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ないようになりますね。

ーの鬼ごっこなどをやっています。 同じ遊びを繰り返し行っても飽き

「しっぽとりオニ」は、ひもを使

山下

はい、遊びに飽きた様子は

わずタッチに変えています。

まったくなかったですね。

どのくらいの時間を遊びに

まの子どもたちは遊びをあまり知

るとおもしろいですね。でも、い

い遊びを提案したりするようにな

子どもたちが自分から新し
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分ほどで
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費やしていますか。
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“遊びの伝道師”
が行く！

子どもたち自ら遊びをアレンジ
遊びを取り入れて笑顔が増えた

“遊びの伝道師”こと佐藤善人先生が初めて仏生山ビガーズスポー

ら教えてもらった遊びを、同団はどのように取り入れているのだ

ツ少年団（以下、ビガーズ）を訪れてから約2カ月。前回、先生か

ろうか。日本体育協会でACPを研究する青野博研究員進行のもと、

佐藤先生、同団の河野徹夫総監督、山下明信監督にお話を伺った。
かわ の
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う」という提案が自分からはなか
そうですね。でも、以前教

なかできないのかもしれません。
河野
えていただいたような遊びがいい
きっかけになりました。知ってい
る遊びの数がたくさんあるほうが、
私たちがやれと言ってやる

発展性がありますからね。
山下
よりは、子どもたちに自由にやら

山下

山下

現場を何度か見てきましたが、高

佐藤

ちが面倒を見ているんですよね。

うちの長男と次男は空手を

青野

やっているのですが、幼稚園に入

ったころは、低学年・高学年と分

学年の子が小さい子の面倒をよく

ところで、ビガーズでは、

いまは全学年一緒に練習をしてい

る前の小さな子どもも、上の子た

かれていて、同年代の子どもだけ

見るんですよね。武道など基本的

はい。子どもの人数が多か

るのでしょうか。

で練習していましたが、いまは人

に個人競技のスポーツであればそ

てもいい。そこが子どもたちも楽

ないし、逆になると低学年の子が

わせると高学年の子が練習になら

野球の練習では、低学年の子に合

のアップに遊びを取り入れれば、

のはなかなか難しい。でも、最初

ので、全学年が何かを一緒にやる

が、野球やサッカーは学齢で動く

ういう状況もつくりやすいのです

私もいままで剣道や柔道の

名が一緒に練習しています。

数の都合で２年生から６年生まで

いたような子も、いまは楽しくや

しいのでしょう。

追いつかない。でも、遊びは全学

の

ったり、低学年の子の面倒を見る
っているようです。小学生は野球

年が一緒にできます。そのおかげ

せたほうが自然とリーダーが決ま
子が出てきたりと、役割分担がで
青野

青野
いなと。そのためにも、遊びはい

ますよね。

か、いまでは練習以外のときも学
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みんなで一緒にできますね。

楽しければ、自分からどん

どん体を動かして遊ぶようになり

ちに変化はありましたか。

年に関係なく遊んでいます。

いて小さい子の面倒を見たりして。 佐藤

野球の試合となると低学年

遊びを取り入れることで、自主性

その方法がいいでしょうね。

野球の場合は、競技の練習

河野

いまの子どもは規則で縛ら

いきっかけになると思いました。

遊びを取り入れてから、子

は学齢でやって、アップや休憩時

どもたちの笑顔がたくさん見られ

山下

河野

間は全学年で遊びをやって過ごす。

発揮する場がなかなかありません。 緒に遊んでいました。ガキ大将が

私たちが子どものころは、

れているし、たくさんのものを与

小さい子から上の子までみんな一

るようになりましたし、声も出る

子どもたちは、遊びにはも

河野

ようになりました。野球の練習の

と高学年では勝負になりませんが、

ときより遊びのときのほうが声は

遊びがきっかけになって、そうい

のすごく興味を示すんです。野球

が養われていくことも期待してい

出ていますね（笑）。それから、

ます。

遊びだったら低学年の子が高学年

はルールを変えられないけど、遊

う昔ながらの習わしを少しでも取

嫌々練習に来る子もいなくなりま

の子に勝てることもあります。小

通常の練習は指示待ちです

り戻せればいいなと思いますね。

佐藤

が、遊びの場合は自分たちでやる

日本体育協会スポーツ科学研究室研究
員。
ACPの研究・啓発活動に取り組んで
おり、
今回の座談会の司会進行役。

ので、自主性もどんどん身につい
試合前の練習で、強いチー

ていくと思いますよ。
山下

ムは子どもたちだけでアップした
りしているんですよね。そういう
意味でも、自主性を養うことはと
うちのチームもだいぶでき

ても大切です。
河野

青野 博研究員

低学年・高学年が
一緒にできるおもしろさ

えられすぎているので、自主性を

この２カ月間で、子どもた

をする際の入口の段階なので、と
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にかく嫌いにならないようにした

自身もビガーズの卒団生であり、
監督と
して子どもたちに野球を指導する。

きるようです。

山下明信監督
るようになったと思いますよ。
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びだったらルールを変えてしまっ

約20年前からビガーズに携わっており、
2年前に総監督に就任。

した。最初は親に連れられて来て

河野徹夫総監督

ていくかは常に考えていますね。

ですが、いかに飽きさせずにやっ

山下

山下

ついてお聞かせください。

青野

めて、これをしよう、あれをしよ

す。子どもが自由にリーダーを決

域で自発的にやってもらうことで

ほうがいいときもあるんですよね。 最終的な使命は、遊びを学校や地

くっているだけで、放っておいた

うと自主的に行えるようになれば

げかけてみるのもいいでしょう。

ろくなると思う？」と子どもに投

「どうやったらこの遊びがおもし

日陰でできるものとか。あとは、

れば、活動量が少ないものとか、

てみるのもいいですよ。夏場であ

やっていたような遊びを取り入れ

佐藤

それが課題です。

どうやって楽しく継続させるか。

アルが整備されすぎていて、ちょ

河野

ます。

き続きご指導いただきたいと思い

藤先生や日本体育協会さんにも引

べるようにしていきたいので、佐

れから先も子どもたちが楽しく遊

に替えることもできそうです。こ

習をしていましたが、それを遊び

せん。いままでは素振りなどの練

ールを使った練習があまりできま

場は日が落ちるのが早いので、ボ

ざいました。

日は皆さん、どうもありがとうご

のもいいのかなと思いました。本

みの視察に来ていただいたりする

時にはほかの団の方にこの取り組

で実践している遊びを紹介したり、

るような機会があれば、ビガーズ

のスポーツ少年団と合同で練習す

青野

いいですね。

もちろん、遊びは継続的に

「こうしたらいいんじゃない？」

っと厳しすぎますね。子ども社会

たらいいなと思います。ＡＣＰの

最近はかなり暑い日が続いていま

実践したいと思います。とくに冬

「それじゃおもしろくないな」と

を大人が上からすべて決めつけて

難しいというほどではない

すので、鬼ごっこも２、３回やる

では最後に、今後の展望に

と結構キツイです。そのあたりを

言いながら、子どもたちも楽しん

しまっているように感じられます。

どん遊びますね。練習中でも、

山下

っかけになればいいですね。

遊びを取り入れることが、そのき

楽しめるのではないでしょうか。

あげたら、子どもたちも自主的に

して共感していただいて、遊びを

かけづくりをしていますが、こう

今後の可能性として、ほか

で考えるので飽きません。子ども

もっと解放して、自由にやらせて

学生の時期にいろんな年齢の子と

「水分補給したら少し休憩しよ

佐藤
佐藤

継続してもらえることはとてもう

遊びを導入してから、
子どもたちはずいぶん変わりました。
6年
生が中心になって
「あの遊びをしよう」
とコーチたちを押しのけ
て主体的に遊んでいたこともあります。
遊びなら、
大きい子も小
さい子も無理なく体を動かせます。
小さい子が大きい子に勝てる
のもおもしろいですね。
上の子が下の子の面倒を見ることがで
きるようになったのも、
とてもよかったと思います。

コーチや保護者の皆さんが

は遊びの天才ですから、勝手にど

のつながりを覚えておくことは人

う」と言っているのに、キャッチ

たあと、「さぁ、休憩しましょ

れしいですね。その流れが皆さん

ビガーズに所属する子どもの
保護者・熊井佳名子さんのお話

最近の日本は規制やマニュ

んどんやってくれますよ。

生においても非常にプラスになる

ボールをしたり鉄棒をしたりして

う」って言うと、みんなすぐに遊

確かに、子どもたちはどん

と思いますし、子どものスポーツ

び始めちゃうんですよ（笑）。要

の仲間にもどんどん広がっていっ

私も幼児を集めて遊びをし

するに、われわれはきっかけをつ

私は全国のスポーツ少年団

の現場は本来こうあるべきではな

にお邪魔して遊びを紹介し、きっ

遊びを実践してみて、難し
かったことはありますか。

青野

子どもたちが学校や地域で
自発的に遊びができるように

いかと感じています。

勝手に遊んでいます（笑）。

▲遊びに積極的な子どもたち
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遊び

1

「ボールオニ」
コートの広さとオニを1人決める。
オニはボールを持ち、
ほかの人にボール
を当てる。
オニにボールを当てられたら、
その人がオニになる。
オニ以外は
ボールを当てられないようにコート内を逃げる。
人数に合わせてオニを増
やすとおもしろさが増す。

遊び

「Ｓケン」

2

大きなS字を地面に描いて、2つの円の中央にそれぞれ1個ずつ宝物
（今回はコー
ン）
を置く。
2チームに分かれて、
「スタート！」
の合図でS字に沿ってケンケンしな
がら相手の陣地に向かっていく。
途中で相手と出会ったら、
押しあって倒す。
浮か
せている足が地面についてしまったらもう一度自分のチームの陣地に戻って宝
物をタッチしてから再スタート。
相手の宝物を取ったチームが勝ち。
チーム内で攻
めと守りを決め、
役割分担をするなど、
あらかじめ作戦を練っておくと勝ちやすい。

遊び

「ボール集め競争」

3

4名4チームに分かれて、
それぞれ四角形の角にフラフープを置き、
その外側に一列で縦に並
ぶ。
四角形の中央にもフラフープを置き、
輪の中にボールを8個置く。
「スタート！」
の合図で、
一番前の人から順番にボールを取りに行き、
自分のチームのフラフープの輪の中に置く。
中
央のフラフープの中のボールがなくなったら、
相手のチームのフラフープの中から奪っても
いい。
一番早くボールを3つ集めたチームが勝ち。
相手のチームが自分のチームのボールを
取りに来ても邪魔してはいけない。
ボールの数を減らすと難易度がアップ。
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