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はじめに

　青少年の健全な育成のために運動・スポーツは不
可欠と言えるが、青少年の体力や運動能力は親世代
よりも劣っていることが報告されている（文部科学
省，2014）。定期的にスポーツを行うことによって、
健全な筋肉や骨格・運動能力が発達し、体力や持久
力が向上する上に（谷口，2004）、道徳性や社会性
の向上（Coatsworth & Conroy，2009）及び問題行
動の低減（Donaldson & Ronan，2006）などが期待
できる。

　青少年のスポーツのあり方を考えるにあたり、筆
者らは、放課後や休日に学校活動とは別に地域の子
どもたちを集めて運営されている地域スポーツ（永
井，2004）に焦点を当てて検討してきた。地域スポー
ツは商業的なスポーツ教室とは異なり、小学校の校
庭や体育館を借りて行われることが多く、基本的に
ボランティア運営であるため月謝は安い。その代わ
りに、試合や練習の際の送迎、怪我対応、施設や道
具の管理等の運営面で保護者の負担が大きい点に
特徴がある（Smoll & Smith，2002杉山訳2008；藤
後・川田・井梅・大橋，2017）。運営に留まらず、子
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どもたちを技術的に導く指導者役をもその保護者た
ちが務めるケースも多い（大橋・藤後・井梅・川田，
2016）。このような特徴により、保護者同士の連帯
感の育成、子の成長の実感などの長所が指摘されて
いる（e.g., Dorsch, Donough, & Smith，2015；Na，
2015）反面、さまざまなトラブルも報告されている（大
橋・井梅・藤後，2015；藤後・三好・井梅・大橋・
川田，2016）。例えば、他の保護者から試合でミス
をした子に野次を飛ばされてショックを受ける、チー
ムの仕事の負担に関する不公平に不満が出る、など
である。
　本邦のアマチュアスポーツにおいては、種目や地
域にもよるが多くの場合、中学生以上は所属する学
校に付属する組織でスポーツに参加するケースがほ
とんどであり、地域スポーツは主に小学生が対象と
なっている。世界を見渡すと、青少年のスポーツの
場としては、地域スポーツが中心の国、学校が中心
の国、地域スポーツと学校の両方で行われる国の三
種類がある（中澤，2014）。具体的には、地域スポー
ツが中心の国は、ノルウェー、スウェーデン、フィ
ンランド、デンマーク、ドイツ、スイス、ザイール、
イエメン、タイなどである。学校が中心の国は、日
本（中学生以上）、中国、韓国、台湾、フィリピンな
どアジアが中心となっている。地域スポーツと学校
の両方で行われる国は、カナダ、アメリカ、ブラジル、
スコットランド、イングランド、オランダ、ベルギー、
フランス、スペイン、ポルトガル、ポーランド、ロシ
ア、イスラエル、エジプト、ナイジェリア、ボツワナ、
マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、日
本（小学生）と広範囲にわたる国が含まれている。
本報告の目的
　生涯スポーツの意義が唱えられてはいるものの、
日本ではまだ生涯スポーツが定着したとは言えない。
なぜならば、日本の30代から50代では日常的にス
ポーツ・運動を行っている層は働き盛りの20％前後
と少ないからである（厚生労働省，2016）。一方、ア
メリカではこれが70％を超えており、働き盛りであっ
てもフィットネスなど室内で個人的に運動を行うだ

けではなく野外スポーツを定期的に行う層が50%近
くいる（Physical Activity Council，2017）。このよ
うな視点から、アメリカはよりスポーツ文化が進ん
でいると考えられる
　本邦において、スポーツ教育が、伝統的に運動を
手段にした教育の側面を偏重しており、スポーツそ
のものに価値を見出していないことが、現在求めら
れる生涯スポーツや生活における豊かなスポーツを
推進していく障害になりえる（永島，2000）。スポー
ツ研究家・永島によると、スポーツは運動とは異な
り楽しむものだというが、日本においてスポーツは
いまだ健康のため身体づくりのためという意識が強
い。そこで、今回は、本邦同様に地域と学校の両方
において青少年のスポーツが行われているが、より
スポーツ文化が進んでいると考えられるアメリカの
青少年スポーツについて実態を把握し、日本の地域
スポーツを改善するための資料としたい。以上の目
的のために、地域スポーツの場を視察するとともに、
指導者と保護者の双方から聞き取りを行った。

方法

調査対象
　アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコ近郊
で行われている地域スポーツ。具体的には、様々な
種目の地域スポーツの行われている様子を見学した

（サッカー、野球、ラクロス、バレーボール、バスケッ
トボール）。また、地域スポーツのシステムについて、
地域スポーツで指導しているコーチ２名（サッカー
とバレーボール）に聞き取り調査を実施した。
　これに加え、子どもに地域スポーツをさせている
保護者３名（Ａさん（バレーボール、サッカー）、Ｂ
さん（バレーボール）、Ｃさん（サッカー、ラクロス、
アメリカンフットボール））に対し半構造化面接を行
なった。対象者の選択は、筆者らの知人のつてをた
どった。ただし、様々な経験を聞きたかったため、
２年以上子どもにスポーツをやらせていてかつ複数
の子どもがいる保護者に依頼した。なお、地域スポー
ツの情報収集にあたっては、可能な限り日本と比較
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できる年齢（Ｕ12）に焦点をあてた。
調査時期
　2017年２月から３月にかけて実施した。
面接手続き
　面接は、筆者ら２人が担当した。質問内容は、「子
どもが行っているスポーツの種目と内容はなにか」

「子どものスポーツにかかる費用はどのくらいか」「子
どもにスポーツを始めさせた経緯はどのようなもの
か」「子どもにスポーツをさせることの良い面、悪い
面についてどう考えるか」「保護者同士の関係はどう
か」であった。これに加えて、保護者代表の役につ
いていた２名（ＡとＣ）には「保護者代表として工
夫していることと困っていること」についても尋ねた。
すべてのインタビューは録音し、録音された内容を
もとに逐語録を作成したうえで分析を行った。

結果と考察

カリフォルニア北部の青少年スポーツのシステム
　まず、指導者たちから聞き取った、カリフォルニ
ア北部における青少年スポーツ実施の概要を紹介し
ておく。アメリカにおける子ども対象のスポーツプ
ログラムは、やりすぎによる身体への負担を防ぐ観
点からシーズン制がとられている（渡辺，2009）。また、
チームは、競争的スポーツ（competitive sports）と
レクリエーション的スポーツ（recreational sports）
の二つに分かれている。競争的スポーツは、他の地
域を含めて試合を多く行い技術向上に焦点を当てる
ものであり、練習回数が多く、シーズンも長い。レ
クリエーション的スポーツは楽しみに焦点を当てる
ものであり、試合は行わないか地域内限定での試合
のみ行う。種目と地域もよるが、練習も週に１、２
回が多い。シーズンが明確で、例えばバレーボール
は12月から３月、フラッグフットボールは３月から７
月、サッカーは８月から11月など年間の特定の時期
のみ実施される。
　子どもたちはまずレクリエーション的スポーツを
始め、年間に複数のスポーツを経験し、適性と好み
によって競技的スポーツに移行していくことが一般

的である。どちらの種類のスポーツについても毎年
シーズン開始時期に合わせて募集があり、継続した
い場合には応募して登録する必要がある。逆に言え
ば、そのスポーツに合わないと思えば次のシーズン
に戻らないことは全くの自由なのである。なお、競
争的スポーツに参加するためには選抜（try out）を
受ける必要がある。種目と年齢、そしてそのチーム
の競技レベルにもよるが、約半分が不合格になるこ
ともざらではない。
　つぎに、競争的チームとレクリエーション的チー
ムとの関係について述べる。これはカリフォルニア
のすべてのスポーツに当てはまるわけではないが、
この二人のコーチの所属するクラブでは、プロのコー
チが競争的チームを１つ以上担当しながら、レクリ
エーション的チームも統括している。つまり、レクリ
エーション的チームについて、保護者コーチを募り、
指導のアドバイスをするのである。具体的には、例
年募集をした後、年齢と居住区によって10 ～ 12名
程度のチームに分ける。そうなると、訪問したSan 
Ramonのサッカークラブの場合、100近いチームが
できる。各チーム内で、コーチ１名、アシスタントコー
チ１名、マネージャー１名を保護者から選出しても
らう。統括コーチは、コーチが初心者だったり不安
がっていたり保護者から連絡が来ていたりなどがあ
り「気になる」チームには出向くが、ふだんはメー
ルで苦情や意見を受付しているそうである。
　少年スポーツの練習時間は日本と比べるとあまり
長くはない。私たちたちが今回調査したすべての種
目において、競争的なスポーツであっても１時間半
の練習を週に２、３回行い、週末に試合がある程度
が標準である。子どもの体力と集中力に合った時間
設定がなされていうると言えよう。
　最後に、青少年のスポーツの場についてであるが、
中学校卒業までは学校とは無関係の地域スポーツが
一般的である。しかし、種目と地域によっては、高
校や大学レベルになると学校に所属するチームに参
加するケースも多く、そちらの方が強いこともある。
好例はアメリカンフットボールである。ただし、中
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学校や高校の部活動では技術を教えるということは
少なく、うまい子を選抜して、試合を中心に行うそ
うである。また強豪校以外はシーズン制でかつ練習
回数が少ない（週１、２回）ため、同種目あるいは
別種目の地域スポーツの両立が十分に可能である。
　ただし、カリフォルニア州の状況と他の州の状況
には違いがあり、今回取材を行ったカリフォルニア
州がアメリカの代表とは言えないことは念頭に置い
ておく必要があるだろう。例えば、ミシガン州の地
域スポーツを視察した渡辺（2009）は、レクリエーショ
ン的チームでも週３回の練習があったと記している。
Orinda市でのバレーボール
　Orinda市はサンフランシスコから地下鉄で20分
程度の駅から車で少々入った所にある近郊都市であ
る。
　ここでバレーボールチームに娘２人を参加させ、
クラブ・ディレクター（保護者会会長に当たる）を
務めているＡさんに話を伺った。バレーボールのシー
ズンは１月半ばから５月半ばであり、一シーズンで
参加費は約２千ドル（約20万円）である。
　上の娘（もうすぐ12歳）は、１年目はレクリエーショ
ン的スポーツのバレーボールに参加したが、２年目
である今年は競争的スポーツのバレーボールに参加
している。今年は、１月から５月はバレーボール（競
争的）、６月から９月はゴルフとテニスに参加する予
定である。
　バレーボールの開始年齢は遅く、チームはＵ10か
らしかない。下の娘（もうすぐ10歳）はバレーボー
ルを今年始めたばかりである。１～５月はレクリエー
ション的バレーボールに参加するが、力を入れてい
るのはサッカーで、こちらは競争的スポーツのチー
ムに入っている。２月に選抜を受けた後、任意の
pre practiceがあり、３月半ばから本格的に始まり、
12月までシーズンは続く。来期から始まるシーズン
で３年目となる。
　視察した日曜日午前中の体育館では、女子Ｕ12と
Ｕ10の練習が行われていた。練習時間は週２回１時
間半であるが、さらなる上達のためにはあと２回く

らい増やしてほしいと要望している保護者が多いそ
うである。
　Ａさんに「チームの保護者たちの仕事は何か」と
聞くと、「コミュニケーションですね」と返ってきた。
例えば、このチームは、翌週の週末はデンバーで対
外試合があり、チームの親たちはこぞって応援に集
まる（送迎も兼ねている）。朝の８時から夕方の４時
まで応援しその後は夕食会になるので、その手配を
行う。大変ではないかと聞くと、「大変だけど、子ど
もの成長のためだから」との返答であった。ちなみ
に、子どもが複数いる家が多いため、当該の子ども
と母親のみでデンバーに向かう家庭が多いそうであ
る。ただ、スケジュールによっては家族総勢で出向
くこともあり、家族旅行を兼ねてしまうという。
　バレーボールの年少チーム（Ｕ10）の練習は興味
深かった（写真１）。まず、２人の女性コーチのうち
一人は子連れで、２歳くらいの幼児が一人遊びでき
ずにたまにコートに入ってきてしまう。かわいらしい
が、そのたびに練習が止まる。またミーティングし
ながら、コーチはお菓子を食べているという大変に
リラックスした雰囲気であった。一方、年長チーム（Ｕ
12）のコーチはベテランの男性で、高校生女子（チー
ムの卒業生）が助手に入っている。
　この地域は郊外で交通の便が良くないため、地域
スポーツが行われる市民体育館に来るために車が必
要である。その関係で、数名の保護者が練習を見

写真１　バレーボールの年少チームの練習風景
（左がコーチとその息子）　　
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学していた。付き添い・見学者の一人に選手の祖父
がいた。他の保護者によれば、彼は他のチームで野
球を教えていた経験がある元教員で、今期始めたば
かりの孫娘の練習によく付き添っているそうである。
大変スポーツに熱心であり、その日の練習中も、自
分の孫を呼び寄せ熱心にアドバイスをしていた。Ａ
さんによれば、実はその前の週に他の子どものミス
に対してベンチから過度な叱責してその子どもに不
快な思いをさせたのだという。指導者ではないチー
ムの保護者に練習中に厳しい指摘を受けるのは愉快
なことではない。指導する役目は指導者に任せてい
るため、その過度な叱責をされた娘の保護者（Ａさ
んの夫）がその日の練習前に直接話をしに行ったそ
うである。ただし、このような保護者は稀で、彼女
が知る限り初めての出来事だそうである。
　もうひとりベンチで見学していた母親Ｂさんに話
を聞いた。Ｕ12で練習している娘（12歳）にとっ
てバレーボールは３シーズン目に当たり、毎年チー
ムを移っているためこのチームが３チーム目である。
このチームを選んだ理由は競技レベルが高いからで
あった。娘には、５歳からテニスとゴルフ、４歳か
らバスケットボール、そして９歳からバレーボールと、
多彩なスポーツをさせてきた。本人はバレーボール
を最も好んでおり、週２の練習と月に２、３回の試
合に出ている。ほとんどの試合会場は、車で１時間
程度である。
　Ｂさんは送迎のついでに見学することが多い。弟
妹が一緒に来ていることもあり普段は見ているだけ
だが、時々練習相手（サーブを受ける、球を拾うなど）
の手伝いをすることもある。彼女の他にもう一人バ
レーボールができる母親がいて、その人も時々練習
の手伝いをしている。
　Ｂさんには、バレーボールをしている長女の下に
二人の子どもがいる。その二人もそれぞれスポーツ
や芸術の習い事をしており、練習や試合の際には車
での送迎が必須であるため、子どもが３名以上の家
庭は近所で相乗りし合う（share-driving）そうである。
ただし、この曜日のこの時間帯は特に用事がないた

め、弟妹が付き添ってきており、体育館の廊下で遊
んでいた（写真２）。
　保護者の関係について伺うと、先述の祖父が少し
気になる以外、特にトラブルはないとのことであっ
た。ただ、子どもにサッカーをさせた際、熱くなり
すぎる保護者が多くてついていけなかったと感想を
述べていた。彼女によれば、サッカーは球の動きが
比較的ゆっくりだからいろいろ言う余地があるから
ではないかとのことであった。
　体育館の横にあるグランドでは、野球チームが練
習をしていた。競技しているのは10歳から12歳くら
いの男子で、見学者は父親の方が母親よりも多く、
一部の父親はスコアをつけたり、玉の飛び方を記録
したりしていた。
San Ramon市でのサッカーとラクロス
　San Ramon市は、サンフランシスコから車で40分、
電車を使うと１時間ほどの郊外にある。通勤一時間
はアメリカとしてはやや長いが、サンフランシスコの
ベットタウンとなっており、落ち着いた雰囲気であっ
た。
　ここで娘（と昨年までは息子）をサッカーチーム
に参加させ、ボードメンバー（後述）を務めている
Ｃさんに話を伺った。サッカーのシーズンは競争的
スポーツの場合３月から７月半ばと８月半ばから11

写真２　体育館の隅で暇つぶしをする弟妹
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月であり、１時間半の練習が週に３回あり、そのう
ちの一回は室内で行われる。なお、一シーズンで参
加費は約1900ドル（約19万円）である。レクリエー
ションの場合は８月半ばから11月のみで参加費は
300 ～ 400ドル（３万円から４万円）、これに加えボ
ランティアデポジットを徴収する。一定以上のボラ
ンティアをするとシーズン後に帰ってくるという仕組
みである。また、二年目以上のコーチは、その貢献
量を考慮し子どもの参加費を無料にしている。
　サッカーの競争的チームには、保護者ではなく、
給料をもらっているコーチがつく。このあたりはス
ポーツやクラブによって違い、後述のラクロスでは
親がコーチとしてついている。
　「ボードメンバ―」は、日本では聞きなれない語
である。地域スポーツにおける保護者役員と類似し
たものかと思えばいくつかの点で明らかに異なって
いる。すなわち、選手の保護者代表であり、クラブ
の運営をボランティアで担う点は共通である。しか
し、ボードは全クラブで一つであり、これがカバー
するチームはＵ７からＵ18までの多岐にわたり、競
争的チームとレクリエーション的チームの両方を含
む。日本では小学校で一チームということも珍しく
ないが、こちらでは年齢別・地域別に細かくチーム
を分けており、クラブ内には10から15名程度が所属
するレクリエーション的チームが100以上ある。そし
て、このボードメンバーたちはクラブに存在する100
以上のチームを統括するのである。また、ボードメ
ンバーの任期は２年であり、選挙で選ばれる。ただ
し再選は妨げないため、現在のメンバーでは最長は
８年目、最短は１年目にあたるそうだ。レクリエーショ
ン的チームの保護者もメンバーになるが、競争的チー
ムの保護者の方が多い。
　San Ramonのサッカークラブの場合ボードメン
バーは10名程度いて、半数を毎年秋の選挙で選ぶ。
その仕事内容は支出を検討し（会計管理のためには
専任の職員が存在する）、コーチたちの意思決定を
助け、保護者からの質問などに答え、トラブルがあ
れば対応することである。ボードメンバーにはチー

ム名の入ったトレーナーが配られ、試合や集まりの
際に誰が関係者かわかるようにしてある。
　具体的にどのようなトラブルがあるのだろうか。
Ｃさんによれば、状況は日本とよく似ている。自分
の子どもが適切に扱われていないと感じる保護者
や、コーチが自分の子の能力をわかってくれていな
い（試合でのプレータイムが少なすぎる）と考える
保護者がいる。そのような保護者への対応としては、
まずゆっくり話を聞き気持ちを落ち着かせ、その後
統括コーチに状況を話すのが一般的である。つまり、
あのコーチにはもしかしたらこのような問題がある
かもしれない、と報告する。また、試合の際に興奮
してサイドラインから指示を出してしまった保護者
に対して気をつけるように声をかけることもあるが、
これはボードメンバー以外の保護者も行う。
　保護者教育としては、シーズン始めの保護者会で
一般保護者を対象にクラブのルールについて説明す
る。練習時間や場所に加え、チームの方針や、やっ
てほしいこと、ほしくないことについて説明する。こ
の会には子ども一人に対して保護者が１名以上参加
することになっていて、配布資料はファイルでも送
り、どうしても参加できない保護者にも情報がいき
わたるようにしている。正式な保護者会はこの一回
しか行われない。ただし、試合の後などに集まった
時にコーチやボードメンバーが保護者に話をするこ
とはある。なお、保護者コーチたちもこれとは別に
シーズン前に打ち合わせを行う。
　ボードの話し合いは月に一度行われる。夜７時半
から10時半頃まで（時には12時近くまで）かけてコー
チ陣から様々な情報が提供され、方針を決めていく。
　つぎに、平日４時から中学校の校庭で行われるラ
クロスを見学した。その日は男女Ｕ９が練習してお
り、各15人弱の子どもに対して一人のコーチがつき、
練習場の外では二人の母親が出席を取りながら見学
していた。練習は週に２回あり、それぞれ１時間半

（９歳は１時間）である。Ｕ９の後には同じ運動場に
上の年代が来るそうである。この地域では一回の練
習はどのスポーツも２時間以内で、あまり長くはな
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い。競争的ラクロスではあるが保護者がコーチをつ
とめており、大学生が１人経験を積むために手伝っ
ている。競争的ラクロスのシーズンは２月から５月
で、参加費800ドルに加え、用具が必要である（ヘ
ルメットやラケットなどが計200ドル以上かかる）。
　Ｃさんの子どもたちは二つ以上の種目の競争的ス
ポーツに現在参加している。その種目ができる年齢
になったらすぐ始めていて、サッカーは６歳、ラクロ
スは８歳で始めた。レクリエーション的なスポーツ
の経験もあるが基本的に競争的スポーツを選んでい
る理由を聞くと、「いい質問ね。二人とも運動が得意
だし、チャレンジ精神があって、レクリエーションよ
りも競争的スポーツの方が合っていると思ったの。」
との返答が返ってきた。
スポーツとの付き合い方
　地域スポーツの場は学校を借りることもあれば市
の施設を使うこともある。例えばある平日の午後、
Hamilltonレクリエーションセンター前の広場では
３、４歳の幼児が集められ、サッカーをしていた（写
真３）。テントのようなゴールを芝生の上に置いて、
走ったりボールを蹴ったりした。保護者が預けに来
て去っていくことや、指導者が保護者よりも若い年
代であることから、サッカー教室だと思われる。こ
のような早い時期から始めることに驚いた。また、
近くのテニスコートでは小学校入学前後くらいの子
どもたちがテニスを習っている様子も見られた。
　またフォーマルなグループだけではなく数名でス

ポーツをしている姿も見かけた。例えば、ラクロス
の練習が行われていたSan Ramonの中学校の校庭
では、数名の子どもたちがバスケットボールをして
いた。これは兄弟についてきた可能性もその中学校
で迎えを待っている生徒である可能性もあるという。
　また、サンフランシスコ市内Hamilltonレクリエー
ションセンターの近所の公園では、夕方、中学生か
高校生くらいの男子数名がバスケットボールをして
いた。個人的に楽しんでいるのかと思って見守って
いたら、スポーツウェア姿の大人が現れ、筋トレの
仕方を指南し始めたため、スポーツ家庭教師の可能
性がある。
　サンフランシスコ市内のKimbell公園でも、グルー
プでスポーツしている人たちの横で、中学生くらい
の女児と若い女性が道具を取り出してトレーニング
を始めた（写真４）。おそらくサッカーの練習の一部
で、家庭教師なのではないかと思われる。
　このようにスポーツへの熱は熱く、スポーツの低
年齢化が進んでいるようである。San Ramon市では
サッカーの大学推薦入学の説明会にも参加したが、
高校１年生から推薦入学のために準備することに驚
きを感じた。具体的には大学で行われる練習（一日
一万円位の費用が掛かる）に参加したり、練習や試
合の動画を指導者に送ったりしてアピールするそう
である。ごく一部の選手が大学でサポートされた形
でスポーツを続けることができるわけだが、多くの
親子がこれを目指すようである。

写真３　幼児向けサッカー教室 写真４　公園で練習する少女（左）とコーチ
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　アメリカではスポーツはシーズン制である。訪問
した時期はちょうど野球の開始時期に当たっており、
２月末の土曜日サンフランシスコ市内のKimbell公
園では野球のシーズン開始のセレモニーが開催され
ていた。一日がかりのイベントで（９時から16時）、
誰でも入場可能である。著者らが訪問した11時台は
各チームユニフォームを着た子どもたちが記念写真
を取ったり、ダンス披露して景品としてグローブ等
をもらったりしていた。選手たちは５歳から10歳程
度の子どもが多く、その弟妹だと推定される乳幼児
がベビーカーで来場しているなど、スポーツに家族
ぐるみで関わる習慣が推察された。ブルペンでは、
親子（子どもは年長で12歳程度）が投球練習して
いた。ユニフォームの数から数えて、７以上のチー
ムが参加して、にぎわっていた。
スポーツをさせる保護者の負担
　子どもにスポーツをさせる場合、保護者の負担は
それなりにある。日本の地域スポーツによく見られ
る試合や練習の準備やコーチのお弁当作りや差し入
れなどは必須ではないが、仕事を調整してコーチ役
を担ったり、毎回送り迎えをしたりすることにはエネ
ルギーを割くことになる。
　例えば先述のＣさんの子どもたちはまだあまり大
きくはないが、様々なスポーツをしている。具体的
には、息子（11歳）はラクロスとサッカー（今はシー
ズンではないがアメリカンフットボールも）、娘（９
歳）はサッカー（昨年まではラクロスも）をやって
いる。車社会であることもあり、送り迎えだけでも
負担は相当である。シーズン中の生活を聞くと、学
校に迎えに行く、息子に宿題をさせておいて娘をサッ
カーに送り、息子をアメリカンフットボールに送りつ
つ娘を迎えに行って、食事の支度をして、息子を迎
えに行き、帰宅後シャワー・食事が終わると９時に
なっていてすぐに就寝。例えばこのような生活だそ
うだ。ちなみにアメリカンフットボールは高校の校
庭を使って練習しており、息子さんたちの練習は高
校生の部活動の後にあたる６時半から８時に行われ
る。

　経済的な問題もある。チームに参加するために
は参加費や道具代が必要だ。費用を捻出するため
に、野球の試合場のわきではスナックを売る出店が
出ていた（写真５）。これは保護者の方で出してお
り、利益をチーム経費の足しにするのだという。類
似のことはミシガン州の地域スポーツに参加した渡
辺（2009）も触れており、子ども達が日曜日に洗車
をしたり、試合の日にボランティアの母親中心にポッ
プコーンやソフトドリンクなどを売ったりして、活動
資金を捻出していたことが報告されている。

結語

　以上がカリフォルニア州北部の子ども対象の地域
スポーツの現状である。今回得た知識を、少しでも
日本の地域スポーツに活かせればと思う。
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