

 

   
 

 

多くの国と違う点として、ドイツの青少年のスポーツは、「スポーツヴェレイネ (Sportvereine)」と

呼ばれる、子どもや大人が午後や夕方の早い時間に参加することのできるクラブが組織化されている。 

全日制の学校の数が増えてきたことから、午後にレジャーの時間を導入する学校も増えてきており、ス

ポーツもその時間内に組み込まれている。ドイツのスポーツの連盟や州政府(Bundesländer) は学校や

スポーツ･クラブにとって新しい機会や可能性を生み出すそのようなプログラムを援助している。学校

では資格のないコーチや教師がいてもスポーツの時間を提供することができ、スポーツ･クラブにとっ

ても学校でクラブのメンバーを獲得し、才能を持つ子どもを発掘することもできる。 

 ここでは南ドイツのバーデン・ヴュルテンベルク(Baden Württemberg) 州を事例とし、過去 20 年間

に渡る学校とスポーツ･クラブとの連携の歴史、連携の発展について説明をする。ここでの連携は、シ

ュバーベン体操協会 (Schwäbische Turnerbund/ Swabian Gymnastic Federation)が開発した連携の理

念に基づいている。この理念が、学校、地域、スポーツ･クラブを含むため、いかに有益な連携関係を

推進することができるかを述べる。これらの事例に加え、ハンドボールや体操の例も用いる。 
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10:30～11:00 スポーツ少年団の現状  

 

廣崎正彰 

財団法人日本体育協会青少年スポーツ部長 

  

 

近年、健康ブームなどによって、国民のスポーツに対する関心は高まっています。

財団法人日本体育協会は、国民に「みんなでスポーツを！」の標語を掲げて広く呼びかけるとともに、

スポーツ環境の醸成と楽しく安全なスポーツ活動の実践をサポートしていく組織です。 

また、わが国における国民スポーツの統一組織として、子どもたちから高齢者まで、生涯スポーツ社会

の実現に向けた事業を推進する特定公益増進法人の団体でもあります。 

 

  発表の概要 

 

日本スポーツ少年団は、1962 年に日本体育協会の創立 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歓びを」そして、「スポーツを通して、青少年のから

だとこころを育てる組織を地域社会の中に」というものでした。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、創設されました。 

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行い、活動拠点は学校内ではなく、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、発育発達段階を考慮し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、

社会活動、文化活動など幅広く捉えています。こころもからだも大きな成長変化を遂げる時期には、こ

のような多様なプログラムが必要です。そして、このような活動は、異年齢集団の特長を生かしながら、

みんなで役割を分担し合い、自主・自立的に行うことが重要と考えています。 

 

主な活動  

1. 指導者養成 

2. リーダー養成 

3. 国内交流活動 

4. 国際交流活動 

5. 広報普及活動 
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11:00～11:30 クイーンズランドの学校体育 

 

ルイーズ・マックウェイグ 

 

クウィーンズランド大学 

プログラム・コーディネーター 

健康・体育学部ヒューマン・ムーブメント学科講師 

 

  

 

 

教育政策の実施にあたってのスポーツ振興策： 

システム外の関係者の重要性 

 

近年の教育政策分野では、スポーツの政策イニシアティブを実施において、学校教育現場における実

践におけるシステム外の関係者との連携についての研究が近年進んでいる (Coburn, 2005)。そのよう

な研究分野の文献を参考にし、オーストラリアの若者の運動実践を活発化させるため、学校とスポーツ･

コミュニティー組織との協力関係を形成するための戦略を実施するシステム外の関係者の重要な役割

について紹介したい。 

「 Smart Moves」と呼ばれるクイーンズランド州の教育政策をうけ、クイーンズランド大学のヒューマ

ン･ムーブメント学科 (UQHMS)の研究者に対して、クイーンズランドのオーストラリアン・フットボー

ル･リーグ (AFLQ) が学校に向けた新しい関係を構築するための支援を要請された。 

クイーンズランド大学の支援は、新しいカリキュラム作成と教材開発をすることを主眼であったが、

この取り組みを通して、AFLQ のスポーツ振興担当官 (SDO) たちの役割がこの協力関係を成功させるた

めに重要な鍵を握っていることが次第にわかってきた。AFLQ の SDO たちが新しい教材や専門性を高める

とともに、学校もしくは教員に研修の準備に役立つためにヒューマン･ムーブメント学科が開発した方

策について概観する。本研究はこれらの活動を通してスポーツ振興担当官 (SDO)らと共に行ったもので

あるが、学校現場でスポーツを推進する際にシステム外の関係者について、そして彼らが直面する課題

についても言及する。 
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6. 諸外国の現状 
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諸外国の現状について 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課教科調査官 

国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 佐藤 豊 
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諸外国の現状について 

 

 諸外国の教育課程は、アメリカ、ドイツ、オーストラリアなどの州によって、体育の授業の取扱い

が異なる場合と、イギリスのように公教育を中心とした全国共通カリキュラムを示すものの体育の取

扱いや授業時数などは各学校に委ねる場合、シンガポールや日本、アジア諸国のように国の教育課程

の基準が明確となっている場合など様々である。また、多くの国が習得主義を採用しており、進級や

進学が決定する傾向がある。諸外国の体育の学習内容の共通性は、集団的活動やスポーツを重視しつ

つ、社会性や人格形成、健康などに資するための体育という性格を明確にしていく傾向が見られる。 

 青少年スポーツの振興については、学校体育を中心としたアメリカ及びアジア諸国で多く見られる

インスクール型とドイツ、オーストラリア、イギリス等の地域スポーツクラブとの連携を図るアウト

オブスクール型といった特徴がある。アメリカで見られる体育促進法のように優れた実践に政府が補

助金を出す制度や、ドイツで見られるスポーツクラブ、国や州政府、民間企業が一体となった振興方

策、イギリス政府機関連携による体育・学校スポーツ・クラブリンク(PESSCL)の取り組み、オースト

ラリアのオージースポーツ、シンガポールのスポーツ・スクールの取り組みなど各国独自の取り組み

がみられる。 

 

(1) アメリカ合衆国 

アメリカの初等中等教育は、州の下に設けられている初等中等教育を専門的に担う学区(スクール・

ディストリクト)と呼ばれる行政単位に権限の多くが委譲されている。そのため、日本の学習指導要領

に当たる全国的な教育課程の基準はなく、州教育委員会が教育課程の基準を作成している。1990 年代

から、学力低下に対応した教育改革が求められるようになり、州の「教育スタンダード」の策定が進

められ、その影響力が強まった。1994 年には、「2000 年の目標:アメリカ教育法」が制定され、体育で

は、1995 年に NASPE (全米スポーツ・体育協会)による体育のナショナル・スタンダードが作成・発表

されているが、法的拘束力は持たない。コネチカット州やオハイオ州では、保健と体育は別教科とし

て扱われている。また、アメリカでは、日本の運動部活動と同様、学校体育が盛んであるが、オハイ

オ州では、中学校教師が勤務後に他の高等学校のコーチとして指導したり、地域の指導者が小学校の

昼休みの遊びを支援したりするなどの例も見られ、州によって、授業以外の学校体育の人件費に州の

予算が別途配当されているケースも見られる。 

NASPE は、課外活動における運動・スポーツ指導体制の確立を目的として、「質の高い指導者・質の

高いスポーツ：運動・スポーツ指導者のナショナル・スタンダード」(1995)を発表している。 

 アメリカ合衆国では、保健福祉省が、「ヘルシーピープル 2010」を展開している。青少年の身体活

動では、例えば、(1)全生徒に毎日の体育授業を必修とする全国の公立及び私立の割合を 2000 年中学

校 17%→目標値 25%、高校 2%→5%などの目標を挙げている。また、学校体育の充実については、体育

促進法(2000)により、小学校週に最低 150 分の体育授業の提供、体育教師の継続的な教育が補助の要

件として、幼稚園や小中学校の体育の授業を改善するプログラムに補助金が支給されている。 

 

 

○アメリカ 近年の動向(オバマ政権の教育政策) 

初等中等教育においては，各学校のアカウンタビリティを重視する従来の方針が維持されるものと見られている。た

だし，NCLB 法によるテスト準備に偏った指導や恒常的に成果を上げることができない学校（要改善校）に対する教職員

入れ替え等の懲罰的な措置には反対する立場を示している。 

高等教育においては，2009 年 2 月の連邦議会演説で「西暦 2020 年までに，米国をもう一度，世界で最も高等教育卒

業者の比率が高い国にする」ことが宣言され，7 月にはその具体化に向けて「アメリカ高等教育卒業者増大構想」が打

ち出された。同構想では短期高等教育機関卒業者を 500 万人増やすことを目指し，教育プログラム等の改善のために 10

年間で総額 120 億ドル(約 1.2 兆円）を支出するとしている。 
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(2) ドイツ 

 ドイツの初等中等教育制度は、三分岐型学校制度と、後期中等教育(日本の高等学校)の段階で、多

種多様な職業教育が行われていることが特徴である。三分岐型学校制度は、前期中等教育(日本だと中

学校)の段階から、ハウプトシューレ、実技学校、ギムナジウムの３種の学校に分化する。また、州に

よっては、総合制学校も作られている。ハウプトシューレは５年制、実技学校は通常６年制である。

ギムナジウムは、「第 13学年(18 歳)修了時に大学入学資格(アビトゥァ試験により合否が決定)を与え

る学校」と定義され、通常 9年制となっている。進級の可否は、各州が法令で要件を定めており、数%

の留年者が存在する。すべての州に共通の教育課程の基準は定められておらず、各州の文部省が学校

種ごとに教育課程の基準を定めている。スポーツ科は、音楽、美術とともに必修あるいは、選択必修

教科とするものとされているが、週３単位時間の授業時数を配当している州は減少傾向にあると言わ

れる。 

1990 年代以降の学習指導要領には、脱スポーツ種目主義的な傾向が見られ、これまでのスポーツ種

目の実践重視の内容から、健康や環境、協調等の学習領域を設定したうえでスポーツ種目が扱われる

ようになってきている。保健に当たる教科はなく、健康をテーマとして取り上げることが可能である。  

 青少年スポーツの振興は、日本の運動部活動に当たるものがなく、地域スポーツクラブが受け皿と

なっている。スポーツクラブは、ドイツ民法第 21 条(1896 制定)に非営利社団に属する団体として法

的に規定され、税制優遇措置を受け振興が図られている。 

ドイツのトリム運動(1970)は、ドイツスポーツ連盟(DSB)、ドイツオリンピック協会(DOG)などの民

間スポーツ団体の戦略的、計画的な取り組みとそれを財政的に支援する連邦政府、州政府、地方自治

体等の協力による「第２の道(Zwlter Weg)」(1959) 及び、スポーツ施設の整備に関する「ゴールデン・

プラン(Goledner Plan)」(1960)等による成果と言われる。 

1970 年代後半から、ドイツスポーツ連盟(DSB)は、個人に対する呼びかけから、家族やコミュニテ

ィのグループ参加を強調するプログラムに転換を図り、「ニューゲーム」の開発及び「スポーツフェス

ティバル」が各地で開催されるようになった。 

1993 年から、スポーツバッジテストが定期的に受けられるよう「スポーツバッジテストの集い」を

導入しており、学童バッジテスト、青少年スポーツバッジテスト、成人バッジテストなどを通して、

一定の基準をクリアーすることで、金、銀、銅のバッジが授与される仕組みがある。近年では、「スポ

ーツはドイツを良くする」キャンペーンがあり、スポーツを通じた環境保全等の社会貢献を推進して

いる。 

 

 

○ドイツ 近年の動向 

 連邦制度改革の影響：2005 年 11 月のキリスト教民主・社会同盟（CDU・CSU）と社会民主党（SPD）との連立政権の誕

生を機に，これまで懸案となっていた連邦制度改革が，2006 年 8 月，連邦の憲法に相当するドイツ基本法の改正により

実現することとなった。これに伴い，教育分野では，初等中等教育に関する権限を従来どおり州が保持することに加え，

高等教育の一般原則の設定，高等教育機関の拡張・新設といった，これまで連邦が保持してきた高等教育に関する権限

も州に移譲された。以降，各州はそれぞれの学校法及び高等教育法の改正を行うなど，新体制の構築に向けて準備を進

めている。 
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(3) イギリス 

 イギリスは、イングランド、ウエールズ、スコットランド及び北アイルランドの 4つの地域からな

る連合王国であり、それぞれ特色ある教育制度がある。イングランドの初等中等教育は、５歳から 18

歳までの１３年間で、初等学校 6年間と中等学校 7年間に分けられるが、中等教育の義務教育段階は、

16 歳までの５年間と高等教育期間を目指す２年間(シックスフォーム)に区分される。シックスフォー

ムへの進学は、通常、中等教育修了後一般資格(ＧＣＳＥ)試験において一定の成績を収めることが求

められる。 

 イギリスの教育課程の基準は、1944 年教育法では、実質的には各学校が定めることとされてきたが、

1988 年教育改革法により、公立学校に対して必修 10 教科による「全国共通カリキュラム」を導入し、

その内容は、教育大臣が定めることとされた。この際、体育は、必修科目から選択科目に変更された

ことで、青少年のスポーツ活動が深刻な状況に直面したと言われる。卒業時に課程修了者に対する修

了証を出す制度がなく、外部試験への合格が求められる。中等教育修了の一般資格(ＧＣＳＥ)におけ

る試験により義務教育段階の評価が決定し、大学への進学希望者は、18歳にＧＣＥ・Ａレベルを受験

する。 

1995 年のナショナル・カリキュラム改定では、内容の削減と評価の簡素化が図られた。さらに、2000

年のナショナル・カリキュラムの改定により、算数、理科、英語を中核教科とした内容削減が求めら

れた。体育の教育課程は、指導すべき領域として、ステージごとに必修と選択の扱いは異なるが、ダ

ンス、体操、球技、陸上運動、水泳、野外冒険活動が示されており、これらを通した学習の中核要素

として、①技術の獲得と上達、②技術の選択と応用、戦術と構成に関するアイデア、③パフォーマン

スの評価及び改善、④体力と健康についての知識と理解が示されている。また、体育科の授業を通し

て、「精神的、道徳的、社会的、文化的発達」が助長されることが強調されている。保健は、教科横断

的内容として位置づけられる。 

 スポーツに関する政府機関に、スポーツカウンシルがあるが、管轄は、1990 年に環境省から教育科

学省、国民文化遺産省、文化・メディア・スポーツ省と 4つの省と変化した。1988 年の教育改革法に

よって、体育の授業が深刻な状況となったことにより、学校体育を主軸としたスポーツ政策が望まれ

たこと、次に国営宝くじが国民文化遺産省管轄となったこと、1997 年のブレア政権下では、国民文化

遺産省が文化・メディア・スポーツ省と名称変更されたことによるものである。 

 スポーツ施設についても、同様に、1988 年の「強制競争入札制度(CCT)」の導入によりコスト削減

が進んだが、2000 年にサービスのコストと品質の両面に配慮した「ベストバリュー」が施行された。 

 2002 年に、「体育・学校スポーツ・クラブリンク(PESSCL)」は、子どものスポーツ機会を増やすこ

とを目的に、文化・メディア・スポーツ省と教育技能省が協同と取り組むプロジェクトである。地域

のスポーツクラブと学校体育の連携を通じて、クラブや競技団体に登録する子どもを増やすなどのプ

ログラムを展開している。2006 年までに 75%、2008 年までに 85％の子どもたち(5-16 歳)に、週に最

低 2時間の体育や学校スポーツの機会を与えることを目指すとされた。 

 2012 年ロンドン･オリンピック･パラリンピック大会開催が決定した 2005 年以降政府は、スポーツ

政策として大会のレガシーを長期的戦略の中で捉えた。より多くの子どもや青少年の体育やスポーツ

への参加が高まることを政策目標とし、2008 年に PESSCL が「青少年の体育･スポーツ戦略 (PE & Sport 

Strategy for Young People, PESSYP)」へと発展し 2011 年までに 85％の子どもが週に 5 時間以上体

育と学校スポーツの機会を得られるよう目標が高められている。 

○イギリス 近年の動向 

イギリスでは，英国病と呼ばれる経済の停滞や社会の活力低下に対処するため，1970 年代半ば以降産業に役立つ人

材の養成や国際的にみた学力水準の維持向上が強調されるようになった。このため，サッチャー政権下の 1988 年に

は，教育水準の向上を目標に，教育の全般的な改革を目指す教育改革法が成立し，教育改革が進められた。ブレア労

働党政府（1997～2007 年）は，教育を最優先課題とし，保守党政権の施策の多くを継承しつつ，21 世紀知識経済に

おける国際競争をリードするために国民の教育水準の一層の向上を目指した。2007 年 6 月にブレア内閣を引き継いだ

ブラウン内閣は，ブレア首相の教育重視の政策を引き継いでいる。同内閣は，課題への取組を一層明確にするとして，

従来の教育技能省を子ども学校家族省（DCSF）及び研究大学技能省（DIUS）に再編した。DIUS はさらに，2009 年ビ

ジネス革新技能省（BIS）となった。 
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(3) オーストラリア 

オーストラリアは、州によって教育システムが異なるが、初等教育の 6年間と中等教育の 4年間が

義務教育段階であり、大学進学者は後期中等教育を 2年間修了後 HSC 共通テスト(卒業認定及び大学入

試) 

によって大学へ進学する。体育は、人格形成、保健・体育といった複合型の教科構成となっていて、

クイーンズランド州では、学習としての４つのキーコンセプト(モーターラーニング、エクササイズ、

ソーシャルスキル、オーメンション（肥満に関すること）の融合を目指した能力育成という考え方が

あり、運動種目はそのための手段として様々な種目が選択可能である。1998、2004 の州改訂後 2010

の改訂準備をしている。州のスタンダードに法的拘束力はなく、各学校で独自の教育課程を編成して

いる。 

また、多様な地域スポーツクラブが充実しており、学校卒業後のスポーツ参加の基盤となっている。 

青少年スポーツ振興プログラムに、「オージースポーツ（Aussie Sports）」があり、1986 年のスター

ト以来、多くの学校で教科カリキュラムもしくは、教科外活動として採用された。 

 さらに、オーストラリア健康、体育、レクリエーション評議会(ACHPER)は、1998 年からアクティブ・

オーストラリア・スクール・ネットワークを運営しており、小中学校へのスポーツ・身体活動プログ

ラムに関する情報、資料提供などを行っている。 

  2004 年に政府は、子どもの健康的な食生活と定期的な身体活動を推進する施策を発表し、文部省の

「アクティブ・アフタースクール・コミュニティ」では、放課後の小学生を対象に、競技団体やスポ

ーツクラブなどの協力のもと、質の高い青年省プログラムを提供し、運動やスポーツをしていない子

どものスポーツクラブ等への加入を促進する施策を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○オーストラリア 近年の動向 

 初等中等教育については，各州が権限を有し，独自の教育政策を展開しているが，1980 年代から国全体の教育水準の

向上を図る気運が高まり，1989 年に各州教育大臣の合意により全豪初の全国目標「ホバート宣言」が採択され，連邦政

府から全国的なカリキュラムの指針が示されるなど，共通化の方向に向かって改革が進められている。1999 年には，ホ

バート宣言を引き継ぎ，21 世紀に向けた新たな全国目標として「アデレード宣言」が各州教育大臣により採択され，基

礎学力の向上，公徳心の育成，教育機会の均等，先住民族への配慮等が学校教育の中心課題として示された。 
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(5)  シンガポール 

 シンガポールの教育水準は、世界のトップレベルにあると言われる。学校教育の特徴として、早期

からの教育コースの振り分けが挙げられる。６年間の初等学校（6歳から 12 歳）において６年間の初

等教育を受けるが、４年生修了時には、ストーミング（振り分け）試験が行われ、初等学校 5．6年生

のオリエンテーション段階では、レベル別に配属される。６年生修了段階では、初等学校認定試験（Ｐ

ＳＬＥ）が科せられており、上位 10％以内の生徒が進む「特別コース」の他、「至急コース」、「通常

コース」に入学する。中等教育学校において、４年間又は５年間の中等教育を受ける。その後、コー

スに応じて、４学年修了時（16歳）にＧＣＥ「Ｎ」レベル等の試験によって、進路に応じた後期中等

教育へ進学する。ジュニアカレッジ、プレユニバーシティ進学者は、ＧＣＥ「Ａ」レベルの成績に応

じて大学に進学する。すなわち、大学進学までに４回の修了試験があり、レベル別の学校システムが

特徴的である。 

 体育に関しては、体育と保健とに区分され開設されており、初等学校１年生から４年生が週３回（30

分）とそれ以降が週２回である。 

 体育の目標は、身体活動を通じて児童生徒の身体的、知的、社会的、感情的側面を発達させること

とされている。また、体育の目標、内容は、２学年毎に示されていて、運動技能の達成水準を示して

いる。 

 2000 年時点で、ゲーム概念（球技）教育を重視しており、ネット型、ゴール型、打球型の３領域に

区分し、社会生活における集団的コミュニケーション技能と健康体力の維持増進を目的とする特徴が

見られている。 

 

 

参考文献等:  

・諸外国の初等中等教育(教育調査 128 集) 文部科学省；2001 

・体育のカリキュラムの改善に関する研究―諸外国の動向― 国立教育政策研究所；2003 

・諸外国におけるスポーツ振興施策についての調査研究 笹川スポーツ財団；2004 

・諸外国の教育課程(2);  国立教育政策研究所 2007.3 

・オーストラリア、クイーンズランド大学現地調査 2008.12 

・アメリカ、オハイオ州立大学現地調査 2009.9 

 

 
 
 

○シンガポール 近年の動向 

教育省は，1997 年，「考える力」や「学ぶ力」の育成を重視した教育改革方針を発表し，以下のような改革を進めて

いる。 

①子どもの考える力を養うため，初等学校及び中等学校の学習内容を削減した（全体の授業時間は変わらない）。 

②2002 年，大学進学への準備教育を行うジュニア・カレッジの教育課程における教科学習の授業時間数を減らし，教

科外活動の時間を増やす一方で，才能ある生徒に大学等における高度な教育を提供するなど，多様化を進める方針

が示された。 

③幅広い内容を学び，興味ある分野に時間をかけることができるように，また芸術やスポーツ，理科・数学などの才

能に秀でた生徒が能力を伸ばせるように，2004 年に学校制度の弾力化が図られ，前期中等教育と後期中等教育の 6

年からなる中等教育一貫校やスペシャル・スクールが創設された。 

④従来，初等学校のオリエンテーション段階では，第 4学年修了時の成績を基に生徒を 3つのレベル（EM1，EM2，EM3）

に振り分けていたが，2004 年に EM1 と 2 を統合した。さらに，2008 年からは EM3 を廃止し，学力に応じた教育を

教科別に提供する習熟度別学級（Subject-based Banding）を導入した。 
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アメリカ 学校体系と教育課程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 体 育 ＞ 
項目         国 名            アメリカ合衆国（コネチカット州） 
１ 対応する教科の名称 体育（Physical Education） 

＊アメリカの体育は全国統一基準のナショナル・スタンダードを基本とするが、

実際は州毎に異なるので、以下、コネチカット州の場合も例示する。 
２ 教育課程上の位置づけ 
 
(1) 配置されている学年 
(2) 各学年の授業時数 
(3) 必修、選択の区別 
(4) その他 

コネチカット州 
(1) K（幼稚園）～12年生（幼稚園から高校卒業まで）。 
(2) 幼稚園（K）～小学校低・中学年：週2～3時間（必修、１単位時間は30分） 

小学校高学年：週2～3時間（必修、１単位時間は30～40分） 
中学校：週3時間（必修、１単位時間は45～50分） 
高校：週1～2時間（必修、1単位時間は50分） 

(3) K（幼稚園）～12年生まで必修。 
(4) 1995年に公表されたナショナル・スタンダードを参考に、コネチカット州で 

は1998年に州体育スタンダード（州の体育カリキュラム）が示された。 
保健（Health and Safety Education）は、教科の目標、内容も体育と異なり 
別教科。 

３ 目標、内容等の示し方 
 
(1) 目標、内容等の示し方 
（目標、内容、方法、評価の

どこまでを示しているか） 
(2) 目標、内容が学年別に示さ 

れているか。 
(3) その他内容等の示し方の 

特色 

(1) 国の基準であるナショナル・スタンダードは目標、内容、方法、評価を具体的 
かつ詳細に示している。体育目標は「身体的に教育された生徒の育成」で下位 
目標５つ及び具体的目標20項目からなる。 
州体育スタンダードでは、目標、内容、方法が示されている。教科目標は「身 

体活動を通しての健康的なライフスタイルの獲得」であり、４つの下位目標を

もつ。 
(2) ナショナル・スタンダードではK、2、４、6、８、10、12年生毎に示されて

いる。 
州体育スタンダードでは、目標はK～４（小学校段階）、5～8（中学校段階）、

9～12（高校段階）のまとまりで示され、内容はK～2、3～4，5～6、7～8，
9～10、11～12学年の2学年毎に示されている。 

(3) ナショナル・スタンダードでは、 K、2、４、6、８、10、12年生毎の内容に

対応して、評価例や評価基準の詳細が示されている。 
４ 内容構成 
 
(1) 内容の区分 
 （領域、分野等） 
(2) 内容及び内容の配列の特 

色 

(1)＊ナショナル・スタンダード 
1)運動技能の向上を目的とした技能的内容、2)運動の原理の理解と応用を目的と 
した認識的内容、3)生涯にわたる活動的なライフスタイルの獲得を目的とした

生涯スポーツ志向の内容、4)健康を高める体力の獲得を目的とした健康関連体 
力に関する内容、5)社会性の育成を目的とした社会的行動に関する内容、6)身体 
活動の場で、民族・性・身体的障害を超えて共に学習する意味を学ぶことを目 
的とした多文化・多様性の学習に関する内容、7)身体活動の意味や意義を理解 
することを目的とした実存的内容の７区分。 
＊州体育スタンダード（コネチカット州） 

1) 技能的内容、2)認識的内容、3)健康関連体力に関する内容、4)社会的行動に 
関する内容、５)多文化・多様性の学習に関する内容、6)実存的内容の6区分。 

(2) ナショナル・スタンダード、州体育スタンダードとも、上記区分に応じて、発 
達段階毎に内容の例示がある。 

５ その他、我が国と比較した

特色 
(1)体育カリキュラムの目標―内容―方法―評価の一貫性が重視され、特に、評価 

に力点が置かれている。 

(2)運動やスポーツの学習を通して、健康関連体力や社会性の育成を図ったり、あ 

るいは運動やスポーツそのものの楽しさを直接味わわせたりするなどの工夫 

がみられ、学習者の心と体にわたる全面的な発達を保障しようとしている。 

(3)体育授業では、技能の定着が強く意図され、技能の習熟や獲得を容易にする具 

体的で学習場面に応じた内容が示されている。 
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アメリカ教育体系表 

アメリカ合衆国の学校系統図

学 年
年 齢

25
19

大学院24
専門大学（学部） 高18

23
等17

22
教16

総合大学21
文理大学 育15

20
（リベラルアーツ・カレッジ）14

短期大学19
13

18
12

17
上級ハイスクール 併 上11

設 級 年制ハイスクール16 4
ハ ・10
イ 下 初15
ス 級9
ク 等14

－8 下級ハイスクール
義 ル 中13

ミドルスクール7
務 等12

6
教 教11

5
育 育10

4
小 学 校9

3
8

2
7

1
6

就
幼 稚 園 学

前
保 育 学 校 教

育

（義務教育年限は州によって異なる。また，学校制度も州あるいは学区によって異なるため，図では，
代表的な制度として，５－３－４制，６－３－３制，８－４制，６－６制のみを示した）
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イギリス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 体 育 ＞

項 目 国 名 イギリス（イングランド及びウェールズ）

１ 対応する教科の名称 体育（ ）physical education
２ 教育課程上の位置づけ ○初等学校（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ｽｸｰﾙ 、ﾌｧｰｽﾄｽｸｰﾙ､ﾐﾄﾞﾙｽｸｰﾙ）

( ) 配置されている学年1
( ) 各学年の授業時数2
( ) 必修､選択の区別3
( ) その他4

○総合制中等学校、ﾓﾀﾞﾝ･ｽｸｰﾙ、ｸﾞﾗﾏｰ･ｽｸｰﾙ、ﾐﾄﾞﾙｽｸｰﾙ､ｱｯﾊﾟｰｽｸｰﾙ

( )カリキュラムについて国家基準をもたなかったが 年に法的拘4 1988
束力を持つナショナル・カリキュラムが制定された。

３ 目標､内容等の示し方 (1)全ての校種を通じて、①到達目標と②領域の内容（学習プログラ
ム）が示されている。到達目標のレベルが 段階に区分され、キー8

( ) 目標､内容等の示し方 ・ステージ（以下 と略）ごとに一定の幅に到達することが求め1 KS
(目標､内容､方法､評価等の られ、 終了時に、子どもの成績を3段階で評定し保護者に通知KS3

どこまで示している することが法令で定められている。
か) (2) 、 、 、 ごとに①到達目標と②領域の内容（学習プKS1 KS2 KS3 KS4

( ) 目標､内容が学年別等に ログラム）が示されている。2
示されているか ( )全ての校種は、学習プログラムの身体運動を通じて以下の つの3 4

( ) その他内容等の示し方 中核要素を学ぶと示されている。3
の特色 １．スキルの獲得と上達

２．スキルの選択と応用、戦術と構成に関するアイディア
３．パフォ－マンスの評価および改善
４．フィットネスと健康についての知識と理解

４ 内容構成 ( ) ごとの領域の区分〔( )は指導すべき領域数、○は必修の領域〕1 KS
( ) 内容の区分1

１( ) ２( ) ３( ) ４( )KS 3 KS 5 KS 4 KS 2
(領域､分野等)

○ダンス ○ダンス ○球技 陸上運動
( ) 内容及び内容の配列の ○球技 ○球技 陸上運動 ダンス2

特色 ○体操 ○体操 ダンス 球技2
(水泳) 陸上運動 体操3 1

野外冒険活動 野外冒険活動＊ 体操水泳は加え 2
水泳 水泳て行うこと 野外冒険活動

水泳も可

５ その他、我が国と比較し ① ごとの目標に準拠した評価がカリキュラム改善と説明責任の点KS
た特色 から重視される。

②中等教育資格終了一般試験と大学入学資格試験に体育の科目が置か
れている。

③保健は体育とは別に、教科を横断する内容として、また人格、社会
性と保健教育の内容としてナショナル・カリキュラムに位置づけら
れている。

(1) 1(5歳) 2(6歳) 3(7歳) 4(8歳) 5(9歳) 6(10歳)

キー・ステージ1 キー・ステージ2

(2) 週あたり2時間(120分)を政府は推奨している。

(3) 必修 必修 必修 必修 必修 必修

(1) 7（11歳) 8(12歳) 9(13歳) 10(14歳) 11(15歳)

キー・ステージ3 キー・ステージ4

(2) 週あたり2時間(120分)を政府は推奨している。

(3) 必修 必修 必修 必修+選択 必修+選択
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イギリス教育体系表 
イギリスの学校系統図

学 年 歳

23 大

18 学

22 院 高

17

21 等

16

20 高等教育 大 学 教

15 カレッジ

19 継続教育 育

14 カレッジ

18

シックス13

フォーム シックスフォーム17

12 ｶﾚｯｼﾞ

16 中

11 モ グ ア (ﾊﾟﾌﾞ

15 ダ ラ スッ ﾘｯｸ 等

10 ン マ クパ ｽｸｰ

14 ス ﾙ) 教－ － －

９ 義 ク 総合制中等学校 ス ル

13 ク 育－

８ ル ミ－

12 ル ド

７ 務 ル

11 ス

６ ク ﾌﾟﾚ

10 ﾊﾟﾗ

－

５ 教 ル ﾄﾘ- 初

９ 下級部（学校） ｽｸ-

４ ﾙ 等

８ フ

３ 育 スァ ﾌﾟﾚ 教

７ 初等学校 ク ﾌﾟﾚ

－

２ ス ﾊﾟﾗ 育－

６ 幼児部（学校） ルト ﾄﾘ-

１ ｽｸ-ﾙ

５

就

４ 保育学級（学校） 学

前

３ 教

育

２

公立・公営学校 独立(私立)学校  
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ドイツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 体 育 ＞

ドイツ（ノルトライン・ヴェストファーレン州）

１ 対応する教科の名称 スポーツ( )Sport
２ 教育課程上の位置づけ ( ) １年生～１３年生1
( ) 配置されている学年 ( ) ～ 年生：週 時間（必修、 時間づつ 回。 単位時間1 2 1 4 3 1 3 1
( ) 配当授業時数 は 分）2 45
( ) 履修の方法(必修、選択) ～ 年生：週 時間（必修、 年間で 時間配当。3 5 10 2-4 6 17-19
( ) その他 単位時間は 分）4 1 45

～ 年生：週 時間（必修。 単位時間は 分）11 13 3 1 45
( )「スポーツ」は、 年生において、教育委員会の3 11-13

承認のもと大学入学資格試験科目として、上記必修の

時間に加え、さらに週 時間開講できる。また、選3 3
択教科としてさらに、週 時間開講できる。5

３ 目標、内容等の示し方 ( )幅広いスポーツ活動を通しての発達保証と広義のスポ1
( ) 示し方 ーツに幅広く関わることのできる能力保障を求めている。1
( ) 学年別に示されているか ( )目標は、学校段階別に示されている。 年～ 年生2 2 5 10
( ) その他 のみ、 学年単位でも目標が記述されている。3 2

( ) ①知覚能力を向上させ、運動経験を豊かにする ②3
身体で表現し、運動を創り出す ③責任をもって冒険

をする ④達成を経験し、評価する ⑤共同し、競技

し、気持ちを通じ合わせる ⑥健康を促進し、健康意

識を向上させる という つの教育学的な視点を強調6
した目標を提示している。

４ 内容構成等 ( )①身体を知覚する ②遊びを工夫し、遊び空間を活用1
( ) 内容の区分(領域、分野) する ③走・投・跳躍 ④水中での運動 ⑤器具での1
( ) 内容及び配列編成の特色 運動 ⑥創作し、踊り、再現する ⑦ルールの範囲内2
( ) その他の特色 及びルールを活用してプレイする ⑧滑ったり、乗り3

物に乗って走ったり、回転したりする ⑨レスリング

と格技 ⑩体育理論 という の領域が設定されて10
いる。

( )時間配分に関しては、最低限保証すべき時間数と学校2
裁量に任される時間数が区別されている。

５ その他我が国と比較した ( )教師の主導性発揮を強調している。1
特色 ( )目標の達成に向けた評価と指導の一体化を求めている。2

( )内容構成では、種目の枠を越えた領域が、全学校段階で設3
定されている。

( )教科内で健康をテーマとして取り上げることは可能に4
なっている。
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ドイツ教育体系表 

ドイツの学校系統図

学 年

年 齢

24 コジ夜

18 レウ間 高

23 ムギ

－

17 ク ム 等

22 等 ナ

16 高 教

21 等 大 学

15 専 専 育

20 門 門

14 学 学

19 校 校

専13 職

門18 業

12 職業専門 上 門上 ｼﾞｷﾞ

17 職 業 学 校 構 学級 ｳ ﾑ

11 学校 学 校専 ﾑ ﾅ ギ 中

16 校

10 （職業基礎教育年） ム 等

15

9 実 ナ 教

14 総

8 ハ ウ プ ト シ ュ ー レ 科 ジ 合 育

13 義 制

7 学 ウ 学

12 校

6 務 校 ム

11 （観察指導段階）

5

10 教

4 初

9

3 育 等

8 基 礎 学 校

2 教

7

1 育

6

就

5 学

幼 稚 園 前

4 教

育

3  
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オーストラリア 

＜ 体 育 ＞

オーストラリア(クイーンズランド州）

１ 対応する教科の名称 保健・体育

２ 教育課程上の位置づけ ( )幼稚園から 学年まで1 12
( ) 配置されている学年 ( ) 年生から 年生まで必修。1 2 1 10
( ) 配当授業時数 年生から 年生の 年間に 時間2 1 3 3 240
( ) 履修の方法(必修、選択) 年生から 年生の間に 時間3 4 7 240
( ) その他 年生から 年生の間に 時間。4 8 10 180

年生から 年生では選択。11 12
( )選択した場合は、 年間のカリキュラムで 時間以上。3 2 220
( ) によって、全て4 Queensland State Schools' Smart Moves policy
の初等学校で 日最低 分、中等学校では最低週に 時間は、1 30 2
運動を行わなければならない。この時間は、１年生から 年生12

。 、のスポーツに割り当てられているものとは異なる スポーツは

特別活動あるいは共通カリキュラム活動である。

３ 目標、内容等の示し方 ( )生徒に教えるべき内容が示され、全学校共通のカリキュラム1
( ) 示し方 として位置づけられている。1
( ) 学年別に示されているか ( )内容は、１－ 年、４－５年、６－７年、８―９年の４つに2 2 3
( ) その他 区切られて示されている。カリキュラム、アセスメント、報告3

の際には同一のスタンダードが適用される。これは、達成すべ

きスタンダードであり （基礎的学習内容）にEssential Learnings
つながる。 点満点の尺度を用い、証拠となるデータを集めて5
生徒の学習成果を実証する。 という査定可能な要素や学習AED
成果を記述する表記があり、これによって教師は、生徒の達成

度を判定することができる。

４ 内容構成等

( ) 内容の区分(領域、分野)1
( ) 内容及び配列編成の特色2
( ) その他の特色3
５ その他我が国と比較した オーストラリアの の特色は、体育のカリキュラムの中で、HPE

特色 健康、身体活動、成長を統合している点、１１、１２学年の総

合体育が入学試験の得点に含まれ、その評価は学校が行ってい

ることである。学校の規模によって、体育専科の教員が専任と

して勤務している小学校もあるが、専任の体育教師を置かない

小学校も多く、体育専科の教師が複数の小学校を掛け持ちして

教えている。
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オーストラリア教育体系表 

オーストラリアの学校系統図

学年 年齢
26 高

20 大
25

19 学
24 等

18 院
23

17
22 教

16
21 技術・継続

15
20 教育機関 育

14 大 学
19

13
18

12 技術・
17 分離型中等学校 中等学校（後期） 継続

11 教育機関 中
16

10 等
15

9 教
14 中 等 学 校 （前 期）

8 義 育
13

7
12

6 務
11

5 初
10

4 教 初 等 学 校 等
9

3 教
8

2 育 育
7

1
6

準備級，幼稚園等 就
5 学

前
4 プレスクール 教

育
3  
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シンガポール 
＜ 体 育 ＞ 

 項 目   シンガポール 

１ 対応する教科の名称 体育(Physical Education) 

＜初等学校＞(1単位時間は３０分) 
(1)  1年  2年   3年  4年  5年  6年 

(2) 3時間/週 3時間/週 3時間/週 3時間/週 2時間/週 2時間/週 

 

(3)  必修  必修  必修  必修  必修  必修 

 

＜中等教育学校＞(4年間又は5年間，1単位時間は３０分) 

(1)  1年   2年  3年  4年  5年 

(2) 2時間/週 2時間/週 2時間/週 2時間/週 2時間/週 

 

(3)  必修  必修  必修  必修  必修 

  

２ 教育課程上の位置づけ 

 

(1) 配置されている学年 

(2) 各学年の授業時数 

(3) 必修、選択の区別 

(4) その他 

 (4)教育省は学習指導要領(シラバス)を作成している 

３ 目標、内容等の示し方 

 

(1) 目標、内容等の示し方 

（目標、内容、方法、評価

のどこまでを示している

か） 

(2) 目標、内容が学年別に

示されているか。 

(3) その他内容等の示し方

の特色 

 

(1) 初等学校及び中等教育学校ともに、目標及び内容を詳細に示している。 

例えば、ゲームの教育内容については、初等学校は14種目、中等教育学校は15種目ご

とに、ゲームの意図、概念、技能、選手の役割、攻守の戦略等を示している。また、評

価チェックリストの例や自己評価表の例を示している。 

(2) 目標を2学年ごとに示している。 
(3) 体育の内容の他教科への関係性を示している。 
  例えば、陸上競技の測定は「数学」と、野外教育のコンパスの使用や天候の理解は「

地理」と関係をもつことなどが示されている。 

(1) 
＜初等学校＞                            ＜中等教育学校＞ 

 1年  2年  3年   4年  5年  6年  各学年  
基本運動 

教育体操 

基本運動 

教育体操 

基本運動 

教育体操 

ﾘｽﾞﾑ運動 

球技 

 

陸上 

水泳 

 

教育体操 

ダンス 

球技 

体力つくり 

陸上 

水泳 

 

教育体操 

ダンス 

球技 

体力つくり 

陸上 

水泳 

 

教育体操 

ダンス 

球技 

体力つくり 

陸上 

水泳 

教育体操 

球技 

陸上 

ダンス 

体力つくり 

水泳 

 

４ 内容構成 

 

(1) 内容の区分 

  （領域、分野等） 

(2) 内容及び内容の配列の

特色 

(2) 子どもの発達段階を踏まえ、内容が組まれている。 

５ その他、我が国と比較

した特色 

(1) 男女別のクラス編成は、中等教育学校から実施している。 

(2) 保健(Health Education)は体育とは別教科である。 
(3) 生涯スポーツ教育につなげるものとしてゲーム教育（球技系）に力点をおいている。 
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シンガポール教育体系表 

シンガポールの学校系統図
学年 年齢

26
20

大学院25
高19

24
等18

23
教17

22

育16
21

大 学15
20

14
19

13
高級中学18

ジュニア・ ポリテ 技術12 (Central-
ス 中 カレッジ クニク 学校 中17 ised In-
ペ 等 ）11 stitute
シ 教 等16
ャ 育10
ル 一 教15
・ 貫9
ス 校 中 等 学 校 育14
ク8
｜13
ル7

12
6

（オリエンテーション段階）11
義 初5

初 等 学 校10
務 等4

9
教 教3

（基 礎 段 階）8
育 育2

7
1

6
就

学5
幼稚園・保健センター 前

教4
育

3
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7.  日本の基本データ 
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日本 

幼
稚
部

小学校

高等学校

小
学
部

中
学
部

高
等
部

高
等
専
門
学
校

(

後
期
課
程
）(

前
期
課
程
）

中

等

教

育

学

校

定
時
制
課
程

専修学校

高等課程

専
修
学
校
一
般
課
程

各
種
学
校

中学校

短期大学

通
信
制
課
程

大学院

大学

通
信
制
課
程

専修学校

専門課程

24

22

21

20

19

23

18

17

16

15

12

14

13

11

10

9

8

7

6

特

別

支

援

学

校

通
信
制
課
程

幼稚園
5

4

3

（※ 専攻科）年齢

日本の学校系統

（保育園）
 

 

高等学校卒業者の進路状況の推移

160

176

109

33.9%

24.5%

16.1%

23.6%

16.2%

29.9%

22.2%

52.8%

46.2%

16.9%

63.4%

19.0%

41.9%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

201816141210864263615957555351494745434139373533312927S25

万人

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

（参考）高校卒業者数（全日制・定時制）

高校卒業者の大学短大進学率

就職率

高校卒業者のうち

専修学校・各種学校等への進学率

（出典）文部科学省「学校基本調査」

※ 「大学短大進学率」は、昭和58年度以前は通信制への進学を除いており、厳密には昭和59年度以降と連続しない。
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・小学校・中学校の「体育」・「保健体育」の授業時数は、年間１０５時間（週あたり３時間）となった。（小学校高学年
を除く）

・高等学校の「体育」の単位数は、年間２～３単位（週あたり２～３時間）

学校体育の授業数等

学校

平成元年 平成10年（高校は平成11年） 平成20年（高校は平成21年）

総授業数
体育

保健体育
総授業数

体育

保健体育
総授業数

体育

保健体育

小学校 ５，７８５ ６２７ ５，３６７ ５４０ ５，６４５ ５９７

中学校 ３，１５０ ３１５～３５０ ２，９４０ ２７０ ３，０４５ ３１５

高等学校

※総単位数
８０

体育７～９

保健２
７４

体育７～８

保健２
７４

体育７～８

保健２

学年

小学校
体育 １・２学年 ３・４学年 ５・６学年

年間授業時数 １０５（１年は１０２） １０５ ９０

中学校
保健体育 １学年 ２学年 ３学年

総授業時数 １０５ １０５ １０５

〇体育・保健体育の標準授業時数（時間数）

〇標準授業時数（平成20年３月28日改訂）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂のポイント

共通・・・指導内容の体系化と明確化

①小学校・・・体つくり運動の全学年実施（従前は５年生から）

②中学校、高等学校・・・知識及び体力向上の重視
体つくり運動と体育理論の内容の改善及び時間数規定

③球技は、ゴール型、ネット型、ベースボール型（種目例示から）
種目主義から内容主義へ
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11

体育の分野 指導内容の体系化

小学校 中学校 高等学校

１．２年 ３．４年 ５．６年 １．２年 ３年
入学

年次
次の
年次

それ
以降

体つくり運動 体つくり運動 体つくり運動

器械・器具を
使っての運動

遊び
器械運動 器械運動 器械運動 器械運動 器械運動

走・跳の運
動遊び 走・跳の運動 陸上運動 陸上競技 陸上競技 陸上競技

水遊び 浮く・泳ぐ運動 水 泳 水 泳 水 泳 水 泳

表現・リズム
遊び 表現運動 表現運動 ダンス ダンス ダンス

ゲーム ゲーム ボール運動 球 技 球 技 球 技

武 道 武 道 武 道

体育理論 体育理論

保健領域 保健分野 科目保健

様々な動きを身に付
ける時期

多くの運動を体験す
る時期

少なくとも一つのス
ポーツに親しむ時期

系統性

領域の
見直し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校における所属生徒数は減少しているが、所属率はほぼ横ばいで推移している。

〇中学校における運動部所属生徒数の推移 〇高等学校における運動部所属生徒数の推移

運動部活動の状況（運動部所属生徒数の推移）運動部活動の状況（運動部所属生徒数の推移）

〇高等学校における運動部活動の参加率

141 139 141 140 139 139

98 96 97 95 95 95

239 235 238 235 234 234

366 363 360 361 359 360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成16 年度 平成17年度 平成18年度 平成1 9年度 平成20 年度 平成21年度

男子 女子 全生徒数（万
人）

97 97 94 93 93 92

48 47 46 45 45 44

145 144 140 138 138 136

372 361 349 341 337 335

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

男子 女子 全生徒数
（万人）

75.3 74.8 76.4 75.5 75.8 75.5

53.854.053.955.054.354.8

65.3 64.8 66.0 65.0 65.1 64.9

30

40

50

60

70

80

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

（％）

男子

女子

全体

〇中学校における運動部活動の参
加率

51 .5 53 .0 53 .2 54 .1 54.7 54.5

25 .9 26 .6 26.6 26 .6 26 .8 26 .5

38.9 40 .0 40.1 40.6 40.9 40.7

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

平成16 年度 平成17年度 平成18年度 平成1 9年度 平成2 0年度 平成21 年度

（ ％）

男子

女子

全体

中 学 校：（財）日本中体連調べ（全国中学校体育大会種目のみを合計）
高等学校：（財）全国高体連及び（財）日本高野連調べ（インターハイ種目及び硬式野球・軟式野球を合計）  
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各国によ ってス ポーツを 所管している 機関は様々 であるが、 概ね、学校 体育については教 育関係の機 関が、生涯 ス
ポーツ、 競技ス ポーツについてはそれ以 外の機関が 所管している。

各国の スポーツ行 政組 織

文 部科学 省調 べ（平成20年 12月） ※ イギ リスの み笹 川ス ポーツ 財団調 査から 抜粋（平成 １７ 年３ 月）

スポーツ関係 機関

学 校体育 生涯ス ポーツ 競技ス ポーツ

日本 文 部科学省

イギリス 教育技能 省 文化・メディア ・ス ポーツ 省スポーツ局

ドイツ
各州 の教育省

又は 文部省等

各州の内 務省

又は文部 省等

連邦 内務省（スポーツ
局）

ア メリカ 各州 の教育省

無

※ 各郡の公園 管理部局や教
育 委員会等で ス ポーツ教室

等 を実施。

無

オーストラリ ア 各州 の教育省 通信・情報・技術・芸術省（芸 術・ス ポーツ局 ）

シンガポール 教育省

学校体育施設の設置については、公立学校（小中）は「安全・安心な学校づくり交付金」で支援。私立学校（小中高）
に対しては私立学校施設整備費補助金で支援。

学校体育施設の設置状況学校体育施設の設置状況

１２校

（３５．３％）

２校

（１５．４％）

１０校

（４７．６％）

中等教育学校

９，４２６校

（５８．４％）

９８８校

（４６．１％）

８，４３８校

（６０．１％）

計高等学校中学校

８０２校

（５７．６％）

１８４校

（２５．０％）
私立学校

４，４５８校

（８４．０％）

４，９５６校

（４５．７％）
計

３，６５６校

（９３．４％）

４，７７２校

（４７．２％）
公立学校

〇学校水泳プールの設置状況

〇武道場設置校数

学校体育施設の設置状況調査（平成２０年５月）

１９，５５３校

（８７．３％）

６７校

（３２．５％）

１９，４８６校

（８７．８％）

小学校

９校

（２６．５％）

２校

（１５．４％）

７校

（３３．３％）

中等教育学校

２９，８０９校

（７７．３％）

５０３校

（２１．４％）

２９，３０６校

（８０．９％）

計高等学校中学校

３４８校

（２５．０％）

８６校

（１１．７％）
私立学校

２，８６５校

（５４．０％）

７，３８２校

（６８．１％）
計

２，５１７校

（６４．３％）

７，２９６校

（７２．２％）
公立学校

公立小学校数：22,197校 公立中学校数：10,104校 公立高等学校数：3,914校 公立中等教育学校数：21校

私立小学校数：206校 私立中学校数：735校 私立高等学校数：1,393校 私立中等教育学校数：13校

２０  
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○スポーツ少年団は昭和３７年に財団法人日本体育協会が創設。
○平成１８年度の登録状況 ・・・ 団数：36,286団 団員数：929,960名。

スポーツ少年団

（資料）スポーツ少年団育成事業報告書、学校基本調査報告書

○登録推移

○種目別構成

団数
１位 多 種目 ２位 剣道 ３位 野球 ４位 サッカー ５位 バレー その他

16,647 3,835 2,507 2,229 1,722 8,823

団員数
１位 多 種目 ２位 剣道 ３位 野球 ４位 サッカー ５位 バレー その他

536,287人 119,933人 72,418人 71,339人 52,737人 261,002人

団数
１位 野球 ２位 サッカー ３位 多 種目 ４位 バレー ５位 剣道 その他

7,263 4,779 4,778 3,717 3,335 12,414

団員数
１位 野球 ２位 サッカー ３位 多 種目 ４位 バスケ ５位 バレー その他

174,980人 167,112人 164,106人 75,567人 64,739人 283,456人

昭和50年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

団数 35,763 35,033 35,469 35,603 35,974 36,286
団員数（人） 1,113,716 934,196 933,192 933,644 937,166 929,960
結成率（％） 5.72 6.21 6.31 6.40 6.49 6.51

（昭和５０年度）

（平成１８年度）

※結成率とは、小学校から高等学校に在学する全児童生徒に占めるスポーツ少年団員数（便宜的に集計）。
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昭和５７年 昭和６０年 昭和６３年 平成３年 平成６年 平成９年 平成１２年 平成１６年 平成１８年 平成２１年

全体

男性

女性

内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」（平成２１年９月）に基づく文部科学省推計

成人の週１回以上スポーツ実施率の推移

○スポーツ振興基本計画
「できる限り早期に、成人の週１回以上のスポーツ実施率が２人に１人（約５０パーセントになることを目指す。」

○成人のスポーツ実施率（週１回以上）は緩やかであるが上昇傾向にある
※平成１６年 ３８．５％ → 平成１８年 ４４．４％ → 平成２１年 ４５．３％

（％）
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青少年スポーツ活動国際シンポジウム協力者（平成２１年９月１日現在） 

高橋 健夫 日本体育大学大学院   
岡出 美則 筑波大学大学院 
三木ひろみ 筑波大学大学院 
和久 貴洋 国立スポーツ科学センター 
吉永 武史 早稲田大学 
山本真由美 東京オリンピック･パラリンピック招致委員会 
 
 

 

会場図 
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8. 12 月３日(１日目)議事録 
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12 月 3 日（木）1日目 

 

三木) 大変長らくお待たせいたしました。

ただいまより、青少年スポーツ活動国際シ

ンポジウムを開催いたします。私は本日司

会を務めさせていただきます筑波大学から

参りました、三木ひろみと申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。それでは、

まずは開会にあたり、主催者を代表いたし

まして、文部科学省スポーツ青少年局、布

村幸彦局長よりごあいさつ申し上げます。

布村局長、よろしくお願いいたします。 

 

開会挨拶 

文部科学省スポーツ・青年局長 布村幸彦 

皆さんこんにちは。この青少年スポーツ

活動国際シンポジウムの開催にあたりまし

て、ひとことごあいさつを申し上げたいと

思います。今ご紹介いただきました、文部

科学省でスポーツ青少年局長をしておりま

す、布村と申します。２日間有意義な大会

になりますよう、ご協力よろしくお願い申

し上げます。また、本日は、ご多忙のとこ

ろ、海外をはじめ、世界各地からご参加を

いただきましたことを厚く御礼申し上げた

いと思います。 

また、本日は、パネリストとして、イギ

リス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、

シンガポールの各国より、５名のスポーツ

青少年育成の有識者の方々にお集まりいた

だいております。皆さま方におかれまして

は、ご多忙のところ、遠方よりお越しいた

だきましたことを重ねて御礼を申し上げた

いと思います。 

スポーツはご案内のとおり、人々の心身

の健全な発達を促し、人生をより豊かで充

実したものにするとともに、明るく、活力

に満ちた社会を形成する上でも大変意義深

いものでございます。日本におきまして、

青少年スポーツの振興は、中学校、高等学

校における活発な運動部活動や、スポーツ

少年団などの、地域のスポーツクラブによ

って支えられて参りました。先般改定いた

しました、中学校、高等学校学習指導要領

におきましては、部活動が学校教育活動と

してこれまで果たしてきた意義や役割を踏

まえて、教育課程に関連する事項として、

部活動の意義と留意点などに付きまして、

新たに学習指導要領に記載をするというこ

とにいたしました。これによりまして、部

活動のさらなる活性化が期待されていると

ころでございます。また、地域におけるス

ポーツ活動の拠点となる総合型地域スポー

ツクラブの全ての市町村に設置することを

国として目標として掲げまして取り組んで

いるところでございます。そのような生涯

スポーツ、あるいはスポーツ基盤の整備を

進める中で、本日のシンポジウムは青少年

世代のスポーツの振興をテーマとして、諸

外国での取り組みの事例や国内外の関係者

とのご議論を通じまして、日本のスポーツ

振興の方向性を探るために、文部科学省と

して初めて開催してみようと取り組んだと

ころでございます。 

本日は、最初に大阪芸術大学教授、また、

スポーツジャーナリストとしてご活躍であ

り、かつ、中央教育審議会の委員も務めて

いただいております、増田明美先生から日

本の青少年スポーツの未来について、基調

講演をいただいたのち、各国よりご来日い

ただいた有識者の先生方によるご説明ある

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

また、明日は、ふたつの分科会に分かれ

まして、テーマごとに発表、討論を行って

いただきたいという風に考えております。 

21 世紀は異なる文化や文明との共存、あ

るいは国際協力の必要性が増大する、グロ

ーバル化の時代と言われてございます。ご

参加いただいた皆さま方におかれましては、

この２日間のシンポジウムをとおしまして、

諸外国におけるさまざまな取り組みについ

てご理解をいただくとともに、日本におけ

る、青少年スポーツ振興のありかたにおい

て、議論を深め、関係者が連携をして、取

り組みをいっそう進めていくという契機に

なっていただければ、願いにかなうところ

でございます。 

終わりにあたりまして、本シンポジウム

の開催にあたり、ご支援、ご協力をいただ

きました関係の皆さま方に厚く感謝を申し

上げまして、ごあいさつといたします。本

日、明日の２日間、有意義なシンポジウム

になりますよう、皆さま方どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

シンポジウム趣旨説明 

文部科学省スポーツ・青年局企画・体育課 

教科調査官 佐藤 豊 

三木）続きまして、同じく主催者を代表い

たしまして、文部科学省、スポーツ青少年

局企画体育科佐藤豊教科調査官よりシンポ

ジウムの趣旨説明をさせていただきます。

調査官よろしくお願いいたします。 

 

佐藤）皆様、あらためましてこんにちは。

全国から多くの方がお集まりいただいてお

ります。私どもの局長の挨拶にもありまし

たように、学校関係の先生、大学関係の先

生、それからさまざまなスポーツ団体を支

えてくれる方々等々、日本の青少年スポー

ツの振興に携わる多くの方々にご参加いた

だき、この会が開催できたことをとてもう

れしく思っております。また、このあとの

シンポジウム等を含めた２日間の日程の中

で、様々なお話が聞けることを楽しみにし

ています。 

私からの趣旨説明といたしまして、この

２日間の流れと、若干諸外国の状況につい

て触れさせていただきたいと思います。 

まず、開催にあたりまして、国際高等教

育体育スポーツ学会をはじめ、多くの関係

団体のご後援をいただき開催することがで

きましたが、韓国の、カイ・ソンチェ先生、

台湾のケイ先生ほか、AIESEP の理事の方々

もご参加いただきこの会を開催することが

できました。 

本シンポジウムでは、１日目は基調講演

として、このあと増田明美先生にご講演を

いただいたあと、シンポジウムとパネルデ

ィスカッションでは、イギリスのデービッ

ド・カーク先生、ドイツのアンネッテ・ホ

フマン先生、そして、アメリカのジャッキ

ー・グッドウェイ先生、オーストラリアの

ルイーズ・マックウェイグ先生、シンガポ

ールのデボラ・タン先生にご登壇をいただ

きまして、学校体育、青少年スポーツの振

興に関する各国のナショナル・レベルの施

策に関する話題を中心にお話しいただく予

定でございます。こちらは日本体育大学の

高橋健夫先生にコーディネーターをお願い

しております。 

また、２日目になりますと、第１分科会、

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

村専務理事、そして、日本体育協会の廣崎

青少年スポーツ部長、そして、シンガポー

ルスポーツスクールスポーツディレクター

のアーウィン・シート先生にもご登壇いた

だき、より具体的なローカル・レベルの話

を、映像等を交えてお話をいただくという

流れになっています。この２日間をとおし

まして、諸外国の青少年のスポーツ振興の

動向を探るとともに、日本の学校体育の特

徴をあらためて見つめなおすとともに、世

界に向けて発信していける機会になればと

思っております。 

本シンポジウムに先立ちまして、情報を

共有のための時間をいただければと思いま

す。 

 

 

まず、はじめに日本の今回学習指導要領の

改訂について少し説明をいたします。現在、

2009 年でございますが、新しい学習指導要

領が小学校は 2011 年、そして、中学校が

2012 年から完全実施となります。 

 

体育科、保健体育科の改定のポイントと

しましては、世界の体育のカリキュラム等

が進む方向性と、結果として一致を見る形

になりましたが、体系化と明確化というポ

イントがあります。 

 

 

具体的には、日本の学校体系では、小学

校は 6 年間、中学校３年間、高校３年間で

ございますが、その 12 年間を見通した指導

内容の体系化というのを図っています。特

に、学校種を越えて、４年間、４年間、４

年間というコンセプトの中で、生涯に向け

ての豊かなスポーツの実践を目指すことに

なりました。 

第一段階の運動のきっかけとしましては、

「さまざまの動きを身につける時期」とい

うことで、多様な運動体験をとおして、運

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

第二段階としましては、多くの運動を体験

する時期ということで、今回の改訂では、

武道およびダンスも含めて、全ての領域を

中学校１、２年生では学ぶという形になっ

ています。そして、中学校３年生から高校

への流れの中で「少なくともひとつのスポ

ーツと出会う時期」、いわゆる、マイスポー

ツを見付けるという三段階の学習経験の中

で、卒業後も全ての国民が多様なスポーツ

との接し方を身につけていただきたい、と

いうのが今回の体育の指導内容の体系化の

コンセプトになるわけでございます。 

 

 

また、一方、学校における部活動が教育

活動の一環として学習指導要領に位置づけ

られたということも、大きな変更点の一つ

であると思います。 

 

 

特に、日本の場合は、このあと、廣崎先

生のほうからもお話しいただくように、小

学校段階からスポーツに出会う場として、

スポーツ少年団があり、地域の中でさまざ

まな運動のキッカケがはぐくまれるという

形になります。 

 

 

中学校に行きますと、中学校の運動部活

動の加入率が 65 パーセント、そして高校に

おける運動の部活動の加入率が 40パーセ

ントということで、学校内でスポーツに接

する機会が広がるということも日本の特徴

でもあります、勉強もするけれども、スポ

ーツもする、という環境の中で子供たちが

心と体、勉強と体力の両面がはぐくまれて

いるという特徴があります。 
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もうひとつの日本の特徴としましては、

学校の体育施設の充実が挙げられます。さ

まざまな国々も取り組まれているとは思い

ますが、日本の場合は、その中でもグラウ

ンドや体育館がほぼ全ての学校にそろい、

かつ、学校のプールが全国で 77.3 パーセン

トという設置率、そして武道場に関しまし

ても、約６割の学校に武道場が設置されて

おり、今後もさらに整備を進めているとい

う特徴がございます。 

本日お配りしました、パンフレットの 42

ページをお開き下さい。ここからは、配布

資料の説明を少しさせてください。42 ペー

ジ以降のところは、特に今回、参加の皆様

に諸外国の状況をよりご理解いただいた上

で、日本との比較をしていただきながら、

各国の事情を踏まえ、シンポジストの方々

の話を聞いていただくと、より理解を深め

ていただけるのではないかと思いまして作

成した資料でございます。 

諸外国の教育課程を見てみますと、アメ

リカやドイツ、オーストラリアなどは、州

によって体育の授業の扱いが異なる場合も

ございます。また、イギリスのように公教

育を中心として、全国共通のカリキュラム

を示す体育の扱いがあります。イギリスは

特にオリンピック等の準備で学校体育にも

相当予算措置やさまざまな取り組みがされ

ているということでございますので、この

あと、カーク先生のほうからもその最新事

情が聞けるのではないかと思っております。 

本日、来日していただいている国々では、

青少年スポーツの振興の方策は、学校の中

でスポーツを推進している国と、学校の外

でスポーツを推進している国というのが特

徴としては分けられるわけですけれども、

昨今、例えば、ドイツにおいてもこのあと、

ホフマン先生からもお話があると思います

けども、東西ドイツの合併、そして、全日

制の学校が増えてきたという流れの中で、

学校の中での子供たちのスポーツ体験とい

うのを重視するといいますか、そういった

方向への変化もあるようでございます。さ

まざまな国々で特徴的な青少年スポーツ育

成の取り組みがなされておりますが、例え

ば、オーストラリアですと、オージースポ

ーツというようなもの、そしてシンガポー

ルでは６年前から学校体系が変わってきて、

特徴的に、日本で言うと、特徴ある学校作

りみたいな形だと思いますけれども、一元

的な学校体系の方向から、子どものニーズ

を踏まえた特色のある方向のひとつとして、

スポーツスクールというものが作られ、今、

６年目を迎え、こちらのほうは、勉強とス

ポーツとともにトップを目指す子供たちが

集まり、切磋琢磨をされているというよう

な新たな取り組みもございますので、こち

らのほうの発表もまた楽しみにしたいと思

っております。 

資料のほうは、そうした簡単な背景とと

もに、学校体系ですとか、体育のカリキュ

ラムについても載せてございます。合間の

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

うの話がより先生方にお持ち帰りいただけ

るのかなと思っております。 

このあと、基調講演をいただきます、増

田明美先生は、トップアスリートとして、

私たちに夢と感動を与えてくれているシー

ンというのは皆さまの記憶の中にも鮮明に

残られているのではないかと思いますけれ

ども、現役引退後は中央教育審議会の委員

としまして、学校体育へのご理解とバック

アップをしていただき、今回の充実した学

習指導の改訂を迎えることができました。 

このあと、日本の青少年スポーツの未来

をテーマにお話をいただきます。 

青少年スポーツ活動の国際シンポジウム

の２日間を通しまして、日本の子供たちの

スポーツの振興の充実のために、また皆さ

まにとりましても有意義な時間となります

ことを祈念いたしております。これで、概

要説明を終わらせていただきます。 

 

基調講演『日本の青少年スポーツの未来』 

大阪芸術大学教授、スポーツジャーナリスト 

増田明美 

三木）それでは続きまして、講演に移らせ

ていただきます。受付にてお渡ししました、

配布資料の中に本日の発表資料がございま

すのでご参照ください。講演は先ほど、佐

藤教科調査官からもご紹介がありましたが、

『日本の青少年スポーツの未来』と題しま

して、増田明美先生よりご講演いただきま

す。 

増田明美先生のプロフィールは配布資料

の 10 ページに掲載されているとおりです

けども、1964 年、千葉県夷隅市生まれ、成

田高校在学中、長距離種目で次々に日本記

録を樹立されました。1984 年、ロサンゼル

スオリンピックに出場。92 年に引退するま

での 13 年間に、日本最高記録 12 回、世界

最高記録２回更新という記録を残されてい

ます。現在はスポーツジャーナリストとし

て活躍されており、大阪芸術大学教授でも

あられるということで、2007 年 7 月には初

めての小説である、『カゼヲキル』を発表さ

れています。何度もご紹介されましたよう

に、文部科学省中央教育審議会の委員、そ

れから、厚生労働省健康大使を務めていら

っしゃいます。それでは増田明美先生よろ

しくお願いいたします。 

 

増田）ご紹介頂きありがとうございます。

まずは海外からお越し頂きましたゲストの

皆さまを歓迎したいと思います。そして、

本日お話させて頂けることを嬉しく思いま

す。私は「日本の青少年スポーツの未来」

というテーマでお話をしたいと思います。

ここからは日本語で失礼いたします。あら

ためまして、ご紹介頂きました、増田です。

本日は青少年スポーツ活動国際シンポジウ

ムにおいて、講師としてお招き頂き、本当

にありがとうございます。足下の悪い中、

たくさんお集まり頂き、重ねて感謝申し上

げます。正直言いますと、自分の話はさっ

さと終わりにして、このあとのシンポジウ

ムをゆっくりと聞きたい気持ちです。海外

でのスポーツ事情につきましては、資料で

は読むことはできても、現場の方々から直

接お話を聞くことはなかなかできません。

私自身が、この二日間のシンポジウムを楽

しみにしております。 

私は陸上競技の選手や指導者に接してい

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

育関係の会議で話題になります部活動や総

合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団

の活動などについても、普段から感じてい

ることを話させて頂きたいと思います。国

際シンポジウムにおいて、トップランナー

として、最初に口火を切るというのは責任

重大ですね。日本には駅伝という素晴らし

いスポーツ文化があるのですが、駅伝は１

区がとても大事なのです。スタートでいい

流れを作って、たすきを渡していく。本日

は私が良い流れを作らなければいけないと

いう責任も感じています。決してオーバー

ペースにならないように、ペース配分を考

えていきますので、よろしくお願いします。 

海外の方もいらっしゃいますので、簡単

に自己紹介させて頂きます。幸いなことに、

世界の陸上関係者からは「マラソン、男子

はケニア、女子は日本」と言われています。

おかげさまで私も引退後にテレビ中継など

解説の仕事をさせて頂いています。私自身

は 1984 年のロサンゼルスオリンピックに

出場しましたが、結果を出すことが出来ま

せんでした。しかし、2000 年のシドニーオ

リンピックでは、高橋尚子さん、Q ちゃん

が金メダルを獲得したレースを解説させて

頂きました。強い後輩たちのおかげで国内

外のマラソン、駅伝中継でコメントする機

会を得ています。また大阪芸術大学で教壇

に立ち、スポーツの楽しさ、魅力を伝える

ための講義をしています。たまに学生達と

一緒に走ることもあります。芸術系の学校

ですので、スポーツと聞くだけでアレルギ

ーを起こしそうな、抵抗感を持つような学

生が大勢います。そのような学生に、生涯

スポーツにつながるよう、スポーツの楽し

さを伝えていくにはどうしたらいいか、試

行錯誤しながら授業をしています。そのよ

うな日々を送っておりますのでスポーツに

関しては、することはもちろん、見ること、

支えること、全て大好きです。文化系の活

動でも言えることですが、一生懸命な姿に

触れるのは、理屈抜きでいいものです。元

気をもらえます。嘘もごまかしもまぐれも

ない中で、自分の目標を向けて、地道に練

習を積み重ねていく姿には胸を打たれます。 

さて日本では、スポーツと初めて関わる

のはいつだろうかと考えますと、殆どの人

が小学校の体育の授業になると思います。

稀に幼稚園や保育園時代から専門的に取り

組む子どももいますが。体育の授業という

のは、教育の「育」と書きます。これは「体

を育む」だけではなく、「体で育む」と解釈

しています。汗をかくことの楽しさ、友達

と一緒に触れ合うことの楽しさを経験出来

ます。スポーツを通して感受性も豊かにな

りでしょう。そして何より、我慢すること

を覚えたり、待つことを覚えたり、社会で

必要な多くのことを体感しながら自然と学

んでいけると思います。今後、体育の授業

に武道とダンスが加わります。ダンスのよ

うな表現型スポーツで表現することを体で

学ぶことはたいへん重要だと思います。武

道においては、技術的なことだけではなく、

伝統的な行動の仕方、相手を尊重すること、

礼儀ということも学んでいきます。まさに

「体で育まれる」のです。私が小学生の時

の思い出ですが、体育は正直言ってあまり

好きではありませんでした。体育を教えて

くれた先生のせいにしてはいけないと思う

のですが、今思えば、ルールをきちんと教

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

先生でした。作文はよく褒めてもらいまし

たが、先生からスポーツのコツなどを教わ

った記憶がありません。当時、ポートボー

ルをやっていましたが、先生自身がポート

ボールを出来なかったのです。椅子に座っ

て笛ばかり吹いていたように思います。先

生のせいだけではないのですが、私は走る

ことだけが得意なのです。道具を使うスポ

ーツは何も出来ません。スキーも滑ること

が出来ませんし、水泳では平泳ぎをすると

沈んでしまいます。私自身の経験からも、

小学校の体育の授業で、しっかりと基礎と

基本を教えて頂くことが重要なのだと思い

ます。 

もう一つ、子どもとスポーツの関わりを

考える上で重要なことがあります。そのヒ

ントが女子マラソンの練習場から学べます。

今の選手達は、私が現役で走っていた頃と

比べ走る距離も増えており、酸素の薄い高

地で走っていますので、練習の質も上がっ

ています。なのに、練習時のムードが明る

いのです。監督に話を伺うと「一番大事な

のは、走ることを嫌いにさせないこと」と

言うのです。明るいムードの中で強い練習

をこなしていきます。私の現役時代はピリ

ピリとした空気の中で練習していましたし、

走ることが好きにはなれませんでした。し

かし、今の選手達は走ることは好きなので

す。好きであれば、辛いことも含めて競技

生活を味わうことができます。私が中学生

の時に好きで始めたスポーツは軟式テニス

でした。「エースをねらえ！」の岡ひろみに

憧れて。当時はアニメの影響でテニス部の

入部者がとても多かったのです。上手にな

った順番にコートに入ってラリー練習をし

ていましたが、私は２年生の夏になっても

コートに入ることが出来ませんでした。毎

日、駐車場の後ろの校舎の壁に向かって一

人で練習していました。顧問は２５歳のと

ても元気な女性の先生。私はミッチー先生

と呼んでいました。練習日誌を先生と交換

していましたが、そこに「ミッチー先生、

コートに入れず、壁打ち練習ばっかりやっ

ていたら、テニスが嫌いになっちゃうよ」

と書きました。すると、ミッチー先生は「明

美、今は壁にテニスを教えてもらえ」と書

いてくれたのです。振り返ってみるといい

先生に教わることが出来たと思っています。

あの一言がなかったら、「やってられない。

あの子はコートに入ったのに、先生はえこ

ひいきしている」と卑屈になっていたこと

でしょう。しかし、その一言のおかげで、

壁に表情が見えるようになりました。壁が

「もっともっとこっちへ。そう、もう少し

肩の力を抜いて打つといいよ」なんて。私

が相当素直な子供だったこともあるのです

が、良くない時こそ、どんな言葉をかける

かが大事だと思います。スポーツを好きで

あり続けるために、指導者の果たす役割は

とても重要です。 

日本の青少年にとって、スポーツは体育

から始まり、その後、学校教育の中では部

活動があります。オリンピック経験者に話

を聞きますと「部活動によって、体も心も

鍛えられた」という方が多いのです。部活

動は学校教育の中で行われるので、競技力

の向上だけでなく、人間教育を大切にして

います。私も中学時代の軟式テニス部、高

校時代の陸上部と、礼儀について厳しく指

導されました。これは、とてもいい時間だ

ったと思っています。ただ、部活動におけ
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る問題は、先生方の情熱に頼り過ぎている

ということです。平日は放課後まで練習、

週末も試合や練習で、部活動に積極的に関

わる先生方は休みがありません。家族サー

ビスも全然出来ないのです。そこで、残業

などの手当て面はどうなっているか現場の

先生方にお話を伺いました。条件的なこと

を気にしている先生方は少ないと思うので

すが、部活動を土曜や日曜に４時間以上教

えることで受け取る報酬は７００円。８時

間で１５００円だそうです。子供たちの育

成の上で、スポーツはとても大事なことで

す。いくら先生方の情熱に頼るといっても、

もう少し環境を改善すべきだと思っていま

す。 

他にも部活動については課題があるよう

です。1990 年代の後半から、少子化が進ん

できているということと、先生方の高齢化

が進んできていることです。一つの学校で

チームが組めない場合に、複数の学校で合

同運動部を作っています。また一つの学校

の中で複数の種目に取り組む総合運動部で

対応している例もあります。これからは部

活動を工夫するだけでなく、いかに地域と

連携するかという課題が見えてきます。地

域の中では総合型地域スポーツクラブ、ス

ポーツ少年団などがありますが、学校から

地域へ部活動を移行するという考え方もあ

ります。先生方の高齢化も進み、部活動の

指導者不足も言われています。また総合型

地域スポーツクラブが立ち上がり 10 年以

上が経過しましたが、学校と地域が連携を

取り、様々な工夫をしながらスポーツ環境

を整えていく過渡期にあると思います。 

総合型地域スポーツクラブの全国平均の

設置率は平成２０年時点で 57.8 パーセン

トまできています。富山県と兵庫県では設

置率が 100 パーセント、そして、秋田では

92 パーセント、鳥取、徳島、長崎、大分も

80 パーセントを超えています。都道府県に

より普及率に大きな差が生まれています。

しかし、今後も学校の部活動と地域スポー

ツが上手な形で連携し、助け合っていくの

がいい形ではないかと思います。学校教育

と並行して、地域での活動も大事です。総

合型地域スポーツクラブは世代を超えた交

流もありますし、複数の種目を経験するこ

とも出来ます。日本の子供はスポーツをや

る子供とやらない子供の格差がありますが、

スポーツをやっている子供がひとつのスポ

ーツしかしない問題点も指摘されています。

子供のうちは複数のスポーツを経験したほ

うがいいという考えがあります。アメリカ

合衆国では、３つの種目以上を教えられる

体制がなければ、スポーツクラブ設置の許

可が下りないという州が１４もあります。

ぜひ今日、明日のシンポジウムで海外の状

況を参考にしながら、日本の青少年スポー

ツのいろいろな形を考えて頂けたら、と思

います。 

スポーツは青少年にとって、とても価値

が高いものだと思います。自分の目標に全

力で向かっていく中で、我慢すること、歯

を食いしばること、諦めないこと、努力の

継続、一緒に汗を流す素晴らしさ、様々な

ことを体感出来ます。スポーツにはそうい

った教育性に加えて、コミュニケーション

性についても評価が高く、青少年の人間形

成にとても重要な役割を果たしてくれます。

だからこそ、もっともっと指導者の置かれ

た環境を改善していくと同時に、指導者の

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

もれている方もたくさんいると思います。

例えば、元オリンピック選手。大舞台で貴

重な経験をした方々が、それを生かすこと

が出来ないでいます。チャンスがないので

す。本人たちに話を聞くと、自分が育った

ふるさとで、子供たちに教える環境があれ

ば、やってみたいと思っている人が多いの

です。トップアスリートの経験を地域の中

で生かしていくことができたら、日本のス

ポーツはより充実するのではないかと思い

ます。価値あるスポーツを、皆さんと一緒

に勉強し、盛り上げていきたいと思います。

これからも教育現場や研究発表などで、教

えて頂ければ幸いです。どうぞよろしくお

願い致します。ご清聴頂きまして、どうも

ありがとうございました。 

 

シンポジウム・パネルディスカッション 

「各国に見る青少年スポーツ振興システム

の現状と課題」 

アメリカ、イギリス、オーストラリア、シ

ンガポール、ドイツの青少年スポーツ振興

の現状と課題に関する報告 

－学校内、学校外の振興システムの視点か

ら－ 

コーディネーター： 

日本体育大学大学院 教授 高橋健夫 

 

三木）それではお時間となりましたので再

開させていただきます。ここからは各国に

見る青少年スポーツ振興システムの現状と

課題といたしまして、イギリス、ドイツ、

アメリカ、オーストラリア、シンガポール

の順に、青少年スポーツ振興の現状と課題

に関する報告をしていただきます。 

まずはシンポジウムの進行の説明を、日

本体育大学大学院教授、高橋建夫先生より

お願いいたします。高橋先生にはこの後の

パネルディスカッションのコーディネータ

ーもお願いしてあります。 

それでは先生、お願いします。 

 

高橋）どうもみなさんこんにちは。コーデ

ィネーターを務めます高橋です。まず、ご

多忙のところ、大勢の方々にご参加いただ

きまして心よりお礼申し上げます。私もコ

ーディネーターを務めるわけですけれども、

三木先生にもコーディネーターを務めてい

ただくことになっております。三木先生は

イギリス、あるいはアメリカに留学された

経験をお持ちで、英語が大変堪能でござい

ます。そんなわけで、私のアシストをして

いただくことになっております。 

はじめに、このシンポジウムのために外

国からご参加いただきました、シンポジス

トの先生方を紹介させていただきます。 

発表していただく順に紹介いたします。

１番目は、イギリスのデービッド・カーク

教授です。現在、先生は、ベッドフォード

シャー大学の教授で、スポーツフィジカル

アクティビティ研究所の所長でもあります。

ご承知のように、先生はスポーツ教育学分

野の第一人者として国際的に広く活躍され

ております。 

2 番目は、ドイツのルードヴィッヒスブ

ルグ教育大学のアンネッテ・ホフマン教授

です。先生は、大学でスポーツ教育学とス

ポーツ史を指導されておられます。また、

国際スポーツ史学会とドイツ体操連盟の副

会長として活躍されておられます。先生は、

かつてはスキーの名手で、また、コーチで



 - 73 - 

もありまして、たびたび日本に来日されて

います。 

３番目はアメリカのオハイオ州立大学の

ジャッキー・グッドウェイ教授です。オハ

イオ州立大学の体育教師教育の質の高さは

大変有名でございますけれども、先生はこ

の大学のスポーツ体育運動科学学部の学部

長を務めておられます。先生の専門分野は

モーターデベロップメント(運動発達)であ

ると伺っております。 

4 番目はオーストラリアのクイーンズラ

ンド大学ヒューマンムーブメント学部のル

イーズ・マックウェイグ講師です。クイー

ンズランド大学も体育教師教育が大変充実

しておりまして、私も何度も訪問しており

ますけれども、先生はそこでスポーツ教育

学部の気鋭の若手研究者として注目されて

おります。 

最後はシンガポールのスポーツスクール

のデボラ・タン校長先生です。先生は、こ

のスポーツスクールで国際学士免許が取得

できる６年間の教育課程を構築されており

ます。また、シンガポールのユーススポー

ツデベロップメント委員会の委員としても

活躍されております。 

次にこのシンポジウムの趣旨について簡

単に説明しておきたいと思います。 

1970年代の中ごろに旧ソ連のスポーツ科

学研究所の所長でありました、コロブコフ

博士が、21世紀になると人類はスポーツな

しには生き残れないと予言しておりました。

生活に必要なエネルギーの大部分が原子力

と火力でまかなわれる現代においては、意

識的にスポーツや身体活動を行わない限り、

人類の生存が脅かされるという時代を迎え

ております。このような意味で、スポーツ

は健康を維持増進する上で不可欠でありま

すが、スポーツは人と人とが深く交流する

ためにも、さらに楽しさを求めて生きがい

のある豊かな生活を実現するためにも、人

類にとって不可欠な文化になったと言えま

す。この時代において青少年の豊かなスポ

ーツライフを実現することは、国を超えた

人類的課題であります。また、この課題に

応えるには、学校体育の充実にとどまらず、

青少年の地域スポーツ活動をも視野に入れ

てダイナミックな政策を設計し、実行して

いく必要があります。 

そこで、今回のシンポジウムでは、それ

ぞれの国が、青少年の豊かなスポーツライ

フの実現に向けて、学校の体育授業、学校

のスポーツクラブ、そして、地域のスポー

ツクラブにかかわってどのような政策を掲

げ、どのような取り組みを行っているのか、

また、それぞれの活動をどのように関係付

けて展開していくべきなのか、これらの点

について報告いただくことになっておりま

す。 

ちなみに、わが国の青少年スポーツは、

学校体育をベースにして発展してまいりま

した。現行の学習指導要領でも体育科・保

健体育科の究極的目標として、生涯スポー

ツの実現を位置づけ、その実現に向けた体

育カリキュラムと学習指導法の改善が行わ

れてまいりました。 

また、学校の運動部活動は、戦後一貫し

てその教育的意義が承認され、体育授業の

発展学習の場として位置づけられてきまし

た。しかし、同時に学校での運動部活動を

拠点にして、国際的、国内的な競技大会で

活躍する多くの優れたアスリートを養成し

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

本計画を策定いたしましたが、この政策に

基づいて、各都道府県で総合型地域スポー

ツクラブが、次第に成長しつつありますが、

これは、ヨーロッパ型のスポーツクラブを

わが国に定着させる試みであります。ここ

においても、青少年のスポーツライフを実

現するための活動の場が発展しつつあると

いうことでございます。このように、わが

国では、学校の体育授業、学校での運動部

活動、そして、地域のスポーツクラブとい

う、３つの活動の場を関連付け、連携を保

ちながら、全体として、青少年のスポーツ

活動をいかに充実、発展させていくか、そ

の戦略が問われているところでございます。 

また、青少年の楽しみ志向のスポーツ活

動と、チャンピオンシップ志向のスポーツ

活動を、それぞれどのように発展させ、ま

た、関連付けていけばよいのかという問題

も残されております。 

このシンポジウムを通して、各国の青少

年スポーツ振興策を理解するとともに、わ

が国の発展に向けて論議が深まればよいと

期待しております。 

それでは早速ですけれども、デービッ

ド・カーク先生から発表していただくこと

にいたします。カーク先生、よろしくお願

いいたします。 

 

イギリスにおける最近の体育と青少年ス

ポーツの政策展開 

ベッドフォードシャー大学 

体育・スポーツ科学部 

教授 デービッド・カーク 

 

カーク）こんにちは。本日みなさんにお

話する機会をくださいました、このシン

ポジウムの主催者の方々にお礼を申し上

げます。お招きにあずかり大変光栄に存

じます。私の発表のタイトルは、「イギリ

スにおける最近の体育と青少年スポーツ

の政策展開」です。 

 

 

最初に、イギリスでは体育と青少年ス

ポーツの組織が複雑であることをご理解

いただくことが重要です。1960 年代以降、

ますますこの状況が顕著になり、政府も

最近では、この組織とシステムを簡素化

しようと努めております。もちろん、少

なくとも 1990 年代半ば以降には、体育と

青少年スポーツにかなりの公的資金が投

資されてきました。2003 年から 2011 年ま

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

集中的に政策展開が行われたのは、イン

グランドにおいてです。スコットランド、

北アイルランド、そしてウェールズでも

行われましたが、イングランドほどの規

模ではありませんでした。これが議論を

呼ぶ問題であるのは、イギリス連邦政府

が主導したにもかかわらず、その資金の

大部分をイングランドに提供したためで

す。 

政策とその戦略構想で重視しているの

は、スポーツや身体活動への青少年の参

加を増加させることです。初めは 16 歳ま

で、最近では 19歳までの青少年が対象と

なりました。体育とスポーツに関する学

校と地域社会のプログラムの結びつきを

発展させることに特に重点が置かれてき

ました。 

 

この発表では、2008 年に発行された最

新の政策、「Playing to Win: A new era for 

sport（勝利に向けて: スポーツの新時

代）」の説明から始めます。次に、法律や

政策の実行を担う主要な組織を確認しま

す。3番目に、イギリス政府が証拠（エビ

デンス）に基づいて政策決定を行ってい

るので、体育と青少年スポーツ戦略構想

を実施して得られた進歩の証拠について

検討していきたいと思います。最後に、

現状に対する私の考えを、イギリスにお

ける体育とスポーツに関わるさまざまな

課題とともに述べます。 

 

 

Playing to Win は、政策として、2008

年 6 月に文化・メディア・スポーツ省に

より公示されました。 

Playing to Win は、これまでの Game 

Plan（ゲーム・プラン）、A Sporting Future 

for All（ア・スポーツティングフーチャ

ー・フォーオール）、Sport, Raising the 

Game（スポーツ――レイジング・ザ・ゲ

ーム）などの以前の政府のスポーツ政策

とまったく異なるものです。以前の政策

では、社会的公正を教育するための方策

として、体育と青少年スポーツの発展を

位置づけていました。 

一方、Playing to Win は、特に 2012

年のオリンピックとパラリンピックのた

めに受け継いだレガシー（遺産）であり、

この点において従来の政策と大きく異な

っています。これはある意味で、以前の

政策からの際立った変化を示していると

言えます。 
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Playing to Win では、競技スポーツ志

向へとシフトしていると言えるでしょう。 

Playing to Win の中で、三つの主要な団

体が、最新の戦略において政策の実行に

責任のある組織として認定されています。

これらの組織は、UK スポーツ、ユース・

スポーツ・トラスト、スポーツ・イング

ランドです。文化・メディア・スポーツ

省も大事な調整役を担っています。UK ス

ポーツは高いレベルの成人スポーツを担

当しています。ユース・スポーツ・トラ

ストとスポーツ・イングランドは、19 歳

までの青少年のスポーツを担当していま

すので、この発表では後者の二つの団体

について検討します。 

 

ユース・スポーツ・トラストというのは、

登録慈善団体でありますので、つまり、政

府の組織ではありません。しかしながら、

非常に議論を呼ぶところですが、このユー

ス・スポーツ・トラストというのは、Playing 

to Win 政策を実施し、文化・メディア・ス

ポーツ省に対して報告する義務を潜在的

に負っています。 

その役割は、体育とスポーツの機会の質

を高めることで明るい将来を青少年のため

に構築する、というものです。その責任は、

文化・メディア・スポーツ省と子ども・学

校・家族省のもとで、スポーツ・イングラ

ンドと活動し、青少年の体育とスポーツの

戦略を提供するということになっています。

さらに詳しく言いますと、ユース・スポー

ツ・トラストは、5歳から 16歳の青少年に

対して、質の高い体育と、学校スポーツに

少なくとも２時間から３時間は参加するよ

うに促す責任があります。 

 

 

一方、スポーツ・イングランドは、す

べて公的資金で賄われている組織で、

1996 年に設立されました。正式には、文

化・メディア・スポーツ省を通して国会

へ報告する義務があります。この団体の

規定では、地域社会のスポーツに対し戦

略上指導的な役割を担い、世界でトップ

レベルの地域スポーツシステムを開発し、



 - 77 - 

スポーツへの参加を持続、増加させ、す

べてのレベルでスポーツの才能を伸ばす

ことを目的としています。 

Playing to Win 政策の中では、スポー

ツ・イングランドに対し目標が課されて

います。この政策では、16 歳以降にスポ

ーツを継続しなくなる若者（ポスト・16・

ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄ）の数を減らすとともに、質の

高いクラブや指導を提供することで、16

歳以降の青少年スポーツの才能を伸ばす

支援を行うことがスポーツ・イングラン

ドに求められています。 

 

 

Physical Education School Sports and 

Club Links Strategy（体育・スクールス

ポーツ・クラブ連携戦略）は、PESSCL と

して一般に知られていますが、2003 年か

ら2008年の間に、明日お話するStep into 

Sport Program（ステップ・イントゥー・

スポーツプログラム）を含む 8 つの異な

る戦略構想をまとめ上げ、首尾一貫性を

もたせようと努めました。 

2008 年から 2012 年の間の最新戦略は、

Physical Education and Sports Strategy 

for Young People（若者の体育・スポー

ツ戦略）で、PESSYP として知られていま

す。PESSYP は、Playing to Win 政策の枠

内で、ユース・スポーツ・トラストとス

ポーツ・イングランドの「Playing to Win」

という考えを背景にした活動のひとつとな

ります。 

 

 

PESSYP というのは、ユーススポーツ、若者

に対するスポーツの中で、もちろん健康な

ライフスタイルを作り、リーダーシップを

発展させ、そしてよい市民性を育むことで

すが、さらに高いレベルでのパフォーマン

スを作っていくことも目的になっています。

ですから、この PESSYP というものが、2012

年のオリンピックを狙ったものだというこ

とが明らかにわかっています。こういった

政策と戦略によって、体育と青少年スポー

ツを促進するための枠組みが作られていま

す。 
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この PESSYP という戦略の中心にありま

すのが、スクール・スポーツ・パートナー

シップです。450 のスクール・スポーツ・

パートナーシップというものがネットワー

クを組んでおりまして、それらを管理して

いるのがユース・スポーツ・トラストにな

っています。その中心には、専門スポーツ

カレッジがあります。 

専門スポーツカレッジを中心にして、中

等学校、初等学校、特別支援学校、継続教

育が、ネットワークを構築しています。こ

れらのネットワークは、パートナーシップ

展開マネジャーによって管理されています。 

そして、中等教育学校では、専門的なスポ

ーツコーディネーターがいます。初等教育

や特別支援学校には連携担当教諭がいます。 

さらに、225 名のスポーツ競技会マネジ

ャーの間にはネットワークが作られてお

り、スポーツ・イングランドと共同運営

している競技をよりよい方法で実施する

ために機能しています。 

2008 年には、継続教育スポーツコーデ

ィネーターが関与するようになったこと

により、専門スポーツカレッジ内の 16 歳

から 19 歳の青少年も PESSYP 戦略の恩恵

を受けることができるようになりました。 

 

この戦略には地域社会に拠点があるプ

ログラムもあり、それはスポーツ・イン

グランドにより運営されています。2005

年から 2008 年の間に、Active England 

Project（アクティブ・イングランド・プ

ロジェクト）は、16 歳未満の青少年を対

象とした約80の地域社会ベースのプロジ

ェクトに資金を提供しました。スポー

ツ・イングランドが運営する新しい組織

が提案されましたが、それには、青少年

スポーツクラブ、コーチ、ボランティア、

施設の発展や改善などが含まれます。共

通の目的に向かって、国が運営するスポ

ーツ団体と連携し、また、学校を基盤と

した競技スポーツを発展させるために、

ユース・スポーツ・トラストと密接に連

携することになっています。この戦略と

その組織に関して、私たちが実感できる

進歩の証拠があるでしょうか。 

 

 

1997 年にトニー・ブレア氏が首相にな

ったとき、政府は政策展開が証拠に基づ

いたものになるよう求めました。しかし

ながら、どういう種類の証拠が政策決定

を導くことができるのかについては、多

く討議され、論争もいくらかありました。 

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

前の政策に関するものです。直接的な証

拠となる資料が 4つあります。 

最初は、2003 年以降の年次モニター調

査で、2004 年には、独立調査会社である

TNS-BMRB が子ども・学校・家族省または

その前身組織に代わり調査を行いました。 

2 番目は、年次報告書で、そこではパー

トナーシップが実施した School Sport 

Partnership Program（スクール・スポー

ツ・パートナーシップ・プログラム）の

特定の側面に関する調査や事例研究が報

告されています。 

3 番目は、3年間にわたる調査で、政府

の主要な監査機関である、Office of 

Standards in Education Children 

Services and Skills（教育水準局）が行

いました。この機関は、Ofsted（オフス

テッド）の名称で一般に知られています。 

最後に、地域社会を拠点とする団体の

調査結果は、コンサルタント会社、Hall 

Aitken が作成するアクティブ・イングラ

ンド・プロジェクト報告書に収録されて

います。 

 

 

それでは今度は、こうした証拠資料を

一つひとつ見ていきます。 

最初は、TNS-BMRB の実施した年次モニ

ター調査で、2009 年度の報告書です。年

次モニター調査の2009年度版の報告書で

は、大規模な調査から引き出された次の

ような定量的データが提供されています。

体育とスクールスポーツへの参加、教育

課程における体育の時間数、学校の競技

活動の一環としての学校内、学校間スポ

ーツへの参加、地域社会スポーツと複数

種目クラブ(マルチ・スキル・クラブ)、

優れた才能のある生徒、スポーツボラン

ティア活動でのリーダーシップ、継続教

育に関するデータです。 

その報告書が示す主な結果の一つとし

て、教育課程における体育の時間数は増

えていましたが、平均的に見ると体育と

スクールスポーツへの参加が目標の 3 時

間に達していたのは、1 年生から 13 年生

までの生徒の約 50％だけでした。 各学

年の参加率は、19％から 65 パーセントの

幅で変化し、中等学校の各学年において

の参加率は、学年の進行に従って減少し、

13 年生ではたったの 19％でした。 

一方で、学校内、学校間競技会への参

加水準は上昇し、スポーツボランティア

活動とリーダーシップにおいても増加が

みられました。 
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最後に、Holiken の 2009 年のアクティ

ブ・イングランド報告書で提供された証

拠について検討します。2005 年に開始さ

れたアクティブ・イングランドでは、9500

万ポンド(130 億円)の資金をイングラン

ド各地の 241 のプロジェクトへ分配しま

した。報告書によると、このうち約 80 の

プロジェクトは、16 歳までの青少年を主

な対象者としているか、またはこの年齢

範囲の青少年のみを対象としていました。

これらのプロジェクトでは、3つのことを

実施しようとしていました。社会のすべ

ての階層における参加レベルを上げるこ

と、社会的に恵まれていない地域、例え

ば貧困地域などでも、スポーツへの参加

を持続できる環境を作り上げること、最

後はスポーツセクターとそのパートナー

が新しい協力方法を取り入れることです。 

この報告書では、60 万人以上の青少年

がこのプログラムにより支援されたと概

算していました。しかしながら、これは

コメントの引用になりますが、「青少年を

引き付けるために行われた活動の多くは、

費用がかかりすぎて計画していたほど有

効な手段ではでなかった。」という結果に

なりました。 

最後に、この報告書では、このプログ

ラムの恩恵を受けたのは、以前からスポ

ーツに積極的に参加している人たちであ

って、スポーツに親しんでいない人々で

はなかったと述べられています。 

 

 

体育と新しいスポーツの政策と戦略を

開発し、実施することに直接的に関係す

る研究があまり見られませんでした。こ

のプログラムの重要性を考慮するとこれ

は驚くべきことで、私の考えでは、この

分野の研究者が重要な研究の機会を逃が

したと言えます。存在する数点の研究の

中で、次の二つの研究は、特に注目すべ

きです。なぜなら、査読のある学術雑誌

に掲載されているからです。 

その一つに、キー＆ブラッドベリーの調

査があります。Step into Sports のプログ

ラムの中のボランティア活動について調査

したものです。彼らの研究は、このボラン

ティア活動のプログラムは自ら掲げた目

標を実現するのに有効であったと結論付

けています。しかしながら、このプログ

ラムは、黒人、少数民族、障害のある青

少年をひきつけることができませんでし

た。研究では、重点の一つであったスポ

ーツボランティア活動が、青少年の社会

的資本を増大させるということを証明す
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るのに十分な証拠が示されました。しか

し、その社会的資本が持続するか、ボラ

ンティアとして青少年が持続的に参加す

るかどうかについては、懸念も表明され

ました。 

Flintoff（フリントオフ）氏は、ある専

門スポーツカレッジを取り上げて、スク

ール・スポーツ・パートナーシップに対

するその貢献について徹底的な追跡調査

を実施しました。 

彼女の研究結果に関して 4 つの点に注

目します。 

1 つ目は、パートナーシップにより、少

女や若い女性を含む多くの若者が運動す

る機会が以前より多くなったという点で、

これはFlintoff氏が研究で特に注目した

点です。教師のできる限りの努力に関わ

らず、望ましくない態度を内包する競技

が、体育とスクールスポーツで幅をきか

せていると考えています。彼女は、スポ

ーツに関するこうした考え方が、スポー

ツへの参加を抑制していると結論付けま

した。 

最後に、体育には、弾力的な政策と、

どこにどのように資金を投入するのが有

益かを根本的に吟味することが必要で、

これによりさらに多くの若い人々への体

育の提供が可能になるでしょう。 

 

終わりに、こうしたイギリスにおける

体育と青少年スポーツの政策展開をどう

見るかということをお話ししたいと思い

ます。 

最初に、政府が体育と青少年スポーツ

に対して、この 10 年間に行った投資は、

前例のないほど多くの額であったと言え

ます。しかし、政策展開は、主としてイ

ングランドに限られてきました。政策展

開も資金提供もイギリス連邦政府による

ものであったため、これは議論を呼ぶ問

題となりました。 

2 つ目は、Playing to Win のような政

策や PESSCL、PESSYP といった戦略の目標

は、非常に野心的なものでした。私が皆

様にご紹介した証拠は、いくつかの領域

で進歩がみられたことを示唆しており、

こうした政策や戦略の影響に関するさま

ざまな資料からも入手できます。しかし、

はっきりしないのは、政策がどの程度こ

の証拠に基づいており、また政策決定を

導くのに適切な証拠であるかどうかとい

う点です。 

最後に、政策の大部分は、体育と青少

年スポーツを、社会的不平等、不正、不

利を克服する手段としてみなしてきまし

た。同時に、学術的研究からの証拠は、
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社会階層、民族、性別、障害の有無、地

域が、青少年のスポーツや身体活動への

参加を左右する主な要因となっているこ

とを示唆しています。 

 

 

財政的投資の金額や規模が野心的であ

ったために、イギリスにおける体育と青

少年スポーツの最近の政策展開は、徹底

的に調査される必要がありました。入念

な調査によって、多くのことを学ぶこと

ができ、そこから将来の政策展開を導く

ことができるかも知れません。政策を導

く非常に有用な根拠を提供するために、

研究プログラムには、質的データと量的

データ、大規模な調査ときめの細かい事

例研究、さらに関連付けを行うことで（た

とえば、社会的公正の目標と結びつける

ことで）、明確な理論的裏付けを持つ調査

が含まれる必要があります。この根拠は、

オリンピックやパラリンピックのような

社会的遺産となる大きなスポーツイベン

トを計画することで、変化するかも知れ

ません。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

ドイツにおける青少年スポーツ振興システ

ムの現状と課題 

ルードヴィッヒスブルク教育大学 

教授 アンネッテ・ホフマン 

三木）カーク先生ありがとうございまし

た。それでは次にドイツに見る青少年ス

ポーツ振興システムの現状と課題として、

ドイツ、ルードヴィッヒスブルク教育大

学教授、アンネッテ・ホフマン先生より

報告していただきます。その前に資料の

ほうを訂正させていただきます。お手も

との資料の 13 ページ、日本語のページの

ほうをお開きください。ホフマン先生の

ご紹介のところで最後の行ですけれども、

国際体育スポーツ史学会の科学委員会メ

ンバーとありますが、現在先生はこちら

の委員会の会長をされておりますので、

訂正させていただきます。 

 

 

ホフマン）シンポジウムにお招き頂きあ

りがとうございます。本日は、各国の先

生方や、よく日本からドイツへいらっし

ゃる方々にお会いでき、とても嬉しく思

います。 
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統計によると、ドイツの子どもや青年

の余暇の楽しみ方として、運動、スポー

ツはとても人気があります。ドイツでの

青少年スポーツについて理解して頂くた

めに、ドイツのスポーツ組織について少

しご説明したいと思います。これから、

まず、ドイツでのスポーツがどのように

組織されているかをお話しします。そし

て、それらの組織での青少年スポーツ、

現状についてお話し、ドイツにおける課

題にも触れたいと思います。 

 

 

この複雑な表をご覧下さい。これは、

ドイツでスポーツがどのように組織され

ているかを表しています。一番下はスポ

ーツクラブで、傘のようなシステムのト

ップはドイツオリンピックスポーツ連盟

です。真ん中には、いろいろなスポーツ

連盟があります。例えば、このように各

州にスポーツ連盟があり、オリンピック

スポーツ連盟があります。オリンピック

スポーツ連盟以外の団体などもあります。

では、もう少し詳しく説明したいと思い

ます。 

 

DOSP(ドイツオリンピックスポーツ連盟)

の傘下には 97 の組織があり、内訳は州立

連盟が16団体、スポーツ連盟が61団体、

その他の団体が 20 団体です。全体では、

スポーツクラブの会員は約3000万人です。

会員数は 2750 万人、91,000 のスポーツク

ラブがあり、全てが地域スポーツクラブ

です。これは、組織として成り立ってい

る体制です。地域ベースのスポーツ体制

です。 
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一番大きな連盟はサッカー連盟で、会

員数は 650 万人です。2番目は体操連盟で、

会員数は 500 万人です。その他はご覧の

ようにもっと会員数は少なく、例えばテ

ニスが 160 万人、陸上が 89 万人となって

います。 

ドイツの人口は 8200 万人なので、2750

万人がスポーツクラブの会員数だという

ことは、ドイツ人のほぼ 3 人に 1 人がス

ポーツクラブに加入していることになり

ます。プロの民営のクラブではなく、地

域のクラブで、ボランティアで成り立っ

ています。仕事にしている人もいますが、

ほとんどがボランティアです。クラブの

会長は皆ボランティア、委員会もボラン

ティアです。コーチは少しお金を受け取

っている場合もありますが、ボランティ

アの場合もあります。たいていのスポー

ツクラブでは、いろいろなスポーツをし

ています。例えば、私の所属している地

元のスポーツクラブでは、サッカー、卓

球、陸上、スキー、体操、モダンダンス、

エアロビなど、他にも多くの活動をして

います。通常、年会費を払います。私の

スポーツクラブは 100 ユーロ、12,000 円

程度だと思います。一度、年会費を払え

ば、どんなスポーツにも参加できます。

全てのスポーツに対して、単一料金です。 

 

 

もう一度、この複雑な表をご覧下さい。

ドイツのスポーツ体制は、戦後の 1950 年

に再設立されました。当時は、わずかな

スポーツクラブしかありませんでした。

この茶色い部分です。これが会員でした。

現在では３桁増え、90,000 のスポーツク

ラブがあり、会員数も多数です。この部

分、少し増加していますね。これは東西

ドイツが統合した翌年だからです。 

 

 

ドイツではスポーツがとても盛んです。

正確な実態をお伝えすることは、ほぼ不

可能です。しかし、スポーツクラブは、

毎年、正確な記録を出しているので、お

話することができます。スポーツクラブ

とスポーツ連盟は、毎年、トップ組織に

会員数を提出することになっているので、

実態を詳しくお伝えすることができるの
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です。スポーツをしている青少年のほと

んどがスポーツクラブの会員で、就学前

から加入する場合もあります。6歳以下の

女子 23％、男子 24％がスポーツクラブの

会員です。ほとんどが親子で参加する体

操またはサッカーをしています。小学生

になると会員数は増えます。7 歳から 14

歳となると、女子 60％、男子 80％がスポ

ーツクラブの会員です。これは、スポー

ツクラブでは技体制が確立されているこ

とが影響していることもお伝えしなけれ

ばなりません。スポーツクラブでは、競

技スポーツにも参加することができます。

ドイツには他の国のように、学校対抗や

スポーツクラブ対抗のスポーツ競技は行

われません。スポーツクラブでは、非競

技スポーツもあります。健康のためのス

ポーツや、障害スポーツです。 

 

 

さらに正確な数字をお伝えします。

2007 年の子どもの会員数を見てみましょ

う。6 歳以下の子どもでは、男子が 64 万

人、女子はそれよりやや少なくなります。 

そして、7 歳から 14 歳になると、スポー

ツクラブに所属している男子は250万人、

女子は 170 万人に増えます。そして思春

期になると、また減少します。男子 110

万人、女子 73万 8 千人です。 

 

 

男子に最も人気のあるスポーツはサッカ

ーです。ご覧のように、サッカーをして

いる 7歳から14歳の男子は 100万人以上

いますが、女子では 23万 6 千人です。こ

の数は、子どもが大きくなると減少しま

す。体操はその逆で、女子の数の方が多

いです。年少期の女子は 68 万人ですが、

男子はたったの36万人です。体操もまた、

子どのが大きくなると減少します。体操

というのは、器械体操だけでなく、リズ

ム体操や各種ダンス教室も含みます。こ

れらは全て「体操」という名のカテゴリ

ーになります。その他の図、その他の数

字は、各自でご覧下さい。 

 

 

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

が最初に体操を始め、その後、水泳や、

女子にとても人気もある乗馬などをしま

す。男子は少し違います。ドイツで男子

が最初にするスポーツは、通常、サッカ

ー、水泳、体操、格闘技です。よくある

質問は、男子と女子でスポーツが違うの

は何故か、ご覧のように、ドイツではサ

ッカーが典型的な男子のスポーツで、ダ

ンス、体操は女子のスポーツなのは何故

かということです。１つの理由としては、

実際にサッカーをする女子が少なく、模

範となる存在がいないことです。また、

女子は全体的にスポーツや体育に関わる

数が少なく、母親など女性全体があまり

スポーツをしないため、子どもも母親と

同じ様なケースになります。 

 

 

もっと正確な例をお話致します。また

私が所属しているスポーツクラブの話に

なりますが、青少年のサッカーチームが

年齢別に 13 チームあります。チェス、ダ

ンス、子ども向けスポーツ、陸上、卓球

もあり、子どもの年会費は 60 ユーロ、

7,000 円程度でしょう。先ほどお話したよ

うに、いろいろなスポーツに参加するこ

とができます。全てに参加することもで

きますし、2つ 3つ、一部だけに参加する

こともできます。多くの子ども達は、複

数のスポーツに参加しています。 

 

 

私のスポーツクラブの総会員数は 1293

人ですが、半数の会員が 18 歳以下です。

もう一度、表をご覧下さい。11 歳から 14

歳では、男子 126 人、女子 65 人。15 歳か

ら18歳ではやや少なくなり、男子93人、

女子 60 人です。 

 

 

スポーツ別に見てみると、やはりサッ

カーは男子の数の方が多いですね。サッ

カーをしている女子は、ご覧のようにた

った 9 人です。少ないですね。小さな子

ばかりで、大きな子はいません。私のス

ポーツクラブでは陸上する女子が多く、

卓球は全体的に少ないです。体操も女子
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が多いです。 

 

 

ドイツの青少年スポーツの多くは、今、

お話したスポーツクラブで行われていま

すが、まだ他にもあります。明日、お話

しようと思いますが、学校のスポーツク

ラブと、現在、増えている民間企業です。

毎月、高い会費を払うスポーツクラブの

ようなに商業化のものもありますが、ド

イツでは、通常、青少年は加入できませ

ん。加入できるクラブもあるかもしれま

せんが、多くはありません。これらは、

フットネスクラブやヘルスクラブのよう

な大人向けのクラブです。しかし、リゾ

ート地や観光地には、青少年向けの民営

スポーツ会社も多くあり、スキー教室や

サーフィン教室などを運営しています。

多くの青少年がスポーツに参加しており、

他にも団体が多く存在しますが、その数

は把握できません。この表は、明日、使

おうと思っていたのですが、この左の列

だけご覧下さい。 

ご説明したように、ドイツのスポーツ

団体は組織化されています。トップレベ

ルの青少年スポーツも行われています。

それ以外にも地域別にスポーツが行われ

ており、YMCA などのプロテスタント教会

が組織しるもの、他にカトリック教会が

組織するもの、少数ですが企業が組織す

るものから、組織とは関わりなく、単に

青少年が集まってするサッカー、チェス、

スケート、スケートボードなども含まれ

ます。 

 

 

青少年スポーツの課題について。これ

まで見て頂いた図によると、多くの青少

年がスポーツをしています。年齢によっ

て違いますが、30％から 70％です。しか

し、これからの課題は多く残されていま

す。まず、ここ数十年にほとんどの国が

直面した課題だと思いますが、公共のス

ペースが減り、パソコンやビデオゲーム

が増えたことにより、環境、ライフスタ

イルが変化し、多くの子ども、青少年が

身体活動に関わることが減りました。そ

こで課題は、どのようにして青少年にス

ポーツ活動に参加させるかということで

す。 

また、別の課題は、思春期の女子の脱

退率です。表で見ると、15 歳から 18 歳で

は、女子の脱退率が男子に比べ圧倒的に

高くなっています。どうしたら脱退を止

められるのでしょうか？まだ答えは見つ

かっていません。一番大きな問題は明日
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お話しますが、ドイツの学校システム改

革も原因となっています。大きな改革で

す。数年前まで、通常、学校は 1 時まで

でした。午後 1 時になると生徒は帰宅し

て、週 1 度、時には 2 度、1～2 時間、学

校に戻って来なければならいこともあり

ました。そのため、午後はスポーツクラ

ブへ行き、色々なスポーツ活動に参加す

ることができました。 

今、ドイツの学校システムは変わりつ

つあります。まだ多くはありませんが、

一部の学校は全日となり、子ども達は午

後 4 時まで学校にいなければならなくな

りました。みなさんにとっては普通のこ

とかも知れませんが、私達ドイツ人には

慣れないことなのです。スポーツクラブ

にとっては深刻な問題です。学生はスポ

ーツクラブの活動へ参加することができ

なくなるのです。学生が来られなくなっ

たことに加え、もう 1 つの問題は、体育

館や運動場は公共のもだということです。

これまでは、午前中は学校が体育館と運

動場を使い、午後から夜にかけては、ス

ポーツクラブが使っていました。しかし、

学校が 4 時までになったので、スポーツ

クラブは体育館を使うことができなくな

りました。そうしたことから、スポーツ

クラブは多くの問題を抱えており、学校

と協力して解決するしかありません。 

もう１つの学校に関係する問題は、ド

イツで一番レベルの高い高校というのは、

複雑な学校システムとなっています。そ

れの学校はギムナジウムです。以前、ギ

ムナジウムは９年制でした。小学校４年

間とギムナシウム９年間でしたが、現在

は８年間に短縮され、それでも同じカリ

キュラムで学ぶため、学生の余暇が減り、

帰宅後には以前より勉強しなければなら

なくなりました。宿題が増え、勉強時間

が増えたのです。学生は家で勉強しなけ

ればならないので、スポーツクラブに行

けなくなったというケースも出てきてい

ます。これがもう１つの問題です。 

そして最後の課題は、ドイツがここ数

年の間に移民国家になったということで

す。実際は数十年前からのことだったの

ですが、これまで少数民族に対するプロ

グラムを考えたこともなく、最近になっ

てドイツは移民国家であることに気が付

いたのです。1500 万人が移民のバックグ

ランドを持っていて、これは人口の 15 分

の 1 に当たり、子どもでは 30％に達しま

す。移民の多くはイスラム教徒のトルコ

系移民ですが、通常、男子は問題がなく、

スポーツクラブに通い、サッカーなどを

していますが、女子は違います。現在、

どうしたらイスラム教徒の女子をスポー

ツクラブに入れられるかという、いろい

ろなプロジェクトを検討しています。イ

ギリスでも同じようなプロジェクトを実

行していると聞きました。ドイツは、ス

ポーツクラブでの身体活動がドイツ社会

への統合に重要な役割を果たすと考えて

います。 

冒頭ではお伝えしなかったのですが、

これらのスポーツクラブはスポーツ活動

だけではなく社交の場ともなっています。

様々なイベントが行われ、友情を築き、

若者が民主主義を学ぶ場でもあり、青少

年はスポーツクラブで居場所を見つけ、

リーダーシップと民主主義の基礎を学び

ます。ここまでで、ドイツにおける青少
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年スポーツ体制の構造についてお話しま

した。明日は企業とスポーツクラブにつ

いてお話したいと思います。 

アメリカの青少年スポーツ振興システムの

現状と課題 

オハイオ州立大学 

スポーツ・体育・運動科学学群長 

教授 ジャッキー・グッドウェイ 

三木）ホフマン先生ありがとうございま

した。それでは次にアメリカの現状と課

題ということでアメリカ、オハイオ州立

大学体育運動科学部長、ジャッキー・グ

ッドウェイ先生より報告していただきま

す。 

 

 

本日は、皆さんの前でお話することが

でき、とても嬉しく思います。日本のス

ポーツについて知り、またアメリカのス

ポーツシステムについてご紹介すること

ができ、とても光栄です。今日は、アメ

リカ文化における青少年スポーツと、青

少年スポーツがどのように子どもの環境

の中にあるかをお話します。 

 

 

スポーツはアメリカ文化において、不

可欠な存在です。広く普及しており、ア

メリカ人は一生スポーツと関わっていま

す。何の形のスポーツにも触れずに、子

どもがアメリカで育つこと不可能です。

この図は、アメリカ文化における６つの

主要なスポーツです。 

 

 

テレビで視聴率の高いプロスポーツは、

ボストン・レッドソックスのような野球

チューム、ニューヨーク・ジャイアンツ

のようなフットボールチーム、ゴルフや

テニスのような個人スポーツです。アメ

リカでは、いつの時代も必ずテレビでス

ポーツを放送し、それを国民が見ていま

す。タイガー・ウッズのように、すばら

しい模範となるプロスポーツ選手もいま

すが、そうではない選手もいます。 
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ハイレベルな大学スポーツはアメリカ

文化特有のものです。大学スポーツのた

めの国立協会は NCAA と言います。大学ス

ポーツには33種類のスポーツがあります

が、アメリカのマスコミに人気があるの

は、実際、2つだけです。１つは、大学フ

ットボールで、秋には何十億ドルものビ

ジネスになります。もう１つは、大学バ

スケットボールで、冬にはテレビ放送を

独占します。この２つのスポーツには、

若いアメリカ人男性にとって模範となる

選手がいます。しかし、女性の大学生バ

スケットボール選手などは、女性にとっ

ての模範となる存在はいません。 

 

 

いろいろなアマチュアスポーツリーグ

がありますが、アメリカ文化の中では目

立たない存在で、マスコミにはあまり注

目されません。しかし、陸上、体操、ア

イススケートなどの一部のスポーツは、

全国大会やオリンピックの年などにマス

コミが取り上げます。この３つのスポー

ツにはハイレベルな選手がいるのですが、

アメリカオリンピック運動の創始者ピエ

ール・ド・クーベルタンなら「全ての人

のための全てのスポーツ」と言うでしょ

う。 

 

 

娯楽スポーツもアメリカでは一般的で

す。娯楽スポーツとは、公園、娯楽施設

で、近所や裏庭でするものです。バスケ

ットボール、ソフトボール、テニス、サ

ッカーなどが、アメリカ文化の中で一般

的な娯楽スポーツです。 

 

 

公立の学校では、フットボール、バス
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ケット、バレーボール、器械体操なども

します。男女合わせて、およそ 750 万人

が高校スポーツをアメリカ中で競ってい

て、中学や、校内プログラムで競う生徒

はそれ以上です。 

 

 

これまでのスライドでご覧いただいた

通り、スポーツはアメリカ社会に浸透し

ています。そのため、当然、我が国では

多くの青少年がスポーツをしています。

アメリカでは、青少年スポーツは、子ど

も文化の一部として大きく存在します。

プロや大学のスポーツ選手などは模範選

手として存在し、国内ではおよそ 4100 万

人のこどもが青少年スポーツに参加して

います。 

 

 

アメリカ社会でスポーツは大きな影響

力があり、多くの子ども達がスポーツに

参加しているにも関わらず、アメリカに

は青少年スポーツをまとめるシステムが

１つも存在しません。実際、多くの青少

年スポーツ団体は互いに競争し、対立し

ており、青少年スポーツでの参加で競い

合っています。アメリカでの青少年スポ

ーツのアプローチは、大きく２つの哲学

的観点が存在します。１つは、エリート

的な競争志向、もう１つは最近の考え方

なのですが、保健、青少年発育です。 

 

 

青少年スポーツのエリート競争の目標

は、アメリカナショナルチームのために

エリートレベルで強力な選手を生みだす

ことです。このアプローチの考えでは、

最も才能のある若い選手を発見し、育て

るために、多くの子どもにスポーツをさ

せます。このアプローチで大切なことは、

１つのスポーツに絞り、集中的にトレー

ニングを行い、ナショナルチーム、大学

リーグ、プロスポーツへの参加を最終目

標に、最大限の実績を出すことです。他

の国とは違い、アメリカにはエリートレ

ベルの能力を組織、サポートするための

単一体制がありません。各スポーツ、各

スポーツ団体組織では、異なるアプロー
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チで、タレント性を見出し、能力を育て

るサポートしています。 

 

 

ここ 10 年の間、スポーツへの異なるア

プローチが生まれ、スポーツが保健・発

育の手段として考えられるようになりま

した。他の国々と同じ様にアメリカでも、

急速に幼少期の肥満がまん延しています。

アメリカでは、現在、4人に 1人の子ども

が肥満児で、もちろん、私達はこの数字

をとても心配しています。国民健康の責

任者達は、子どもに身体活動をさせ、肥

満児を減らす手段として青少年スポーツ

に注目し始めました。青少年スポーツの

目指すものは、子どもの頃から大人にな

っても、いつもスポーツをしようと思う、

能力、知識、態度を子どもに身につける

ことです。このアプローチと共に、青少

年発育分野では、努力する前向きな性格、

粘り強さなどを育てる手段としてスポー

ツを利用しています。 

また、スポーツでの経験をもとに、コミ

ュニケーション、チームワーク、問題解

決などの生活能力を伸ばすことを目指し

ています。 

このアプローチで共通するテーマは、ス

ポーツ自体が最終目標ではなく、スポー

ツを他の目的を果たす方法、手段として

いることです。 

 

 

青少年スポーツとは、4歳児が大騒ぎを

しながら、ゴールがどこにありチームと

いうものを知らずにフィールドでサッカ

ーボールを追いかけるものから、10 歳の

真剣な体操選手が週40時間のトレーニン

グを行い 6 年かけてそのスポーツを習得

したもの、250 ポンド（約 113 キロ）の高

校アメフトチームのラインバッカー、格

闘技選手まで、様々な形態があります。

アメリカのスポーツには色々な顔がある

のです。 

 

 

ところで、子ども達は、どこでスポー

ツを学び、どんなグループに参加してい

るのでしょうか？この図は、アメリカ国
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内における様々なタイプの青少年スポー

ツ体制で、大きく５つに分けることがで

きます。もっとも多くの子どもが参加し

ているのは、リトルリーグの野球など、

「エージェンシー」と呼ばれているもの

です。クラブスポーツからは多くの国代

表となるエリート選手が出ていますが、

クラブスポーツに参加している子どもは

５％にすぎません。一方で、学校でのス

ポーツへ参加している子どもは 10％です。

そして、12％の子どもが学校対抗のスポ

ーツに参加しています。それでは、これ

らの青少年スポーツ体制にそれぞれ焦点

をあて、各グループへの参加のライフサ

イクルを詳しく見てみましょう。 

 

エージェンシーがスポンサーしているス

ポーツは、エージェンシーに管理されて

います。例えば、中学校のインターフッ

トボール・プライドへの参加へは、ポッ

プ・ワーナー・フットボール協会（Pop 

Warner Football Association）が管理し、

アメリカのサッカープログラムは全米ユ

ースサッカー協会（ American Youth 

Soccer Association）が管理しています。

エージェンシースポーツは多くの子ども

を早い段階でスポーツに従事させ、幼少

期から青年期を通して能力を開発するサ

ポートを主な目的とし、アメリカ大衆に

スポーツを売り込んでいます。通常、こ

れらのエージェンシーは、週 1 回の娯楽

としている選手から、週 2～3回の競技を

行い、週 40～60 時間トレーニングを行う

エリート選手まで、各レベルのスポーツ

を提供しています。 

エージェンシーがスポンサーしているス

ポーツは、エリートレベル、プロ、大学

のスポーツへのスカウトの場として収益

もあります。 

 

 

では、リトルリーグを見てみましょう。

日本の皆さんは野球が大好きですよね。

これは、どのように子ども達が野球など、

段階的にスポーツをしているか、とう例

になるでしょう。多くの子ども達は、T

ボールリーグで 5 歳頃から野球を始めま

す。その後、マイナーリーグというとこ

ろへ進みます。マイナーリーグで子ども

達は、野球の基礎や、試合のルールを学

びます。試合とは言っても、この時点で

は、ほとんど遊びで真剣なものではあり

ません。 

子ども達が大きくなって能力が伸びて

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

しています。メジャーリーグでの試合は、

もっと真剣なものですが、娯楽レベルの

野球から、更に真剣な野球までの広い分

野があります。メジャーリーグのグルー

プの最後はワールドシリーズです。日本

もワールドシリーズに参加していますよ

ね。13歳、14 歳になると、野球リーグが

組織するジュニアリーグへ進みます。最

近では中学校へ進学すると、ジュニアリ

ーグを辞めて、中学校の野球チームへ入

る子どももいます。14歳から 18 歳になる

と、シニア＆ビッグリーグへ進むことが

できますが、この段階でもエージェンシ

ーの野球を辞め、高校のチームだけで野

球をする子どもが多くいます。 

通常、大学は高校野球から選手をスカウ

トします。 

 

では、ふたつ目のクラブスポーツのシス

テムを見てみましょう。クラブスポーツは

私企業ですので、会費を集めることにより

まして、スポーツに参加ができるようにな

るわけです。その会費に関してはいろんな

ものがあります。非常に安いものから非常

に高いもの、それもいろんな地位とか地域

によって違います。ニューヨークではもっ

と高い会費を払って、コロンバス、オハイ

オのようなところでは非常に高いわけです。

こうしたものは、貧しい子供たちにはアク

セスできるものではないわけです。ですか

ら、中流、もしくは上流の子供たちが参加

しています。こうしたプライベートクラブ

に関しては、利益を得なくてはなりません

ので、集団がスポーツに参加するためとい

うわけではありません。１週間に１回ただ

楽しむだけに、スキルを得るためにという

レベルもありますけれども、また非常にパ

フォーマンスの高いアスリートのためにも

スポーツクラブというのはあります。 

 

 

では、2つ目の青少年スポーツ体制のグ

ループ、クラブスポーツの体制について

お話しましょう。クラブスポーツとは、

民間企業へ会費を支払って行うスポーツ

です。一般的に、これらのクラブは営利

目的で運営さえています。費用はスポー

ツの特徴や、クラブの所在する地域によ

って様々です。ロサンゼルスやニューヨ

ークのような都市では、オハイオ州コロ

ンバスのような場所に比べ、ずっと高く

なります。貧困層の子ども達は、これら

のクラブへ行くことはできないので、中

流階級以上の子ども達が参加するクラブ
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体制ということになるでしょう。 

民営のクラブは利益のために大衆へ向

けてスポーツをアピールしていて、クラ

ブ内ではレベル違うスポーツへ参加する

ことができます。週 1 度の楽しみとして

参加する生徒から、競技に出場する選手

まで様々です。 

例を見てみましょう。ほとんど場合、

器械体操はクラブスポーツが推進してい

ます。子ども達は 3 歳から 5 歳で器械体

操を始め、週に 1～2度のクラスを受けま

す。5歳になると、才能のある子どもは予

備チームで能力を磨き、ハイレベルな条

件で、良いコーチに学ぶことができます。 

小学校へ入ると、娯楽レベルのクラスと、

大会へ出場する器械体操チームへ分けら

れます。そして、中学校へ入る 11歳、12

歳になると、体操選手となる子どもが選

ばれ、才能のない子どもはクラスから落

第し、競技チームだけが練習を続けます。

12 歳頃には中学校のチームへ参加し、そ

の後は高校で器械体操をします。これは、

２つの体制がお互いに対立してしまう例

です。学校のスポーツ体制とクラブのス

ポーツ体制は両チームに所属することを

認めないことが多いのです。つまり、ク

ラブ選手は、中学校や高校のチームで競

技することができません。一般的に、施

設もコーチのレベルも劣ることが理由と

なっています。 

 

 

アメリカの子ども達は、公園、娯楽施

設、YMCA、地域リーグなど、いろいろな

場所で娯楽スポーツを楽しんでいます。

娯楽スポーツの場合、形態は様々で、各

スポーツで決まったライフサイクルはあ

りません。この図は、ウェリントンとい

う町での娯楽スポーの場を表しています。

この町には、11 の青少年スポーツの場が

あります。一般的に、3 歳から 11～12 歳

の子どもを対象としています。中学生に

なるとスポーツの場が減り、才能がない

場合、多くの子どもが 12 歳までにスポー

ツを辞めてしまいます。これはアメリカ

で大きな問題となっています。 

 

 

中学校では校内でもスポーツをするこ

とができ、無料で充実したスポーツの場

となっています。昼休み、授業前、放課
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後などにスポーツをします。一般的にボ

ランティアでクラブを担当している先生

によりますが、スポーツクラブと同じ様

なやり方ではないかと思います。校内で

は、陸上や野球をすることもできますし、

昼休みにウォーキングなど、他にもいろ

いろなことができます。 

 

 

最近、おそらく 2～3年前から、このよ

うな校内でのスポーツの場に国が注目し

始めました。政府がアメリカの子ども達

の身体活動レベルを上げようと試みてい

るところなので、これらの場はもっと増

えてくると思います。アメリカでの学校

対抗スポーツでは、子ども達が学校のチ

ームで他校と競技します。約 750 万人の

子どもが高校の学校対抗スポーツに参加

しています。そのうち、男子は 400 万人、

女子は 350 万人です。いろいろなスポー

ツをしていますが、このスライドは男女

別トップ 10 のスポーツで、男女の違いを

ご覧頂けると思います。 

学校対抗スポーツで興味深いことの１

つは、スポーツにより違いが見られるこ

とです。器械体操では、学校対抗に参加

している選手のレベルは高くありません。

楽しみでやっている傾向があります。し

かし、男子のフットボール、バスケット

ボール、野球はレベルがとても高く、国

を代表するような選手もいます。プロチ

ームや大学チームは、これらの高校から

選手を探してスカウトします。アメリカ

では学校対抗スポーツに対して 2 つのア

プローチが存在していて、学校ごと、ス

ポーツごとに異なり、一貫していません。

「何が何でも勝つ」というアプローチを

取っているコーチは、優秀な選手だけを

チームに選び、他の選手は切り捨てます。

一方では、開発アプローチを取っている

コーチは、努力する選手なら誰でも指導

し、チームのどんな選手も切り捨てるこ

とはしません。 

 

 

フットボール選手のライフサイクルに

ついてお話します。学校対抗スポーツは

中学校からなので、子どもが成功するた

めに必要な能力と知識を与える体制を築

かなければなりません。フットボールの

場合、小さい子どもの能力を開発し、中

学校、高校までに良い選手に育てるため

には、エージェンシーやクラブスポーツ

に頼っています。 
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もちろん、アメリカの青少年スポーツ

には、多くのコーチが関わっています。

では、誰が青少年スポーツを指導してい

るのでしょうか？実は、青少年スポーツ

体制により様々です。エージェンシー、

娯楽、校内プログラムでのコーチはボラ

ンティアです。子どもとスポーツを愛す

る、両親や教師のスポーツへ対する熱意

によって支えられています。 

クラブのコーチは、一般的にコーチとし

て経験がある高い能力を持った選手で、

お金をもらっていることが多いのですが、

フルタイムの仕事とすることはできずパ

ートでやっています。学校対抗プログラ

ムのコーチは、教師です。通常は体育の

教師で、コーチをするための特別手当を

もらっています。大きな問題の１つは、

実際、これらのコーチは指導の専門技術

を持っておらず、子どもの発展に対する

理解や効果的な指導の原則についての理

解がないことです。 

 

 

アメリカでは4100万人の子どもがスポ

ーツをしていますが、全てがプラス面で

はありません。アメリカが抱えている問

題を少しお話しますが、このプレゼンテ

ーションでは、詳しくお話する時間はあ

りません。それでも、これは深刻な問題

だと思います。スポーツに触れる機会に

ついて、貧困層と中上流層の子ども達の

間には大きな不平等があります。貧困層

の子ども達は、スポーツをするお金があ

りません。それから、男女間にも不平等

があります。女子のできるスポーツは男

子よりも少なく、女子のスポーツチーム

を指導する女性コーチの数がとても少な

いのです。 

コーチに対するトレーニングが不足し

ていて、90％のアメリカ人コーチは事前

に全くトレーニングを受けていません。

その結果、何が何でも勝つように子ども

にプレッシャーをかけるコーチや両親が

います。それから、強力な選手は小さい

頃から 1 つのスポーツに集中することを

余儀なくされています。高校生の学校対

抗スポーツでは、1人の生徒がフットボー

ルとバスケットボールの 2 つのチームに

入ることをコーチが認めていません。一

年中、チームメートと一緒に練習、調整



 - 98 - 

しなければならず、両方のチームに参加

することができないので、どちらかを選

ばなければいけません。 

それから、コーチが１つのスポーツに

集中させるアプローチを取っている場合、

エリートレベルの選手に育っていると、

高校を卒業後、生活に必要な幅広い能力

に欠けていることがあり、これは大きな

問題となっています。 

 

 

締めくくりとして、もう一度、青少年

スポーツにおける 2 つの哲学的アプロー

チと、学生をどのようにして青少年スポ

ーツに集中させているかについて、話を

戻します。エリートスポーツ体制では、

スポーツにより、主にクラブと学校対抗

プログラムを選んでいます。繰り返しま

すが、貧困層の子どもたちは、これらの

スポーツに接する機会がありません。 

現代の研究から、エリート選手になるに

は 1 万時間の練習が必要だということが

わかっています。そのため、エリートス

ポーツの焦点は、早くからスポーツを始

めさせ、１つのスポーツに絞り、小さい

頃から集中的なトレーニングができる環

境に置くということになります。これは

もちろん、子どもに身体的、精神的、社

会的な影響を与えます。 

 

しかし、集合的参加型アプローチでは

全く違ったアプローチを取っていますが、

こちらは明日、お話ししようと思います。

目的は、幅広い分野のスポーツで能力を

高めることで、子どもは様々なスポーツ

へ触れ、複数のスポーツへの参加を経験

することができます。これを体育プログ

ラム、青少年スポーツ体制で行えば、若

い選手達は自発的な人間に成長すると思

います。 

 

 

今日は、アメリカの体制について、ご

理解頂けたかと思います。最近、研究の

一環として行った 4 歳児にインタビュー

の言葉を借りたいと思います。この 4 歳

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

人はみんな怒るのかわからないよ。僕は

両方のチームでプレーしたいし、両方の

ゴールをきめたい。でも大人は違うみた

い。楽しくサッカーがしたいだけなの

に。」私達は、誰にどんなスポーツを教え

る時もスポーツは楽しいものであること

を忘れず、子どもにとっても楽しいもの

であるように指導しなければいけません。

ありがとうございました。 

 

オーストラリアの青少年スポーツ振興シス

テムの現状と課題 

クイーンズランド大学 

講師 ルイーズ・マックウェイグ 

三木）マックウェイグ先生ありがとうござ

いました。それでは次にオーストラリア、

クイーンズランド大学講師、ルイーズ・

マックウェイグ先生より、オーストラリ

アの現状と課題について報告していただ

きます。 

 

 

マックウェイグ）みなさん、少しストレ

ッチをしませんか。あまり真剣にならな

いで下さい。そう、少しストレッチをし

て下さい。こうしてまた日本へ来ること

ができ、とても嬉しく思います。ご招待

を頂いた文部科学省の方々、特に佐藤豊

さんとチームの皆さんには心から感謝致

します。それから、筑波大学でも同僚の

高橋健夫先生と、今日、私の言葉を皆さ

んに伝えてくれる通訳の松本さきこさん

にも感謝致します。 

 

今日は、スポーツ振興の目的と戦略の

手段として、２つの分析構想を用いよう

と思います。これらは最近、オーストラ

リアの学校で採用されています。最初の

構想は、ハンター氏の考える原則的立場

です。彼は、様々な教育関係者の学校制

度についてコメント、批判の方法を原則

的立場と表現しています。学校制度につ

いての見方は原則的である述べています。

現在の学校制度は、基本的な原則として

不完全であるとしています。 

人の理想的な形成の概念については、

異なる立場が存在します。コメント者や

教育従事者により、原則的立場は異なっ

ていますが、プロジェクトのベースライ

ンは同じで、それは人の理想的な形成な

のです。ある事業者または公共機関は、

集団的な行動、態度をスポーツと HPE(保

健体育科教育)の目標として認識してい

ます。それも理想的な人間の形成です。

そして、公共機関や事業者は、理想的な

人間の概念を達成するための HPE プログ

ラムについて、特定理論を主張していま

す。 
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本日、私がお話しする構想には、4つの

基本的立場があります。 

1 つ目は、善良市民です。善良市民の原

則の立場は、20世紀の学校スポーツとHPE

プログラムを通して活発であるとされて

います。子どもが学校スポーツと HPE に

従事することを善良市民の義務としる信

念を表しています。善良市民の原則の立

場の提唱者は、HPE をティーチング、トレ

ーニングの見習い市民の手段とみる傾向

があり、就学中の学童は、現代の善良市

民の概念に基づき、監視、管理、訓練す

るとしています。 

善良市民の原則の立場の主張者達は、

善良市民は健康市民だという考えを支持

しています。政治的な観点から、これは、

不健康な市民には大きなコストがかかり、

逆に健康な市民は生産的でコストがかか

らず、社会の安定に大きく貢献している

という考えがあります。結果として、学

校のスポーツプログラムと HPE は、特に

西洋国家では健康な市民を生みだすため

重要な戦略として、促進、確立されてい

ます。 

２つ目の原則的立場は、保健体育を社

会的に望ましい態度の育成手段として利

用することです。個性、正しい品行、協

調性などの強化、更に、仲良く調和のと

れた安全な社会を作ることを目指します。

よって、教師は、感情の抑制、相手への

思いやり、ルールの厳守、他人への平等

な扱い、逆境に立ち向かうことなどがで

きるよう指導しなければなりません。 

そして、３つ目の立場は、善良で健康

な市民の立場と似ていますが、身体的能

力のある参加者、または有能市民という

立場があります。この立場の提唱者は、

スポーツと HPE は、学生が卒業後も身体

活動へ自信をもって参加できるような基

本的な能力を育てるものだと考えていま

す。つまり、身体活動とスポーツへの参

加を続けさせることを目指し、HPE の身体

活動は生徒に自信をつけさせる役割を担

っています。 

そして 4 つ目の立場は、タレント性ス

ポーツです。この原則の提唱者は、若い

身体は人間行動とスポーツをするのに優

れた可能性があると考えています。学校

スポーツと HPE は、更にレベルの高いス

ポーツに必要な才能の基礎づくりである

としています。スポーツと HPE は同意語

で、目的の中心です。先ほどお話した善

良市民原則の立場と反して、教師は各生

徒が自信をつけることを重要視せず、競

争力をつけさせます。結果、この原則を

支持する団体、個人は、基礎的な運動能

力の発展と競技スポーツの戦略を重視し

た学校での HPE プログラムを主張してい

ます。 
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第 2 の分析構造は、健康促進について

です。グラスコー（Glasqow）、ヴォグ

（Vogt）、ボールズ（Boles）によると、

適切に評価される構想がないため、国民

健康の進歩、地域ベースでの進歩の妨げ

となっています。これに対して提案され

ているモデルは、RE-AIM（目標再設定）

というものですが、個人的には、国民健

康の概念だけでスポーツ振興を主張しよ

うとは思いません。オーストラリアの学

校で組織されるスポーツ振興の安定と、

大きな影響を評価するために、このモデ

ルについてお話しようと思います。 

RE-AIM（目標再設定）モデルには５つ

の基準があります。「普及」は、参加レベ

ルと方針やプログラムの影響を受ける人

の率を計ります。 

「効果」は、プログラムによるプラス

面とマイナス面を測定します。「適用」は、

方針や戦略が実際に適用されている環境

を評価します。「実施」は、実際にプログ

ラムが実行された範囲を評価します。「維

持」は、改革で個人、団体の行動が安定

したかを評価します。これに関しては、

可能性が継続するという概念と結びつけ

ます。 

 

次は、オーストラリアの学校でのスポ

ーツ振興を行っている主な団体に焦点を

当てます。各組織の戦略をアウトライン

してみたので、皆さん、各プログラムで

の哲学的な観点と影響を考え、原則的立

場とRE-AIM構想の手法を適応することを

考えてみて下さい。 

最終的には、この２つの手法を使って

オーストラリアについての知識を自己評

価したいと思います。 

それを始める前に、学校ベースのスポ

ーツ振興の主役について少し考えたいと

思います。オーストラリアのスポーツ委

員会によると、学校とスポーツ組織は自

然に協力し合っています。リチャード・

ティニング氏が主張するように、学校と

は集団感化が行われる場所です。この考

えでは、学校でスポーツ組織と管理部門

を設け、健康、性格、タレント性を促進

することをスポーツ振興プログラムに加

えています。よって、国家教育機関（State 

National Education Authorities）では、

教育組織、担当者が学校でのスポーツ振

興に関与しています。今日は時間がない

ので、全てお話することはできません。 

しかし、カリキュラムベース戦略、追

加カリキュラム戦略、学校スポーツプロ
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グラムの３つについて、お話したいと思

います。スポーツ組織は、観衆には興味

がなく、将来のリーグ出場および参加権

の増加または幅広い層のファンを増やす

ことを追求する戦略とプログラム採用し

ています。 

 

 

それでは、オーストラリアの教育機関

によって行われた促進戦略の事例につい

てお話します。現在オーストラリアでは、

国家の指導する学校カリキュラムには、

重要な要素として保健体育が含まれてい

ますが、現在、これについて議論が行わ

れています。これは、学校制度に対する

国家目標（Australian National Goals）

にも含まれています。1989 年、オースト

ラリアの学校に対して、10 の共通した総

合国家目標の中に、身体発達、個人指導、

学生のフィットネスの機能が確立されま

した、数十年後も HPE は、健康的な生活

の維持と余暇の楽しみを創造するために

必要な知識、能力、態度を創り出すこと

を目的としています。興味深いのは、ス

ポーツという用語には、このこと不足し

ているということです。オーストラリア

では、スポーツというのは 30 年前から、

健康、教育という点で注目されていたこ

とになります。懸念されるのは、何が何

でも勝つというスポーツ精神を持った競

争心の強い親の態度により、参加費用が

上がるということです。結果として、保

健体育教育の提唱者は、対立しない恩恵

を改善し、包括的な身体活動を言及して

います。 

それでもまだ、多くにオーストラリア

人にとって、HPE を教えるということは、

スポーツを教えるということと同じ意味

なのです。オーストラリアでは、スポー

ツは社会文化的に重要な役割を果たし、

学校のHPEプログラムにおける影響力は、

スポーツの価値を確かなものとし、HPE

カリキュラムにおいて活発です。その結

果、HPE での必須、選択プログラムは、活

発で重要なカリキュラムを提供し、スポ

ーツに関連する知識、能力、態度を促進

しています。 

 

 

しかし、ご説明したように、現在、HPE

は 8 つの主要学習分野の一つとなってお

り、健康のために注目されています。オ

ーストラリアのクイーンズランド州では、

国家のカリキュラムから授業詳細を思案

し、個人と地域の健康について３つ方針

を立て、身体活動の技術とコンセプトを
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作り、自己啓発を強化しています。この

カリキュラムでは、多くの時間を身体活

動のために費やすことを求めています。

HPE、KLA が体育での健康を提唱している

にも関わらず、身体活動の促進ではゲー

ムをとスポーツを重視することが優先さ

れています。 

 

 

この状況に耐えられず、カリキュラム

の時間割を変更することを HPE とスポー

ツ振興の提唱者は考えて続けていますが、

HPE へ費やさなければならない時間は、

HPE 主要学習分野に明記されています。は

っきりした説明責任がない中、これに従

うよう提案することはできません。オー

ストラリアの国会が1990年代に設立され

た、環境、娯楽、芸術に関する委員会

（Committee on Environment, Recreation 

and the Arts）へ働きかけてから、少し

変化がありました。それは、学校での運

動、スポーツ教育に対する調査を行うこ

と、体育や学校でのスポーツに費やす資

源と時間が減っていることについて検討

することです。 

 

 

それでは HPE についてはどうでしょう

か？このプログラムでは、善良市民 3 つ

の特徴、健康、有能、社会性を強調して

います。このプログラムは広く浸透して

おり、現在、全ての学童へ普及でいます。

効果は、長い間、疑問視されています。

保健体育が本当にスポーツ振興に役立っ

ているのかという点です。 

オーストラリアの PE(体育)プログラムで

は、健康促進や基本的能力の開発という

よりも、スポーツ振興を目指しています。

現在、広く適用されていて、多くの HPE(保

健体育)プログラムではゲームやスポー

ツをしています。実施するには説明責任

が足りないのですが、クイーンズランド

の学校では、1 歳から 10 歳の子どもを対

象として、ランダムに HPE プログラムに

行っています。維持については、HPE に費

やす時間が無くなってしまうことが心配

されますが、今のところ、HPE は続けられ

ており、オーストラリアの学校制度に残

っていくことでしょう。 
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カリキュラム変更は、まだ方針草案な

のですが、オーストラリアの学校でスポ

ーツを促進している背景には、クイーン

ズランドで肥満児が増えていることに対

する懸念があります。クイーンズランド

の政府は、PEを計画実行し、2005 年から

2008 年のアクションプランで子どもの健

康を推進しています。このアクションプ

ランには、栄養と身体活動に関連する重

要な戦略が組み入れられています。例え

ば、健康を保つ食べ物、飲み物の賢い選

び方から、クイーンズランド州の学校で

は、スマートムーブという身体活動プロ

グラムを行っています。このアプローチ

は、クイーンズランドでの肥満対策とし

て行われています。スマートムーブは、

学童の身体活動レベル向上を目的として

導入されました。学校スポーツおよび身

体活動の更なる発展という題の報告書に

よる提案から、この方針は条例となりま

した。この提案がスマートムーブをもた

らし、カリキュラムの一貫として、小学

校では 1日 30 分以上、中学校では週 2時

間以上の身体活動を義務付けています。 

 

 

2008 年より、全ての公立学校では、年

間運営プランの一部として、スマートム

ーブを実施するために6key要素を定義し

た身体活動アクションプランを作成する

ことが義務付けられています。 

 

 

クイーンズランド大学の運動研究所

（School Of Movement Studies）の研究

は、学校環境へ身体活動としてスマート

ムーブを導入することは、学校にいる間

に学生に身体活動をさせる責任を学校が

担うという、新しい分野の先駆けだとし

ています。健康な市民の原則の立場を支

持するプログラムだということは明らか

です。学習分野、カリキュラムに関係な

く、現在、プログラムは全ての学年の子

どもへ広く普及しています。効果につい

ては、この方針は、まだ長い間、実行さ
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れていないのでわかりません。適用は、

数学に弱い人達が政策の優先順位を競っ

ているので、スマートムーブ方針の実行

はランダムな状態です。実施には問題が

多く、個人の熱意と学校をサポートする

パートナーに頼っています。 

 

 

オーストラリアの学習サイクルでは、

公立の学校も私立の学校も、学校対抗競

技を授業時間外に行っています。これら

のプログラムは、オーストラリアのエリ

ート学校制度において重要な要素で、学

校の繁栄と競争の激しい私立学校におけ

る魅力として、多くの学校では学生に奨

学金を支給しています。多くのスポーツ

組織は、これらのエリート校によりスポ

ーツでの競争が、将来、タレント性のあ

る選手やコーチを生みだしていると見て

います。コーチ志望者を学校が採用し、1

年間、チームのトレーニングと指導を行

います。 

近年では、プロ志向、エリート志向が

急増しています。しかしながら、分析か

ら判断すると、原則の立場に関しては、

社会的市民権の原則の立場を支持してい

ます。このアプローチは、様々は形でオ

ーストラリアの学童へ影響を及ぼしてい

るため、広く普及しています。 

 

オーストラリアの学習サイクルでは、

公立の学校も私立の学校も、学校対抗競

技を授業時間外に行っています。これら

のプログラムは、オーストラリアのエリ

ート学校制度において重要な要素で、学

校の繁栄と競争の激しい私立学校におけ

る魅力として、多くの学校では学生に奨

学金を支給しています。 

多くのスポーツ組織は、これらのエリ

ート校によりスポーツでの競争が、将来、

タレント性のある選手やコーチを生みだ

していると見ています。コーチ志望者を

学校が採用し、1年間、チームのトレーニ

ングと指導を行います。近年では、プロ

志向、エリート志向が急増しています。

しかしながら、分析から判断すると、原

則の立場に関しては、社会的市民権の原

則の立場を支持しています。このアプロ

ーチは、様々は形でオーストラリアの学

童へ影響を及ぼしているため、広く普及

しています 

「効果」についてですが、この戦略で

は、既にスポーツに従事し、スポーツを

得意とする人がスポーツの価値と喜びを

再認識傾向がありますが、一方では、ス
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ポーツを楽しめない人が失望したり、疎

遠したりすることもあります。適用は、

州、部門、学校により様々です。 

「実施」については、特定の教育機関

が調査中です。差異がありますが、この

戦略はオーストラリアの学校環境で活発

さが見られます。そして最後の項目は学

校側からのものですが、オーストラリア

に学校ができてから行われていた学校ス

ポーツのプログラムです。 

結果として、オーストラリアの学校ス

ポーツ団体は何年もの間、運営されてい

ます。オーストラリア各州代表のチーム

が出場する州対抗の学校スポーツは、オ

ーストラリアのフットボールとネットボ

ールが初めて行われた1920年代に始まり

ました。組織を強化するために各州の代

表が集り、協会が作られ、オーストラリ

アの中学校スポーツ連盟は、州対抗大会

の全てを調整する団体となっています。 

クイーンズランドでは、1970 年に 8つの

地域別学校スポーツ事務局が創立されま

した。この団体は、スポーツ大会を組織、

管理し、州の代表チームから国の代表選

手を監督する責任を果たしています。最

近、これらの地域別学校スポーツ事務局

は、視野と役割を広げ、スポーツへの積

極的な参加を支持しています。 

しかし、クイーンズランドの学校スポ

ーツ組織とその他の団体が重視している

のは、オーストラリアの国代表、または

州や地域代表のエリートへの通り道とし

て、学生個人が競技スポーツに参加する

チャンスの強化です。社会に少し関わり

を持つ傾向もありますが、これは明らか

に、タレント性スポーツ選手の原則的な

立場を取っていることがわかります。現

在このプログラムは全学童へ普及してい

ます。学生がスポーツ大会に参加するこ

とと、エリート選手への道を提供してい

ることが関連することから、効果は高い

です。適用率も高く、有効的に一貫して

実行されています。オーストラリアの学

校で、この戦略が続き、活発なスポーツ

振興となれば、維持も高く評価されます。 

 

それでは、スポーツ部門における重要

な事業者について簡単にお話しします。

オーストラリア・スポーツ委員会（Austr

alian Sports Commission）は、オースト

ラリア政府の法令で定められた公共機関

です。この団体は、オーストラリアで第

一の国立のスポーツ管理、顧問団体です。

様々なスポーツ体制の礎となっています。

このスポーツ体制では、オーストラリア

政府が代表するオーストラリア・スポー

ツ委員会（Australian Sports Commissio

n）、国家スポーツ組織（National Sporti

ng Organization）などの団体、地方政府

のスポーツ機関などの団体が提携を結ん

でいます。オーストラリア・スポーツ委

員会（Australian Sports Commission）

の使命は、スポーツを通して国民の生活
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を豊かにすることです。オーストラリ

ア・スポーツ研究会（Australian Instit

ute of Sports）の重要な点は、強力な選

手のトレーニングと開発に優れていると

いうことです。国家スポーツ組織（Natio

nal Sporting Organizations）は、スポ

ーツを安定させ、より良い管理者を招き、

地域での参加を奨励するためのサポート、

アドバイスについて、オーストラリア・

スポーツ研究会（Australian Sports Com

mission）に頼っています。オーストラリ

ア・スポーツ研究会(Australian Sports 

Commission)がプログラム全体で原則的

立場をカバーする母体だということを理

解して頂けたと思います。 

 

学校と協力している高い機能を持った

スポーツ組織は、タレント性認識を重要

視しています。選手志望者は、スポーツ

機関またはアカデミーなどの出身です。I

IS は、毎年 7月に奨学金の希望者を募り、

オーストラリア・スポーツ研究会（Austr

alian Sports Commission）も奨学金を出

しています。タレント性のある選手は、

国家スポーツ組織（National Sporting O

rganizations）が見つけたり、ナショナ

ルチームのコーチがスポーツ大会で話か

けたりします。既に有力な選手がいても、

オーストラリア・スポーツ研究会（Austr

alian Sports Commission）とオーストラ

リア・オリンピック委員会（Australian 

Olympic Committee）は、オーストラリア

全体で未開発のタレント性を認識するこ

とに興味を持っています。1994 年、タレ

ント性サーチプログラムが始まり、各州

の委員会や学校などがタレント性探しの

調整役をしています。 

タレント性サーチプログラムは、運動能

力検査、身体検査など、学生の適性検査

から始まります。多くの場合は、州のコ

ーディネーターのサポートを受け、体育

の先生がテストを行います。2005 年より、

スポーツ機関やアカデミーにもタレント

性認識が広がっています。 

各州でも行われていますが、国家レベ

ルでは、もっとプロジェクトベース化さ

れており、国家のスポーツ組織と協力し

ておこなっています。オーストラリアの

運動選手は、オンラインのタレント認識

ツールにアクセスすることも可能ですが、

2006 年、タレント性サーチプログラムは、

国家のタレント性認識および開発プログ

ラムとして再統一されました。学校と体

育教師は、今後も、これらのテストを行

っていきます。平均以上の能力があると

認識された学生は、タレント性を評価す

る機関を訪問するよう勧められ、スポー

ツアカデミーのタレント性認識官を紹介

されます。 

ご覧のように、原則的な立場は明確で

す。これはタレント性のあるスポーツの

立場です。このプログラムでは資金調達

ができず、タレント性サーチの前任者が
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プロフィールを維持することができない

ので、普及はランダムな状態です。対象

者に既に普及していると、効果は難しく

なります。もともとは学校単位で行って

いましたが、現在は最低 3 つの組織がタ

レント性認識プログラムを行っているの

で、適用についてもランダムな状態です。

「実施」についても、適用と同じくラン

ダムな状態です。「維持」は、この戦略は、

学校コミュニティでのプロフィール弱体

が見られ、学校の HPE プログラムが継続

できなくなります。 

 

オーストラリア・スポーツ研究会（Aus

tralian Sports Commission）のプログラ

ム参加のための投資は、タレント性のあ

るスター選手を見つけるためだけではあ

りません。オーストラリアでのスポーツ

への関わりによる社会的、健康の恩恵の

ためでもあります。最も重要なプログラ

ムは、放課後のコミュニティです。放課

後のプログラムは、草の根的スポーツで、

楽しく安全で包括的な環境で青少年がス

ポーツへ参加できることを目指していま

す。この放課後プログラムを通して、オ

ーストラリア・スポーツ研究会（Austral

ian Sports Commission）は、オーストラ

リアの子ども達が積極的にスポーツをす

るように働きかけ、他の州や地域の参加

プログラムも評価しています。このプロ

グラムは、主流なスポーツに関わってい

ない子どもを対象とし、身体活動を愛し、

スポーツ組織への関わりを導くことを目

標としています。 

この戦略で重要な要素は、プログラム

を実行する地域のコーチをトレーニング

することです。2009 年、1200 団体がコー

チ養成プグラムのクラスを行い、6700 人

が放課後のコミュニティプログラムへ参

加するようになりました。これらの養成

プログラムは、地方にあるいくつかのス

ポーツ組織と協力して行われています。 

この分析から言えることは、オーストラ

リア・スポーツ研究会（Australian Spor

ts Commission）が明確に健康で有能な市

民の原則の立場を取っているということ

です。このプログラムは全ての子どもに

提供しているので、普及していると言え

ます。効果については、オーストラリア・

スポーツ研究会（Australian Sports Com

mission）の研究では、とても効果がある

ことが判明していますが、これを支持す

るには長期にわたる研究が必要です。 

「適用」ですが、積極的な放課後プログ

ラムの理解と実施は、これからも学校環

境外の人や団体が行っていきます。まだ

比較的ランダムな状況です。実施につい

てはすでに述べました。「維持」について

は、限られた資金によって運営されてい

るので、積極的な放課後プログラムがオ

ーストラリアの学校制度でずっと続いて

いくものだという保証はありません。 
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最後に、全国スポーツ組織についてで

す。オーストラリア・スポーツ研究会

（Australian Sports Commission）は全

国スポーツ組織、障害者のための全国ス

ポーツ組織と協力し、コミュニティ参加

のものからレベルの高いものまで、スポ

ーツの発展を目指しています。選手、コ

ーチ、職員、管理者が通る社会的な道、

およびエリート志向の道は、スポーツ効

果プランプロセスに含まれると考えます。

全ての全国スポーツ組織は、スポーツへ

の参加者の質と数を上げることに興味を

もっていて、子ども達のスポーツに対す

る関心を刺激するために、学校コミュニ

ティと一体となり、協力するチャンスを

利用しています。しかし、国内、海外に

はクリケット・オーストラリア、オース

トラリア・フットボールリーグ、国家ラ

グビーリーグ、水泳オーストラリアなど

多くのプロリーグがあますが、学校は参

加者ではなく、基本的にファンの集まり

であると考えています。 

一般的に、全国スポーツ組織は、次の

戦略を立てています。学校内、学校対抗

の競技大会の主催、相談所の設置、学校

訪問、教育的に適切なカリキュラムと資

源の開発、講師への開発プログラムの主

催、人材資源、物理的自然を共有するた

めの提携と関連の強化、全ての戦略を運

営する学校開発事務局を設置することで

す。 

注目するべき点は、これらの組織の原

則的な立場は、健康で有能な市民の原則

を誇張した戦略をとっていますが、実際

はタレント性のある選手の原則の立場を

とっていることです。普及はランダムな

状態です。効果もランダムで、地方の資

源に限られます。適用についても、地方

の資源とコミュニティの関心によります。

実施についても地方の財源、コミュニテ

ィの興味、サポート組織によります。維

持については、国家スポーツ組織のスポ

ーツ促進戦略は、特に学校や教師の本業

ではないため、オーストラリアの学校制

度でこれからも続いていくという保証は

ありません。 

 

 

このプレゼンテーションの締めくくり

として、オーストラリアのスポーツでの

詳しい例を取りあげたいと思います。 

戦略、方針、構想で行動が保証される

ことはなく、多くのスポーツと教育事務

局は、スポーツと教育を目的として結び

ついています。これらの事務局では、原
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則的立場と逆の行動を取っている様々な

投資家の関心を引くために努力しなけれ

ばなりません。オーストラリア・スポー

ツ会議（Australian Sports Council）は、

教育部門と協力し、組織およびクラブを

サポートする努力をしています。学校の

方針と手続きを実行し、学校プログラム

を豊かなものにするために、協調したア

イディアを提案しています。学校の方針

を実行し、学校プログラムを強化するた

めに、提案しあうことでお互いに協力し

ています。オーストラリア・スポーツ研

究会（Australian Sports Commission）

は、学校ベースプログラムの導入につい

て明確な提案をしています。友好的で熱

心なプロ的手法で組織をサポートする必

要があります。プログラム開発において、

スポーツ組織の管理者とスタッフはこれ

らのガイドライを満たす責任があります。 

そして学校スポーツ開発事務局は、日々、

直接、学校と交流しています。 

これらの学校スポーツ開発事務局の役

割は、研究、方針という観点から、オー

ストラリアで注目をされている分野です。

明日は、私達が今年行った調査で、学校

コミュニティとスポーツ組織の関係、複

雑に関係で運営される組織の関心と目的

を満たすための学校スポーツ開発事務局

の役割に焦点を当てて、お話することを

楽しみにしています。長い間ありがとう

ございました。 

三木）マックウェイグ先生ありがとうござ

いました。進行が遅れておりますが、こ

ちらのほうで先生方が用意してくださっ

た情報その他データ、分析の結果が非常

にたくさんあって、そして貴重なもので

したので、あるもの全部教えてください

とお願いしましたので時間がちょっと遅

れております。次に、デボラ・タン先生

のご報告だったんですけれども、ここで

休憩を入れまして、４時 10 分に再開いた

します。デボラ・タン先生の報告の後、

引き続きパネルディスカッションという

ふうにさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

シンガポールにおけるスポーツの推進及び

競技者の育成 

シンガポールスポーツスクール 

校長 デボラ・タン 

 

タン）お話を始める前に、文部科学省に

対し、私と同僚のラビンスキー博士をお

招きいただき、厚くおもてなしいただい

たことを感謝いたします。これが今日の

最終プレゼンテーションと存じます。ま

さにレースを終えるところですので、も

うしばらくご傾聴ください。私は、管理

者、学校管理者の立場でお話させていた

だきます。私はシンガポールの学校制度

の中で 10年間、校長を務めてまいりまし

た。皆さんにお話したいのは、シンガポ

ールにおいて私どもの学校が、スポーツ

コースがいかに新しいかと言うことです。



 - 111 - 

シンガポールは、1965 年に国家として独

立を果しました。国として非常に若く、

今年でまだ 44 年です。過去 20～30 年の

間に、シンガポールは第三世界経済から

先進国経済へと移行してきました。しか

し、 この分野に関しては、スポーツ界の

背景に反して、私どもはまだ非常に若い

のです。私どもは今日、ここでお話しさ

れた皆さんから非常に多くを学びました。 

 

 

2006 年 9 月、シンガポールでは、社会

開発・青年スポーツ省がスポーツ文化委

員会を設立することを指示しました。広

範囲の審議と多くのコンサルティングを

経て、委員会は 23 の提言を行いました。

この提言は、より活力のある自立したス

ポーツ文化をシンガポールに、という私

達の期待に添うものです。この提言は私

どもの現在のスポーツ振興の取り組みに

基づき構築されるもので、シンガポール

はスポーツに関する国家ビジョンに向け

て行動していきます。シンガポールのス

ポーツに関する国家ビジョンは、産業的

手法の宣言です。スポーツとは健康的で

活気のあるライフスタイルを祝うもので

す。スポーツは情熱を引き出し、性格を

作り上げ、シンガポール人同士を結び付

けるでしょう。また、シンガポールの私

どもが皆ともに、健康のため、活力のた

め、人生のために、スポーツに励むこと

でしょう。3つの非常に基礎的な宣言、私

達は国家としてこれを実現できるでしょ

う。そのスローガンは、スポーツを生き、

人生を生き、スポーツを呼吸しよう、と

いうものです。 

 

 

国としてスポーツ文化に関わるように

なって日が浅いために、委員会の提言、

学校またはクラブ・スポーツに関わる人

達のコミュニティ、全国スポーツ協会、

シンガポールスポーツ審議会、私達は基

本原則として指針となる共通ビジョンを

持つ必要であると思いました。スクリー

ンでご覧いただいていますのが、5原則の

リストです。その 1 つはどの国でも非常

に常識的なもので、ソフトならびにハー

ドに焦点を当て、すべての人にスポーツ

をする機会を与えようというもので、事

実上、施設というものがハード面の要素

です。スポーツは経済的に自立するまで

に時間がかかる投資です。ウィン・ウィ

ンのソリューションを追求するためには、

スポーツは資金、スポンサーシップ、人々

の時間との競争になります。これがシン
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ガポールの現実です。なぜなら、シンガ

ポール国内には多くの対立する要求があ

り、スポーツはその対立の真っただ中に

あるからです。スポーツ独特の価値構造

を創造するには、人々の生活の中にスポ

ーツを組み込んでもらうことを奨励する

ような行動の変革が必要です。 

 

 

私達は毎年 8 月 9 日に独立記念日のお

祝いをしますが、実は今年の独立記念日

総会では、我が国の首相は通常シンガポ

ール国民のために独立記念日総会を行う

のです。この先何年かの間で、私達が着

目しようとしている重要な点は、将来、

何十年かの間にどうやってシンガポール

人の健康を実際に改善していくかを見て

いくことであり、その点では、私達は高

齢化するシンガポール国民の人口動態分

析データをより多く把握しているところ

であり、そして、国民生活に確実にスポ

ーツをとり入れたライフスタイルになる

ような援助が必要です。シンガポールの

スポーツ文化委員会に向けた提言に基づ

き、いくつかの戦略が推薦されています。

それは全くシンプルに見えるかもしれま

せんが、私が思いますには、実行にあた

っては我が国の手腕が問われるものです。

 

私達が国家として行うべき主要な取り

組みの 1 つは、スポーツを活用して広く

国民を刺激し、スポーツに対する認識を

高めたり、スポーツというものを特定の

地域スポーツに大衆の興味を引き付ける

ことだと思います。皆さんがシンガポー

ルにお越しになれば、私達の国の規模が

いかに小さいかがお分かりになると思い

ます。時速100キロの速さで運転すると、

おそらく 1 時間も経たないうちに海に入

ってしまいます。それぐらい小さいので

す。シンガポールには約400万人がおり、

シンガポールで生まれ育った人と同様、

永住者もいます。国家政策として世界中

からシンガポールに人々を招いておりま

して、シンガポールの産業に貢献しても

らっています。 
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2 番目は、すべての人にスポーツの機会

を提供するための実務戦略を見つけるこ

とです。私がただ 1 つと申し上げました

ように、この取り組みの主要なパートナ

ーの 1 つは健康省です。健康促進活動が

生れ、シンガポールのすべての階層の

人々が、ライフスタイルの 1 つとして、

レジャーとして、スポーツを選択してく

れるように、委員会とともにスポーツを

擁護していくことになるでしょう。皆さ

んがシンガポールに来られたら、非常に

人口密度が高いとおわかりになるかと思

います。なぜなら、国土面積が非常に狭

く、この島の中に多くの人が住み、誰も

がスポーツに参加し、多くの人が非常に

狭い地域にいるからです。これは特に週

末によく見られる状況です。 

 

 

3 番目の戦略は、活気あるスポーツ・エ

コシステム（経済システム）というもの

を構築することです。委員会が目指して

いるのは、マーケット主導のイニシアチ

ブにより地域社会の参加を高いレベルで

実現し、スポーツクラブ・プログラムや

インフラ整備の支援をしていくことです。

この写真は、標準的公認マラソンです。

シンガポールでは2008年に 5万人がこの

マラソンに参加しました。2007 年には 60

カ国から何百人もの参加を得て3800人の

参加者と 16 万人のサポーターが、また、

この週末には今年のマラソンが開催され

る予定です。 

 

 

4 番目の戦略は、チャンピオンの育成で

す。委員会が目指すのは、スポーツ・チ

ャンピオンを育成して国民に強い刺激を

与えることです。私達は非常に若い国で

す。これまで多くの海外の大会に参加し

てきましたが、それほどの成功を収めた

わけではなく、国民の刺激になるチャン

ピオンの育成が目的なのです。 

 

 

この中での戦略は実は、国家スポーツ

戦略委員会を形成、招集するための提言

です。これはシンガポールが過去になし
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得なかったもので、シンガポールにおい

て異なるペースで成長していた別々の機

関があるときに、双方の国民から出てい

なかったものです。誰もが少しずつ違っ

たことをしていて、まったく複雑なエコ

システム（経済システム）となっており

まして、今私達は、共通理解をもって、

同様の原則で指導して、1つのビジョンに

向かう努力を示して、みんなを 1 つにま

とめようとしているところです。主要な

業務は国家スポーツ委員会が行っており

ますが、その内容は青少年スポーツ振興

の状況を検討していくことであります。

私達にはそれに関わる恩恵にあずかりま

した。私達はシンガポールがどれほど小

さいのかを知っており、人々をまとめて

委員会に参加させることが非常にたやす

くでき、また、現実的にいろいろな物事

に取り組み、話し合いながらそれを成し

遂げているからです。 

 

 

青少年スポーツ振興を展開していく中

で、教育省と学校、シンガポールスポー

ツ審議会、全国スポーツ協会、大規模な

地域社会の取り組みを統合していきたい

と、私達は考えています。そして、おそ

らくご存知の方もいらっしゃると思いま

すが、シンガポールは幸運にも、来年の

ユースオリンピック大会のホスト国を勝

ち取りました。これはまさに、私達に青

少年スポーツ振興についてじっくりと検

討するプラットフォームが与えられたこ

とになります。 

 

 

これらは青少年スポーツ戦略委員会に

関わっている主要な機関です。 

 

 

シンガポールのスポーツシステムをご

覧になると、多くのスポーツ活動、スポ

ーツ大会が、まさに 6歳から 19 歳までの

学校制度の中に存在することがわかりま

す。ここに小さなブリップがあります。

NS とは兵役義務のことです。17歳以上の

すべての男子は、2年間の兵役義務として

入隊しなければなりません。これがしば
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しば、男子アスリートたちの競技活動な

どへの参加が妨げられる原因になります。

シンガポール全体として、多くのスポー

ツ活動は、私が申し上げたように、事実、

学校制度の中に存在し、力を必要として

おり、ドイツにあるような地域ごとのシ

ステムがないことが弱みです。 

そのため、ご覧いただけますように、

学校を離れるとスポーツ活動は低下して

いくことが多いのです。また、地域社会

の崩壊という問題もあります。定年後ま

でも市民がスポーツ活動を維持していく

ために、どのような介入ができるかとい

う検討しています。 

 

 

シンガポールでは、最も大きな試練の 1

つが、スポーツ活動が学校制度に非常に

うまく組み込まれているということにあ

ります。小学校スポーツ審議会があり、

中等学校スポーツ審議会があり、また、

短期大学、これはプレ・ユニバーシティ

スクールとか中等学校と呼ばれますが、

その校長らが参加するスポーツ審議会が

あります。それらの審議会が実際には学

校間の競技会を主催し、一年中、年度ご

とに開催されています。小学校から中等

学校まで実によく組織されています。お

気づきになると思いますが、中等学校の

間は、シンガポールの教育状況では、シ

ンガポールでは、教育が非常に大きな役

割を果たしています。スポーツと教育の

間には常に何の対立もありません。 

 

 

青少年スポーツ振興戦略を展開してい

く中で、私はさまざまな機関に属する友

人やパートナー達とともに、シンガポー

ル青少年スポーツ振興委員会に出席して

います。その一つとして、私達が始めた

いと思っているのが、理論的基礎に立ち

戻って、そのスポーツ戦略を展開したい

ということです。理論的基礎については、

皆さんもおそらくよくご存知かと思いま

す。私達を支えているこういった基礎の

一つが、教育の結果を計画する教育省で

す。そしてまた、シンガポールのスポー

ツビジョンやスポーツ文化委員会の提言

などもそれにあたります。 
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シンガポールの学校制度については、

2006 年に検討が行われ、2007 年にその報

告書が完成しました。学校スポーツのマ

スタープランでは、スポーツの特定のス

キルや知識向上を目指すための、スポー

ツ競技会の増加、スポーツに参加する機

会の増加が詳細に検討されています。そ

して、このことは、スポーツを含む履修

カリキュラムで、体育の領域で、非常に

顕著で、インフラや施設整備への支援提

供を促しています。シンガポールでは現

在、どの学校にも、屋内スポーツスタジ

アムがあります。スポーツ関連活動を促

進したり、能力を高めたり、人材、特に

コーチの養成を推進するために建設され

ました。スポーツ教育や生徒の競技会参

加準備に密に関わっているコーチがいま

す。私達が心配しているのは、コーチた

ちが必ずしも、スポーツにおける青少年

育成に馴れているわけではないというこ

とです。私は校長の一人として、若い人

たち、特に思春期の段階にある青少年の

育成をとても気にかけています。ときど

きあることですが、彼等が肉体的にしっ

かり発達しても、感情面、認識の面で未

発達になる可能性があります。そこで、

私たちはコーチに対してもっと気を配っ

てほしいと思いますし、思春期だけでな

く、もっと年齢の低い子供たちとの関わ

り方についてもよく学んでほしいと思う

のです。 

 

シンガポールでは、私達が気にかけて

いるのは、スポーツは指導のツールとし

て活用すべきだということです。私が指

導というとき、その重要性について、ま

さに、若者が学習することについて話し

ています。また、強調したいことは、体

育プログラムについてです。スポーツ履

修カリキュラムの活動の重要な目的は、

スポーツマンシップの意識、チーム意識、

責任感、粘り強さ、国の一員であるとい

う意識を発達させることです。学校にお

ける現在のスポーツの状況は、このおな

じみの体育というものがまさにトレフィ

ンガーの才能発達モデルに基づいた奉仕

レベルから見て、小学校から中等学校ま

で強制されているわけです。これが体育

全体を通して、ベースになっています。 

他人への奉仕については、ほとんどの

学校では、シンガポールの学校の 25％前

後、約 3 分の 1 で、スポーツが履修カリ

キュラムに含まれています。25％から

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

では、美術、音楽、視覚芸術などを履修

カリキュラムに取り入れ、例えば、グル

ープを作ったりしています。 

 

シンガポールの学校では、才能のある

アスリートの多くを集めた学校同士が結

びつき、アセアン諸国やアジア諸国の学

校の競技会で、シンガポールを代表して

参加します。私達はコーチングのレベル

の点では少し貢献しているでしょう。そ

のような点で言えば、私達は彼等に、海

外でのトレーニングや競技会への参加機

会を与えることができるということです。

シンガポールの学校には、痩身・健康プ

ログラムというものがあります。これは

TAF と呼ばれ、逆に言えば、太ることの反

対の意味で、肉体的な健康に焦点を当て

ています。ここからこの特定の取り組み

に入るのですが、これはより全体性を持

った、学校での健康を目的とした取り組

みを擁護していく取り組みです。学校の

体育よりも、健康面を重視した総体的な

アプローチです。 

 

シンガポールの小学校には2008年に新

しく設立されたジュニアスポーツ・アカ

デミーというものがあります。これは、

スポーツで何等かの才能を示した子供達

に機会を提供しようというもので、その

ような子供達がアカデミーに入ることを

認められます。アカデミーはその後、す

こし発展して一つのシステムとして組織

されました。先程、屋内スポーツホール

について述べましたが、これは国内のす

べての学校にあります。どの学校にも屋

内スポーツホールがあります。小学校で

のスポーツカリキュラムに関わることで

言えば、特に、学校が履修時間内にどの

ように組み込むかを決めるという、決定

権を与える政策を展開しています。これ

は体育のことではありません。体育はす

でに時間割が決まっています。体育以外

のことについても、学校がカリキュラム

の中に含める決定権を持たせるのです。

児童一人が好きなスポーツ、自分に向い

たスポーツをいくつか掛け持ちするとき

に時間数をどのくらいにするかといった

決定権を持たせます。たぶん、中には、

アウトドアが好きで、その時間をアウト

ドア活動に当てようという学校も出て来

るでしょう。学校制度を補完するのが、
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シンガポールスポーツ審議会が提供する

スポーツ教育システムです。これは学校

教育の一部ですが、スポーツシステムそ

のものでもあります。 

学校制度の中では、学校間の競技会が

非常によく組織されておりまして、イン

タースクールレベルでは33種目ものスポ

ーツ競技が行われています。ハイレベル

の競技会、大規模な競技会では、1年間の

予定の中でも開催期間が非常に長くなり

ます。NSA、全国スポーツ協会には中等学

校校長、小学校長のネットワークが関わ

っています。シンガポールには、各スポ

ーツごとに優秀者を集めた拠点（センタ

ーオブエクセレンス）が全国にあり、特

定の学校、特定のグループ、特定の地域

が世話役になって、才能ある学生たちを

育成しています。私達は先程述べたよう

な国家システム、政策の一環として、才

能の特定や育成に関する業務を始めたば

かりです。また、国家システムの一環と

して、世界中の才能ある人を学校に招い

ていますが、スポーツだけでなく、すべ

ての産業において招へい活動を行ってい

ます。このことに関しましては、微妙な

問題もあると思います。市民の多くは地

域密着の、地域ブランドの才能を求めて

います。 

 

 

私はドナルド・トリフィンガーのサー

ビス・レベルについて参考資料をつくり

ました。これは才能開発モデルで、私達

が、学校の体育やスポーツ教育プログラ

ム、遊びと学習（PAL）、学校内で行われ

る学校間競技会などで、さまざまなグル

ープの学生に対して行うサービス・レベ

ルを説明する一つの方法です。そして、

スポーツ CCA に関わるより少人数の学生

たちを獲得します。学校間、地域間、グ

ループ間の競技会に参加する学生の 35％

～33％ぐらいになります。次に、センタ

ーオブエクセレンスの各拠点校、また、

SSST、シンガポール学校スポーツチーム

という海外の競技会でシンガポールを代

表するチーム以外の、ジュニアスポー

ツ・アカデミーなどに入っているさらに

優秀な学生たちに対してサービスを提供

します。 
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私達がシステムとして取り組んでいる

のは、すべての学校でこの特定のモデル

を採用できると示すことです。すべての

学校がこのやり方でサービス提供をする

ことができますし、私達はもっと戦略的

にそれを進めていきたいと思っています。

シンガポールの、スポーツを愛する、ス

ポーツが上手な子供達を育成する資源に

集中できますし、彼等に資源という形で

の援助を、学校全体から授業のシステム

までにわたって、もっと提供することが

できるのです。他のいくつかの国々より、

すぐれた育成という点ではおそらく劣っ

ているかもしれませんが、それでもやは

り、それに取り組み、たくさんの関係者、

関係団体を参加させ、より多くの子供た

ちに施設、資源、コーチング、トレーニ

ングや競技会参加の機会を、この国のす

べての地域で提供できるのです。 

 

 

他のいくつかの国々より、すぐれた育

成という点ではおそらく劣っているかも

しれませんが、それでもやはり、それに

取り組み、たくさんの関係者、関係団体

を参加させ、より多くの子供たちに施設、

資源、コーチング、トレーニングや競技

会参加の機会を、この国のすべての地域

で提供できるのです。 

 

 

新しいスポーツ振興に関するこの業務

において特に重要だと私達が認識してい

るのは、若い人たちのモチベーションを

上げるもの、若い人たちが能力だと認識

していることは、大人たちが考えている

ものとは異なる可能性があるということ

です。人は一定レベルの自分の決定権を

求めますから、こうしたことを管理され

ていると考えます。しかし大人が管理だ
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と考えるもの、それに類するもの、ある

いは彼等にとってそれが意味することと

いうのは、大人がこうあるべきと特定し

たものとは全く異なります。そして彼等

にとって楽しみである、興味があると考

えることは、本当に楽しくて興味がある

ことなのです。ですから、コーチとして、

各機関として、管理者として、この戦略

を展開していくうえでは、モチベーショ

ンの観点に非常に気を配りたいと思いま

す。 

 

また、行動計画として決定したことを

達成するために役立つ以下の４点の成功

要因が大切だと考えます。つまり、脅迫

的なものではなく、さまざまな楽しい動

機づけを展開する、時間と空間の点で子

ども中心のスポーツの機会を展開すると

いうことです。ただし書きで幾つかの事

例を挙げたと思います。能力があり、ス

キルが高い人達の大きめのグループ、子

供達や青少年にスポーツの機会を与える

とき、大人にスポーツを教えるときとは

全く違います。子供達を教える事、青少

年のスポーツとは違うのです。才能を見

出すことも含めて、スポーツにおいては

その参加過程をはっきりさせること、ま

た、そのスポーツの関係者達に、このこ

とについて効果的なコミュニケーション

をとることが大切です。 

 

シンガポールでは、アスリートやスポ

ーツマンの過程については、おそらく、

一般市民にあまり知られていないと思い

ます。私達は、このことについてもっと

一般市民や親達、学校、クラブなどとコ

ミュニケーションをとって、参加過程の

理解してもらうようサポートしていく必

要があります。各スポーツに必要な施設

を特定することも必要です。シンガポー

ルを訪れたら、おそらく、1区画あたりの

スイミングプールが非常に多いと感じる

と思います。シンガポールの国土面積が

何ヘクタールとか、よくわかりませんが、

たぶん、そうだと思います。つまり、地

域社会の一人ひとりが手の届く範囲に、

たくさんのスポーツ施設があるのです。

ですから、施設という点では、私達は確

実にそれがあると思います。 

しかし、今申し上げましたように、取

り組んでいる内容は参加過程を保証する

こと、参加過程は継続し、このことはさ

まざまな機関が取り組むことです。健康

省について述べましたが、社会開発・青
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年スポーツ省、教育省についても触れま

した。みんなが、労働省までもが、それ

ぞれの役割を果たしています。私達はシ

ンガポール人の人生が伸びていることに

関心を持っていますが、それは質の高い

人生であると考えています。 

 

 

そこで、私達がこの戦略について考え

ていることは色々あります。参加拠点、

才能を見出す拠点、才能開発拠点などを

特定すること。拠点の推進、会議の開催、

これにはコーチングについての話し合い

や、ユースオリンピック大会に参加する

優秀な子供のアスリートの選考会もある

かもしれません。同時に、その子供の将

来の見込みにも心を砕いています。彼等

が参加拠点や競技拠点に参加しやすくす

ることや、楽しくプレーできるかどうか

も大切です。そして、誰がプレーを教え

てくれるのかという問題、これは私達自

身が若いアスリートの気持ちになって考

えたいのですが。また、彼等がどうやっ

たらもっと上手にできるようになるのか。

さらに、結果におびえることなく、競技

会に参加する機会がたくさんあるかどう

かということも問題になります。 

 

 

 

ここに、総体的なサイドキーになるも

のがあります。それは私達がシンガポー

ルのスポーツ友愛組織、広くすべての学

校、機関の枠の中で仕事をしなければな

らないということです。いくつかの迅速

で簡単で新しいスポーツ才能開発という

ものもあります。6 歳から 17 歳の子供達

それぞれのスパンをどのように見ていく

か、レクリエーション参加やサンプリン
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グを通したエリートのパフォーマンスを

どのように見ていくかについて、私達は

ガイダンスを行うことを考えています。 

また、チーム参加への準備の専門化に

ついても検討を始めたいと思います。さ

らに、子供たちが、可能であれば二つ以

上の種目に取り組み、10 代の終わりごろ

になってから自分が愛する特定のスポー

ツを熟考して決めるということが、どう

やったらできるかも検討していけたらと

も考えています。シンガポールの学校制

度ではほとんどの子供達にとって、シン

ガポールの学校システムはすべての子供

達にとって共有スペースになっているの

です。捕らわれたオーディエンスといっ

たようなものです。彼等は学校内にいて、

私達が計画的な遊びを導入し、生活の中

でスポーツを楽しむというシステムの中

にいるわけです。 

 

このチャートが示しているのは、レク

リエーション参加と趣味開発と才能開発

の関係です。私がどこの出身かを見てい

ただきました。それはシンガポールスポ

ーツスクールで、シンガポールの他の多

くの学校とともにあり、素晴らしいスポ

ーツプログラムを持っています。しかし、

私の同僚であるアーウィン・シート先生

が明日、私達のシンガポールスポーツス

クールで行っていることについてもっと

詳しくお話するかと思います。ここでお

気づきと思いますが、インター・デベロ

ップメント・レベル、つまり中等学校に

おける履修カリキュラム活動があります。

例えば、シンガポールの 33 校でセーリン

グの種目を提供し、40 校では射撃の種目

を提供しています。そしてここから、シ

ンガポールスポーツスクールに、より能

力のある生徒を引き抜くことができます。

もしくは、ナショナル・ユースチームや

ナショナルチームへと進む前に、ナショ

ナルユース団へ移行することもあります。 

 

私達のシンガポールスポーツスクール

では、教育省と同様、非常に心を砕いて

います。全国スポーツ協会の才能開発に

対する要求にも注意しています。これら

はすべて、ここで追求する 5 つの特性で

す。 

 



 - 123 - 

 

ご存知のように、シンガポールはたい

へん小さな国ですので、アスリート人口

も大変小さく、学校制度の中で能力のあ

るアスリートに対して能力開発の機会を

与えたり、能力の特定を行う場合には、

システマティックにならざるを得ません。 

 

 

また、私達は、才能あるアスリートを

小学校で育成する戦略も幾つか実行した

いと考えています。彼等が特別に好むよ

うな特定のスポーツを導入して、簡単な

デモンストレーションでスキルを見せて、

ジュニアスポーツ・アカデミーに認知さ

れたら、彼等のサポートを強化するよう

な仕組みです。すべての必要なコーチン

グ、ティーチング、そして、すべてのア

スリートに対する機会の提供などと同様

に、この特定のコンセプトを推進するに

当たっては、非常に多くの予算が投入さ

れました。 

才能特定、育成訓練の領域における資

源の増強。私達はある意味、幸いにも、

スポーツ・エコシステムという点では非

常に若いです。しかし、私達は情報が集

り、情報が分類される非常に圧縮された

世界で多くの人から学ぶことができます。

また、情報から学ぶことは、私達が政策

や実行の両方の情報を伝達できるような、

最適な訓練に挑戦したり学んだりするこ

とを容易にしてくれます。 

 

まとめになります。私達は、学校制度

にある才能開発過程において、シンガポ

ールで有効なアイディアを得ました。こ

こには、中等学校が非常にスポーツの能

力に優れた生徒を入学させることができ

る直接的な学校入学制度があり、特定の

入学基準までスポーツの中で子供達を育

てようとしています。 
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また、シンガポールは好都合なことに

島国であるため、通常、4つのゾーンに分

割されています。各ゾーンにスポーツア

カデミーがあり、それぞれのゾーンでそ

れぞれのスポーツを主催するプログラム

が設けられています。スポーツスクール

は北ゾーンにあり、私達は 5 つのジュニ

アスポーツ・アカデミーを主催してアス

リートたちを養成しています。 

スポーツ種目間での能力のある人達の移

籍、1つの種目に向うのではなく他の種目

も同様に才能がある人などについて紹介

しました。彼等が小学校レベルのジュニ

アスポーツ・アカデミーでプログラムを

終了した後は、より広範囲な方法でスポ

ーツを推進する学校に混合されます。こ

の直接的な学校入学制度またはシンガポ

ールスポーツ学校で生徒を養成していま

す。 

シンガポールで私達が力を入れている

のは、最高の優秀さを発展させることで

す。つまり、全国にわたる政策によって、

最高の優秀さを発揮する機会を与えるこ

とができると考えているのです。また、

2004 年の政策変更により、学校システム

全般にわたって、よりカスタマイズされ

た多様なやり方でスポーツスクールを開

始するプログラムの機会を提供しました。

従いまして、私達は、「最高の優秀さ」と

呼ぶものを国全体で取り組むことにより

推進していきます。シンガポールスポー

ツスクールは、異なるやり方で事業を行

える委任を受けた機構の中の一つです。

私達は他の学校と同じやり方をしなくて

もいいのです。私達はアカデミックな部

分と、スポーツプロラムの部分と、違う

方法を採用しています。 

 

 

これは私達の学校の写真です。皆さん

に興味をもって頂きたくてお見せしまし

た。これが 3 つあったと思います。この

日は寒かったのです。ここでは年中晴れ

ていることが多いのですが。ですから、

シンガポールスポーツ学校を訪問される

機会がありましたら歓迎いたします。私

達はお会いしてたくさんの協働する機会

を持ちたいと思います。それが私達のス

ポーツ・エコシステムの発展につながる

と思います。ご清聴ありがとうございま

した。 
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パネルディスカッション 

パネリスト： 

デービット・カーク 

アネット・ホフマン 

ジャッキー・グッドウェイ 

ルイーズ・マックウェイグ 

デボラ・タン 

コーディネーター： 

高橋 健夫 

高橋）５人の先生方から、各国のユースス

ポーツ振興の政策、あるいは組織、あるい

はプログラムにつきまして、具体的な実情

についてお話しいただきました。いずれの

国におきましても、基本的には学校体育と

地域スポーツとを連携させながら、青少年

のアクティブなスポーツライフの実現を目

指して真剣に取り組んでいる様子が理解で

きたと思います。特に日本と似ている国と

いえば、オーストラリア、あるいはアメリ

カがかなり近いかなという印象があります。

イギリスやドイツは地域のスポーツクラブ

が確立しておりまして、日本でも地域スポ

ーツの振興が求められていますが、かなり

状況が違うように受け止めました。今回の

シンポジウムのテーマに関連して、先生方

に若干のコメントをいただければありがた

いと思っています。 

特にイギリスで、カーク先生の話でいい

ますと、2008 年に「Playing to win」とい

うストラテジーのもとに、「U.K.スポーツト

ラスト」、あるいは「スポーツ・イングラン

ド」の組織が重要な役割を果たしていると

いうことでした。特に私たち関心がありま

すのは、2012 年にロンドンオリンピックが

開催されるわけでありまして、オリンピッ

クの成功に向けて、もっと言いますと、「競

技力の向上」という基本方針のもとで青少

年の育成、あるいは青少年のレジャースポ

ーツをどのように推進させようとしている

のか。端的に言うと、競技スポーツとレジ

ャースポーツの二つの課題に対してどのよ

うにバランスをとっているのか、あるいは

どのように関連付けているのか、この点に

ついてカーク先生だけでなくて、それぞれ

の国の考え方、理念、あるいは哲学、この

辺のところを先生方にお話を聞かせていた

だきたいと思います。では、カーク先生か

らよろしくお願いします。 

 

カーク）通訳の方のために、ゆっくりお

話ししたいと思います。イギリスでは、

たいへん力のある地域クラブシステムが

あり、多くの子供たちがそのシステムに

参加しています。しかしながら、ドイツ

とは異なり、一つの種目のクラブである

ことが多いのです。そして、参加率につ

いては適切な統計的情報がないのですが、

それはシステムにとって、非常に重要な

ことです。シンガポールから学ばせて頂

いた興味深いことは、国土が狭いために

スポーツ政策について政府が緊密な統制

をとって、実行しているということです。 

イギリスでは同様なことに取り組みま

した。政府が統制をとりまして、これを

実現することが競技スポーツ(エクセレ

ンス)と生涯スポーツ(パティシぺーショ

ン)のバランスをとるという目的で、唯一

の方法だったのです。しかし、イギリス

はもっと大きな国であり、スポーツセク

ターの内部で独立してきた永い伝統があ

ります。主力であるボランティアによる

アマチュアのルーツがあるのです。それ
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で、厳しく統制をとることは困難なので

す。それが「Playing to win」という戦略

を、採用している理由なのです。もっと

いえば、以前の戦略は広範囲の生涯スポ

ーツへの参加と競技スポーツとのバラン

スをとることには、限られた成果しかあ

がっていなかったのです。 

また、私のプレゼンテーションでお伝

えしたいのは、イギリスの戦略にはある

種の矛盾があるということです。イギリ

スの戦略は、社会的公正という政策の一

環としてあり、スポーツを地方出身の若

者の生活状況を改善する手段として用い

ようとしているのです。 

しかしながら、私達の研究では社会的

階層、民族性、政策、そしてハンディキ

ャップというものが、誰が参加して、誰

が参加しないかとい決定の重要な基準と

して残っているのです。誰が世界クラス

の選手になり、誰が活動的なライフスタ

イルを取り入れたいのか？ 私はこの点

に関して、あなたの質問に対するよい回

答がありません。しかし、ある意味、あ

なたに回答を与えることができたのでは

ないでしょうか。ありがとうございまし

た。 

 

高橋）ホフマン先生、一言もらえますか？ 

 

ホフマン）これまでに見たように、他の

国々と違い、ドイツでは全く異なるスポ

ーツ制度があります。ですから、私達に

とって、他の国でどんな取り組みがある

か知ることは大変重要なのです。なぜな

ら、長い目で見ると、私達は学校ととも

にあるシステムを変更を加えることもあ

るからです。クラブスポーツがもっと重

要になり、私達がそのシステムを採用し

なければならなくなるかもしれません。

ですから、私達にとって、他の国々のア

イディアを知ることは大変重要なのです。

しかし、一方で、将来、学校の変革、そ

して古い伝統が崩れることがあるかもし

れません。私達のクラブスポーツが 170

年以上の歴史を持っており、それは正に

ドイツで設立されましたが、これが崩れ

る時には非常に大きな変革になるでしょ

う。 

 

高橋）じゃあ話を変えましてですね、学

校の体育と運動部活動(Sports club in 

school)、それと地域のコミュニティスポ

ーツ、この関連をどのように保つかとい

うことが大きな関心があります。マック

ウェイグ先生、パワーポイントの最後の

ページで学校と地域スポーツの区分をつ

なぐためには、スポーツコミュニティに

おいてスポーツプロモーションイニシア

チブ(スポーツ振興策)を機能させるよう

なオフィサー(学校スポーツ推進担当者)

が必要だとおっしゃっていました。これ

が大変我々にも参考になるところである

ので、学校と地域を接続するためにオフ

ィサーがどのような役割を果すべきなの

か、もう少し詳しくお話いただければあ

りがたいと思いますけども。 

 

マックウェイグ）もう一度申し上げます

が、通訳のためにゆっくり話したいと思

います。オーストラリアでは、スポーツ

団体と学校が共同して行う事業の試みが

増えています。それは、スポーツ団体か
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ら学校という枠に入ってきた人が、教師

が何に挑戦し関心事を持ち、何を優先し

て取り組もうとしているのかなどをよく

理解できるようにサポートするためです。 

つまり、オフィサー(学校スポーツ推進

担当者;SDO)が教師とともに仕事をし、教

育学的な素養をより深めたり、授業やク

ラス経営に求められる課題をより詳しく

理解したりできるようにするためです。

例をあげると、毎日のプログラムとして、

スポーツや健康活動に取り組む小学校教

師にスマートムーブ政策というものが適

用されます。プロ選手の育成を行えるス

ポーツ団体と私達が共同で取り組み、カ

リキュラム資源(指導プログラム)を使っ

て、教師たちにその仕事を行う自信と能

力を与える必要があります。 

スポーツ団体は学校の現場でより良い

仕事が行えるようになってきておりまし

て、若者たちにスポーツにもっと興味を

持ってもらえるように指導しています。

学校教師や学校はスポーツ団体の持つメ

リットを生かしています。スポーツ団体

は、指導のために資源を持っているので

す。彼等は頻繁に、非常に多額の資金を

持つ事が出来て、教師のプロ育成事業に

関しても、文部省のために何かをするこ

とが出来るのです。ですから、オースト

ラリア全土にわたって、私達(大学教員)

は、スポーツ団体をサポートして学校で

どのようにより良い仕事をすべきかを理

解してもらい、そして、先程申し上げた

ようなウィン・ウィンのソリューション

(学校と地域社会の双方にメリットがあ

る方策)を見つけるよう取り組んでいま

す。 

 

高橋）それぞれの先生方からいろんなコ

メントをいただきたいのですけども、ま

ことに残念でありますけども、このシン

ポジウムは幕を閉じて、明日のミーティ

ングに持込したいと思います。特に学校

の体育と学校のクラブ、あるいは地域が

連携するには、さまざまな連携が考えら

れるのではないかと思うのです。特に指

導者の互換といいますか、地域の指導者

が学校に入る、あるいは学校の指導者が

地域に出るというようなことも考えられ

るし、それから施設、特にドイツがそう

ですけども、施設を共有化するというよ

うなことを、さらには同じ理念にたって

プログラムを交換しあうようなことをさ

まざま考えられるのですけども、ぜひ明

日の会合で積極的にフロアから質問をし

ていただいて、日本の体育の発展のため

に役立てたいと考えております。これで

終了させていただきますので、シンポジ

ウムの先生方ほんとにありがとうござい

ました。 

 

三木）ありがとうございました。高橋先

生からもお話がありましたように、明日

二会場に分かれて分科会を行います。そ

ちらのほうでは実践例を実際に見て頂い

て、具体的なお話をしていただくように

なっております。そちらのほうは時間を

ゆっくりとっておりますので、ぜひ明日

の分科会もご参加ください。 

（了） 
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レセプション 日本体育大学による演舞披露 
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9. 12 月 4 日(2 日目)  
第１分科会議事録 
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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。 
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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。 
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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



- 181 -  

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） 
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10. 12 月 4 日(2 日目)  
第２分科会議事録
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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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But…..
The “Groundhog Day” Syndrome

$$$$$$ $$$$$$

NEXT YEAR

 

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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www.education.qld.gov.au/schools/healthy/physical-activity-programs.html

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。 
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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。 
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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
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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） 
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11.参加者アンケート 
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青少年スポーツ活動国際シンポジウム 参加者アンケート 
 
年齢 
10 代  5 人 
20 代  32 人 
30 代  19 人 
40 代  41 人 
50 代  16 人 
60 代以上 5 人 
 
 
性別 
男性  86 人 
女性  30 人 
 
 
所属 
地方公共団体関係者（学校体育担当者、スポーツ行政担当者等） 25 人 
地域スポーツクラブ関係者、地域スポーツ指導者   10 人 
学識経験者、スポーツ科学関係者     20 人 
学校関係者       46 人 
その他        20 人 
内訳：NSCA ジャパン    1 人 

学生     12 人 
研究員     1 人 
国立スポーツ科学センター   1 人 
総合型スポーツクラブ設立推進する者 1 人 
スポーツ国連事業担当者   1 人 
スポーツ関連企業    1 人 
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※本シンポジウムについて、どのように感じましたか？ 
 該当の数字に○印をつけてください。 

 良い やや良い やや良くない 良くない 

①運営方法・企画内容 43 人 48 人 12 人 5 人 
②基調講演 28 人 34 人 30 人 7 人 
③シンポジウム・パネルディスカッション 27 人 41 人 25 人 5 人 
④第一分科会 育てる 31 人 17 人 3 人 1 人 
⑤第二分科会 つなぐ 16 人 25 人 3 人 0 人 
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※ 本シンポジウムに関するご意見等がございましたら、ご自由にご記入下さい。 
（全体的な感想） 

・ 内容がすごく充実していて、とても学ぶことが多かった。本日学んだことをどう自

分かこれからいかしていくのかを持ち帰り、しっかり考えてきたいと思う。様々な

国の考え方が知れてとても楽しかった。 
・ オリンピックに出られるような人材をどう育てるかという国家戦略よりも、一般人

に生涯スポーツをどう根付かせるか、そのための学校体育のあり方をもっと知りた

い。 
・ 各国の生の声や現状が聞け、勉強になった。(約 20 人） 
・ 参加者（学校関係者）のスポーツクラブに対しての認識の薄さを感じた。 
・ 他の国々も日本と同じように青少年のスポーツ離れが問題であることは、スポーツ

の捉え方を変えていく必要があると思った。するスポーツだけがクローズアップさ

れるのではなく、見る・支えるといった点からも、学校体育、地域のスポーツクラ

ブでどのような取り組みがされているのか気になった。またボランティアの存在や

役割も深く知りたい。 
・ とてもいい内容だった。今後もこのような機会があるといい。（約 10 人） 
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