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要旨 

【在留外国人】の増加に伴う多文化共生や部活動の外部化が進む中、文部科学省は総合型地域スポーツクラ

ブの設置を進めている。本研究では、ドイツのスポーツフェラインに着目し、ドイツでの実地調査や文献調

査を踏まえた上で、日本でも実地調査を行った。現在のドイツにおけるスポーツ文化は、スポーツの推進が

労働や健康保持といったスポーツ以外の要素と関連して行われ、生活の中へ溶け込んでいった結果であり、

スポーツフェラインが地域コミュニティの核として人と人を繋げる存在として機能している。近年では、「移

民」に対してスポーツを通じた様々な取り組みが行われ、子どもへの教育機会や交流の場としての重要な異

能を果たしている。それらを踏まえ、日本でも調査を行った結果、アフタースクール事業と連携して【在留

外国人】の子どもたちに開かれたスポーツ機会を提供すべきだという示唆を得た。 
 
キーワード: 地域スポーツ、多文化共生、移民、子ども、コミュニティ 
 
1 研究背景 
近年、様々な国が多文化共生社会へと変わりつつ

ある。2019年に出入国管理法が改定された日本では、
今後更なる【在留外国人】の増加が予想され、多文

化共生はタイムリーなテーマとなっている。また、

小中学校教員の過酷な労働環境が社会問題化し、部

活動を外部化する動きが日本各地で生じる中、文部

科学省が地域コミュニティを形成する役割を担う

ものとして総合型地域スポーツクラブの設置を進

めている。 
私は中学生まで、【在留外国人】、中でも外国人労

働者やその家族が多く暮らす環境で育ち、また、高

校時の部活動で参加した海外遠征では、様々な国や

言語の異なる子どもたちとサッカーを通じて交流

した経験がある。これらの経験から、スポーツには

言葉の壁を乗り越え、異文化理解を深める力がある

のではないかと考えるようになり、多文化共生社会

の実現に向けた地域スポーツの活用を提案すると

いう本研究の着想を得た。 
 
2 研究目的と研究方法 
2.1 研究目的 
本研究は、移民・難民・外国人労働者等を多く受

け入れてきた歴史的背景を持ちながら多文化共生

社会の道を歩むドイツにおいて地域コミュニティ

形成に大きな役割を果たしてきたスポーツフェラ

イン(Sportverein)に着目しながら、地域スポーツと
多文化共生社会の関係について解明し、ドイツの事

例から得られた示唆をもとに、多文化共生を目指す

日本における地域スポーツのあり方を提案するこ

                                                        
1 Konrad Adenauer Stiftung (2017), Integration durch 
Sport : Konkrete Ansätze für eine gelingende 

とを目的としている。 
 
2.2 ドイツとの比較 
ドイツとの比較を行う理由は2つある。 
1つ目は、文部科学省がドイツのスポーツフェラ
インを総合型地域スポーツクラブのモデルとして

いるからである。スポーツフェラインは、健康増進

や市民の社会参加促進など、様々な面で社会公益性

を持つとされ、それに倣って日本でも、地域コミュ

ニティの核となる総合型地域スポーツクラブの設

置が目指されている。 
2 つ目は、ドイツオリンピックスポーツ協会(Der 

Deutsche Olympische Sportbund、以下 DOSB)が「移
民」を対象とする「スポーツを通じた統合プログラ

ム(Integration durch Sport、以下 IdS)」を実施してい

るからである。「私は、スポーツ以上に強力な統合

のためのパートナーは考えられない。（ Für 
Integration kann ich mir keinen stärkeren Partner 
Vorstellen als den Sport/筆者訳）」というドイツ首相

アンゲラ・メルケルの発言からもわかるように1、ド

イツでは国を挙げてスポーツによる社会統合を進

めている。ドイツの多文化共生社会への歩みは、今

後の日本を検討する上で参照軸になり得るだろう。 
 
2.3 研究方法 
まず、スポーツフェラインでの取り組みや現場の

声を把握するために、ドイツのスポーツフェライン

に参加し、参与観察及び指導者へのインタビュー調

査を行うとともに(3.1)、そこから生じた疑問に答え

るために、ドイツにおけるスポーツと移民、労働、

Integration, S. 2. 



社会との関係を歴史的観点から概観する(3.2)。 
次に、DOSBの報告書に基づいて、IdSの具体的な

内容とその成果を分析・考察した上で(3.3)、【在留
外国人】が多い日本のある地域(A市)を対象に、多文

化共生と地域スポーツに関するインタビュー調査

を実施する(3.4)。 
以上を踏まえ、今後、多文化共生を目指す日本に

おける地域スポーツのあり方を具体的に提案する。 
 

3 調査結果 
3.1 ドイツにおける実地調査 
3.1.1 スポーツフェラインでの参与観察 

筆者は、観察対象のスポーツフェラインで約2週
間、合計7回の練習に参加した。その際、筆者が本

研究を行っていることは明かさず、完全なる参加者

として参与観察を行った。当時の筆者のドイツ語能

力はA2 (簡単な日常会話ができる)程度だったが、フ

ェラインの選手やスタッフが英語を得意としてい

なかったため、主にドイツ語でコミュニケーション

を図った。 
この2週間、スタッフや選手が筆者を拒む素振り

や戸惑いを見せることはなく、積極的に話しかけ、

温かく迎え入れてくれた。そのような人間関係は、

サッカー以外の場面でも見られた。 
また、本フェラインにはスポーツやコミュニティ

を楽しいと思える環境があり、それがフェラインへ

の帰属意識の継続性に繋がっていた。こうした環境

を年齢や背景、人種に関係なく提供することは、地

域スポーツにおいて重要なことだと考えられる。 
 
3.1.2 指導者へのインタビュー調査 

筆者が参加したスポーツフェラインの監督に対

して、フェラインの実態とIdSに関するインタビュ

ー調査を行い、KJ法でデータを分析した結果、以下

の2点が明らかになった。 
1つ目は、教育機関と連携した子どもへのスポー

ツの機会の提供が、「移民」の地域スポーツへの関

わりも生んでいることである。ドイツでは、学校教

育の一貫としての運動部活動が存在せず、青少年の

スポーツ活動は地域スポーツフェラインが担って

いる。このAG(Arbeitsgemeinschaftの略称。放課後

の地域スポーツクラブ活動)と呼ばれる活動を通じ

て、子どもは地域への関わりを持つようになってお

り、IdSを行わずとも、多くの「移民」のスポーツフ

ェラインへの参加を可能にするきっかけとなって

いた。 
2つ目は、スポーツフェラインが地域コミュニテ

ィの核として機能していることである。参与観察の

過程で、子どもだけでなく、多くの大人たちが施設

を利用し、カフェで会話を弾ませる姿を頻繁に見か

けたが、監督へのインタビューからも、スポーツフ

ェラインが、スポーツの機会を提供するだけでなく、

地域の人々を繋ぐ役割も果たしていることが明ら

かになった。 

 
3.2 ドイツにおけるスポーツと人々の関係 
「移民」の地域コミュニティへの進出を可能に

してきた歴史的及び文化的背景を明らかにする

ために、ドイツにおけるスポーツと移民、労働、

社会との関係を 3つの時代に分けて概観した。 
1つ目は、19世紀からナチ時代にかけての時代
で、労働者の集合性心理の構築や生活改善、運動

不足による病気の蔓延の予防など、スポーツが労

働や健康と紐付けられて推進され、スポーツ文化

が市民の中に浸透しはじめた。 
2つ目は、1950年代から始まる第一次移民の時
代である。「トリム運動」キャンペーンやスポー

ツ施設の整備に向けた 15年計画「ゴールデンプ
ラン」を通じて、大衆スポーツがさらに広く市民

へ浸透し、余暇・レクリエーションとしての役割

を果たすようになった。これら 2つの施策では、
市民にスポーツへの関心を促すとともに、地域コ

ミュニティや子どもの遊び場としてのスポーツ

環境の充実も目指され、実際に活動できる環境の

整備も進められた。同時期には、連邦休暇法によ

って、レクリエーションのためだけに費やせる休

暇の取得が確保された。 
3つ目は、1990年代以降の第二次移民と第三次
移民の時代で、これまで市民や労働者に対して展

開されていたスポーツ振興が、「移民」に対して、

あるいは「移民」と市民を繋ぐものとしても行わ

れるようになった。 
以上から、ドイツでは、スポーツの推進がスポ

ーツ以外の様々な背景と関連して行われ、国民生

活の中へ浸透した結果、人々の生活の中にスポー

ツが文化として溶け込んでいることが分かった。 
 
3.3 ドイツにおける「スポーツを通じた統合プログ

ラム(IdS)」 
DOSBの報告書(Sachbericht 2017 Bundesprogramm 

„Integration durch Sport“)から、「スポーツを通じた統

合プログラム(IdS)」の内容と成果を明らかにしてい

く。 
 
① 「移民」の子どもを対象とするプログラム 

„Fußball trifft Kultur“ 
„Fußball trifft Kultur“(以下FtK)とは、非営利団体

LitCamと連携して2007年から行われているIdSプ
ログラムの１つである。移民的背景を持つ15歳未

満の子どもの約20%が、読み書きができず学校を

卒業できない背景から企画されたもので、サッカ

ーの練習に加えて、社会的能力(コミュニケーショ

ンや言語能力)を高める授業やワークショップ(プ
ロサッカー選手との交流及び質問会)などが行わ
れている。LitCamはその成果として、社会的コミ

ュニケーション能力の強化や言語能力の向上に伴



うコミュニケーション量の増加、アイデンティテ

ィの確立、グループ意識やチームワークの形成を

挙げており、スポーツを通じた教育機会の提供が、

教育的観点だけでなくコミュニケーションやアイ

デンティティの形成にも有効であることが分かっ

た。 
 

② 地域スポーツフェラインと住民の関わり方 
グラフ 1 及び 2に示したように、DOSBの報告

書からは、多くのスポーツフェラインがスポーツ

以外の様々な目的の社会的機会を複数回にわたっ

て提供していることも明らかになった。報告書に

は、このような機会が「それぞれのアイデンティ

ティを形成する人たちの直接的で、かつ非特定の

場を作っている」2と書かれており、「移民」も含む

多様な地域住民がスポーツフェラインという直接

的なコミュニティの場に集い、他の地域の住民と

繋がる機会を得ていることが伺える。 
 

 
グラフ 13 

 
グラフ24 
 

③ 指導者の資格と教育 
地域ごとのスポーツフェラインを取りまとめて

いる連邦スポーツ組織(Landessportbund)では、指導

者が取得すべき資格の中に„Fit für die Vielfalt“とい
う異文化間能力に関する項目を設けており、タン

デム形式のトレーニングインストラクタープログ

ラムなどが行われている。プログラムを通じて異

文化間能力を習得した者は、トレーナーや統合ガ

イドとして仕事に従事し、「移民」の窓口となる。

こうした項目や資格取得のためのプログラムから

も、様々な人の参加を容易にし、人々を繋ぐとと

もに地域への統合を促進するためにスポーツが活

                                                        
2 DOSB (2017), Sachbericht 2017: Bundesprogramm 
„Integration durch Sport“, S. 38. 
3 Ebd., S. 38. 

用されていることが分かる。 
 

④ 他組織との連携 
グラフ3から、地域スポーツフェラインが様々な
組織と協力して活動を展開していることも分かる。

FtKとLitCamの協力の他、広報活動として新聞社や

ジャーナリスト学校と協働してマガジンや広告を

打ち出した事例もあった。 
 

 
グラフ35 

 
以上の分析・考察を踏まえて、日独比較におけ

る調査ポイントを以下の 4 点に絞り、日本でイン

タビュー調査を行った。 
 

[1] 読み書きができない子どもへの教育機会の提

供 
[2] 交流の場としてのスポーツフェライン 
[3] 指導者の異文化理解 
[4] 他機関との連携 

 
3.4 日本における実地調査 
ドイツの事例に関する分析・考察を踏まえ、日本

のある地域(A市)の地域スポーツクラブ指導者兼サ

ッカー協会役員兼部活動に関わる教員、及び市役所

職員の計2名に対し、多文化共生社会を目指す日本

における地域スポーツの可能性、特に【在留外国人】

の子どもにとっての地域スポーツの可能性につい

てインタビュー調査を行った。 
その結果、A市における地域スポーツクラブと多

文化共生の関わりにおいて、以下の5つの課題が存

在することが明らかになった。 
 

a. 文化的側面：日本人と【在留外国人】の子ど

もたちのスポーツに求めるニーズの違い 
b. 金銭的側面：費用及び人材確保 
c. 人材的側面：人材確保及び異文化理解の機会

の提供 
d. 組織面：各組織の関わりの希薄さ 
e. 施設面：コミュニティの中心となりうる施設

及びコミュニティとしての総合型地域スポ

4 Ebd., S. 39. 
5 Ebd., S. 36. 
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ーツクラブのあり方 
 

特に、a.文化的側面と b.人材的側面は、行政と現

場指導者の双方から同じ指摘がなされ、大きな課題

となっていることが分かった。また、A 市において

は、総合型地域スポーツクラブの設置を推進してい

るものの、ドイツのように、スポーツ以外の場とし

ても機能しうることが期待されていないことが分

かった。 
 
4 結論―多文化共生を目指す日本における地域ス

ポーツのあり方― 
部活動が縮小し、地域スポーツクラブが拡大する

中、今後、放課後の子どもたちのスポーツ機会は、

地域スポーツクラブを中心に提供されていくよう

になるだろう。しかし、現在の地域スポーツクラブ

では競技スポーツとしてスポーツが実践されてい

ることが多く、ニーズの違いや金銭的側面から、こ

れらのクラブへの参加を【在留外国人】の子どもた

ちにも促すことは難しい。【在留外国人】の子ども

たちにも開かれたものとして部活動に代わるスポ

ーツ機会が提供されるには、以下の 3 点の実現が求

められる。 
 
[1] レクリエーションを目的とするスポーツ活動

の提供 
[2] 指導者及び地域の多文化理解の促進 (そのた

めの機会の提供) 
[3] 金銭的負担の軽減 

 
さらに、放課後というクラブの活動時間帯や指導

者の雇用形態、種目の多様性の確保など、人材確保

に関連した課題も挙げられる。それらの課題を網羅

的に解決していくためにも、諸組織間の希薄な関係

を改善し、行政や地域ボランティア、クラブチーム

が相互に関わりながら実現へと向かうことが必要

不可欠である。 
以上を踏まえ、【在留外国人】の子どもたちが日

本人コミュニティへの一歩を踏み出すことのでき

る場として地域スポーツクラブを機能させるため

の具体的方策として、次の 2つのアフタースクール
の融合を提案したい。 
 
(1) アフタースクール(放課後活動) 
(2) 国際交流協会が夏休みに実施しているアフタ

ースクール事業 
 

(1)は、現在、行政で導入が検討されている、部活

動の時間に実施するスポーツ活動である。放課後の

活動であることから、日本人の子どもたちも多数参

加することが考えられ、交流を持つ機会にはなりう

るが、地域スポーツクラブと同様、目的やニーズに

ずれが生じることが予想される。(2)は、A 市の国際

交流協会が夏休みに【在留外国人】の子どもたちを

対象として実施しているアフタースクール(学校の
授業の補講)である。 
この[1]及び[2]を融合させ、ドイツの FtK をモデ

ルとした取り組みを行うことを提案したい。小中学

校で実施することで子どもたちが通いやすくなる

だけでなく、アフタースクール事業との連携により、

多文化的配慮がしやすくなり、【在留外国人】の子

どもたちがさらに集まりやすくなると考えられる。

短期集中型で行えば、金銭的負担を抑制できる上に、

スポーツに普段親しむことの少ない子どもにスポ

ーツ機会を提供することにもなる。ドイツの事例と

同様、大会等のイベントも併せて開催し、地域とし

て、あるいは家族ぐるみでの参加を促すことで、地

域全体、かつ幅広い世代に多文化理解の機会を提供

することができると考えられる。 
日本とドイツには文化的違いが存在するため、ス

ポーツフェラインを核とするドイツの地域コミュ

ニティを日本でも実現するのが最善だと断言する

ことはできないだろう。しかしながら、現在の日本

において、地域の人々の関わりの希薄化が社会問題

の 1 つとなっていることに加え、【在留外国人】の
集住地域では、お互いが関わりを持つきっかけがな

いことで、文化や生活習慣の違いをめぐるトラブル

が発生している。このような状況に鑑みると、人と

人を繋ぎ、地域住民同士の相互理解を深めるきっか

けを生む地域コミュニティの存在は必要不可欠で

ある。そうした地域コミュニティを形成するにあた

り、スポーツという年齢や文化の違いを超えて誰も

が楽しむことのできるツールを活用することは、多

文化共生社会の実現において大きな存在意義を持

つのではないだろうか。「移民」や【在留外国人】を

取り巻く状況が目まぐるしく変わっていく社会の

中で、スポーツが互いを認め合うきっかけとなり、

共に平和裏に暮らしていく未来を願う。 
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