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障がい者スポーツにおける女性スタッフのための勉強会パイロットプログラム 

 

    
 

東京パラリンピック終了まで活動を抑えていた J キャンプですが、リスタート企画の

一つとして「障がい者スポーツにおける女性スタッフのための勉強会」を現在計画して

おり、2021 年 10 月から 2022 年 2 月にかけてそのパイロットプログラムを開催し

ました。パイロットということで、参加者は J キャンプから声をかけさせて頂き、12

名（内 J キャンプスタッフ 5 名）の方がご協力くださいました。 

 

私が 2016 年に受講した順天堂大学女性スポーツ研究所の「女性コーチアカデミー」

（※現在は「女性コーチ・リーダーアカデミー」）での学びを通して得た、「ジェンダ

ーの問題について日本の障がい者スポーツの中でももっと考えていきたい」「女性の可

能性をより追求することを促せるような機会を設けたい」という思いからこの企画が生

まれました。（※私が受講した際のレポートについてはこちらをご参照ください。） 

 

まず 6 月初旬に今回の参加者も含む 10 名の方々と当企画についてのブレーンストーミ

ングをさせて頂き、そこで生まれたアイデアをもとに、10 月から全 6 回の勉強会をパ

イロットプログラムとして開催しました。 

 

https://jcamp.jp/?p=421


対象者は性自認が女性の方。私のアカデミーでの経験から、女性同士だからこそ話しや

すかったり、分かりあえたり、学びあえたりする、そういう空間を皆さんにも体験して

欲しいと女性のみを対象としました。 

 

参加者の皆さんは何らかの形で障がい者スポーツに関わっている方々でしたが、それぞ

れ関わるスポーツ、立場、経験、個人的な環境は異なり、バラエティ豊かなグループと

なりました。 

 

３つの試み 

 

コロナ禍という状況に加え、様々な環境下でも参加しやすいよう、以下の３つの試みを

行いました。 

• オンライン開催 

• ミュートでの参加許可 

• 欠席者への勉強会録画の共有 

 

仕事と家事の両立や育児・介護など、現状では男性に比べて女性は時間の制約が多いと

考えられます。そのことからセミナーや勉強会への参加を諦めてしまうことも多いので

はないかと思い、講師の方々のご理解とご協力のもと、このような形で開催させていた

だきました。 

 

勉強会のプログラムゴール＆スケジュール 

 

プログラムゴール 

 

「参加者の皆さんがスポーツにおける女性に

まつわる問題や多様性について共に考えるこ

とを通して、今後の活動に向けて新たなアイ

デアを得たり、サポートネットワークを構築

することでエンパワメントを高める」 

 

スケジュール 

 

① 10 月 2 日 女性差別の現状について考える     

     ファシリテーター： 株式会社BorderLeSS 筒井香様 



② 10 月 23日 女性のエンパワメント１ – 声をあげる/意見を言うこと   

   講師：株式会社BorderLeSS 筒井香様 

③ 11 月 13日 女性のスポーツ参加（現状、バリア、取り組みなど）   

    講師：一般社団法人 S.C.P. Japan 野口亜弥様 

④ 1 月 8日 LGBTQ+の知識と現場での取り組みを考える（多様性の重視と効

果）  

    講師：一般社団法人 S.C.P. Japan 野口亜弥様 

⑤ 1 月 29日 女性のエンパワメント２（ガバナンスコード、 教育の機会、 男性

と共に作り上げていくために） 

    講師：城西大学准教授 山口理恵子様 

⑥ 2 月 12 日 海外での事例＆振り返りとまとめ   

    ファシリテーター：株式会社BorderLeSS 筒井香様 

ゲストスピーカー： 

Carlee Hoffmann-Shwartz（アメリカ／ドイツ）、Stephanie 

Wheeler（アメリカ）、Edina Müller（ドイツ） 

 

各回 1時間半＋30 分程度のフリートーク、最終回は 2時間＋1時間のフリートーク

で、どの回も盛沢山の講義内容、さらに様々な角度からのフリートークが繰り広げられ

ました。 

 

第 1 回 「女性差別の現状について考える」 

 

ファシリテーターに株式会社BorderLessの筒井香様を迎え、女性差別が今現在も

様々な場面であるということを知ろう、その問題は個々によって異なることを知ろうと

いう目的で行いました。 

 

参加者の簡単な自己紹介から始まり、そ

の後、筒井様がご専門の心理的な観点か

ら「自分の専門家になる」ことや「多視

点、他視点」の大切さ、自分らしさであ

る「感情」への気づきなどについてお話

をして下さいました。 

 

その後、筒井様のファシリテートで「ジェンダーが女性に与える心理的影響」や「イン

ポスター症候群」などについてのグループディスカッションを行いました。ディスカッ



ションは 3～4名のグループで行われ、それぞれ

共感したり、異なる視点を新鮮に受け止めたりと

有意義な議論が行われました。 

 

毎回、参加者の皆さんには受講後に「気づき」や

「次へのアクション」について考えていただきま

した。第 1 回目の後には、 

 

• 「男女」という枠組みでなく、「本来どうありたいか」を考えていきたい 

• 無意識の中でも、「女性らしさ」というものにとらわれているのかも 

• 自分を知ることの大切さを知ったので、自分に意識を向けていきたい 

 

などの感想が挙げられました。 

 

第 2 回：「女性のエンパワメント１－声をあげる／意見を言うこと」 

 

講師に再び筒井様をお迎えし、自分の可能性を発揮するために出来ることを考えたり、

女性が今の自分に自信を持って活動するためのヒント、これからさらに自信をつけ力を

発揮するために何が必要かを考えていこうという目的で講義が進められました。 

 

事前に筒井様から、「感情の動き」や「自分

の好きな人、苦手な人」について考えるとい

う課題を頂き、そこからウォームアップとし

て自分が大切にしているものに気づくという

作業をしていきました。 

 

本題では「思考の癖」「アンコンシャスバイ

アス」「自尊感情の高め方」などについてお話をしていただき、皆さんと一緒に考えて

いきました。 

今回も 3～4名のグループに分かれ、自分の「思い込みのメガネ」や普段気になる・気

にならない発言（アンコンシャスバイアス）などについて話し合いました。参加者から

は、環境や状況・心理状態によっても自分の「思考のメガネ」や気になる・ならないこ

とが変わるという意見や、「大きな主語」の良しあし、などについての話が挙がってい

ました。 

 



参加者の皆さんにとっては新たな気づきを得たり、再認識できる機会になったようでし

た。 

 

第 3回：「女性のスポーツ参加（現状、バリア、取り組みなど）」 

 

講師に一般社団法人 S.C.P. Japanの野口亜

弥様を迎え、女性のスポーツ参加率をあげる

ために出来ることや女性のスポーツ参加が女

性のエンパワメントにつながる可能性をも

つ、ということを考えていきました。 

 

講義では「女性のスポーツ参加が少ない背

景」や「女性がスポーツに参加するメリット」「女性の参加を促す取り組みの例など」

について野口様がお話をして下さいました。 

 

参加者の皆さんからの「気づき」や「今後のアクション」についての回答では、 

• 性別、障がいの有無、レベルなどに関わら

ず、気軽にスポーツや運動を出来る場の

必要性と難しさを感じている 

• スポーツが男性優位であることが歴史から

みてとれるのは興味深かった 

• スポーツが女性や女の子にとって有意義で

あることを改めて感じた 

• 相手の意見をリスペクトしながら自分の意

見をちゃんと伝えることに改めてトライ

しようと思った 

など様々な意見が共有されました。 

以下はセッション中にシェアして頂いたビデオクリップになります。 

興味があれば是非ご覧ください。 

 

＃LikeAGirl Gender Bias Against Girls 

https://www.youtube.com/watch?v=5yLXrWLvwAo  



UN Women ＃スポーツにジェンダー平等を  https://fb.watch/9Msd5dZzpF/ 
This Girl Can  https://youtu.be/hMsZ1GBxh6o   
NIKE Dream Further https://www.youtube.com/watch?v=LgFApUkjKZ8  
 

 
第 4 回：「LGBTQ＋の知識と現場での取り組みを考える（多様性の重視とその効果）」 

 

この回も野口様に講師をして頂き、「LGBTQ+の意味について」「LGBTQ＋を公表し

ているアスリートについて」「トランスジェンダーアスリートの規定について」

「LGBTQ＋とスポーツ参加への課題」「性のアイデンティティについて」「アライに

ついて」など盛沢山のお話をしていただきました。 

 

参加者からは、最近耳にすることが多くなり気にはなっていたが、改めて話を聞くと知

らないことが多く勉強になったという声が多く聞かれました。「気づき」や「今後のア

クション」についての回答では、 

• 当事者の方の公表がどれだけ難しい世の中なのかということをすごく感じた 

• LGBTQ+の皆さんも違和感を感じていてもそれがなんなのか分からず、自分の

アイデンティティで悩んでる方もいるのかと思うと、「多様性」と言われてい

る時代が少し綺麗にまとまってしまっているんじゃないかと思えた 

• 誰かの生きにくさを自分達で生み出しているなら、そうならないようにもできる

はず 

• 男／女で競技が分かれている中でどのように多様性を保持していけばよいのかと

思っていたところだったので、今回の話はそのような中で方向性を共有いただ

き、自分の中で整理できるとともに、とても腑に落ちた 

などがありました。 

 

 



第 5 回：「女性のエンパワメント２ – スポーツ庁ガバナンスコード、 教育の機会、男

性と共に作り上げていくには」 

講師に城西大学准教授 山口理恵子様を迎え、影響力を

持つ立場で女性が力を発揮するためにできることや多様

性の必要性を考えていきました。講義ではスポーツにお

ける「ジェンダー平等」「女性活躍」「クォータ制」

「女性の分断」「構造の問題」「男女との『共闘』」な

ど非常に興味深いお話をしていただきました。 

参加者の皆さんも新たな気づきが多かったのか、フリー

トークでも多くの質問や意見がかわされました。 

参加者からの「気づき」や「今後のアクション」の回答では、 

• ジェンダー平等に対する問題

は単に男女間の問題でな

く、無意識にそう意識を育

てる教育環境、生活環境、

社会の構造があるというこ

とに新たに気づかされた 

• メインストリームにいない

「男性」の辛さやプレッシャーも大きなものなんだろうなと思った 

• 異なることに対し建設的に acknowledge(※認める、気づきを伝える)し、ポジ

ティブな受容への気づきを生み、職場内のシスターフッドの醸成をはかりたい 

• （組織の中でのマイノリティの割合で）3割に心理的な意味があることを初めて

知り、クォータ制などの必要性もより考えるきっかけとなった 

などが挙がりました。 

 

第 6 回：「海外での事例＆振り返りとまとめ」 

 

最終回ではこれまで考えてきたことに新たな視点を加えたうえで、自分がこれから出来

ることを考えていきました。 

 

このセッションは以下の３つのパートで構成しました。 



 

①振り返りとまとめ 

②海外ゲストによるパネルディスカッション 

③フリートーク（希望者） 

 

①は再び筒井様にファシリテートをして頂

きました。九分割統合絵画法というものを

用いて、これまでインプットしてきたこと

から自分が学んだこと・気づいたこと・感

じたことを絵としてアウトプットし、それ

を他の参加者と共有するという作業をしま

した。 

参加者の皆さんが絵で表現したことは共通し

ているところもあれば、全く違うところもあり、今回の勉強会で体感した「人それぞれ

の考え方や物の見方の違い」を改めて感じることができました。 

 

その後、「学びから変化を生もう」という観点から、「心理的盲点」に気づき、意識化

して行動を起こすことが大切だというお話をして頂きました。 

最後に参加者全員が、勉強会を通して意識化したこと・これから意識化してみようと思

うことを Zoom上のチャットボックスに書いて共有をしました。 

 

②ではイリノイ大学女子車いすバスケットボールチーム出身の 3名（Carlee 

Hoffmann-Shwarz, Edina Müller, Steph Wheeler) を招き、スポーツとジェンダー

についてのパネルディスカッションを行いました。様々なバックグラウンドを持つ 3

人の話は非常に興味深く、多くの質

問を用意していたのですが、その半

分も質問が出来ないほどあっという

間に時間が過ぎていきました。 

 参加者の皆さんからは海外の生の声

を聞けたことが良かったと言ってい

ただき、ゲストの 3人もまた次の機

会があれば是非協力したいと言って

くれました。 

とても面白い内容でしたので、当法人ホームページで後日内容を公開できたらと考えて

います。 



③は完全フリートークの時間とし、残れる方でざっくばらんに話をしました。多くの方

が遅くまで残ってくださり、海外ゲストの話から広がった話や、ご自分の活動報告、参

加者同士で是非一緒に何かやりましょう、というようなお話が挙がっていました。 

 

参加者の声 

後日、参加者の皆さんにはアンケートにお答え頂きました。多くの方が勉強会の内容に

満足してくださり、今後もこのような企画を望んでいるとおっしゃって下さいました。 

またオンライン開催、ミュート参加、録画の共有により、諦めずに最後まで参加するこ

とができたという回答も多く頂きました。 

さらに参加者が女性のみだったことが、「新鮮だった」「話しやすかった」「いい刺激

になった」と肯定的に受け入れられたのと同時に、「今度は男性講師の話も聞いてみた

い」「男性とも意見を交わしてみたい」という声も聞かれました。 

女性同士で話すことの意義を再認識したのと同時に、ジェンダー問題は女性だけでなく

男性に理解してもらい、ジェンダーに関わらず共に考えていく必要があることを参加者

の皆さんと共有できたことは一つの成果だったと思います。 

その他、参加者の皆さんからは以下のような感想を頂きました。 

「自分の無意識での思考のクセや、これまで知らなかったジェンダーやスポーツの歴史

を学ぶことができました。今回学んだことを、少しでも実生活に活かしていけたらと思

います。」 

「この生涯で女性であることを『負い目』に感じたこともあり、逆に「優位に使えた」

こともあります。その中で女性を主張することの意味があるのか/主張しても良いのか

考えたこともありますが、そもそももっと深いジェンダー問題であり、社会へのアプロ

ーチをかけていくべきことなんだと気付かされました。自分にできる小さな一歩を見つ

けて動いていこうと思います。」 

「勉強会を通して、自分自身に見えているものが全てではないということを強く感じま

した。自分の芯は大切にしつつも、いろんな角度から物事を考える力の大切さを学ぶこ

とができました。先生方や受講者の皆さんの言葉が私にはない視点がたくさんあり、と

ても刺激的な時間を過ごさせて頂きました。」 



「今回、このような勉強会に参加させて頂いて、沢山の学びを頂きました。スポーツの

歴史、スポーツの視点からみた女性、意識しているようでしていなかった多様性やジェ

ンダー、女性を取り巻く問題、それにどのようなアクションをしていけるのか、など消

化しきれないほどの学びを得ました。それらを自分のなかに落とし込んでいきながら、

よりよい環境作りが出来るようにアクションをしていければ、と考えています。今回は

このような勉強会を企画して頂き、本当にありがとうございました！」 

「自分を知ることからスタートしたことで、その後の講習会の内容もひとつひとつ深く

考えながら聞くことが出来ました。とても充実した時間を過ごせました。」 

「日常で、え⁉と思うことがあっても忙殺されてそのままにしてしまうことも多くあり

ますが、勉強会のお陰で定期的に色々と振り返る機会を頂いたと思います。」 

「スポーツの現場にいる女性たちと、ジェンダーについて意見を交わせたことがとても

刺激的でした。世代も置かれている環境も様々な中で、葛藤しながら日々進んでいると

いうことを知ることができ、とても心強かったです。最後に呼んでくださった海外ゲス

トのお話しも本当に興味深かったです。」 

「スポーツの文脈でジェンダーについてきちんと考える機会が少なかったので、大変良

い場をありがとうございました。学びも勿論ですが、初めての方々も含め横の繋がりが

できたこともとても嬉しかったです。」 

 

このようなテーマを扱った企画は J キャンプとして初めてだったこともあり、今回は

パイロットプログラムとして開催しましたが、今後も、車いすバスケや障がい者スポー

ツの中での女性の可能性、ジェンダーやダイバーシティについて考えていけるような企

画を継続的に開催していきたいと考えています。 

今回講師をして頂いた皆さまには、大変興味深い講義内容に加えて、欠席者への録画の

共有の許可やフリートークへのご参加など、無理なお願いにも関わらず快くご協力して

頂いたことに心より感謝申し上げます。 

また、このパイロットプログラムに参加者としてご協力いただいた皆さんにもこの場を

お借りして感謝申し上げます。 

 




