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オハイオ州立大学におけるDepartmentofRecreatjonalSports  

の運営について  

松元 剛  

2．DepartmentofRecreationa［Sportsの範   

織形態・運営  

DepartmentofRecreationalSportsのミッ  

ションとビジョンは次のように掲げられ大  

学における教職員および学生への健康・体力  

問題に言及するにとどまらず，大学内の一つ  

のコミュニティー形成に大きく関与している  

ことがうかがい知れる。  

OurMission   

Wearecommittedtoprovidingthe触est  

programS，Services，facilities，andequipment  

toenrichtheuniversitylearningexperience．  

Wealsowanttofosteral血timeapprecia也on  

Ofwellnessandrecreationalsportsandactivi－  

tiesamongourstudents，faculty，andstafE．  

OurVision   

Wewillbeavitalcomponentoftheuniver－  

Sitycommumity．  

これらのミッションとビジョンを達成する  

ために，DepartmentOfRecrea也onalSportsで  

は，20施設を有し，施設運営やスポーツ・プ  

ログラムの提供など，ハードおよびソフト両  

面での幅広いサービス内容が盛り込まれてい  

る。資金運用については，部局独自で行われ  

ており，2007年度予算は大学からの一般財源  

や学生および教職員の会員費などを合わせ，  

約14億円の規模となっている。   

1．はじめに  

平成19年度・大学教育の国際化推進プログ  

ラム（海外先進研究実躇支援）「大学における  

競技スポーツの組織的運営施策 米国大学に  

おける大学体育属の現状について」という研  

究テーマの下．平成19年10月15日～平成20年  

1月13日の期間にてオハイオ州立大学The  

SchoolofPhysicalActivity＆EducationalSer－  

vices（PAES），Sport＆ExerciseManagement  

研究室の在外研究員として滞在し，Dr．Che11－  

adul・由教授の指導を仰いだ。   

本棚助事業では，アメリカの大学体育局  

（DepartmentofAthletics）における事例研究  

を行うことで，今後の日本の大学における競  

技スポーツの組織的運営モデルの構築を目的  

とした。特に今回研究活動の拠点としたオハ  

イオ州立大学・大学体育局は，米国経済糸氏の  

THEⅥ胤LSTREFrJOURNALに“InsideCol－  

1ege Sports’Biggest Money Machine”  

（Oct．19，2007）として記事掲載されるほど，  

全米で最も成功している部局である。   

その一方で．大学休育局に属する競技ス  

ポーツには参加しない学生や教職員へのス  

ポーツ・サービスについても目を見張るもの  

があった。これを統括しているのが，De－  

parhentofRecrea怯onalSportsという部局で  

ある。今回は，その実態を紹介することとす  

る。  

筑波大学  
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この部局における組職形態は，レクリエー  

ション・スポーツ局長および5人の副局長か  

ら構成され，それぞれが①屋内施設，②総  

務，③財務，④親指プログラム（intercolle－  

giateを除く，例えば学内対抗軟であるIntra－  

muralsportsなど），⑤非娩技プログラム，な  

どを分担し，その下で総勢約70名のスタッフ  

が働く。特徴的なことは，専門スタッフとと  

もに14名の大学院生が展開され，各施設の運  

営面やスポーツ・プログラムにおける監督的  

立場としてその任にあたっていることであろ  

つ∴   

さらに，学部学生への雇用についても積極  

的に進めており，スポーツ・プログラムや施  

設運営に関わるアシスタントしての詳細な業  

務内容が当該ホームページを通して告知・寄  

集されている。   

3．DepartmentofRecreationalSportsが運   

営するスポーツ施設  

屋内および屋外施設が学内に点在しおり，  

それぞれの施設は下記のような設備を宿して  

いるぐ）  

1）屋内施設   

①AdventureRecreationCenter  

2005年1剛ニオープン。4面のバス  

ケットボール・コート，2面の人工芝  

フィールド， フィットネスセンターが設  

置されている。  

オープン時間は，月曜～木曜日が午前  

6時～午前0時，金曜日が午前6時～午   

後10時，土曜日が午前8時～午後10時，  

日曜日が午前8時～午前0時となってい  

る。  

②c］imbingCenter  

2面のクライミング・ウォールと25以   

上のクライミング・ルートを設置してい  

る。  

オープン時間は，月曜…木曜日が午後   

2時一午前0時，金曜日が午後2時～午   

後10時，土曜日が午前8時～午後8時．   

日曜日が午前8時～午前0時となってい   

る。  

⑨JesseOwensRecreatjonCenter  

Northcenter（JON），South Center  

（JOS）．WestTennisCenter（JOWTC）か   

ら構成されている。   

JON：2面のバスケットボール・コー  

ト，フィットネス・ルーム   

JOS：2面のバスケットボール・コー  

ト，卓球場，フイ、ソトネス・  

ノし－ム   

JOWTC：4面のテニス・コート  

オープン時間は，JONとJOSでは日曜   

～木臓憎が午前6時～午前2時，金曜日   

が午前6時一午綾10時，土曜日が正午一   

午前2時，日曜日が午前8時一午前2時   

となっている。JOWTCにおいては．月   

曜一金曜日が午後4時～午後10時，土曜   

日がi■仁平～午後7時，日曜日が正午～午   

後10時である。  

④AquaticFaciIjties  

子供用のレジャープールやフロアー調   

整の可能なプールなど，3種類の異なっ   

たプールとスパを常設している。  

オープン時間は．日曜～金曜日が午前   

5時45分～午後10時，土曜日が午前8時   

～午後10時、日曜日が午前10時～午後10   

時である。  

⑤RecreatjonandPhysjcaJActivityCen－   

ter（RPAC）  

2003年度のグランドデザインに始ま   

り，2007年に全てが完成。2007年度に   

The NationalIntramural－Recr・eational   

SportsAssociationから最も傑出したス   

ポーツ施設であると認められる。   

12面の多目的コート（バスケットボー   

ルやバレーボール，バドミントンな   

ど），10面のラケットボール・コート，  
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4面のスカッシュ・コート．7つのゴル  

フ打撃レンジ（図1）と1面のパリティン   

グ練習場（図2），4レーンのジョギン  

グ・コース（図3），5宴のマルチ・ルー  

ム（図4）と各フロア一にフィットネス関   

連のフィットネス・マシーン曽ゾーン（図  

5∴図6．1葺け、図8）およびフリーウエ  

イト・ゾーン（図9）が点在しているL。  

その他の施設として，ベビーシッティ  

ング・ルーム（図10），アスレチックト  

レーニングルーム，ラウンジ，ミけティ  

ングルーム，喫茶コーナー（図11），ロリ  

カ｝ルームなどがあり，施設内はどこで  

もインターネ、ソトに無組仏Nにてアクセ  

スり丁能となっている 

オープン時間は．月l隠～金曜lヨが午前  

5時45分～午前0時，土曜日が午前8時   

～！l揃0時，日曜日が午前10時～午前0  

時である 

トーiJの屋内施設を利川するためには，基本  

的に会員になる必要がある。会費として，学  

期（Qualterly）毎に学生カ；81ドル，職員が113  

ドルを支払う。なお，職員の場合は月会員が  

35．75ドル，年会員だと429ドルというコース  

もあり，様々な会員械削が準備されている。  

ひとたび会卓剃こなると，学生証および職員誰  

にデータが刻み込まれ，屋内施設の入室の  

際に提示するのみで，いずれの施設も使用可  

能となる差（暮呈I12）  

図2 パッティング練習場  

図3 RPACでのジョギング・コースとラ  

ケットボール・コート  

図4 多目的ルーム  

図5 RPACでの案内板   図1 ゴルフレンジ  
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図6 トレ、ソドミルやバイク  図10 ベビーシッティング・ルーム  

図7 各フロアー・コーナーにあるフィット  

ネス・ゾー ン  

図11RPACのラウンジ（食事が可能「．イン  

ターネットへのアクセス可能）  

図8 ウエイトトレーニング・マシーン  図12 RPACの入り口付近（学生証や教職員  

証を提示して人寄）  

2）屋外施設   

①FredBeekmanPark  
天然芝フィールドで，野球，ソフト   

ボール，フラッグフットボール，ラグ  

ビー ，サッカーなどで使用可能。  

2面の野球場，4面のソフトボール  

コート，4面のビーチバレーボール・  

コートなども常設し，夜間照明がついて   図9 フリーウエイト・ゾーン  
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放され．教職員および学生であればいつでも  

自由に使用することができる。なお，約20～  

30名の学生スタ、ソフが，これらの屋外スポー  

ツ施設の運営に関わっている。   

4．DepartmentofRecreationalSportsにお  

けるプログラム・サービス  

主なプログラムを下記に示すが，それぞれ  

のプログラムへの参加は，申し込み期間中に  

参加費とともに申込書を提出し，受付が完了  

となる。  

l）lntramuralSports   

学内対拭競技会のことで，1日で終わる  

トーナメント戦や学期問を通じて行うリーグ  

戦形式のゲームなど，個人やチーム単位で参  

b［1しながら競綾を楽しむ。2007年度Autumn  

Quarterでは．ビーチバレーポール，30n3  

バスケ、ソトボール，サ、ソか－，プラ，ソグフッ  

トボール，ド、ソジボール．卓球など．15競扱  

が開催された 

2）SportCtubs   

DepartmentofAthleticsに属する兢拍クラ  

ブとは異なり，誰もが参加可能なスポーツク  

ラブである（ノ地域リーグや学校対抗試合に参  

加したり．趣味としてそのスポーツを楽しん  

だりと，その目的は様々である。アーチェ  

リー，ハンドボール，サイクリング，ラグ  

ビー ，柔道，剣道，空手など約70種類のス  

ポーツクラブが準備されている（1  

3）AgeGroupandCamps   

乳幼児から高齢者まで，年齢層別にスポー  

ツ・プログラムを用意しているこ、乳幼児対象  

のプログラムでは，水泳，合気道．フラッグ  

フットボール，器械体操，サッカーなどがあ  

る。また，50歳以上対象のクラスでは，  

フィットネス・トレーニング，ゴルフ，テニ  

ス，サッカー，水泳などがある。 

いる。  

②coffeyRoadPark  

天然芝フィールドで，フラッグフット   

ボールヤアルティメットディスクなどで   

使用可能。  

4面のソフトボールコートも常設し，   

夜間照明がついている。  

③JesseOwensWestPark  
天然芝フィールドでクリケットが可   

能。3面の野球場も常設され．夜間照明   

はついていない鳥  

④KjngAvenuePark  

2面の天然芝フィールドでは，ラクロ   

ス，ラグビー ，サッカー，プラ、ソダブリ  

トボールなどで使用可能。．夜間照明がつ   

いている。  

⑤LincolnTowerPark   

l面の人二l，二芝フィールドでは，サ、ソ   

カー．プラ、ソダフ、ソトボール，ラグビー   

などで使用可能。  

3面の天然芝フィールドでは，サ、ソ   

カー，陸上ホッケー，フラッグフット   

ボールなどで使肝明軋 また，15面のテ   

ニス・コートも滞設されている。  

⑥DiskGotfCourse   

18ホールのコースが常設されている〔 

⑦Ro＝erHockeyRinks  

2面のローラーホッケー・コートが常   

設され，夜間照明がついている。  

⑧Basketbal蔓Courts   

12面のバスケ、ソトボール・コートが常   

設され、夜間照明がついている。  

⑨sandVo［［eyballCourts  

2面のビーチバレーボール・コートが   

常設され．夜間照明がついている。  

⑩RunningTraiIs  

6種類のジョギング・コースが，学内   

を巡っている。  

上記の屋外スポーツ施設は年間を適して開  
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ユニークな取り組みとして，5歳から12歳  

児を対象としたスポーツ観戦イベントがあ  

る。これは，大学のトップ競才女，例えばアメ  

リカンフットボールやバスケットボール・  

チームがホームゲームを行う際に，スタジア  

ムやアリーナにて一般寄とともにスポーツ観  

戦を饗しむものである。  

4）AdaptedRecreationaJSports   

障害者のためのスポーツ・プログラムで，  

AdultProgramS（17歳以上），YouthProgram  

（6ヶ月から16歳），CamPprOgramが準備さ  

れている。車椅子バスケットボール，水泳，  

水中トレーニング，フィットネス・トレーニ  

ング，ゴルフ，器械体操，クライミング，ヨ  

ガなどがある。  

5）FitnessCIasses   

グループ・フィットネス・クラスであり，  

様々なエクササイズを行う。  

6）personaJTraining   

マンツーマンや少人数グループで，目的別  

にパーソナル・トレーナーをつけてフィット  

ネス・エクササイズを楽しむ。  

その他，ロッカールーム・サービスやス  

ポーツ用具などのレンタル・サービス，さら  

には研究部門も携えて，大学教育におけるレ  

クリエーション・スポーツの実践研究を行い  

ながら，その研究成果をプログラムのサービ  

ス向上に役立てている。   

5．おわりに  

滞在期間中は，ほぼ毎日，mCを利用し  

た。RPACの施設としての充実感，清潔感は  

もちろんのこと，私の研究室のあったPAES  

の建物とRPACは渡り廊下で繋がっており（図  

13），屋外に出ることなく室内を通しての移  

動ができたことも，その要因として考えられ  

るし、   

一方で，自分自身の健康・体力維持増進と  

いう目的だけではなく，学生や教職員の垣根  

を越えて，同じ趣向の仲間と触れ合えること  

も楽しみのひとつであった。特に，秋季学期  

は，アメリカンフットボールやバスケット  

ボールの対抗戦も多く開催されており，チー  

ムがアウェーで出ている時などは，肝AC内  

に巨大モニターが設置され，大学のスクール  

カラーに身を纏いながら応援するといったイ  

ベント（図14）も催されていた。▲ また，サンク  

ス・ギビング・デーや大晦日などでは，矧環  

交流を目的とした留学生や海外研究者対象の  

パーティー（図15）が企画されるなど，スポー  

ツを通した学内コミュニティーの形成に関し  

て．DepartmentofRecreationalSportsの存在  

意義を感じることができた。   

学生および教職員の健康体力の維持向上に  

図13 nlES（左）とRPAC（右）（渡り廊1rで連  

結し，室内での移動が可能）  

図14 RPACでのアメリカンフットボール試  

合観戦  
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オハイオ州立大学にだけに限ったことではい  

ということであiつ，全米中の多くの大学でこ  

の部局が存在するという事実である。1今後，  

グローバル化を目指そうとしているわが国の  

大学においても，スポーツ・サービスは大学  

が雅ね備えるべき教育サービスの→一環であ  

り，重要な教育施策であるという理念が求め  

られると考える。  

最後になりましたが．このような貴重な機  

会を与えて頂きました体育科学系および体育  

センターに御礼申し上げるとともに，資料収  

集等にご指導を賜ったオハイオ州立大学の  

Dr．Chelladurai教授ならびに，Departmentof  

RecreationalSportsのディレクターである  

J．MichaelDunn氏に感謝いたします。  

図15 ⅣACで開催されたサンクス・ギビン  

グ・デーでの国際交流パーティー  

関するスポーツ・サービスを提供するという  

観点からみると，筑波大学体育センターの担  

う部分と重なる、．しかし，ハードl面やソフト  

l両、および′l；三：牛や人′判院生のテ剤11など，どれ  

をとっても人きな開きを感じる。．特筆すべき  

ことは，このようなスポーツ・サービスが，  

－ 79 －   


	0069.tif
	0070.tif
	0071.tif
	0072.tif
	0073.tif
	0074.tif
	0075.tif

