
 

 

平成 26年度 

文部科学省委託事業 

 東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業 

 
 

福島の子ども達を健康に導く 

運動プログラム普及と指導者育成事業 

 

【成果報告書】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 



 

【目  次】 

 

 

第 1章 事業の背景と目的・事業概要                  … P．3 

 

 

 

第 2章 成果報告                              … P．9 

 

1．協議会・分科会議事録                       … P．10 

 

 

2．運動プログラム指導者育成講座のシラバスについて     … P．89 

 

 

3．実証講座運営状況                         … P．91 

  

 

第 3章 平成 27年度以降の事業展開について           … P．116 

 



 

 

 

 

 

 

第 1章 
 

事業の背景と目的・事業概要 
 

 

 

 

 



4 

 

 

 本事業は、平成 25 年度文部科学省委託事業、東日本大震災からの復興を担う専門人材育

成支援事業、福島の子ども達を健康に導く運動プログラム開発と指導者育成事業の成果を

引き継ぎ、運営するものである。 

 東日本大震災後、福島県で懸念されている子どもの健康に関する問題は、未だ深刻な状況

を脱してはいない。 

 まず第 1 に、子どもの体力低下の問題である。子どもの運動能力については、（表-1）文

部科学省全国体力・運動能力、運動習慣等調査における福島県の都道府県別順位の変化の通

り、小学 5 年の男女の全国ランクは、震災前より大きく下がり、回復できていない。 

 

 

 実際の数値については、（表-2）文部科学省全国体力・運動能力、運動習慣等調査におけ

る新体力テスト合計点の変化にてご確認いただきたい。調査対象すべてにおいて全国平均

を下回っている。震災前に全国平均より高い数値を示していた小学 5 年の女子も回復でき

ていない。 

 

 

県内の子どもの体力低下の問題を受け、教育機関を中心に様々な取り組みがなされてい

るものの、高い放射線量に対する懸念から、外遊びを制限する保護者の存在は非常に多く、

（表-1）文部科学省全国体力・運動能力、運動習慣等調査における福島県の都道府県別順位の変化 

 平成 26 年度 平成 25 年度 平成 24 年度 平成 22 年度 

小 5 男子 43 位 45 位 45 位 32 位 

小 5 女子 27 位 29 位 30 位 19 位 

中 2 男子 41 位 34 位 34 位 37 位 

中 2 女子 37 位 34 位 34 位 35 位 

※平成 23年は調査が実施されていない 

（表-2）文部科学省全国体力・運動能力、運動習慣等調査における新体力テスト合計点の変化 

 平成 26 年度 平成２5 年度 平成 24 年度 平成 22 年度 

福
島
県 

平
均 

全
国 

平
均 

福
島
県 

平
均 

全
国 

平
均 

福
島
県 

平
均 

全
国 

平
均 

福
島
県 

平
均 

全
国 

平
均 

小 5 男子 52.62 53.91 52.33 53.87 52.52 54.07 53.71 54.36 

小 5 女子 54.85 55.01 54.36 54.70 54.45 54.85 55.41 54.89 

中 2 男子 40.56 41.74 41.04 41.78 41.40 42.32 40.74 41.71 

中 2 女子 47.74 48.66 47.50 48.42 47.57 48.72 47.12 48.14 

※平成 23年は調査が実施されていない 



5 

 

子どもの運動不足の解消にはなかなか至らない。 

実際、昨年度本事業にて実施したアンケート結果は、78%という実に多くの割合の回答者

が高い放射線量の及ぼす影響を心配し、子どもの外遊びに制限を設けているという実態を

浮き彫りにした。 

 第 2 に、肥満傾向児の増加の問題である。（表-3）文部科学省学校保健統計調査における

福島県の肥満傾向児出現率の変化を見ていただきたい。福島県の肥満傾向児の出現率は、平

成 22 年度の状況の通り、元々低かったわけではない。しかし、平成 23 年 3 月 11 日に起こ

った東日本大震災後、7 つの年代で出現率が全国で 1 位となった。平成 26 年度には、若干

の改善はあるものの、ほとんどの年代が全国順位の上位 5 位以内に入っている。震災を境

に、状況は急激に悪化したのである。 

 

 

 さらに、（表-4）平成 26 年度福島県と全国の年齢別肥満傾向児の割合によると、標準体重

よりも 20%以上重い肥満傾向児の割合が、福島県ではすべての年代で上回っている。また、

改善は見られるものの、5 歳から 10 歳の年代では、全国の割合の 2 倍前後という数値にな

っており、より幼い年代における肥満傾向児の増加が問題であることが分かる。 

 

（表-3）文部科学省学校保健統計調査における福島県の肥満傾向児出現率の変化 

  
平成 26 年度 平成 25 年度 平成 24 年度 平成 22 年度 

出現率 全国順位 出現率 全国順位 出現率 全国順位 出現率 全国順位 

5 歳 5.80% 2位 4.70% 2位 4.90% 1位 4.60% 3位  

6 歳（小 1） 7.90% 1位 7.60% 1位 9.70% 1位 5.00% 18位 

7 歳（小 2） 9.60% 1位 8.80% 3位 9.90% 1位 6.90% 13位 

8 歳（小 3） 10.70% 3位 11.70% 1位 13.50% 1位 8.40% 15位 

9 歳（小 4） 15.10% 1位 12.80% 2位 14.00% 1位 11.20% 8位 

10 歳（小 5） 12.20% 7位 16.70% 1位 14.00% 2位 11.10% 11位 

11 歳（小 6） 14.40% 1位 14.00% 2位 14.50% 2位 13.80% 2位 

12 歳（中 1） 14.50% 1位 13.70% 2位 12.40% 5位 14.00% 3位 

13 歳（中 2） 14.40% 1位 13.30% 1位 9.70% 16位 12.10% 4位 

14 歳（中 3） 10.10% 5位 12.00% 2位 11.50% 1位 10.90% 6位 

15 歳（高 1） 13.60% 6位 15.50% 1位 13.20% 5位 14.90% 1位 

16 歳（高 2） 12.50% 2位 12.40% 4位 9.10% 26位 12.00% 7位 

17 歳（高 3） 13.10% 2位 14.10% 1位 14.10% 1位 12.70% 2位 

※平成 23年は震災の影響で調査が実施されていない 



6 

 

 

 

 文部科学省のまとめた『幼児期運動指針』にもある通り、子どもの心身の発達において、

幼児期の運動は非常に重要である。したがって、特異な環境下にある現在の福島県において、

保護者は子どもの運動量についてより注意深く管理していく必要がある。しかし、運動の専

門家ではない保護者にとって、それは容易なことではない。 

 昨年度、本事業において我々は幼児・低学年児童を対象とした、室内の限られたスペース

で、親子いっしょに楽しく取り組める運動プログラムを開発した。合わせて、このプログラ

ムを親子にアドバイスできる指導者用のテキストも作成した。外遊びを制限されても、家の

中の限られたスペースで子どもたちが楽しく汗を流せる運動プログラムと、その運動量を

管理する保護者にアドバイスできる人材育成の必要性を強く感じたからだ。 

 今年度は、昨年度作成した成果物を最大限に活用し、本校スポーツビジネス科の学生をは

じめ、関係各校、一般社会人も対象として、運動プログラム指導者認定資格制度の創設を視

（表-4）平成 26年度福島県と全国の年齢別肥満傾向児の割合（単位は%） 

区   分 

福  島  県 全国 全国との差 

男 女 男 女 男 女 

26 年

度 
25年度 差 

26 年

度 

25 年

度 
差 26年度 26 年度 

(A-E) (C-F) 

(A) (B) (A-B) (C) (D) (C-D) (E) (F) 

幼稚園 5 歳 5.81 4.93 0.88 5.71 4.38 1.33 2.55 2.69 3.26 3.02 

小学校 

6 歳 8.62 8.12 0.5 7.07 7.12 -0.05 4.34 4.15 4.28 2.92 

7 歳 9.00 9.73 -0.73 10.29 7.85 2.44 5.45 5.41 3.55 4.88 

8 歳 10.86 13.9 -3.04 10.42 9.41 1.01 7.57 6.24 3.29 4.18 

9 歳 17.34 16.13 1.21 12.68 9.27 3.41 8.89 7.36 8.45 5.32 

10 歳 14.85 21.27 -6.42 9.39 11.85 -2.46 9.72 8.40 5.13 0.99 

11 歳 15.12 15.57 -0.45 13.71 12.4 1.31 10.28 8.56 4.84 5.15 

中学校 

12 歳 15.76 14.83 0.93 13.12 12.48 0.64 10.72 7.97 5.04 5.15 

13 歳 15.02 14.54 0.48 13.78 12.01 1.77 8.94 7.89 6.08 5.89 

14 歳 9.83 12.65 -2.82 10.32 11.24 -0.92 8.16 7.68 1.67 2.64 

高 校 

15 歳 17.26 18.3 -1.04 9.71 12.51 -2.8 11.42 8.35 5.84 1.36 

16 歳 14.31 11.68 2.63 10.55 13.19 -2.64 10.16 7.44 4.15 3.11 

17 歳 13.41 13.1 0.31 12.81 15.16 -2.35 10.69 8.25 2.72 4.56 

※肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が 20%以上の子ども 

  （肥満度%）＝｛（実測体重）-（身長別標準体重）｝／（身長別標準体重）×100 

※福島県統計課編 平成 26年度学校保健統計調査報告書から抜粋 
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野に入れたカリキュラムの作成に加え指導者育成講座で使用するテキストの作成、実証講

座の実施を最大の目的とする。また、運動プログラムの福島県内での普及も目的として、複

数回の運動プログラム体験フェアを県内数か所で開催する。 

 

 

【具体的な事業内容】 

①推進協議会 

事業進捗の確認と総括を行う。 

 

②指導者育成のための講座シラバス検討分科会 

昨年度作成した指導者テキストを活用しながら、幼児や児童の心理・応急処置・栄養学・

マネジメントなどを学習できる講座のシラバス構築とテキスト作成に関して討議する。 

 

③指導者育成のための講座運営分科会 

 本校にて試行導入する講座運営と、南相馬市・いわき市・郡山市の 3 会場で実施する実証

講座開催に向けた準備等、運営に関する調整を行う。 

 

④運動プログラム体験フェア運営分科会 

本校にて試行導入予定の指導者育成講座に合わせた簡易な体験フェアと、指導者育成の

ための実習と運動プログラムの普及を目的とした体験フェア（南相馬市・いわき市・郡山市

3 会場）の実施に向けた準備等、運営に関する調整を行う。 

 

⑤成果報告会 

 今年度の事業成果の報告会を実施する。 

※成果報告会の他、成果報告書の作成と関係機関への送付、 

HP 上での公開等で成果を公開する。 
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【本事業における推進協議会のメンバー】 

 

   ・ 橋本 仁信 様 （郡山市教育委員会生涯学習部生涯学習スポーツ課 課長） 

   ・ 最上 竜太郎 様 （郡山市教育委員会総合教育支援センター 指導主事） 

   ・ 平栗 裕治 様 （郡山市私立幼稚園協会 会長） 

   ・ 吾妻 利雄 様 （郡山市認可保育所長会 会長） 

   ・ 滝田 良子 様 （一般社団法人福島子どもの未来を考える会 副理事） 

   ・ 東 英樹 様 （株式会社日本プロバスケットボールリーグ 取締役） 

   ・ 山根 謙二 様 （一般社団法人 bj リーグアカデミー 代表理事） 

   ・ 木村 一明 様 （一般社団法人 bj リーグアカデミー 理事） 

   ・ 高橋 智幸 様 （福島県ミニバスケットボール連盟 副理事長） 

   ・ 大内 郁弥 様 （特定非営利活動法人エストレージャス 理事） 

   ・ 菊池 裕生 様 （盛岡医療福祉専門学校 校長代理） 

   ・ 石井 和昭 様 （専門学校アップルスポーツカレッジ 副校長） 

   ・ 双石 茂 （FSG カレッジリーグ 常務理事）        

・ 宮田 英治 （福島スポーツエンタテインメント株式会社 代表取締役） 

   ・ 加藤 大樹 （一般社団法人福島スポーツアカデミー 理事長）         

・ 松崎 聡 （一般社団法人生涯学習アカデミア 理事） 

   ・ 小林 一雄 （郡山情報ビジネス専門学校 学校長）        

・ 菅野 浩二 （郡山情報ビジネス専門学校 スポーツビジネス科担任） 

   ・ 岡崎 史紹 （郡山情報ビジネス専門学校 教務部長） 
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1．協議会・分科会議事録 

 

 

 本事業においては、推進協議会を 3 回、指導者育成のための講座シラバス検討分科会を 3

回、指導者育成のための講座運営分科会を 3 回、運動プログラム体験フェア運営分科会を 3

回、計 12 回の会議を行っている。本節には、すべての会議の議事録を掲載する。なお、掲

載順は以下の通りである。 

 

・推進協議会（第 1 回～第 3 回） 

 

・指導者育成のための講座シラバス検討分科会（第 1 回～第 3 回） 

 

・指導者育成のための講座運営分科会（第 1 回～第 3 回） 

 

・運動プログラム体験フェア運営分科会（第 1 回～第 3 回） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 1 回 推進協議会 

開催日時 平成 26年 9月 1日（月） 

10：30～12：00（1.5h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 9階大ホール 

出席者 ・郡山市教育委員会総合教育支援センター 

 指導主事 最上 竜太郎 様 

・郡山市私立幼稚園教会 

 会長 平栗 裕治 様 

・郡山市認可保育所長会 

 会長 吾妻 利雄 様 

・一般社団法人福島子どもの未来を考える会 

 滝田 良子 様 

・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・福島県ミニバスケットボール連盟 

 副理事 高橋 智幸 様 

・FSG カレッジリーグ  

 常務理事 双石 茂  

・福島スポーツエンターテイメント株式会社 

 代表取締役 宮田 英治  

・一般社団法人福島スポーツアカデミー 

 理事長 加藤 大樹  

・一般社団法人生涯学習アカデミア 

 理事 松崎 聡 

・郡山情報ビジネス専門学校 

 学校長 小林 一雄 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校  
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教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・郡山市教育委員会生涯学習部生涯学習スポーツ課 

 課長 橋本 仁信 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

理事 木村 一明 様 

・盛岡医療福祉専門学校 

校長代理 菊池 裕生 様 

・専門学校アップルスポーツカレッジ 

副校長 石井 和昭 様 

会議の目的 本事業計画に携わる委員の皆様のご紹介ののち、事業計画の確認と今

後の運営に関して検証する。 

次第 Ⅰ．基幹校ご挨拶 

Ⅱ．委員の皆様のご紹介 

Ⅲ．事業計画の確認 

Ⅳ．今後のスケジュールについて、その他 

議事 Ⅰ．基幹校ご挨拶本 

岡崎→平成 26 年度東日本大震災からの復興を担う専門人材育成事業

「福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者

育成事業」第 1回推進協議会を始めさせていただきます。それ

では早速ですが学校法人新潟総合学院常務理事 FSGカレッジリ

ーグ双石茂よりご挨拶申し上げます。 

双石→お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。このたびは福島県復興人材育成ということで、また文部科

学省のご支援をいただきましてこちらの事業の推進という運

びとなりました。今年で 2年目となりまして昨年度からの動き

でございますが、立ち上げのきっかけのところはまさに震災か

らの復興ということで、震災を受けて原発問題等により外で遊

べない子ども達の健康の促進といったところの動きを我々学

校法人全体の検討として行い、文部科学省への申請といったと

ころでございます。合わせまして、こちらのカリキュラムの検

討、推進とともに、我々法人全体としまして、スクール事業と

いうことで、体育館内でできるスポーツである、バスケットボ
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ールのスクールの開講を致しております。ただいま、会津若松

校の開講も含めまして 7校の開講で、約 100名に至らんとする

ような子ども達のスクール事業の展開、そこからプロバスケッ

トボールチームを福島県から立ち上げようということで「福島

ファイヤーボンズ」の誕生にも繋がっている内容になります。

また学校としまして、来年度「子ども保育科」という新しい学

科の構築ということで、新校舎も検討いたしまして子ども達の

教育へという動きを取り、震災復興に絡めまして実施する教育

ツールのひとつがこちらで開発するプログラムということに

なります。こちらのプログラムの普及が福島の子ども達の健康

促進と復興人材育成につながればと思っておりますので是非

皆様のご協力を頂ければと思います。よろしくお願い致しま

す。 

岡崎→続きまして郡山情報ビジネス専門学校学校長、小林一雄よりご

挨拶申し上げます。 

小林→学校長小林でございます。今ほど双石から話がありましたよう

にこの文部科学省の震災復興人材育成事業 2年目になります。

今年は普及活動の年となっておりますので、みなさまのお知恵

を拝借しながらこれから普及に向けたプログラムの推進とい

う形で進めて参りたいと思っております。今年度、国の予算の

中で進んで参りますので、来年 2月には最終的な「成果報告書」

のまとめまで行かなくてはいけません。逆算すると半年しか無

い中で進めて参りますので、駆け足事業になるかと思いますが

是非ともご支援を賜れればと思っております。スポーツの持つ

力は私自身もとても感じるところであります。是非皆さまにご

協力いただきながら、きちんとした成果が出せるよう、ご指導

よろしくお願いいたします。 

 

Ⅱ．委員の皆様のご紹介 

岡崎→続きまして推進協議会委員の皆さまのご紹介をさせていただ

きます。 

※岡崎より出席者の紹介をする。 

 

Ⅲ．事業計画の確認 

岡崎→それでは議事に移りたいと思います。 

※NHK ニュース番組の映像をご覧いただく。 
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岡崎→ただいま観ていただきましたのが今年の 6 月 3 日、NHK 福島の

ローカルニュース番組で 6時台に放送されています「はまなか

あいづトゥデイ」という番組になります。こちらで昨年度の本

事業の成果内容を取り上げていただきました。では次に、事業

の内容、事業計画についてお伝えしていきたいと思っておりま

す。画面のパワーポイント、お手元の資料をご覧になっていた

だければと思います。 

   採択の基準として 2 点以上必要なところ、本事業計画は 3.11

点と非常に高い評価を得ております。審査員からの意見として

「被災地のニーズがあり継続必要性がある。昨年度の取り組み

をさらに発展させる事業計画でもあり大いに期待できる。今後

事業成果物の全国普及も視野に入れて事業に取り組んでもら

いたい。福島の子ども達の健康問題も学校基本調査で明らかに

なったように、タイムリーな問題ではあるが、産業高度化や新

産業創出の観点が本事業は弱い」と指摘されております。審査

員の方から意見などを踏まえ作り替え、改めて文部科学省に提

出した実施概要についてご説明させていただきます。目的は、

震災後福島の抱える問題として、子どもの体力低下、子どもの

肥満、放射線量の懸念から外遊びを控えている家庭が 78％とい

う現状があります。よって、室内の限られたスペースで楽しめ

る運動プログラムが必要ではないかということです。 

期待される効果ですが、親子に運動プログラムの活用について

アドバイスできる指導者を多数育成し、その人材それぞれがプ

ログラムの普及活動に取り組んでいく、その結果、運動プログ

ラムの普及促進により福島県の子ども達の健康問題の解決に

向けた貢献ができる、そのようなことを考えております。 

具体的に今年度取り組むことは、まずは指導者育成のための実

証講座実施に向け、シラバスの作成です。その上で、指導者育

成のための実証講座を実際に実施します。加えて、子ども、保

護者に運動プログラムを体験していただくイベントを実施す

ることによる普及です。 

平成 25 年度の事業成果の活用見込みとしましては、運動プロ

グラム指導者用テキストの実証講座での使用、また、普及のツ

ールとしても使用します。 

新たな開発物としては、指導者育成のためのシラバス、及び補

助テキストを作っていきたいと考えております。上記内容を将
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来的には認定資格化に向けて準備していきたいと考えており

ます。 

実証講座についてはまず本校の学生を対象に行い、ブラッシュ

アップしたものを県内 3会場の計 4回実施ということで考えて

おります。 

今年度事業の成果物の普及というところに関しましては、指導

者育成のための補助テキスト、成果報告書を作成し、関係各団

体にお知らせしたいと考えております。また、活用ですが、今

回作成を計画している補助テキストにつきましては、本校のス

ポーツビジネス科、次年度開講する子ども保育科のカリキュラ

ムに導入し、他校にも推奨していきます。その作成にあたり、

認定資格化する際の教材としても活用することにもなると思

いますので、その辺も視野に入れて作っていきたいと考えてお

ります。 

実施体制については、推進協議会を元に 3つの分科会を置きま

す。指導者育成のための講座シラバス分科会、指導者育成のた

めの講座運営分科会、運動プログラム体験フェア分科会、以上

3つを設けさせていただきます。 

次に実証講座の内容詳細です。運動プログラム指導者育成のた

めの実証講座の内容は、運動プログラムの運動に関する内容の

理解、幼児児童の運動に関する概論、幼児児童の心理に関する

概論、また、怪我などに対する応急処置に関する概論、それか

らマネジメントも含め、必要な内容について吟味しながら策定

するシラバスを基にして実施していきます。運動プログラムの

普及を目的とした体験フェアは、チラシや広告を活用して広く

公募し、盛り上げていきます。 

 

※ここで昨年度作成したプログラムの詳細説明をする。 

 

平栗→このプログラムは 5歳から 9歳ということですが、実際子ども

達の運動神経というのは 3、4、5歳位から遊びを通して入って

きます。遊びの連続性が発展してスポーツに結びつくわけで

す。楽しさなど味わうことも重要なのですが、遊びからスポー

ツへと繋がる部分をしっかりこのプログラムに組み込む必要

があると思います。対象年齢をここに設定したのはなぜです

か？ 
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岡崎→プレゴールデンエイジと言われる時期を対象としています。ボ

ール遊びというところを中心に考えていくと、年少さんは難し

いかなと考えました。また、怪我のリスクも考えこの年代に絞

りました。 

滝田→幼児というと身体的機能の発達は 3歳あたりからです。親子で

ということや身体的発達ということを考えると 3歳あたりから

投入してもよろしいのではないかと私も同感いたします。 

平栗→ボール遊びは非常に難しいですよ。キャッチに至るまでの過程

をしっかり体験させるなど、遊びの中で作っていかないとそれ

ができない。投げたボールを掴むこともできない。それが 5歳

児の現実なのです。だからその前から、例えばボールを転がし

ていくところから導入していかないとできないのです。だから

5 歳から急に行うものではなく、子どもの成長は 3 歳ぐらいか

ら発達していきますから、その発達段階に見合った遊びを提供

して、そのステップに持っていかないと折角のプログラムには

効果がないということになります。 

岡崎→わかりました。検討材料に入れていきたいと思います。具体的

にはどのようなプログラムを？ 

平栗→転がしていくとか。3、4、5 歳の運動神経の能力はご存じだと

は思いますが、子どもたちの成長曲線に合わせた遊びを提供し

て下さい。スポーツ、運動ではなく遊びを通して運動能力を培

うということが基本、それが幼児期、それがシングルエイジな

のです。そういう形で子どもは成長していきます。2～3歳から

成長は伸びますから、成長曲線と運動曲線に見合ったプログラ

ムを組まないと効果が出ません。 

岡崎→平栗様から頂戴しましたご意見なども検討しながら進めてい

きたいと思います。ご意見ありがとうございました。その他ご

質問ございますか？ 

 

Ⅳ．今後のスケジュールについて、その他 

岡崎→続きまして今後のスケジュールですが、計画として立てたもの

がございますので、ご覧ください。本日午前中に推進協議会の

第 1回目を行いまして午後にシラバス分科会に入っていきたい

と思います。今後の会議につきましては、誠に勝手ながら木曜

日を中心に運営していきたいと考えております。 

11月中旬の実証講座、親子を対象にアドバイスできる人材育成
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は、策定したシラバスを基にした指導者育成講座の、学生への

試行導入です。 

また、南相馬、いわき、郡山 3会場で指導者育成講座を実施し

ていきます。そしてその 1週間後に親子を呼んで運動を楽しん

でいただく体験フェアを実施するという流れで考えています。

また、本事業は 2 月 28 日までに完結させなくてはならないと

いうところもございますので、2月 20日に第 3回推進協議会と

成果報告会を実施予定です。日程でご質問等ございますか？ 

平栗→当然これは郡山情報ビジネス専門学校さんで企画、運営してい

る格好になるのですが、本日最上先生もお見えですけど、実は

郡山市では平成 25 年度からプレイリーダー育成というものを

実施しています。これと今回の運動プログラムがうまく連携で

きないかという思いがあります。プレイリーダーを養成し、今

年度から保育園、幼稚園にそういうリーダーの方が出向き、い

ろいろな運動遊びをやっているのです。ここでうまくマッチン

グできる方法がないものかということです。似たような内容の

ものがいくつもできあがってくるというのは好ましいことで

はなく、そういう志の方が一堂に会しながら普及していくよう

な恰好が素晴らしいことだと思います。最上先生もいらっしゃ

るので、プレイリーダーの内容と進捗具合をお話しいただけれ

ばと思います。今すぐには無理でも、将来どこかで繋がれば良

いかなと思います。 

岡崎→最上様、実際に派遣やマッチングはされているのですか？ 

最上→月 1回、山梨大学の中村聖子先生と東京都の小学校の先生をお

招きし、研修会や講習会を開いています。3 年前からやってい

て、もう 35 回目ぐらいになるのですが、昨年は幼稚園の先生

や保育園の先生を対象に行っていました。漠然とやっていても

なかなか広がっていかないだろうということで中核となる指

導者を育てようと、ヘッドハンティングした先生などを中心に

育成講座を 4回実施し、今年はその先生方をプレイリーダーと

して派遣し、子どもたちに還元していくという形で行っており

ます。その中で昨年作成した医療保障の幼児期の運動プログラ

ムを活用しながら普及をできたら楽しいですよね？ 遊び中

心ですが。そのような実践をしています。 

平栗→現場としては、いくつもいろいろ参加するというのは難しいの

で、この 2つが一緒になったような形で行えばもっと普及でき
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ると思うのです。 

岡崎→この事業運営に関しまして、こちらは文部科学省の東日本大震

災からの復興を担う専門人材育成支援事業という事業の中で

予算化されているので、なかなか 1事業にまとめるというのは

難しい部分ではあると思いますが、機会があれば、連携したプ

ログラムなどを将来的に考えるのは非常に面白いことではな

いかと思います。我々が考えているのはどちらかというと一般

の先生方が学校などで指導するというものではなく、ご家庭で

親が子どもの運動量を管理することも非常に大切であると思

うので、このプログラムに関心のある一般の方に広く公募をし

ていきたいと思っています。このような計画の中で、ご指導い

ただきながらこちらのカリキュラムを連動させていただける

というのであれば、ぜひ機会を作っていただきたいと思いま

す。 

平栗→小さな子ということであれば、保育所と幼稚園がジョイントし

ない限り親子でなかなか参加できない問題があるのかとも思

います。 

岡崎→ありがとうございます。またその辺りもアドバイスいただけれ

ばと思います。その他ご意見ありますでしょうか？ 

吾妻→質問させていただきます。認定資格というのはどのようなイメ

ージですか？ 

岡崎→福島県の保護者に対して、子どもと保護者に指導できるという

ことが主軸となります。運動不足解消のツールとして全国普及

ということも文部科学省から宿題をいただいたので、その辺も

含めて資格化をして、その資格があるということは子どもや保

護者に指導できる、最低限の知識は持っているという設定にな

ります。ですから、幼稚園、保育所の先生に限らずそういう現

場で働いていない方でもこの資格を持っているから教えられ

る人材が増えてくる、子どもに運動アドバイスができる人が県

内にどんどん増えていく、そして運動不足解消に繋がっていく

のではないかと思います。 

最上→我々も、プレイリーダーを育てる場合に認定書を出していま

す。そこで問題になったのが、どこが出すかというところです。

結果的には子どものケアプロジェクトという組織のハンコを

作って押印し渡しました。このような仕組みを検討していく必

要があると思います。 
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岡崎→本校の関連企業なのですが、認定資格試験を販売する「サーテ

ィファイ」という会社もございますので、そこにも相談をしな

がら資格認定について調べているのですが、作る分には著作権

でぶつからなければ作れるということなのです。どこが認定し

ている資格か、その信用度の高さが非常に重要なところだと思

いますので、十分検討していかなければならないと思っており

ます。 

滝田→シラバス関係で認定について考えていたのですが、例えば救急

法であれば消防署が出すとか日赤で出すとかいろいろあるの

ですが、出したところが資格の認知度につながるのでベンチャ

ー企業でもしっかりしたところが文科省委託事業であると標

記することにより価値が上がるのだと思います。 

岡崎→今いただきましたご意見を生かしながら活動していきたいと

思います。 

東 →来年から子ども保育科ができますよね？ 

平栗→そこに在籍する学生さんにしっかりと植えつけさせていただ

きたいと思います。いずれは保育園の先生になるわけですか

ら、基本的なことを植えつけていただくというのが私たちの願

いです。 

岡崎→わかりました。ありがとうございます。 

小林→今伺ったようなご意見を参考にさせていただきながら、実働部

隊は分科会となって参りますので、その中でご意見賜る可能性

があります。改めてご協力いただければと思っておりますので

よろしくお願いいたします。 

岡崎→これで第 1回推進協議会を終了させていただきます。ありがと

うございました。 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 2 回 推進協議会 

開催日時 平成 26年 12月 19日（金） 

11：00～12：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 9階大ホール 

出席者 ・郡山市教育委員会生涯学習部生涯学習スポーツ課 

 課長 橋本 仁信 様 

・郡山市認可保育所長会  

会長 吾妻 利雄 様 

・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス  

理事 大内 郁弥 様 

・福島県ミニバスケットボール連盟  

副理事 高橋 智幸 様 

・盛岡医療福祉専門学校  

校長代行 菊池 裕生 様 

・FSG カレッジリーグ  

常務理事 双石 茂 

・一般社団法人福島スポーツアカデミー  

理事長 加藤 大樹 

・郡山情報ビジネス専門学校  

学校長 小林 一雄 

・郡山情報ビジネス専門学校  

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校  

教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・郡山市教育委員会総合教育支援センター  

指導主事 最上 竜太郎 様 

・郡山市私立幼稚園協会  
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会長 平栗 裕治 様 

・一般社団法人 福島子どもの未来を考える会 

滝田 良子 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー  

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー  

理事 木村 一明 様 

・専門学校アップルスポーツカレッジ  

副校長 石井 和昭 

・福島スポーツエンタテインメント株式会社  

代表取締役 宮田 英治 

・一般社団法人生涯学習アカデミア 

 理事 松崎 聡 

会議の目的 事業の進捗状況を確認すると共に、今後の実証講座運営等に関するア

ドバイスをいただく 

次第 Ⅰ．基幹校ご挨拶 

Ⅱ．事業進捗状況の確認  

Ⅲ．質疑応答 

Ⅳ．その他 

議事 Ⅰ．基幹校ご挨拶 

岡崎→「福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育

成事業」第 2回推進協議会を始めさせていただきます。まず FSG

カレッジリーグ常務理事、双石よりご挨拶申し上げます。 

双石→文部科学省の事業が基底となり、情報ビジネスで 4月から始ま

る保育士の育成や、福島ファイヤーボンズによる子ども達の指

導など、様々な動きに繋がっております。本事業で実施する実

証講座は地域でも評価をいただけるようになっている次第で

す。今後ともご協力お願いいたします。 

岡崎→続きまして、郡山情報ビジネス専門学校、学校長、小林一雄よ

りご挨拶申し上げます。 

小林→皆様おはようございます。事業も 2年目の折り返しといいつつ、

まとめの時期に入りました。昨年はカリキュラムの開発、今年

はその実証と、順調に進んでいる状況です。地域の注目もあり

ます。是非次年度に継続していけるよう、今後も進めていきた

いと考えておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

岡崎→続きまして、本日の第 2回推進協議会からご参加いただきます、
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郡山教育委員会事務局生涯学習スポーツ課、課長、橋本仁信様

に一言ご挨拶お願いいたします。 

橋本→皆様おはようございます。ひとつ、市の動きとしてお話しをさ

せていただきます。先般 12月の定例会議におきまして、来年度

の組織改定という議題の中で、現在スポーツ振興に関する生涯

スポーツ課と文化振興に関する文化課、この 2つを市長局に移

管し、文化スポーツという部門を新たに設置することとなりま

した。今後、郡山のスポーツ文化を町づくりという観点で推進

していきたいという方向性で話しが出ております。新たな局面

の中で、皆様と仕事をさせていただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

岡崎→また、推進協議会に初めて参加していただきます、盛岡医療専

門学校、校長代理、菊池裕生様、一言よろしくお願いいたしま

す。 

菊池→お世話さまでございます。本校でも同事業の委託を受け、23年

度から医師事務作業補助者の育成に取り組み、勉強させていた

だいております。また来年度 4月からは新たにスポーツ学科を

新設します。スポーツと福祉、健康ということで、インストラ

クターを始め、子供の指導や高齢者への指導ができる人材を育

てたいと立ち上げた次第です。今回のこちらでの取り組みは、

大変興味深く、成果が出来ましたら取り入れさせていただきた

いと思っております。よろしくお願いいたします。  

 

Ⅱ．事業進捗状況の確認 

①本事業の概要確認 

・平成 25 年度→文部科学省委託事業として「室内で限られたスペー

スで、親子で一緒に楽しめる運動プログラム」のテキストと指導者

用のテキストを作成。 

・平成 26 年度→作成したテキストを活かし、普及に向けた指導者の

育成と運動プログラムを県内に普及する。 

※指導員を育成するための実証講座の準備と実施。 

※普及も兼ねて育成した指導員を派遣し、体験フェアなどのイベン

トを実施。 

 

②推進協議会、各種分科会、実証講座等の実施状況 

・推進協議会 
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 →本日含め 2回実施 

・指導者育成の為の講座シラバス検討分解 

→どのようなカリキュラムが良いかを検討。計 3回実施。 

・指導者育成の為の講座の運営分科会 

→開発したシラバスを基にした講座を実施するため、どのように運

営していくかを相談。 

・運動プログラム体験フェア運営分科会 

→親子を対象に、体験フェアを行うにはどのように運営していくべ

きか、アドバイスいただく。 

以上、9月 1日から始まり 10回の会議を実施してきた。 

 

③指導者育成講座シラバスについて 

【完全版】（20時間） 

・コンセプト 

開発した運動プログラムを親子にアドバイスできる人材を育成。ま

た、認可の資格として幅広く多くの人に学んでいただけるよう、各分

野の内容を広く浅く学べる構成とする。 

・対象者 

スポーツスクール等で指導者を目指す方、子供の運動不足を懸念して

いる方、スポーツ系や保育系の学校に通う学生等、成人を対象とする。 

・内容 

子供や保護者に対して運動のアドバイスができ、且つプログラムの普

及を目的としたイベント企画、運営に関する知識を習得する。 

・シラバスの内容 

プログラム開発における基本理念 

ボール無しの運動実技 

ボールを使った手と足の運動実技 

運動遊びにおける指導上の留意点 

子供に運動させる親へのアドバイス 

運動遊びの実践 

準備体操 

応急処置（RICE処置、AEDの仕様） 

栄養学の基礎 

イベントスケジュール作成 

イベント運営と当日の準備 

指導者の法的責任、体罰、セクハラ問題 
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実習シミュレーション 

             計 20時間 

【簡易版】 

・完全版を極力効率良く運動を中心にプログラムを作成 

・一般の参加者を対象とした場合、完全版では期間が長くなる。より

多くの方に参加していただけるよう、2 日程度で終わる内容にまと

めた。 

 

④完全版 指導者育成講座の実施状況 

・平成 26年 11月 17日～23日 

→本校のスポーツ実習室にて、スポーツビジネス科 2 年 6 名に対

し、講座と模擬運営を実施 

→学生からは好評な意見が多かった。子供とその保護者に運動を指

導する上で、必要な知識の基礎を幅広く学べる質量共に「完全版」

のシラバスを構築することができた。 

 

※途中、実証講座の映像を鑑賞 

 

⑤簡易版 指導者育成講座の実施状況 

・平成 26年 12月 6日、7日 

→南相馬で一般の参加者（8名）を対象に実施 

全体的には好評価であった。反省点としては、①実習や指導シミュレ

ーションにもっと時間が必要だった、②人数が多い場合、体験フェア

の指導者役の役割分担が必要となる、③2 日間の拘束と体験フェアで

指導者としての実習があることは、一般の参加者にはハードルが高

い、という 3点。多くの方に参加してもらうためにはどうしたら良い

かというところが課題となる。 

 

⑥簡易版 指導者育成講座の内容変更について 

南相馬での反省を踏まえ、次の点を変更 

・名称を指導者育成講座から勉強会に変更 

※参加者の心理的なハードルを下げるため 

・2 日間の日程を半日に変更 

※子供と運動に関する講演（1 時間）、RICE 処置と AED の仕様（30

分）、運動プログラムを実際に体験（1時間 30分） 

・午後に体験フェア。プロの先生が指導する様子を見学したい場合は
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参加可能。 

 

⑦今後の予定 

・平成 27年 1月 24日、25日 

→いわき市 海浜自然の家で実施予定 

・平成 27年 2月 7日、8日 

→郡山市 K-West 郡山ウエストスポーツパーク西部第二体育館で

実施予定 

・第 3回の推進協議会は 2月 12日（木）に変更 

・指導者育成講座テキスト「完全版」の編集作業 

 

以上、岡崎より説明報告。 

 

岡崎→指導者育成プログラムの完成版・簡易版それぞれを認定資格化

していきたいと思っております。本来は福島の子ども達の運動

不足を解消するということが課題として立ち上がった事業に

なりますが、文科省の方からも、これは全国展開できるのでは

ないかという話をいただいております。福島での普及活動をし

っかり行った上で、運動プログラムの全国普及も視野に入れて

活動したいと考えております。 

 

Ⅲ．質疑応答 

岡崎→今までの内容を踏まえてご意見、アドバイス、質問等ありまし

たらお願いいたします。 

菊池→内容としてすばらしいものが作れたと感じております。本校に

取り入れさせて頂くと考える時に、ビデオ教材などがあると講

義部分は VTRで済ませることができるかと思います。事前に受

講生は VTRを見て知識を付け、実技の分だけ講師が担当すると

いう導入もあるかと思いました。また、今回の運動プログラム

は高齢者の方にも通用するのではないかと思いました。 

岡崎→ありがとうございます。吾妻様何かアドバイスありましたら、

お願いいたします。 

吾妻→資料を拝見させていただいて、2 月 7 日と 8 日は郡山で体験フ

ェアもやるとのことですが、どういう形で参加者を集めるお考

えなのですか。 

岡崎→今、チラシ等を作成しているのですが、作成しましたら幼稚園
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様、小学校様にまとめて発送させていただき、園児様、児童様

にお渡しいただきたいと考えております。また、ヨークベニマ

ル等で無料配布される広報誌と、新聞 2紙に広告を載せる形で

進めております。加えて、有料にはなりますが、facebookにも

それぞれの地域の方をターゲットに書き込みをし、集客につな

げようという試みで行っています。 

吾妻 →もう 1 つなのですが、郡山市では平成 27 年度から幼稚園、

小学校の先生方を中心として、保育所、幼稚園等に指導者が出

向き教えたりしています。ニコニコこども館などでは市長も一

緒に参加したりしているので、そういったところとの連携を是

非行っていただき、普及アピールをしていくのも大変よろしい

のではないかと思います。 

岡崎→わかりました。連携というのも課題の一つにさせていただきた

いと思います。ありがとうございます。東様、何かありました

らお願いいたします。 

東 →サッカーは幼稚園に根付いているが、野球は公園でできなくな

ったこともあり、こども達の投げる力が弱くなってきていま

す。是非、バスケットボールを知っていただき、サッカーなど

の足技だけではなく、手技もと思い、このような形で協力させ

ていただきました。元々こどものために作ったものですが、お

年寄りの方にも家の中でできるようなものを考えてみたいと

思います。この活動から次に繋がっていければと思います。 

岡崎→ありがとうございます。高橋様何かございましたらお願いいた

します。 

高橋→私は小学生を対象にミニバスケットのスポ少で活動している

のですが、1 年生と 6 年生では体格的にも動きも違います。今

回実証講座のビデオを見て、ミクロレベルで取り組ませたら非

常に良いし、お友達も呼んで楽しくできるのではないかと思い

ました。介護関係の施設でも、お年寄りの方と子供と共生とい

うのも面白いのではないかと思いました。是非、クリニック内

に取り入れたいと思いました。 

岡崎→ありがとうございます。大内様何かございましたらお願いいた

します。 

大内→J リーグのクラブでは、子供だけではなく高齢者施設などに行

き活動するということを数年前から始めています。私自身勉強

不足のところもありますが、今回の取り組みで調べ学んだこと
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は、そういった部分でも生きてくる部分であると思いました。 

岡崎→ありがとうございます。 

双石→連携先と対象を決めて、参加人数がはっきり見える取り組みを

していくべきだと思います。 

岡崎→ありがとうございます。 

加藤→チラシは教育委員会等にも協力いただき配付すると良いのか

と思います。 

岡崎→ありがとうございます。校長何かあればお願いいたします。 

小林→貴重な意見ありがとうございました。このプログラムは文科省

の震災復興人材育成事業ということで、復興庁を経由してのも

のなので、いつまでも続く事業ではないかと思います。様々な

意見を伺った中で、全国展開となっていくと別の企画の中でこ

れを育てていくことが次の課題なのかと感じました。高齢者対

象の話しもでてきましたので、是非そういう方向にも向かって

いけたらと感じたところでございます。ありがとうございまし

た。 

菅野→本日はありがとうございました。スポーツビジネス科の担任と

して、体験フェアなどは正直学生にできるか心配がありまし

た。ですが、実際は非常に頑張ってくれました。学生の成長に

も繋がった本当に良いプログラムだと思います。今後とも、お

力添えをいただけると幸いですので、よろしくお願い致しま

す。 

岡崎→それではお時間となりました。1時間ありがとうございました。

残りの事業を全力で頑張りたいと思います。今後も皆様のお力

添えをいただければと思いますので、よろしくお願い致しま

す。本日はありがとうございました。 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 3 回 推進協議会 

開催日時 平成 27年 2月 12日（木） 

11：00～12：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 9階大ホール 

出席者 ・郡山市教育委員会総合教育支援センター  

指導主事 最上 竜太郎 様 

・郡山市認可保育所長会  

会長 吾妻 利雄 様 

・一般社団法人 福島子どもの未来を考える会 

滝田 良子 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー  

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー  

理事 木村 一明 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス  

理事 大内 郁弥 様 

・福島県ミニバスケットボール連盟  

副理事 高橋 智幸 様 

・郡山情報ビジネス専門学校  

学校長 小林 一雄 

・郡山情報ビジネス専門学校  

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校  

教員 菅野 浩二 

・郡山市教育委員会生涯学習部生涯学習スポーツ課 

 課長 橋本 仁信 様 

・郡山市私立幼稚園協会  

会長 平栗 裕治 様 

・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・盛岡医療福祉専門学校  
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校長代行 菊池 裕生 様 

・FSG カレッジリーグ  

常務理事 双石 茂 

・専門学校アップルスポーツカレッジ  

副校長 石井 和昭 

・福島スポーツエンタテインメント株式会社  

代表取締役 宮田 英治 

・一般社団法人福島スポーツアカデミー  

理事長 加藤 大樹 

・一般社団法人生涯学習アカデミア 

 理事 松崎 聡 

会議の目的 今年度の事業運営状況を振り返り、総括する。 

次第 Ⅰ．事業進捗状況の確認 

Ⅱ．質疑応答 

Ⅲ．その他 

議事 Ⅰ．事業進捗状況の確認 

岡崎より、進捗状況確認前に、文部科学省より発表された運動能力調

査や県で発表している学校保健統計調査報告の結果について説明。 

【全国体力運動能力運動習慣調査】 

・福島県の都道府県別順位 

 →平成 26年度 小学 5年生…男 43位、女 27位 

         中学 2年生…男 41位、女 37位 

※震災前の平成 22年度小学 5年生…男 32位、女 19 位と比較し、男

女共に大きく下回る。その後少しずつ改善してきてはいるが、震災

前の水準にはまだ遠い。しかし、運動能力の低下は全国的に問題視

されている点である。 

【肥満傾向】 

・福島県の結果 

 →平成 26年度 5歳児…男 5.81（全国平均 2.55） 

            女 5.71（全国平均 2.69） 

 ※どちらも全国平均の 2倍以上。 

このような結果を踏まえて、今回の事業を展開していることを説明。 

 

①いわき市での勉強会＆体験フェア実施状況 

・実施日：平成 27年 1月 24日（土）、25日（日） 
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・実施場所：福島県いわき市海浜自然の家 

・実施時間：9時 30分から 12時 30分…勉強会 

   14時 00分から 15時 30分…体験フェア 

※体験フェアは希望する親子に参加してもらい、運動プログラムを

動いて体験してもらう。 

・講演…「子供と運動スポーツ指導の現在過去未来」 

     →日本プロバスケットリーグ取締役 東英樹様 

    「子供の運動遊び大人の支援の在り方」 

     →桜美林大学 山口裕貴様 

・参加人数：24日 勉強会…3名、体験フェア…親子計 35名 

       25日 勉強会…5名、体験フェア…親子計 30名 

 

②郡山市での勉強会＆体験フェア実施状況 

・実施日：平成 27年 2月 7日（土）、8日（日） 

・実施場所：西部第二体育館 

・参加人数：7日 勉強会…9名、体験フェア…親子計 19名 

    8日 勉強会…5名、体験フェア…親子計 16名 

※インフルエンザ等で当日キャンセルが相次ぐ 

・内容：いわきでのものと同等内容 

 

※郡山の実施状況をテレビ局 3社と新聞 2社が取材。 

ニュース映像鑑賞 

 

岡崎→皆様のお手元に、勉強会＆体験フェアのアンケートをまとめて

おりますので、目を通していただければと思います。概ね好評

だったのではないかと思います。主な声としては次の通りで

す。 

 

・具体的な大人のかかわり方がわかり、これからの活動に活かせ

る 

・遊びに対する基本的な学習ができた 

・遊びが学びにつながることがわかった 

・RICE処置の内容が明確になった 

・口頭で動きを相手に伝えることの難しさを学んだ 

・これからも継続して広めてほしい 

・普段できない運動ができた 
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・日頃子供と遊ぶことがないので、一緒に遊べて良かった 

・家庭で簡単にできるので大変良かった 

・少ない道具で体を動かせた 

・ストレッチや体の動きなど勉強になった 

 

岡崎→振り返りとしては、勉強会のボリュームは運動プログラムの理

解を深めるために丁度良い時間設定だったと思います。指導者

育成をすることも重要ですが、多くの保護者に運動指導の効果

的な手法を学んでもらうことも重要です。今回の勉強会は運動

プログラムを普及するために有効な機会だったと考えていま

す。また、アンケートの結果等から、子どもの運動量を気にし

ている家庭は参加していただけることが読み取れました。そこ

で、足を運んでくれない家庭にどのように訴えていくかが大き

な課題だと感じました。運動能力の二極化という問題がありま

すので、そこで運動に馴染まないお子様や保護者の方に、どの

ように普及していくかが大きな課題だと思います。以上、実施

状況のご報告とさせていただきます。 

 

③指導者育成テキストの作成 

・現状、急ピッチで作業を進めている状況。 

・シラバスに対応させる形で作成中 

・内容 

（1）福島の子ども達の健康問題の現状、全国的な子どもの運動不足

（投力、握力の低下問題）、運動能力の二極化問題、運動プログラ

ム開発の理念、神経系に刺激を与える運動など 

（2）運動遊びにおける指導上の留意点、親へのアドバイス、3～4 歳

の子どもにどのような運動が良いかなどのアドバイス 

（3）スポーツ傷害の種類、準備体操、RICE処置、心肺蘇生 

（4）スポーツと食事について 

（5）イベント開催に必要な知識、タイムテーブル作成の留意点、等 

 

・成果報告書もあわせて作成中 

 

④その他の運営状況 

・普及版テキスト…1000部増刷 

・指導者用テキスト…200部増刷 
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※各幼稚園、保育園、小学校に配布予定 

 

岡崎→以上が指導者育成テキストの作成、その他の運営状況について

のご報告となります。 

 

Ⅱ．質疑応答 

岡崎→ここまでのところで何かご質問などありましたらお願いいた

します。 

滝田→質問ではありませんが、今回の勉強会は私自身も勉強になりま

した。山口先生の子どものスポーツという概念を遊びに捉えた

ことは、本当に深いと思います。公開講座的な形で行われたこ

と、講座名を指導養成講座から勉強会に変えたことも良かった

と思います。参加者たちにも大変効果的だったのではないでし

ょうか。ただ、周知の方法、場所的な問題をこれから考えてい

くことは課題だと感じました。場所的な問題は各団体に出向く

ことも必要だと思います。周知の方法はもう少し時間に余裕を

もってできると、団体との連携もとれたかと思います。しかし、

全体的に大変勉強になりました。ありがとうございました。 

岡崎→ありがとうございます。周知の方法など、次回は改善していき

たいと思います。 

吾妻→周知の方法で、幼稚園や保育園は年間行事をある程度組んでし

まっていますので、年間行事ができる 2月や 3月ぐらいだと良

いかと思います。難しい場合は半年前ぐらいだと調整がある程

度しやすいかと思います。素晴らしいプログラムを作成されて

いますので、効果的に多くの皆様に普及できればと思います。 

岡崎→ありがとうございます。 

 

Ⅲ．その他 

特になし 

 

岡崎→以上で、第 3回推進協議会を終了させていただきます。ありが

とうございました。 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 1 回 指導者の育成のための講座シラバス検討分科会 

開催日時 平成 26年 9月 1日（月） 

13：00～14：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 9階大ホール 

出席者 ・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・一般社団法人福島スポーツアカデミー 

 理事長 加藤 大樹 

・郡山情報ビジネス専門学校 

岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・郡山市私立幼稚園教会 

 会長 平栗 裕治 様 

・郡山市認可保育所長会 

 会長 吾妻 利雄 様 

・一般社団法人 福島子どもの未来を考える会 

 滝田 良子 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

 理事 木村 一明 様 

・盛岡医療福祉専門学校 

 校長代行 菊池 裕生 様 

会議の目的 指導者育成講座実施に向けて、スケジュールの確認と内容についての

討議を行う。 
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次第 Ⅰ．本分科会メンバー紹介 

Ⅱ．本分科会の役割  

Ⅲ．スケジュール案 

Ⅳ．シラバスについての検討 

Ⅴ．その他 

Ⅵ．次回日程 

議事 Ⅰ．本分科会メンバー紹介 

・当日配付の資料に記載。確認して頂く。 

 

Ⅱ．本分科会の役割 

①昨年作成したテキストを基に「親子に対して運動プログラムの活用

方法を適切にアドバイスできる指導者の育成を目的とした指導者

育成講座のシラバス」の策定 

 

②策定したシラバスによる指導者育成講座の実施 

・本校学生（6名）への試行導入：1回 

・南相馬・いわき・郡山 3会場での一般の受講希望者（30名限定）を

対象とした実証講座：3回 

 

③実証講座で使用するテキストの作成 

・指導者育成講座の認定資格化を視野に入れて 

 

以上 3点を岡崎より説明。 

 

Ⅲ．スケジュール案 

①分科会 

・9 月 1日（月）、10月 2日（木）、11月 6日（木）の計 3回実施 

シラバスの策定、講座における講師の決定と授業準備を行う 

 

②実証講座 

・11 月：本校スポーツビジネス科学生を対象とした、実証講座を試行

導入し、各講師の使用する資料、録画した授業の内容をベー

スとしてテキスト作成開始 

・12 月：南相馬市での実証講座 

・1 月 ：いわき市での実証講座 

・2 月 ：郡山市での実証講座 
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以上、分科会予定と実証講座スケジュール案について岡崎より説

明。 

 

大内→この講座は 3日間実施する予定ですか？ 

岡崎→内容にもよりますが、15時間程度のものを 2日で実施したいと

考えています。郡山に関しては暖房の使用できる会場が見つか

りそうですが、南相馬といわきが難航しております。震災の影

響で壊れてしまい、まだ修理できていないようです。このよう

な施設の状況なども踏まえ 2日のスケジュールとさせていただ

きたいと考えています。 

 

Ⅳ．シラバスについての検討 

①講座全体の時間数と各項目の実施時間について 

岡崎→専門学校の単位はおよそ 15 時間で 1 単位となっています。そ

れを踏まえ、初日 8時間、2日目 7時間の計 15時間で想定して

います。 

東 →実際に、基本理念や運動の解説などの運動プログラム関連は 1

日でできると思います。運動の組み合わせ方については、講義

で行うのか実際に体験するのか、検討する必要があります。 

岡崎→幼児心理は必要でしょうか？ 

東 →必要だと思います。子供の心理を理解することは、導入の部分

や子どもたちを束ねる上で必要ですし、覚えておいた方が良い

と思います。 

大内→心理学はあった方が良いと思います。 

東 →障がいのある子どもに対しての接し方などもあると良いと思

います。様々な子どもの心理を学ぶことで、ケースに合った対

応ができるようになると思います。 

岡崎→スポーツに関する幼児の心理学はあるのですか？ 

東 →それは専門の先生にお話しを聞いていただいた方が良いと思

います。スポーツ心理学と幼児期の心理学とでは違いがあるの

ではないでしょうか。 

岡崎→それでは、心理学については、滝田先生、平栗先生、吾妻先生

に確認を取っていきます。次にコンディショニング・メディカ

ル関連についてですが、項目の中の応急処置には AEDも含めて

います。 
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東 →AEDの資格も取らせたほうが良いのではないでしょうか？ 

大内→赤十字で行っているものもあります。 

岡崎→応急処置については講師に依頼し講習を行った方が良いでし

ょうか？ それとも、消防署などに依頼した方が良いでしょう

か？ 

東 →赤十字で行っています。 

大内→消防署でも可能です。 

菅野→消防署だと 1団体 6人までの人数制限があったことを記憶して

います。 

東 →それでは、資格を持っている方に依頼してみてはどうですか？

AED の資格も必要ですが、一番怖いのは骨折です。骨折や捻挫

等の怪我に対する処置法はしっかり学んだ方が良いと思いま

す。 

大内→コンディショニング・メディカル関連については専門的な方に

依頼するのが良いと思います。 

東 →私たちは運動プログラム関連を担当します。 

岡崎→運動プログラム関連は 5時間ぐらい必要でしょうか？ 

東 →講義 2時間、実技 3時間でいいと思います。 

大内→実技は行った方が良いと思います。計 5時間ぐらいが適当だと

考えます。 

岡崎→コンディショニング・メディカル関連は 4時間ぐらいですか？

幼児指導心理関連を 3 時間、マネジメント関連を含め 15 時間

で考えていきたいと思います。 

 

②各時間の担当講師の割り振り 

岡崎→各時間の担当と具体的な内容について相談させてください。 

東 →運動プログラム関連では、手の運動と足の運動それぞれで理念

1 時間、実技 1 時間で考えています。残りの 1 時間で各運動の

組み合わせを行うのはいかがでしょうか？ 手の運動は私。足

の運動は大内さんにお願いしたいです。 

岡崎→了解しました。テキスト作成につきましては、それぞれの先生

方にお持ちいただく参考資料と、講座の内容を基にして作成す

るのが一番効率的だと考えています。 

東 →講座のカリキュラムを作っていただき、それに合わせた参考資

料を準備するということで良いですね。 

岡崎→お願いします。マネジメント関連は、私と菅野で前回のイベン
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トの例を参考に考えていきます。コンディショニング・メディ

カル関連はどなたに頼むのが一番良いでしょうか？ 

東 →福島ファイヤーボンズのトレーナーの方にご相談してみては

いかがですか？ 

岡崎→相談してみます。 

東 →栄養学は、栄養士の先生が良いと思います。練習した後に炭水

化物を摂るとか、機能回復のために食べる指導などもあります

ので、栄養士の先生にお願いしたいです。 

岡崎→栄養学は栄養士の先生に依頼したいと思います。 

東 →幼児心理と運動は、幼児の集団行動を踏まえ、どのような点に

気をつけた方が良いのか確認していただけますか？ 幼児の

行動、運動など、滝田先生にまとめていただきたいと思います。 

岡崎→承知しました。本日いただいたご意見を参考に進めていきま

す。今後も様々ご協力いただくと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

 

Ⅴ．その他 

 特になし 

 

Ⅵ．次回日程 

 10 月 2日（木）第 2回シラバス分科会実施予定 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 2回 指導者の育成のための講座シラバス検討分科会 

開催日時 平成 26年 10月 2日（木） 

11：00～12：30（1h30） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 702教室 

出席者 ・郡山市私立幼稚園教会 

 会長 平栗 裕治 様 

・郡山市認可保育所長会 

 会長 吾妻 利雄 様 

・一般社団法人 福島子どもの未来を考える会 

 滝田 良子 様 

・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・盛岡医療福祉専門学校 

 校長代行 菊池 裕生 様 

・郡山情報ビジネス専門学校 

岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

 理事 木村 一明 様 

・一般社団法人福島スポーツアカデミー 

 理事長 加藤 大樹 
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会議の目的 前回の分科会を受け、現状でのシラバスの案と各パートの進捗状況を

確認する。 

次第 Ⅰ．今までの分科会での検討内容の振り返り 

Ⅱ．現段階での講座シラバス案の確認 

Ⅲ．各パートの内容に関して（現段階での状況） 

Ⅳ．その他 

議事 Ⅰ．今までの分科会での検討内容の振り返り 

①講座の運営に関して 

・11 月の JOBIスポーツビジネス科学生対象の講座 

⇒完全版での実施 

・12 月以降の一般受講者講座（南相馬，いわき，郡山） 

⇒簡易版での実施 

※受講者の時間的制約を減らすことで、参加者数を増やす 

 

②テキストの作成に関して 

・11 月の完全版の講座を基に作成していく 

・11 月の講座で使用する資料は参考文献としてテキストに記載。 

可能であれば引用、転載する 

 

以上、これまでに実施された分科会での検討結果を岡崎より説明。 

 

Ⅱ．現段階での講座シラバス案の確認 

①受講対象者 

・スポーツスクール等での指導者を目指す方 

・子どもの運動不足を懸念する方 

・スポーツ系専門学校等学生 

・保育系専門学校等学生 

 

②講座のコンセプト 

・親子で楽しめる運動プログラムの普及を目的とした、親子にアドバ

イスできる人材育成を目的とする 

・将来的に民間の資格として幅広く一般の方々に学んでいただけるよ

う、各分野を広く浅く学べる構成とする 

 

③現状でのシラバス案 

構成としては大きく 4つに分かれる 
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・運動プログラム（6時間） 

※運動の基本理念、運動の実技、運動についてのアドバイス 

・子供の動機づけ（3時間） 

※運動遊びにおける指導上の留意点、子供に運動させる親へのアド

バイス、3歳から 4歳児の運動遊びの実践 

・コンディショニング・メディカル関連（2時間） 

※ストレッチ、応急処置（ＡＥＤを含む）、スポーツ障害の種類、栄

養学の基礎 

※機能解放については専門家が対応できるか要検討 

・マネジメント関連（2時間） 

※イベントの企画運営に関する知識、体罰・セクハラ問題、イベント

保険 

 

以上、計 13時間に、指導員としての実習も数時間含め 15時間程度。 

 

以上 3点について岡崎より説明。 

 

平栗→子どもの動機づけは 3 歳から 5 歳児まで含んだ方が良いと思い

ます。 

滝田→コンディショニング・メディカル関連の 2 時間ですが、完全マ

スターしなくても応急処置だけで 30分はかかります。2時間と

いう時間は少ないのではないでしょうか？ 

岡崎→時間数をプラスする方向で検討してみます。 

平栗→時間は 1コマ 90分ですか？ 60分ですか？ 

岡崎→60分で考えています。 

東 →コンディショニング・メディカルの担当者は誰ですか？ 

岡崎→福島ファイヤーボンズの西廣トレーナーにお願いしたいと考え

ています。完全版シラバスは今いただいたご意見を基に考えて

いきます｡ 

 

④簡易版シラバスの検討 

岡崎→通常 15～16時間かかる講座をフルで実施すると 3日はかかりま

す。一般の方に多く参加していただけるように、期間を土日の 2

日にしてみてはどうか、という案がでました。それに伴い、簡易

版のシラバスを考えていきたいと思います。 

   完全版のシラバス中から、どの項目を実施したら良いのか、ア
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ドバイスをいただきたいと思います。 

   現状、1日目と 2日目の午前中で講座を行い、2日目の午後は運

動プログラム体験フェアを実施します。そこで、講座受講者の

方に実習として、先生役となり指導していただこうと考えてい

ます。時間は 13時間程になります。 

東 →翌日のフェアで実施するプログラムだけを説明すれば、運動プ

ログラム関連の講座は短くできるのではないでしょうか？ 

大内→そうですね。 

東 →運動の動機づけ、怪我の件、応急処置は講座で実施した方が良

いと思います。マネジメント関連は、運動プログラム体験フェ

アの準備ということで実施すれば良いと思います。 

岡崎→承知しました。今の形で時間を考えますと、11 時間程になりま

す。運動の組み合わせの講義は他の時間とまとめて実施する形

で良いでしょうか？ 

東 →はい。運動プログラム関連の講座は全時間の 4 分の 1 程度でい

いと思います。 

岡崎→承知しました。他にアドバイスなどありましたらお願いします。 

大内→東様と同じく、運動プログラム関連の講座は融通がきくと思い

ます。全体の絶対数を決めてから運動プログラムを調整すれば、

他の講座はそれほど変えなくても良いと考えます。 

滝田→子どもの動機づけのところで、プログラムの 1 と 2 はコンパク

トにできるかと思います。 

岡崎→今いただいた案を基に、簡易版を詰めていきたいと思います。 

す。 

Ⅲ．各パートの内容に関して（現段階での状況） 

岡崎→指導者育成講座における各パートの内容について、現時点で決

まっていることはございますか？ 

東 →プログラムを作るにあたり、コンセプトとプログラム活用につ

いてのマニュアルを作る準備をしています。大内様と私で作成

しています。昨年作成したテキストの考え方やプログラム内容

も踏まえて準備していきます。 

岡崎→子どもの動機づけ関連のところで、桜美林大学専任講師の山口

様に依頼し、授業を担当していただく予定ですが、山口様の日程

が予定に合いません。そのため、子どもの動機づけ関連のみ 11

月 23日の日曜日に実施できるよう調整しています。内容に関し

ては、山口様に考えていただいている状況です。11月 17日と 18
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日の 2 日で、子どもの動機づけ以外の全てのパートを終わらせ

たいと考えています。 

次に、コンディショニング・メディカル関連ですが、担当してい

ただくトレーナーの西廣様になかなか会えない状況です。今週

中に内容を詰めていきたいと考えています。 

マネジメント関連は、11 月 7 日までにはある程度資料を作成し

たいと考えています。 

滝田→山口先生が行う 23日の講義の対象者は誰ですか？ 

岡崎→将来インストラクターなどを目指す本校の学生です。 

滝田→承知しました。 

 

Ⅳ．その他 

岡崎→今回の講座は、民間の資格として子どもの運動に対して多くの

人に意識を高めてもらいたいというのが目的です。 

吾妻→郡山市のプレイルームや幼稚園、保育園、小学校なども、似たよ

うな活動を行っているので、そちらとも打ち合わせできれば非

常に良いプログラムになると思います。 

菊池→プログラム終了後に、修了証や認定書はあるのでしょうか？ 

岡崎→現時点では考えていません。検定化を今後実現したいと考えて

いる程度です。 

菊池→私どもでも以前講座を実施した際、認定証は出ないのかと言わ

れたことがありました。受講希望者は受講したという証拠が欲し

いという気持ちが働くのかもしれません。 

岡崎→承知しました。検討したいと思います。 

 

次回は 11月 7日 金曜日 11時から。内容はカリキュラムの精査を予

定しています。よろしくお願いいたします。 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 3回 指導者の育成のための講座シラバス検討分科会 

開催日時 平成 26年 11月 7日（金） 

11：00～12：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 702教室 

出席者 ・郡山市認可保育所長会 

 会長 吾妻 利雄 様 

・一般社団法人 福島子どもの未来を考える会 

 滝田 良子 様 

・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・盛岡医療福祉専門学校 

 校長代行 菊池 裕生 様 

・郡山情報ビジネス専門学校 

岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・郡山市私立幼稚園教会 

 会長 平栗 裕治 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

 理事 木村 一明 様 

・一般社団法人福島スポーツアカデミー 

 理事長 加藤 大樹 

会議の目的 前回までの分科会を受け、完全版講座の直前での各パートの準備状況

とスケジュールの確認を行う。 
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次第 Ⅰ．今までの分科会での検討内容の振り返り 

Ⅱ．完全版講座の時間割確認 

Ⅲ．各パートの内容に関して（現段階での状況） 

Ⅳ．その他 

議事 Ⅰ．今までの分科会での検討内容の振り返り 

①講座の運営に関して 

・11 月：JOBIスポーツビジネス科 2年生 6名を対象とした講座 

⇒完全版での実施 

・12 月以降：一般受講者講座（南相馬，いわき，郡山） 

⇒簡易版での実施 

※受講者の時間的制約を減らすことで、参加者数を増やす 

 

②テキストの作成に関して 

・11 月の完全版の講座を基にして、テキストを作成する。 

・11 月の講座で使用する資料は参考文献としてテキストに記載。 

可能であれば引用、転載する。 

 

以上、今までの分科会での検討結果について岡崎より説明。 

 

Ⅱ．完全版講座の時間割確認 

①前回以降に決定した担当講師 

・コンディショニング・メディカル関連 

⇒福島ファイヤーボンズ（プロバスケットボールチーム） 

アスレティックトレーナー 西廣 雄貴 様 

・栄養学 

⇒株式会社明治 仙台支社 髙橋 亜未 様 

 

②シミュレーションと模擬運営実施について 

・学生がいきなり子どもと接するのは難しいのではないかという意

見を受け、シミュレーションや模擬運営の時間を増やし、全体の時

間も 15時間から 19時間へと変更する。 

 

③実施要項について 

17 日（月） 

・開発における基本理念～手を使う運動～（午前） 

・開発における基本理念～足を使う運動～（午前） 
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・実技①～手を使う運動～（午前） 

・実技②～手を使う運動～（午前） 

・実技③～足を使う運動～（午後） 

・まとめ～各運動の組合せ方法～（午後） 

18 日（火） 

・ストレッチ、応急処置、スポーツ傷害（3時間） 

・栄養学の基礎（1時間） 

・マネジメント関連(2時間) 

内容：イベントスケジュール作成、イベント運営と当日の準備物、 

   体罰問題、セクハラ問題、指導者の法的責任 

21 日（金） 

・シミュレーション（2時間） 

・模擬運営（2時間） 

23 日（日） 

・子供の動機づけ（3時間） 

 

以上、3点について岡崎より説明。 

 

岡崎→完全版の予定について、ご意見、あるいはアドバイスを頂けれ

ばと思います。 

東 →先に大内さんに足の講座と実技を行っていただいても良いで

しょうか？ 

岡崎→足の方を大内様に先に 2時間実施していただき、後半で東様が

まとめる形で行うということですか？ 

東 →そうです。 

岡崎→では、そのような形に変更いたします。午前中 1、2 を大内様

に、3～6を東様に実施していただきます。 

東 →最後は講義ですか？ 

岡崎→そうです。 

東 →時間の確認ですが、実技 2時間、講義 2時間で良いですか？ 

岡崎→はい。その他、変更点やアドバイスなどがありましたらお願い

いたします。 

東 →21日の体験フェアは誰を対象に実施するのですか？ 

岡崎→この講座を受けている学生が講師を担当し、本校の教職員のお

子さんと教職員の友人のお子さん、合わせて 10 組程を対象と

しています。しかし、幼稚園児と小学生が同時に来てしまう可
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能性があります。また、学生が講師となってのシミュレーショ

ンと模擬運営になりますので、東様と大内様に見ていただきア

ドバイスをいただきたいと考えています。 

東 →アドバイザーということですか？ 

岡崎→そうです。実施時、学生に問題があれば手助けをお願いしたい

と思います。 

東 →承知しました。 

岡崎→では次に、各パートの内容に移ります。 

 

Ⅲ．各パートの内容に関して（現段階での状況） 

①子供の動機づけ→担当 山口様 

・運動遊びにおける指導上の留意点 

→子どもにとって運動遊びは必要性から生まれるものではない。や

りたいからやるものである。したがって、指導上の留意点は意欲

や挑戦する気持ちを生みださせる、適切な働き掛けが重要であ

る。 

・3 歳～4歳児の運動遊びの実践 

→用具を使わない遊び、新聞紙を使った遊び、縄を使った遊び 

・子供に運動をさせる親へのアドバイス 

→親は運動指導者ではなく、一緒に遊ぶ仲間となること。そうした

立場から、いかに楽しく遊ぶかについて、具体例をあげながら検

討。 

 

②コンディショニング・メディカル関連：担当 西廣様 

・機能解剖 

→体の基本構造と役割について 

・スポーツ傷害の種類 

→外傷と傷害の違い、代表的な外傷と傷害、骨端症について 

・ストレッチ 

→目的、効果、方法（静的・動的）について 

・応急処置 

→RISE処置、AEDと救急法、一次救命処置と二次救命処置、一次救

命処置の方法と手順について 

・栄養学→株式会社明治の高橋亜未様に依頼中 

 

③マネジメント関連→担当 岡崎 



 

47 

 

・イベントスケジュール作成 

→イベントを企画する上で必要な知識や講演申請方法について 

・イベント運営と当日の準備物 

→昨年実施した運動プログラムで準備したものを基に話す 

・体罰問題、セクハラ問題 

→実際の判例を基に指導者の法的責任について話す 

 

以上、各パートの具体内容について、別紙をもとに岡崎より説明。 

 

岡崎→子どもの動機づけに関してはいかがでしょうか？ 

滝田→順序立ては良いと思います。 

吾妻→良いと思います。子どものことをよく理解してもらうことが第

一なので、入り口として良いと考えます。 

岡崎→では、このような形で山口様に準備していただきます。コンデ

ィショニング・メディカル関連についてはいかがでしょうか？ 

AEDの準備も必要かと思いますが、どうしますか？ 

東 →携帯用のものを持っています。 

岡崎→本校の 1階にあるものも使えるかもしれません。 

菅野→使えますが、警報が鳴り業者に通報されてしまうかもしれない

です。 

東 →備え付けタイプのものですね。 

岡崎→確認します。使用できない場合は、東様にお借りしたいと思い

ます。ストレッチについてはいかがでしょうか？ 

東 →子どもがストレッチをするでしょうか？ 

大内→ストレッチですか…。 

滝田→一般的にはラジオ体操に似た簡単なもので行っていると思い

ます。 

吾妻→体操ですね。 

岡崎→ストレッチはあまり必要ないでしょうか？ 

滝田→対象が小学生であれば別ですが…。 

岡崎→幼児には必要ないということでしょうか。簡単なラジオ体操で

十分ですか？ 

滝田→一般的に幼稚園や保育園では体操がストレッチに代わるもの

だと考えて行っています。 

岡崎→因みに、幼稚園児が行う体操はどのようなものがありますか？ 

吾妻→ディズニーの曲に合わせての体操などがあります。 
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滝田→3分程度のものです。 

岡崎→体操の方が良いということで承知しました。その旨、西廣様に

伝えます。また、栄養学のパートですが、運動をした後におに

ぎりを食べるなど、明治様の方でプログラムがあるとのことで

す。少し改良を加えて授業をしていただく予定です。テキスト

化についても、了解を得ています。マネジメント関連について

はいかがでしょうか？ 

東 →フォーマットはありますか？ 

岡崎→これから作る予定です。 

東 →シミュレーションのタイムスケジュールと合わせて、内容を教

えてみてはどうでしょうか？パワーポイントも使えた方が良

いと思います。 

岡崎→なるほど。シミュレーションのタイムスケジュールなどを企画

し、発表させるということですね。 

東→ そうです。 

滝田→参考までに、幼稚園や保育園では運動行事を行うときは、大体

紙媒体で 1項目ごとに説明などを貼り周知しておきます。子ど

もを相手にするには幼稚ではありますが、そういったことが必

要になることを学んで卒業した方が良いと思います。 

岡崎→吾妻様、このような資料などありましたら、後日見せていただ

きたいのですが、よろしいでしょうか？ 

吾妻→承知しました。 

岡崎→東様の講座の資料は見せていただきましたが、大内様の方はい

かがでしょうか？ 

大内→現在作成中です。 

 

Ⅳ．その他 

・1 月の会場がまだみつからず、探しています。10 日 11 日で検討し

ていましたが、場合によっては 17日 18日の週にずれ込む可能性が

あります。 

・2 月に青少年会館で予約していましたが、西部第 2 体育館が暖房使

用可能と判明しました。会場が変更となる可能性があります。 

・チラシは現在作成中です。Facebook の有料広告も検討中でござい

ます。 

・南相馬の会場周辺は、原発作業員の宿泊先となっているため、なか

なか宿泊予約がとれない状況です。隣の相馬市に宿泊となる予定で
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すすめています。 

 

以上 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 1 回 指導者育成のための講座運営分科会 

開催日時 平成 26年 9月 17日（水） 

11：00～12：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 201教室 

出席者 ・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・一般社団法人生涯学習アカデミア  

 理事 松崎 聡 様 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校  

 教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

理事 木村 一明 様 

・株式会社 明治 

 仙台オフィス 髙橋 亜未 様 

会議の目的 指導者育成講座の講義内容と実技指導内容、運営について意見を持ち

寄り、検証する。 

次第 Ⅰ．本文会メンバーのご紹介 

Ⅱ．講座概要 

Ⅲ．指導者育成講座実施予定日時・会場(全４回) 

Ⅳ．一般の受講希望者の募集方法 

Ⅴ．実施に向けての今後の準備 

Ⅵ．その他 
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Ⅶ．本分科会の次回開催予定日時 

議事 Ⅰ．本分科会メンバー紹介 

当日配布のレジュメに記載し、確認していただく。 

 

Ⅱ．講座概要  

1.本事業で作成した運動プログラムの活用方法を親子に伝えられる

人材を育成するための講座である 

2．座学や実技による講座 2日間で 10～15時間程度と運動プログラム

の体験フェアにて親子を対象とした講師の体験をセットとして運

営する 

3. 2を各地で 4回実施する 

 

以上 3点について岡崎より説明。 

 

Ⅲ．指導者育成講座実施予定日時・会場(全 4回) 

①11 月 17日・18日…本校スポーツビジネス科 2年生 6名への導入 

②12 月 6日・7日…南相馬市にて、一般の受講者を対象とした実施 

③1 月 10日・11日…いわき市にて、一般の受講者を対象とした実施 

④2 月 7日・8日…郡山市にて、一般の受講者を対象とした実施 

 ※①以外は会場未定 

 

上記 4点について岡崎より説明。 

 

Ⅳ．一般の受講希望者の募集方法 

1．各会場の募集人数…30名程度を予定している件について 

東 →狭い会場で 30 人も募集した場合、周りで見ている人が出てく

るのではないですか？ 

岡崎→会場に関しては、暖房がついている大きい体育館はユラックス

熱海以外に無いようです。暖房があったとしても、壊れている

体育館が多い状況です。 

東 →公民館はどうですか？ 

岡崎→南相馬ではバスケットコート 1 面ぐらいの体育館は仮予約   

ができました。募集人数にこだわらず、体験フェアの会場のキ

ャパから逆算して考えるというのはどうでしょうか？ 



 

52 

 

東 →一般募集ですか？ 

岡崎→一般募集で考えております。 

東 →集まらなかったどうしますか？ 

岡崎→各自治体に趣旨を説明し、協力を仰ぎたいと思います。仮に応

募がなかった場合は中止せざるをえないでしょう。アドバイス

をいただいた公民館等も含めて会場を探していきたいと思い

ます。 

東 →柔道場はどうですか？ 

菅野→体育館の隣に、剣道場が設置しているところもあります。 

大内→床材は畳でも大丈夫です。 

岡崎→柔軟に対応していきたいと思います。 

岡崎→告知ツールとしては、折り込み広告や新聞広告を活用していき

たいと考えています。チラシの枚数など費用面も考慮し、どの

ように有効活用すべきかご意見をいただけますか。 

大内→民友新聞で 1回、民報新聞で 1回ということですか？ 

岡崎→はい。 

東 →新聞広告を見るでしょうか？ 

大内→年代的に新聞を見ている年代ではないと思います。 

松崎→おじいちゃん、おばあちゃん世代は新聞を取っていますが、今

回対象の年代はインターネットでの情報収集が主なのではな

いですか？ 

東 →予算上ネットを使うことはできないのですか？ 

岡崎→検討してみたいと思います。たとえば bjさんのバナーに…。 

東 →そういうことも可能です。他のチームにも協力要請はできま

す。新聞広告は 1回しか引っかからないので、ポスターのよう

に何度も目につくもののほうが媒体としては効果があるので

はないでしょうか？ 

岡崎→ポスターとネットでの告知、検討していきたいと思います。 

 

Ⅴ．実施に向けての今後の準備 

1．会場面積、床の材質等 

東 →内容にもよりますが、ボールを上にあげたとき、天井の高さが

ある程度必要です。 

岡崎→実技は体育館ぐらいのスペースが必要になりますか？ 

東 →床材はどんな素材でもあまり問題はありません。1 階のスポー

ツ実習室はここの教室より天井は高いのですか？ 
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菅野→10～20センチぐらい、若干高い程度です。 

東 →実施人数にもよりますが、バスケットコート１面で 8組ぐらい

は捌けます。 

大内→そうだと思います。 

岡崎→参考にさせていただき、会場をおさえたいと思います。 

 

2．準備物 

岡崎→指導者育成講座に向けての準備物について、イベント保険と   

いうのは当然必要だと思いますが、その他準備物のアドバイス

をいただけますか。 

東 →備品購入を検討してもらいたいです。教材としてボールなど。 

岡崎→ボールは購入予定です。 

東 →救急用具は？ 

岡崎→体験フェアで購入するものを活用できます。 

東 →AEDは貸すことも可能です。 

松崎→ポータブルですか？ 

東 →そうです。貸すことができます。あと、トレーナーが必要です。 

岡崎→看護師の資格を持っている方はどうでしょうか？ 

東 →サポートで入ってもらったほうが良いです。怪我人に対応する

のがドクターというわけにはいかないと思うので、トレーナー

が対応できると安心できると思います。 

岡崎→その準備も検討していきます。その他何かございますか？ 

 

Ⅵ．その他 

大内→南相馬は遠いので、出発時間を早めに設定して欲しいです。 

岡崎→全員早朝 5時出発というわけにはいかないと思うので、前泊で

動けるように準備したいと考えております。拘束時間が長くな

ってしまいますが…。よろしくお願いいたします。 

 

Ⅶ．本分科会の次回開催予定 

岡崎→次回分科会は平成 26年 11月 12日(水)11:00～12:00に実施 

   させていただきたいと思います。 

 

  以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 2 回指導者育成のための講座運営分科会 

開催日時 平成 26年 11月 12日（水） 

13：00～14：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 603教室 

出席者 ・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・株式会社 明治 

 仙台オフィス 髙橋 亜未 様 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校 

 教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

理事 木村 一明 様 

・一般社団法人生涯学習アカデミア  

 理事 松崎 聡 様 

会議の目的 前回の分科会を受け、講座実施に向けた準備と状況確認を行う。 

次第 Ⅰ．完全版の講師の先生方の顔合わせ 

Ⅱ．現時点での講座実施に向けた準備状況 

Ⅲ．実施に向けての今後の準備 

Ⅳ．その他 
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議事 Ⅰ．完全版の講師の先生方の顔合わせ 

岡崎→早速、完全版講師の先生方の顔合わせではございますが、本日

はスポーツトレーナーの西廣様と桜美林大学の山口様、お二人

は欠席となりました。本日お越しいただきました株式会社明治

の高橋様から一言ご挨拶をお願いします。 

髙橋→株式会社明治で管理栄養士をしている高橋です。弊社のサプリ

メントとして SAVAS、VAAM、コルディアというブランドがあり

ます。普段はプロスポーツ選手のサポートや高校、中学生に対

して栄養講習会を実施しているので、子どもの健康という点で

お手伝いできるかと思います。是非協力したいです。 

岡崎→運動のパートの手技の部分を東様に、足技の部分を大内様にア

ドバイスをいただくという形で進めております。 

髙橋→持参した資料をもとに、説明させていただいてもよろしいです

か？ 

岡崎→お願いします。 

髙橋→私の担当は栄養学の基礎、スポーツと栄養という部分です。今

回のプログラム自体のテーマとして、肥満の解消という点があ

ります。幼児期に関しては数値的に肥満であっても、身長の伸

びなどから成長するにつれ標準体重になっていくということ

が多々見受けられます。したがって、減量という視点より、健

康な身体作りといった視点から、どのような食事が必要かとい

うことをメインで話したいと思います。まず幼児期、学童期の

特徴ですが、発達面ではまず身長の伸びが先に来ます。その後、

筋力といった流れを辿ります。体重面では福島県のみならず、

近年肥満児が増加傾向にあり、一方中高生女子の極端なやせ型

というところも問題視されていて、正しい食の知識というもの

がとても大切になっています。子どもの食の環境の変化という

ところでは、朝食欠食が低年齢化してきており、幼児でも朝食

を抜く子どもがいます。朝食は心の健康という面にも直結して

います。そのため成長期はしっかりと朝食をとるべきと保護者

への呼びかけに力を入れています。実際の聞き取り調査では、

30代の保護者の半数以上は、食に関する知識をあまり持ってい

ないとの回答でした。これらに関して、食の知識を親子で楽し

く学べるサイトなども国で準備しています。このような講座の

中で指導者から保護者へ伝えていただきたいです。次に、なぜ

食事をとらなくてはいけないのか、バランスをどうのようにし
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てとっていくのかについて話したいと思います。まずは運動と

食事です。持久力、集中力、体作りにおいて、栄養は大きく関

わってきます。体のためになる食品を選んで食べることが大切

です。減量する際には、単に体重の増減のみを注目しがちです

が、減量に成功しても体脂肪は減らず、筋肉量が減っていたと

いうだけでは、健康とはかけ離れた体になってしまいます。体

脂肪を減らして、徐脂肪体重を増やしていく必要があるという

ことです。幼児期に関しては、10歳を過ぎると大人と同じぐら

い栄養素が必要になります。しかし体は小さいが成長のために

多くの栄養が必要なので、欠食をしてはいけません。また肥満

という数字が出ても、単に食事量を減らすということではな

く、バランスを考えて摂取するという話です。次に 5大栄養素

について説明します。この 5大栄養素は体の成長はもちろん、

パフォーマンスにも影響するので、しっかり量を確保し、かつ、

高たんぱく、低脂質の食事がベストになります。エネルギーは

しっかり確保して欲しいです。また、スポーツをするのであれ

ば、幼児期から食べる力を身に付けて、バランスの良い食事を

揃えてほしいです。これに関しては、国で出している食事バラ

ンスガイドラインと同じ考えのため、プラスして伝えていきた

いと思います。次に間食に関しての考え方ですが、幼児期、学

童期というのは一度に消化できる量が限られており、たくさん

の量を食べられないため、3 回の食事では間に合わない可能性

があります。つまり、上手く間食を活用して栄養を摂っていく

必要があるということです。時間のない保護者が、よくパンを

購入して家に置いておくことありますが、それが例えば菓子パ

ン、メロンパン、アップルパイなどであった場合、栄養成分を

見たとき、大半が脂質になります。おにぎり 1つ握ってあげる

など間食を選ぶことも伝えられると良いかと思います。合わせ

て、間食を食べるタイミングですが、運動前と運動後における

栄養補給の習慣を幼児期からつけておくと、その後の体作りや

運動後の疲労回復にプラスになると考えます。食後 3～4 時間

でだいぶエネルギーに変換されているため、そのエネルギー不

足の状態で運動してしまうと、怪我もしやすくなります。次に

水分補給について、子どもは体温調節機能が未熟であるため、

意識して水分補給をさせないと脱水症状になりやすいです。ま

た、スポーツドリンクの吸収のスピード等も知識として持って
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もらいたいので、糖の濃度、浸透圧、吸収のスピードとの関係

も伝えていきたいです。次に試合期の食事に関してですが、試

合など体を精一杯動かすときには、グリコーゲンローディング

と呼ばれる糖質をしっかり体にため込むという食事法があり

ます。こういったものを取り入れるとしっかりとしたパフォー

マンスが行えるという内容です。最後にサプリメントについて

ですが、サプリメント、例えばプロテインに関して、飲めば筋

肉がムキムキになって筋肉がつくと、身長が伸びなくなるとい

った誤った情報が散見されます。そのため正しい情報提供も必

要であると考えています。サプリメントは食事では足りない栄

養素を補助するものです。エネルギーが足りない時はエネルギ

ー系のゼリーで補給する、タンパク質の補給としてはプロテイ

ンがあります。また、ドーピングの考え方も加えて話していき

たいです。以上、基本的なスポーツ栄養学の話を盛り込んだ内

容で 1時間話をしていく予定です。 

岡崎→ありがとうございます。 

髙橋→成長曲線からいくと身長の伸びが止まってから筋肉の発達に

なるため、例えば学童期にかなりハードな筋トレをしても筋肉

はつきません。骨も筋肉と同じタンパク質が骨格となっている

ため、栄養分はまず身長の伸びのほうに優先的に使われます。

多分、体操選手などが筋肉ムキムキで身長が低いため、そのよ

うな誤った情報が流れるのだと思います。正しい知識が正しい

指導を生むと思います。 

岡崎→では、テキストにする場合、この資料から転載ということでよ

ろしいでしょうか？ 

髙橋→大丈夫です。ちなみに幼児学童期の特徴、子どもの変化につい

ては厚生労働省のページからそのまま持ってきていますので、

出典元を書いていただければ問題ないはずです。 

岡崎→わかりました。 

東 →そういえば教材を作る予定でしたね？ 

岡崎→教材については、来週の授業の内容をもとにこちらで編集し、

チェックしていただくという作成方法を考えております。ま

た、実際先生方が指導している様子を写真で撮り、掲載させて

いただきたいとも考えております。 

髙橋→逆に、追加したほうが良い点などはありますか？ 

東 →対象は幼稚園児から小学校の低学年ですか？ 
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髙橋→低学年です。 

東 →低学年の子どもの栄養に関する内容にしてほしいです。 

岡崎→それをメインにした形で説明いただければ問題ないかと思い

ます。 

東 →好き嫌いの話はどうなりますか？ 

髙橋→40分くらいで間食の考え方まで話し、試合期は見てくださいぐ

らいだと思います。資料としては掲載します。 

岡崎→資料として載せて直接このプログラムとは関係ないかもしれ

ないが…ということでお話しいただければと思います。こうい

う話を学生は聞いたことがないと思いますので。 

髙橋→わかりました。 

岡崎→ではこのような形で来週からお世話になります。次の議題に移

りたいと思いますが、準備がうまくいっていない部分がござい

ますので、その辺りのアドバイスやご協力をお願いしたいと思

います。 

 

Ⅱ．現時点での講座実施に向けた準備状況 

①完全版講座(11月 17～23日) 

・時間割,講座担当者の調整完了 

完全版要項に記載し、岡崎より説明。 

岡崎→こちらの要項に記載している通り、時間割、講座担当者の方々

にはお願いできるということで了解を得ております。 

 

・イベント保険への加入 

岡崎→明日、イベント保険について業者の方と打ち合わせを行い、加

入する予定です。1日 50円ほどの保険を体験フェアのところで

掛けていきたいと考えております。本校の学生は年間を通して

学生総合保障という保険に加入しているので問題ございませ

ん。講師の先生方も保険をかけたほうがよろしいですか？ 

東 →講習会でかける保険はありますか？ 

岡崎→体験フェアのところでは先生方も保険をかける形になります。

講座の時も実技があるのでかけたほうがよいかと思います。特

に東様と大内様は。 

東 →お任せします。 

岡崎→では、かける方向で考えていきたいと思います。1日 50円ほど

の掛け金なので補償内容が通院 5千円、死亡時 300万で加入人
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数が 20 名を超えることが条件ではあるようですが、この保険

を使っていきたいと思います。 

 

・集合時間等確認 

岡崎→11月 17日は大内様からスタートになるため、大内様は 9時 30

分から授業が始められるような形で本校にお越しください。そ

れから東様は 11時 30分スタートになりますので、それに間に

合うようにお越しください。 

東 →服装は？ 

岡崎→お任せします。 

東 →わかりました。 

岡崎→18 日については 13 時 20 分からスタートということで考えて

います。多少伸びる場合は調整が可能なので構いません。よろ

しくお願いいたします。 

東 →分科会は？ 

岡崎→分科会から講座まで時間が空くので、その間はお休みくださ

い。 

東 →了解しました。 

 

②南相馬市での講座(簡易版) 

岡崎→南相馬市での講座は簡易版ということになっておりますので、

トレーナーのパートと私のパート、髙橋様の栄養学は割愛する

形となっております。会場の「鹿島農村環境改善センター」と

いう場所の画像を準備しましたのでご確認ください。メイン会

場として小体育館のようなところや、控え室も取ってありま

す。 

 

・スポーツトレーナー講師兼イベント中の救急対応者 

岡崎→お願いする予定のスポーツトレーナー兼イベント中の救急対

応者ですが急遽難しいということになってしまい、困っていま

す。それと大内様のご都合が悪いということですが。 

東 →救急の方がいないということですか？ 

岡崎→はい。昨日その連絡が入り、困った状況になっております。 

東 →救急救命士がいないということですか？ 

岡崎→救急救命士ではないのですが、スポーツトレーナーの部分の指

導者兼当日のイベントの救急対応者です。 
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東 →トレーナー…。 

岡崎→可能であれば、紹介していただけますか。 

東 →何日でした？ 

岡崎→6・7日ですが、実質前日の 5日には南相馬にお越しいただくこ

とになります。 

東 →トレーナーの資格があればいいのですか？ 

岡崎→そうですね。来週の講座は西廣トレーナーにお願いしています

が、そのパートを代わりにできる方、なおかつ当日の子どもが

くるイベントの救急対応も可能な方を…。 

東 →うちの静岡のアカデミーのトレーナーの近藤で良いですか？ 

岡崎→怪我の応急処置などしていただける方でしょうか？ 

東 →そうです。 

岡崎→近藤様の下のお名前は？ 

東 →近藤千紘です。声をかけます。 

岡崎→ぜひお願いします。正式に決まり次第、近藤様とやり取りをさ

せていただきたいです。 

 

・大内様の日程調整 

岡崎→大内様の日程ですが、ひとまず南相馬は可能でしょうか？ 

大内→今週中に連絡します。 

岡崎→もし難しい場合は、誰か代役を立てることは可能ですか？ 

大内→代役…それも含めて連絡します。 

東 →場合によってはその日はうちがやりましょうか？もともと大

内様と共同で取り組んでいるので、我々でも可能です。 

岡崎→足技のところも可能でしょうか？ 

東 →そのほうが良いのではないですか。もともと大内さんと 2人で

やっていました。内容はわかるので、足技も問題ないです 

岡崎→ありがとうございます。では追って調整をして連絡したいと思

います。 

 

・チラシ原稿のチェック 

岡崎→近々で申し訳ございませんが、南相馬のチラシがようやく出来

上がりましたので、チェックしていただけますか。ご意見があ

れば…。明治様のお名前はどこかに入れたほうがよろしいです

か？ 

髙橋→間に合えば。 
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岡崎→その場合は「株式会社明治」でよろしいですか？ 支社名はど

ういたしますか？ 

髙橋→いりません。大丈夫です。 

岡崎→了解しました。 

東 →講師としてはいらっしゃるのですか？ 

岡崎→6・7日は来られません。 

東 →どこかに協力企業様と書けるところはありますか？ 

岡崎→あります。 

東 →そうですよね。 

岡崎→協力で大丈夫ですか？許可なく挿入しても大丈夫でしょう

か？ 

髙橋→大丈夫です。 

岡崎→ちなみに、南相馬の会場は外履きで入れるそうなので、養生な

ど、何もいらないとのことです。シューズは外履きという文言

を追加で入れる予定になっております。 

 

・集合時間・場所等の確認 

岡崎→南相馬の集合時間等については、改めてご連絡いたします。 

 

③いわき市での講座(簡易版) 

岡崎→いわき会場も簡易版で同様のスケジュールで行いたいと思い

ます。 

 

・日程の調整 

岡崎→大内様が 1 月 10 日～11 日ではご都合が悪いということなので

日程の調整をできないでしょう？仮に 1 月 17 日～18 日と 1 月

24日～25日どちらかでの開催が東様は可能でしょうか？ 

東 →大丈夫です。 

岡崎→どちらでも可能ですか？会場と合わせて確認させていただき

ます。大内様は 1月 24日～25日は可能でしょうか？ 

大内→この件も合わせて連絡します。 

岡崎→お願いします。17日～18日は大丈夫でしょうか？ 

大内→大丈夫だと思いますが、ここも合わせてあとで連絡します。 

岡崎→ではこちらも合わせて連絡をよろしくお願いします。 

 

・会場候補 
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岡崎→いわきの会場候補として「いわき海浜青年の家」と交渉を進め

ております。 

 

④郡山市での講座 

・会場変更 郡山市青少年会館⇒郡山市西部第二体育館 

岡崎→最後に郡山市での会場ですが、前回郡山市青少年会館というこ

とでお伝えしましたが、実はもっとひろい体育館で暖房が使用

可能だという話が来ました。そのため、こちらに変更というこ

とでお願いします。 

 

・本校と K-west(西部第二体育館指定管理業者)の共催で実施 

岡崎→共催という形にしたいということなので、大きな宣伝もできる

かと思います。 

 

・集合時間・場所等の確認 

岡崎→集合時間、場所についてはまだ時間があるので、改めて次回の

会議の時にお話ししたいと思います。ここまでのところで何か

質問やご指摘、アドバイス等ありましたら挙手をお願いしま

す。 

大内→特にありません。 

菅野→特にありません。 

 

Ⅲ．実施に向けての今後の準備 

岡崎→実施に向けての今後の準備というところでアドバイスいただ

けますか。 

東 →AEDはどうしますか？ 

岡崎→AEDは持ってきていただけると助かります。 

東 →了解しました。 

岡崎→来週改めてメールでお願いします。よろしくお願いいたしま

す。 

 

Ⅳ．その他 

岡崎→今回の内容のところで何かアドバイスがあればお願いしたい

のですが。 

髙橋→実際のプログラム実施の際、ジュニア向けのリーフレットみた

いなものを、もし問題なければ配布していただいて構わないで
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すか？ 

岡崎→可能です。次回の分科会は 11月 21日、17日からは講義も始ま

ります。それでは今回の分科会は終了させていただきます。 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 3 回指導者育成のための講座運営分科会 

開催日時 平成 26年 12月 3日（水） 

11:00～12：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 603教室 

出席者 ・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

理事 木村 一明 様 

・株式会社 明治 

 仙台オフィス 髙橋 亜未 様 

・一般社団法人生涯学習アカデミア  

 理事 松崎 聡 様 

会議の目的 前回の分科会を受け、簡易版講座の運営最終確認を行うとともに、現

時点での準備状況を確認し、検証する。 

次第 Ⅰ．簡易版講座の運営詳細確認 

Ⅱ．その他講座実施に向けた準備状況 

Ⅲ．その他 
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議事 Ⅰ．簡易版講座の運営詳細確認 

岡崎→本日は 6・7 日に南相馬で実施する簡易版講座実施の運営の詳

細確認ということで進めていきたいと思います。まず運営資料

をご覧いただけますか。こちらをそのままテキストに資料とし

て入れていこうとか考えておりますので、その点も含めてご確

認ください。 

 

岡崎よりイベント名称、目的、趣旨、主催者、協力者、指導者の記載

内容、イベント概要について説明を行う。 

 

岡崎→指導者育成講座については、12 月 6 日、12 月 7 日ということ

で 2日間にわたってこのようなプログラムで運営していくと記

載しましたが、前回のところと予定の変更をしております。11

時から 12 時 30 分のところと、13 時 30 分から 15 時のところ

で順番を入れ替えました。大内様が講座当日、女川から来てい

ただけるということで、順番を入れ替え、ストレッチ・応急処

置の講座を 11 時から 12 時 30 分にお願いし、13 時 30 分から

15時で東様、佐藤様、大内様にご協力をいただくという風に組

み替えました。また、体験フェアですが、今回簡易版を受講し

ていただく方には、体験フェアをこのようなタイムスケジュー

ルで実施するという枠を決めておき、実際の運動のところだけ

参加していただくほうが良いのかと思うのですが、いかがでし

ょうか。スケジュールは、60分の時間内で堅苦しい挨拶などは

行わずに、時間設定も変えております。開会のあいさつ 1分、

準備運動 5分、ここを講座受講者の誰かにお願いする予定です。

それからボールなしの運動、水分補給も含めて 15 分、次にボ

ールを使った足の運動、水分補給も含めて 15 分、ボールを使

った手の運動 15 分、そして整理運動、閉会のあいさつと実施

後のアンケートという流れで良いかと思います。体験フェアに

おける担当割、運動内容の確定という部分は指導者育成講座に

参加した誰がどこを担当するか、運動は何を選択するか、など

は当日決めるのが現実的だと考えました。体験フェア①②と

も、時間割は同じということで進めていきたいと思います。ち

なみに開会のあいさつはきちんと行ったほうがよろしいです

か？司会の方に「始まるよー」といった感じで簡単に済ませた

ほうが良いかと考えております。 
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東 →指導を担当する方は受講された方ですか？ 

岡崎→そういうことになります。講師の先生方には補助というか、受

講生の指導する様子を見ていただき、後で講評をいただくとい

うのが良いかと思っております。講師の皆様と運営メンバー、

総勢 10 名で実施していきたいです。講座等の担当一覧という

部分で皆様に担当していただくパートもまとめているので、ご

確認ください。近藤様にもお渡しください。 

東 →わかりました。 

岡崎→お願いいたします。なお、2 日目のシミュレーションですが、

桜美林大学の山口先生にもシミュレーションに立ち会ってい

ただけるということなので、山口先生からもご意見をいただき

ながら進めていきたいと思っております。つぎの資料は運営担

当の役割で、運営担当の名前と内容が記載されております。ア

クセス、会場の外観、見取り図もこちらに記載しております。

続いて会場設営プランということで、1 枚目が指導者育成講座

の会場案内でございます。実技スペースということで、点線で

四角が組まれていますが、別に何か枠をつけるというわけでは

ありません。2 枚目は体験フェアの時のスペースを記載してい

ます。卓球をやる時の区切り板のようなものがこちらの会場に

はありませんが、ベルトポールがあるのでそれを使って見学ス

ペースと運動スペ－スを分けていきたいと思います。会場設営

に関して、何か足りないもの等、その他アドバイスをいただけ

ますか。なお、体験フェアで参加者の荷物置きのスペースは会

場前方に設定しておりますが、お客様が体験フェア参加中、実

際に見えるところに荷物があったほうが良いだろうというこ

とで、そのような配置にしました。設営は 2日目、シミュレー

ションの実習中に行いたいと思います。続いて当日の備品です

が、全部で 62 点ということでリストにしてあります。ご覧い

ただいて足りないものがあればご指摘いただきたいです。特に

確認していただきたいのは、皆様の使用教材になります。前回

の講座は大内様から始めていただきましたが、今回は東様に始

めをお願いすることになります。どの資料を用意すべきでしょ

うか？ 

東 →まとめて全部一緒でお願いします。 

岡崎→では全部印刷いたします。大内様はいかがでしょうか？ 

大内→特には必要ありません。 
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岡崎→承知しました。あとは近藤様のパートの資料ですが…。 

東 →パワーポイントで作成しているので、紙の資料はいらないかと

思います。 

岡崎→お願いします。次に救急箱の中身としては、冷却スプレーと絆

創膏、熱さまシート、アンダーラップ、消毒薬、氷を現地のコ

ンビニで毎日購入しようと考えております。次のページには、

皆さまのタイムスケジュールをまとめています。また、完成途

中ではありますが MC の原稿も含めた形で進行表をご覧いただ

けますか。確認していただきたいのは体験フェアのところで… 

東 →進行表は A4横ではなく A4縦が多いです。また、講師紹介は特

にいらないかと思います。司会進行は運営の方にお願いすると

いうことでどうでしょうか。また、準備体操と整理体操は近藤

に実施させます。 

大内→それが良いと思います。 

菅野→近藤様のご協力がいただければ、大変ありがたいです。 

東 →了解しました。 

岡崎→なお、いわきでの講座は、1 月 24 日、25 日に決定しました。

いわき海浜自然の家で実施する方向で動いております。 

東 →郡山も決まっていますか？ 

岡崎→郡山は 2 月 7 日、8 日、西部第二体育館で実施になります。で

は以上で会議を終了させていただきます。 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 1 回運動プログラム体験フェア運営分科会 

開催日時 平成 26年 9月 17日（水） 

13：00～14：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 201教室 

出席者 ・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・一般社団法人福島スポーツアカデミー 

 理事長 加藤 大樹 様 

・一般社団法人生涯学習アカデミア 

 理事 松崎 聡 様 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校  

教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

理事 木村 一明 様 

会議の目的 運動プログラム体験フェアの実施概要、実施予定日時、会場等、意見

を持ち寄り検証する。 

次第 Ⅰ．本分科会メンバーのご紹介 

Ⅱ．体験フェア実施概要 

Ⅲ．体験フェア実施予定日時・会場(全 4回) 

Ⅳ．実施に向けての今後の準備 

Ⅴ．一般受講希望者の募集方法 

Ⅵ．その他 
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議事 Ⅰ．本分科会メンバーのご紹介 

岡崎よりメンバー紹介をする。 

 

Ⅱ．体験フェア実施概要 

岡崎→本事業で昨年度作成した運動プログラムの普及を目的に、親子

を対象とした運動の体験会、それから指導者育成講座の受講生

が学習体験を生かして講師を務める実習の場としても活用す

るという概要で実施していきたいと考えています。体験や実施

内容、タイムスケジュールの詳細については本分科会で検討し

ていきたいと思っております。 

東 →前回はどうでしたか？ 

岡崎→午後に指導者用講座、体験フェア①、体験フェア②の 3つを午

後 3時間で回すという形で動いていました。 

東 →午前中に指導者の講義とシミュレーションを行い、午後から子

どもたちに行ってもらう。 

岡崎→そのような流れで考えています。 

東 →良いと思います。時間割でいうと 3コマを午前中です。保護者

の方に午前中集まっていただき、指導者の方と練習 1回行って

から入ります。 

岡崎→前回は 45 分で考えていました。少々短いという意見がありま

したので、60分で設定しています。また、体育館が 9時からし

か借りられないため、9 時ちょうどにカリキュラムを始めるの

は難しいと思います。準備を 9時から 1時間ぐらいで行い、10

時からスタートというところで、東様からアドバイスいただい

た講座の参加者の指導をシミュレーションも含めて 2時間で行

いということでいかがでしょうか？ 

東 →前の日は午前、午後、行うのですか？ 

岡崎→そうです。 

東 →前日、午前、午後。翌日の午前中がシミュレーション、午後体

験フェアですか？ 

岡崎→そのような流れを予定しています。ちなみに休憩についてはど

うでしょうか？幼稚園児の 1時間の体験フェアの終わった後、

小学生の体験フェアまでの間、何分ぐらいの間隔がベストでし

ょうか？ 

東 →受付がきちんとできていれば、大きな問題はないと思います。 

岡崎→そうですね。 
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東 →受付をしっかり行わないといけません。14 時集合 15 時開始に

しましょう。控えの場所を作り、マットなども敷きましょう。 

大内→別の部屋があるのであれば、1 人だけ体験フェア中に外で受付

をし、そこで待っていただくというのはどうでしょう。 

岡崎→14時 30分ぐらいから始めて、指導者の休憩は 30分でいかがで

しょうか？ 

東 →指導者講習会は 2時間で 10時開始ですか？ 

岡崎→10時から 12時でいかがでしょう。 

東 →9時 30分から 11時 30分、お昼を取り、合間に準備ですね。 

岡崎→9時 30分から 11時 30分、13時からスタートですか？ 

東 →2 コマ実施するのであれば 9 時 30 分から 11 時 30 分、体験の

実施試験のように行うのであれば 2時間ぐらい取った方が良い

と思います。45分ぐらいでシミュレーションを行うという流れ

です。 

岡崎→そうすると 13時～14時に年中、年長さん、1 時間ですか？ 

東 →1時間行い、次の体験は 30分後です。 

岡崎→1時間行い、次の体験は 30分後でということですか？ 

東 →そうです。 

岡崎→では、これに準じた形でチラシを作成していきます。あと当日

の流れで外に発信する情報はございますか？ 前回のチラシ

で足りない部分や追加したほうが良いことなど教えていただ

きたいと思います。 

東 →講師は我々ではだめですか？ 

岡崎→育成の観点から実習の機会を作る必要があると思います。しか

し皆様の名前をチラシに入れないと人も集まらないと思いま

す。名前をチラシに入れさせていただきますが、「講座を受講し

た方に実施していただく場合もあります」のような文言を入れ

ておこうかと考えています。 

東 →それが重要だと思います。 

岡崎→はい。当日は何名の先生方にお願いできますか？ 講座の受講

者の指導状況を監督する方が必要になるのですが…。前回は 4

人の先生に来ていただいています。最大 4人程度お願いしたい

と考えております。大内様も含めての 4名です。 

東 →加藤さんはどうですか？ 

加藤→昨年同様に運営側になるのではないでしょうか？ 

岡崎→では、4名の先生にご協力いただきたいと思います。 
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Ⅲ．体験フェア実施予定日時・会場(全 4回) 

岡崎→実施会場ですが、郡山市についてはユラックス熱海で実施予定

ですが、まずは南相馬、いわきに関してご相談したいと考えて

います。南相馬は生涯学習センターというところを仮予約して

いる状況です。 

東 →鹿島ですか。きれいですか？ 

岡崎→きれいな施設で、駐車場も 220台くらい駐車が可能です。親子

で来やすいと思います。座学を行える部屋を両方借りて体育館

も使いながら講座と体験フェアを実施可能です。実際は体育館

があるのは別の建物になりますが、並んで建っているので、実

際は同じ敷地内です。現時点ではここで進めていきたいと思っ

ています。しかし、いわきの方が本当に困っております。なか

なか良い施設が見つかりません。とりあえず、いわきについて

は健康増進研究施設というのがあり、広さとしては、実際の大

きさが 10メートルと縦は合わせて 20メートルというところで

す。写真で確認してください。 

東 →椅子が相当並んでいますね。 

岡崎→椅子を片付けることになりますが、講座を行うところとしては

申し分ないです。しかし、体験フェアではどうかというところ

があります。いわき市の体育館の暖房は全部使えません。いわ

き明星大学の体育館も貸し出ししているので確認しましたが、

「土日はサークルなどで忙しいから貸せない」と言われてしま

いました。苦肉の策として、他には貸してもらえそうなところ

として、いわき芸術交流館アリオスというところがあります。 

加藤→名前はいいですね。 

岡崎→リハーサル室ではどうでしょうか？ 

大内→大きいですね。 

岡崎→オーケストラとかバレーの公演の際のリハーサルの部屋とし

て使う部屋ですが、親子の体験フェアでその場所が使えると思

います。一応写真で見ると床は木製です。足を傷つけないよう

な場所だとは思います。 

東 →文化施設なので、ボールを使っていいかということも確認した

ほうが良いと思います。 

岡崎→ボール使用可否の確認をしてみます。 

菅野→講座のときは机と椅子を敷き詰めるということですか？ 
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岡崎→そうです。講座は別の場所になるかもしれませんが。 

東 →机と椅子があって講座が終わったらどうしますか？ 

岡崎→片付けてボール運動の形にすることはできます。これぐらいの

場所でも問題ないと考えてよいですか？ 

全員→大丈夫です。 

岡崎→もし日程が当初の予定では難しい場合、その都度ご相談させて

いただきながら進めていきたいと思っております。 

東 →郡山はユラックス熱海で決定ですか？ 

大内→青少年会館では駄目ですか？あのホールでは小さいですか？ 

岡崎→青少年会館のホールですか、確認していないので分からないで

す。 

菅野→実施可能だと思います。 

岡崎→規模はどのくらいですか？本校の 1階くらいですか？ 

菅野→そうです。 

松崎→バスケットコートの半面くらいですか？ 

岡崎→バスケットコートの半分です。バスケットコート半分の広さで

親子を呼んで実施するとしたら大体何人くらい可能ですか？ 

東 →20、30人くらいですか？ 

菅野→15組くらいだと思います。 

岡崎→15組ですね。 

東 →遊技場とか無いのですか？ 

岡崎→遊技場というとどのような場所ですか？ 

東 →場所でいうとダンスホールなどです。 

岡崎→ダンスホール…。 

大内→駅前のアティの 8階にダンスクラブを運営しているところがあ

り、スタジオを貸してくれるはずです。 

岡崎→そこも検討の余地がありますね。 

大内→開成ダンススタジオは結構融通が利くと思います。 

岡崎→開成にもあるのですか？ 

大内→開成の「なちゅら」です。 

菅野→「アンジェロ」の向かい側ですか？ 

大内→そうです。 

岡崎→その辺りも視野に入れて、合わせて人数の変更も行っていきた

いと思います。 

東 →体育館以外でも良いのであれば、結構見つかると思います。 

大内→公民館であれば郡山市内にたくさんあります。 
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岡崎→公民館に問い合わせたところ、「専門学校には貸さない」と言わ

れてしまいました。 

東 →公民館は駄目ですか。 

松崎→剣道場はどうでしょうか？ 

岡崎→良いですが、暖房が入っていないのではないでしょうか。 

松崎→暖房がないですね。 

岡崎→あとは青少年会館、西部体育館、西部第二体育館です。 

東 →市民体育館や市民ホールのようなところはないのですか？ 

岡崎→文化センターというところがあります。集会室ならなんとか借

りられるかもしれません。5階の集会所は結構広いです。 

大内→障害者福祉センターはどうでしょうか？場所も良ですし、施設

も良いと思います。お金を取るスクールや営利活動だとなかな

か貸さないスタンスですが、こういうプログラム系、喜んで貸

してくれると思います。 

菅野→場所は図景付近ですね。 

大内→はい、住宅地の中です。 

岡崎→やはり街中でやるのが 1番ではないでしょうか。熱海は遠いで

すね。 

大内→富久山のサンライフや安積町のサンフレッシュはどうです

か？ 

岡崎→ユラックスにとらわれていましたが、他も検討し、何とか予定

している日程で取れるようにします。 

 

Ⅳ．実施に向けての今後の準備 

岡崎→次に運営サイドの準備物としては、午前中確認した事も含めて

進めていきたいと考えています。 

 

Ⅴ．一般受講希望者の募集方法 

岡崎→次の議題に移ります。一般希望者の募集方法ですが、こちらも

午前中に確認したので、割愛いたします。 

 

Ⅵ．その他 

岡崎→その他、体験フェアの運営で何かございますか。 

東 →うちはホームページのトップにニュースのような感じで出せ

るシステムがあります。 

岡崎→昨年運営する際に、協賛をいただいてペットボトルを大量に頂
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きましたが、今回はウォータージャグを 3つ用意しました。そ

れで充分でしょうか？ 

菅野→ひとつあたり 6リットルで計 18リットルです。 

岡崎→子どもに途中飲ませる飲み水として準備が必要かと思います。 

東 →人数にもよりますが、コップの準備など結構大変だと思いま

す。同じコップを何度も使いたくないと言うと思います。それ

ならペットボトルを 1 本ずつあげたほうが良いかもしれませ

ん。風邪の時期なので、衛生面も心配ですね。 

岡崎→1 本ずつのほうが確かに早く配れます。ペットボトルを配るよ

うに手配いたします。 

 

次回の予定は 10月 8日 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 2 回運動プログラム体験フェア運営分科会 

開催日時 平成 26年 10月 8日（水） 

11：00～12：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 201教室 

出席者 ・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校  

教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

代表理事 山根 謙二 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

理事 木村 一明 様 

・一般社団法人福島スポーツアカデミー 

 理事長 加藤 大樹 様 

・一般社団法人生涯学習アカデミア 

 理事 松崎 聡 様 

会議の目的 前回の分科会を受け、実施のスケジュールの検討を中心に意見を持ち

寄り、検証する。 

次第 Ⅰ．運動プログラム体験フェアの実施日と会場 

Ⅱ．各会場での実施スケジュールについて 

Ⅲ．その他 

Ⅳ．本分科会の次回開催予定日時 
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議事 Ⅰ．運動プログラム体験フェアの実施日と会場 

岡崎→講座につきましては、土曜日、日曜日で完結させようという形

になっておりますので、そちらの兼ね合いなども含めながら体

験フェアの運営の相談をしていかないかなければなりません。

本日は実施のスケジュールを詰めていくところが主な内容と

なります。 

南相馬市、指導者育成講座と合わせて 12 月 6 日、7 日の日程

で、運動プログラム体験フェアについては、12月 7日午後に実

施するというところで「鹿島農村環境改善センター」を 2日間

借り、講座と運動プログラムフェアー両方実施できるような状

況で運営を考えております。 

それからいわき会場については、「健康増進研究施設」への申請

が却下となり、改めて探していくということになりました。日

程としては、1月 10日、11日ということで引き続き動いていき

たいと思います。郡山会場については、前回の会議で大内様か

ら「青少年会館ではどうか？」というお話をいただき、調べて

みたところバドミントン 1面分の広さはあることが分かりまし

た。こちらは暖房の入る施設で、15メートル×19メートルぐら

いの広さです。また、30名程度が会議できる場所もありますの

で、そちらも合わせて押さえました。2月 7日、8日に実施した

いと思います。いわきについて、大内様のおすすめの場所があ

れば教えていただきたいのですが。公民館だと 2ヶ月前からで

ないと予約ができず、2 ヶ月と 1 日前に利用希望者が集まって

じゃんけんで決めるとのことで、この方法では会場が押さえら

れないという危険性があるので、別の場所でご提案はございま

すか。 

東 →いわきですか？ 

岡崎→体育館は軒並み暖房施設がないので。 

東 →気候的には暖かいですか？ 

大内→そうですね。いわきは割りと暖かいです。 

岡崎→割と暖かいと思うのですが、広い空間で室内となるとなかなか

…というところです。 

菅野→1月なので…。 

大内→いくつかありそうです。1 つは 1 号コミュニティーセンターと

いうホール。その他、いま調べてもらっている体育館が 1つあ

ります。 
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岡崎→暖房付きですか？ 

大内→まだ分かりません。あとは「アパース」というフットサル場が

あります。 

岡崎→アパース…。 

大内→屋根付きのコートがあり、そこも良いかもしれないです。今そ

の 3つぐらいです。 

岡崎→何かまた情報があれば教えてください。 

東 →南相馬は 5日に前泊で良いですか？ 

岡崎→前日に現地集合でお願いしたいと思っています。 

大内→私は予定を確認して後日連絡させてもらいます。 

東 →このときうちは何名必要ですか？ 

岡崎→可能であれば 2名お願いしたいと思います。 

東 →では 2名で。 

大内→うちは 1名になりそうです。 

岡崎→とりあえず 2名と 1名でお願いします。郡山のほうも当日朝早

いので前日にお越しいただけるようにしたいと思っています。

こちらもイベントの規模から、bjリーグ様 2名、エストレージ

ャス様 1名というところでお願いしたいと思います。 

 

Ⅱ．各会場での実施スケジュールについて 

岡崎→次に、資料 2枚目をご確認ください。簡易版講座の時間をどの

ように確保していくかというところでアドバイスをいただき

たいのです。スケジュールとしては会場を 9時から 5時で押さ

えます。夜まで借りられるようなところであれば遅くまで借り

る事は可能だと思いますが、一応その時間帯のところでこの簡

易版カリキュラムを回して、その後体験フェアも実施していく

となった際、時間取りをどのようにしていくかご相談したいの

です。レジュメには 1 日目、2 日目と書いてありますが、1 日

目が実質土曜日、2 日目が日曜日で、日曜日に体験フェアを実

施していくという事になります。前回の話し合いも踏まえ、体

験フェア①の年中・年長を対象としたものが、13 時 30 分から

14時 30分、そして 30分の休憩を挟み、小学生の低学年を対象

とした体験フェアが 15 時～16 時ということで動いていきたい

と思います。そうした場合、講座をどのよう運営するかという

ことですが、現実的なところとして、簡易版のシラバスだと子

どもの動機付けに関連する山口様の 2時間の授業、これは山口
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先生のご都合で確実に日曜日の 2時間に実施せねばならないの

ですが、他の講座をどのタイミングでいれていくのが良いか、

ご相談したいのです。例えば体験フェア直前のところで、模擬

運営と言いますか、シミュレーションを行うという話がありま

したが、それの時間は 2日目のところで 1時間確保できれば構

わないですか？ 

東 →1時間あれば大丈夫です。 

岡崎→9 時 30 分に開始できれば、そこから 3 時間で実施、9 時 30 分

から 12時 30分の 3時間の中で、最初の 2時間に子どもの動機

付けに関する講義、その後 11時 30分から 12時 30分というこ

とでいかがかですか？ 

東 →1時間 30分取った方が良いのではないですか？ そうなると、

お昼休憩が取れなくなります。 

岡崎→そうすると体験フェアの時間を少しずらした方が良いでしょ

うか？ 

東 →いえいえ。9時から 12時で。9時からで問題ないと思います。 

岡崎→9 時から借りているので、準備の時間が必要になってしまいま

す。 

東 →それでは 9時 30分から 12時 30分の 3時間でいかがですか？ 

岡崎→体験フェアの時間はずらさなくても構わないですか？ 

東 →このスケジュールでいくと受講者が昼食を取れないのではな

いですか？ 

岡崎→ずらしておいたほうが良いのであれば、2 時から開始でも体験

フェアは構わないと思います。 

東 →そうすると終了が遅くなってしまうのでは？ 

岡崎→そうだとしても、4 時 30 分に体験フェア終了、その後 30 分で

撤収完了といけるのではないでしょうか？ 

東 →大丈夫ですか？ 

岡崎→体験フェアの開始時刻を 30分ずらしませんか？ 

東 →あまり遅くならないほうが良いでしょう。午後はこのままにし

ておきましょう。 

岡崎→では、体験フェアは 13時 30分～14 時 30分と 15 時から 16時

ということにします。また、9時 30分から 12 時 30分で 3時間

の講義時間を確保するということですが、施設の方に相談し、

9 時から開始できるのであれば、できるだけ早く準備してスタ

ートできるように実施したいと思います。これで簡易版の実技
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1.2.3 の部分と子どもの動機付けの部分 1 時間、合計 3 時間。

あとは 3 歳、4 歳児の遊びの実践の部分が 2 日目ということに

なります。1点確認ですが、「スポーツと食事」の内容は簡易版

の方に入れるべきでしょうか？ 

大内→どうしますか？ 

岡崎→時間的には少しタイトになっております。 

東 →入りますか？ 

岡崎→現実的には無理かと思います。あったほうが良いということで

あればどこかに少し、または資料として渡すことは当然できる

と思いますが…。 

東 →すみません。動機付けの講師の先生はどなたですか？ 

岡崎→山口様です。 

東 →1日目の講義は何にしますか？ 

岡崎→1日目、運動プログラムの基本理念かと。 

東 →みなさん全員最後までいらっしゃるのですか？ 

岡崎→基本的には山口様以外はそういうことになります。 

東 →ということは、山口様の動機づけを前日にした方が良いのでは

ないですか？ 

岡崎→山口様は日曜日しか日程が調整できないのです。 

東 →ああ！ 山口様は日曜日しか無理なのですね。でも私たちはい

るから運動プログラムの件は初日でも良いわけですね。逆に 1

日目が少ないと思いますが。 

岡崎→そう思います。時間数が限られておりますので。 

東 →西廣さん、土日は大丈夫ですか？ 

岡崎→西廣さんは土日が無理ですね。 

東 →無理ですか。 

岡崎→したがって、西廣様にカリキュラムを考えていただくのと本校

の学生への講義をお願いし、なおその作ったカリキュラムを違

うトレーナーの方にお願いしようかと考えています。その方に

イベントの応急処置の担当も兼ねていただいて 2日間会場に居

ていただこうかと考えております。 

東 →体験フェア自体は僕も？ 

岡崎→いえ、講座を受けた方がやることになります。 

東 →そうするとシミュレーションの時間を取ったほうが良いので

はないですか？ 

岡崎→1日目に、ですか？ 
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東 →講義して、翌日の体験フェアで誰が何を実施するのか、決めな

いといけないでしょう。 

岡崎→そうすると、実技が 1日目になくてはなりません。 

東 →いきなり当日に実技を受講して、即、体験フェアでは過酷だと

思います。 

岡崎→そうですね。シミュレーションは当日の直前だけでは仕方があ

りませんね。 

東 →全体的なコンセプトを伝え、プログラムの実技を体験し、その

上で、あらかじめ体験フェアで親子に指導する担当者を選ばな

くてはなりません。 

岡崎→確かにそういう時間が必要ですね。 

東 →初めにこの講座の進め方について話をした後、運動プログラム

を知ってもらい、その上で体験フェアにて指導者となる代表者

を決めてもらう。選ばれた代表者が体験フェアの時も自分で考

えて指導できるように、2 日目の午前中にシミュレーションを

行い、アドバイスをする。いきなり 2日目に実技を 2時間実施

して、午後の体験フェアですぐに指導して下さいというのは難

しいでしょう。 

大内→実技を 2回実施するというのは？ 

岡崎→そうすると子どもの動機付けのパートで 2時間は取れなくなり

ます。 

東・大内・菅野→そうですね。 

岡崎→そうすると少なくとも 3 歳、4 歳児の運動遊びの実践はカット

の方向でお願いするようにしたほうが良いでしょうか？ 

東 →先生のお話を聞いて、体験会のときに実際に来る子どもたちを

イメージするというのは必要です。先生が日曜日しか都合が合

わないということならば、3 歳、4 歳児の運動遊びの実践はカ

ットして、体験フェアに来てくれる年代の子どもの心理を中心

に講義していただきましょう。 

岡崎→はい。 

東 →順番でいくと僕らが 1 日目活躍したほうが良いのかと思いま

す。 

岡崎→では、日曜日の朝、山口様に子供の心理の部分を 1時間講義し

ていただいて、そして 2時間シミュレーションということでい

かがでしょうか？ 

東 →それでよろしいかと思います。子どもにはこういう風に接した
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ほうが良いですよと分かったうえで…。 

岡崎→わかったうえでやってみましょうと。 

東 →それで反省会をして午後体験会頑張りましょう、という筋書き

かな。 

岡崎→2日目をそのような形にすると初日に開発の理念が必要です。 

東 →開発の理念は簡単にして実技を実施しないとなりませんね。 

岡崎→開発のところを簡単にしていただき、実技のところ、組合せの

ところも含めてこれが 2時間程度初日に必要となりますね。あ

とはコンディショニング・メディカルで 2時間、そうすると時

間的には栄養学はかなり厳しくなると思うので、ここのところ

は割愛ということになりますね。 

東 →準備体操の指導も必要ですね。さらに、「怪我の起きる可能性」

について話をしていただいて、その後マネジメント講座を行う

という流れですかね？ 

岡崎→分かりました。 

東 →体験フェアはグダグダにならないように。 

岡崎→そうですね。 

東 →選ぶのはどうしますか？ 

岡崎→何人来るか怖い部分があるのですが。 

東 →それもありますね。 

大内→確かにそうですね。 

岡崎→いまお話しいただいたような形で 6 時間、午前 2 時間、午後 4

時間という形で。 

東 →大内さんと僕で実際に実施して見せれば良いかと思います。 

大内→そう思います。 

東 →午前中に私と大内さんである程度コンセプトを話し、実際に実

施してもらう。その後、マネジメントの時間で受講生が作成し

た体験フェアのスケジュールを実際に大内さんと僕でやって

見せるとか。 

岡崎→当日の内容ですね。 

東 →では明日のカリキュラムを作りましょうと。何か質問があった

ら答えますよとサポートしながら、何人かでグルーピングし

て、その人たちでやってもらうように準備してもらって、次の

日は何時から発表ですと言えば。 

菅野→グループ討議みたいな感じで、それぞれのプレゼンの時間があ

ると良いかもしれません。 
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岡崎→なるほど。 

東 →研修会ってそんな感じではないかな？ グループの中でリー

ダーを決めて、実際に親子に指導してみて楽しい経験になった

と、そこで終わってしまうとまずいので、講義も聞いてもらっ

て、最近のストレッチとか体幹トレーニングとか、傷害の件や

怪我の件も学んでもらって、その話が終わった後で実際にやっ

てみようと。 

岡崎→わかりました。基本的にこの流れ通りに、初日にできるだけ全

部実施して、2 日目に子どもの動機付け 1 時間だけ講義を受け

てその後シミュレーションを行うということですね。 

東 →シミュレーション、実際に実施してみましょうということで、

私たちはビデオを撮りながらアドバイスすると。 

岡崎→わかりました。そのような形で運営の方は詰めていきたいと思

います。あと、初日と 2日目のところで何かご意見がありまし

たらアドバイスをいただければと思うのですが。 

大内→スケジュール的には 2日間いたほうが良いってことですよね？ 

岡崎→できればですが、大内さんのご予定を教えて下さい。 

大内→ちなみにもし都合が悪かった場合、この前後とかでも大丈夫で

すか？ 

岡崎→すみませんが、できればこの範囲でよろしくお願いします。 

 

Ⅲ．その他 

岡崎→その他ということなのですが、東様のほうでいろいろと考えて

いただいたのでこちらをどうぞ。 

東 →このあいだの資料で教材としてバルシューレが必要かなと思

って。教材は生徒が買うのですか？ 

岡崎→1冊まるまる生徒が持っていたほうが良いですか？ 

東 →コンセプトだけ話すので、紹介だけでも良いかと思います。 

岡崎→私が持っているので、それでも構わないですか？ 

東 →大丈夫です。次の会議は？ 

岡崎→11月 7日に分科会があります。 

東 →11月 12日に講座運営分科会がありますが、17、18、21、22日

には学生の講座があるではないですか？これのカリキュラム

はどうするのですか？ 

岡崎→基本的には 11月 7日の分科会の時に決めたいと思うのですが、

そこでシラバス完全版の内容というものを最終確認して。 
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東 →21日の体験フェアは子どもたちを…。 

岡崎→そうですね。これは試行導入的な体験フェアということになる

のですが、子供を呼んで運営ということになります。その前に

体験フェアの運営分科会を実施したいと思います。 

東 →実際にこれを授業のカリキュラムに入れていくという形で作

っていくわけですよね？ 17、18日だけでそんなに時間が取れ

ますか？ 

岡崎→6時間、6時間で 12時間は取れると思います。 

東 →12時間。 

岡崎→山口様がこの両日とも来ることができないので、23日の日曜日

で保育のパートのところは講義していくということになりま

す。 

東 →そうすると僕と大内さんで 6時間の 8時間で体験フェアに持っ

ていくということですか？ 

岡崎→あと。山口様の 3時間になります。 

大内→そうですね。 

東 →体験フェアは午後ですか？ 

岡崎→これは夕方にせざるをえないかと考えています。 

東 →夕方ですか？ 

岡崎→今回は簡単にやろうと思っているので、FSG の職員でお子様が

いる方に協力していただこうと考えています。 

東 →そうすると、先ほど言っていたシミュレーションの件は学生に

まとめてもらって、いったんシミュレーションを実施してから

体験フェアを実施するか、どうしますか？ 

岡崎→この流れだとそこがなくなるのですね？ 体験フェアの少し

前に時間が必要ですね。 

東 →学生が実施しているのを見ながら、我々が「ここは気を付けた

ほうがいいよ」とアドバイスをして、その後に山口先生に動機

付けの話を子どもたちにしていただいてという流れが良いの

ではないでしょうか？ 

岡崎→ただ、23日しか山口先生は都合が付かないのです。体験フェア

のあとになってしまいます。 

東 →そうですか。子どもの動機付けはないままでいくけど、それは

仕方がないですね。学生にはそれでいくと。そうなると学生は

指導要録を作らないといけないですよね？ 

大内→指導案？ 
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東 →パソコン、例えば wordなどで作ってやってみたら？ 

岡崎→はい。これは 2時間ぐらいあれば大丈夫ですよね？ 

東 →実際 1度作ってもらって、反省して本番ということで。 

岡崎→はい。わかりました。ではその辺の時間の調整をしたいと思い

ます。 

東 →場合によっては 17 日、18 日で来なくてもよい日があります

か？ 

岡崎→現時点では西廣様に 18 日をお願いするということで動いてい

ます。高橋様にも 18 日に来ていただいて、私がマネジメント

のところをやれば、17日のみで済むのかと思います。 

また、7 日の分科会で各パートの具体的な内容とか、もし資料

とか必要なものがあればご提示いただきながらこんなふうに

やっていきますと説明していただきたいと思います。 

 

Ⅳ．本分科会の次回開催予定日時 

岡崎→次の講座運営分科会は 12月、1月の運営の話し合いを予定して

おります。この体験フェア分科会は 11 月 21 日の 13 時開始と

いうことでよろしいでしょうか？ 

全員→はい。 

岡崎→いろいろご協力ありがとうございました。今後ともよろしくお

願い致します。 

 

以上 

 

（文責：岡崎 史紹） 
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会議議事録 

 

事業名 福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 

代表校 学校法人新潟総合学院 郡山情報ビジネス専門学校 

 

会議名 第 3 回運動プログラム体験フェア運営分科会 

開催日時 平成 26年 11月 21日（金） 

11：00～12：00（1h） 

場所 郡山情報ビジネス専門学校 201教室 

出席者 ・株式会社日本プロバスケットボールリーグ 

 取締役 東 英樹 様 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

 佐藤 恵美 様（山根 謙二 様代理） 

・郡山情報ビジネス専門学校 

教務部長 岡崎 史紹 

・郡山情報ビジネス専門学校 

 教員 菅野 浩二 

 

（ご欠席） 

・一般社団法人 bjリーグアカデミー 

理事 木村 一明 様 

・特定非営利活動法人エストレージャス 

 理事 大内 郁弥 様 

・一般社団法人福島スポーツアカデミー 

 理事長 加藤 大樹 

・一般社団法人生涯学習アカデミア 

 理事 松崎 聡 

 

会議の目的 前回の分科会を受け、その内容を反映させた運営を思考したものを報

告する。 

次第 Ⅰ．運動プログラム体験フェアの実施日と会場 

Ⅱ．講座と体験フェアのスケジュール確認と内容吟味 

Ⅲ．南相馬市の運営に関して 

Ⅳ．その他 
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議事 Ⅰ．運動プログラム体験フェアの実施日と会場 

岡崎→第 3回運動プログラム体験フェア運営分科会を進めていきたい

と思います。運動プログラム体験フェアの実施日と会場のとこ

ろで変化のあったところをお伝えしたいと思います。南相馬に

つきましては、予定通り変更はございません。12 月 6、7 日で

育成講座をやりまして、7 日の午後に体験フェアというところ

でございます。次にいわきですが、当初 1 月 10 日、11 日で予

定しておりましたが、会場が押さえられないので 24 日、25 日

に変更し、交渉して話を進めていきたいと思っております。具

体的には「いわき海浜自然の家」という宿泊施設です。暖房が

つく体育館がそこにあるということで、現在予約がないことが

確認できています。来週、交渉に行くという状況です。 

東 →では 10 日に予定を入れても大丈夫ですか？ 24、25 日で確定

ということで良いですか？ 

岡崎→はい。実施日は確定しております。 

東 →いわきも前の日入りで良いですか？ 

岡崎→はい。前日にお越しください。 

東 →わかりました。 

岡崎→ちなみに 2枚目の予定表なのですが、変更部分がございますの

で、ご確認ください。郡山市は 2 月 7 日、8 日予定通り実施な

のですが、会場は西部第二体育館に変更して行いたいと考えて

おります。内容については、南相馬に準ずる形で、いわきと郡

山も実施していきたいと考えております。したがって、南相馬

の講座が簡易版の試運転となっていく形になります。 

 

Ⅱ．講座と体験フェアのスケジュール確認と内容吟味 

岡崎→講座と体験フェアのスケジュール確認、内容吟味ということで

資料をご確認ください。1 枚目の講座についてのコンセプトと

受講対象者、こちらに変更はございません。それから子どもた

ちの体験フェアについても変更はございません。担当講師です

が、スポーツトレーナーの部分、近藤様のお名前を漢字で教え

ていただけますか？ 

東 →千紘です。 

岡崎→ありがとうございます。近藤様に 12 月についてはお願いした

いと考えております。 

東 →大内さんが来られない時は？ 
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岡崎→大内さん、なんとか来れそうです。ただ 1月は難しいようです。 

東 →ではうちが 3名。 

岡崎→はい。できれば。 

東 →わかりました。トレーナー、体験フェアのところも両方対応さ

せますが？ 

岡崎→はい。トレーナーとして講座も担当していただいて、次の日の

会場の怪我人の対応もお願いしたいという点と、体験フェアの

講師としてもお願いしたいと思います。2 枚目のスケジュール

ですが、前回とは少し変わったところがありまして、指導者育

成講座③となっているところのストレッチ、応急処置、スポー

ツ障害のところが本来 2時間だったのですが、運動プログラム

の実技のところが 1時間しかなかったので、もっと増やして 90

分取るということで考えております。また、ストレッチ、応急

処置、スポーツ障害のところも 90 分という形で変更していき

たいということで、このようなプログラムを組んでおります。

2 日目にシミュレーションを行ったうえで午後 13 時 30 分から

体験フェア①、それから 15時からの体験フェア②、2回転で動

いていく形で進めていきたいと思っております。ちなみに昨日

の段階で体験フェアに数名の申込みがありましたので期待し

たいと思っております。こちらの南相馬の講座につきまして

は、チラシは小学校、幼稚園、相馬市と南相馬市両市に郵送し、

Facebookの広告が動き出しているところでございます。あとは

本校の HP になりますが、チラシを基にしたページが掲載され

ており、そこから受付、申込みができるようになっています。

こちらのリンクですが貼り付けていただいてご協力いただけ

ればと思いますのでよろしくお願い致します。あとは南相馬の

会場は外履きで入れるということで、他の会場とは違うルール

になります。ご不明な点、改善点などあればいろいろアドバイ

スいただければと思いますが、いかがでしょうか？ 当日使用

する資料はデータで早めにいただければこちらで印刷して準

備したいと思います。いかがでしょうか？ 

東 →動機付けは誰が？ 

岡崎→これは桜美林の山口先生が行います。シミュレーションは東

様、佐藤様、大内様、近藤様みなさまにお願いしたいところで

す。詳しい運営の要項はできるだけ早く作って皆様にお送りし

ます。 
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Ⅲ．南相馬市の運営に関して 

岡崎→続きまして南相馬の運営に関しまして、12月 5 日から前泊とい

う形でお越しいただくということでお願いしておりますが…。 

佐藤→宿泊施設はどこになりますか？ 

岡崎→ホテルコーラス相馬です。予約は取ってあります。 

当日の朝の出発時間ですが、現段階では 7 時 30 分ホテルロビ

ー集合、出発という計画を立てています。昼食はお弁当を準備

する予定です。ここまででご質問やアドバイス等ありましたら

お願い致します。 

佐藤→わかりました。 

 

Ⅳ．その他 

東 →郡山も前泊でしょうか？ 

岡崎→朝早いので、前泊でお願いいたします。 

東 →いわきは山根を連れて行きます。 

岡崎→ありがとうございます。その他なにかございますか？ 

菅野→ありません。 

岡崎→では終了したいと思います。ありがとうございました。 

 

以上 

 

以上（文責：岡崎 史紹） 
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2．運動プログラム指導者育成講座のシラバスについて 

 

【受講対象者】 

○スポーツスクール等での指導者を目指す方、子どもの運動不足を懸念するすべての方 

○スポーツ系専門学校等学生，保育系専門学校等学生等 

【コンセプト】 

○親子で楽しめる運動プログラムの普及を目的とした、親子にアドバイスできる人材育

成を目的とする 

○民間の資格として幅広く一般の方々に学んでいただけるよう、各分野を広く浅く学べ

る構成とする 

【シラバス】 

分     野 具  体  的  内  容 完全版 簡易版 

福島の子ども達を 

健康に導く運動プログラム

“BALL GAME” 

開発における基本理念  ～手を使う運動～ 1 1 

開発における基本理念  ～足を使う運動～ 1 1 

実技①  ～手を使う運動～ 1 

1 実技②  ～手を使う運動～ 1 

実技③  ～足を使う運動～ 1 

まとめ  ～各運動の組合せ方法～ 1 1 

運動遊びの支援のあり方 

運動遊びにおける支援のあり方 1 
1 

3～4歳児の運動遊び 1 

親へのアドバイス 1 0 

コンディショニング 

メディカル 

ストレッチ：柔軟性 

3 2 

応急処置 

スポーツ傷害の種類 

機能解剖：筋肉の可動域（上記に含める） 

機能解剖：筋肉や骨、関節の組織（上記に含める） 

栄養学の基礎 ～スポーツと食事～ 1 0 

マネジメント 

イベントスケジュール作成 

2 1 
イベント運営と当日の準備物 

体罰問題・セクハラ問題 

指導者の法的責任 

実習 

指導シミュレーション 2 2 

イベント模擬運営 2 1 

親子への実際の指導 1 1 

 合計 20 12 
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【使用教材】 

 ○福島の子ども達を健康に導く運動プログラムテキスト“BALL GAME” 

  指導者向けテキスト 

  

○福島の子ども達を健康に導く運動プログラムテキスト“BALL GAME” 

指導者育成講座テキスト 
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3．実証講座運営状況 

 

（1）指導者育成講座（完全版） 

 

○実施日 

平成 26 年 11 月 17 日（月）～23 日（日） 

○会場 

郡山情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校ｽﾎﾟｰﾂ実習室 

○受講生 

郡山情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ科 2 年 6 名 

○授業担当 

 東 英樹（株式会社日本ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ取締役） 

 佐藤 恵美（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ） 

 大内 郁弥（特定非営利活動法人ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ理事） 

 西廣 雄貴（福島ﾌｧｲﾔｰﾎﾞﾝｽﾞ ﾄﾚｰﾅｰ） 

 髙橋 亜未（株式会社明治東北支社） 

 山口 裕貴（桜美林大学健康福祉学群専任講師） 

 岡崎 史紹・菅野 浩二（郡山情報ビジネス専門学校） 

 

○11 月 17 日（月）内容 

1．開発における基本理念① 

講師：大内 郁弥（9:30～10:30） 

2．実技 ～ボールなしの運動～ 

講師：大内 郁弥（10:30～11:30） 

3．開発における基本理念② 

    講師：東 英樹（11:30～12:30） 

4．実技～ボールを使う手の運動～ 

講師：東 英樹（13:20～15:20） 

5．まとめ ～各運動の組合せ方法 

講師：東 英樹（15:20～16:20） 

 

○11 月 18 日（火）内容 

 1．準備体操 

講師：西廣 雄貴（9:30～10:30） 

 2．応急処置 

講師：西廣 雄貴（10:30～11:30） 

 

 

実技 ～ボールなしの運動～ 

（講師：大内 郁弥 氏） 

 

 

 

 

開発における基本理念② 

（講師：東 英樹 氏） 

 

 

 

 

準備体操，応急処置 

（講師：西廣 雄貴 氏） 
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 3．スポーツ傷害の種類 

講師：西廣 雄貴（11:30～12:30） 

 4．栄養学の基礎 ～スポーツと食事～ 

講師：髙橋 亜未（13:20～14:20） 

 5．マネジメント 

講師：岡崎 史紹，菅野 浩二 

（14:20～15:20） 

 6．体験フェアのスケジュール作成及び 

     役割分担の決定 

講師：岡崎 史紹，菅野 浩二 

（15:20～16:20） 

 

 

○11 月 21 日（金）内容 

 1．指導のシミュレーション 

講師：東 英樹，佐藤 恵美，大内 郁弥 

    （14:30～16:30） 

 2．体験フェア模擬運営 

講師：東 英樹，佐藤 恵美，大内 郁弥 

   （16:30～17:30） 

 3．体験フェア運営実習 

講師：東 英樹，佐藤 恵美，大内 郁弥 

（18:30～19:30） 

※参加者：小学生の親子 5 組 

※体験フェアにおける親子への指導は、 

本校ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ科 2 年学生 6 名が担当 

 

 

○11 月 23 日（日） 

 1．運動遊びにおける指導上の留意点 

   講師：山口 裕貴（9:30~10:30） 

 2．子どもに運動をさせる親へのアドバイス 

   講師：山口 裕貴（10:30~11:30） 

 3．3～4 歳児の運動遊びの実践 

   講師：山口 裕貴（11:30~12:30） 

 

 

 

栄養学の基礎 

（講師：髙橋 亜未 氏） 

 

 

 

 

体験フェアのスケジュール作成 

（講師：岡崎 史紹，菅野 浩二） 

 

 

 

 

指導のシミュレーション 
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○受講後の、学生からの声（課題作文より抜粋） 

・教える側になると、言葉づかいや時間配分など

考えることが多くあった。 

・もっと、肥満児などを対象に集めて指導してみ

たいと思った。 

・（卒業後）スポーツ・ジムで指導者として仕事

をしていくのでいい体験ができてとても良かっ

た。 

・人前に立つのはやっぱり緊張するし、子ども相

手なのでなおさら大変だったが、頑張って役割

をはたすことができたと思う。 

・運動プログラム、ケガの種類、栄養学の基礎、

幼児期運動指針など、いろいろなことを学ぶこ

とができた。 

・体験フェアを運営するために、仲間と役割分担

をしたり、運動指導のやり方を相談したり、楽

しかった。 

 

○振り返り 

・子どもとその保護者に運動指導する上で必要な

知識の基礎を幅広く学べる、質・量ともに完全

版と言えるシラバスを構築することができた。 

・実際に講座を運営してみて、運営に向けた話し

合いや指導のシミュレーションには十分な時間

が必要であることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験フェア運営実習 

（講師：ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ科 2 年の学生） 

 

 

 

 

運動遊びにおける指導上の留意点 

（講師：山口 裕貴 氏） 
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（2）指導者育成講座（簡易版）in 南相馬 

 

○実施日 

 ・12 月 6 日 9:30～12:00，13:00～17:00 

 ・12 月 7 日 9:30～12:30，13:30～16:45 

○会場 

 鹿島農村環境改善ｾﾝﾀｰ(万葉ふれあいｾﾝﾀｰ） 

○参加者 

 一般の希望者（両日で、17 名が受講） 

○指導担当 

 東 英樹（株式会社日本ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ取締役） 

 佐藤 恵美（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ） 

 近藤 千紘（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ） 

大内 郁弥（特定非営利活動法人ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ理事） 

 山口 裕貴（桜美林大学健康福祉学群専任講師） 

 岡崎 史紹（郡山情報ビジネス専門学校） 

 

 

 

 

開発における基本理念 

（講師：東 英樹 氏） 

 

 

 

 

開発における基本理念 

（講師：東 英樹 氏） 

 

 

 

 

運動遊びにおける指導上の留意点 

（講師：山口 裕貴 氏） 
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○12 月 6 日（土）内容 

 1．開発における基本理念 

   講師：東 英樹（10:00～11:00） 

 2．応急処置（RICE 処置，AED の使用法） 

  講師：近藤 千紘（11:00～12:00） 

 3．準備運動と運動プログラム実技の実習 

講師：東 英樹，佐藤 恵美，近藤 千紘， 

      大内 郁弥 

（13:00～15:00） 

 4．体験フェアでの役割分担と 

実施する運動プログラムの決定 

   講師：岡崎 史紹（15:00～17:00） 

 

 

○12 月 7 日（日）内容 

1．運動遊びにおける指導上の留意点 

   講師：山口 裕貴様（9:30～10:30） 

 

 2．体験フェアシミュレーション 

   講師：東 英樹，佐藤 恵美，近藤 千紘， 

      大内 郁弥，山口 裕貴，岡崎 史紹 

   （10:30～12:30） 

 3．体験フェア①幼稚園児コース 

   講師：東 英樹，佐藤 恵美，近藤 千紘， 

      岡崎 史紹 

    （13:30～14:30） 

   ※指導者育成講座受講者の実習も兼ねる 

   ※参加者：子ども 5 名（5 組 10 名） 

 4．体験フェア②小学生コース 

   講師：東 英樹，佐藤 恵美，近藤 千紘， 

      岡崎 史紹 

  （15:00～16:00） 

    ※指導者育成講座受講者の実習も兼ねる 

   ※参加者：子ども 3 名（3 組 6 名） 

 

 

 

 

体験フェアシミュレーション 

 

 

 

 

 

体験フェアシミュレーション 

 

 

 

 

 

体験フェア①幼稚園児コース 

（講師：講座受講者） 
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○振り返り 

・運動プログラムの実習や指導のシミュレーショ

ンにもっと時間が必要であった。 

・受講生が多い場合、1 時間の体験フェアでどの

ように役割分担していくか、あらかじめ想定が

必要である。 

・指導者育成講座への参加はのべ 8 名。2 日間の

拘束と体験フェアにて指導者として実習してい

ただく内容は、一般社会人にとっては高いハー

ドルかもしれない。 

・体験フェア（2 回）に参加した親子は 8 組 16

名。指導者育成講座の受講生が指導するという

触込みでは、参加を躊躇される方も多いのでは

ないか？  

 

上記の振り返りを踏まえ、いわきと郡山における

運営を以下の通りに変更した。 

 

①受講期間 

 2 日の予定 ⇒ 半日に日程を変更 

②名称 

 指導者育成講座 ⇒ 勉強会 

③具体的内容 

・子どもと運動に関する講演（1 時間） 

・RICE 処置と AED の使用法（0.5 時間） 

・運動プログラムの実技（1.5 時間） 

※体験フェアの見学が可能 

※講座の量的なハードルを下げ、より多くの方

に参加していただけるよう配慮した。 

④体験フェア 

 講座受講生ではなく、プロによる指導 

※普及促進の面から、参加希望者に安心して参

加していただけるよう配慮した。 

⑤その他 

 希望であれば、講演のみの参加や、実技の部分の

みの参加も認め、より多くの参加者を募っていく。 

【体験フェア ～各会場より～】 

 

 

（1 月 24 日 いわき市） 

 

 

（1 月 24 日 いわき市） 

 

 

（1 月 24 日 いわき市） 

 

 

（2 月 7 日 郡山市） 
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（3）体験フェア＆勉強会 in いわき 

 

○実施日 

 ・1 月 24 日（土） 9:30～12:30，14:00～15:30 

 ・1 月 25 日（日） 9:30～12:30，14:00～15:30 

○会場 

 福島県いわき海浜自然の家 

○参加者 

 一般の希望者（両日で、73 名が参加） 

○指導担当 

 東 英樹（株式会社日本ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ取締役） 

山根  謙二（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ代表理事） 

佐藤 恵美（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ） 

 近藤 千紘（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ） 

 山口 裕貴（桜美林大学健康福祉学群専任講師） 

 

 

 

 

 

講演 子どもと運動 

～ｽﾎﾟｰﾂ指導の現在・過去・未来～ 

（講師：東 英樹 氏） 

 

 

 

 

RICE 処置と AED の使用法 

（講師：近藤 千紘 氏） 

 

 

 

 

子どもの運動遊び 

～大人の支援のあり方～ 

（講師：山口 裕貴 氏） 
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○1 月 24 日（土）内容 

  1．講演 子どもと運動 

   ～スポーツ指導の現在・過去・未来～ 

講師：東 英樹（9:30～10:30） 

  2．講義 RICE 処置と AED の使用法 

   講師：近藤 千紘（10:30～11:00） 

  3．運動プログラム体験実習   

    講師：東 英樹，山根 謙二，佐藤 恵美， 

近藤 千紘 

（11:00～12:30） 

4．運動プログラム体験フェア   

    講師：東 英樹，山根 謙二，佐藤 恵美， 

近藤 千紘 

（14:00～15:30） 

 

 

○1 月 25 日（土）内容 

  1．講演 子どもの運動遊び 

～大人の支援のあり方～ 

講師：山口 裕貴（9:30～10:30） 

  2．講義 RICE 処置と AED の使用法 

   講師：近藤 千紘（10:30～11:00） 

  3．運動プログラム体験実習   

    講師：東 英樹，山根 謙二，佐藤 恵美， 

近藤 千紘 

（11:00～12:30） 

4．運動プログラム体験フェア   

    講師：東 英樹，山根 謙二，佐藤 恵美， 

近藤 千紘 

（14:00～15:30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動プログラム体験実習の様子 

 

 

 

 

 

運動プログラム体験フェアの様子 

 

 

 

 

 

運動プログラム体験フェアの様子 
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（4）体験フェア＆勉強会 in 郡山 

 

○実施日 

 ・2 月 7 日（土） 9:30～12:30，14:00～15:30 

 ・2 月 8 日（日） 9:30～12:30，14:00～15:30 

○会場 

 郡山市 西部第二体育館 

○参加者 

 一般の希望者（両日で、49 名が参加） 

○指導担当 

 東 英樹（株式会社日本ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ取締役） 

山根  謙二（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ代表理事） 

木村 一明（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ理事） 

佐藤 恵美（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ） 

 近藤 千紘（一般社団法人 bj ﾘｰｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ） 

 蛯名 善仁（元福島ファイヤーボンズ） 

山口 裕貴（桜美林大学健康福祉学群専任講師） 

 

 

講演 子どもと運動 

～ｽﾎﾟｰﾂ指導の現在・過去・未来～ 

（講師：東 英樹 氏） 

 

講演 子どもと運動 

～ｽﾎﾟｰﾂ指導の現在・過去・未来～ 

（講師：東 英樹 氏） 

 

RICE 処置と AED の使用法 

（講師：近藤 千紘 氏） 

 

 

運動プログラム体験実習 

（写真は山根 謙二 氏） 
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○2 月 7 日（土）内容 

  1．講演 子どもと運動 

   ～スポーツ指導の現在・過去・未来～ 

講師：東 英樹（9:30～10:30） 

  2．講義 RICE 処置と AED の使用法 

   講師：近藤 千紘（10:30～11:00） 

  3．運動プログラム体験実習   

    講師：東 英樹，山根 謙二，木村 一明 

佐藤 恵美，近藤 千紘，蛯名 善仁 

（11:00～12:30） 

4．運動プログラム体験フェア   

    講師：東 英樹，山根 謙二，木村 一明 

佐藤 恵美，近藤 千紘，蛯名 善仁 

（14:00～15:30） 

 

○2 月 8 日（日）内容 

  1．講演 子どもの運動遊び 

～大人の支援のあり方～ 

講師：山口 裕貴（9:30～10:30） 

  2．講義 RICE 処置と AED の使用法 

   講師：近藤 千紘（10:30～11:00） 

  3．運動プログラム体験実習   

    講師：東 英樹，山根 謙二，木村 一明 

佐藤 恵美，近藤 千紘，蛯名 善仁 

（11:00～12:30） 

4．運動プログラム体験フェア   

    講師：東 英樹，山根 謙二，木村 一明 

佐藤 恵美，近藤 千紘，蛯名 善仁 

（14:00～15:30） 

 

※マスコミ取材状況 

・2 月 7 日（土） 

FTV 福島テレビ，KFB 福島放送， 

福島民報社，福島民友社 

・2 月 8 日（日） 

 FCT 福島中央テレビ 

 

 

子どもの運動遊び 

～大人の支援のあり方～ 

（講師：山口 裕貴 氏） 

 

運動プログラム体験フェアの様子 

 

 

 

運動プログラム体験フェアの様子 

 

 

 

運動プログラム体験フェアの様子 

 



Ⅰ．今回の指導者育成講座の感想につきまして、以下より選択してください。
大変良かった 良かった 普通 やや良くなかった 良くなかった 計

人数 4 0 0 0 0 4

Ⅱ．Ⅰでのご回答につきまして、選択した理由を簡潔にご記入ください。
　・役立つ内容であり、かつ楽しく受講できた。
　・お話をお聞きしてとても勉強になりました。
　・RICE処置について学習できたから。
　・知らなかった知識(幼児期の運動が大切である事)を得られたから。

Ⅲ．講座の時間につきまして、思い当たるものを以下より選択してください。

短すぎる 少し短い 丁度よい 少し長い 長すぎる 計
人数 0 0 3 1 0 4

Ⅳ．Ⅲでのご回答につきまして、選択した理由を簡潔にご記入ください。
　・内容からするとこれくらいの時間は必要かもしれないが、これだけの時間を割くことは難しそう。
　・集中してお話を聞ける長さでした。
　・全て興味深い内容だったので、あっという間の時間でした。
　・興味深い話もたくさん聞けたので良かった。

Ⅴ．この講座に参加された理由につきまして、簡潔にご記入ください。
　・室内遊びに興味があったため。
　・運動できる環境が無かったから。
　・福島の子ども達に運動を広めたいから。
　・室内でできる運動プログラムに興味があったから。

Ⅵ．講座の中で、最も印象に残ったことを教えてください。
　・ボール遊びに子ども達が夢中になって取り組んでいたこと。
　・運動支援の講座。
　・運動遊びの支援の仕方、遊び方についての具体的な話。
　・RICE処置。

Ⅶ．この講座で学んだことを、今後どのように活かしていきたいですか。
　・自分の子どもと実際にやってみたい。
　・遊具が無くてもどんな状況でも遊べる事がわかったのでどんどん活用していきたい。
　・今後運動できる場所があったとしても指導する人を増やしていかなければならない。
　　例えば、地域の親子を対象に教室を行ってみたい。
　・周りの親に広めていきたい。

Ⅷ．この講座に関しましてご意見等がありましたら、ご自由にご記入ください。
　・是非もっと多くの人たちに受講してもらいたい。
　・もっともっとこの講座が広がっていけば良いと思いました。楽しかったです。
　・こういう機会をもっと増やしてほしい。
　・特になし。

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム指導者育成講座
平成26年12月6日（土）～7日（日）　南相馬市会場でのアンケート集計
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Ⅰ．体験フェアに参加された感想につきまして、簡潔にご記入ください。
　・家の中でもできる運動であり参考になりました。
　・子どもと一緒に体を使って遊ぶ事が少ないので楽しかったです。
　・親子で楽しく運動ができたので良かった。
　・とても楽しいプログラムでした。もう少し人数が多いと良かったですね。もったいない。

Ⅱ．現在、お子様の健康について悩んでいることがあればご記入ください。
　・運動不足(外遊びの減少)
　・恥ずかしがりや、自分から進んで挨拶ができない。
　・特になし

人数 2 1 0 1 0 0 4

計
人数 4

人数 0 3 0 1 0 0 4

制限している 制限していない

制限している 1 0
制限していない 2 1

理由
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・放射能。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・親の目が届く範囲。
　・放射線が気になるため。
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・無記入

制限内容
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・自宅周りに線量が低いところがあまりないため。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・危険だと思うから。
　・除染してあるところ。
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・無記入

Ⅶ．本日の体験フェアに関しまして、ご意見等がありましたら、ご自由にご記入ください。
　・とても楽しかったです。子どもはボールを親から奪うゲームが楽しかったとのこと。
　・家の中でもできるものがあったのでぜひ試したいです。ありがとうございました。
　・弟も連れてきたいです。
　・またこのような体験フェアがあったら参加したいです。家で子供達とまたやってみたいです。

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム体験フェア
平成26年12月7日（日）　南相馬市会場でのアンケート集計

①ほとんど
運動しない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

⑤1週間に
７時間以上

未回答 計

場所

時間

Ⅴ．お子様の外遊びについてお尋ねします。現在の外遊びの量について当てはまるものを以下より選択し、○
で囲んでください。

①外では
遊ばない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

⑤1週間に
７時間以上

未回答 計

0 4

Ⅲ．お子様の幼稚園や小学校以外での運動量につきまして当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでくだ
さい。

Ⅳ．お子様の運動量に関してどのようにお考えですか。当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでください。

Ⅵ．お子様の外で遊ぶ時間と場所に、制限を設けていますか。それぞれに当てはまるものを選択して○で囲
み、その理由をお書きください。また、『制限している』を選択した方は、その具体的内容をお書きください。

0
①現状維持でよい ②もっと増やしたい ③もっと減らしたい
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①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 3 1 0 0 0 0 4

理由
①大変良かった
　・具体的な大人の関わり方がわかりこれからの活動に活かせると思えた。
　・遊びに対する基本的な学習ができた。
　・遊びが学びに繋がることがわかり、大変ためになった。
②良かった
　・無記入

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 1 0 0 0 0 3 4

理由
①大変良かった
　・RICE処置という言葉を耳にした事はあったが、内容が明確になったので良かった。

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 1 0 0 0 0 3 4

理由
①大変よかった
　・実際に体を動かしてみて、口頭で動きを相手に伝えることの難しさを学ばせて頂いた。

　・このような内容の深い勉強会はもっと多くの方に聞いて欲しいと思います。
　・これからも継続して、広めて欲しいと思いました。

Ⅴ．本日の勉強会をどちらでお知りになりましたか。以下より選択し、○で囲んでください。
新聞広告 チラシ Ｆａｃｅbook広告 その他 計

人数 0 3 0 1 4
その他
　・知人の紹介

　・朝のストレッチ。
　・子どもと簡単なゲーム遊びやできるだけ戸外に出る工夫。

　・学習の機会を増やす。
　・自由に参加できる遊び場。
　・子どもへの開放施設がないので、プログラムの実施。

Ⅱ．講義「RICE処置とAEDの使用法」（10:30～11:00）の感想につきまして以下より選択し、○で囲んでください。
また、選択した理由を簡潔にご記入ください。

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム勉強会
平成27年1月24日（土）　いわき市会場でのアンケート集計

Ⅰ．講演「子どもと運動～スポーツ指導の現在・過去・未来～」（9:30～10:30）の感想につきまして以下より選択
し、○で囲んでください。また、選択した理由を簡潔にご記入ください。

Ⅶ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、どのようなサービスがあると良いと思いま
すか？　自由にご記入ください。

Ⅲ．運動プログラム体験実習（11:00～12:30）の感想につきまして、以下より選択してください。また、選択した理
由を簡潔にご記入ください。

Ⅳ．勉強会全体を通して、ご意見等がございましたら自由にご記入ください。

未回答
0

Ⅵ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、いま現在、あなたが取り組んでいることが
ありましたら、簡潔にご記入ください。

103



①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 14 2 0 0 0 0 16

理由
①大変良かった
　・楽しく子供と体を動かすことができた。
　・普段できないような運動ができた。
　・日頃、子供と遊ぶ事があまりないので、一緒に動けて良かった。楽しかったです。
　・色々なプログラムがあったから。
　・道具がなくても、子どもたちと気持ち良い汗を流せることがわかった。
　・とても楽しかった。
　・子供と一緒に体を動かすことができたから。
　・子供と一緒に遊べることや体を動かすことの楽しさを学べた。
　・子どもがとても楽しく参加できたため。
　・子どもとふれあう時間が楽しくできて良かった。
　・少しむずかしいものもチャレンジしている姿を見れてよかった。
　・家庭で簡単で遊びながらできるので大変良かったです。
　・すごくたのしかったから。
　・親子で運動する機会がなかなかないため。
②良かった
　・プログラムが良かった。

Ⅱ．現在、お子様の健康について悩んでいることがあればご記入ください。
　・三女の動作が遅い。
　・ボールを使う競技が苦手。
　・ぜんそく持ちなところ。
　・震災後は子供と外で遊ぶことが少なくなったため運動不足に悩んでいる。
　・私は運動が好きだが子どもは苦手で進んでしない。
　・ぜんそく気味。夜かゆがる。
　・柔軟性がなく、ケガの心配がある、すぐ疲れたと言って動きたがらない。
　・ボール投げができない。捕球もできない。
　・なし（3名）

人数 1 11 1 1 2 0 16

計
人数 16

人数 0 11 2 2 1 0 16

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム体験フェア
平成27年1月24日（土）　いわき市会場でのアンケート集計

Ⅰ．本日の体験フェアの感想につきまして以下より選択し、○で囲んでください。また、選択した理由を簡潔にご
記入ください。

①現状維持でよい ②もっと増やしたい ③もっと減らしたい
3 13 0

⑤1週間に
７時間以上

未回答 計
①ほとんど
運動しない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

Ⅲ．お子様の幼稚園や小学校以外での運動量について当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでくださ
い。

Ⅳ．お子様の運動量に関してどのようにお考えですか。当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでください。

⑤1週間に
７時間以上

未回答 計
①外では
遊ばない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

Ⅴ．お子様の外遊びについてお尋ねします。現在の外遊びの量について当てはまるものを以下より選択し、○
で囲んでください。

④1週間に
5～7時間程度
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制限している 制限していない

制限している 7 0
制限していない 2 7

理由
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・放射能が気になる、最近ゆうかい等ぶっそうなので。
　・放射線が気になるため山や森等自然の中であそばなくなった。
　・線量の高そうな場所では遊ばない。
　・まだ小さいので。
　・学校指定。
　・放射線がホットスポット的に存在するから。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・原発事故から。
　・放射線による被ばくを考慮して。
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・制限ばかりすると、遊ぶ所がなくなってしまうため。

制限内容
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・危険な場所、親の目の届かない場所、道路など。
　・山遊び。
　・親の目の届くところで遊ばせる。
　・長すぎず、遠すぎず親の目の届く範囲で。
　・16：00までに帰宅、学区内。
　・川や山。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・自治体が制限しているところがあるため。

Ⅶ．本日の体験フェアに関しましてご意見等がありましたら、ご自由にご記入ください。
　・中間に子どもだけで行うものがあってもよかった（親の休けい（笑））
　・とても楽しかったです。
　・定期的にやって欲しい。
　・有意義な時間であった、貴重な時間を過ごせ感謝します。
　・色々なゲームで大変良かった。バスケットのプロのメンバーなので、バスケットが出来たら更に良かった。
　・もう少し長い時間にしていただきたい。
　・２時間位、時間を増やしても良い位、楽しかったです。
　・もっと回数を増やしてほしい。

　・このようなプログラムをたくさん実施していただきたい。
　・複数回継続の親子参加型の運動、食育がセットのセミナーなど。
　・定期的に開催してほしい。
　・施設を開放する。”申し込まないと利用できない”では気軽に活用できない。
　・正に今回のようなものを休日の学校などを開放して行ってほしい。
　・定期的な楽しい運動教室の実施。
　・定期的に開催してほしい。このような機会があるとよい。
　・今日のような機会を増やす。
　・室内施設。
　・子どもと大人が一緒に遊べるスペースとイベント。今日のような。
　・学校などでもこういうイベントを増やしてほしい。
　・複数回継続の親子参加型プログラム。

Ⅵ．お子様の外で遊ぶ時間と場所に、制限を設けていますか。それぞれに当てはまるものを選択して○で囲
み、その理由をお書きください。また、『制限している』を選択した方は、その具体的内容をお書きください。

Ⅷ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、どのようなサービスがあると良いと思いま
すか？　自由にご記入ください。

時間

場所
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①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 2 0 0 0 0 0 2

理由
①大変良かった
　・大人からの声がけがやはり大事だということ。

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 2 0 0 0 0 0 2

理由
①大変良かった
　・知識がなかったので勉強になりました。
　・腱、じん帯のお話などとても勉強になった。

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 2 0 0 0 0 0 2

理由
①大変よかった
　・大人も子どもも楽しめる内容でとても勉強になった。
　・大人の私でも楽しくできました。

　・今後は幼稚園や学童に来ていただければありがたいです。
　・食育なども勉強したい。

Ⅴ．本日の勉強会をどちらでお知りになりましたか。以下より選択し、○で囲んでください。
新聞広告 チラシ Ｆａｃｅbook広告 その他 計

人数 1 1 0 0 2

　・無記入

　・無記入

　・こどもの遊び、大切さを理論的に納得させてもらい、また2日間を通して2人の講師の方の共通する部分のお
   話に共感できるという経験もさせてもらいましたし複数の先生のお話を聞けて良かった。

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム勉強会
平成27年1月25日（日）　いわき市会場でのアンケート集計

Ⅰ．講演「子どもの運動遊び～大人の支援のあり方～」（9:30～10:30）の感想につきまして以下より選択し、○
で囲んでください。また、選択した理由を簡潔にご記入ください。

0

Ⅵ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、いま現在、あなたが取り組んでいることが
ありましたら、簡潔にご記入ください。

Ⅶ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、どのようなサービスがあると良いと思いま
すか？　自由にご記入ください。

　・とても楽しく勉強ができたので、こういうものがあるということをもっとたくさんの方に知っていただけたらと思
   います。

Ⅱ．講義「RICE処置とAEDの使用法」（10:30～11:00）の感想につきまして以下より選択し、○で囲んでください。
また、選択した理由を簡潔にご記入ください。

Ⅲ．運動プログラム体験実習（11:00～12:30）の感想につきまして以下より選択してください。また、選択した理
由を簡潔にご記入ください。

Ⅳ．勉強会全体を通して、ご意見等がございましたら自由にご記入ください。

未回答
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①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 10 2 0 0 0 0 12

理由
①大変良かった
　・ボール有無と少ない道具で楽しく体を動かすことができた。
　・子どもと汗をかけて良かったのと、色々な遊び方を教えていただき今後、家でもやってみたいと思います。
　・ストレッチや体の使い方など色々と勉強になりました。
　・子供のレベルにあった運動プログラムだったため。
　・子供に見当ったプログラムの組み方。
　・親子で楽しく体を動かせた。
　・思った以上に子供が楽しんでいた。
　・楽しかったから。
　・子供と体を動かすきかいがなかなかないので。
②良かった
　・経験させたことのない動きをやらせることができた。

Ⅱ．現在、お子様の健康について悩んでいることがあればご記入ください。
　・肥満。
　・次男が原発事故より、1年間はあまり外遊びをしなかったからか足を痛がることが多い。（事故当時2才）
　・健康というか、休みの日、ゲームばかりでこもりがちになること。上の子はたてもよこも大きいです。
　・すぐ転ぶ。
　・体力。
　・背が小さい。
　・便秘ぎみ。
　・運動不足。
　・なし（3名）

人数 1 8 2 0 0 1 12

計
人数 11

人数 2 7 1 1 0 1 12

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム体験フェア
平成27年1月25日（日）　いわき市会場でのアンケート集計

Ⅰ．本日の体験フェアの感想につきまして以下より選択し、○で囲んでください。また、選択した理由を簡潔にご
記入ください。

計

Ⅴ．お子様の外遊びについてお尋ねします。現在の外遊びの量について当てはまるものを以下より選択し、○
で囲んでください。

①外では
遊ばない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

⑤1週間に
７時間以上

未回答

0 11 0
①現状維持でよい

Ⅲ．お子様の幼稚園や小学校以外での運動量について当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでくださ
い。

Ⅳ．お子様の運動量に関してどのようにお考えですか。当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでください。

②もっと増やしたい ③もっと減らしたい

未回答

※無回答1名

①ほとんど
運動しない

計

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

⑤1週間に
７時間以上
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制限している 制限していない

制限している 2 0
制限していない 4 6

理由
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・4時まで(暗くなって来るので)。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・不審者が多く出る公園は危険だから。
　・遊び場が少ないから。
　・庭は除染しているので遊んでいるが、近くの公園はあまり行きません。
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・特になし

制限内容
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・家の近所。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・その公園では遊ばせない(子供だけでは)。
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・無記入

Ⅶ．本日の体験フェアに関しまして、ご意見等がありましたらご自由にご記入ください。
　・楽しかったです。ありがとうございました。(2名)
　・楽しかった。

　・定期的にあるといいとお思います。
　・とてもよかった。
　・リフレッシュできて、楽しかったです。
　・また実施して下さい。楽しみにしています。
　・ぜひまたやってほしい。

　・運動を体験できるようなイベントをふやして欲しい。
　・学校や幼稚園に来て、今回のようなプログラムを行ってほしい。
　・肉をあまり食べない。
　・今回のように、スポーツ経験者の方が各地で運動体験を行うなど。
　・体育館を自由に開放してもらいたい。
　・定期的にこのような運動を市などで行う。
　・運動できる場所(室内など)。
　・屋内外を問わず、様々なスポーツや運動にふれる機会を提供すること。
　・また、このような機会があったら参加したい。私自身幼稚園で働いているので、幼稚園でも可能であれば教え
　 て欲しいです。

時間

場所

Ⅵ．お子様の外で遊ぶ時間と場所に、制限を設けていますか。それぞれに当てはまるものを選択して○で囲
み、その理由をお書きください。また、『制限している』を選択した方は、その具体的内容をお書きください。

　・スポ少の指導をしており、活動に参考になればと思い参加させていただきました。どうしても指導に力が入っ
　 てしまうので、今回のように楽しみながらがいいというのは大変参考になりました。

Ⅷ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、どのようなサービスがあると良いと思いま
すか？　自由にご記入ください。
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①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 4 2 1 0 0 0 7

理由
①大変良かった
　・年少期に基本的な身体の動かし方を遊びながら学んでもらう大切さを知った。

　・ゴールデンエイジの子供たちを特に大事に指導していかなくてはと思いました。
②良かった
　・無記入
③普通
　・無記入

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 3 4 0 0 0 0 7

理由
①大変良かった
　・以前に学んだ事の復習になりました。
　・ＲＩＣＥの意味が理解できました。
②良かった
　・良い復習であった。やりすぎになるテーマではない。
　・改めて応急処置の大切さを感じました。
　・忘れていた事を再度思い出されて良かった。

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 6 1 0 0 0 0 7

理由
①大変よかった
　・はじめの講演内容の意味がよく理解できました。
　・遊びながら身体の動きを覚えるゲームを学びました。
　・ボール遊びでもいろいろな取り方や投げ方で身体の使い方かわかり、とても楽しかったです。
　・現在、子ども達のリズムや運動にかかわる仕事をしているため、これからの指導に取り入れたいと思います。
　・いつもの動きに加えられたらもっと子ども達の動きが変わると思います。
②良かった
　・和やかな雰囲気での進行。

　・大変勉強になりました。
　・非常に多くの学びを得られました。
　・とても参考になりました。
　・このような会が年数回あったらいいなあと思います。

Ⅴ．本日の勉強会をどちらでお知りになりましたか。以下より選択し、○で囲んでください。
新聞広告 チラシ Ｆａｃｅbook広告 その他 計

人数 0 0 4 3 7
その他
　・知人の紹介
　・妻の紹介

未回答
0

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム勉強会
平成27年2月7日（土）　郡山市会場でのアンケート集計

Ⅰ．講演「子どもと運動～スポーツ指導の現在・過去・未来～」（9:30～10:30）の感想につきまして以下より選択
し、○で囲んでください。また、選択した理由を簡潔にご記入ください。

　・子供のうちに基礎ができていないと体が成長してからでは出来るまでに時間がかかってしまう。幼少期、年少
　 期にできる範囲で体を動かす事の大切さがわかりました。

Ⅱ．講義「RICE処置とAEDの使用法」（10:30～11:00）の感想につきまして以下より選択し、○で囲んでください。
また、選択した理由を簡潔にご記入ください。

Ⅲ．運動プログラム体験実習（11:00～12:30）の感想につきまして、以下より選択してください。また、選択した理
由を簡潔にご記入ください。

Ⅳ．勉強会全体を通して、ご意見等がございましたら自由にご記入ください。
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　・福島ドラゴンボートアカデミー。

　・空手の指導員をしているので、ケイコに取り入れたいと思います。

　・このような会をもっと広げられたらいいのかなと思います。

Ⅶ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、どのようなサービスがあると良いと思いま
すか？　自由にご記入ください。

Ⅵ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、いま現在、あなたが取り組んでいることが
ありましたら、簡潔にご記入ください。

　・赤ちゃんから小・中学生にリトミックの指導を通し、音楽を取り入れながら運動させて室内での遊びを体験させ
　 ています。
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①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 9 2 0 0 0 0 11

理由
①大変良かった
　・親子で楽しく運動出来た事。
　・学校の行事(年1～2回)ほどしか子供とこのように体を動かすことはないので親子の為にも良いと感じた。
　・汗をかく位体を動かす事が出来て楽しかった。
　・日頃あまり使わない筋肉を動かすので良かった。
　・いろんな体験が出来て良かったです。
　・子供達が楽しく遊べた為。
　・子供の目線に立った内容だった為。
　・全てのプログラムにおいて、とても楽しんでいたから。
　・運動しながら、親子で楽しめた。
②良かった
　・ボール遊びが楽しかったみたいです。集団でできるゲームなどもあればよかったです。
　・気軽に出来る内容であったので。

Ⅱ．現在、お子様の健康について悩んでいることがあればご記入ください。
　・持病がある喘息アレルギー。
　・進んで外で遊んでほしい。
　・運動不足、肥満傾向。
　・運動不足。
　・あまり運動をしていないので、体を動かしたい。
　・なし（1名）

人数 3 3 4 0 1 0 11

計
人数 11

人数 3 4 4 0 0 0 11

1 10

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム体験フェア
平成27年2月7日（土）　郡山市会場でのアンケート集計

Ⅰ．本日の体験フェアの感想につきまして以下より選択し、○で囲んでください。また、選択した理由を簡潔にご
記入ください。

0

計

Ⅲ．お子様の幼稚園や小学校以外での運動量について当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでくださ
い。

Ⅳ．お子様の運動量に関してどのようにお考えですか。当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでください。

②もっと増やしたい ③もっと減らしたい

①ほとんど
運動しない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

⑤1週間に
７時間以上

未回答

①現状維持でよい

Ⅴ．お子様の外遊びについてお尋ねします。現在の外遊びの量について当てはまるものを以下より選択し、○
で囲んでください。

①外では
遊ばない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

⑤1週間に
７時間以上

未回答 計
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制限している 制限していない

制限している 2 0
制限していない 4 5

理由
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・線量が気になる。
　・明るい時間と、危険な場所で安全に遊ばせたい。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・まだ危険(線量)な場所がある為。
　・危険な場所と見えない所は心配なので。
　・気候による。
　・安全の為。
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・無記入

制限内容
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・1日1時間以内。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・まだ危険(線量)な場所がある為、行かない様にしている。
　・危険な場所と見えない所は心配なので。
　・危険な場所が多いから。
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・無記入

Ⅶ．本日の体験フェアに関しまして、ご意見等がありましたら、ご自由にご記入ください。
　・また機会があれば参加したい。
　・もっとみんなに伝えて、多人数でやりたい。
　・このような企画をもうけて下さい、ありがとうございました。
　・また機会があれば、参加したい。
　・寒い時期、汗を流して運動する事がないので、良かったです。
　・このような企画をますます増やしてほしい。
　・このような体験をもっと増やしてほしい。
　・とても楽しかったです。ありがとうございました。

　・体育館などの子供向けの体操教室など。
　・注意喚起のポスターやCM等。
　・このような運動が良いと思う。
　・無料参加の運動イベント。
　・学校の放課後に運動クラブのようなものがあると嬉しいです。
　・今回のような体験の場(無料だと参加意欲も高まる)。
　・大変ありがたいと思います。またこのようなイベントがあれば参加したいと思います。

場所

Ⅵ．お子様の外で遊ぶ時間と場所に、制限を設けていますか。それぞれに当てはまるものを選択して○で囲
み、その理由をお書きください。また、『制限している』を選択した方は、その具体的内容をお書きください。

Ⅷ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、どのようなサービスがあると良いと思いま
すか？　自由にご記入ください。

　・週休2日制なので、毎週でなくても良いので(月1～2回)土曜日を利用して、今回のような体験プログラムを実
　 施するのがよいと思った。

時間
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①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 5 0 0 0 0 0 5

理由
①大変良かった
　・楽しくやるいろいろな運動が大切だと思った。
　・オリンピックについて日本が弱いことにびっくりした。
　・将来保育士になりたいので勉強になりました。
　・60分は毎日体を動かしたいと思いました。

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 5 0 0 0 0 0 5

理由
①大変良かった
　・怪我予防の重要性。
　・人の命を救うためにできることについて学べたから。
　・これから生かしていきたいから。

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 5 0 0 0 0 0 5

理由
①大変よかった
　・自分では体験できませんでしたが楽しくできるプログラムだと感じた。
　・体を動かして楽しくあそべたから。
　・久しぶりに母と遊べたから。
　・わかりやすく楽しく参加できました。
　・娘と久しぶりに遊べて楽しかったです。

　・普及が出来るような体制ができればよろしいと感じた。
　・友達や近所の子と遊びたいです。
　・参加人数が少なくて残念な気がします。私は逆に得した気もします。

Ⅴ．本日の勉強会をどちらでお知りになりましたか。以下より選択し、○で囲んでください。
新聞広告 チラシ Ｆａｃｅbook広告 その他 計

人数 1 1 2 1 5
その他
　・母の紹介

　・保育園での36の運動の普及。
　・進んで運動する。
　・自分達(保育士)にできることは何かを考え、今日参加しました。
　・ウォーキング

　・毎日動く。
　・学校などの休み時間に全員で遊ぶ。
　・こういったプログラムを園や施設をまわってやっていただきたいです。

Ⅶ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、どのようなサービスがあると良いと思いま
すか？　自由にご記入ください。

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム勉強会
平成27年2月8日（日）　郡山市会場でのアンケート集計

Ⅰ．講演「子どもの運動遊び～大人の支援のあり方～」（9:30～10:30）の感想につきまして以下より選択し、○
で囲んでください。また、選択した理由を簡潔にご記入ください。

未回答
0

Ⅱ．講義「RICE処置とAEDの使用法」（10:30～11:00）の感想につきまして以下より選択し、○で囲んでください。
また、選択した理由を簡潔にご記入ください。

Ⅲ．運動プログラム体験実習（11:00～12:30）の感想につきまして以下より選択してください。また、選択した理
由を簡潔にご記入ください。

Ⅳ．勉強会全体を通して、ご意見等がございましたら自由にご記入ください。

Ⅵ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、いま現在、あなたが取り組んでいることが
ありましたら、簡潔にご記入ください。
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①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや良くなかった ⑤良くなかった 未回答 計
人数 9 1 0 0 0 0 10

理由
①大変良かった
　・楽しく親子で運動できた。いろいろな運動ができた。
　・子供と楽しくコミュニケーションをとることができました。
　・子供とのコミュニケーションがはかれた。
　・親子でこのような体を動かし、ふれあう機会がないから。
　・普段なかなか親子でふれ合う機会や体を動かす機会がないから。
　・やったことなかったから。
　・保護者の運動不足解消。
　・ふだん、体を動かすことが少ないので、よかったと思います。
　・学校の体育以外では、ほとんど運動しないから、楽しみながら体を動かすことができたから。
②良かった
　・運動不足の解消。

Ⅱ．現在、お子様の健康について悩んでいることがあればご記入ください。
　・体を動かすことを好まず、ゲーム、DVD等をし遊びだと思っていること。
　・外で遊ぶ時間が少ない。
　・心肺に負荷のかかる運動ができないこと。
　・体育やスイミング以外で体を動かすことが少ないので体力、肥満が心配。

人数 1 7 2 0 0 0 10

計
人数 10

人数 4 5 0 1 0 0 10

計

Ⅲ．お子様の幼稚園や小学校以外での運動量について当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでくださ
い。

平成26年度文部科学省委託　東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業
『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業』

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム体験フェア
平成27年2月8日（日）　郡山市会場でのアンケート集計

Ⅰ．本日の体験フェアの感想につきまして以下より選択し、○で囲んでください。また、選択した理由を簡潔にご
記入ください。

③もっと減らしたい

未回答

①ほとんど
運動しない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

⑤1週間に
７時間以上

未回答

Ⅳ．お子様の運動量に関してどのようにお考えですか。当てはまるものを以下より選択し、○で囲んでください。

計

①現状維持でよい ②もっと増やしたい
100 0

Ⅴ．お子様の外遊びについてお尋ねします。現在の外遊びの量について当てはまるものを以下より選択し、○
で囲んでください。

①外では
遊ばない

②1週間に
1～3時間程度

③1週間に
3～5時間程度

④1週間に
5～7時間程度

⑤1週間に
７時間以上
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制限している 制限していない

制限している 2
制限していない 2 6

理由
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・学校下校から、習い事している関係で遊べないし、日中親がいないから。
　・あぶない(車、人)。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・あぶない場所があるから。
　・線量があまりに高いと止めるしかない。
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・時間的に悪い時間に遊ぶ機会が少ないため。
　・特に制限はしてない、遊びたい時に遊ばせてます。

制限内容
○時間の制限あり，場所の制限ありの方
　・近所、16時まで。
○時間の制限なし，場所の制限ありの方
　・無記入
○時間の制限なし，場所の制限なしの方
　・無記入

Ⅶ．本日の体験フェアに関しましてご意見等がありましたら、ご自由にご記入ください。
　・参加して良かったです。
　・体操の時には合図があるとよいと思いました。
　・またやりたいです。(７さい)
　・とても参考になりました。
　・このような体験が定期的にあれば嬉しいです。楽しかったです。
　・定期的に行っていただければ良いと考えます。
　・ぜひまたやってみたいので、こういった場をつくってほしい。
　・120分でもよいと思う。
　・今日教えていただいたプログラムを今後に活かしていきたいと思います。
　・とても楽しかったです。ありがとうございました！

　・このプログラム週に1回ぐらいあるといいです。
　・このような機会をさらに広めて、気軽に参加できるようになるといいと思う。
　・放課後にクラブ以外で子供達が参加できるプログラムがあれば良いと思います。
　・休みに親子で体を動かす機会が増えれば良いと思います。
　・なし（1名）

場所

時間

Ⅵ．お子様の外で遊ぶ時間と場所に、制限を設けていますか。それぞれに当てはまるものを選択して○で囲
み、その理由をお書きください。また、『制限している』を選択した方は、その具体的内容をお書きください。

Ⅷ．子どもの運動不足や肥満傾向児増加の問題を解消するために、どのようなサービスがあると良いと思いま
すか？　自由にご記入ください。
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 今年度までの成果を踏まえ、現時点で検討している平成 27以降の事業展開は以下の通

りである。 

 

≪平成 27年度以降の取り組み計画≫ 

・本校 2学科のカリキュラムへの本格導入（スポーツトレーナー科，こども保育科） 

・指導者育成講座の認定資格化への準備 

・運動プログラムの全国への普及 

・福島県内における、運動プログラムの更なる普及活動 

 

 平成 25年度に本事業の成果物として開発された「福島の子ども達を健康に導く運動プロ

グラム“BALL GAME”」は、外遊びを制限されている福島県の子ども達の運動不足や肥満傾向

児増加の問題を解消する上で極めて有効なツールであり、当然ながら全国の子ども達の運

動不足解消にも役立てることが可能である。さらには、各競技のコーディネーショントレー

ニングの要素も盛り込んでいるので、将来の一流スポーツ選手育成を目的としたトレーニ

ングにも効果が期待できる（詳細については、今年度開発した「指導者育成講座テキスト」

の第 1章をご確認いただきたい）。 

この優れた運動プログラムを全国に普及していくためには、親子に対して的確にアドバ

イスできる指導者の存在が欠かせない。したがって、この運動プログラムの指導者育成講

座を認定資格化し、全国の誰しもがこの資格を取得できる機会を設定する必要がある。 

子どもの運動不足の問題解消には保護者の協力が不可欠であるが、保護者に的確なアド

バイスをしていく役割を教育現場の教員や保育士に限定する必要はない。運動プログラム

の指導者の資格を有する様々な者が、例えば休日に定期的な子どものためのスポーツイベ

ントを開催する。そのイベントに参加した保護者が、指導者から得たアドバイスをもとに

我が子の健康を正しく管理していく。このような民間レベルでの活動をしっかりと根付か

せることが、教育現場での様々な取り組みを補完するとともに、子ども達を健康に導いて

いける地域ぐるみの体制構築に大いに貢献するであろう。 

プレ・ゴールデンエイジと呼ばれる、幼児・小学生低学年を対象としたボール遊びの体

系的な指導法はまだまだ確立していないという意見もあり、幼稚園・保育園等の現場で運

動指導の方法について悩みを抱えている幼稚園・保育園や学童保育の現場からは、運動プ

ログラム指導者の認定資格化に対して期待の声が寄せられている。また、バスケットボー

ル等のスクール事業の現場からも、子どもの基礎的な運動能力を養うツールとして注目さ

れており、この資格を有する人材を積極的にコーチとして採用したいというお話もいただ

いている。 

 震災後の福島の子ども達を健康に導くのは勿論、全国の子ども達の運動不足解消にも貢

献できるよう、確かな実績を残すべく、本事業の運営を継続していきたい。 
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平成 26年度 文部科学省委託事業 

東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業 

福島の子ども達を健康に導く運動プログラム普及と指導者育成事業 
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