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発展途上国へのスポーツ援助の社会的影響に関する研究
―青年海外協力隊モルディブ共和国 F 島での活動から―
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初

め

に

筆者は，2004年 7 月から2006年 7 月「体育教育の
普及」と「生涯スポーツ振興」を目的にモルディブ
共和国 F 島において青年海外協力隊体育隊員とし
て活動を行ってきた．配属先は，F 島の学校（1 年
生～10年生，全校生徒100名前後）であった．筆者
が行った活動が任地へどのような影響を与えたのか
という疑問が，この研究に着手した動機である．
主な活動内容は，学校内では体育授業の指導，現
地教師への指導法指導，クラブ活動指導，学校ス
ポーツ行事の企画・運営，学校外では保護者への健
康運動教室であった．どの活動も，筆者帰国後も継
続されることが期待されていたため，すべての活動
を現地の教師と共に活動する様にしていた．
援助関係の先行研究を見ると，先進諸国から途上
国へ行う援助活動により，さまざまな社会的影響を
引き起こすことが明らかになっている1)2)4)5)．それ
は，時に当該地域に負の影響を与えることもある．
そこで本研究では，筆者の事例を基に発展途上国へ
のスポーツ援助がどのような社会的影響を持つかを
明らかにし，今後の体育・スポーツ援助活動のあり
方を提言することを目的とした．

.

方

法

2007年 8 月（活動終了 1 年後）と2008年 8 月（活
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動終了 2 年後）の 2 回，モルディブ共和国 F 島に
おいてフィールド調査を行った．
調査対象者は，F 島民．調査項目は，筆者が行っ
た活動の継続状況，援助活動の効果，援助側が予期
していない好・悪影響．調査技法は，参与観察とイ
ンフォーマルインタビューである．

.

結果および考察

3.1 体育授業
筆者が赴任する以前の体育授業は，現地教師たち
は，子どもにボールを渡し，子どものやりたい遊び
をさせ，教師は見ているのみであった．つまり，モ
ルディブ共和国の体育科カリキュラムとは違う授業
を展開していた．
2007年，2008年のフィールド調査では，現地教師
たちは，授業を「導入」「展開」「まとめ」にわけ，
授業を指導していた．また，インタビューの中で現
地教師から「筆者から，子どものやる気をそそる授
業方法を学んだ」「スポーツが我々の生活にはなく
てはならないものだと学んだ」という意見を得た．
したがって，2 年間の協力隊活動の中で，現地教師
の体育授業指導力は向上したと言える．
3.2 スポーツ行事の企画・運営
筆者が赴任する以前の F 島学校のスポーツ行事
は，男子はサッカー大会，女子はバレーボール大会
と男女や年齢に分かれ学校スポーツ行事が行われて
いた．そこで，筆者は活動中，全校生徒で行われ
る，日本式の運動会を企画し運営を行った．
筆者帰国後， 2007 年は，運動会が開催された．
2008年は，運動会は企画され，練習も行ったが，中
止となっていた．中止になった理由は，高学年の一
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部の生徒が，運動会の練習日にピクニックにでか
け，休んだため教育的理由で中止にしたという．実
施の意図はみられたことから，運動会は定着しつつ
あると考えられる．
3.3 健康運動教室
健康運動（ウォーキング）は，2007年，2008年と
もに，数名の女性たちにより継続されていた．筆者
が赴任以前は，彼女たちは，日常的に運動すること
が健康によいということは理解していたが，どのよ
うな運動を行えばよいのかわからなかったという．
活動当初，彼女たちは島の道をウォーキングする
のを照れながら行っていた．しかし，今（ 2008 年 8
月）は誰も見ないから恥しくないとのことである．
イスラム社会では伝統的に，女性は男性に従属的で
あり，男性は女性を隔離してきた3)．したがって，
イスラム女性が堂々とウォーキングし始めたこと
は，大きな変化だと考えられる．
3.4 クラブ活動
F 島学校初のスポーツ系クラブ活動（水泳部・陸
上部）は，2007年，2008年共に継続はされていなか
「Inter School
った．ただし2008年 8 月に開かれた，
」で，
歳以下円盤投げにお
19
Athletics Competition
いて，首都マーレへ進学した陸上部の卒業生が優勝
し，ナショナルチームに選出された．これは，援助
する側が意図しなかった影響と言える．
しかしながら，水泳指導は，ほとんど効果はなっ
た．その理由の 1 つは，筆者が展開した指導内容に
問題があったと考えられる．水泳指導は，近代 4 泳
法（自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ）の習得
を目標に活動を展開していた．2008年フィールド調
査のインタビューの中で，40代男性は「モルディブ
人にとって海は身近な存在，船が沈没した時に，泳
げれば助かる．泳げることはとても大切なのだ」と
語っている．つまり，F 島民は水難事故に対応でき
る水泳を求めていたのである．したがって，筆者が
行った水泳指導（近代 4 泳法の習得）は現地社会の
文化を無視した一方的な援助活動であったと言える．
3.5 他の島からの嫉妬心
F 島の近隣の島々の島民は，F 島の開発状況（店
舗数や子どもの学力）が進んでいるため，F 島に対
して嫉妬心を持っている．2008年フィールド調査の
インタビューの中で，日本の青年海外協力隊員が，
F 島のみで活動していることに対しても，他の島の
島民が嫉妬しているという意見が得られた．したが
って，F 島でのスポーツ援助は，他の島からの嫉妬
心を助長させたと考えられる．

.

結

論

モルディブ共和国 F 島でのスポーツ援助は現地
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社会にプラスの影響と効果を与えているが，近隣の
島々からの嫉妬心を助長させるという問題点も有し
ていると結論付ける．
続いて，本研究結果より，今後の体育・スポーツ
援助活動のあり方のへ 2 点提言する．本研究では F
島周辺地域から F 島に対しての嫉妬心が確認され
ていることから，援助の計画を練る際は，周辺地域
の人々がどう思うのか配慮するべきである．
次に，現地教師と共に活動を行った体育授業やス
ポーツ行事の企画運営の活動が継続しているのに対
し，現地社会の文化を無視し，一方的に指導を行っ
た水泳指導は効果がなかった．このことから，技術
移転を目的とするスポーツ援助活動では，相手国側
の文化に配慮し，配属先の同僚と共同で援助活動を
行う方がより効果的であると言える．

.

今後の研究課題

モルディブ共和国 F 島へのスポーツ援助の真の
社会的影響が明らかにするには，援助に関係した人
物を追跡調査する必要がある．特に，体育授業指導
力が向上している現地教師たちの今後の体育授業を
指導の展開や，首都に進学していく教え子のその後
の人生を追うことが重要であろう．すでに教え子の
中にはスポーツの指導にかかわっている者もおり，
継続的な観察調査が研究の発展につながると考えら
れる．
（当論文は，平成20年度順天堂大学大学院スポー
ツ健康科学研究科の修士論文を基に作成されたもの
である）
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