
 

 

 

第 21回スポーツ少年団指導者全国研究大会開催要項 

～子どもたちを育むスポーツ環境を考える～ 

 

1. 主  旨 今後のジュニアスポーツおよび生涯スポーツの振興、ジュニア期のスポーツとその指

導のあり方等についての研究を通して指導者個々の質的向上を図るとともに、ジュニ

アスポーツに対する望ましい指導体制を確立するために、現在ジュニアスポーツの指

導に直接従事している登録指導者を対象に研究大会を開催する。 

  

2. 主  催 公益財団法人日本体育協会 日本スポーツ少年団 

  

3. 主  管 日本スポーツ少年団指導者協議会運営委員会 

  

4. 後  援 スポーツ庁 (予定) 

  

5. 期  日 平成 28年 6月 26日 (日) 

  

6. 会  場 ホテルグランドパレス 

東京都千代田区飯田橋 1-1-1  TEL 03-3246-1111 

  

7. 参 加 者 スポーツ少年団登録指導者 400名 

  

8. 研究内容 (1) 特別講演  土屋 裕睦 (大阪体育大学) 

「新しい時代にふさわしいジュニア期の指導法 

－スポーツにおける暴力行為根絶を目指して－」 

 (2) 分科会 (パネルディスカッション) ※ 全てテーマは仮称 

A：スポーツ少年団と総合型クラブの相互補完関係の新展開 

B：アクティブ・チャイルド・プログラムを活用したリーダー育成の取り組み方 

C：親子の健康・体力を考える ～いまスポーツ指導者に求められていること～ 

D：スポーツ少年団の認知度向上にむけた情報発信 

  

9. 大会日程 別添日程による 

  

10. 参加申込 都道府県スポーツ少年団は、所定の参加申込書により 5月 31日(火)までに日本スポー

ツ少年団宛申し込むこと。なお、申し込みの際には、併せて E-mail でも所定の様式

にて送付すること。 

送付先 E-mailアドレス：jjsa@japan-sports.or.jp 

※ 全ての参加申込受付後、参加確定通知を都道府県スポーツ少年団宛てに送付する。 

  

11. 参 加 料 都道府県スポーツ少年団は参加料 2,160円×人数分を取りまとめ、6 月 17 日(金)まで

に下記振込先へ納入のこと。 

なお参加料納入後に欠席の場合、参加料の返金は行わない。 

 
※ 参加者は都道府県スポーツ少年団の指示に従い、参加料を納めること。 

 

 

 

<振込先> 三菱東京UFJ銀行  渋谷支店  普通預金  3085407 

口座名:公益財団法人日本体育協会 

ザイ）ニホンタイイクキョウカイ 

スポーツ振 興 くじ助 成 事 業  

mailto:jjsa@japan-sports.or.jp


12. 義務研修 この研修会は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者の資格更新のための義

務研修となります。ただし、水泳、サッカー、テニス、バドミントン、剣道、空手道、

バウンドテニス、エアロビック（上級コーチのみ）、スクーバ・ダイビング、スポー

ツドクター、スポーツデンティスト、アスレティックトレーナー、スポーツ栄養士、

クラブマネジャー、プロゴルフ（教師・上級教師）、プロテニス、職業スキーの資格

者については、別に定められた条件を満たさなければ資格を更新できません。テニス

の指導者は 2ポイントの実績になります。（平成 28年 4月 1日現在） 

  

13. そ の 他 参加者は申し込み時に予め参加希望分科会を第 2希望まで記入すること。 

ただし、希望者多数の際は日本スポーツ少年団にて調整の上、変更する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～スポーツ界における暴力行為根絶に向けたスローガン～ 

暴力０（ゼロ） 心でつなぐスポーツの絆 



第 21回スポーツ少年団指導者全国研究大会・会場案内図 

 

    「ホテルグランドパレス」＜URL：http://www.grandpalace.co.jp/＞ 

     〒102-0072  東京都千代田区飯田橋 1-1-1  TEL：03-3264-1111 

交通： 地下鉄「九段下駅」より徒歩 1分 

・東京メトロ東西線…7番口（富士見口） 

・東京メトロ半蔵門線、都営新宿線…3番口 

  

 JR総武線、地下鉄有楽町線、南北線、大江戸線「飯田橋駅」より徒歩 7分 

 

 

【ホテルグランドパレス案内図】 

 

 



期日：平成28年6月26日（日）    会場：ホテルグランドパレス（東京都）

9：30～10：30 受付

10：30～11：00 開会式 (2階　ダイヤモンド)

(30分) 1．主催者あいさつ：坂本祐之輔（日本スポーツ少年団本部長） 〔予定〕

2．来賓あいさつ：　調整中

3．日程・資料説明

11：00～12：00 特別講演 (2階　ダイヤモンド)

(60分) 「新しい時代にふさわしいジュニア期の指導法」

　　　　～スポーツにおける暴力行為根絶を目指して～

演　 者：土屋　裕睦（大阪体育大学）

12：00～13：00 休憩

(60分)

13：00～15：30 分科会

(150分) テーマ 座   長 パネリスト パネリスト パネリスト

赤松 喜久 市川 裕代 奥松 成安 小出 利一

(大阪体育大学) (総合型ｸﾗﾌﾞとらい夢) (いいの夢ｸﾗﾌﾞ) (新町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

佐藤 充宏 東 風華 金川 久恵 吉田 繁敬

(徳島大学大学院) (滋賀県ｽﾎﾟｰﾂ少年団) (有緝ｽﾎﾟｰﾂ少年団) (愛知県ｽﾎﾟｰﾂ少年団)

杉山 康司 紙谷 真紀 富田 寿人 山本 竜隆

(静岡大学) (ｱｸﾃｨﾌﾞkurobeｽﾎﾟｰﾂ少年団) (静岡理工科大学) （朝霧高原診療所）

武隈 晃 金子 悟 澁谷 健一 武者 和実

(鹿児島大学) (新潟日報社) (新潟県体育協会) (新町ｽﾎﾟｰﾂ少年団)

15：30～15：45

(15分)

15：45～16：30 全体会（2階　ダイヤモンド）

(45分) 分科会報告：各分科会座長

閉会式

主催者あいさつ：調整中

Ｃ
親子の健康・体力を考える
～いまスポーツ指導者に
　　　　　　求められていること～

Ｄ
スポーツ少年団の認知度向上
にむけた情報発信

第21回スポーツ少年団指導者全国研究大会 日程表

休憩

Ａ
スポーツ少年団と総合型クラブの
相互補完関係の新展開

Ｂ
アクティブ・チャイルド・プログラムを
活用したリーダー育成の取り組み方



 

【Ａ分科会】 

 

スポーツ少年団と総合型地域スポーツクラブの相互補完関係の新展開 

 

日本体育協会では、平成 24年度から平成 25年度にかけてスポーツ少年団・総合型地域ス

ポーツクラブ連携促進実務者会議を実施し、地域を拠点とするスポーツクラブとしてお互い

に共通する考え方を確認するとともに、スポーツ少年団と総合型地域スポーツクラブ（総合

型クラブ）が持つ特徴を活かしつつ、相互補完をして連携を図ることの大切さを両関係者が

共通認識したところである。 

また、スポーツ少年団と総合型クラブは、共にドイツのスポーツクラブを見本として創設

され、現在、全国でスポーツ少年団は 33,077団（平成 27年度登録数）、総合型クラブは 3,328

クラブ（平成 27年 7月 1日現在 文部科学省発表）が活動している。 

そこで本分科会では、日本スポーツ少年団の日独交流に参加した経験をお持ちの方々をパ

ネリストに迎え、ドイツとの交流で培ったスポーツクラブ運営のノウハウをどのようにスポ

ーツ少年団、総合型クラブに取り入れ、現在の活動に至っているかについて事例を発表して

いただく。そのうえで、フロアを交え議論を深め、スポーツ少年団と総合型クラブの今後の

相互補完関係の新展開に関して、具体策を検討する。 

 

 

【座長】 

・ 赤松 喜久 (大阪教育大学 教授) 

 

【パネリスト】（氏名順） 

・ 市川 裕代 (NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラブとらい夢 クラブマネジャー)  

・ 奥松 成安 (いいの夢クラブ 副理事長) 

・ 小出 利一 (NPO法人新町スポーツクラブ 理事) 

 



【B 分科会】 

 

アクティブ・チャイルド・プログラムを活用したリーダー育成の取り組み方 

 

昨年から本研究大会の分科会の一つを、リーダー育成における活動や研究の情報発信の場

として位置づけ、リーダー育成担当指導者の支援ネットワークの展開を進めている。 

リーダー育成担当指導者にとって、スポーツ少年団活動におけるリーダーの役割が明示で

きる魅力的な活動づくりの開発は、喫緊の課題となっている。 

日本スポーツ少年団では、“「リーダーを活動現場で輝かせる」具体策の一つが子どもの運

動あそびのプレイリーダーである”という育成ビジョンを立てている。これまで 4 年をかけ

てジュニア・リーダースクールやシニア・リーダースクールにおける実践プログラムとして、

アクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）の導入を進め、加えて、全国スポーツ少年団

リーダー連絡会及びブロックリーダー研究大会でも ACP の実技講習と活用の研究を継続的

に実施している。 

そこで本分科会では、各パネリストの方々から女性指導者研修会における ACP の実施、

ACP スポーツ少年団の設立、日常の練習における ACP の活用とリーダーの活動の事例を発

表いただいた上で、その運営方法について議論を深め、ACP の活用によるリーダーの育成、

スポーツ少年団活動における魅力あるリーダー活動づくりについて、具体策を検討する。 

 

 

【座長】 

・ 佐藤 充宏 (徳島大学大学院ｿｼｵ・ｱｰﾂ・ｱﾝﾄﾞ・ｻｲｴﾝｽ研究部 教授／日本スポーツ少年団 

指導育成部会) 

 

【パネリスト】（氏名順） 

・ 東 風華 (滋賀県スポーツ少年団) 

・ 金川 久恵 (三重県スポーツ少年団、有緝スポーツ少年団) 

・ 吉田 繁敬 (愛知県スポーツ少年団／幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラ  

ム普及ワーキンググループ、リーダー養成ワーキンググループ)  

 



 

【C分科会】 

 

親子の健康・体力を考える 

～いまスポーツ指導者に求められていること～ 

 

スポーツ少年団の役割は、低い年齢層から身体を動かすことの楽しさを伝え、運動やスポ

ーツを子どもたちの生活に定着させることであると考え、日本スポーツ少年団「第 9 次育成

5 か年計画」では「多様な子どもたちのニーズに応える活動プログラムの提供」や「対象年

齢の拡大；幼児加入のための条件整備」などの取組みが進められている。 

子どもを取り巻く社会環境の変化や、体力の低下を受け、平成 22年度には日本体育協会が

「アクティブ・チャイルド・プログラム」、平成 24年度には文部科学省が「幼児期運動指針」

をまとめた。日本スポーツ少年団では、「第 9次育成 5か年計画」の取組みのひとつとして「幼

児期からのアクティブ・チャイルド・プログラム」を作成し、そのガイドブックを平成 26年

度末に各単位団に配付するとともに、平成 27年度からは同プログラムを普及するための講習

会を実施しているところである。 

また、これまでもスポーツ少年団では、主となるスポーツ活動に加え、子どもたちのここ

ろとからだの発育発達に十分配慮した活動プログラムとして、親子で参加するキャンプやハ

イキングなどの大自然の中での活動を推奨しているが、自然との関わりが希薄になりつつあ

る現代社会において、その重要性を再認識することが求められる。 

そこで本分科会では、幼児期からの日常生活における運動遊びに加え、自然環境での様々

な活動・体験の具体的なプログラムをご紹介いただくとともに、プログラムの作成や指導の

ポイントを解説していただく。そのうえで、生涯にわたり健康的で豊かな生活を送ることや、

専門競技種目の基礎となる動きづくりにつなげるための運動や活動の要素を、年間活動プロ

グラムに取り入れる方法を検討する。また、これから幼児を受け入れるにあたっての不安や

対策にも言及しながら、運動遊びを取り入れた幼児のための活動プログラムについても活発

な情報交換を行う。 

 

【座長】 

・ 杉山 康司 (静岡大学 教授／日本スポーツ少年団指導育成部会) 

 

【パネリスト】（氏名順） 

・ 紙谷 真紀 (アクティブ kurobeスポーツ少年団)  

・ 富田 寿人 (静岡理工科大学 教授／日本スポーツ少年団活動開発部会／幼児期からの 

アクティブ・チャイルド・プログラム普及ワーキンググループ) 

・ 山本 竜隆 (朝霧高原診療所 院長) 



【D分科会】 

 

スポーツ少年団の認知度向上にむけた情報発信 

 

スポーツ少年団の「地域に根ざし、青少年の健全育成を通じて社会に貢献する」という重

要な役割・責任と、その具体的な活動の社会的認知度を向上させるためには、多くの方々に

自分たちの団体を知ってもらう必要があり、そのためには「広報活動」が重要である。 

現在は、比較的低コストで運用が可能なインターネットを活用した「広報活動」が活発に

行われており、ホームページや Facebook、Twitter等の SNSを活用しているスポーツ少年団も

少なくない。 

このような「広報活動」（自分たちの団体が目指す方向性や活動状況を様々な方法で広報す

ること）にあたり、スポーツ少年団活動に対して地域の多くの方々の理解、支援、協力を得

るためにも、伝えたい相手に対し、常に誠意をもって良好な対話の関係をつくることが大切

である。 

そこで本分科会では、スポーツ少年団や県体育協会からのパネリストに加え、報道するメ

ディアからのパネリストも迎え、スポーツ少年団における「広報活動」に関わる事例をご紹

介いただくとともに、メディアの立場から、記事として取り上げやすい事例や有効な広報方

法等をご紹介いただく。 

そのうえで、スポーツ少年団の認知度向上にむけた情報発信をはじめとした具体的な「広

報活動」の在り方を検討する。 

 

 

【座長】 

・ 武隈 晃 (鹿児島大学／日本スポーツ少年団広報普及部会) 

 

【パネリスト】（氏名順） 

・ 金子 悟 (新潟日報社 編集局 運動部) 

・ 澁谷 健一 (公益財団法人新潟県体育協会／日本スポーツ少年団広報普及部会) 

・ 武者 和実 (新町スポーツ少年団／日本スポーツ少年団広報普及部会) 

 


