～

歳 の 子 ど も た ち が ブ ラ ジル 全 土 で

のです ね。 今、私のスクールでは９歳 から
の大切さを全員 理解していることが前提で

ジェクトの一環である私のスクールでは教育

もたちの教育に乗り出したのです。そのプロ

ます。だから今日は教育者の方との対談なの

剣にプレーしているのは教育の成果でもあり

解してもらうようにしています。真摯に、真

はサッカーだけでなく教育の大切さも常に理

ジーコ そうです。ブラジルで生まれた男の

斉藤 教育に、
大変力を入れているんですね。

なくてはなりません。

おかつ、学校の勉強も一定以上の成績を上げ

学校に在籍していなければなりませんし、な

す。ですからそこに通う子どもたちは、全員、

が、それは特殊な環境で苦しんでいる子ども

斉藤

自分はサッカーだけやっていれば良いとなっ

して、ちょっと才能があったりすれば、もう

子なら、誰しもサッカー選手を夢見ます。そ

育ってはプロに成れなかったと
果は着実に出てきていますね。

きに苦しんでしまいます。成
私のスクールで学 ぶうちに学
問に興味を持ち、大学に合格
ジーコさんご自 身が高

する子も増えているんですよ。
斉藤

等 教 育を受けようと思った理
由も教えていただけますか？
ジーコ 父親の影響が非常に
大 きかったですね。私の現 役
時代は大学を卒業したサッカー選手なんて
学を卒 業しなかったらサッカー辞めさせる

ほとんどいませんでした。でもウチの父は
「大
ぞ！」と（笑）
。当時は大変でしたが、だか
変感謝しています。たとえば、私は今、仕

らこそ教育の価値が理解できましたし、大
事で大勢の人の前でスピーチをする機会も
数多くあります。中には社会の要人と呼ば
れるような人を相手に話さなくてはいけな
ていなかったら、とてもではありませんが、

いこともありますが、もし私が教育を受け
そんなスピーチなどできなかったでしょう。
◆ プロサッカークラブと学校が協力する意味
斉藤 私たちはこれまでも６年間、東京ヴェ
きたのですが、今回はより本格的に指導を

ルディとパートナーシップを結んで活動して
行なっていくことになります。プロクラブと

コと、不登校の苦境に苦しむ生徒支援を

はじめまして。今日はお忙しい中あ

なく、ジーコさんの〝ＺＩＣＯ 〟が主催す

できるということで、ワールドカップだけで

を受けました。こうしてジーコさんにお会い

や国民の皆さまの素晴らしさにとても感銘

てブラジルを訪れたのですが、そのスケール

りがとうございます。実は私は今回、初め

斉藤

◆サッカーと教育の切り離せない関係

ンスがあふれている

ち上がっていく子どもたちを育てるエッセ

う。そこには、一度つまずいても、また立

守 氏 との異 色の 教 育 論 対 談 を お届 け し よ

年に渡って行なってきた教育者である斉藤
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いけるのだ。そうジーコは語る。そんなジー

るからこそ、人は自分の未来を切り開いて

そこでへこたれず、立ち上がってやり直せ

カーも人生もそこで終わりではない。

だが、どんな大きな失敗をしたとして、サッ

う大会だったろう。

くや日本以上の衝撃と屈辱を味わってしま

開 催 国 に し て “ 王 国 ” の ブ ラ ジルも 恐 ら

にとってホロ苦い記憶の残る大会となった。

ワールドカップブラジル２０１４は日本人

挫折を乗り越えるための教育論

万 千人練習しています。そして、彼らに

らと思って来ました。

で、私の考える教育の価値についても話せた

たちの支援を行なう学校です。事情があって

を払わなくなってしまうのです。しかも、親

てしまう子も多い。学校で学ぶ大切さに注意

社会を生き抜いていくために必要な力と
その教育の場としてのサッカーとは？

共同で行なうにあたって考えておく必要が

るイベントも視察させて頂きました。これが
するたくさんの子どもたちの姿に、サッカー

また印 象的でして、真摯に、真 剣にプレー
は素晴らしいという思いを、より一層強くし
私のスクールにも来てくださった

て、日本に帰ってきたところです。
ジーコ

──斉藤守

（教育者／中央高等学院 学院長・学校法人中央国際学園 理事長）

ジーコ 東京ヴェルディと共同でサッカーを

10

ほしいと思っている

ジーコ×斉藤守

あるのはどんなことでしょうか？

それを学んでいって

サッカー教育対談
通じての取り組みを行なうのは素晴らしい

サッカーを通じても、

私どもは学 校を運 営しているのです

学校へ通えなくなってしまった不登校の子ど

も同じように考えてしまいがちです。しかし、

もたちをサポートしているのです。実は、そ
んな子どもたちに、サッカーを真剣に学ぶ体

人の成長にとって教育が大切かを理解してい

受けていますが、その経験からも、どれほど
ます。だから、スクールに通う子どもたちに

それではいけないのです。私は大学教育まで

取り組みを行なうことになりました。そこで

は全員、それを理解し、感じてもらいたいの

象にした、日本初となるサッカーを通じての
今日は、ジーコさんに、サッカーの楽しさ、

験をしてもらおうと、中 学 生・高 校 生を対

面白さを通じた子どもたちへの教育方法につ

です。

るんです。

いてもアドバイスをいただけたらと思ってい

斉藤

ジーコさんご自身が高度な教育を受
けたというご体験以外にも、教育を重視して

教 育はブラジルでも大きな問 題に

ジーコ

いる理由はありますか？また実際にそういっ
た 取 り 組み をして成 果 があがっているので

時代ですが、ブラジルのニュースをチェック
していると、こん なニュースを 見 かけ ま し

ジーコ まず、目的意識が高まります。サッ

しょうか？

なっています。私 が海 外で仕 事 をしていた

学生たちが、学校を途中で辞めてしまってい

ばいけないとなれば、今までは持てなかった

カーを楽しむために、勉 強も頑 張らなけれ

た。ブラジル国内では何と３００万人もの小
るというのです。そして、彼らの多くは、そ

目標ができるでしょう。そして厳しい現実と

のままストリートチルドレンになってしまっ
ている。これはまずいと思いました。そこで

いという事実もあります。教育を疎かにして

して、誰しもがプロ選手になれるわけではな

を立ち上げ、サッカースクールを通じて子ど

社会性を身に付けてほしい

5 17

２００８年にＺＩＣＯ というプロジェクト
10

社会で生き抜く力であり

ジーコが語る
6 16

環境を用意してほしい。また、それを実現す

です。ぜひ、きめ細かい教育を施し、最高の

で学業にも重きを置くことが可能になるから

でしょうし、学校とクラブが一緒にやること

どもには、より多くのチャンスが与えられる

ことだと思います。サッカーの才能がある子

からいっても、他人任せではダメというのが

ると思いますね。大人の場合なら自分の経験

ジーコ 大人と子どもの場合では、違ってく

だと思いますか？

り越えるためにサッカーから学べるものは何

しまいました……。ジーコさんは、挫折を乗

も、残 念ながら日本代表は予選で敗退して

師として成功するのですが、その過程は、ほ

機会がなかったといいます。最終的には縫製

ルの実家は貧しく、父はあまり教育を受ける

彼はポルトガルからの移民でした。ポルトガ

ジーコ そうです。厳格だった私の父ですが、

とですね。

斉藤

いっても過言ではないでしょう。

り教育がとても大切だし、それがすべてだと

必要かを自分の問題として捉え、克服しなけ
挫折して立ち直れる人間になること求めたの

らこそ、彼は私たち子どもに、教育を受けて

とんど独学で学ぶしかなかったのです。だか

導く人間の資質も問われるというこ

るにはスタッフの充実も欠かせませんので、
えていくために何が足りなかったのか、何が

一番重要なことだと思います。困難を乗り越

ればいけません。日本代表に関わったすべて

ジーコさんのスクールではスタッフの

質を上げるための努力も常に意識していると
の人たちもです。しかし、これは全体を見渡

斉藤

そこにも注力してほしいと思います。

ジーコ そうです。例えばリオとサンパウロ

いうことですね。

経 験してきたことの意 味、その経 験を生か

選手たちも多くのことを学べます。これまで

こるのも防げます。スタッフの質が上がれば、

よって適度な緊張感が保たれ、慣れ合いが起

流したりといったこともしています。それに

のスクールでお互いにスタッフを交換して交

れているといえます。

付き」にどう導くか。これが指導者には問わ

の機会」こそが重要ではないでしょうか。
「気

持ってくるのかに気付かせてあげる「気付き

と、今やっていることが将来、どんな価値を

ら持っているわけではありません。だとする

とです。子どもは、そういった能力を最初か

して考えられる大人だからこそ要求されるこ

製師として衣服を作る仕事をし、作った服を

ジーコ 父は自 分にも 厳しい人でした。縫

ですね。

はお父さんの影響を本当に強く受けているの

斉藤 お話をお伺いしていると、ジーコさん

◆親と子で築くサッカー文化

です。

体全体を使うスポーツです。フィジカル、メ
チェックするとき、ちょっとでも手違いがあ

して生きていく力。サッカーは真の意味で身
斉藤

そのために具体 的に必要なことは何

ンタル、インテリジェンスを使い、白人も黒
完璧な形でクライアントに届けるのが本当の

ると必ず作り直していました。最上のものを
プロだという、父なりのプロフェッショナリ

ジーコ まず、目標を達成するということが
どれだけ素晴らしいかを理解させてあげるこ
プロとは何かを学んだのです。だから、私も

ズムです。それを見ながら私は子どもなりに

だとお考えですか？

とだと思います。たとえ、一度 失敗しても、

人も関係ありません。太った選手だけはサッ
良いと思っていましたが、選手生活晩年の
それを克服するための目標を立て、それが達

カーに向かないので相撲などをやった方が、
ロナウド選手（＝インテル、 マドリー、ミ
太ってもあれだけのプレーをしたのは、太っ

ランなどでプレーした元ブラジル代表）が、
ます。そのために指 導 者は困難を克服する

成されたなら、それは素晴らしい経験となり
の結 果 が成 功につながったんだとも思いま

プレーを見せようとプレーしてきました。そ

プロになったとき、観客のために常に完璧な

斉藤
り開く力を身に付けられるような指導であ

はそこで終わりません。そこで新たな道を切

ジーコ そうなんです。頂点に達することが

た今、そういう指摘も重要ですね。

斉藤 日本も、だいぶサッカーが定着してき

す。そういう 意 味においてサッカー選 手に

ためには何を達成すべきかを的確に指摘でき

か（笑）
。

変素晴らしい体験ができたと思います。で

が、女子サッカーはどうかというと、日本ほ

できる人は、本当に一握りしかいないのです。

とって家族の影響はとても大きいです。

斉藤

ど競技力は伸びなかったわけですから。

か？ そうではありません。何度もいうよう

ではそこに辿り着けなかった人間はダメなの

人生は必ず 終わりがきます。しかし、人生

ジーコ 日本におけるサッカーの定 着 ぶり
やすいということですからね。

斉藤 日本の女子サッカーは素晴らしいと私

◆ブラジルワールドカップ２０１４

は、もはや国技と呼んでもかまわないレベル
ジーコ そうです。サッカーはボール 個あ
も思います。

今回ブラジルを訪問して私自身は大

だと思っています。毎日、これだけ多くの子
れば、あとは空き地に木を立てた簡素なゴー

を議論するようなものでもありません。すべ

れらは、スポーツとしてどちらが上位かなど

もちろん、相撲や野球もあるでしょうし、そ
斉藤 たしかにそうですね（笑）
。

なんです（笑）
。

ました。そこにサッカーというスポーツが入っ

れ、女性に開かれた社会を作る努力をしてき

ときでも、自分の持てる才能を最大限に生か

どの人はトップには成れません。そうなった

すのはもちろん良いことです。でも、ほとん

せる人間を育てる。それが教師であり指導者

てきて、秘められていた女性たちの力が一気
に開放されたんじゃないでしょうか。

斉藤

が目指すことだと思います。

ジーコ 野球は素晴らしいスポーツだと、私

斉藤 とても鋭い指摘だと思います。それに

も思うのですが、ユニフォームやグローブを
見 ると、
「コレは 高 そ う だ 」と思いま す し、

しても今日は素晴らしいお話ばかり本当にあ

選択肢として存在すべきです。もちろん、
サッ
カーは国際的なスポーツだし、子どもたちが

相当たくさんボールを持ってないとすぐにな

お願いがあります。日本では今、不登校の子

りがとうございました。最後にもう一つだけ

ジーコ オブリガード！ ありがとう！

た。

高まったのは必然だったのです。

ジ ーコ

ジーコ テレビや新聞の世界ではなく、自分

いただけないでしょうか。

来を自分の力で切り開くためのメッセージを

どもたちがたくさんいます。そんな彼らに未

とって、あくまでも選択肢の一つであるべき

成功を収めたり、人に感謝されるような仕

の周囲を見渡してみてください。そこで何か

だとしても、それは子どもたちに

になってしまってはいけません。私が日本に

ろにしていないことに気付くはずです。いつ

事を成し遂げた人は、必ず教 育をないがし
かは自分で道を切り開いていかなくてはなり

年代初頭、どこを見ても野球場 ばか
りでした。世田谷の上野毛に住んでいました

来た

が、二子玉川の方へ至る多摩川沿いの河川敷

教 育を受けてきた経 験です。自 分が持って

ませんが、そのときに大きな武器になるのが
いる才能を夢に向かって最大限に生かしてい

ボールが無数に飛び交っているのを見て、何
が起こっているのかと思いましたよ。でも、

生かす方法を教育を通して学んでいくことが

どんな集団に属したとしても、自分の良さを

く。そのための武器が教育だということです。
斉藤 そうですね（笑）
。

斉藤 物事にしっかり取り組み、
勉強もして、

大切です。

れるということですね。

その上でサッカーを頑張れば自ずと道は開か

ジーコ それは野球が減ったんじゃなくて、

ブラジルはサッカー王国と呼 ばれています

といっても女子サッカーは日本が世界一です。

サッカーが伸びてきたからだと思います。何

でしょう？

今はサッカーをしている人の方が多いくらい

は全部野球場でした。グランドで硬い小さな

90

です。大人たちが選手を奪い合うようなこと

人気なように思えます。

斉藤 ただ、現代はどこの国でもサッカーが

しいラテンアメリカ諸国でサッカーの人気が

今日は本当にありがとうございまし

くなってしまいませんか（笑）
。だから、貧

ますが。

簡単にできるという利点は見逃せないと思い

て、子どもたちが自分の未来を考える上での

1

簡 単にできるということは機 会を得

どもたちがボールを蹴っているのですから。

なければなりません。サッカー選手としての

た選手たちに希望を与えたんじゃないです

R

見つけることが大切なのです。トップを目指

──ジーコ

に、今度はそこで自分の能力を生かす方法を

白人も黒人も関係ありません

ジーコ それは、文化とも関係しているかも

フィジカル、メンタル、インテリジェンスを使い、

ルでも充分プレーできます。非常に安上がり

身体全体を使うスポーツです

しれません。長らく日本は男性社会だといわ

サッカーは真の意味で

左から、安彦考真氏（サッカーコース ディレクター）
、ジーコ氏、斉藤守氏

