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学会本部（企画委員会・学会大会委員会・国際交流委員会）
　・大会組織委員会共催企画

テーマ：東日本大震災における学校体育と生涯スポーツの現状と展望

開催趣旨：未曾有の災害をもたらした巨大津波、原発事故により学校教育は、甚大な被害を受けました。我が国と国
民は、迅速に学校教育の機能回復につとめ、児童生徒の教育環境の復興に対応しています。しかしながら、
現状復旧には、ほど遠い姿であることは周知の事実です。被災地では、復興ロードマップをすでに歩み始
めています。学校体育は、東日本大震災から多くの教訓を学びました。今後のあるべき学校体育と生涯ス
ポーツの姿と危機管理の重要性に関する科学的な情報を日本体育学会は、世界に発信し続けます。

日　時：2014 年 8 月 25 日（月）10：00 〜 17：30
会　場：アイーナホール（いわて県民情報交流センター）

講　演：10：00 〜 12：00
　講演Ⅰ　テーマ：「自分の命は自分で守る」
　　　　　講　師：釘子　　明　氏（一般社団法人「陸前高田被災地語り部」）
　講演Ⅱ　テーマ：「被災地における健康づくりの変遷・現状・課題」
　　　　　講　師：藤野　恵美　氏（修紅短期大学講師）

シンポジウム：13：30 〜 15：30
　シンポジウムＩ：東日本大震災からの教訓；命を結ぶ絆

　①大沼　　章　氏（角田市立角田小学校長）
　②佐賀　敏子　氏（盛岡市立杜陵小学校長）
　コーディネーター：小野寺　昇（川﨑医療福祉大学）

　シンポジウムⅡ：学校体育と生涯スポーツの復興ロード；何を見つめるのか
　①学校体育の復興と支援（筑波大学の取り組み）

　征
ソ

矢
ヤ

　英昭　氏（筑波大学）
　②地域スポーツの復興と支援（仙台大学の取り組み）

　粟木　一博　氏（仙台大学）
　コーディネーター：小野寺　昇（川﨑医療福祉大学）

基調講演：15：30 〜 16：20
　　　　　テーマ：自然災害からの教訓
　　　　　「紛争地域や自然災害地域における青少年のための心理・社会的介入としてのスポーツと身体活動の活用」

講　師： Dean M. Ravizza, Ph.D（Salisbury University）
コーディネーター：山口　泰雄（神戸大学）

オープンディスカッション：16：30 〜 17：30
　　　　　テーマ：これからの学校体育と生涯スポーツつくり（健やかな育み）
　　　　　講　師： 本シンポジウムの登壇者及び 3.11 を経験した留学生
　　　　　コーディネーター：山口　泰雄（神戸大学）・小野寺　昇（川﨑医療福祉大学）
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2014 年 8 月 25 日（月） アイーナホール 

August 25, 2014, Aiina, Morioka, Iwate, Japan 



 

学会本部（企画委員会・学会大会委員会・国際交流委員会）・大会組織委員会共催企画 

 

国際シンポジウム 

  テーマ：東日本大震災における学校体育と生涯スポーツの現状と展望 

 

開催趣旨：未曾有の災害をもたらした巨大津波、原発事故により学校教育は、甚大な被

害を受けました。我が国と国民は、迅速に学校教育の機能回復につとめ、児

童生徒の教育環境の復興に対応しています。しかしながら、現状復旧には、

ほど遠い姿であることは周知の事実です。被災地では、復興ロードマップを

すでに歩み始めています。学校体育は、東日本大震災から多くの教訓を学び

ました。今後のあるべき学校体育と生涯スポーツの姿と危機管理の重要性に

関する科学的な情報を日本体育学会は、世界に発信し続けます。 

 

 

日 時：8 月 25 日（月）10:00-17:30 

会 場：アイーナホール（いわて県民情報交流センター）  

 

 

講 演：10:00-12:00 

  テーマ：「自分の命は自分で守る」 

    講 師：釘子 明 氏（一般社団法人「陸前高田被災地語り部」くぎこ屋） 

  テーマ：「被災地における健康づくりの変遷・現状・課題」 

    講 師：藤野 恵美 氏（修紅短期大学講師） 

 

 

シンポジウムⅠ：13:30-14:30 シンポジウムⅡ：14:30-15:30 

  コーディネーター：小野寺 昇（川﨑医療福祉大学） 

 

Ｉ：東日本大震災からの教訓；命を結ぶ絆 

   ①テーマ：東日本大震災からの教訓；宮城県における教育の復興に取り組んで 

     大沼 章 氏（角田市立角田小学校長） 

   ②テーマ：東日本大震災津波被災校における教育の復興に取り組んで 

     佐賀 敏子 氏（盛岡市杜陵小学校長） 

 

 



 

Ⅱ：学校体育と生涯スポーツの復興ロード；何を見つめるのか 

   ①テーマ：学校体育の復興と支援（筑波大学の取り組み） 

     征矢 英昭 氏（筑波大学体育系ヒューマン・ハイ・パフォーマンス 

      (HHP)研究センター） 

   ②テーマ：震災復興と仙台大学の取り組み 

     粟木 一博 氏（仙台大学） 

 

 

基調講演：15:30-16:20 

  テーマ：自然災害からの教訓 

      「紛争地域や自然災害地域における青少年のための心理・社会的介入とし 

       てのスポーツと身体活動の活用」 

    講 師: Dean M. Ravizza, Ph.D(Salisbury University) 

    コーディネーター：山口 泰雄（神戸大学） 

 

 

オープンディスカッション：16:30-17:30 

  テーマ：これからの学校体育と生涯スポーツつくり（健やかな育み） 

    講 師: 本シンポジウムの登壇者及び 3.11 を経験した留学生 

    コーディネーター：山口 泰雄（神戸大学）・小野寺 昇（川﨑医療福祉大学） 

  



 

Hosted by Japan Society of Physical Education, Health, and Sport Science（Planning & 
Research Committee・Executive Board・International Relations Committee）and the 65th 
JSPEHSS Conference Planning Committee 
 
International Symposium  
 
Theme: Impacts of the Great East Japan Earthquake on Physical Education and Lifelong Sport 
Participation: Current Status and Future Directions  
  
Abstract：The largest Tsunami disaster and nuclear plants accidents have made a substantial 

impact on Japanese education. Japan and its citizens as a whole have been putting 
a significant amount of effort into the prompt recovery of education and school 
environment in the affected area. People in the affected area have been working 
toward the full recovery. The field of physical education learned so much from 
the experiences of the Great East Japan Earthquake. To the world, JSPEHSS will 
continue to generate scientific information about physical education and life long 
sport and advocate the importance of risk management in the face of disasters. 

 
    For more information about the international symposium, please see the flyer（PDF） 
 
Dates: 

 
Lecture：10:00-12:00  
 Title：” Thinking about Self-Defense “ 
   Presenter：Akira Kugiko（General Incorporated Association ”Rikuzen-Takada  
               Hisaichi Kataribe-Kugikoya”） 
 Title：”Changes, Current Status, and Issues in Health Promotions around the Affected Areas” 
   Presenter：Emi Fujino（Assistant Professor, Shuko Junior College） 
 
 
 SymposiumＩ：13:30-14:30 
 Theme: Lessons Learned from Earthquake: the Importance of Human Relations 
   Presider/Coordinator：Sho Onodera（Kawasaki University of Medical Welfare） 

 
Presenters & Topics 

  ①Title：Lessons Learned from Earthquake: the Importance of Human Relations 
   Akira Onuma (Principal of Kakuda Elementary School in Miyagi Prefecture) 
  ②Title：Lessons from the East Japan DISASTER of 2011 The bonds of life 
   Toshiko Saga (Principal of Toryo Elementary School in Iwate Prefecture, Past Principal of  
         Yamadaminami Elementary School in Iwate Prefecture) 



 

Symposium II：14:30-15:30 
 Theme: Restoration of Physical Education and Lifelong Sport: Where Can We Start?  
   Presider：Akira Ito (Osaka University of Health And Sport Sciences) 
   Coordinator：Sho Onodera（Kawasaki University of Medical Welfare） 
 
Presenters & Topics 
 
  ①Title：Improving child fitness through physical education based on the sparts program  
      initiated by the university of tsukuba 
   Hideaki Soya (Human High Performance (HHP) Research Center, Faculty of Health and  
         Sport Sciences, University of Tsukuba) 
  ②Title：The earthquake disaster reconstruction and activities of sendai university 
   Kazuhiro Awaki (Sendai University) 
 
 
Keynote Lecture：15:30-16:20 
 Theme：Lessons Learned from Natural Disastors 
   Presider/Coordinator：Yasuo Yamaguchi (Kobe University) 
 
 Title：The Uses of Sport and Physical Activity as a Psycho-Social Intervention for Children  
       and Youth in Armed Conflict and Natural Disaster 
   Presenter：Dean M. Ravizza, Ph.D (Salisbury University) 
  
 
Open Discussion：16:30-17:30 
 Theme：Physical Education and Lifelong Sport and Fitness: Future Directions 
   Presider/Coordinator：Yasuo Yamaguchi（Kobe University） 
             Sho Onodera（Kawasaki University of Medical Welfare） 
   Presenters：Presenters in the symposium and international students who experienced the  
            earthquake  
＊Simultaneous interpreting (Japanese, Englihs), and sign-language interpreting available 
  



 

講演 Lecture 10:00-12:00 

テーマ：自分の命は自分で守る 

Theme：Thinking about Self-Defense 

Presenter：釘子 明（一般社団法人「陸前高田被災地語り部」くぎこ屋）Akira Kugiko 

         (General Incorporated Association ”Rikuzen-TakataHisaichi Kataribe-Kugikoya”)  

テーマ：被災地における健康づくりの変遷・現状・課題 

Theme：Changes, Current Status, and Issues in Health Promotions around the Affected Areas 

Presenter：藤野 恵美（修紅短期大学講師）Emi Fujino (Assistant Professor, Shuko Junior College) 

 

 

 

『自分の命は自分で守る』 
 

釘子 明 

一般社団法人「陸前高田被災地語り部」くぎこ屋 

 

2011.3.11 東日本大震災を風化させないために、私は命を守るため伝えます！ 

あの時何があったか！ 

 伝えたいこと。それは、どこに住んでいても地震や津波、土砂災害など、命を奪っ

てしまう自然災害は起こりうるということです。 

 是非、この機会に自分たちの住んでいる地域の指定避難場所や避難経路を見に行っ

て、安全を確認して欲しいということです。問題は必ずあります。安全なはずだった

避難場所が被災した現実を真摯に受け止め、本当に安心安全なまちづくりをしていっ

て欲しい。 

 自分の命は自分で守るものです。 

 

 

”Thinking about Self-Defense“ 
 

Akira Kugiko 

General Incorporated Association ”Rikuzen-TakataHisaichi Kataribe-Kugikoya”  

 

      In this presentation, I will discuss the importance of Self-Defense, in order to not forget 

the memory of the Great East Japan Earthquake in March 11, 2011. I will report what 

happened at that time. 



 

      I will also discuss the possibility that the natural disasters such as an earthquake, a 

tsunami and landslide disasters occur anywhere and anytime in Japan. I believe now is the time 

for action. Each on of us should identify the designated refuge place, a shelter and the 

evacuation route of our community, then we may find a problem.  

     We need to consider the reality that placese that we believed were safe, suffered a great 

deal of damage. And it is my hope that everyone gets together and creates a safe and secure 

city. We need to protect our lives by ourselves. 

 

 

 

被災地における健康づくりの変遷・現状・課題 
 

藤野 恵美 

修紅短期大学講師 

 

大震災直後、陸前高田市では、誰でも知っているラジオ体操を自ら始めた避難所が

数ヶ所あった。これは健康づくりのためというより、集団生活のリズムをつけたいと

いうリーダーの発案でもあった。「避難所で暮らす人たちが初めて全員で同じ行動を

したことで、コミュニケーションがよくなり、大きなトラブルもなく過ごせた」とい

う。 

生きる食べる精一杯の時だが、第一中学校避難所では震災から３日目の朝から中学

生が中心となりラジオ体操を継続していた。その後引き続き私がストレッチ体操の「あ

りがとう体操」を届けたことで、明るい音楽が避難所に響き、時には笑顔も出るよう

になった。 

徐々に自分たちの健康は自分たちで守ろうという雰囲気が生まれ、「ありがとう体

操」も徐々に浸透して、心身の健康づくりには、体を動かしたり、心を開放したり、

運動が大切なんだということが理解され、皆が一体感を持って取り組む姿が見られた。

また運動は、人と人とを繋ぐ役割でもあった。 

仮設住宅が建てられ、今度は狭い生活空間による生活不活発病が見受けられるよう

になり、生活習慣の見直しが必要になっています。今後は地域再生の一助として、住

民自らの手で身体活動による健康づくりを目指すことが重要であると考える。 

 

 

 
 



 

”Changes, Current Status, and Issues in Health Promotions around the Affected 
Areas” 

 

Emi Fujino 

Assistant Professor, Shuko Junior College 

 

      After the Great East Japan Earthquake, several refuge shelters started the radio 

calisthenics that became a movement in Rikuzen-Takata city. It was rather for people to find 

the rhythm of lives in a group, than for them to have healthy lives. A leader in a group 

discussed that the people who were living in shelter could be benefitted from doing a group 

activities.  

     Although it was tough for most people to just live during that time, the junior high 

school students played a central role in the movement at Daiichi junior high school shelter. In 

addition to radio calisthenics, I introduced the stretching exercise “ ARIGATOU Exercise”, 

which brought smiles in shelters through cheerful music. 

     People started to think more about self-defense as ” ARIGATOU Exercise” spread to the 

public. They began to perform the exercises with a sense of unity, and understand the 

importance of exercise and managing stress for their physical and mental health. Exercise 

could be a tool that connects people together. 

     In Rikuzen-Takata, people who have been living in the small temporary housing started 

to suffer from disuse syndrome. Reviewing their lifestyle is needed. In the future, it would be 

important to consider the physical activity intervention as one way to promote revitalization in 

the regions. 
  



 

シンポジウムＩ SymposiumＩ 13:30-14:30 

テーマ：東日本大震災からの教訓；命を結ぶ絆 

Theme：Lessons Learned from Earthquake: the Importance of Human Relations 

Presenter：大沼 章（宮城県角田市立角田小学校 校長）Akira Onuma  (Principal of Kakuda  

     Elementary School in Miyagi Prefecture) 

テーマ：東日本大震災津波被災校における教育の復興に取り組んで 

Theme：Lessons from the East Japan DISASTER of 2011 The bonds of life 

Presenter：佐賀敏子（盛岡市立杜陵小学校 校長，前山田町立山田南小学校 校長） 

        Toshiko Saga (Principal of Toryo Elementary School in Iwate Prefecture, Past Principal 

         of Yamadaminami Elementary School in Iwate Prefecture) 

Presider/Coordinator：小野寺昇(川﨑医療福祉大学) (Kawasaki University of Medical Welfare) 

 

 

東日本大震災からの教訓；宮城県における教育の復興に取り組んで 
 

大沼 章 

宮城県角田市立角田小学校 校長 

 

 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分この瞬間に、学校という教育組織は一瞬の自然事象によ

って一変し、児童生徒、教職員は厳しい試練と向き合うことになる。 

学校機能は、ほぼ崩壊し、教育環境整備の前に、地域の生活秩序が回復することが

優先となり、多くの学校では臨時休業措置を行い、学校再開を目指した。一方では、

生活秩序の前に児童生徒の心の健康のためにと、学校再開を優先した地域も見られた。 

あの日から 3 年と数か月が経ち、現在はほとんどの学校機能が回復した。この 3 年

間の学校機能の復興は、「命」の大切さと人と人との「絆」を学ぶ時間でもあった。 

 校舎が使用不能になり、遠くの学校に間借りして授業を行った学校もあった。教材

や教科書も不十分な中、教員は授業を続けた。使用可能な校舎や体育館は復旧、復興

のための施設として使用された。校庭には仮設住宅が建ち、児童生徒の体育の授業は

滞った。しかしながら、多くの人のサポートを受けたり、一人一人の教員がアイディ

アを出し合ったり、校舎の廊下や教室等、空いたスペースを活用したりするなどして

体育の授業を展開した。 

 この 3 年間の学校機能の復旧、復興過程と東日本大震災からの教訓、そして命を結

ぶ絆に向かい合った教員と児童生徒の姿を貴重な資料を用いて紹介する。 

 

 



 

Lessons Learned from Earthquake: the Importance of Human Relations 
 

Akira Onuma 

Principal of Kakuda Elementary School in Miyagi Prefecture 

 

     The Miyagi Prefectural educational system came near to collapse as a result of a natural 

disaster that occurred on 3/11/2011 at 14:46pm. Children, students and staff of nearby schools 

were all affected by it. The schools themselves were temporarily closed and the surrounding 

community was greatly affected as well. The Board of Education throfast miyagi Prefecture 

aimed to get the schools to opened as soon as possible, but, on the other hand, care had to be 

taken with the psychological and physical needs of the students that came about as to result 

from the disaster. The schools couldn`t just be reopened. Care had to be taken with the new 

arising situations of all those affected by the natural disaster. Three years and a few months 

have passed since those days and schooling keeps improving up to the present day. We have 

learned an important lesson that to value life and the bonds between The people and 

community we surround with persons during this time our connechi within our comuniti is the 

key to any community`s restoration. The schools were unable to make usual use of their 

everyday schooling curriculum. A lot of schools had to use distant facilities rented out 

especially for continuing their students` educations. Teachers have been teaching in spite of the 

insufficiency of teaching materials and schoolbooks. Undamaged gymnasiums and schools 

were used as the maka shiff structures for this restoration. Temporary housing was built nearby 

in unused fields and areas. Despite all that preparation and hard work physical education 

classes were delayed. However, many people voluntears and charitable organizations supported 

the schools. Many teachers often came up with good ideas. For example, they took full 

advantage of corridors and classrooms for physical education activities. I would like to 

introduce some of the invaluable ideas and materials that were used to increase the value of the 

students` lives and the bonds that they helped to create between everyone involved. 

 

 

 
 
 
 
 



 

東日本大震災津波被災校における教育の復興に取り組んで 
 

佐賀敏子 

盛岡市立杜陵小学校 校長 

前山田町立山田南小学校 校長 

 

 

１ 発災直後の児童と学校の様子 

（１）学校の様子 

東日本大震災津波発災直後，山田南小学校は直接的な被災を免れたため，地域の

避難所（8 月 17 日まで、多いときは 1,170 名が避難），被災をした山田町消防本部

（3 月末まで），そして山田診療所（診察は 4 月 15 日まで、入院病棟は 7 月末まで）

となりました。学校は学び舎だけではなく，地域の方々の生きるための場所にもな

ったのです。学区は１０地区のうち 4 地区が壊滅状態となり，約４０％の児童は親

せき宅や避難所での生活を経験することになりました。その後，例年より２週間遅

れの 4 月 20 日，1 学期始業式を廊下で行いました。 校庭は避難者や自衛隊の駐車

場に，体育館は避難所に，１階は病院撤退後の入院病棟になっていましたので，教

室を 2 階・３階に設置しました。 

（２）児童の様子 

児童は家族の死亡や家の被災による喪失感，保護者の失業による生活困窮への失

望感，再び災害が起き家族と離れてしまうのではないかという不安感などを抱いて

いました。また，運動の場や機会を失ったこと,学区外からの自動車での送迎による

登下校が増えたこと（半年後からはスクールバスの支援あり），そして支援による

おやつが大量に配布され食事コントロールが難しい状況の中で肥満傾向の児童が急

増してきました。 

２ 学校の取り組み 

私は校長として，心と体にダメージを受けた児童の「心のサポート」を学校経営

の主軸に据え，児童の自己肯定感を高めながら「心の復興」を図ろうと考え，学校

経営計画の再編作業に取り組みました。そのためには震災後の児童の実態に即した

学校教育目標の具現化を図ることが必須でした。校務分掌に復興や心のサポートに

ついての分掌を加え，各分掌が「心のサポート」につながるように創意・工夫をし

て取り組むことにしました。短期間での取り組みでは困難なことから，9 年間を３期

に区切った長期の計画を策定し，第 1 期（H23～H25）は「ともに夢や希望をかなえ

ていこうとする強く明るい心」を育てるために，地域や保護者，関係機関との協働

に努め，学校が一つのチームとなって次のように取り組みました。 



 

（１）学校・家庭・地域の協働による児童の心のサポート（自己肯定感の向上） 

 

ア「わかる，できる，もっと学びたい」と感じる授業の充実  
   １ 授業形態の工夫（習熟度別学習，T・T 指導）   ２ 個別指導の工夫               

   ３ 言語活動を工夫した学習指導      ４ 特別に支援を要する児童への個別指導  

   ５ 学力向上担当班の取り組み    ６ 校内研修の充実 

 

イ 安心・安全を感じる防災教育と保護者との連携システム 

   １ 防災訓練の工夫（ケース別）                      ２ 避難場所の確保と環境整備 

   ３ 曜日・場所・時間に応じた避難場所の確認           ４ 防災カードの作成 

 

 ウ 生活リズムの正常化と健康管理能力の育成   
   １ 保護者との連携                  ２ 資料の提供による啓発  

   ３ 生活リズム管理カードによる親子の実践と励まし   ４ 学校医による健康指導 

 

 エ 体力の向上を図る体育授業や業間運動の工夫 
   １ 廊下や校庭の空地を使っての実践  ２ 毎月の職員会議に補強運動の実践紹介 

   ３ 水泳学習等でのコース別目標の設定 ４ サーキットトレーニングを取り入れた業間運動 

 

 オ 人間関係力を高める質の高い集団作り（学級経営の充実） 

   １ Q-U テストの活用    ２ 学級経営研修  ３ 地域との連携による行事や授業の工夫    

 

（２）専門家(スクールカウンセラー，精神科医)との連携による児童・保護者・職員の

心のケアと教職員の研修 

   １心のサポート担当の研修              ２ スクールカウンセラーを講師とした研修  

 

（３）避難所運営への協力や地域との連携による防災関連システムづくり 

３ まとめ 

○長期復興計画第 1 期の取り組みにより，児童が明るく元気に心をつなげて取り組む

場面が見られるようになり,地域への元気を発信できるまでになりました。 

●保護者の不安が児童に直接影響するようなケースが懸念されます。 

 

 

 

 



 

Lessons from the East Japan DISASTER of 2011 The bonds of life 
 

Toshiko Saga 

Principal of Toryo Elementary School in Iwate Prefecture 

Past Principal of Yamadaminami Elementary School in Iwate Prefecture 

 

1. Yamadaminami elementary school and its children immediately after the East Japan 

DISASTER  

(1) Role of the school 

Since Yamadaminami Elementary School in Iwate Prefecture escaped from the East 

Japan DISASTER, the school had several functions as a shelter in the local area (~17, August, 

2011), a fire station (~31, Murch, 2011) and a clinic of Yamada town (clinic: ~15, April, and 

inpatient ward facility: ~31, July, 2011). Thus, the school had the role of not only a school but 

also a living community. Four school districts of ten suffered a crushing blow, and about 40% 

school children accumulated an experience of living at relatives or the shelter. The opening 

ceremony on the new semester was carried out at 20, April in the hallway of the school with a 

delay of two weeks. The playground became a parking for vehicles of the Self-Defense Forces 

and an evacuee. Gymnasium was used as a shelter, and grand floor of the school was used as 

the ward facility. Accordingly, classrooms set up on the second and third floors.      

(2) Mental and physical conditions of the children 

The children had a feeling of loss cause of the death of the family, a feeling of 

disappointment cause of an unemployment insurance of family and an anxiety feeling for their 

home life cause of once more catastrophe. In addition, obesity in children had been increasing 

rapidly, because of reduced opportunities and places for physical activity, increased commute 

by private car and school bus from the school district outside, and oversupplied snacks.      

2. Reconstruction of school management 

I am a principal of this school, drew up a re-plan of school management that gave 

moral support to the school children who were heavily physical and mental damage. There was 

an indispensable aim to develop the embodiment in conformity with content of the school 

children. Teachers took pains to support the creative mental recovery adding the division 

duties. It was considered with a difficult task to develop a short period. Consequently, I draw 

up a long-term plan, which is divided into three periods for nine years. In first period 

(2011-2013), we made an effort to work together with school, parents, community and the 

authorities in order to cultivate the bright and strong spirit that developed the hope and the 

dream. 



 

(1) The mental health supports for children from the school, the home and community 

(Development of self-affirmation) 

A. Enhancement of class realized the understanding, the achievement and feeling like studying. 
   １ Ingenuity of class（Homogeneous grouping based on students' abilities，Team Teaching） 

   ２ Ingenuity of tutoring ３ Educational guidance devised the linguistic activities 

   ４ Tutoring to children in need of special support   ５ Efforts of academic development team     

   ６ Enhancement of training in school 

 

B. Education for disaster prevention to feel safe and secure, and cooperation system with parents 
   １ Ingenuity of disaster drill（each case） ２ Prescribed evacuation areas and environmental improvement 

３ Confirmation of the shelter in accordance with the day of the week, place, time            

４ Disaster Preparedness Card creation 

 

C. Normalization of life rhythm, and cultivation of health care ability   
   １ Cooperation with parents    ２ The enlightenment by provision of reference  

   ３ The encouragement and practice of parent and child by life rhythm management card    

   ４ The health guidance by school physician 

 

D. A device of the physical education for developing the physical fitness and exercises for space  

 between classes. 
   １ Practice of using open space of the schoolyard and hallway       

   ２ Introduction of supporting exercise for physical education in regular staff meetings 

   ３ Setting of course another goal in learning swimming  

   ４ Exercises of space between classes containing circuit training 

 

E. Organization of high quality groups in order to improve the human relations.（Enhancement of  

 classroom management） 
   １ Use of Q-U test                  ２ Classroom management training   

   ３ Ingenuity of class events and in collaboration with community    

 

(2) The mental health support for the school children, parents and teachers, and the training of  

 teachers by mental health specialists (school counselors and psychiatrists). 

   １ Training of mental health support stuff     ２ Lecture by school counselor   

 

(3) Making of the disaster prevention system 

3. Summary 

The school children could be improving in health in order to try to a long-term plan 



 

of the first period (2011-2013). 

We would fear the circumstances that an anxiety of parents affects directly to the 

school children. 

 

 

シンポジウムⅡ Symposium II 14:30-15:30 

テーマ：学校体育の復興と支援（筑波大学の取り組み） 

Theme：Improving child fitness through physical education based on the sparts program initiated  

    by the university of tsukuba 

Presenter：征矢英昭（筑波大学体育系ヒューマン・ハイ・パフォーマンス(HHP)研究セン 

     ター）Hideaki Soya (Human High Performance (HHP) Research Center, Faculty of  

      Health and Sport Sciences, University of Tsukuba) 

テーマ：震災復興と仙台大学の取り組み 

Theme：The earthquake disaster reconstruction and activities of sendai university 

Presenter：粟木一博（仙台大学）Kazuhiro Awaki (Sendai University) 

Presider：伊藤 章（大阪体育大学）Akira Ito (Osaka University of Health And Sport Sciences) 

Coordinator：小野寺 昇（川﨑医療福祉大学）Sho Onodera（Kawasaki University of Medical  

      Welfare） 

 

 

学校体育の復興と支援（筑波大学の取り組み） 

 

征矢英昭、菊池章人、岡出美則 

筑波大学体育系ヒューマン・ハイ・パフォーマンス(HHP)研究センター 

 

 東日本大震災の被災小学校では、校庭に仮設住宅が設置され、バス通学を強いられるな

ど児童を取り巻く運動環境の劣化は長期化している。この影響は、児童の体力低下、抑う

つ傾向、肥満傾向として顕在化しつつある。私どもは、この問題に対処するため、運動

（sports）と音楽など（arts）を緊密に組み合わせた SPARTS 運動プログラムを開発し、限

られた時間と空間を活かす学校体育支援に取り組んでいる。 

 SPARTS プログラムは、「時間効率、空間効率を高めながら、身体機能とともに、気分、

意欲、認知機能の向上など身心の活力を高める」もので、気分尺度をアウトカムとした短

時間の音楽に合わせ、基礎的運動技能に配慮した誰でも簡単にできる「2 分間の SPARTS」

をいう。ゼロ時間や行間、あるいは体育のわずかなすき間時間を活用する一方、学習指導

要領計画に準拠させることが学校介入への必要条件となる。これまで、釜石市、大船渡市、



 

陸前高田市など被害規模が大きい小学校 11 校で実績をもつ。そこでは、短期間の実施でも

体力や気分に有意な向上効果が確認され、児童や学校から高い評価を博し、1 年以上の継

続が増えている。本年 4 月からは、児童の学力と相関する実行機能（注意、集中、判断な

どの認知機能）に焦点を当て、持久力を高める「2 分半 SPARTS」を開発し、持久力と実

行機能両面で効果をあげつつある。 

 こうした取り組みは、本年度より文科省が新たに掲げる体育改善方針に沿ったツールと

なりうることから、今後、多くの現場への応用が期待される。尚、本プロジェクトの一部

は、文科省復興教育支援事業(2012~)の支援を受けている。 

 

 

Improving child fitness through physical education based on the sparts program 

initiated by the university of tsukuba 

 

Hideaki Soya, Akihito Kikuchi, Yoshinori Okade 

Human High Performance (HHP) Research Center 

 Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, TSUKUBA  

 

In elementary schools that were hit by the Great East-Japan Earthquake, temporary 

housing has been built on school grounds, students have been forced to take buses to and from 

school, and the deterioration of the environment in which they can exercise has started to become a 

long-term issue. Due to this, it has become obvious that the children’s physical strength has 

weakened; they are showing tendencies towards depression and an increase in obesity. In order to 

mitigate this problem, we have developed the SPARTS exercise program, an intense collaboration 

of sports and arts, which can be incorporated to support physical education in areas with limited 

space and time.  

The SPARTS program focuses on improving both physical and mental states including 

physical fitness, state of mind, motivation, overall well-being and mental health while increasing 

efficiency in regards to both time and space. Focusing on well-being, short selections of music were 

combined with basic motor skill movements to create the 2-minute SPARTS program, which can be 

easily done by anyone. 

Although this program is effective for short intervals of time or occasions when there is 

a bit of extra time in gym classes, one of the necessary conditions for introducing this program to 

schools is that it be in compliance with the curriculum guidelines. So far, this program has been 

instituted at 11 elementary schools in the cities of Kamaishi, Ofunato, and Rikuzentakata that were 

heavily damaged in the disaster. In these schools, even when the program was implemented for a 



 

short time, improvements in physical strength and state of mind were confirmed. This program 

received very positive evaluations from both children and schools, and the number of institutions 

that have continued the program for more than one year has increased.  

From April of this year, with a focus on the correlation between academic ability and 

executive function (cognitive performance such as attention, judgment, planning, decision making 

etc.), a 2.5-minute endurance-enhancing SPARTS program has been developed and is continuing to 

produce improved results in both endurance and executive function. 

As there is a possibility that this program can be used as a tool in line with the new 

physical education improvement policy of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology, we are hoping that it will be implemented in many places.  

Part of this program was accomplished through the support of the Education 

Reconstruction Support Program (2012-) through the Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology. 

 

 

震災復興と仙台大学の取り組み 

粟木一博 

仙台大学 

 

 東日本大震災から 3 年半の歳月がたとうとしている。その残した爪痕は深く、現在でも

行方不明者は 2,615 人（平成 26 年 6 月 12 日時点）を数え、いまだに仮設住宅で暮らす人

たちもいる。仙台大学はこの被災地にある大学のひとつとして、様々な取り組みを行って

きた。震災直後はライフラインを支えるために直接学生、教職員が被災地に赴き、がれき

撤去などの作業を手伝った。次のステージでは、健康を維持することが重要視される。こ

れに対しては、避難所の健康管理、生活不活発病やエコノミークラス症候群防止のための

活動を行った。これは現在も継続的に行われている。スポーツの担うべき役割が明確にな

るのはその次である。これは人とつながることや自己実現、そして、人々を勇気づけるた

めに必要とされる活動である。仙台大学ではスポーツを楽しむことに焦点を当てた子ども

達へのスポーツプログラムの開発が行われており、これを各方面で展開した。また、被災

地の子どもたちを集めたワークショップの中で救援活動を行いたい人のための場所を提供

した、これは大学のハブとしての機能を示す事例である。 

 

 

 

 



 

The earthquake disaster reconstruction and activities of sendai university 

 

Kazuhiro Awaki 

Sendai University 

 

Three years and half will have passed since the Great East Japan Earthquake Disaster, 

yet traces of its ravages are deeply etched, people still living in temporary housing and 2,615 people 

are still missing as of 12 June 2014. Sendai University has been doing various relief efforts as one 

of university at disaster stricken area. Immediately after the earthquake, the students and faculty 

member went to disaster stricken area and helped removing the earthquake and tsunami disaster 

debris for keep the lifelines running. After that, health care will be emphasized for the next step. 

For this reason, we have been conducted health care activities in the evacuation centers, prevention 

of disuse syndrome and economy class syndrome prevention activities. And these activities are 

continuously conducting. And then, the role of sports will be clarified for next. These are activities 

that build a relationship with people, self-fulfillment and activity that are required for encourage 

people (through sports). Sendai University has been conducted developing sports programs that 

focus on to enjoy sports for children, and conducted in various field. In addition, we provided a 

place for those who want to relief efforts in the workshop for children in the disaster stricken area. 

This is a case that shows function of university as a hub. 
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紛争地域や自然災害地域における青少年のための心理・社会的介入としてのスポー

ツと身体活動の活用 

 

Dr. ディーン・ラヴィッザ 

米・サリスバリー大学准教授 

抄録 

 これまで数多くの組織が、自然災害や人的災害地域において、青少年に対してスポーツ

参加の支援と便益を活用することを考えてきた。こういった介入の特徴は、スポーツによ

る心理・社会的変化による貢献を広げるため、平和構築や紛争の解決戦略の教育から、ト

ラウマからの心理的回復を強調するものまで、幅広いものである。災害地域における住民

のための心理・社会的プログラムとして、「開発のためのスポーツ(sport for development)」

領域におけるスポーツと身体活動の活用は、より総合的かつ統合的アプローチとして、急

速に理解を獲得している。紛争地域であった北ウガンダにおけるフィールドワークと複合

的研究アプローチにより、本稿では、紛争地域における青少年に対するスポーツの活用事

例の効果を提示する。具体的には、複雑な人道的危機における青少年スポーツによる相互

理解の促進、心理・社会的介入としての多様なスポーツプログラムによるチャレンジの理

解の獲得、そして災害への介入効果を高める重要な心理・社会的対応としてのスポーツ・

身体活動プログラムの確立への道筋を立てることである。 

 

キーワード： 紛争、自然災害、スポーツ、心理・社会的対応 

Dean M. Ravizza, Ph.D., Dept. of Health & Sport Sciences and Basserman Center for Conflict 

Resolution, 1101 Camden Av., Salisbury University, Maryland USA 21801  

dmravizza@salisbury.edu 

 

 

 

 

mailto:dmravizza@salisbury.edu


 

はじめに 

 美しい盛岡市において開催されます、日本体育学会主催の国際シンポジウムで発表でき、

光栄に思います。特に、今回、基調講演に招待していただいた山口泰雄教授と、いろいろ

とお世話いただいた町田萌さん、そして日本体育学会と組織委員会の皆様に感謝申し上げ

ます。 

 まず始めに、私が、人的災害における複雑な危機的状況を体験したお話から始めたいと

思います。それは 1994 年、大学を卒業し、東アフリカの海岸地域であるタンザニアのダル

サレムに戻ったばかりの時でした。その年の 4 月に、隣国のルワンダにおいて、集団虐殺

という痛ましい事件が起きました。私たちはその人災に近いところにいながら、正確に何

が起こったのかわかりませんでした。わかったことは、タンザニアとルワンダの 2 国間に

ある北西の国境において、大量の難民危機が起こったことでした。 

 多くの他者のように、私はこの危機を支援できるボランティアの機会を探しました。ユ

ニセフのタンザニア局長は、私と仲間に難民である青少年のウエルビーイング、すなわち

安寧に関する支援を依頼してきました。特別なことではありませんが、私たちは教育と遊

びに関するパッケージを用意しました。そして、ルワンダ東側国境の Ngara 地域にあるル

コレ難民キャンプに到着しました。今でもそのシーンが目に浮かびますが、そこは絶望の

中に浮かぶ人道主義の海のようで、何マイルも続いているように見えました。    

 私たちのグループは、人道主義的な担当官と会い、膨れ続ける難民キャンプに中で、青

少年の教育的ニーズに直ぐに合う場所を用意する努力から始めました。青少年たちが受け

るクラスの合間に、休憩の手段として、スポーツを活用しました。また、スポーツの機会

は、多数の青少年を楽しませるために、1 日の終わりの時間にも拡げました。スポーツの

時間においては、競争的な要素は抑え、自由な遊びやトレーニングの側面を選びました。

そうすることによって、青少年の置かれた拘束状況が運動不足で、生命力を取り戻すため

に、教育やスポーツトレーニングの提供が必要であることを理解する多くの現地の支援者

を配置しました。この場所の目標と目的を支援者たちと話し合い、ガイドラインをつくり

ました。特に、さらなる暴力や抗争を避けるために、スポーツの内容を話し合いました。 

 3 週間かけて、私たちのグループは、危機的状況の理解不足に耐えて、最も適切である

トレーニングと教育レベルに合ったプログラムを実施しました。私たちは、子どもたちの

教育機会を促進し、スポーツやレクリエーションの機会を組織するために、地域の担当官

や支援者とともに活動しました。こういった試みを通して、個人の対応能力の再構築に潜

在力をもった活動の展開が、明確な心理・社会的目標はありませんが、いくらか成功した

と感じました。しかし、測定できるアウトカム（成果）は持ち合わせていませんし、成果

を創造するいかなる方法論も持ってはいませんでした。複雑な危機的状況において、受容

される実践を踏まえ、その時にベストと考えられることを行いました。それはまた、今日、

これからお話しすることでもあります。このときの経験が、複雑な危機的状況において青



 

少年のためにスポーツを活用すること、特に人的危機における子どもたちのためにスポー

ツを活用することが、私のキャリアを助けてくれました。 

 

複雑な危機（自然災害と人災） 

 災害は自然災害であろうと人災であろうと、世界中の何百万人の生活に影響を与え、多

くの国と大陸で起きています。災害は、多くの形態を伴って発生します。地震や台風・ハ

リケーン、津波は自然から、戦争やテロ攻撃は人間によってもたらされます。レイプや火

災は、直ぐに個人や家族に影響を及ぼし、また地震や戦争は地域や国家に被害をもたらし

ます。個人な暴行や民族の浄化は、犠牲者を意図的に苦しめますが、航空機事故や産業事

故は人的ミスや技術的エラーによるものですが、意図的なものではありません。災害は比

較的、短期間のものもありますが、飢きんや戦争のように荒廃は何年も続くこともありま

す。 

 人道的な緩和の努力は、災害によって崩壊したコミュニティを復興し、その再構築を支

援します。精神的な苦痛を話すために、災害対応者は、伝統的にトラウマからの回復に焦

点を当て、医療的なメンタルヘルス・アプローチを活用してきました。トラウマは、個人

が生命の危機を脅かされる出来事があったときに生まれ、彼らの反応は強い恐怖や無力感

を伴うものです。 

 近年では、人道主義組織は、より心理・社会的介入を取り入れるようになっています。

そして、災害による精神的、社会的な人びとのニーズを説明するために、純粋に心理的・

社会的・経済的なものではなく、災害の影響と反応を認め、理論化しています。心理・社

会的介入は、災害によって受けた個人の能力を対応させ、再構築するために、地域資源の

活用を狙っています。そして、高いレベルのストレスやトラウマという側面を内面から強

化し、対応し、和らげていきます。言い換えれば、彼らのレジリエンス(回復力）の強化は、

ストレスや災難に適応することができる内面強化と対応力、柔軟性の見つけることです。 

 対立や移動、災害による影響を受けた子どもたちは、離別や怪我、暴行、搾取や人身売

買、心理・社会的ストレスに傷つきやすい状況にあります。対立や移動は子どもたちを守

るメカニズムに分類できます。すなわち、家族は物理的、精神的に引き裂かれ、医療サー

ビスや社会サービスは過剰に負わされ、全体的な機能を果たさなくなることもあります。 

 

メンタルヘルスと心理・社会的支援 

 「危機的状況下における連携機関委員会のメンタルヘルスと心理・社会的支援ガイドラ

イン」は、緊急事態における人びとのメンタルヘルスと心理・社会的安寧を保護し、改善

するために、一連の連携対応を計画し、確立し、調整します。ガイドラインは、基本的な

サービスや安全管理の問題から、地域や家族サポートの介入、そして特殊なメンタルヘル

スのサービスに至るまで、多様なレベルのメンタルヘルスと心理・社会支援をカバーして



 

います。それゆえ、より広範な母集団が利益を受ける介入と、より細分化した専門家によ

る介入とを区別する必要があります。また、災害を受けた地域における意図した集団のニ

ーズに合う心理・社会的対応を提供するスポーツの位置づけを明らかにすることは重要で

す。 

 

 複雑な危機的状況において、青少年に対して危害を与えない方針は、プログラムに基づ

いた介入の組織と確立に焦点を当てます。これは、対象集団における青少年が他の集団か

ら学び、反復と反応のギャップを最小限にすることを含んでいます。また、地域の能力と

資源を活かし、計画と実践において、地域の効果的な母集団の参加を最大源にし、可能な

限り、包括的プログラムを考慮します。このガイドラインは、危害を与えない方針をプロ

グラム開発と実践に統合化する枠組みを用意しています。また、東部・中央アフリカにお

いて、かつて武装化していた子どもたちへのフィールドワークを含め、災害地域における 

青少年のユニークな心理・社会的ニーズを説明しています。 

 

心理・社会的対応プログラムの事例 

 災害対応における心理・社会的ツールとして、スポーツを活用するプロジェクトは、急

速に増加しています。「開発のためのスイスアカデミー」(the Swiss Academy for Development)

は、2003 年、イラン南道部でおきたバム地震において、青少年のレジリエンス（回復力）

を構築するために、「イランにおけるトラウマを受けた青少年のスポーツと遊び」プロジ

ェクトを実施しました。国際的な NGO である Mercy Corps、そしてナイキと協定した CARE

は、危機的状況後における"Moving Forward（前へ動こう）"というスポーツを基礎とした

キットを開発し、実践しました。また、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で生き残り、分割

されたコミュニティの再統合を促進するために、"Open Fun Football Schools"プログラムが

開発されました。こういった介入プログラムは、災害によってダメージを受けた人びとの

対応能力を構築するために、非医療的アプローチに基づいたものです。鍵となるプログラ

ムに基づいた構成要素として、心理・社会的スポーツプロジェクトは、競争という構成要

素ではなく、むしろ社会的かつ心理的な回復を助ける過程を重視しています。ここで使わ

れたスポーツの定義は、競技的なスポーツを超えて、プレイやレクリエーションという意

味を含んでいることを強調したいと思います。生徒や学生への体育教育と災害地域におけ

るフィールドワークとのギャップを埋めるために、国際体育・スポーツ科学委員会(ICSSPE)

は、2004 年に東南アジアのスマトラ島沖地震による津波で被災したことを受け、スポーツ

と災害対応に関するさまざまなプロジェクトを立ち上げています。例えば、「災害後の介

入としてのスポーツセミナー」は、現在、「コミュニティと危機：スポーツを通しての包

括的開発」というセミナー名で、ベルギーの Leuven 大学、ドイツ赤十字、Kennesaw 州立

大学と協定を結び、災害地域における心理・社会的介入としての身体活動とスポーツに焦



 

点を開催されています。 

 心理・社会的インパクトをもたらすための援助の方法によっては、被災した人びとを支

援するかもしれないし、あるいは危害を与えるものになるかもしれない。人道主義的行為

は、早期で適切な時期に、被災した人びとが災害対応に導かれ、実施されたときに強化さ

れます。援助は、意味のある参加を通し、宗教的・文化的慣習の重要性に敬意を払い、子

どもたちや家族、隣人を支援する地域住民の能力を強化することを通して、また尊厳や自

己効力感を高めるような思いやりのある方法で実践されるべきです。 

 

武装紛争地域における子どもたちへのスポーツ介入 

 近年、政治的、軍事的紛争地域において、多くの組織がスポーツ介入の活用を模索して

きました。それは、休戦や紛争地域における和解を奨励し、紛争の被害者に対する身体活

動とスポーツの便益をもたらすためでした。プログラムは、紛争中や紛争後において、こ

ういった課題に貢献するために実施されてきました。ある組織は、暴力紛争の当事者を減

少させる目的によって、平和を構築する手段として、またより広い社会的レベルにおける

平和に貢献するために、スポーツを活用しようとしました。しかし、こういった組織は、

スポーツ活動を通して、平和の構築の確立を前提としないよう注意すべきでしょう。さら

に、彼らはスポーツ活動において、参加者が自動的に安全や防衛的環境を提供されると前

提にすべきではありません。スポーツは人びとをひとつにし、社会的な成果をもたらすか

もしれませんが、それはまた、分割や排他、あるいは暴力の力になるかもしれないからで

す。 

 

子どもたちと武装紛争 

 世界の数百万人の子どもたちは、武装扮装によって被害を受けています。数十万人の子

どもたちは、国際的な武装紛争地域において、兵士という武装勢力として使われています。

多くの子どもたちがかどわかされ、服従のために殴られています。ある者は貧困から逃れ

るため、また彼らのコミュニティを守るため、復讐心のため、あるいは他の理由で、軍隊

に入っています。武装集団における子どもとは、18 歳以下で、武装軍に募られ、少年や少

女を含め、兵士や料理人、ポーター、スパイもいます。少女は特に傷つきやすいといえま

す。彼女たちは、しばしば性奴隷として務めることを強要されます。さらに、自爆テロリ

ストを含め、テロ行為者として子どもたちの利用が、近年の紛争の新たな現象として生ま

れています。 

 いかに子どもたちが採用され、どんな役割であろうとも、子どもの兵士は被害者で、紛

争に加わることは、彼らの身体的・情緒的安寧に対して深刻な意味をもたらします。彼ら

は、たいてい虐待され、多くが死者を目撃し、人を殺し、性的暴行を受けます。多くの子

どもたちは、こういった残虐行為を犯すことを強要され、長期にわたる深刻な心理的影響



 

に悩む者もいます。彼らがコミュニティに戻る際、しばしば過剰な攻撃性、コミュニティ

の平和を脅かし、ダメージを受けたモノという汚名を着せられることになります。こうい

った子どもたちの市民生活への復帰や再統合は、複雑なプロセスで、時にはうまくいかな

いことが報告されています。 

 

北ウガンダにおける紛争 

 私が約 10 年間に渡って、現地調査し、研究し、プログラムを行ってきた北ウガンダにお

ける紛争は、青少年に対する武装扮装の荒廃した影響の過酷な事例です。1986 年以来、北

ウガンダの人びとは、LRA 軍と政府軍の紛争の被害者でした。紛争を通して、LRA 軍指導

者のジョセフ・ケニーは、主な軍隊を力ずくで誘拐した子どもたちで支えてきました。国

際機関は、約 3 万人の子どもたちが LRA 軍に誘拐されたと報告しています。しかし、フィ

ールドワークによる研究では、誘拐された青少年は、数日から 20 数年にわたっており、そ

の数は 6 万 5 千人以上にも上ります。誘拐された子どもたちは、戦闘員グループだけでな

く、ポーターやスパイ、連絡員、使用人などの、さまざまな業務に振り分けられます。こ

の紛争を通して広がった性暴力は、少女や若い女性に対して荒廃した結果を引き起こして

います。性虐待や武装兵士への結婚の強要が証明されており、安全と安心の脅威になって

います。 

 紛争地域において危険が広がったことにより、数十万人のキャンプ難民（IDPs)が生まれ、

過剰に密集し、病気や屈辱的な貧困、搾取や虐待を受けやすい状況への子どもたちの置き

去りが特徴です。紛争地域における市民保護の欠如は、”夜間通い”という現象を生んでい

ます。これは、数万人の子どもたちが、誘拐からの保護を求めて、タウンセンター 

で眠るために、毎夜、歩いているのです。こういった要因は、複雑な人道主義的災害を生

み、子どもたちは主要な犠牲者だけでなく、加害者でもあるのです。 

 2006 年に始まった国際的な平和対話は、北ウガンダの紛争の停止をもたらしましたが、

平和の合意にも関わらず、現在まで変化はなく、もとのままの状態が続いています。LRA

軍が北ウガンダからコンゴ共和国へ出発してから、IDP 難民キャンプの多くは、彼らの生

活を再構築が不確かなのでキャンプを去っています。現状は、政府の平和と復興計画の第

3 ステージにあり、それは、紛争後の環境において、固有の挑戦に合う基本的インフラ整

備と経済の安定を目指しています。コミュニティの再構築、生活活動を更新し、紛争の根

本原因を取り組むための集中的な努力にもかかわらず、国土や国内、地域の汚名などの議

論は、未だに残っています。例えば、子どもの虐待を抑えたり、住民の安全を脅かしてい

る地域能力の構築などです。 

 初期の介入事業は、2004 年の北ウガンダと南スーダンの紛争時に、元子ども兵士のため

の一次ケアセンターから始まりました。ここで、LRA 軍に誘拐された青少年が反乱グルー

プから逃げたり、救出され、家族や地域へ戻るのを待っていました。私たちは、青少年に



 

対して、ゲームやスポーツにより、反乱グループにいる間に失くしていた楽しさを再びか

き立て、チームワークや協力、信頼感の構築などを育てようとしました。スポーツは、青

少年に対して、攻撃性を弱め、夜にうなされることなく熟睡をもたらし、紛争における過

去の経験を忘れさせるという鎮静効果をもたらすというスタッフの信念に基づいて、スポ

ーツはセンターのプログラムに組み込まれました。元子ども兵士に対して、スポーツと戦

争のトラウマに関する、前述したような因果関係を示す科学的データは実証されてはいま

せん。また、帰還者に対してスポーツの即効的効果や、一次ケアセンターにおける心理・

社会的介入としてのスポーツ効果の科学的エビデンスはありません。しかし、元子ども兵

士たちが、安全な環境にある一次ケアセンターにおいて、彼らの地域への再統合に向けた

行動を身につけるねらいで、スポーツを通して社会的に承認される行動を再学習し、その

効果を経験しているのは事実なのです。 

 

現地における研究 

 子ども兵士に関するエビデンスは、継続し蓄積されていますが、再統合のツールとして

のスポーツの活用と、元子ども兵士の長期的な社会的包摂に関する研究は、まだ緒に就い

たばかりです。スポーツを通しての社会的介入の研究や実践は、かつての紛争地域におい

て、対立の緩和を呼びかけてはいますが、北ウガンダにおける私たちの縦断研究は、再統

合のためのスポーツの活用と、武装集団にいた元子ども兵士の社会的包摂における知識の

ギャップに焦点を当てています。私たちの研究チームは、政府の平和と開発復興計画に沿

って、文化的文脈と地域に根ざした青少年へのスポーツ介入を実施し、発展させるために、

参与研究戦略を進めています。参与研究戦略の方法は、紛争の地域レベルに応じ、解決に

向けたスポーツと戦略を確立するためのものです。 

 

 数多くの青少年は、地域の言語や読み書き能力に欠けていましたので、私たちは英語だ

けに限定しました。それは、彼らが初等教育の時代に誘拐されたり、学費が払えないため

に登校できなかったり、難民キャンプに学習機会がないことによるものでした。そして、

彼らから反応を引き出すために、木切れや石といったモノを活用しました。私のチームは、

学校や地域、誘拐された子どもやそうでない子ども、少年や少女、約 10 名のフォーカスグ

ループの形式を採用しました。対立に対する行動に対して、スポーツの活用がもたらす効

果要因を示した絵を見せ、原始的で創造的なリッカート尺度方式で、木切れや石の数を重

要度順に置かせました。これは、現在彼らが置かれている状況で、介入プログラムの目的

を知らせるために、どのようにスポーツを捉えているかを理解することを可能にしました。

例えば、ある子どもたちは、スポーツはリーダーシップ・スキルや問題解決能力の発達に

役立つ、誘拐を経験した子どもたちにとって、彼らと友人との距離を縮める手段になる、

また彼らのソーシャルキャピタル（社会関係資本）の強化に役立つと答えました。 



 

20％以上の回答者は、武装紛争を経験した青少年にとって、スポーツの活用が有効である

との明確な結果を得ました。研究はまた、サンプルの大多数は、社会的包摂に向けた手段

として、スポーツの活用が対立を予防し、解決するとの結果を得ました。これは、私たち

のプログラム開発における重要な因子と言えます。ですから、皆さん、ノートを取ってく

ださい。木切れや石はあなたの骨を折るかもしれませんが、それらは重要な研究の道具に

もなることを。 

 

自由回答研究法(Free Listing Research Method) 

 学校体育教員や地域スポーツコーチに対するワークショップにおいて、私たちは、スポ

ーツにおける対立とその解決に向けた戦略に関する重要な要因リストをつくるために、 

自由回答法を開発しました。最初の質問は、「青少年がスポーツに参加したとき、どのよ

うに対立は起こりますか？」 私たちは、既に多くの争点をリストアップしていますが、

それぞれの具体例を短い文章にするよう依頼します。グループの中で、その文章を注意深

く分析し、どの対立の分類に属するかを決めます。次に、２番目の質問に移り、「あなた

は、その対立をどのように解決しますか？」とたずねます。そして同様に、具体例を短い

文章にするよう依頼します。これまでの研究蓄積から、スポーツにおける対立には４つの

レベルがあり、対立を解決する多様な戦略を開発しています。このマニュアルは、インタ

ビュアーが体育教員やコーチに対しての回答の役に立っています。４つのレベルは、有害

レベルに応じて”Gin Marac”と呼んで分類しています。次の質問は、「その対立は、"Gin 

Marac"の中のどのレベルにありますか？」とたずねます。対立レベルを確認したら、さら

に「その対立で、子どもはどのように行動していますか？」「その対立行動に対して、あ

なたはどのように対応していますか？」とたずねます。これらの情報は、スポーツにおけ

る対立を文化的文脈に理解することを助け、私たちのプログラムにおける社会的包摂の鍵

になる要素を強調し、問題解決に貢献します。 

 

平和的な遊び(Peaceful Play)プログラムの成果 

 本プロジェクトの主要目標のひとつは、地域に根ざしたニーズに答えるもので、私たち

が参画したアクションリサーチにより、”Peaceful Play（平和的な遊び）”というプログラム

を開発しました。このプログラムは、スポーツにおける４つのレベルの対立とその解決戦

略を含んでいます。低いレベルの対立は、地域を通して存在しているので、このプログラ

ムの中心的側面に焦点を当て、家庭や学校、地域における対立に対してスポーツの活用が

重要であると考えました。2012 年、北ウガンダの２つの紛争があった地区において、地域

コーチと学校体育教員を予備調査の対象にして、プログラムを実施しました。このプロジ

ェクトでは、スポーツ場面で起こる対立と解決戦略を入力し、モニタリングし評価できる

チームを同行しました。この調査データは、対立のタイプの頻度や解決戦略の割合などを



 

区別することが可能になりました。調査票とインタビューのデータにより、教員とコーチ

は、元子ども兵士がスポーツ参加の準備が必要と評価していしたが、他の子どもたちに比

べて、元子ども兵士がスポーツの対立における原因を作っていないと認めています。また、

どちらの子どもたちも、スポーツにおける対立の問題解決手法が、有効であることがわか

りました。研究成果は、私たちのチームのスケールアップを可能にし、紛争に 

影響を受けた地区において、プログラム参加者を増やしました。現在、50 名以上の体育教

員とコーチが、社会的包摂を確立するために、青少年に対してプログラムに従事していま

す。 

 

対立-敏感アプローチ(A Conflict-Sensitive Approach) 

 北ウガンダの事例は、他の紛争と同じように、武装紛争地域や紛争後の地域において、 

平和構築と社会的包摂のためにスポーツの活用を含めた心理・社会的介入を計画し、実施

するという”対立-敏感アプローチ”が組織や個人に求められていることを実証しました。介

入プログラムを理解することによって、組織は紛争ダイナミクスへのプラス効果を試行し

ながら、負の影響を軽減することができます。負の影響は、紛争グループ間の関係をさら

に悪くしたり、構造的な暴力を強化したり、介入の参加者に危険をもたらすことなどです。 

 

私たちは何を学んだか？（まとめ） 

 紛争後の状況において、スポーツや遊びを活用することは、単にグラウンドの中でボー

ルを動かすことに止まりません。心理・社会的プログラムの開発において、プログラムの

モニタリングと評価を通して、次のような重要なポイントが考えられます。 

 

 ・心理・社会的目標に基づき、充分に構造化され計画された介入を提供することです。 

  私たちの経験によれば、スポーツの競争ではなく、リハビリ的要素やレクリエーショ   

  ン的側面に焦点を当てたプログラムが成功しています。 

 ・すべての地域グループのニーズに合うことに焦点を当てること。災害は、年齢、性   

別、宗教、民族などの多面体を超えて、すべての個人に影響を及ぼしています。プロ  

グラムは柔軟であり、地域文化や伝統に敏感で、多様な参加者ニーズに合うよう計画  

されなければなりません。 

 ・地域における家族や流動的なメンバーを活動的に募集すること。いったんプログラム  

が家族やコミュニティのサポートを得てから、プログラム主催者は、彼らとともにプ  

ロジェクトを計画し、実施すべきです。地域のメンバーのかかわりとガイダンスは重  

要で、地域資源の活用やプログラム参加を子どもたちに奨励、プログラムの適切な場  

所の選定など、多岐にわたっています。スポーツ介入プログラムの成功は、家族や地  

域住民の参与が不可欠で、社会・心理的効果は参画する地域住民にも顕著になりま   



 

す。 

 ・地域団体や機関と連携を進めることです。災害におけるスポーツプログラムの開発に  

おける落とし穴のひとつは、孤立の中で進めたり、連携が弱い中で進めることです。  

複雑な緊急事態や不要なプログラムの重複を避け、重要なニーズを反映するプログラ  

ムを構築するために、地域団体や国際組織は、貴重な運送面のサポートを提供できま  

す。 

 

結語 

 本発表を通して、スポーツと身体活動は災害における子どもたちへの心理・社会的対応

の形態として、特別な記述がされてきましたが、より広範な災害に対する枠組みに貢献で

きる包括的なアプローチを提供する上で、スポーツや遊びがもつ重要性を過小評価すべき

ではないと考えます。災害状況において、トラウマを経験した青少年を支援できるスポー

ツや身体活動プログラムの感動させずにはおかない逸話や理論的エビデンスが存在してい

ます。今後は、災害の被害者としての青少年に対する心理的・社会的対応としてスポーツ

や身体活動の活用を支持するエビデンスやプログラム評価が求められます。 

                              

                              （文責：山口泰雄） 
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Abstract 

A considerable number of organizations have sought to utilize sport to provide 

support and bring the benefits of participation to children and youth in settings of both natural 

and human disaster. The nature of these interventions range in objectives from peace-building 

and teaching conflict resolution strategies to addressing trauma and recovery within a broader 

aim of contributing to positive psycho-social change. The use of sport and physical activity in 

the field of sport for development - as part of psycho-social programs among populations 

affected by disaster - has increasingly gained recognition as an element of more holistic and 

integrated approaches. By drawing on fieldwork and mixed-methods research in the former 

conflict region of Northern Uganda, this presentation will provide an acute account of the uses 



 

of sport for children and youth in armed conflict setting; an understanding of the link between 

applications of sport within a variety of complex humanitarian emergencies; and garner a 

greater understanding of the unique set of challenges to implementing sport as a psycho-social 

intervention, and pathways forward in establishing sport and physical activity as a 

psycho-social response to disaster as an important aspect of wider intervention efforts.   
 

Keywords:  conflict, natural disaster, sport, psycho-social response 

 

Introduction 

Good morning/afternoon.  It is my distinct pleasure to join you today at this 

International Symposium for the Japanese Society for Physical Education, Health, and Sport 

Science in the beautiful city of Morioka.  I extend a special thank you to Prof. Dr. Yasuo 

Yamaguchi for the kind invitation to speak here today; to Dr. Moe Machida for her kind hospitality 

in coordinating my visit; and, to the committee responsible for organizing this Congress.   

I would like to begin with a story about my introduction to complex emergencies in the 

form of human disaster.  In 1994, I was a recent university graduate back in Dar es Salaam, 

Tanzania on the coast of East Africa.  It was at this time in April of that year that events sparked 

the genocide in neighboring Rwanda.  Even within close proximity to the disaster, we were 

uncertain of exactly what was taking place.  What was known to many individuals was a large 

refugee crisis was unfolding on the northeast border between the two countries.   

Like many individuals, I sought to volunteer my services to assist with the crisis.  The 

country director of UNICEF at the time solicited me and a small group of individuals to assist with 

issues related to the well-being of refugee children and youth. While not specific, we did our best 

to pack educational and play supplies.  We arrived to the Lukole refugee camp near the town of 

Ngara on the eastern border with Rwanada to – what I still picture in my mind – was a sea of 

humanity in despair that seemed to last for miles.   

My group and I met with humanitarian officials and coordinated efforts to coordinate 

spaces in the growing refugee camps to allow for children and youth to meet immediate 

educational needs.  We also used sport as a means for them to take breaks in between their lessons.  

The sport component was extended to periods of play in the later hours of the day to accommodate 

for larger numbers of children and youth.   We de-emphasized the competitive nature of the 

sporting component opting more for training and free-play.  To do so, we located a number of 

adults with educational and sport training that offered to assist – seeking to add to the generativity 

of many who found themselves stagnant under the duress of their current situation.   We 

discussed and outlined the goals and objectives of these spaces with these individuals - in particular 



 

the objectives of the sport component - in order to avoid conflict and any further violence. The 

spaces thrived and became a critical focal point of the camps.  To accommodate the growing 

numbers, we set up these spaces in various parts of the camp. 

For a three-week period, I and my group did what we felt was most appropriate for our 

training and educational levels not withstanding our lack of understanding of the emergency 

situation.  We worked with locals to assist with the facilitation of children’s education and to 

organize the sporting and recreational opportunities.  We felt some degree of success through our 

attempt at providing activities that had the potential to rebuild the coping capacities of the 

individuals involved despite any clear psycho-social goals.  I do not have any measureable 

outcomes, nor were any metrics created to produce them.  We did what we felt was best at the 

time following what acceptable practices were available in such a complex emergency – to which I 

will speak to in this presentation.  It was this experience that has lived with me and helped me 

focus on a career in using sport for children and youth in complex emergencies especially children 

in human disaster. 

 

Complex Emergencies (Natural and Human Disaster) 

Disasters, both natural and human, have occurred for many centuries and continue to 

affect the lives of millions of people across the world. Disasters come in many forms. Some, like 

earthquakes, hurricanes, and tidal waves, are natural; others, like wars and terrorist attacks, are 

made by humans. Some, like a rape or a fire in a home, immediately affect only one person or one 

family; others, like a bomb blast or a tornado may affect hundreds of people or, like an earthquake 

or a war, may affect entire communities and nations. Some, like personal assaults and ethnic 

cleansing, are inflicted intentionally on their victims; others like airplane crashes or industrial 

accidents, though the result of human or technological error, are unintended. Disasters may be 

relatively short lived, although devastating, or, as is the case with famine and war, may last for 

years. 

Humanitarian relief efforts provide assistance in the attempt to rehabilitate and rebuild 

communities affected by disaster. In order to address emotional distress, disaster responders have 

traditionally used a clinical mental health approach, focusing on trauma recovery - trauma that 

occurs when a person is exposed to a life-threatening event and their response is most often one of 

intense fear and/or helplessness. 

More recently, humanitarian organizations have begun to look more 

towards psycho-social interventions – to conceptualize both the effects of disaster and appropriate 

responses to disaster not as purely psychological and not as purely social/economic to address both 

emotional and social needs of people affected by disasters.  A psycho-social intervention will aim 



 

to use community resources in order to rebuild the coping capacities of individuals affected by 

disasters, thus enhancing their inner strength, responsiveness and flexibility in the face of high 

levels of stress and traumatic events. In other words, this re-enforces their resilience – an 

individual’s ability to find inner strength, responsiveness and flexibility to adapt to stress and 

adversity. 

Children affected by conflict, displacement, or other forms of disaster are vulnerable to 

separation, injury, abuse, exploitation/trafficking, and psycho-social stress.  Conflict and 

displacement break down the mechanisms which protect children – families may be torn apart, 

physically or emotionally, and medical and social services may be over burdened or cease to 

function entirely. 

 

Mental Health and Psycho-Social Support 

The Inter-Agency Standing Committee’s Mental Health and Psycho-social Support in 

Emergency Settings guidelines assist individuals and agencies to plan, establish and coordinate a 

set of minimum multi-sectoral responses to protect and improve people’s Mental Health and 

psychosocial well-being in the midst of an emergency.  They provide an outline that mental health 

and psycho-social support requires various levels of supports, ranging from broad programs for 

basic services and security issues, to community and family support interventions and focused or 

specialized mental health services.  It is therefore necessary to distinguish between interventions 

that benefit the population at large from those interventions that require a more specialized 

expertise.   Therefore, it is critical to clarify the position of a sport in providing a psycho-social 

response to meet the needs of the intended population within the disaster-affected community. 

Do-no-harm policies for children and youth in complex emergency settings provide a 

focus on the organization and establishment of programmatic interventions.  These include actors 

participating in coordination groups to learn from other response groups, minimize duplication, and 

gaps in responses; maximizing the participation of local effective populations in planning and 

programming by building on local capacities and available resources; considering attempts at 

holistic programming approaches whenever possible.  

These guidelines can provide an important framework for integrating do no harm 

policies into program development and implementation addressing the unique psychosocial needs 

of children and youth in disaster settings including my fieldwork with children formerly associated 

with armed groups in East and Central Africa.   

 

Examples of Psycho-Social Response Programs 

An increased number of projects have emerged that utilize sport as a psycho-social 



 

tool in disaster response. In 2003, the Swiss Academy for Development implemented the Sport and 

Play for Traumatized Children and Youth in Iran with a focus on building resilience in children and 

youth following the devastating earthquake in Bam. International NGO’s Mercy Corps, CARE 

partnered with Nike to develop Moving Forward a toolkit to assist practitioners in applying 

sport-based approaches in post-emergency situations. And, the Open Fun Football Schools 

were created to promote the reintegration of divided communities who survived the conflict of 

Bosnia and Herzegovina. These interventions are being used in the field as a non-medical 

approach to build the coping capacities of people affected by disasters. As a key programmatic 

component, psycho-social sport projects are not based on outcomes of competition, but rather about 

the process of helping people to restore their social and psychological health. It is important to 

emphasize that the definition of sport used here goes beyond competitive sport but also includes 

notions of play and recreation.  To address gaps in educating students and fieldworkers on this 

topic, the International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) developed a 

number of initiatives related to sport and disaster response following the tsunami that devastated 

parts of near and southeast Asia in 2004 including a week-long training seminar on Sport in 

Post-Disaster Intervention – now known as Communities and Crisis:  Inclusive Development 

through Sport - a hands-on seminar on physical activity and sport for psycho-social interventions in 

crisis areas in partnership with the Erasmus Mundus Master’s of Adapted Physical Activity 

program at University of Leuven, Belgium, German Red Cross and Kennesaw State University. 

The manner in which aid is administered has psycho-social impacts that may either 

support or cause harm to affected people. Humanitarian action is strengthened if at the earliest, 

appropriate moment, affected people are engaged in guiding and implementing the disaster 

response. Aid should be delivered in a compassionate manner that promotes dignity, enables  

self-efficacy through meaningful participation, respects the importance of religious and cultural 

practices, and strengthens the ability of community people to support their children, families and 

neighbors. 

 

Sport Interventions for Children in Armed Conflict Settings 

A growing number of organizations have sought to utilize sport interventions in 

situations of political and military conflict in recent years, to contribute to the cessation of 

hostilities, to encourage reconciliation between the conflicting sides, and to bring support and the 

benefits of sport and physical activity to victims of conflict.  Programs have been put in place that 

work towards addressing each of these issues in both active and post-conflict settings. Some 

organizations seek to utilize sport as a means to building peace by aiming to reduce key drivers of 

violent conflict and to contribute to peace at a broader societal level.  However, organizations 



 

must be cautioned not to assume establishing a mandate to build peace [through sport activities] 

will lead to creating peaceful environments. Nor, will they automatically provide a safe, protective 

environment for the participants. While sport may unite people and generate socially-beneficial 

outcomes, it may also be a force for division, exclusion, or violence. 

 

Children and Armed Conflict 

Millions of children around the world are affected by armed conflict. Hundreds of 

thousands of children are used as soldiers in fighting forces in global armed conflict situations. 

Many children are abducted and beaten into submission; others join military groups to escape 

poverty, to defend their communities, out of a feeling of revenge or for other reasons. A child 

associated with an armed group refers to any person below 18 years of age who is, or who has been, 

recruited or used by an armed force or armed group in a capacity, including but not limited to 

children, boys and girls, used as fighters, cooks, porters, spies.  Girls are particularly vulnerable. 

They are often forced to serve as sexual slaves. Moreover, the use of children for acts of terror, 

including as suicide bombers, has emerged as a phenomenon of modern warfare. 

Regardless of how children are recruited and of their roles, child soldiers are victims, 

whose participation in conflict bears serious implications for their physical and emotional 

well-being. They are commonly subjected to abuse and most of them witness death, killing, and 

sexual violence. Many are forced to perpetrate these atrocities and some suffer serious long-term 

psychological consequences.  Upon return to their communities, they often face stigma that labels 

them as overly aggressive, threats to community peace, and ‘damaged goods.’ The reintegration or 

re-introduction of these children into civilian life is a complex process that sometimes proves 

unsuccessful. 

 

Conflict in Northern Uganda 

The conflict in Northern Uganda - where I have conducted fieldwork, research, and 

programming for nearly 10 years - is a harsh example of the devastating effects of armed conflict 

on children and youth. Since 1986, the people of northern Uganda were victims to the conflict 

between the Lord’s Resistance Army (LRA) rebel group and the government forces of Uganda.  

Throughout the conflict, LRA leader Joseph Kony bolstered his army primarily through the forcible 

abduction of children. International agencies estimated that nearly 30,000 children were abducted 

by the LRA.  However, field-based research placed that number at more than 65,000 children and 

youth abducted for periods ranging from a few days to many years.  Systematically, abducted 

children take on various roles within an armed group other than combatants including serving as 

porters, spies, messengers, and servants. Sexual violence - widespread throughout this conflict - 



 

produced devastating consequences to girls and young women. Sexual abuse and the forced 

marriage of girls to members of armed groups proved to be a pervasive threat to their safety and 

security.  

Widespread insecurity throughout the region forced hundreds of thousands of local 

residents into camps for internally displaced people (IDPs) characterized by overcrowding, disease, 

and abject poverty, leaving children vulnerable to exploitation and abuse. The lack of civilian 

protection throughout the region created the phenomenon of “night commuters,” when tens of 

thousands of children walked for miles to sleep in town centers for greater protection from 

abduction. These factors created one of the most complex humanitarian disasters in recent memory 

where children were not only the primary victims, but also the primary perpetrators. 

International peace talks produced a cessation of hostilities beginning in late 2006, 

bringing a measure of stability to Northern Uganda that remains intact to date despite an 

implementation of any peace agreement.  Following the departure of the LRA from Northern 

Uganda to the Democratic Republic of Congo, large numbers of the internally displaced people left 

the IDP camps for the uncertainty of rebuilding their lives.  In its current state, the region is now 

in the third phase of the Government’s Peace and Recovery Development Plan (PDRP) which has 

put into place a set of objectives aimed at the re-establishing a stable economy and basic 

infrastructure to meet the challenges inherent of a post-conflict environment.  Despite 

concentrated efforts to rebuild communities, renew livelihood activities and tackle the root causes 

of conflict, low-intensity disputes (e.g. land, domestic, community stigma) still remain potent at the 

community level creating a need to build local capacity to address issues that pose threats to human 

security that leave children vulnerable to further abuses, and to close the gap on social distance. 

Early intervention work began at an interim care center for former child soldiers in 

Northern Uganda and South Sudan at the height of the conflict in 2004.  It was here where 

children and youth abducted by the LRA were returned after escape or rescue from the rebel group 

and awaited their transition back to their families and communities. We engaged children and youth 

in games and sport to promote teamwork and cooperation, build trust, and rekindle in them a spirit 

of enjoyment lost while associated with the rebel group.  Sport was factored into the center 

programming based on the staff’s belief that sport would have a calming effect on the children and 

youth, making them less aggressive, allowing them to sleep better at night (to avoid nightmares), 

and forgetting the past experiences in conflict. No scientific studies have yielded data to support 

these stated causal relationships between sport and the traumatic effects of war on former child 

soldiers.  Nor, is there empirical evidence to support the immediate effects of sport on returnees 

and the effectiveness of sport as a psycho-social intervention at interim care centers.  Yet, the 

former child soldiers experienced the unintended benefits of building or re-building of 



 

socially-acceptable behaviors through sport within the closed environment of an interim care center 

with the aim of transferring such behaviors to their communities upon reintegration. 

 

Research in the Field 

While the evidence base on child soldiers continues to grow, research on the use of 

sport as a tool for reintegration and long-term social inclusion of former child soldiers are limited.  

Our long-term research project based in Northern Uganda sought to narrow the knowledge gap on 

the uses of sport for the reintegration and social inclusion of children formerly associated with an 

armed group while researching and constructing a social intervention through sport aimed at 

addressing conflicts of low-intensity within the former conflict region. Our research team 

employed participatory research strategies to develop and implement culturally-contextual, 

locally-owned sport interventions for children and youth to complement the government’s current 

peace and development recovery plan. These participatory research methods were utilized to 

establish locally-defined levels of conflict in sport and strategies for resolution.  

Because so many children and youth lacked literacy skills in their native dialect, let 

alone English, due to their abductions during their formative years of education, inability to attend 

school due to a lack of school fees, or no access to education in their IDP camp, we utilized local 

materials like sticks and stones to garner responses. My team and I included approximately 10 

participants at a time from both schools and communities, formerly abducted and non-abducted, 

girls and boys, in a focus group-style format. They would place the number of sticks and stones on 

pictures of key factors related to the uses of sport to address conflict-related behaviors – simulating 

a rather primitive yet creative likert scale-type system.  We implemented this process for all of the 

children and youth – nearly 500 in all – so as not to create stigma for those who lacked literacy 

skills.  It was from their responses that we were able to understand how they viewed sport within 

the context of their current situations to better inform our programming objectives.  For example, 

the respondents agreed that sport could help them develop critical leadership skills, a way to 

practice conflict resolution strategies, and, for former abductees, a means to close the social 

distance between them and peers and increase their social capital, among other findings.  We 

followed up with over 20% of the participants across the sample to get an even clearer picture of 

the uses of sport for children and youth in armed conflict.  Our results also indicated that a strong 

majority of the conversations greatly centered on preventing and resolving conflict as a means for 

greater social inclusion. This proved to be a key factor in our program development. So please take 

note, sticks and stones may break your bones, but they make for great research tools. 

 

Free Listing Research Method 



 

Within our workshops with school-based sport teachers and community-based coaches, 

we prepared for the free listing exercise with our aim of asking a question and creating a list of 

critical factors related to conflict in sport and strategies for their resolution.  The first FL was 

based on the questions “How does conflict occur when children and youth are participating in 

sport?”  We probed for as many issues as possible and asked for a short description of each 

example.  As a group we carefully analyzed the results and determined categories of conflict.  

Shortly thereafter, we moved on to the second FL question ‘How do you resolve conflict when it 

occurs during sport?”  And again, we probed further for examples and asked for short descriptions 

of each one.  We found there to be four distinct levels of conflict in sport and multiple strategies 

used to resolve such conflicts.  This helped inform our individual interviews with the sport 

teachers and coaches.  We began each interview with an open question like “Tell me about the 

level of conflict identified as Gin Marac” which we translated to be a harmful level of conflict. 

Once an understanding of the level of conflict was established, then we probed further with 

questions like ‘How does a child demonstrating Gin Marac behave?” and “How do you respond to 

a child demonstrating Gin Marac in your sport program?”  This information provided us with a 

culturally-contextual understanding of conflict in sport and how to resolve it in order for our 

programming to address key components of social inclusion.  

 

Outcomes/Peaceful Play Program 

Since one of our main goals entering into this project phase was to create a program to 

address a critical community-based need, the information we gathered and analyzed from our 

participatory action research yielded a program we call Peaceful Play.  This program contains 4 

levels of conflict in sport and strategies used to resolve them.  Since instances of low-level 

conflict exist throughout the region, we felt it was important to highlight the key aspect of transfer - 

that is, taking the strategies utilized in sport and transfer them to conflict in home, school, and 

community – and often critical shortcoming on program emphasis.  In 2012, we put in place the 

program with a small pilot group of community-based coaches and school-based sport teachers in 2 

conflict-affected districts in the northern Ugandan region.  We accompanied the program with a 

monitoring and evaluation system that included an on-going log system to input conflicts as they 

occurred and the strategies utilized for resolution.  This data allowed for a differentiation in types 

of conflict that occurred, frequencies of occurrences, and rate at which strategies resolved these 

conflicts.  Survey and interview data revealed that while sport teachers and coaches felt former 

child soldiers should be evaluated for readiness to participate in sport, they conceded that these 

children are not a source of conflict in sport to any degree greater than their peers and they, along 

with their peers, were also capable of utilizing strategies for resolving their own conflicts in sport.  



 

These findings allowed our team to scale up our programming to increase the number of 

participants and number of conflict-affected districts where we currently have involved over 50 

sport teachers and coaches, and aim to work directly with youth to further implement the program 

to build more socially-inclusive communities. 

 

A Conflict-Sensitive Approach 

The case of Northern Uganda, like other conflicts, highlights the need for organizations 

and individuals working in areas of armed conflict or immediate post-conflict regions to utilize a 

conflict-sensitive approach to planning and implementing a psycho-social intervention utilizing 

sport as part of peacebuilding and social inclusion efforts. By understanding the context in which 

the intervention exists and the interaction between the intervention and the context, organizations 

can avoid or mitigate negative impacts while attempting to create positive impacts on the conflict 

dynamics. These negative impacts may include worsening divisions between conflicting groups, 

reinforcing direct or structural violence, and increasing danger for participants within an 

intervention.  

 

What Have We Learned? (Conclusion) 

Using sport and play in the post-disaster setting extends well beyond simply placing a 

ball out in the middle of a play area. There are a number of key considerations in developing 

psycho-social sport programs to achieve maximal effectiveness that have emerged through critical 

monitoring and evaluation of such programs. These include: 

Deliver well-structured and planned interventions based on identified psycho-social goals:  

Experience shows that successful programs focus on the rehabilitative and recreational aspects of 

sport, and not on competition. 

Focus on meet the needs of all community groups:  One will find that disaster affects 

everyone across the spectrums of age, gender, religion, and ethnicity. Programs must be flexible 

and planned to meet the needs of these participants while being sensitive to local culture and 

traditions. 

Actively recruit families and mobile members of a community:  Once a program has the support 

of families and communities, program organizers should work alongside them to plan and 

implement the project.  Their input and guidance is critical for a range of program aspects 

including sourcing local materials, encouraging children’s participation in the program, and 

identifying suitable locations for activities, as an example.  Involvement by families and 

community members in a successful sport intervention through can bring significant psycho-social 

benefits to them as well. 



 

Collaborate with local organizations and agencies:  One of the greatest pitfalls in 

developing sport programming in disaster is attempting to do so in isolation or in with limited 

collaboration.  Local community-based organizations and larger international organizations can 

provide valuable logistical support in order to help build contextual programs that address critical 

needs within the complex emergency and avoid unnecessary duplication of programs.  

 

Concluding Remarks 

While sport and physical activity are of specific mention throughout this presentation as 

a form of psycho-social response to children in disaster, it is critical not to underscore the 

importance of key components of sport and play that may provide further benefits to wider holistic 

programming approach to contribute to wider disaster response framework.   There is compelling 

practical, anecdotal and theoretical evidence to suggest that psycho-social sport and physical 

activity programs can assist children and youth who have experienced trauma in a disaster setting.  

Further research and program evaluations are needed to provide empirical evidence to support the 

use of sport and physical activity as a psycho-social response for young victims of disaster.   
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