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平成３０年度	 研修大会講演会	

親子体力向上怪我防止安全啓発事業講

演会 

  １１月７日（水）午前９：４５分～１１時４５分  

手稲区民センター２Ｆ区民ホールにて 

「ジュニア世代（幼稚園児、小・中学生） 

の運動を考え

る」 
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手稲区Ｐ連役員会主催、研修委員会応援の「研修大会講

演会、親子体力向上怪我防止安全啓発事業講演会」を上記

のように開催しました。一般参加者１１５名（事前・当日

申し込み者含めて）運営関係者 20 名合計して 135 名の

参加でした。今年度もほぼ、満席に近く、大盛況の研修会

となりました。これもひとえに単Ｐの皆様のお声かけやお

誘いとお忙しい中、ご都合を合わせて頂いた会員の皆様の

お陰と感謝申し上げます。 

また、今年は区Ｐ連の方からは、あまり宣伝をしません

でしたが、講師の先生が全道でも有名なアスリートの方で、

サッポロサタデースクールをはじめ、さまざまなところで

「かけっこ教室」をなさっておいでで、口込みで来られた

方も多かったかなと存じます。 

司会の森脇研修委員長の進行で、岡田研修担当副会長の

はじめの言葉に続き、千葉会長の主催者挨拶、来賓として

手稲区長 小林安樹様、札幌市ＰＴＡ協議会 松山ひとみ

副会長様にご祝辞をいただき、仁井有介氏の講演が始まり

ました。 

ご講演は、後述の参加者アンケートにもございますが、

ひじょうに分かりやすく、皆様の興味・関心が高まった、

素晴らしいご講演でした。 

大まかなお話の内容は、➀仁井氏の陸上選手生活２５年

間の歩み、今のお仕事をしている思い夢、願い  

➁ジュニア世代のいま→「生活全体の変化」「要素の減少」  

➂発育・発達に応じた運動→「年間発達量と発育・発達パ

ター  

ン」「ゴールデンエイジ」  

➃子どもとの関わりの中で→「できない＝悪？」「でも・

だっ  

て・どうせ」「他者比較ではなく自己の過去比較」「知ら

ない 

→知る、できない→できる」「良い対応」「ダメな対応」

「保 

護者のスタンス」～この後～休憩もかねて座りながらで

きる  

体幹のストレッチ→参加者の皆さんも自分の座席でや

って  

みました。すごく気持ち良さそうでした ～ 後に、  

➄きっと役に立つ？走りのポイント→「1 まっすぐな姿勢  
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講師 仁井 祐介 氏 

来賓 小林手稲区長 松山市Ｐ協副会長 

 

 
司会 森脇手稲Ｐ連研修委員長 

 
はじめの言葉 岡田手稲区Ｐ連研修担当副会長 

 
主催者挨拶 千葉手稲区Ｐ連会長 



2 はずむ足のウラ（つま先着地→○、かかと着地→×）  

3 するどい腕のふり」この 1～3 も実演を交えてさらにわ

かりやすくご説明されました。講演を聴かれた皆さんは大満

足でした。仁井様には、素晴らしいご講演ありがとうござい

ました。ご講演の後の質疑応答も「長距離走でのポイント

は？」「冬場の家の中での鍛え方は？」「仁井氏自身の親御さ

んのスタンスは？」「かけっこ教室はどこで開催されていま

すか？」など、多数出まして、皆さんの関心が高く、時間が

足りないほどでした。 後に、寺山研修副委員長より感謝の

気持ちを込めて花束を贈呈し、岡田研修担当副会長より、謝

辞と閉会の言葉で講演会を終了いたしました。 

《次   第》 

１．開 会  司会 手稲区Ｐ連研修委員長 森脇 由佳 

１）開会の言葉 手稲区Ｐ連研修担当副会長 岡田 直美 

２）主催者挨拶 手稲区Ｐ連会長      千葉 雅可 

３）来賓祝辞  手稲区長         小林 安樹 様 

          札幌市ＰＴＡ協議会副会長 松山ひとみ 様 

４）講師紹介  手稲区Ｐ連研修委員長   森脇 由佳 

２．講 演 

「ジュニア世代（幼稚園児、小・中学生）の運動を考える」 
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 ３．花束贈呈・謝辞・閉 会 

１）花束贈呈  手稲区Ｐ連研修副委員長  寺山 浩子 

２）閉会の言葉 手稲区Ｐ連研修担当副会長 岡田 直美 

 

《講演要旨》 
１）「プロフィール 仕事 指導/コーチング」 

①スプリントコーチ/かけっこ先生 

②北海道伊達市出身 ３４歳 

③順天堂大学スポーツ健康科学部卒業→産業技術学園（北海道ハ   

イテク、メディスポ）→独立  

④自己ベスト１００メール走記録 １００МＰＢ １０″３４ 

⑤陸上を２５年間続けて来られたエピソードなど 
  

陸上選手生活２５年の中で絶頂期は、意外にも、小学校４年時。

北海道大会で１００М、走り幅跳び、４００Мリレー三冠で優勝し

ました。なぜ、強かったか、元々足は速かったが、当時下校時出く

わしていた、通称「黒い犬」に追いかけられ、必死で逃げたり、木

に登って難を逃れたことで、ダッシュ力がついたのかなあ。などユ

ーモアも交えたエピソードも語られました。 

サッカー少年団もしていたので、Ｊリーグ元年の頃で、中学校で

はサッカーをしたかったのですが足を怪我したこともあり、陸上部

入部。しかし、練習を真面目にしないので、ソフトボール部に徐々

にグラウンドを奪われて行きました。そこで、中２の夏にエンジン

がかかり、全国大会へ行ったら、グラウンドを取り戻すことを申し

出て奮起しました。その頃の記録は１１″７、そこそこ速いですが、

１５分間走やダッシュなど、猛練習ではありませんが、体力がつい

てきたので、中３の春、１１″０の記録を出し、全国大会へ出場。

高校でも体力がつき、１８歳の時、世界選手権大会日本代表になり

ましたが、骨は弱かったです。初めての海外遠征がジャマイカで過

酷な生活でしたが、今はどこへいっても適応できます。また、セン

セーショナルな体験をしました。１５歳のボルトにも会いました。

「背がひょろっとして、ごぼうみたいだが、すごい速い選手がいる」

と評判でした。その後、ボルトは２０歳で世界記録を出します。会

えたことが、とてもうれしかったです。社会人になってからは、北

 
来賓挨拶 手稲区長 小林安樹様 

 
来賓挨拶 市Ｐ協副会長松山ひとみ様 

 
講師紹介 森脇手稲区Ｐ連研修委員長 

 
講師	 仁井	 有介	 氏 

 
指導/コーチング

■社会人アスリート

■プロアスリート、プロチーム

■小・中学校体育授業、部活動

■少年団/クラブチーム（サッカー、陸上、野球など）

■高校部活動（野球、陸上、サッカー、バスケなど）

■北海道教育委員会（講習会講師）

■専門学校講師

■W E B レッスン（スマートコーチ by	S oftB an k）

■H T B 	5 0 周年「夢の授業」

 



海道ハイテクに所属し、北海道でも有名な南部忠平陸上でも優勝できま

した。本番に弱いタイプだったので、あと１０～２０㎝くらいゴールに

早く届けば、オリンピックにも出場できたかも知れません。 

 ３0 歳で独立して、今は➀～➂の仕事に夢を持ち取組んでいます。 

➀道産子の走りを速くしたい「ノーススプリント デプト」 

➁アスリートを、先生に、スポーツをみんなのものに「Ａ—bank 北海

道レギュラーアスリート」  

➂厚別公園競技場が運営するクラブチーム「厚別アスリートアカデミ

ー」陸上チーム 監修/コーチ サッカーチームスプリントコーチ 

※この他 様々な指導/コーチングは右の「指導/コーチング」参

照 

２）ジュニア世代のいま 

①  生活全体の変化 
・交通手段の発達により、歩く機会が減少している。北海道全体の

体力 

レベルが低下している若しくは横ばいの状態です。運動に親しんでい 

る子はそうでもありませんが、運動をしていない子の低下は激しい。 

・電化製品の発達・普及により家事手伝いも減少しています。 

・社会/保護者の意識が危険性排除と汚れることを嫌うようになり、

公 

園などでも危険な遊具など管理する側も大変になってきました。また、 

運動をする子たちが衣服など汚すと、お母さんからお洗濯が大変と言 

われるそうです。こういうところからも、子どもたちの運動が制限さ 

れているのかなとも思います。 

・都市化は子どもたちの行動範囲を限定化しています。昔は買い物

など 

でも、隣街まで行かなければならないという時代もありました。 

・急速な情報化が情報機器との接触時間を増やしています。今すご

く言 

われていますよね。子どもたちは公園などに行かない、行ったとして 

もスマホなどのゲームで遊んでいる。 

・生活様式の変化に伴い子どもの活動/運動が減少しています。 

・だからこそ、今、学校でも体力向上や運動の機会を多くすることが叫 

ばれています。先生方も苦労しています。 

②  要素の減少 
・スポーツや外遊びの時間の減少→室内あそび、学校外での学習活

動が 

取って代わっています。 

・スポーツや外遊びの空間の減少→都市化/自動車の普及により空き

地 

や公園が減少し少年団などに入っている子以外、公園で野球、サッカ 

ー禁止などになっていて、運動しない子どもは、昔のように空き地も 

ないので、好きな時に運動できないようです。 

・スポーツや外遊びの仲間の減少→少子化により身近な仲間が減少、

学 

校外の学習活動が忙しく友達と時間が合わないようです。 

・時間、空間、仲間の減少が見られますが、２０２０年へ向けて文科省 

やスポーツ庁などでも運動に親しむいろいろな施策をやっていて、親 

御さん主導で体験させてほしいと思います。 

 

３）発育・発達に応じた運動 

➀  「それぞれの年齢での年間発達量と発育・発達パターン」 

「ゴールデンエイジについて」 

・左の図のように８歳頃をピークに、小学生では脳・神経系の発達

が顕 

著な時期になります。動作の習得が一生のうちで も進みます。 

 

 
休憩に替えて 背筋のストレッチ 

 
休憩に替えて 体幹のストレッチ 

 

（宮下 1980）

脳・神経系

呼吸・循環系 筋・骨格系

発育/発達に応じた運動 発育/発達について

（宮下 1980）

脳・神経系

呼吸・循環系 筋・骨格系小学生は脳・神経系
の発達が顕著な時期。
動作の習得が一生の
うちで最も進む。

いろいろな遊びや多
くのスポーツに親し
むことにより「リズ
ム、バランス、タイ
ミング」などの「調
整力」を高めていく
ことが重要！

発育/発達に応じた運動 発育/発達について

（宮下 1980）

脳・神経系

呼吸・循環系 筋・骨格系

中学生は呼吸・循環
系の機能が発達し落
ち着く頃、持久力の
養成はこの頃から。

発育/発達に応じた運動 ゴールデンエイジ

成長が一段落する高
校生頃から筋力・パ
ワーの養成導入が望
ましい。

 

 

 

 

 

 

 



・いろいろな遊びや多くのスポーツに親しむことにより「リズム、バラ 

ンス、タイミング」などの「調整力」を高めていくことが重要です。 

・プレ・ゴールデンエイジ期（５～８歳頃）といって、様々な動き、

ス 

ポーツ・運動により神経の配列をたくさん作っておく。また調整力（リ 

ズム、バランス、タイミング、巧緻性、協応性など）を育成しておく。 

・左の図のように１２歳頃をピークに、中学生は呼吸・循環系の機

能が 

発達し落ち着ちつく頃です。持久力の育成はこの頃からです。 

・ゴールデンエイジ期（９～１２歳頃）といって、「即座の技術習得」 

が も得意な時期です。 

・脳・神経が柔らかく、筋・骨格系、動作習得の準備性が高いので動作 

習得が容易に行える絶好期です。 

・様々なスポーツ/ゲームから様々な動きを身に付けたい時期です。 

・左の図のように１５歳頃をピークに、高校生は成長が一段落しま

す。 

筋力・パワーの養成導入が望ましいです。 
・ポスト・ゴールデンエイジ期（１３～１５歳）といって、ホルモ

ンの 

多量分泌により「思春期」を迎え、身長が一気に伸びる時期です。 

・十分な栄養、睡眠、休養を取り発育を 大限重視しましょう。 

・柔らかく弱い骨や関節を酷使しないように配慮することが必要です。 

 

・小学生では、学校の体育でも様々な運動が取り入れられています。小 

学校での運動に積極的に取り組めれば、体力はつきます。プレ・ゴ

ー 

ルデンエイジ期は、何回か繰り返していれば、いつの間にかで

きるよ 

うになる時期です。まさに、自転車がそうですね。 

・ゴールデンエイジ期は、いきなりできてしまう時期です。いろい

ろな 

スポーツに挑戦するとよいです。そして、いきなりできるけれども、 

なぜできたかを問い、コツなども自覚すると、なお上達します。

言葉 

にすることで、他者とも感覚の共有ができます。  

・ポストゴールデンエイジ期は、なんでもできてしまうので勢い

でやっ 

てしまいます。そうすると、骨格が、まだ大人より弱いので怪我

をし 

てしまいます。むしろ、この時期は休養も大事にする必要があり

ます。 

今、先生方の労働時間を減らす取り組みがありますが、週末、土、

日 

どちらかは部活を休みましょう。手稲区もやっていますが、これ

は、 

子どもたちの体の成長にも、とても良いことなのです。 

・小学生では、足の速い子は２パターンあって、➀体の大きい子、➁体 

はそれ程でもないが、サッカーとか野球とか調整力のいるスポーツを 

している子です。 

・また、小学生でも長距離走などは、走れば走るだけ速くなりますが 

 成長曲線にそわないで、「やらせすぎる」と中学生になって伸び

悩む 

子もいます。中学校の部活でも子どもはやりたがりますが、適度

にル 

ールを作って休みをとり、やりたいという気持ちを高めてやる

方が効  

果的です。                                             

 

 

 
質疑応答  
会場からは多数の質問が殺到！  

時間が足りない程でした！ 

 

 
仁井氏へ感謝の気持ちを込めて 

花束贈呈 寺山研修副委員長 

 
仁井氏と手稲区Ｐ連役員研修委員会 



・今、練習法でも情報が氾濫して、中学生でもいろいろな筋トレを知

っ 

ていますが、やはり、このような成長曲線を踏まえて、「小学生は

体 

を動かす遊びも含めて様々な運動をやってみましょう。」「中学生

はや 

りすぎず、バランスがとれた体をつくっておきましょう。」そうす

る 

と、高校生ぐらいになったときに、より力が伸びてくると思いま

す。 

	

４）子どもとの関わりの中で 

➀「できない＝悪？」 

➁「でも・だって・どうせ」 

➂「他者比較ではなく自己の過去比較」 

➃「知らない→知る、できない→できる」  

➄「良い対応」 

⑥「ダメな対応」 

➆「保護者のスタンス」 
以上の点について話されました。 

・「できない＝悪？」体育というのは、国語や算数とちがって、みん

な 

の前で見られてしまいます。そうすると「できないことは悪いこと」 

とイメージをもってしまう。これでよいのでしょうか。できないか

ら 

こそ学校はできるようになるところのはずです。子どもたちには、

で 

きないことは悪いことではないというイメージを、まずもたせる

こと 

からはじめないとならないと思います。 

・「でも・だって・どうせ」子どもたちにできない理由を聞くと、「で

も 

できないだもん」「だってできないよ」「どうせできたからって何にな  

るの」この３つの言葉が出てきます。この言葉が出てしまうと、やら 

ない理由になってしまいます。運動が苦手になるし、遠ざかって

しま  

います。自分もこの言葉は使わないし、子どもたちにもこの言葉は

使 

わせないようにしています。このことが大事だと思います。 

・「他者比較ではなく自己の過去比較」ジュニア世代では、体格も違

う 

し、運動をやってきた量や質も違うし、どうしても比べてしまいます。  

ジュニア世代では相対年齢効果があって、生まれた月により体格

差な 

どあること。同じ学年でも４月生まれの子と３月生まれの子では

１年 

違いますよということです。低学年であればあるほど顕著です。他

の 

子と比べて心配される保護者の方がおられますが、それよりは自分

の 

過去と比べて何ができるようになったかを評価される方がよい

と思  

います。前の自分と比べて、どうしてできるようになったか、自

分  

の動きを絶えず客観的に分析したり、こうなったからできたが分

か  

 
走り方の実演 

子どもたちとの関わりの中で 良い対応

☑ 良いところを見つける
☑ 勇気づける
☑ タイミングが良い

☑ わかりやすい
☑ 手本
☑ 平等

子どもたちとの関わりの中で ダメな対応

☑ 短所ばかりに目が行く
☑ けなす
☑ 体罰
☑ タイミングが悪い
☑ 感じ取れない

☑ 怒る
☑ ひいき

子どもたちとの関わりの中で 保護者のスタンス

■応援する

■見守る

■背中を押す

■過度な期待

■勝利至上主義

■指導阻害

走りのポイント

走りのポイント ①まっすぐな姿勢

走りのポイント ②弾む足の裏



るようになると正のスパイラルに入りできることが増えていきます。 

・「知らない→知る、できない→できる」学校もそうですし、陸上ク 

ラブや少年団もそうですが、そういう場所は「知らないを知る」「で  

きないをできる」になる場所だと思った方が良いと思います。小学 

校の授業などにも行きますが、できない子もいますが、そういう子 

には「できなくても観察したり、考えることはできるよね。速く走 

っている子を見て、その子はどうやって走っていた。」などと聞くよ 

うにしています。運動ができなくても、その子にコーチ役や指導者 

役になってもらいます。国語や算数や理科の力、特に理科の力「ア 

サガオの観察」など、いつ花が咲いて、いつ実ができてなど、観察 

する力を走る子を観察する事に応用すると、あの子はあの時、こう 

いう動作をしていたとか、あの時の足はこうだったなどと答えてき 

ます。それを、言葉を介して伝えあう、自分も試してみると運動に 

親しみが出てきて、ひいては上達することに役立ちます。 

・「良い対応」「悪い対応」良い対応として、まず良いところを見つけ 

てあげる。そこをほめてあげる。そして背中を押してあげる。また、  

タイミングも大事です。良かったときに、どこが良かったかその瞬間 

を伝えてあげないと、後で言ってもわからない。そして、わかりやす 

い言葉で伝えることや良いお手本を示すことが大切です。もちろん、 

ひいきせず、できる限り誰にでも平等に接することを心がけることが 

大切です。（悪い対応は左の図を参照） 

・「保護者のスタンス」 

保護者の皆様には、過度な期待をもたず、勝つことばかり、記録ばか   

りにこだわらない。また、コーチや指導者について、保護者の目線で、 

あまり言わない。子どもの目線を尊重し、もし、それでも、どうして 

もということなら、別の少年団やクラブチームへ移る方がよい。 

やはり、保護者のスタンスとしては、応援すること、遠くで見守 

ること、そして、いつも背中をうまく押してあげることを考えてい  

ること。が大切かと思います。 

～ここで、休憩に替えて、座席でストレッチ～。 

➀背筋のストレッチ→両腕を上に挙げてのびをする、手と手を握っ   

て左右に体を傾ける。 

➁体幹のストレッチ→片足をもう一方の足にのせ、腰から上 

をまっすぐ伸ばし、上体を左右にひねるなどをしました。皆さん 

気持ち良さそうでした。 

 

５）きっと役に立つ？走りのポイント 

1 まっすぐな姿勢  

2 はずむ足のウラ（つま先着地→○、かかと着地→×）  

3 するどい腕のふり 

後に実演をしながら、この３つのポイントをていねいに説明して   

頂きました。 

➀先ず「まっすぐな姿勢」→耳と肩と腰と膝とくるぶしが上から  

下へ、一直線に、身長を測る時のイメージで自分の身長より３ 

㎜高くなるように、真直ぐ立った姿勢をつくる。  

➁次に「はずむ足のウラ」→ここで、かかと着地だと、上体が倒れ、スムーズに前へ出にくい、

つま先着地だと、上体が真直ぐ起き、リズミカルにスムーズに前へ速く進める。 

➂最後に「するどい腕のふり」

→肘を曲げる角度はおよそ９

０°で、腕を前に振るときは、

顔の目か鼻先ぐらいの高さま

で上げる。後ろに振るときは、

どこまでと決めなくてもよい

が、肘を曲げた角度９０°を

キープした状態で、手のひら

の小指の先でズボンのポケッ

走りのポイント ②弾む足の裏 走りのポイント ③するどい腕の振り

 



トを鋭く切るように振る。腕を右に振ったり、左に振ったりせず、体側に沿って真直ぐに振る。 

 

《お断り》 

なお、この講演要旨は、講演者の仁井有介氏の許可を得、ご講演をお聞きし、札幌市手稲区ＰＴＡ事務局

長 清水禎一の文責によりまとめたものです。仁井先生のお話された言葉通りには、なっていませんこと、

仁井先生がこのような言葉でお話されたというような誤解のなきよう、あくまでも、まとめた者の主観も多

分に入っている点もあり、ご講演の意図と微妙にニュアンスの違う点も多々あるかも知れませんので、この

点についてのご理解とご了承をお願いします。もし、違う点がございましたら、お許し願います。 

 

《参加者アンケートより》 
６１名の皆様から感想を頂きました。ありがとうございます。ほとんどの方が、良い話を聴けたことに大

変満足されている様子が読み取られました。 

皆様の感想を大まかにまとめて見ますと、 

➀とても分かりやすい講演であったこと、特にお話の内容と仁井氏の表情や優しい話し方、実演などに好感 

をもたれたこと。  

➁走り方の基本はもちろん、そればかりでなく、発育や発達の基本が大いに分かったこと。  

➂子どもの体や体力向上、スポーツ、運動に関係したお話ではあったが、学習や生活面での子育てについて、 

振り返らせて頂き、子育てにも大いにヒントや参考になったこと。 

➃走り方やストレッチは早速、子どもに教えてあげたいこと。          などだったようです。 

  

アンケートを頂いた方、全員、掲載したいのですが、紙面の関係上で一部の方のみ紹介させて頂き

ます。お許しください。 

○仁井先生のような体育の先生がいたら、運動は楽しく、すきになるだろうな～と思われるほど、とてもわ 

かりやすく、ききやすく、とてもためになりました。このような講演ははじめて参加したのですが、こう 

いう機会はありがたいし、これからは機会があったら、参加しようと思いました。ありがとうございまし

た。 

○走り方、親の関わり方、なわとびの重要性など、ためになる話を聞けました。ありがとうございました。 

○子どもは体力がなく、かかとから着地します。自分より小さい子供でも良いから、ビリから抜けてみたい 

と言っています。（３年間）バスケも習いながら頑張っていますが、難しく、親として声掛けも悩んでいま

した。保護者の対応や指導ポイントを、とても分かりやすく教えていただけたので、８才～１２才～１５

才の身体のバランスを考えながら、子育てをして行こうと思いました。本当にありがとうございました。 

○小・中・高と子どもがいるので、成長に合った運動を知れて良かった。運動を通して、子どもとの関わり 

方を学ぶこともできて良かったです。本日の講演を聞けて良かったです。来年の運動会の練習のアドバイ

スに役立てます。ありがとうございました。 

○とてもわかりやすく、ユーモアを交えながらのお話すばらしかったです！！子どもが６年生で運動会が終 

わってしまったので…もっと早くききたかったです！！スポーツに限らず、今後の子育てに生かせそうな 

事が沢山あり、本当に来てよかったです！！ 

○中３の息子がいます。３年間陸上部で活躍してきましたが、高校に行っても続けるつもりでいます。今日 

の仁井先生の話は、とっても心にひびいて、これからの見守る親側として役に立ちました。ありがとうご

ざいました。 

○他者比較をしないという言葉に心がズキンとしました。知らず知らずのうちに比べているな～と。体幹が 

弱く、なかなか上達もしないのですが、本人のやる気とこれからに、まかせていこうと思います。 

○小４の娘、私も運動が苦手で、足が速くなりたい！などの欲がありません。興味があること・上達したい 

ことへの声のかけ方は、共通するものがあると思いました。子どもの体力低下は大人になってからの生活

にも影響があると思うので、そこは意識して生活したいと思いました。ありがとうございました。 

○とてもわかり易く、聞きやすい話でした。途中で座りながらのストレッチも普段の生活に取り入れようと

思います。走り方の説明は子どもに伝えようと思います。大変、為になりました。ありがとうございまし

た。 

○講演の準備等お疲れさまでした。初めてプロのアスリートの方の講演を間近で聞けてとても良い経験にな

りました。講師の仁井先生もわかりやすくとても好感を持てました。スポーツの指導ももちろんですが、

子どもの教育としても参考になる事が多く充実した時間が過ごせました。 

○いつも遊びすぎで注意していましたが、遊ぶことにも体力づくりに意味があることを再認識させていただ

きました。なわとび、家の中での手足あそび、早速実践したいと思います。 

○幼少期～中・高校生の体験談を教えてもらいながらの講義はわかりやすく、自分はかなりの運動オンチな 

 ので、自己否定感が強かったが、できない＝悪ではなく、できる人を観察して、できる理を考え、分析す

ることが大切だと教えてもらえたので貴重なお話を聞けたと思います。 



○親として、耳がいたいことばかりでしたが、楽しくスクールで運動しているので、まず、それでいいんだ

と気付きました。親も一緒に楽しく色んな事にチャレンジしたいと思います。ちなみにうちでは、手押し

ずもうや普通のすもう、ペタンクをしています。ペタンクははまっています。 

○手稲での「かけっこ教室陸上クラブ」の要望ができて良かったです。来年こそは、参加したいと、せつに

思っていますので、よろしくお願いします。仁井さんのお話が聞けて、光栄です！！  

○できないよりも、できた事をほめて、なぜできたか？の理由を考えさせるようにしたいと思いました。ス

ポーツだけではなく、これからの子ども達に対する声掛けも学べました。ありがとうございました。 

○年齢に合った「今やるべきこと」がとても良くわかりやすかったです。親として、子どもを見守り、そっ

と支えてあげられたら良いなと思いました。ありがとうございました。 

○今日うかがったお話はスポーツだけではなく、勉強や日々の活動、関わりの中でも子どもを前向きに、や

る気を出すことにつながることが多く、自分の今までの子どもとの関わり方をふり返る良い機会になりま

した。ありがとうございました。 

○前田の陸上クラブチームで子どもが所属して頑張っています。年齢に合わせて取り組んでいくのが大事だ

ということがわかりました。子ども達への接し方、声掛けも勉強になりました。手稲区でもかけっこ教室

が実現すると嬉しいです。 

○自分の体験をおりまぜてすごく聞きやすい講演で楽しかったです。息子は運動があまり得意ではないので

すが、やはり小さい頃からの環境が影響しているのがわかりました。発達に応じた運動の仕方がわかり勉

強になりました。「でも、だって、どうせ」をいわないようにしたいと思います。 

○実演を交えた講演で、とても楽しくあきることなくきけました！とてもわかりやすい言葉で、家に帰った

ら、息子達に今日の講演内容を伝えようと思いました！！ありがとうございました！ 

○子ども達がスポーツにいそしんでるので、楽しく聞くことができました。娘が小３で陸上、野球を始め、

まさに、走りの基礎を知ることができました。私達、親のスタンスも、今いちど考えることができ、今、

いっそう娘、息子を応援することができそうです。 

○良い対応、悪い対応は運動に限らず、生活面でも通じると思いました。走り方のポイント、早速、子ども

に伝えたいです。大変、面白い講演でした。ありがとうございます。 

○とてもためになりました。「でも・だって・どうせ」ＮＧ！や他者比較×→自己過去比較○など、運動のこ

とだけじゃなくとも通じるものがあり、うなづきながら聞いていました。ありがとうございました。 

○高校生の息子が陸上をやっていました。何でこのメニューをしなければならないんだろう？と言っていま

したが納得できました。子どもたちに今日の話を教えてあげようと思います。 

○すごくためになる講演ありがとうございました。 後の速く走るためのコツは興味津々きかせて頂きまし

た。家に帰ったら子どもたちにおしえてあげようと思います。私も飼い犬でしたが、追いかけられた経験

があります。（笑）近くで見ていた祖母が言うには、その時の走るフォームがすごくきれいだったとか… 

 なので、仁井先生の話に親しみがもてました。 

○子どもの成長に合わせて何をいつすべきかというのがわかり、とてもタメになりました！私が昔あそんで

たような事が、今の時代はムリなこともあるので、なるべく、外であそんで、動いて、ドロだらけになっ

てということがやっぱり大事！ということも再確認できました。ＨＴＢのＴＶもみてました。ぜひ、札幌

市内、いろいろな所で走り方教室やっていただきたいです。今日は本当にありがとうございました。 

○ちょっとしたストレッチでもすっきりできてよかったです。スポーツの指導のポイントを日常生活の子育

てのポイントと通じるものがあり、子どもとのかかわり方を考える良い機会になりました。過度の期待、

ダメだししてしまう等改めようと思いました。 
○小１の子どもがいますが、発達・発育の不十分さを日常的に気になっていました。相対年齢・月齢的に焦

る必要ないと知り、少し肩の荷が降りました。色んな経験をさせたいと思います。またテーチングとコー

チングが子どもが対象だと区別するのが難しい部分がやはりあると思いました。 

〇講演の始まるまでの挨拶が長い。講演を聞きにきたので１５分は長い。先生の話は楽しくためになりまし

た。来年手稲区のかけっこ教室に是非よんで下さい。 

←（早く講演をというお気持ち受け止めさせていただきます。ただ、講演の前のセレモニーの部分につい

ては、手稲区Ｐ連も来年創立３０周年を迎えますが、創立以来、またどの区でも、区Ｐ連の研修大会は、

区Ｐ連のメイン行事で、昔は、全体会や分科会など大規模に開催していた行事でした。そして、その中の

一部に講演会が位置付けられておりました。歴史の変遷の中で、各校ＰＴＡの多くの負担を軽減し、削ぎ

取って、 低限、現在の形になりました。今後は、挨拶の時間を短く設定するなどの工夫をして参りたい

と思います。まったくセレモニー部分を割愛することは過去の変遷も踏まえて、難しいことはご理解いた

だければと存じます。） 


