12 月 14 日、筑波大学東京キャンパスにおいて、鈴木大地スポーツ庁長官出席のもと、「国際スポーツアカ
デミー形成支援事業三大学連携ショーケースカンファレンス」が行われました。これは、スポーツ庁の委託事
業であるスポーツ界の国際人材養成を目指した事業の成果と課題を話し合う会議で、修士の学位プログラム
を提供する筑波大学の TIAS（つくば国際スポーツアカデミー）ほか、短期プログラムを提供する鹿屋体育大
学、日本体育大学の関係者等が集まりました。
パネルディスカッションに参加した鈴木大地スポーツ庁長官は、国の政策として国際スポーツ人材の養成
が重要であること、そのプログラムは、各大学の特徴を生かすとともに、産官学を通じた連携が重要であるこ
とを話されました。TIAS アカデミー長の真田久体育系教授は、TIAS の成果として、次の 3 点をあげました。
１） IOC など国際スポーツ組織とのネットワークの構築
２） インクルーシブなスポーツなど新たな事業の開発
３） 修了生によるそれぞれの国でスポーツによる国際貢献事業の開発
渡辺守成国際体操連盟会長は、会長として発展途上国への貢献や災害地への支援などの経験を紹介すると
ともに、超高齢社会になる日本において、健康やコミュニティを形成するスポーツが、重要なツールであるこ
とを講演されました。
修了生のスピーチでは、TIAS を修了して日本体育協会に勤務している上村優華さんが、TIAS での経験とネ
ットワークが、今後の日本のスポーツの方向性を考える上で、多いに役立っていることを紹介しました。
なお大学院生たちのポスターセッションも設けられ、鈴木長官も TIAS の学生たちのポスター発表の内容を
熱心に見入りました。
The Tri-university Showcase Conference was held on 14th December at the University of Tsukuba, Tokyo Campus. In
his opening address, Daichi Suzuki, Commissioner of the Japan Sport Agency discussed the achievements and challenges
of the project, which aims to educate international leaders in sport. The Tsukuba International Academy for Sport Studies
(TIAS) which provides a Master's programme and the National Institute of Fitness and Sports in Kanoya and Nippon Sport
Science University that provide short programmes also took part in the conference.
Daichi Suzuki emphasised the importance of educating the future leaders in sport as a national policy and the need to use
the strengths of each university as well as to cooperate between industry, government and academic sectors.
Hisashi Sanada, Chairman of TIAS, presented the achievements of TIAS as follows:
1) Building a network with IOC and IFs
2) Development of new inclusive sport projects
3) Development of International Development for Sport projects by TIAS alumni
Morinari Watanabe, President of the international Gymnastics Federation, presented his experiences of contributing to
developing countries and disaster affected regions and also highlighted how sport can be a significant tool to build
communities, contribute to better health, in particular in Japan, which has a large aging population.
Yuka Kamimura, an alumna of TIAS and currently working at the Japan Sport Association, explained how her experiences
and network at TIAS have been helpful for her career.
TIAS students had poster presentations where they could interact with Daichi Suzuki.
Reported by Hisashi Sanada, Chairman of TIAS
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