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小学生のビーチサッカー教室の実践における経営学的考察
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in order to elementary students
SASAZAWA Yosiaki, KOBAYASHI Minoru and KANG Dongshik

要旨
R 大学の公開講座として行われた、2011 年度から 2015 年度の 5 年に亘る小学生を対象としたビー
チサッカー教室事業について、スポーツ経営学における、エリア・サービス、プログラム・サービス、
クラブ・サービスの 3 つの観点から、事業内容を検討した。沖縄県の中部西に位置する西原きらきら
ビーチにてビーチサッカー教室は行われ、5 年間の延べ 400 名の児童が参加した。砂浜で裸足にて行
うビーチサッカーは、土踏まずの形成や体力向上に結び付き、児童の発育発達にとって大きな可能性
のある教材であると考察された。事前事後のアンケート調査の結果からも、海やビーチで遊ぶ動機づ
けや、海やビーチのことを学びたい意欲や、ビーチスポーツ参加への動機づけや、ビーチサッカーの
楽しさが増加するなどの心理面が向上した。ビーチクリーンを行うことで、スポーツの安全教育や、
自然保護を養う効果も期待される。しかしながら、内陸での本事業の開催の難しさや、水難事故など
の安全面のリスクなどの課題も考察された。概ね、本事業の成功が総括され、学校教育における裸足
サッカーの教材化などが提言された。

Ⅰ . はじめに

ビーチサッカーはブラジル生まれの砂の上で行

近年、ビーチサッカーはそのスポーツ人口が急

うサッカー競技で、キーパーを含め5人が37m ×

激に伸び、2015年度4月16日に日本ビーチサッカ

28m の砂上でプレーし、12分間の3ピリオドで勝

ー連盟（JBSF）が設立されるほど盛んになって

敗を決する競技である。ビーチサッカーの場合、

きた。2015年度は全国で6地域（関東、北信越、

人数や子どもの体力に応じてコートの面積や競技

東海、関西、中国、九州）のリーグが開催される

時間を調整することは比較的容易であり、ゴール

と同時に、地域リーグ年間チャンピオンシップが

も棒や砂に線を書くなどして簡易なものでも実践

1）

開催されている 。

できることから、他のビーチスポーツとして盛ん

2005年のブラジル・リオデジャネイロのコパカ

なビーチバレーより学校教育向けとも考えられる。

バーナビーチで開催された、第1回ビーチサッカ

砂の上で行うためテクニックと体力を必要とす

ーワールドカップを皮切りに、2017年のバハマ大

るが、逆に子どものレベルでは、性差やスキルの

会で9回目を数える 2）。2005年の第1回目のワール

違いあるいは体力差を緩衝する特性を有してい

ドカップにおいて、日本代表は4位の好成績をあ

る。ブラジルやスペインでは、大変な人気スポー

げており、これまで全ての大会に出場する強豪国

ツであると同時に、11人制サッカーの多くのチー

となっている。

ムがビーチトレーニングを取り入れ選手のスキル

1
2
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チサッカー日本代表選手（ソーマプライアー河原

アップや体力向上に役立てている。
サッカーは古くから学習指導要領にも記されて

塚毅氏ら）
、及びサッカーデモンストレーター土屋

いるスポーツであり、教育的価値の高いスポーツ

健二氏と著者を指導者とし、沖縄県西原町のきら

であるが、さらにビーチサッカーでは、海・空・

きらビーチを会場として、5年間行ったビーチサッ

風・砂・海鳥と自然に一番近い中で行われるスポ

カー事業を報告する。

ーツで、地球環境への意識も必然的に育ち、大会
前のビーチクリーンや公共交通機関の利用促進・

Ⅱ . ビーチサッカースクール活動概要

車の相乗り・ゴミの持ち帰り・分別・削減等々の

ビーチサッカースクールは2011年度〜2015年

地球環境を大切にする意識が育つなど付加価値が

度の5年間に亘り行なった。その活動内容は、1時

高い。

間半のビーチサッカー実技指導と1時間の海に関

また、性差や体力差を緩衝する特質をもってい

する授業である。これまで行ってきたビーチサッ

ることから、学校教育活動における子どもの健や

カーのプログラム・サービスを表にまとめ、代表

かな成長のために有効に活用できるスポーツであ

的な授業の指導案を記した。

り、ビーチバレーより初期導入コストを安く済ま
せることもできる。校庭や芝の上で行うサッカー

（1）対象

は基本的に手でなく足を使うという運動特性か

R 大学のサッカーの公開講座を受講している沖

ら、経験者と未経験者の差が大きく出やすい教材

縄県内の小学生男女全学年である。2011年度の65

である。しかしながら、ビーチサッカーは比較的

名から始まり、年々増加して2015年度は100名の

狭い砂の上のコートで行うことから、ボールが止

県内の小学生が登録しており5年間で延べ400名の

まりやすく、更には足でボールを扱う上で、通常

参加があった。この公開講座は休日の午前に行わ

のサッカーのドリブルやキックの技術において新

れ、
年間約40回開講される。受講料は年間2000円

たな技術の獲得が必要なことから、サッカーの経

である。その他、1000円のクラブ T シャツを基本

験に影響されない教材あるいはプログラムサービ

的に購入することになっている。

スとも考えられる。
本研究は、沖縄県の小学生を対象としたビーチ

（2）クラス分け

サッカー教室の実践の記録を記述し、スポーツ経

発育発達の観点から、小学1年生から3年生まで

営学的観点から、スポーツ事業におけるエリア・

の低学年を中心とした「プレミアクラス」と、小

サービス、プログラム・サービス、クラブ・サー

学4年生から6年生の高学年を中心とした「リーガ

ビスといった3つのサービス 3）について考察し、

クラス」の2クラスを設けた。

今後のビーチサッカーのスポーツ事業の在り方や
学校教育における教材としての可能性について検
討するものである。

（3）場所
西原マリンパーク内の西原きらきらビーチでビ

四方を海に囲まれた日本において、ビーチスポ

ーチサッカーと海に関する授業を行った。西原マ

ーツはエリア・サービスの観点からも、普及に適

リンパークは沖縄県中部の西の海岸に位置し、砂

しており、とりわけ、安価で簡便なビーチサッカ

浜の前兆が550メートルに及ぶ大型ビーチであり、

ーは、ビーチでのスポーツ事業として大きな可能

マリンレジャーやマリンスポーツやバーベキュー

性をもったスポーツと言えよう。また、基本的に

が楽しめる観光スポットでもある。パーラーや売

裸足で行うスポーツであり、子どもの土踏まずの

店、シャワー室も完備している。ビーチサッカー

形成や体力強化に適したプログラム・サービスで

1面の使用料は1時間当たり500円となっている。

あり、学校教育や体育教科の観点、あるいは発育

本事業は1時間半の教室で2面を使用しているの

発達の観点からも非常に価値の高いスポーツであ

で、一回当たり、2時間2面使用の2000円である。

ろう。

エリアサービスの観点から、非常に安価で利用し

2011年度より、R 大学のサッカー部学生、ビー

やすい施設である。
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（4）ビーチサッカースクールの 1 日の流れ

自然を保護する大切さを学んでもらう。その後ビ

ビーチサッカースクールの基本的な流れを、表

ーチサッカーの指導を受ける。詳細は記述してい

1に示した。学生スタッフが準備し、朝の朝礼を行

ないが、ビーチサッカー指導の終了後、約1時間

った後、ビーチクリーンを受講する小学生と共に

にわたって海洋教育に関する授業を行った。

行う。児童にはスポーツの安全面に対する知識や、
表 1．ビーチサッカースクールの流れ
時間

内容

8:00 ～ 8:30

西原マリンパークに集合、予定の確認、道具の準備

8:30 ～ 8:35

朝のあいさつ、校長の話

8:35 ～ 8:50

ビーチクリーン

8:50 ～ 9:50

ビーチサッカー

9:50 ～ 10:00

ビーチサッカー終了後、着替えて勉強の準備

10:00 ～ 11:00

海に関する授業

Ⅲ .「ビーチサッカースクール」のプログラ
ム・サービス

プの技術の習得が必要となる。また、砂場での鬼

5年間に亘る年度ごとのプログラム・サービスに

って、体力も養いながらトレーニングすることを

ごっこなどのウォーミングアップを行うことによ

ついて表2から表6にまとめた。サッカー特有の技

心がけた。最後はゲームで楽しむ。2012年以降は、

「スコップ」や「バイシクルシュート」
術である、

親チームと子どもチームでビッチサッカーのリー

の練習も盛り込んだ。スコップはつま先と膝のク

グ戦を行い、親子のスキンシップも図っている。

ッションを用いてボールを上にあげる技術で、波

夏休み期間に行われることから、親子の思い出作

打つ砂場でのパスワークには、グラウンダーのパ

りにも貢献できているプログラム・サービスとな

スでは不規則にボールが転がってしまうため、浮

っている。

き球でのパスが主流となることから、このスコッ
表２．2011 年度のプログラム・サービスの内容
ビーチサッカー
（プレミアクラス）

ビーチサッカー
（リーガクラス）

回

日程

1

7月 2日

ビーチサッカーチーム「ソーマプライア」の選手による指導。

2

7月23日

教材名：
「ビーチに慣れよう」

3

7月30日

教材名：
「ビーチでシュートをしよう」 教材名：
「砂浜を走り回ろう！」

4

8月 7日

サッカーデモンストレーターの土屋健二氏による指導。

5

8月13日

教材名：
「砂浜でドリブルをしてみよ
う！」

「砂浜でドリブルをしてみよ
教材名：
う！」

6

8月21日

教材名：
「ビーチでサッカーを楽しも
う」

教材名：
「試合をしよう！」

7

12月18日

教材名：
「ビーチでサッカーを楽しも
う！」

教材名：
「ビーチでサッカーを楽しも
う！」

― 287 ―

教材名：
「ビーチでシュートを決めよ
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表３．2012 年度のプログラム・サービスの内容
ビーチサッカー
（プレミアクラス）

ビーチサッカー
（リーガクラス）

回

日程

1

8月 4日

教材名：｢ ビーチでサッカーを楽しも
う｣

2

8月11日

サッカーデモンストレーターの土屋健二氏による指導。

3

8月18日

「ビーチでサッカーを楽しも
教材名：
う」

4

8月19日

ビーチサッカーチーム「ソーマプライア」の選手による指導。

5

12月16日

教材名：
「ビーチサッカーでシュート
を決めよう！！」

教材名：
「ビーチでサッカーを楽しも
う」

ビーチサッカー大会（保護者含めたリーグ戦）

表４．2013 年度のプログラム・サービスの内容
回

日程

ビーチサッカー

1

8月10日

教材名：ビーチに慣れよう

2

8月11日

教材名：砂浜でビーチサッカーを楽しむ

3

8月17日

教材名：ビーチサッカーを楽しもう

4

8月18日

教材名：世界のリフティング王の技を盗もう

5

8月24日

教材名：親子でビーチサッカーをしよう！

表５．2014 年度のプログラム・サービスの内容
回

日程

ビーチサッカー

1

8月24日

教材名：ビーチでボールを蹴ろう

2

8月30日

教材名：ビーチを駆け抜けろ

3

8月31日

教材名：砂浜でビーチサッカーを楽しもう

4

9月 6日

教材名：ビーチサッカー

5

9月 7日

教材名：アクロバットにサッカーをしよう！

6

9月23日

教材名：ビーチサッカーを楽しもう

表６．2015 年度のプログラム・サービスの内容
回

日程

ビーチサッカー

1

8月 2日

教材名：ビーチに慣れよう

2

8月 9日

教材名：スコップをマスターしよう

3

8月22日

教材名：砂浜でトレーニング

4

8月30日

教材名：親子ビーチサッカー大会

5

9月12日

教材名：シュートを決めよう
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Ⅳ . 主な授業指導案

Ⅳ -1. ビーチサッカー授業

授業指導案は2011年度〜2015年度の5年間、計
28回分のビーチサッカースクールの授業指導案の

① 2011年度 第2回 ビーチサッカースクール
授業案 （R 大学サッカー部学生）
2011年 7月23日（土）

中から、R 大学サッカー部学生の代表的なもの、
ビーチサッカー日本代表選手の多いソーマプライ

1，教材名 「ビーチでシュートを決めよう !!」

アの指導、及びサッカーデモンストレーターの土

2，目標

屋健二氏の指導を抜粋し掲載した。ソーマプライ

・砂浜に慣れて、様々なシュートができるよ
うになる。

アの授業は河原塚毅氏中心に進めており、ビーチ
サッカーの技術練習というよりは、砂浜での動き

・シュートを決めた時の喜びを味わう事がで
きる。

に着目したトレーニングが主であった。グループ
を作り競争的な要素のあるプログラムで、児童は
夢中で取り組んでいた様子が窺えた。一方、サッ

・楽しくサッカーを体験する事ができる。
3，準備するもの

カーデモンストレーターの土屋健二氏は、
「ジン

・サッカーボール、ストップウォッチ、カラ

ガ」という独特の体を揺さぶった動きを取り入

ーコーン、皿コーン、ビブス、ホイッスル、

れ、砂浜で必要な浮き球のボールコントロール

ゴミ袋

（リフティング）をテンポよくバリエーション豊
富な形で児童し指導を行っていた。
4, 本時の展開
導入（２０分）

学習活動

教師の指導・留意点

予想される生徒の反応

１．集合、あいさつをする。

○約束事の整列、おしゃべり
禁止を厳しく徹底指導。元
気なあいさつを促す。
○授業に関係する話を行う。
○先生が1人1人見て回り、一
緒にビーチを掃除する。

・集中力が切れ、おしゃべり
をする。

２．ビーチクリーンを行う。

展開（５０分）

３．ランニングと体操を行う。 ○怪我の予防なので全員しっ
かりと走らせる。
４．スコップ（砂浜でボール ○普段使わない筋肉を使うの
を蹴るためのボールを浮
で十分に行う。
かせる）練習を行う。
○大学生が手本を見せてから
５．色々なシュートを行う。
指導する。
（スコップを使ってシュ
ート・ダイレクトシュー ○人数が多ければ、２チーム
ト・ボールを投げてトラ
に分かれてシュートを行う。
ップシュート・ボールを ○先生が模範シュートをみせ
投げてヘディングシュー
る。失敗するのをおそれな
ト。
）
い、ちゃんとやりきること
が大事ということを伝える。
○ゴールの枠内に入れシュー
トを決める意識で行う。
○ビーチの砂浜に慣れ、いろ
いろなシュートに挑戦する。
○今日のテーマであるシュー
トの意識を持たせる。
○給水は適宜入れさせる。
６．ミニゲームを行う。
（7分
ハーフ）
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・大きいゴミ拾ったよ。

・むずかしい。
・うまくできない。

・ボールが上に飛んでいく。
・浮いたボールは難しい。

・審判に文句を言う
・たくさんシュートを打って
いる。

まとめ（１０分）

まとめ（１０分）
練習

７．集合、終わりのあいさ
つをする。

○給水は適宜入れさせる。 ・たくさんシュートを打
っている。
○約束事の整列、おしゃべ ・疲れたな。
琉球大学教育学部紀要 第 92 集
り禁止を厳しく徹底指導。 ・もっとゲームしたかっ
元気なあいさつを促す。
た。

７．集合、終わりのあいさつ
をする。

○約束事の整列、おしゃべり
禁止を厳しく徹底指導。元
気なあいさつを促す。

・疲れたな。
・もっとゲームしたかった。

簡略図
②ボールを受け取っ

③シュート

たら、子どもの足に

ゴール

シュート練習

合わせて投げる。

シュート練習
練習 簡略図

先生

子ども

子ども

子ども

①スコップでボールを渡す

② 2012年度 第4回 ビーチサッカースクール

・ビーチの活動を通して、環境の大切さを知

②2012
年度 第 4 回 ビーチサッカースクール授業案（ソーマプライア）
授業案（ソーマプライア）
ることができる。
2012年 8月19日（日）
1. 教材名「ビーチでサッカーを楽しもう」
１．教材名「ビーチでサッカーを楽しもう」

3. 準備するもの 2012 年

2. 目標

２．目標

8 月 19 日（日）

・ストップウォッチ、カラーコーン、ごみ袋、
ホイッスル、サッカーボール、ビブス

・楽しくサッカーをする事ができる。

・楽しくサッカーをする事ができる。
４、本時の展開
・ビーチの活動を通して、環境の大切さを知ることができる。
学習活動
導入（２０分）

○教師の指導・留意点

・予想される児童の反応

１．集合、あいさつを行う。

7
○約束事の整列、おしゃべり

２．ビーチクリーンを行う。

禁止を厳しく徹底指導。元
気なあいさつを促す。
○コート内を中心にごみを拾
い、大きな石なども取り除
くようにする。

・すぐに並べる子と並べない
子がいる。
・みんな一生懸命ゴミ拾いを
する。
・怠けている子には注意をす
る。
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展開（５０分）
まとめ（１０分）

３．ランニングと体操を行う。
４．ソーマプライアによる指
導。
①キーワードを割り振りした
２チームに分かれ向かい合
いそのキーワードを言われ
たチームが逃げ、もう一方
が追いかける。
②スタート地点からゴールを
目指し駆け抜ける。その間、
各エリアにソーマプライア
の選手がおりタッチされる
とスタートからやり直し。
③宝探し。
宝（ビブス）までドリブル
し、
宝を持ち帰る。その後、
先生がランダムに言った
色、番号の宝を持っている
チームに点数が入り点数の
多いチームが勝利。
５．ゲームを行う。

○先生が一緒になって走り、
体操をする。
○ソーマプライアが指導して
いる間、学生はソーマプラ
イアの補助をする。
○児童がわかりやすいキーワ
ードを選択する。また、勝
ち負けでケンカする恐れが
あるので先生達は注意深く
児童の行動を見る。
○タッチされてもスタート地
点に戻らない子など注意す
る。
○ソーマプライアの選手をな
かなか抜けないる児童たち
に抜き方などアドバイスす
る。
○「児童はドリブルスピード
が違い遅い子に文句を言う
子がいたら注意する。
○熱中症予防として、ボトル
を準備し、休憩を入れる。
○危険な行為などのファール
は、厳しく指導する。

・元気よく声を出す。

６．集合、
終わりのあいさつ。

○約束事の整列、おしゃべり
禁止を厳しく徹底指導。元
気なあいさつを促す

・ボールで遊ぶ子がいる。
・ちゃんとあいさつをする。

・日本代表が来るということ
でテンションが上がり、学
ぼうとする意欲が増す。
・ビーチでの走りに困惑しな
がらも一生懸命走っていた。
・ボールを使わない練習にも
文句を言わず楽しむ。
・①の練習に慣れるにつれて
キーワードを言う前に自分
で判断し逃げる子がいた。
・②の練習中、
「どうやったら
抜けるか？」など試行錯誤
していた。
・宝が当たり点数が入った時
大声をあげ大はしゃぎして
いた。
・サッカーを楽しんでいる。

③ 2013年度 第四回ビーチサッカースクール指
導案（土屋健二）
2013年 8月18日（日）
1、題材名「世界のリフティング王の技を盗も
う」
2、目標
・世界のリフティング王、土屋健二さんの技
を目で見て肌で感じ、チャレンジする。
3、準備する物
・サッカーボール、コーン、マーカー、サッ
カーゴール、ビブス、ホイッスル。
写真1. ソーマプライアによる指導風景
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４、本時の展開

導入（２０分）

学習活動

教師の指導・留意点

予想される反応

１、初めのあいさつ

〇列や姿勢を整えるように指
導を行う

２、ビーチクリーン

〇足のけが、環境問題などビ 「なんで掃除するのー？？」
ーチクリーンの意義を伝え
たうえで行う。

３、準備運動を行う
・ランニング
・体操

〇元気よく、体操の時には大
きな声を出すように指導を
行う

展開（５０分）

４、土屋健二さんが技を見せ、 〇土屋健二さんが伝える技の 「すごーい！！」
コツを学生が子ども達に伝
その技にチャレンジする
える。
・ジンガ
・さまざまな制限をかけたリ
〇言葉で説明するのではなく
フティング…ｅｔｃ
実際にやって、見せて技を
教える。
５、土屋健二さんのリフティ
ングデモンストレーショ
ンの見学
６、試合
・4チームトーナメント方式
・1ゲーム7分

〇教えてもらった技を試合中
に使えるように意識させる。
〇トーナメント方式なので勝
ち負けにこだわる、という
ことを意識させる。

まとめ（１０分）

「今日は楽しかったね。
」

７、クールダウン
・ストレッチ
８、整列、最後のあいさつ

〇しっかり整列させ、姿勢を
整えてあいさつを行うよう
指導する

Ⅴ . ビーチサッカーに関するアンケート
2012年及び2014年の中間年度のアンケート調
査の結果を記す。
【1】2012 年度の結果
（1）アンケートのオープンエンド質問項目の回答
Q1 ビーチサッカーとサッカーの違いは ?
・砂があって走りにくい（小2）
・裸足でやるため足が痛い（小3）
・足が埋もれてボールが蹴りづらい（小4）
写真 : 子ども達を指導する土屋健二氏

・足腰にかなりくる（保護者）
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・ボールコントロールが難しくコツをつかむまで （2）アンケートのクローズドエンド質問項目の回
・足が鍛えられた （小 4）
に時間がかかる（小6）
答結果（図2-1~5）
・足が鍛えられた
（小 4）
・点は取れなったけど試合が多くて楽しかった
（小 5）
教室前のアンケート（1回目）と教室後のアン
・ボールがバウンドしにくく、落ちる位置が分か
・点は取れなったけど試合が多くて楽しかった
（小 5）
・子ども達と一緒に試合ができて嬉しかった。また、普段話す機会のない他の保護者とも話
ケート（2回目）の比較を行った。事前と事後のア
らない（小5）
・子ども達と一緒に試合ができて嬉しかった。また、普段話す機会のない他の保護者とも話
すことができて良かった
（保護者）
ンケート結果を比較すれば、海やビーチで遊びた
Q2
ビーチサッカーを行った感想
すことができて良かった （保護者）
い動機づけや、海やビーチのことを学びたい意欲
・足が鍛えられた（小4）
・ビーチサッカーは初めてで体力の消耗が激しかった
（保護者）
や、海洋生物への興味関心や、ビーチスポーツ参
・点は取れなったけど試合が多くて楽しかった
・ビーチサッカーは初めてで体力の消耗が激しかった
（保護者）
・2
位だったから嬉しかった。次は 1 位をとりたい
（小
3）
加への動機づけや、ビーチサッカーの楽しさが増
（小5）
・2 位だったから嬉しかった。次は 1 位をとりたい （小 3）
加している。
・子ども達と一緒に試合ができて嬉しかった。ま
（2）アンケートのクローズドエンド質問項目の回答結果（図 2－1～5）
た、普段話す機会のない他の保護者とも話すこ
（2）アンケートのクローズドエンド質問項目の回答結果（図
2－1～5）
教室前のアンケート（1 回目）と教室後のアンケート（2 回目）の比較を行った。事前と
とができて良かった（保護者）
教室前のアンケート（1 回目）と教室後のアンケート（2
回目）の比較を行った。事前と
事後のアンケート結果を比較すれば、
海やビーチで遊びたい動機づけや、
海やビーチのこと
・ビーチサッカーは初めてで体力の消耗が激しか
事後のアンケート結果を比較すれば、
海やビーチで遊びたい動機づけや、
海やビーチのこと
を学びたい意欲や、海洋生物への興味関心や、ビーチスポーツ参加への動機づけや、ビーチ
った（保護者）
を学びたい意欲や、海洋生物への興味関心や、ビーチスポーツ参加への動機づけや、ビーチ
・2位だったから嬉しかった。次は1位をとりたい
サッカーの楽しさが増加している。
（小3）
サッカーの楽しさが増加している。

図 2－1．海やビーチでどのくらい遊びたいですか?（回答人数）

図 2図
－2－1．海やビーチでどのくらい遊びたいですか?（回答人数）
1．海やビーチでどのくらい遊びたいですか ?（回答人数）
1回目
2回目

1回目

31
21

31

21

10
10

2回目

17

17

17

17

8
8

10
10

2

すごく遊びたい

まあまあ遊びたい

ふつう

2
あまり遊びたくない

すごく遊びたい

まあまあ遊びたい

ふつう

あまり遊びたくない

図 2－2．海やビーチのことで、どのくらい勉強できることがあると思いますか？（回答人
図
図
2 2－2．海やビーチのことで、どのくらい勉強できることがあると思いますか？（回答人
－ 2．海やビーチのことで、どのくらい勉強できることがあると思いますか？（回答人数）
数）
数）

24
24
13
13

1回目

2回目

1回目

2回目
19

18
10

19

18

12
12

10

16
16
4
4

たくさんある

まあまあある

ふつう

あまりない

たくさんある

まあまあある

ふつう

あまりない

図 2－3．海やビーチ、海の魚や生物についてどのくらいの興味を持ったか？（回答人数）
図 2－3．海やビーチ、海の魚や生物についてどのくらいの興味を持ったか？（回答人数）
12
12
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図 2 － 3．海やビーチ、海の魚や生物についてどのくらいの興味を持ったか？（回答人数）

1回目
1回目

32
32
20
20

17
17

2回目
2回目

16
16

16
16
8
8

たくさんある
たくさんある

まあまあある
まあまあある

ふつう
ふつう

5
5

2
2

あまりない
あまりない

図
－ 4．海やビーチでのスポーツをどのくらいしたいですか？（回答人数）
図22－4．海やビーチでのスポーツをどのくらいしたいですか？（回答人数）

図 2－4．海やビーチでのスポーツをどのくらいしたいですか？（回答人数）
1回目
1回目
23
23

20
20
15
15

2回目
2回目
20
20

12
12

11
11

11
11
4
4

すごくしたい
すごくしたい

まあまあしたい
まあまあしたい

ふつう
ふつう

あまりしたくない
あまりしたくない

図 2 － 5．ビーチサッカーは楽しかったですか？（回答人数）

図 2－5．ビーチサッカーは楽しかったですか？（回答人数）
図 2－5．ビーチサッカーは楽しかったですか？（回答人数）
1回目
2回目
28

25
19
15

12

7

7
3

すごく楽しかった

まあまあ楽しかった

ふつう

あまり楽しくなかった

13
13
【２】2014 年度アンケート結果（図 2－6～10）
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【２】2014 年度アンケート結果（図 2－6～10）

【2】
2014年度はクローズドエンドの質問項目のみである。2014
年度アンケート結果（図 2-6 ～ 10）
意欲や、海洋生物への興味関心や、ビーチスポー
2014
年度も 2012 年度同様、海や
2014年度はクローズドエンドの質問項目のみで
ツ参加への動機づけや、ビーチサッカーの楽しさ
ビーチで遊びたい動機づけや、海やビーチのことを学びたい意欲や、海洋生物への興味関
海やビーチで遊
ある。2014年度も2012年度同様、
が増加していることが観察された。
心や、ビーチスポーツ参加への動機づけや、ビーチサッカーの楽しさが増加していること
びたい動機づけや、海やビーチのことを学びたい
が観察された。
図
－ 6．海やビーチでどのくらい遊びたいですか？（回答人数）
図22－6．海やビーチでどのくらい遊びたいですか？（回答人数）
18

16

16

13

14
12
10

13

12

１回目
２回目

10

10

8
6

4

4

3

2
0
すごく遊びたい

まあまあ遊びたい

ふつう

あまり遊びたくない

図22－7．海やビーチのことで、どのくらい勉強できることがあると思いますか？（回答人
図
－ 7．海やビーチのことで、どのくらい勉強できることがあると思いますか？（回答人数）
数）

18

14

16

14

14

16

13

12
10
8

10
8

8

9

１回目
２回目

6
4

3

2
0
たくさんある

まあまあある

ふつう

あまりない

図 2－8．海やビーチ、海の魚や生物について興味を持っていますか？（回答人数）
16

15

14
12

12
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図
－ 8．海やビーチ、海の魚や生物について興味を持っていますか？（回答人数）
図22－8．海やビーチ、海の魚や生物について興味を持っていますか？（回答人数）

16

15

14
12

13

12

12

10

9

8

8

8

6

6

１回目
２回目

4
2
0
たくさんある

まあまあある

ふつう

あまりない

図 2 － 9．海やビーチでのスポーツをどのくらいしたいですか？（回答人数）

図 2－9．海やビーチでのスポーツをどのくらいしたいですか？（回答人数）
18
16
14

17
14

13

12

11

1511

10

9

１回目

8

２回目

6

4.5

4

4

2
0
すごくしたい

まあまあしたい

ふつう

あまりしたくない

図 2－10．ビーチサッカーは楽しかったですか？（回答人数）
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

19
15

14
11

5
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図
－ 10．ビーチサッカーは楽しかったですか？（回答人数）
図22－10．ビーチサッカーは楽しかったですか？（回答人数）

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19
15

14
11
7

5

１回目
0

Ⅵ.まとめと考察

2

２回目

―ビーチサッカーの教材としての可能性について―

Ⅵ . まとめと考察 ―ビーチサッカーの教 ツクラブのニーズは高いことが考察される。
以上、5
年間に亘って、沖縄県内の小学生延べ 400
名にビーチサッカーの指導及び海の
材としての可能性について―
事前事後のアンケート調査の結果から、参加し
教育について実践してきた。本事業は、R
大学の公開講座であるサッカー教室を母体とし
以上、5年間に亘って、沖縄県内の小学生延べ
た小学生のビーチサッカーに対する興味関心は向
400名にビーチサッカーの指導及び海の教育につ
上し、かつ、海の生物や自然やスポーツに対する
ており、夏期に限定されたイベント的なものである。事業の最後にはビーチでのスイカ割
いて実践してきた。本事業は、R
大学の公開講座
興味関心も高まったことが明らかとなった。
りを毎年行っており、受講生である児童にとっては夏の風物詩ともなっている。國本らは
であるサッカー教室を母体としており、夏期に限

これの背景として、西原きらきらビーチを使用

定されたイベント的なものである。事業の最後に

したが、その自然の美しさ、具体的には海の青さ

はビーチでのスイカ割りを毎年行っており、受講

や砂浜の白さなど、
ビーチサッカーを学ぶ上では、

生である児童にとっては夏の風物詩ともなってい

この上ない条件が整っていたことが考えられる。

る。國本ら（2012）は大学を拠点とする総合型地

先にも述べたが、スポーツ経営学によるエリア・

域スポーツクラブの会員に質問紙調査を行い、ク

サービスの充実が観察された。西原マリンパーク

ラブを選定する際に大学が拠点となったり、大学

にある西原きらきらビーチは西原町の公共施設で

と連携することは重要視されることを明らかにし

ある。株式会社クリード沖縄が指定管理者となり、

た4）。本事業はサッカーやビーチサッカーの実技指

公共的かつ福祉厚生的な運営がなされていて、沖

導後、
教室等での座学も学生が指導を行っており、

縄県ならではの地の利が存在する。ビーチの広さ

大学の施設のみでなく、学生というソフトも大き

や売店、パーラー、シャワールームなどの付帯施

な魅力となっているであろう。行實（2009）は、

設も充実しており、安価で充実したサービスを提

学生が主体的に総合型クラブの運営支援へ取り組

供している。

16

む営みが、現代 GP（文部科学省）にも採用され、

また、ビーチのようなアウトドアで、かつビー

大学（学生）と地域（住民）の双方向に交流しあ

チクリーンを行い活動する事業の児童への教育効

う新たなスポーツ教育活動として注目されている

果は高い。自然保護教育や、スポーツ実施に伴う

5）

と論じている 。実際、平均で年間80名の参加者

安全教育が同時に展開できる。何度か台風後の荒

が継続されていることも、事業の一定の成功を示

れたビーチをビーチクリーンして教室を開いたこ

していることから、大学や学生を活用したスポー

ともあるが、管理会社のスタッフに大変感謝さ
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れ、児童も公共の福祉に貢献した自覚が芽生えて

図れる。砂浜では、特に砂の粒が細かい場合、自

いるようであった。

分の体重で足場を取られてしまうため、十分に推

しかしながら、沖縄に見られるような管理会社

進力が働かなくなる。このような場所で走り続け

や付帯施設を伴わないビーチでの、ビーチサッカ

た場合、自然とつま先での走行ホームに変化適応

ー教室事業の展開を考察すると、いくつかの課題

する。現在のマラソンランナーの世界記録を更新

点があげられる。一番に考えられるのは、衛生面

するアフリカの選手たちも、幼少からの裸足走行

であろう。トイレや水道など完備されていない場

で身に付けたつま先走行で、膝腰の緩衝能を発揮

所である場合、衛生面での問題は非常に大きな障

して疲労を最小限にし、脚筋の伸張反射によるス

害となる。また、西原マリンパークには、ライフ

プリント能力の発揮、さらには足首の固定による

ガードが常駐しており、仮に児童が海に入って遭

捻挫の予防効果もあるといわれる。また、使用し

難した場合、ライフガードの救助が得られが、ラ

たボールもビーチサッカー専用の5号球ではなく、

イフガードのいないビーチでは安全面に大きな障

小学生のサッカー用ボールである4号球を使用し

害が生ずる。このように、自然豊かなビーチでの

た。これによって、児童は抵抗なくビーチサッカ

スポーツ環境は参加者にとってこの上ないエリア

ー競技を楽しめたようである。必ずしも、規定の

ではあるが、一方で、水難事故などの安全面での

企画でスポーツを行うのではなく、参加者にあっ

課題ももろ刃の剣として存在する。また、施設が

た用具やルール作りは、プラグラム・サービスの

充実したとしても、重篤な傷病が利用者に発生し

中の重要項目である。

た場合を考慮して、救急搬送体制も考慮しておか

しかしながら、
本事業は夏期のみの開催であり、

なければならないであろう。藤田ら（2010）は、

単発的なプログラムであることから、教育効果の

体育の授業中の災害発生率は、小学校が最も高い

継続の問題は否めない。沖縄ではシーズンを通し

ことから、小学校の体育授業の安全管理の必要性

ての開催も可能であるが、特に沖縄以外で実施す

6）

の高さを指摘している 。水難事故は児童に死をも

る場合、冬季の寒冷の問題は大きな障害となるで

たらすこともある程の危険性をはらむことから、

あろう。

安全管理はビーチサッカー事業の中で最も留意し
なければならない事項であるといえる。

クラブ・サービスの観点では、本事業に参加す
る児童は元々、R 大学のサッカーの公開講座に参

プログラム・サービスの観点では、ソーマプラ

加しており、クラブに属しているというロイヤリ

イアのプロ選手で日本代表である生の技を体感で

ティーはやや持ち合わせている。本事業は指導案

きたこと、それから、サッカーデモンストレータ

にも見られるように、礼儀や挨拶も重んじ、保護

ーの土屋健二氏の巧みな浮き球等のボールコント

者の皆様にも人間性の向上も事業の趣旨として報

ロールを間近で見られたことが、児童に大きな刺

告し、参加してもらっている。複数の異なった小

激を与え、さらには、R 大学サッカー部の学生諸

学校からの参加ではあるが、5月当初から、あるい

君が、身近なお兄さん先生としてビーチサッカー

は全学年から継続し、同じ T シャツを着て参加す

を指導し、その後、海の学習をビーチサイドで行

友人関係も自然にできているようである。
るなど、

うことによって、多くの良質な刺激が与えられた

クラブ、あるいは集団で活動する場合、このよう

ことが評価される。本物の技術を間近で観察でき

なクラブ・サービスの充実は必要不可欠であり、

体験できたこと、海洋学習も行ってくれた文武両

参加者の継続性にも関連しているであろう。やは

道の学生諸君の指導を体験できたことが、アンケ

り、構成員の人間関係は非常に重要であり、指導

ート調査に見られるような子ども達の心の変容を

者との人間関係も等しく重要となる。指導者は大

生み出したものと考察できる。それに、ビーチサ

学生が主であり、
文武両道の学生であることから、

ッカーはサッカーに比べ、児童にとってはニュー

児童は尊敬の念を抱いているようである。将来の

スポーツの側面があり、技術さや体力差や性差が

夢はコーチのようになりたいなどと言う児童も多

生じにくいというメリットもある。また、裸足で

く見かけられる。

行うことによる土踏まずの形成などのメリットも

しかしながら、チームを作って大会に参加する
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ことは本事業の目的ではないので、レクレーショ

カーコートをブラジルやヨーロッパ諸国のように

ン的運動クラブに位置づけられるであろう。スポ

建設すれば問題なく対応できる。近年ワールドカ

ーツの語源に見られるように、元々気晴らしが原

ップで常に上位国であるロシアにおいても内陸の

点であるスポーツ活動のクラブの在り方として

ビートサッカー場を主に大会やトレーニングを行

は、児童に競争のストレスを与えない活動である

っている。日本でも川崎マリエン、羽田サウンド

ともいえる。競技的運動クラブにみられる勝利至

スクエアなど東京周辺地域において内陸のビート

上主義的な取り組みから生ずるストレスは与える

サッカー場が建設されている。また、コナミスポ

ことはないが、大きな目標に向かって挑戦すると

ーツクラブ府中では、施設内のインドアに砂を敷

いう教育効果はやや期待できない。

いたビーチサッカー場もできている。

以上、結論から言えば、ビーチサッカー事業は
非常に教育的効果が高く、小学校教育に十分活用
できる教材であるといえよう。

しかしながら、内陸のビーチサッカー場の建設
にはコストの問題と衛生面の問題がある。そこで、
「裸足サッカー」という類似したニュースポーツ

以下にその理由を箇条書きにする。

を開発し、ボールなどの用具を工夫して取り組む

・ビーチサッカーはサッカーに比べ、砂の上で

ことも、学校教育への応用に結び付くであろうと

行うことから、トラップなどの難しい技術の

提言したい。

克服ができ、年齢や性別を問わず、非常に入
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