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楽しく運動を続けるために… 
 

～スポーツ指導者の役割とあり方～ 
はじめに 
 「遊び」が語源であるスポーツには、そのスポーツが上手くなり楽し
く長く続けられるという魔法のような要因があるようです。逆に、運動
は筋力、持久力などの能力を高める手段であって、言わば生産すること
を目的としており、肉体的にも精神的にも辛くなることも多く、おもし
ろさにも欠け、続けるのには容易ではありません。 
 

  また、運動はゆっくり長く続けていくことに価値があり、健康づく
りに関しても必要不可欠なことでもあります。特に「運動」においては、
よりおもしろく、より楽しく、より長く続けるためのプログラムの開発
が重要な課題であると言えます。 
 

   



FitnessBusiness フィットネスビジネス産業史 











FitnessBusiness フィットネスビジネス産業史より 



スポーツって 

「遊び」が語源 

だったんだって
… 

スポーツって 

「遊び」が語源 

だったんだって
… 

スポーツって… 
 

 スポーツということばは広義には、楽しみや健康を求めて
自発的に行われる運動をいい、狭義には競争として行われる

運動を意味する。 
(文献：スポーツ大辞典：大修館 岸野雄三ほか編 1987) 

       運 動     ≒    スポーツ      ≦        体 育 
  exercise(s)         (sports)         (physical education) 
       運 動     ≒    スポーツ      ≦        体 育 
  exercise(s)         (sports)         (physical education) 

遊びとは？（スポーツの語源） 
 楽しむ、娯楽、休養、リラックス、ストレス解消など                   
の目的で生物がする行動の総称。  など 

日本体育協会が日本スポーツ協会へ 
国民体育大会が国民スポーツ大会へ？？  



スポーツ 
一定のルールに則って営まれる競技 

（仕事や義務でない）気晴らしをする、楽しむ 
古いフランス語が語源 

フィットネス 
健康のための運動 

体組成（体脂肪率）、心肺機能、筋力・筋持久力、柔軟性 

（physical fitness）を高める 

消費 パフォーマンスの
発揮 

生産 能力を高める 

目的 手段 

プレイ テクノロジー 

非日常 日常 

文献：生涯スポーツの社会経済学 

スポーツとフィットネスの対比的特性 

特定の人だけではなくすべての人々に 

楽しく、気軽にスポーツ・運動を！ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E8%84%82%E8%82%AA%E7%8E%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%8B%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9F%94%E8%BB%9F%E6%80%A7&action=edit&redlink=1


生涯スポーツとは？ 

 

     『誰もが生涯を通じて、いつでも、 

               どこでも、気軽に親しみ、楽しむスポーツ』 

 
・健康のための適度な運動・スポーツを生活習慣に取り入れられることができる。 
 

・運動・スポーツを楽しめる余裕のある時間を持つことができる。 
 

・スポーツ参加によって得られる満足感、達成感により自己の実現ができる。 
 

・スポーツを通じて、お互いの価値観を理解し合い、人との交流を深めることが 

    できる。 
 

・自然を利用したスポーツを通じて、自然とのふれあいができる。 



生涯スポーツのこれから 
 

   『Sport  for  All』     『Sport  for  Everyone』 
 

    全体を集合的に見る       各個体に主眼を置く 

  

 

スポーツ白書（笹川スポーツ財団）より一部抜粋 

生涯スポーツ社会づくりに必要な要因 
 

・スポーツ活動の環境（公園、スポーツ施設等）の整備 
 

・質の高いスポーツ指導者の育成（個人、団体） 
 

・運動・スポーツの情報の提供 
 

・イベントなどスポーツ事業の推進  など 

 



全国のスポーツ施設数は,約20万か所であり,近年減少傾向にある。 

 設置者別に見てみると,学校体育施設が,我が国のスポーツ施設の約半数を
占めている。また,近年は,公共スポーツ施設と民間営利(商業)スポーツ施設の
伸びが著しく,全施設に占める割合は,公共スポーツ施設が約20％,職場スポー
ツ施設を含めた民間スポーツ施設が約25％となっている。 

 施設の種類別に見ると,主な施設としては,運動広場約5万か所,体育館約5万
か所,水泳プール(屋内・屋外)約4万か所,庭球場(屋外)約3万か所となっている。 

 また,施設の規模について見ると,陸上競技場,野球場,ソフトボール場,剣道場
などでは大規模な施設が多く,水泳プール(屋内・屋外),体育館などでは逆に小
規模施設が多くなっている。さらに,設置者別に見ると,各施設種別とも,大学・高
等専門学校及び公共体育施設に大規模施設が多く設置されている。 

文部科学省「体育・スポーツ施設現況調査」および 

産業活動分析（平成２４年年間回顧） 







 総合型地域スポーツクラブ（総合型クラブ）とは、一般的に「地域の人々に
年齢、 興味関心、技術技能レベル等に応じた様々なスポーツ機会を提供する、
『多種目』『多世代』『多志向』のスポーツクラブ」として示されている。  
                   (「スポーツ基本計画」平成24年3月文部科学省策定)   

・複数の種目が用意されている。（例サッカー、バドミントン、水泳等） 
・地域の誰もが年齢、興味・関心、技術・技能レベルなどに応じて、いつまでも活動できる。 
 （子どもから高齢者まで、初心者からトップレベルの競技者まで） 
・定期的・継続的なスポーツ活動を行うことができる。 
・個々のスポーツニーズに応じたスポーツ指導が行われる。 
・地域住民が主体的に運営する。 

豊かな地域社会を構築 

「人づくり」 
「まちづくり」 
「いきがいづくり」 

教育的な意味（子ども） 
気楽に楽しめる 









スポーツ指導者の現状について（スポーツマーケティング調査より）  

日頃指導を受けている指導者は？ 

プロの 
コーチ 

体育 
指導員 

競技団体の
公認指導員 

学校の
先生 

知人・友人 
クラブの仲間 

スポーツ指導者を必要と感じている人はまだ少ない。 

望ましいスポーツ指導者とは？ 

仲間づくり
など面倒み
がよい 

楽しさを 
指導する人 

 

実際的な方
法を指導す

る人 
 

技術にすぐ
れ、技術の
向上を重視
する人 

 



スポーツ指導者の活動内容とは？ 

スポーツ事業
に関わる 

企画・立案に
参画 

スポーツ行事・
大会等の事業を
運営・実施 スポーツ振興

とニュース
ポーツの普及 

 

各種スポーツ
情報の提供 

 スポーツ関
係団体との
連携・調整 

各種スポーツ
クラブ・サー
クルやスポー
ツ少年団の組
織化に努め、
運営に対する
指導・助言 

・研修に費用がかかり過ぎ 
・社会的評価が低い 
・指導者間のコミュニケーション 
 が取りにくい 
・公共､行政のバックアップ？ 
・指導者同士の人間関係 
 ※    指導者のドロップアウト 

 

・研修に費用がかかり過ぎ 
・社会的評価が低い 
・指導者間のコミュニケーション 
 が取りにくい 
・公共､行政のバックアップ？ 
・指導者同士の人間関係 
 ※    指導者のドロップアウト 

 スポーツ指導者の悩み 



資格区分 資格名 目    的 

スポーツ指導 

基礎資格 

スポーツリーダー グループやサークルなどのリーダーとして、基礎的なスポーツ指導・運営 

競技別指導者 指導員 スポーツに初めて出会う子どもたちや初心者を対象 

上級指導員 年齢、競技レベルに応じた指導、事業計画の立案など指導者の中心的な役割 

コーチ 地域において、競技者育成のための指導 

上級コーチ ナショナルレベルのトレーニング拠点において、各年代で選抜された競技者の育成強化 

教師 商業スポーツ施設等において、競技別の専門的指導者として質の高い実技指導 

上級教師 教師指導に事業計画、指導方針決定など指導者の中心的役割、経営コンサルティングなど 

フィットネス 

（指導者） 

ジュニアスポーツ指導員 幼・少年期の子どもたちに遊びを通した身体づくり、動きづくりの指導 

スポーツプログラマー 主として青年期以降の全ての人に対し、フィットネスの維持や向上のための指導・助言 

フィットネストレーナー 商業スポーツ施設において、相談及び指導助言を行うとともに、各種トレーニングの基本
的指導等 

メディカル 

コンディショニング 

（指導者） 

スポーツドクター スポーツマンの健康管理、スポーツ障害、スポーツ外傷の診断、治療、予防研究等 

アスレチックトレーナー 健康管理、傷害予防、スポーツ外傷・障害救急処置、リハビリテーション及びトレーニン
グ、コンディショニング等 

スポーツ栄養士 競技者の栄養・食事に関する栄養教育や、食事環境の整備に関する支援等 

マネジメント 

（指導者） 

アシスタントマネジャー 総合型の地域スポーツクラブにおいてクラブマネジャーを補佐し、クラブ経営のための諸
活動をサポート 

クラブマネジャー 総合型の地域スポーツクラブなどで継続的に快適なクラブライフの健全なマネジメント 

スポーツ指導者の資格制度 
 

  公益財団法人 日本体育協会 



公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 

健康運動指導士 個々人の心身の状態に応じた、安全で効果的な運動を実施するための 

運動プログラムの作成及び指導 

健康運動実践指導者 積極的な健康づくりを目的とした運動を安全かつ効果的に実践指導 

 

その他 

公益財団法人 日本レクリエーション協会 公益財団法人 日本障害者スポーツ協会 中央労働災害予防協会 

レクリエーションインストラクター 障害者スポーツ指導員（初級・中級・上級） 運動指導担当者（ヘルスケア・トレーナー） 

レクリエーションコーディネ－ター 障害者スポーツコーチ 運動実践担当者（ヘルスケア・リーダー） 

福祉レクリエーションワーカー 障害者スポーツ医 

余暇開発士 障害者スポーツトレーナー 



あ行 
合気道  アスレティックトレーナー  
アーチェリー  一輪車指導員  
エアロビックダンスエクササイズインストラク
ター（ADI）  

オリエンテーリング・インストラクタ  

オートレース審判員  オートレース選手（選手候補生）  
 
か行 
 滑空記章  空手道 
 カート・ドライバー国内ライセンス  競輪選手（日本競輪学校） 
 健康運動指導士  健康運動実践指導者 
 剣道  ゲートボール審査員 
 小型船舶操縦士免許   
 
さ行 
 サイクリング指導者  サッカー審判員 
 サーフィン海上安全指導員  サーフィン検定 
 指導員  少林寺拳法 
 JAF競技運転者国内ライセンス  柔道 
 ジュニアスポーツ指導員  上級指導員 
 女子プロゴルファー  スカッシュコーチ〈レベル1〉 
 スクーバダイビング国際認定証  スクーバダイビング・インストラクター 
 スノーボード・インストラクター  スポーツプログラマー 
 スポーツリーダー  全日本スキー連盟公認 スキー準指導員 

http://shikaku-fan.net/%E5%90%88%E6%B0%97%E9%81%93/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC/
http://shikaku-fan.net/%E4%B8%80%E8%BC%AA%E8%BB%8A%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%93%A1/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%88ADI%EF%BC%89/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%88ADI%EF%BC%89/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%88ADI%EF%BC%89/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%88ADI%EF%BC%89/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4%E5%93%A1/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%81%B8%E6%89%8B%EF%BC%88%E9%81%B8%E6%89%8B%E5%80%99%E8%A3%9C%E7%94%9F%EF%BC%89/
http://shikaku-fan.net/%E6%BB%91%E7%A9%BA%E8%A8%98%E7%AB%A0/
http://shikaku-fan.net/%E6%BB%91%E7%A9%BA%E8%A8%98%E7%AB%A0/
http://shikaku-fan.net/%E7%A9%BA%E6%89%8B%E9%81%93/
http://shikaku-fan.net/%E7%A9%BA%E6%89%8B%E9%81%93/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9/
http://shikaku-fan.net/%E7%AB%B6%E8%BC%AA%E9%81%B8%E6%89%8B%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%AB%B6%E8%BC%AA%E5%AD%A6%E6%A0%A1%EF%BC%89/
http://shikaku-fan.net/%E7%AB%B6%E8%BC%AA%E9%81%B8%E6%89%8B%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%AB%B6%E8%BC%AA%E5%AD%A6%E6%A0%A1%EF%BC%89/
http://shikaku-fan.net/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%81%8B%E5%8B%95%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%A3%AB/
http://shikaku-fan.net/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%81%8B%E5%8B%95%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%A3%AB/
http://shikaku-fan.net/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%80%85/
http://shikaku-fan.net/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%80%85/
http://shikaku-fan.net/%E5%89%A3%E9%81%93/
http://shikaku-fan.net/%E5%89%A3%E9%81%93/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1/
http://shikaku-fan.net/%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E8%88%B9%E8%88%B6%E6%93%8D%E7%B8%A6%E5%A3%AB%E5%85%8D%E8%A8%B1/
http://shikaku-fan.net/%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E8%88%B9%E8%88%B6%E6%93%8D%E7%B8%A6%E5%A3%AB%E5%85%8D%E8%A8%B1/
http://shikaku-fan.net/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%80%85/
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・グループの発展等

グループの組織化
・活動プログラムの作成

・活動の場所の設定と確保
・グループの発展等

スポーツに関する理
論・技術やマナー等
の指導

スポーツに関する理
論・技術やマナー等
の指導

スポーツを企画・
運営し、共に実践

スポーツを企画・
運営し、共に実践

マネージャーを育成し、
収益となるスポーツ事業
を展開

マネージャーを育成し、
収益となるスポーツ事業
を展開

その他その他

スポーツ指導者の役割  



スポーツ・運動の指導者の資質って… 

リーダーシップ マネージメント 

施設管理と組織づくり 
 

活動プログラムの作成、活動の場所
の設定と確保、グループの発展等 

スポーツイベントの企画・
運営＆実践 

スポーツ・運動理論＆技術 
 

常に向上心を持って習得 

スポーツルール＆マナー 

ルール＆マナーを指導 

仲間づくり
など面倒み
がよい 

何事にも、 

楽しくチャレ
ンジする 

 

遊び心があ
り、心身と
もに健全 

 

スポーツを
心から愛す
る（好き） 

 

自己管理 その他 

 



     資質を高めるために…（教育事例） 

 
1. 何が得手で、何が不得手…？ 不得手なもの対策法は？ 

 

2. 健康に自信がありますか？ 
 

3. 仕事に誇りを持っていますか？ 
 

4. お客様（利用者）のことをどこまで知っていますか？ 
 

5. 将来の夢は…、そのために何をしていますか？ 
 

6. 思いやりとは？ 
 

7. 仲間ってどんなものですか？ 
 

8. 「人とのつながり＆心のふれあい」を大切にしていますか？ 
 

 



 
・目の前が明るくなる感じを表す  
 

・美しい景色を形容する 
 

・目の前が広々とひらける感じ 
 

・気持ちが晴れるようだ 
 

・心をひかれるさまである 
 

・愉快である。楽しい 
 

・思うとおりで好ましい 
 

・興趣(きょうしゅ：あじわいのあるおもしろみ）がある。 
 

 また、趣向がこらされている。  （広辞苑） 

 

ちょこっとメモ）                   計測器・分析器メーカー 

HORIBAグループの社是シャゼ（会社の方針）は「おもしろ おかしく」 
 

  この社是には、人生の一番よい時期を過ごす「会社での日常」を積極的でエキサイティング
なものにしてほしいという、前向きな願いが込められています。 

お
も
し
ろ
い 







  

楽しく運動をしていただくために… 

１．何にでも、おもしろいと感じること！ 
 

２．『楽しい！』という気持ちを常に持つこと！ 
 

３．何をするにも楽しむこと！ 
 

４．人を好きになること！ 
 

５．いつも元気であること！ 

                   

「笑いは百薬の長」「笑いに勝る良薬なし」  

「笑いは人の薬 」 「笑う門には福来たる」など 

「笑う」の諺から 

笑いは、心の
サプリメント 



  

  

大きい声を出して、いつも元気に
ニコニコしていれば、たいていの
ことはうまくいきます。 

 樋口廣太郎（実業家） 

アサヒビール元代表取締役社長  

年とったから遊ばなくなる
のではありません。遊ばな
くなるから年をとるのよ。 

 Ｈ・ヘイズ（米 女優）
「武器をさらば」  

何があっても、面白がって
しまいなさいよ。 

 内館牧子（脚本家） 

何があっても、面白がって
しまいなさいよ。 

 内館牧子（脚本家） 

楽しきと思うが楽しきの基な
り。 
松平定信（江戸時代 大名） 

8代将軍・徳川吉宗の孫  

楽しきと思うが楽しきの基な
り。 
松平定信（江戸時代 大名） 

8代将軍・徳川吉宗の孫  

人間は何もしないで遊んで
いる時に育つんだよ。 

小林秀雄 
神戸電鉄第9代社長  

人間は何もしないで遊んで
いる時に育つんだよ。 

小林秀雄 
神戸電鉄第9代社長  

ユーモアのない一日
は、きわめて寂しい
一日である。 

  島崎藤村 

ユーモアのない一日
は、きわめて寂しい
一日である。 

  島崎藤村 

笑顔を忘れぬ人は常に歓
迎される。 

フランクリン・ベトガー
（伝説的セールスマン？）  

笑顔を忘れぬ人は常に歓
迎される。 

フランクリン・ベトガー
（伝説的セールスマン？）  

偉人の名言 

 杉山気功科学研究所などから抜粋 



スポーツの楽しさ、
おもしろさを伝えま
しょう！ 

スポーツの楽しさ、
おもしろさを伝えま
しょう！ 

 

・健康増進施設・スポーツクラブ等の管理・運営 
 

・各種スポーツ教室の指導＆運営 
 

・健康・スポーツイベントの企画・運営 
   スポーツ大会、レク大会、ウォーキング大会、運動会 等  
 

・健康づくり＆健全育成のための社会福祉事業への取組み 
   高齢者、障がい者、幼児・児童 等 
 

・健康･体力づくりのための研究･開発 
   高齢者の体力、介護予防運動、健康調査、健康体操製作 等 
 

・健康・スポーツ情報の収集と提供 
 

・講習会、学会などの開催＆運営 

   健康・スポーツ講習会、健康・体力に関する学会、シンポジウム 等 
 

・スポーツの国際交流 
 

・指導技術、知識のレベルアップ＆体力づくり 
 

・その他 

楽しいものを企画しましょう！ 



1月の年中行事 
• お正月 
• 七草がゆ 
• 鏡開き 
• 成人の日 

2月の年中行事 
• 節分 
• 立春 
• バレンタイン 
 

3月の年中行事 
• ひなまつり 
• ホワイトデー 

4月の年中行事 
• 花見 
• エイプリルフール 

5月の年中行事 
• 子供の日 
• 母の日 
• ゴールデンウィーク 

6月の年中行事 
• 梅雨 
• 父の日 
 

7月の年中行事 
• 七夕 
• お盆 
• 海の日 

8月の年中行事 
• 夏祭り・盆踊り 
• 十五夜・お月見 
 

9月の年中行事 
• 運動会・体育祭 
• 月見・中秋の名月 
• 敬老の日 

10月の年中行事 
• 体育の日 
• 紅葉 
• ハロウィン 

11月の年中行事 
• 紅葉 
• 七五三 
• ボジョレーヌーヴォ解禁 

12月の年中行事 
•クリスマス 
•年越しそば 
 

年中行事をイベントとして取り入れる！ 

http://www.worldfolksong.com/calendar/july.html
http://www.worldfolksong.com/calendar/august.html
http://www.worldfolksong.com/calendar/september.html


◎経験は有るが運動メニューの提供
等のサポートが必要な会員 ◎経験が無い会員 

  1 ヶ月目    2 ヶ月目  3 ヶ月目  4 ヶ月目    5 ヶ月目    6 ヶ月目  7 ヶ月目    8 ヶ月目    9 ヶ月目   10ヶ月目 11ヶ月目   12ヶ月目 

退会の一番多い時期 延ばす 

 『 ステップ ５ 』までのカウンセリングを  
どれだけ実施できるかがポイント！ 

≪ステップ  ３≫ 

◆効果チェック・InBody測定 
◆自己診断（３回目） 
◆トレーニングメニューの見直し 

≪ステップ  ２≫ 
◆体力チェックを登録。カウンセリングを行い、本格的なメニュー提供 
◆目標設定（未来の自分をシミュレーション） 
◆自己診断（２回目） 

≪ステップ  １  （初回利用 ）≫ 

◆問診を行い、システムに利用者の登録（自己診断含む） 
◆コースの決定 
◆InBodyの測定を行い、カウンセリング（目的や方向性） 
◆トレーニングメニューの提供（ウエルカムメニュー） 

※『ステップ３』 
   同様 

≪ステップ  ４≫ 

◆効果チェック（２回目） 
◆自己診断（４回目） 
◆トレーニングメニューの見直し 

≪ステップ  ６≫ 

２年目からは半年に１回 
トレーニング履歴データを基に 
フリーカウンセリングを実施 

※『ステップ３』 
   同様 

≪ステップ  ５≫ 

運動を進めて行く計画をしていますか？ 



指導者に求められることはなんだろうか 

ズバリ、成功体験をさせてあげること！ 

身体を動かすことの喜び・楽しさを伝えよう！ 



レクリエーション（recreation）活動の勧め  

余暇に行われる
のがレクリエー
ションだよ！ 

 「仕事や勉強などの精神的・肉体的な疲れを休養や娯楽によって癒すこと。 
また、そのために行う休養や娯楽」：広辞苑 
 
 レクリエーションの語源はラテン語のre-creare（“再び創る”という意味）
と考えられている。 
      
 「食事を共にすることによってリフレッシュすること、軽い食事、 （精神的

影響及び飲食による）元気回復、滋養」     
             
  ① recreation ：休養、保養、気晴らし 
  ② re-creation：改造、作り直し、改造物 

ニュースポーツを取り入れてアスリート気分！  

レクリエーショナル  







































 スポーツ・運動の指導者の役目とは？？ 
 

  自分が楽しくないのに、人に楽しさなんか与えられる筈がありません。 
 

 周りの人に楽しさを！笑いを！そして、何よりも信頼を得られる。 
 

そんな人がスポーツ・運動の指導者かも知れないですね！ 

 
 相手（周りの人）のことをよく考えて…『気配り、思いやり』を大切に 
 

 しましょう。 

 

スポーツ指導者は『道化師』！？ 
ピエロ（pierrot）？    クラウン（crown）？ 



ちがいは？？ 

クラウンよりもさらに馬鹿にされる芸風（日本的な視点ではツッコミが無いボケ役）を行
う。 クラウンとピエロの細かい違いはメイクに涙マークが付くとピエロになる。 涙のマー

クは馬鹿にされながら観客を笑わせているがそこには悲しみを持つという意味を表現し
たものであるとされる。 



１９６５年にはレクリエーションサービスは… 

 

①  より積極的に健康に貢献する 

②  病気の予防に貢献する 

③  病気の治療に役立つ 

④  身体的感情的、社会的、知的な可能性を発達させるのに役立つ 

 
『１９６１年声明』が全米医師会より出されており、それ以降、病院などで働いているレクリエーショ
ン担当者は、「セラピューティックレクリエーションスペシャリスト」と呼ばれるようになり、広く医
療の場に浸透していった。 

 

 

セラピューティック・レクリエーション  

精神科の領域でTRが発達し、体育系、カウンセリング系の専門家を
中心に、医療におけるレクリエーション活動の重要性が認識され… 
 

◇ 治療として実施するレクリエーション療法を支持する団体 
  （ATRA: http://atra-online.com/cms/） 
◇ トータルなアプローチを考えるTRを支持する団体  
  （http://www.nrpa.org/ntrs） 
 

に分かれている。全米では、Recreation Therapistは約2万人いると
言われています 



楽しく運動を続けるために… 
～スポーツ指導者の役割とあり方～ 

ご清聴ありがとうございました 


