未来の体育共創サミット2021
オンライン9⽇間

⽇程：2021年1⽉16⽇(⼟)∼24⽇（⽇）
場所：ビデオ会議zoom
料⾦：7⽇券2500円/7⽇券1500円

お家でできる本格ハンドドリップコーヒー

「AI時代の体育」
⼩宮⼭利恵⼦
スタディサプリ教育AI研究所所⻑
「部活＆教科体育」
有⼭篤利⽒
追⼿⾨学院⼤学教授
「性の多様性」
友近萌美⽒
サッカー選⼿
「遊び」
関⼾博樹⽒
⽇本冒険遊び場づくり協会代表

「未来の体育」
ここに世界をよりよくする何かがある。
そう信じている⼈々が集う場が未来の体育共創サミット
です。部活、AI、性、特別⽀援、教科体育、幼児、中⾼
体育、地域スポーツ、遊び、発達障害、学校の壁、ドイ
ツ、学校の壁など体育のこれからを旅しませんか。
20以上のセッションがあります！
チケット購⼊サイト
https://fpe2021summit.peatix.com/

右記のQRコードからチケット購⼊サイトにいくことができます。

⼀般社団法⼈未来の体育を構想するプロジェクト
メール：info.future.pe@gmail.com
ツイッター：https://twitter.com/future_pe
インスタ：https://www.instagram.com/future__pe/

サミットの特設
サイトはこちら
のQRコードから
ご覧ください。
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各セッションの時間、内容、登壇者などは変更することがあります。最新情報は特設サイトをご覧ください。

第 1 回 「学びと遊び、内発的動機づけからの育ちについて」

「学び」と「遊び」の共通点、相違点を考えます。国内外での遊び場づくりの実践紹介を通して、真に子
供が育つ瞬間を大人が理解するための講座です。

これからの教科体育を構想するために

運動やスポーツをめぐる環境が大きく変わりつつある今、これらを教材とする体育も大きく変わらねばな
りません。体育という教科の何が変わるべきなのかともに考えましょう。

部活動はどこへ行く

部活動に対する先生の姿勢の二極化。競技にかける生徒とスポーツを楽しみたい生徒の溝。さらにはメ
ディアによる矛盾した論調。混迷する運動部活動の問題点などをともに考えてみましょう。

こんなこといいな、できたらいいな、中学校の保健体育の世界

中学校の保健体育の授業、を中心に、今そしてこれからを語るセッションです。日々、悩んでいる提案
者と共に、現状の悩みを共有しつつ、変革のための前向きな策を練っていける対話を展開。

特別支援学級・特別支援学校の体育のこれから

体育の中では時折「動きは分かるけどどうするの？」
「少しなら動きが分かるな」など苦手意識をもつ子
が特別支援学級、特別支援学校にも多くいます。これから求められる体育を一緒に考えてみませんか？

運動遊びで保幼小接続！幼児期の遊びから小学校体育をリデザインする
幼児期の運動遊びで育つ子どもの姿を小学校へと繋げていくと、どのような体育授業をつくっていくこ
とが可能なのか、
、
。実践事例を用いながら対話をしていきます。

16:30
-18:00

多動傾向、自閉傾向のある子どもたちへの運動でのアプローチ方法について

障害児とは認定されていないものの、不適応な行動をしてしまう子どもについて、どのような運動指導
が適切かを考えていきます。

高校保体の明日を考えよう。-これから求められる保体人とは？-

必履修の保健や体育科教育に私たちは応えてきたのか？これからの部活は？課題山積だからこそ面白い
保体人のこれからについて、オープンにフランクに語り合いましょう。

地域のスポーツのこれから -教員から転身して道場を起業＆勝つことを一旦止める全国のスポーツ少年団が大幅に減少するなど、地域のスポーツ環境は大きく変化しています。二人の挑
戦者が見ている未来を伺いながら、地域のスポーツのこれからを話し合います。
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サッカーとはどんなスポーツなのか -ゲームにつながる技術・戦術-

サッカー指導者はもちろん、学校の体育でゴール型の授業をする体育の先生と「そもそもサッカーって
何？」から初めていきましょう。

性の多様性と保健体育

スポーツを自分らしく楽しむことができるように、現役 LGBTQ アスリートとしてご活躍の友近さんと
いろいろお話ししながら考えてみましょう。

アスリートのキャリア

このセッションでは、アスリートのキャリアをテーマにどんなキャリア形成の事例があるのか、実例を
交えて皆さんと対話していきます。

対話で遊ぶ -J.Y. Parkと体育-

NiziU をプロデュースしている J.Y.Park さんの発言などを基に、
私たちはどう在りたいのか対話を通して、
問い直しましょう。
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第2回 「子どもの育ちに関わる大人の役割について」

全ての児童や生徒にとって安全な場が求められる対話の空間において、教員が配慮すべきことはどのよ
うなことなのでしょうか。皆さんと一緒に対話をしながら考える時間にしたいと思っています。

「スポーツ」は発達障害に対して何ができるか？

発達に凸凹のある子供達の指導に関わっている指導者をお招きして、スポーツの効果や可能性、種目ご
との特徴などをお話いただき、スポーツのこれからを参加者とともに話し合います。

これからの柔道の話をしよう

世界的に教育が大きく変わろうとするとき、教育としての柔道はどのように変わればいいのでしょうか。
オープンにフランクに話し合って、
「これからの柔道」のきっかけを見つけていきます。

ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか？

「ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか？」( 晃洋書房 2020/11/27) の著者である在独ジャーナリ
スト高松平藏さまをお招きして、お話をお伺いしながら、参加者と対話を繰り広げていきます。

“教室“での安全な“性“の“対話“は可能なのか？

全ての児童や生徒にとって安全な場が求められる対話の空間において、教員が配慮すべきことはどのよ
うなことなのでしょうか。皆さんと一緒に対話をしながら考える時間にしたいと思っています。

「遊び」は未来の体育をつくるのか？ -「遊びを学ぶ講座を作る理由」-

「遊び」をめぐる問いを深めながら、未来の体育を考える講座を企画しています。この企画への想いをお
話しします。
「遊び」って何？と思っている方にラジオのように聞いてみてください。

AI時代の体育を構想しよう

教育とテクノロジー（ＡＩ）分野における第一人者である小宮山利恵子氏から、A I 時代の教育について
お話をお聞きし、体育に求められる変化を一緒に考えましょう。

テクノロジー×スポーツの可能性〜未来の体育の輪郭を探る〜

体育がスポーツに遊ぶのだとしたら、
「テクノロジー スポーツ」もまた、体育の射程に入ってくるのか。
「体育授業」から一度離れ、スポーツのありようの変化から、未来の体育を一緒の考えてみませんか？

学校の「壁」を当事者研究する〜体育から学校改造計画〜

学校の「壁」について対話をしながら探求し、体育の側面から学校を当事者研究をすることで、参加者
の皆さんと共に学校改造計画にチャレンジしていきましょう。

関戸 博樹氏

今辻 宏紀氏

日本冒険遊び場づくり協会代表

横浜市公立小学校教諭

有山 篤利氏

追手門学院大学社会学部教授

有山 篤利氏

追手門学院大学社会学部教授

佐藤 彩弥氏

埼玉県所沢市立三ケ島中学校教諭

竹尾 浩輔氏

熊本市立碩台小学校 特別支援学級担任

堀内 亮輔氏

大野 大輔氏

保育士・運動保育プレイリーダー

東京都北区立赤羽小学校

太刀山 美樹氏
MIKI・ファニット代表

藤原 亮治氏

筑波大学附属坂戸高等学校 保健体育科 主任教諭

綾川 浩史氏

長野 敏秀氏

文武一道塾 咲柔館 館長者

ユニバーサル柔道アカデミー代表

酒本 勝太氏

ジェフユナイテッド市原・千葉アカデミー U 13 コーチ

友近 萌美氏
サッカー選手

中路

実咲氏

元バスケットボールジュニア指導員

玉置 哲也氏

横浜市公立小学校教員

関戸 博樹氏

今辻 宏紀氏

日本冒険遊び場づくり協会代表

浦井 重信氏

少年柔道クラブ指導者

横浜市公立小学校教諭

◀酒井 泰葉氏
日本障がい者スイミング協会代表

杉岡 英明氏▶
日本発達支援サッカー協会代表理事

酒井 重義氏
NPO 法人 judo3.0

高松 平藏氏

ドイツ在住ジャーナリスト

安本 志帆氏

みんなのてつがく CLAFA 代表

酒本 絵梨子氏

自由学園最高学部准教授

神谷 潤氏

お茶の水女子大学附属小学校教諭

小宮山 利恵子氏

スタディサプリ教育 AI 研究所所長

久保 賢太郎氏

東京学芸大学附属世田谷小学校

松下 祐樹氏

安本 志帆氏

関戸 博樹氏

今辻 宏紀氏

埼玉県立吉川美南高校保健体育科教諭

みんなのてつがく CLAFA 代表

ワールドカフェ「私が想う未来の体育」＆懇親会

リラックスして、コーヒー、ビール、ワインなどご自由にお飲み物飲みながら、カフェにいるような雰
囲気で小グループに分かれて話し合いを繰り広げましょう。
（途中参加、途中退出可）

第3回「遊び心の解放」
子どもの内発的動機づけを引き出すには、大人自身が遊び心を解放した状態で関わることが重要です。
ワークを通して自身の遊び心に気づき、解放することを体験するための講座です。

日本冒険遊び場づくり協会代表

横浜市公立小学校教諭

