速報版

2022 年

「子どもサッカー新学期応援事業」

2022 年 3 月 1 日公開

はじめに
love.fútbol Japan は、今年 1 月「子どもサッカー新学期応援事業」の 2 期目を開始しまし
た。この活動は、日本で、経済的な貧困や社会格差により、サッカーをしたくてもできな
い子どもたちが、新学期を安心して迎えて、2022 年もサッカーを楽しみ続けられるよう、
奨励金、用具寄贈、サッカー選手との交流を通じて応援する取り組みです。
今年は、1 ヶ月間の申請期間で 38 都道府県の 250 人より申請いただきました。昨年と比
べ 2 倍以上の規模となり、サッカーの機会格差に対する活動の必要性を一層実感していま
す。
この報告書は、申請者 250 名を対象に、申請者の状況についてまとめた「REPORT（速報
版）」と、「サッカーをしたい」という子どもたちの声をまとめた「Hope（希望）」の二部
構成になっています。環境に左右されず、サッカーを好きになった子どもたちがサッカー
を楽しみ続けられるよう、その環境づくりの一助になると幸いです。

この報告書の位置づけ
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「速報版」

「活動報告書」

「アンケート調査報告書」

申請者の情報について

活動結果と受益者の属性や、

受益者に対するアンケートを通じて

まとめています

必要とされる支援、

まとめています。

（2022 年 3 月 1 日公開）

受益者からの御礼の声を中心に
（5 月公開予定）
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サッカーの機会格差の課題と
提言ををまとめています
（6 月公開予定）

報告書について

申請受付期間

：2022 年 1 月 17 日〜2021 年 2 月 16 日

方

法

：オンラインフォーム

対

象

：日本全国の、経済的な貧困や社会格差を理由に、
サッカーをしたくても諦めている、続けることに困っ
ている 7 歳以上 20 歳未満の男女。国籍問わない。

申請者数：38 都府県の 195 世帯 250 人
実

施

：love.fútbol Japan
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本事業をご支援頂いている方々

2022 年 2 月 28 日時点

個人

マンスリーサポーター 306 名のみなさん
サッカー選手
選手

＊敬称略

富樫敬真（ベガルタ仙台）

家長昭博（川崎フロンターレ）

吉見夏稀（KSPO）

田邉草民（アビスパ福岡）

新井直人（徳島ヴォルティス）

三丸拡（柏レイソル）

森谷賢太郎（サガン鳥栖）

ポープウィリアム（FC 町田ゼルビア） 韓浩康（横浜 FC）

小林悠（川崎フロンターレ）

山本摩也（RCD エスパニョール）

齋藤学（名古屋グランパス）

茂木力也（大宮アルディージャ）

法人

サッカーコミュニティ

ありがとう

野口竜彦（ファジアーノ岡山）

第一部： REPORT（速報版）
P.5〜P.18
1. 申請者について・・・・・・・・・・・・・P.6
地域、子どもとの続柄
2. 子どもについて：・・・・・・・・・・・・P.7
性別、学年、サッカー歴
3. 世帯について・・・・・・・・・・・・・・P.8
子育て状況、子ども人数、世帯年収、
就労者人数、補助金受給状況
4. 希望する支援・・・・・・・・・・・・・・P.11
希望する支援、実現できること、支援の用途
5. 申請理由・・・・・・・・・・・・・・・・P.13
保護者の申請理由

第二部： HOPE（希望）
P.19〜P.26

申請いただくにあたり、子ども本人のサッカーの意志を確認する目的で、
子どもたちにテーマを 1 つ選んで作文を書いてもらいました。
（テーマ）
・今年、サッカーを通じてやりたいこと、その理由
・あなたがサッカーを好きになった、「サッカーの思い出」
・10 年後サッカーしている自分に、どんな言葉をかけますか？

子どもたちの「サッカーが好きだ」、「サッカーをしたい」という声をぜひ
ご覧ください。多くの方たちの応援により、今年も子どもたちの希望を実
現できます。
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ORT
第一部： Challenge（課題）

1

申請者について

所在地
申請：38 都道府県、195 世帯、250 人

＊色付きは、今年初めて申請があった地域
＊記載のない県は申請者なし

都府県名

申請件数

都府県名

申請件数

都府県名

申請件数

都府県名

申請件数

北海道

5

東京都

47

愛知県

23

高知県

1

青森県

3

神奈川県

18

三重県

1

福岡県

12

宮城県

4

新潟県

3

滋賀県

5

佐賀県

1

山形県

2

富山県

1

京都府

3

長崎県

15

福島県

3

石川県

2

大阪府

15

熊本県

5

茨城県

8

福井県

1

兵庫県

13

大分県

1

栃木県

2

山梨県

1

島根県

1

宮崎県

2

群馬県

2

長野県

2

岡山県

2

沖縄県

14

埼玉県

13

岐阜県

1

広島県

3

千葉県

11

静岡県

3

愛媛県
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申請者と子どもの続柄
＊全 195 世帯

祖父母
1 世帯

父親
9 世帯

男性
90 人
母親 （88%）
父親
祖父母

母親
185 世帯

サマリー
・申請者は、195 世帯 250 人。昨年度より世帯数は 105 世帯、子ども人数は 148 人も増加した。
・申請のあった地域は、38 都道府県。昨年度より 11 府県増加した。
・申請者のいない地域は 9 県（岩手県、秋田県、奈良県、和歌山県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、鹿
児島県）。このうち岩手県、和歌山県を除く地域は、昨年も申請者がいないため、情報を届ける改善が必要。
・申請者と子どもの続柄は、母親がもっとも多く 185 世帯。続いて、父親 9 世帯、祖父母が 1 世帯。
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子どもについて
学年

性別
男性

女性
25 人（10%)

女性

男性
225 人
（90%）

学年

人数

学年

人数

小学校1年

8（2）

高校1年

13 (2)

小学校2年

26

高校2年

14 (3)

小学校3年

35 (3)

高校3年

10 (2)

小学校4年

22 (3)

大学1年

6

小学校5年

22 (3)

小学校6年

34 (2)

中学校1年

27 (4)

中学校2年

17 (1)

中学校3年

16

・（）内は、女性の人数
・高専、大学 2 年生の該当者はなし

＊全 250 人

＊全 250 人

＊性別の回答は、自由記述式

＊今回の対象年齢は、7 歳以上 20 歳未満。国籍問わない

サッカー歴
＊全 250 人

10 年以上
16 人
なし
41 人

1 年未満
12 人

5 年〜9 年以下
76 人

なし
1 年未満
1 年〜4 年以下

1 年〜4 年以下
105 人

5 年〜9 年以下
10 年以上

サマリー
・申請対象となる子ども 250 人のうち、男性は 225 人（90%）、女性は 25 人（10%）。女性の数は、昨年度
より 13 人増え、2 倍の 25 人。年齢に偏りはなく、各学年から満遍なく申請があった。
・全体の年齢層では、小学生が多い。
・外国ルーツの子どもを想定し、やさしい日本語、英語、ポルトガル語での事業案内、申請フォームを用意
したが、日本語以外での申請はなかった。
・サッカー歴は、1 年〜4 年以下がもっと多いが、これから始める子どもが 41 人（16%）を占めた。
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申請世帯について

子育ての状況
＊全 195 世帯

ふたり親だが実質ひとりで育てている
7 世帯（4%)

ふたり親
20 世帯（10%)
ひとり親
ふたり親

ひとり親
168 世帯
（86%）

ふたり親だけど実質ひとりで育てている

世帯の 18 歳以下の子ども人数
＊全 195 世帯

4人
18 世帯
（9%)

5人
5 世帯（3%)

3人
43 世帯
（22%）

1人

1人
59 世帯
（30%）

2人
3人

2人
70 世帯
（36%）

4人
5人

サマリー
・本事業では、対象をひとり親に限定していないが、ひとり親世帯は 168 世帯（86%）と多い一方、
戸籍上はふたり親だが実質ひとりで育てている世帯は 7 世帯あった。

・世帯における 18 歳以下の子ども人数は、2 人がもっとも多く 70 世帯（36%）。続いて、1 人が
59 世帯（30%）、3 人が 43 世帯（22%）となった。
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申請世帯について
世帯年収

＊全 195 世帯

301〜400 万円
11 世帯
（6%）

401 万円以上
10 世帯
（5%）

回答しない

回答しない
26 世帯
（13%）

201〜300 万円
35 世帯
（18%）

101〜200 万円
60 世帯
（31%）

0〜100 万円
53 世帯
（27%）

0 万〜100 万円
101 万〜200 万円
201 万〜300 万円
301 万〜400 万円
401 万円以上

世帯の就労者人数
＊全 195 世帯

2人
19 世帯（10%）

0人
13 世帯（6%）

0人
1人

1人
163 世帯
（84%）

2人

サマリー
・世帯年収は、200 万円以下が全体の約 60% を占めた。そのうち、0~100 万円は、53 世帯
（27%）となった。

・世帯の就労者人数は、1 人がもっとも多く 163 世帯（84%）を占めた。

・就労者人数 0 人は 13 世帯（6%）あり、「失業中」や「家族の医療ケア」を理由に働くことがで
きないケースが含まれている。
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申請世帯について
生活保護の受給
受けている
7 世帯
（4%）

＊全 195 世帯

受けている
受けていない

受けていない
188 世帯
（96%）

児童扶養手当の受給

就学援助の受給
＊全 195 世帯

＊全 195 世帯

受けている

受けている

受けていない

受けていない

受けていない

受けていない

32 世帯

32 世帯

（16%）

（16%）

受けている
163 世帯
（84%）

受けている
163 世帯
（84%）

サマリー
・全体のうち、生活保護を受給している世帯は、7 世帯（4%）。

・就学援助と児童扶養手当を受給している世帯は、それぞれ 163 世帯（84%）を占めた。
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希望する支援について
希望する支援（複数選択）

本事業では、3 つの支援（1: 奨励金、2: 社会との繋がりをつくるプロサッカー選手とサッカー交流、3: 用具
の寄贈）から希望する支援を選択いただきました（複数選択可）。

＊全 250 人
() 内は全体に対する割合

243
（97%）

奨励金給付（3 万円）

社会との繋がり：プロサッカー選手との
サッカー交流

128（51%）

用具寄贈（ウェア、シューズなど）

214（86%）

0

80

160

240

支援により実現できること
＊全 250 人

35 人
（14%）

経済・社会的な理由で諦めているが、

49 人
（20%）

サッカーを始められるようになる

21 人
（8%）

経済・社会的な理由で辞めてしまったが、
サッカーを「再開」できるようになる

145 人
（58%）

続けることができる
上手くなるため良い環境でサッカーができるようになる

サマリー
・希望する支援では、全体の 97% にあたる 243 人が奨励金給付（3 万円）を希望。社会との繋が

りを届けるサッカー選手とのサッカー交流は、128 人（51%）、用具寄贈は 214 人（86%）が希
望している。

・支援によって子どものサッカー環境がどう変化するかを確認したところ、今は経済・社会的な

理由で諦めているが、サッカーを始められるようになる子どもは 49 人（20%）、経済・社会的

な理由で辞めたが再開できるようになる子どもは 21 人（8%）となった。続けることができるは、
145 人（58%）ともっとも多かった。
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希望する支援について
4 月以降の所属先

＊全 250 人

その他
18 人（7%）
スクール
22 人
（9%）

部活

部活
104 人
（42%）

クラブチーム
106 人
（42%）

クラブチーム
スクール
その他（未定を含む）

サマリー
・4 月以降の所属先は、部活が 104 人（42%）、クラブチームが 106 人（42%）とほぼ同数だった。
部活動においても、こうした支援活動が必要とされている実態が伺える。

・部活動においては、部活の外部委託による費用負担の増加を懸念する声も聞こえた。

・その他は、これからサッカーを始める、または再開する方、現在受験生で進学先がまだ決まっ
ていない方の未定が対象となっている。
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申請の理由

5

1/6

（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

●

コロナウイルスの影響で生活が困窮しており、毎月の月謝を用意する事が厳しくなっている。

●

本人はサッカーが好きで続けたがっているが、コロナ禍により仕事が減少し、私の収入が減ってしまい、

ひとり親家庭であることもあり、来年度のサッカー継続を諦めてもらおうかと考えている。できれば好きな
ことは続けさせてあげたい。
●

経済的な理由で、遠征費用や合宿費用を捻出するのが難しい為、高校ではサッカー部に入部するのを諦

めさせてしまいました。息子から、やはりサッカーが大好きなので再開したい。高校でもサッカー部に入り、
もう一度 頑張りたいという思いを伝えられました。再度、サッカーをやらせてあげたいと思い 申請致しま
した。
●

ひとり親で母がはたらいていますが、週３日の１日５時間程度しかシフトを入れてくれないので収入が

少なく、今年度でスクールをやめざるを得ません。養育費も全く入っていません。明日の心配をする毎日。
子どもにはサッカーを続けさせてあげたいのですが、月謝を払えそうにないので子どもにどう伝えようかと
思っているところです。
●

ひとり親で思い通りに様々な習い事をさせてやる事ができない中、文句も言わずにサッカーだけは自分

の意志で一生懸命練習して続けていたので、このまま不自由なく続けさせてやりたいです。コロナ禍でボロ
ボロになった用具を購入する事が出来なかったり、試合の交通費や合宿代もスムーズに出せない事があるの
で、少しでも快適な状態で試合や練習に行ける様にしてやりたいです。これからも仲間とのチームワークで
あったり、色々な事をサッカーを通じて学んでいって欲しいので続けて欲しいです。
●

父親が他界し、本人は幼稚園の頃であったので 1 番の思い出がサッカーを一緒にやっていたことのよう

です。先週行われた 10 歳の誓いの会で将来の夢はプロサッカー選手と素敵なお父さん。なんとかどちらの
夢も諦めることなく自分が納得するまで続けさせてあげたいと思っておりますが、今年は兄の高校受験もあ
り突発的な支出が増えるのが見込まれます。スクールの年間費、月謝も上がってしまったので援助していた
だけたら大変嬉しく思います。
●

金銭面でサッカースクールを休止していますが、できることならやらせてあげたいです。

●

去年も支援をしてもらい続ける事ができました。子どもが続けたいと言うのですが、コロナ禍で借金を

しながら生活をしている状況です。サッカーのスパイクや服も買ってやれず、うつむくと背中が見えてしま
う程小さい服を着ています。スパイクは、周りの人からお古をもらい使っています。入会費に、まとまった
お金がいる為申請します。子どもは、土日でもグラウンドに行って 1 人でサッカーの練習をしています。そ
のぐらいサッカーが大好きなんです。親の勝手な都合だとは思いますが、経済的にも余裕がなく、支援が受
けられない場合は諦めてもらうつもりです。
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5
●

申請の理由

2/6

（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

1 人親で祖父母や親戚もいなく 1 人で仕事と育児しています。少年団はお手伝い等が多いので、入団せ

ずクラブチームでサッカーしています。ウェアやシューズが成長や痛み激しく使えなくなるので揃える物が
多く金銭面で余裕がない為退団しました。
●

1 年生になったら始める予定でしたが、ひとり親となり、私もパートを始めた為、経済的に厳しく習う

ことが出来なくなりました。サッカーなどのスポーツを兄弟で習わせたいし、コロナ禍で運動不足や社会か
らの孤立も感じている現状があります。支援して頂くことで、近所のサッカーチームの入会が出来るのでは
ないかと思い申請致しました。
●

私ひとりの給料で子ども４人を養っていかなくてはいけない、養育費ももらうことができなかったので

給料の高いところを探すにもこのコロナ禍ではなかなか見つかることができず､､､資格もなく、資格をとる
のも費用がかかる。子どもがやりたいことをやらせてあげたいとおもっています。本人からやりたい！どう
してもやりたいといったのがサッカーでした。家計が大変になる､､､せめてお兄ちゃんのお下がりが使える
やつ。本人からの熱い訴えに応えてあげたいと食費を我慢して少し浮かせながならサッカーをさせることに
しました。しかし、そうもうまくはいかず､､､スパイクはポイントが減ると買い替え。靴下はドロドロです
ぐに穴があく。少しガッカリですが子どもが試合に出て結果を残して上手になっていく姿を見るだけでやら
せてよかった！とおもっています。しかし、家計はキツキツ。少し助けて頂けると嬉しい限りです。
●

母子家庭で、4 人の子どもを育てています。養育費も貰えておらず、パートでどうにか生活しています。

三男がサッカーが好きでサッカーをしていますが、月謝、年間費、ユニホーム、シューズと、色々費用がか
かり、生活を切り詰めたり、お下がり貰ったりとして何とか、続けています。楽しそうにサッカーをしてい
るので、どうにか続けさせてあげたいです。応援いただけたら、本当に助かります。
●

以前から本人はサッカーをやりたいと言っていたが、通っている中学に女子サッカーの部活がなく、諦

めて他の部活に入ってしまったためクラブチームなども入れなかった。住宅ローンもあり、5 人家族を私の
パートの収入では金銭的にも難しかった。高校生になったら金銭的な部分はバイトをすると話しているので、
ぜひやらせてあげたい気持ちがある。
●

昨年秋に私が離婚をし、子どもが幼い頃に住んでいた土地に戻ってきました。息子は、事情があり働け

ない私を心配しているのか、お金の事を気にしているのか、サッカーを再開しません。お友達に連れられて、
昔のチームに遊びには行くのですが、入部はしないといいます。私もサッカーを再開してほしい反面、金銭
的な問題があり、躊躇してしまいます。心から応援し、楽しんでサッカーをしてもらうために、今回迷いま
したが、申請させていただきます。よろしくお願いします。
●

現在兄弟 4 名居ます、内 3 名がサッカーしてます母子家庭で母親も一緒に住んでなく、祖父母で 4 名の

兄弟を支えている状況の為、少しでも支援を受けられるのであればお願いしたく申請を希望しました。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

春から長女が私立高校に通う事になり、コロナもあり経済的に部活にかける費用が厳しく部活を辞めさ

せるのも可哀想で悩んでいました。出来れば続けさせてあげてイキイキしてる息子を見たいです。
●

今年中学に進学する息子がいます。本当に小さい頃からボールが好きで、サッカーを知る前から丸いも

のを見ると蹴飛ばすような子でした。小学校時代は少年団に入ったりもしましたが、発達障害を理解しても
らえず問題行動のため退団を余儀なくされ母子で苦しい思いもしました。今回進学に際し、息子の能力を買っ
てくださるクラブチームに出逢い、本人も強く望んでいますが、母子家庭の我が家にとっては負担が大きく、
息子がサッカーを続けるために少しでも出来ることがあればと思い申請しました。
●

1 人親で子どもを 4 人育てています。やはり経済的に苦しいです。お金がないからを理由に子どものや

りたい事や夢を諦めて欲しくないです。下の子は、現在通うことが出来ないのですが、また通わせてあげた
いと思っていたところこの支援をみました。兄弟大好きなサッカーをさせてあげたいし、そして続けさせて
あげたいです。
●

支援を希望する理由は、経済的に理由です。夫が鬱のような状態になり突然仕事に行けなくなりました。

休職しなんとかパートに就くことができました。2 ヶ月の間も家族の衣食住のお金は必要になるので、とて
も苦しかったです。その後契約社員になって、私のパートと合わせても 5 人家族で、非課税世帯です。次男
が低出生児で生まれ喘息持ちなので、夜間救急に行ったり、日中も発作がでる時は園を休みがちなので、私
のパートは当てにならない月もあります。サッカーが好きな息子にサッカーを続けさせてあげたいです。来
年 4 年生について、公式戦にでたいと張り切っています。どうぞよろしくお願いします。
●

離婚して、私も子どもも精神的につらい思いをしましたが、サッカーというスポーツに出会って、だん

だんと子どもは元気になっていったような気がしています。飲食店でパートをしていますが、コロナ禍でな
かなか希望通り働くことができず、サッカーシューズが欲しいそうですが、普通の運動靴でやっています。
靴下も、穴が空いたら繕って我慢してもらっています。もしご支援頂けたら、新品のサッカー用品で、子ど
もに思いっきりサッカーを楽しんでもらいたいです。今回このような事業があることを知り、応募させて頂
きました。本当に助かるご家族がたくさんいらっしゃると思うので、ありがたいです。
●

DV や虐待のある元夫と離れるため、遠くまで引っ越ししました。裁判にかかる弁護士費用や移動費用

がかさむのと同時にコロナで失業してしまい、収入はなく借り入ればかりが増えていきました。息子は、5
歳までやっていたサッカーを辞めさせるしかなく我慢をさせてきました。私に気を使い、何かをしたくても
言わずに…何かが欲しくても言わない…そんなふうになってしまいました。息子が自閉症なので、いろいろ
なことが苦手です。そんな中 3 年間丁寧にコーチングしていただいたサッカーだけは大好きで、ボールを蹴っ
ている時が 1 番楽しいそうです。夢中になれるものが何か 1 つでもあれば、我が家でも息子が楽しんでくれ
るのではないかとこちらの企画を見たときに思いました。この支援を必要とする人はたくさんいるとは思い
ますが、思い切って応募させていただきます。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

息子は外国で生まれです。現地で 5 歳から仲間と楽しくサッカーをしておりましたが、日本の小学校の

スポーツ少年サッカー部に入ってから、チームメートからのいじめがひどく、仲間外れにされたり、２年間
辛い思いをし、小学校で辞めざるを得ませんでした。保護者がコーチをやっていましたが、コーチにも相談
しましたが、辞めたければやめればと言う感じで、とても冷たい印象でした。息子はゴールキーパーをもう
一度やりたいと、新しい環境の中学で 2 年生からチャレンジしたいと言っております。小学生の頃にサッカー
部に入っていたが、いじめに合い、途中でやめてしまったので、とても辛く悔しい思いをしました。中学校
で新しい友達ともう一度サッカーをしたい想いが強く、今回応募させていただきました。シューズの用意が
出来次第、すぐにサッカーを始めたいと言っております。このような機会を与えてくださり、本当に感謝し
ております。サッカーをやりたくても出来なくなってしまったのは、息子一人だけではないと痛感し、とて
も心強いです。このような想いを持って下さり、息子の気持ちをわかって下さる事に深くお礼申し上げます。
●

サッカーが好きな娘でナデシコになりたいという夢がありクラブサッカーと去年の 9 月から誘われて女

子チームにも入っていますが毎月の月謝もかかるのはもちろん、成長期でトレシューやスパイク、ウェアな
ど買い換えることが増えてきてサッカーでお金が消えてしまうことが増えてきました。大きな大会も今後増
え合宿もあるので応募しました。
●

子どもがサッカークラブに入りたいと言っていましたが金銭的に難しいので諦めていました。公園で

ボールを蹴ったりしているのでもし支援していただけたら始めたいです。
●

数年前に子どもがサッカーボールが欲しいと言い出しました。聞き流していましたが、その後も度々言っ

てきたました。テレビでもサッカーの試合を観るようになり、習ってみたいと言う様になりました。毎月の
月謝や道具を揃える事を考えるとなかなか踏み出せないでいます。子どもは数年経っても言い続けているの
で思いつきではなく本気でやってみたいと思っているようです。来年は中学生になるのでサッカー部に入部
出来ればと思っています。
●

まだ高校受験はこれからですが、中学校の間はサッカーをしていました。3 年間してみて感じた事は、

費用がかかること、一度揃えればオッケイではなくて、スパイクも削れて買い替えないといけなかったり、
靴下も破れたりと。息子はギリギリにしか言わなくて、我慢をさせていたんだなと、痛感していました。練
習試合ももちろん必要で交通費やら諸々考えた時に息子が私に遠慮することなく、好きなサッカーは続けて
欲しいなと私の思いもあります。できることなら、高校生になっても、サッカーはしたいという、息子の作
文を学校で見ました。なので申請させて頂きました。
●

子どもがサッカーやりたいと保育園から言ってたたが、お金が高く全て揃えるのもかかるので習わせて

あげられない。3 歳の時買ってあげたサッカーボールを今も使っていて。表面もボロボロしてます。同じク
ラスのママから誘われてサッカークラブの見学に行ったのですが、結局お金に余裕が無いのでうちの子だけ、
入らず子どもに悲しい思いをさせた。練習場所は自宅前の道路で壁にボールを当ててける 1 人サッカーなの
で習いに行ってる子を見る度に俺もサッカーやりたいと言うので。やらせてあげたいです。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

ひとり親でありながら、過労で病気を患い、失業しました。まだ働ける状態ではなく、親として恥ずか

しい限りです。子どもは大学サッカー部の少年少女サッカー教室で心身ともに健やかに育っておりますが、
経済面で月 2000 円の月謝の工面が難しく、今春以降は通えない状態です。もし奨励金を受けることができ
たら、1 年 3 ヶ月分の月謝になりサッカー教室を続けることができる為、藁をもすがる想いで応募しました。
サッカー教室に通う中で、友達への気配りやサッカー選手になる目標もできました。子どもの夢を叶えるべ
く、私も精進し、応援していきたいと思います。
●

この春より大学生になります。小学生の時から続けてきたサッカーに一区切りをつけようか悩んでいる

様です。大学のクラブに入るとまた新たにユニフォーム・スパイク等の用品を揃えたりするのに費用がかかっ
てしまう事を気に掛けてくれている様です。遠征代など在籍に掛かる費用はアルバイトをしたら支払いは可
能かと考えている様です。が、やはり初期に費用がかかる事、大学受験＆授業料＆入学金が高額だった事が
気がかりで、サッカーは続けるのを諦めようと考えてる様です。私はずっと大好きだったサッカーを続けて
欲しいと思っております。小学校の時から唯一続けていたサッカーを続ける事が出来るのは親にとって、と
ても嬉しいことでまた頑張る姿を応援したいです。
●

私は離婚をして子どもを一人で全員引き取りました。自分には学歴もなく苦労させるとわかってはいた

のですが子どもと離れ離れの生活は考えられませんでした。サッカーやってみたいと言ったときには経済的
理由でさせてあげることができませんでした。そのせいで、「サッカー嫌いだもん」と言うようになりつら
い思いをさせてしまいました。最近、兄のボールを蹴ったりしてるので、なにかのきっかけになりそろそろ
１歩踏み出してサッカーを始めさせてあげたいなって思ってので支援を希望します。
●

幼稚園の時からずっと兄弟でサッカーをしたい！ならいたいなぁと言い続けています。しかし、正直 1

人親で兄弟 2 人習わせてあげる余裕がなく、心苦しく、少しでも何かチャンスがあればサッカーに触れる機
会が欲しいと思っています。学校でも、下手だからサッカーの遊びに入れて貰えないと泣いて帰った事も何
度もありました。何か私に出来る事、今してあげられる事を精一杯したいと思い応募しました。
●

長男は小学校 2 年生のときからサッカー部に入りこれまで続けてきました。今年は最高学年になり、進

路を考えなければならない時期です。この先も続けていきたいという本人の強い意志もあり、親としては挑
戦させたい気持ちもありつつ、親としてはどこかでブレーキがかかるところもあり金銭的なことで制限させ
てしまうことは心苦しくもあります。できれば本人の意思を尊重し、夢に向かって少しでも可能性を広げら
れればと思い申し込ませていただきました。この機会に少しでも希望を持って諦めずに頑張ってほしいと
思っています。
●

本当にサッカーが大好きで、進路を未だに悩んでいるようです。大会で試合したときにスカウトされる

という嬉しい出来事があったのですが、金銭面で大変だから迷ってる、伝えていたようです。息子に大好き
なサッカーを続けてほしい、一人親でも、こうして応援してくれる団体や選手方がいるんだよ、だから諦め
ないでと願う気持ちで申請させていただきました。
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学校を大半は休んでいますが、サッカーだけが唯一学校のお友達ともつながっています。そして、サッ

カーだけ休まずに頑張れているので続けていくモチベーションにもつながると思い申し込みしました。昨年
も、お世話になりプロのサッカー選手の方と話ができてとても楽しかったようで、自分から練習するすがた
が多く見られました。また、この機会にもお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
●

コロナが流行ってから、私の収入が減ってしまい 4 年間習っていたサッカーを辞めさせてしまいました。

トップチームに所属できていた息子は、本当はサッカーをやりたい気持ちはすごくあるのでまたサッカーを
始めさせたいです。
●

幼稚園より始めたサッカーですが、小学校にあがるに伴い月謝が高くなり、家計を圧迫しています。子

どもの気持ちを何度か確認しながら、現在までなんとかやりくりして継続してきました。余裕のある生活で
はないけど、子どもがやりたいという気持ちも尊重したいという気持ちがあり、常に葛藤しています。
●

去年のクリスマスプレゼントに中古のサッカーボールをプレゼントしたらすごく喜んでいて、姉弟で公

園に行きずっとサッカーをして遊んでいました。女の子だし興味が無いとばかり思っていましたが、とても
上手くて何よりイキイキと遊んでいたので、習い事でサッカーやってみたい？と聞くと、遠慮がちにやりた
いけどお金ないから……と。その言葉に胸が詰まりました。子どもにまで気を遣わせて申し訳なくなりまし
た。今ハローワークにも通いなんとか 4 月までに職を見つける予定です。子どもの願いをなんとか叶えてやっ
て頂きたく応募しました！
●

6 年半前に離婚をし、小学校に入学したころから「僕もやりたい」と言われましたが、仕事と金銭面の

問題で通わせてあげることができませんでした。4 月から 5 年生になり学校で部活動が始まり、サッカー部
に入る気満々です。それに伴い、用具が必要になり用意してあげれるか不安です。そんなときこの活動を知
り、応募させていただきました。楽しそうにサッカーをする顔が浮かびます。
●

小１〜本人希望にてサッカー教室に通わせましたが、私が体調をくずしてしまい、お仕事が出来ない状

況となった。そして、送迎が出来ない時も息子は小さいながら、自分１人で公共交通機関で頑張って通って
いました。スパイクが小さくなっても購入してやれず。息子は足が痛くても何も言わず大切にスパイクを履
いてくれていました。だんだんと生活が苦しくなり、大変申し訳ないけれど、サッカー教室を辞めてもらい
ました。息子がボロボロになったサッカーボールで、今でもほぼ毎日一生懸命練習してる姿をみてまた、サッ
カーをやらせてあげたい！と思いました。
●

サッカーを始めた頃はまだ離婚をしておらず、生活に困る事なく続けさせて来たのですが、離婚してか

ら、経済状況が目まぐるしく変わってしまい、さらにコロナ禍のため、仕事もうまく出来ず、古くなったり
小さくなった用具を新調する費用が支払えなくなっています。本人はまだまだサッカーを続けたい意欲があ
り、今はキツくなったサッカーシューズを履いてでも練習に出かけています。そんな姿を見て、長男のやり
たい意欲を尊重してあげたいのは山々なのですが、経済的な部分で、私 1 人ではどうにもならないので、少
し応援いただけたらと思い、申請しました。

18

HOPE

（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

6 「サッカーをしたい」/ 小学生
●

サッカーが楽しいのでたくさんやりたいです。うまくなりたいです。仲間をたくさん作りたいです。

●

サッカーをやってみてたのしかった。サッカーのおかげで友だちがいっぱいできた。合宿がたのしかっ

た。サッカー大会でゆうしょうできてうれしかった。
●

保育園のサッカー泊まりのカレー美味しかった。またやってみたい。

●

ともだちがサッカーをしていてうらやましいです。今回道具がそろえられたらサッカーしたいです。休

み時間も仲間に入って楽しみたいです。
●

お兄ちゃんとサッカーしてて楽しかったからサッカーならいたいです。ドリブルとかキックとかうまく

なってきたからもっとうまくなりたいし、しあいしたことないからみんなでやりたいです。お兄ちゃんみた
いにもっとうまくなりたいです。
●

ぼくは、サッカーが一番好きです。サッカーが上手くなりたいです。大津高校のサッカーの試合みて、

やっぱりサッカー上手くなりたいと思いました。かっこいいです。
●

今年サッカーを通じてやりたいことは、せめることです。今まもりはできているので、もっと強い気持

ちで前へボールをはこびたい。
●

サッカー少年団を続けたいです。少年団の仲間と、サッカーをしたいからです。サッカーが、楽しいか

らです。コーチや、仲間のお父さんが、指導してくれ、褒めてくれると、嬉しいからです。スタメンになり
たいです。コーチがくれた、サッカーノートを練習、試合で、書いています。最近は、試合で、シュートを
決めれて、嬉しかったです。去年の 12 月に、5 年生で、行った遠征が、1 番の思い出です。強いチームに、
勝てて、優勝できたからです。試合にも、全部ではないですが、1/3 位出れました。ポジションは、左サイ
ドハーフか、トップをやっています。足は、左利きだからです。みんなと違っているので、左から、センタ
リングができるようにしたいです。キック力も、つけたいです。10 年後も、サッカーを続けていたいです。
21 歳頃の自分にかけたいことばは、これからも、サッカーを続けてね。サッカーが、一番得意な、スポー
ツにしたいです。リフティングも、もっと頑張りたいです。少年団にいられることが、嬉しいです。
●

サッカーを好きになった思い出は、練習の時にドリブルでみんなをぬいてシュートを決めれたこと。親

子サッカーの時にママと一緒にサッカーができたこと。
●

私は、サッカーは、運動だからいっぱいしたいとゆう気持ちになるし､勝ちたいとゆう気持ちになるし､

悔しくなるときもあるし、あきらめずに頑張りたいとゆう気持ちにもなるし、次は、負けないとゆう気持ち
にもなるし、どうやって勝てるかとかも思うし、シュートしたときにほめてくれるからもっと頑張れるし、
将来サッカーが上手な人になりたいからです。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

6 「サッカーをしたい」/ 小学生
●

10 年後の自分へ。今は、サッカー練習して頑張ってます。ミスった時もあるけどすぐにとりかえした

りして頑張ってるよ。なんかいもミスった時会ったけどチームの子が支えてくれた、だからここまで来れた
もちろんお母さんだって毎日ごはん作ってくれたりして笑ったりして一緒に育ってきた。いっぱい頑張った。
大人になったらガンバ大阪の 8 番でサッカーしていて欲しい、頑張る。
●

前まではサッカーしていたけど、今はできていません。ボールを蹴ることが楽しいので、好きです。ま

たサッカーできると嬉しいです。10 年後もサッカー続けていられるなんて、凄いね！
●

ぼくがなんでサッカーをしたいかというと、たのしいからです。ゴールにサッカーボールをいれたり、

しあいとかいろいろできるからです。ふだんサッカーはがくどうのあそびのじかんにやっています。さいしょ
はサッカーはできなかったけど、れんしゅうしてだんだんできるようになってきたからたのしくなってきま
した。
●

パスが上手にできるとうれしいです。もっと上手になりたいです。試合はゴールできないけど、フット

サルをしてると楽しくて笑いが止まりません。サッカーのチームに入ってみたいです。もっと上手になって
みんなと一緒にサッカーやってみたいです。試合でゴールしてみたいです。
●

私はサッカーが大好きです。お兄ちゃんはサッカーを続けているけど私は今はまだできません、またサッ

カーをやりたいです。お母さんから聞いてこれをきっかけにまたサッカーできたらいいねと話して嬉しかっ
たです。またサッカーをやりたいです。休みの日にお母さんは公園でサッカーを一緒にやってくれたりもし
ます。妹もみんなで楽しくボールを蹴ったりします。でも、大会とかにもでたりしたいし友達たちともやり
たいです。
●

サッカーがある日がたのしかったです。サッカーがある日はいくのがいやじゃなかったです。ぼくのサッ

カーボールはきいろでした。きいろも好きです。サッカーの先生はいろいろおしえてくれたです。ぼくがボー
ルをけるとほめてくれました。みんなではしるのもたのしかったです。みんなでボールをおいかけます。た
のしいです。ぼくはがっこうがいやです。サッカーをしている子がいます。みんなボールをけっています。
ぼくも、サッカーがやりたいです。サッカーの、ときは、たくさんほめてもらえます。がんばります。ほめ
てもらえます。うれしかったです。やりたいです。
●

わたしが 3 歳のときお兄ちゃんがサッカーしてるのを見てママにやりたいと何回もお願いして年中さん

のときにサッカーをはじめました。サッカーしてるときが 1 番楽しくてたまに宿題とかわすれちゃったりし
てたけどママに怒られながらも頑張っています。たくさん練習してスタメンにえらばれるように頑張りたい
です。
●

１年からサッカーをしています。朝休み、中休み、昼休みもしています。クラスの友達とするのがとて

も楽しいです。６年生になってもがんばりたいです。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

6 「サッカーをしたい」/ 小学生
●

私のサッカーを好きになった思い出は、クリスマスプレゼントにサッカーボールをもらったので公園に

行って弟とサッカーであそんだことです。かべにボールをつけたほうがかちです。何回もかってうれしかっ
たです。ママにもたくさんほめられました。お手伝いをがんばるのでサッカーをならいたいです。
●

サッカーをしているようちえんのおともだちが、シュ―トをしているのをみてカッコいいなとおもいま

した。サッカーをやってみたら、ともだちがぼくにパスしてきてぼくが、シュ―トをしたらゴ―ルに入った
のがうれしかったです。ぼくは、しあいが楽しいです。みんなで、力をあわせてゴ―ルで、てんが入ったと
きにむちゃくちゃうれしいです。だから、これからもつづけてカッコいいゴ―ルをきめるサッカーせんしゅ
になりたいです。
●

サッカーのおもいでは、しょうがっこうでたくさんのなかまができたこと。クラスがちがうともだちと

もなかよくなれたから、なかまといっしょにサッカーをつづけたい。
●

さいしょはしあい中みんなでボールをとりにいってたけど、はなれてパスをしたほうが点が入ると先生

に教えてもらって、むずかしかったけどぼくははなれてゴールのちかくにいたら、なかまがボールをとって
パスしてくれてシュートをきめれました。先生がゴールキーパーになったときも、先生の足のあいだをとおっ
てゴールが入って、みんなでタッチしてよろこびました。そのしあいではじめて 3 点も入れれてすごくうれ
しかったです。やっぱりサッカーだいすきだなと思いました。日本だいひょうのいとうじゅんやみたいにかっ
こよくきめれるようになりたいです。
●

僕はサッカーが好きです。なぜかと言うとサッカーを通じていろんな学年の人や違うチームの人たちと

も仲良くなれたりするからです。僕の幼馴染は引っ越しで滋賀に行ってしまいました。でもそこでもサッカー
を頑張っています。たまに帰って来た時には一緒にサッカーをします。なかなか会えないけれどサッカーを
するだけで毎日一緒にいるかのような気持ちになれます。これからもサッカーを続けていろいろな人と仲良
くなれたらいいなと思っています。
●

サッカーをしていると楽しい。嬉しい。その気持ちを感じていたいからずっと続けたい。嫌なことも忘

れれるぐらい楽しい。サッカーは上手いと楽しい。楽しむためにもっと上手くなりたい。上手くなるように
教えてくれるとこに行きたい。強くなりたい。
●

サッカーをまたはじめたいです。えんのともだちとなかよくなって、サッカーしていたときのことをお

もいだしました。ボールをけるのがたのしいです。おかあさんにおうえんしてもらいたいです。
●

僕は小 2 の終わりのころに友達に誘ってもらいサッカーチームに入りました。それまでは、ずっと入り

たかったけれど、無理で、でもどうしてもやりたいんだと、お母さんに言い続けていて、あきらめかけても
いたけれど、友達もずっと応援してくれ誘ってくれるので、勇気が出ました。最初は、空振りばかりでまっ
たく出来なかったけれど優しいコーチのおかげで、けっこう出来るようになり、大会で優秀選手賞に選ばれ
ました。いつも応援してくれる家族にも喜こんでもらえて嬉しかったです。またまだサッカーを、続けてい
きたいです。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

6 「サッカーをしたい」/ 中学生
●

サッカー歴 3 年半。僕はサッカーが好きで、お母さんにお願いをして入部しました。まだサッカーがし

たいです。サッカー部の皆と試合にも勝ちたいです。
●

ぼくは、サッカーが好きです。ママがずっとサッカーをやっていて、フットサルにいくといつもボール

をパスしてくれました。小さい時から、パスはしてましたが、うまくなれないまま、部活でサッカー部に入
りました。4 年生も、5 年生もレギュラーになれないままでした。6 年生になって少しすると、友達からク
ラブチームにさそわれて入りました。少しずつ上手になってきて、6 年生ではレギュラーに入れました。大
会の日バスによってしまい、試合にでることはできませんでした。中学生になったら、もっと、上手になっ
てレギュラーになって試合に出たいです
●

僕はサッカーをしているから強くなりました。小さい頃はよく泣いていたけど、そうすると必ず周りの

仲間が背中を叩きに来てくれます。悔しいこともいっぱいあるし、うまくいかないこともいっぱいあるし、
中学になってから勉強も頑張らないといけないのでしんどいけど、仲間も頑張っているから頑張れます。コー
チも一生懸命教えてくれるので、その熱意に応えたいです。テレビのインタビューで将来の夢は？と聞かれ
たときに、大人になってもサッカーを続けたいです。と答えました。１０年後も今の仲間とコーチと関わっ
て頂いた全ての人とボールを蹴って、あの時こんなんやったよなーって笑って話がしたいです。
●

僕は、中学校に入ってからサッカーを始めました。コロナで学校も 6 月からのスタートでした。仮入部

から、はじまり本入部の頃には 7 月になっていました。最初、自分と小学生からサッカーをしてきた子達と
の力の差に悔しくて、でも、できなくて、たくさん練習をしました。体力が付くようにマラソンもしました。
もうすぐ二年生も終わるとおもうとあせりますが、最後の中体連までやるしかないとおもいます。僕は、ひ
たすらもくもくと練習をしていきたいです。チームのなかで、練習がえらすぎてサボってしまった人がいま
した。とても残念だとおもった。この冬は、高校サッカーの全国大会をテレビで見ました！あのボールさば
き、僕にもできるようになりたいです。
●

僕は鹿島アントラーズが好きで、ずっとサッカーをやりたいという思いがありました。中学入学と同時

に部活でサッカー部に加入し、好きなサッカーが出来る毎日がとっても楽しいです。高校に行ってもサッカー
を続けたい思いはありますが、経済的な負担を考えると母に伝えることを躊躇っています。
●

僕はサッカーが大好きです。プロを目指したこともあったが、今はプロを目指すことより、サッカーを

やる楽しみが強く、このさきも大好きなサッカーを続けたいと思ってます。そして、サッカーをもっと好き
になって、上手になりたいと思ってます。
●

僕はサッカーが大好きです。小学 5 年生からやっと始めたので周りのみんなに付いて行くのには必死に

練習しました。まだまだ上手にはなれてないけどもっといっぱい練習して、試合に少しでも出れる様になり
たいのと、弟たちもサッカーが大好きです。なので弟たちと一緒にサッカーを続けたいと思います。将来は
V ファーレン長崎の選手になりたいです。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

6 「サッカーをしたい」/ 中学生
●

僕はお母さんはいますがお父さんはいません。小さい時から片親で両親が居る家庭がすごく羨ましかっ

たです。特にサッカーの試合の応援や保護者の参加でお父さんが来ていたり、沢山、遊んでもらっているの
を見ていて悲しい気持ちの時がありましたが、お母さんは忙しく働いて頑張っている姿をみて、僕もがんばっ
てプロサッカー選手になる夢や続けることができています。続けてきて良かったことは沢山の経験、仲間、
サッカーで多くの事を学んできたことです。これからも辛いことがあったり、試合で朝が早く大変な時もあ
りますが、境遇に負けず夢も諦めず一生懸命サッカーを続けて、勉強もがんばって行こうと思います。
●

僕は中学に入学してサッカー部に入部しました。サッカーは見るのもやるのも好きなので楽しみにして

いました。去年もらったスパイクを学校に持っていって履いたら、先輩や友達にかっこいいと言われて、う
れしかったです。自分で選んでないし、どれがいいとかもわからなかったので、きっと良いものを選んでく
れたんだなと思いました。コロナで部活がなかなかできない時もありますが、がんばって続けていきたいと
思います。僕よりサッカーの経験が長がったり、うまい部員はたくさんいるので、負けないように練習して
いこうと思います。僕がサッカー部に入った理由はもちろんサッカーがやりたかったことですが、もうひと
つ、体をつくっていくという目標もあります。丈夫で健康な体は絶対生きていく上で欠かせないと思うから
です。実際、身長も 10cm 伸びて、体も大きくなったと言われます。サッカーで運動しているからだと思い
ます。また、祖父が、親父サッカークラブという、60 歳くらいの人が集まってサッカーをやるチームに入っ
ていて、65 歳の今でもサッカーを続けています。僕も祖父のように生涯続けていきたいです。
●

僕が今年、サッカーを通じてやりたいことは公式戦です。理由はコロナが最近増えてきて、練習すらろ

くにできなくて練習試合も、公式戦とかもなくってきてるからです。夏にはコロナがおさまって夏にある、
最後の大会には試合ができるようになってほしいです。もう一つは密とか気にせずにみんなと楽しくサッ
カーができたら嬉しいです。コロナのせいでマスクを外して喋れないからです。10 年後サッカーをしてる
自分に声をかけるなら、きついこと頑張ってこれたと思うからお疲れさまというと思います。
●

ゴールキーパーをもう一度やりたい、小学生の頃にサッカー部に入っていたが、いじめに合い、途中で

やめてしまったので今の中学校で新しい友達ともう一度サッカーをしたいです。サッカーは幼稚園幼稚園の
時からやっており、その中で過去にいろんな友達もでき、チームメイトとともに頑張ることができたので、
その時の楽しさをもう一度味わってみたいです。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

6 「サッカーをしたい」/ 高校生・大学生
●

僕はサッカーをする度、サッカーが好きなんだと実感します。学校も、毎日サッカーがしたくて通って

いるように感じます。皆んなと身体を動かしてサッカーをすると、嫌な事も忘れられるし、とても清々しい
気持ちになります。コロナで合宿が出来なかったり、試合が減ったりしていますが、そんな中でも仲間とサッ
カーが出来る事に幸せを感じています。そんな幸せな楽しい時間が少しでも長く続く事を願っています。
●

小さい頃日本女子サッカーを見て、かっこいいなと思い、いつかサッカーをやりたいと思っていました。

けれどうちはずっと片親で金銭的な余裕がないと知っていたので、中学生になったら部活でやろうと思って
いたのですが、私の通っている中学は女子サッカーがありませんでした。高校生になったら自分でバイトを
してサッカーを始めたいと思います。10 年後か 20 年後かはわかりませんが、もし自分に子供が産まれたら
一緒にサッカーをしたいと思います。
●

ぼくは小学生からサッカーをしてます。サッカー選手になるのが 1 番の目標です。今は高校で時間を惜

しみながら練習に励んでます。筋トレは楽しくさえ感じます。これから新人戦が始まるのでチーム一丸となっ
て勝ち進みたいです。サッカーを通して、いろんな経験、大切な仲間、何より充実した学校生活を送ること
ができてます。自分にとってサッカーはいつも隣り合わせで自分を強くさせてくれます。
●

僕は ADHD があるので気が散りやすく集団生活も苦手だったりするのですが、サッカーをしてる時だ

けは嫌なことを忘れ集中も出来るし、何より身体が自由に動いて心地よく、仲間といることも楽しく感じま
す。やっぱりサッカーが 1 番好きだなと感じます。中学校で出来なかった分他の子より上手くないかもしれ
ないけど、サッカーを好きな気持ちは強いと思うし、みんなに追い付きたいです。またこれから先サッカー
を続けられない時期があったとしても、大人になっても何らかの形でサッカーはしたいと思っているし、生
涯を通じてやりたいスポーツだと思っています。
●

サッカー部の人間関係やケガのこともあり、サッカーをやめようと思っていました。選手のみなさんと

zoom でお話ししていく中で、またボールを蹴りたいな…と思えるようになり、フットサルを続けることに
しました。地元のリーグで優勝したチームなので、連覇したいです！そして、ケガを治すこと。新しくケガ
をしないことが目標です。私のことを応援してくださる人たちが沢山いることが分かったので、一生懸命練
習したり身体のケアしたり、学校生活も頑張ります。
●

自分はサッカーを始めてからの 8 年間、こんなありがたい支援はなくあっと言う間にここまで来ました。

中学から A チームに出させてもらっても、プレーに自信が持てず、ボランチなのにトラップミスやパスミス
が多くて本当に自分が出ていいのか等、何度も自分に問いただしながらやっていましたが仲間の存在が大き
かったから前を向けた今の自分がいると思います。ゴールを決める。アシストが決まる。みんなから上手い
と言われる。だからサッカーは楽しいです！！高校一年も自分なりにサッカーと勉強の両立を頑張っていて、
家庭の事情でバイトをする事を決意しました。お腹いっぱい食べたい、スパイク等のサッカー用品が欲しい、
クラブチームを続けて上手くなりたい！！バイトよりもサッカー、サッカーは自分にとって日常な物です。
言葉では上手に書けませんがサッカーをもっともっと上達させたい。サッカーが好きな気持ちは誰にも負け
ないと思います。
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（＊個人が特定されないよう一部加筆修正しています）

6 「サッカーをしたい」/ 高校生・大学生
●

僕はサッカーが大好きです。練習できついと思う事ももちろんありますが、休もうとか思った事はない

です。体力も一年生よりも今はついていると感じるし、サッカーをしている時、僕は時間があっという間に
過ぎるのを感じます。サッカーを始めてしようかなと思ったのは道具がそんなにいらないと思ったのもある
し、ボールを蹴ることが単純に面白いと感じたからです。でも練習試合に出る時でも、スパイクの裏側がす
り減っていたらいけないと言われたり、お母さんに言い出せなかった時もたまにありました。ギリギリになっ
て言うとお母さんは、早く言いなさいと言って怒られた事もありました。それによく、サッカーで怪我をし
て、病院に行かないといけない事もあってお母さんにはよく心配をかけたと思います。でも僕は怪我をして
もサッカーを辞めたいと思ったことはありません。お母さんが仕事を休んで試合に見に来てくれた事もあり
ます。試合は勝てなくて悲しい事もありますが楽しいです。もし高校に受かったらまたサッカー部に入り練
習に励みたいなと思っています。
●

高校サッカーは怪我とコロナで試合数減ったり不完全燃焼でした。でもサッカーは本当に好きなのでど

んな形でもいいから関わり続けたいと思っています。10 年後、28 歳の自分はまだ想像もできないけど、今
もサッカー好きか、楽しくサッカーできたか聞きたいです。サッカー続けていてほしい。続けていたいです。
●

小学 2 年生から続けているサッカーを大学に入学しても部活やサークルなどのなんらかの形で続けたい

と考えています。しかし入学金や授業料、家賃など高額な出費が伴うのは避けられません。バイトもするつ
もりですが、サッカーを続けるための部費や用具費用はどうしても後回しになってしまう。そこでこの奨学
金を利用させてもらってサッカーを続けていきたいと考えています。高校もコロナウイルスの蔓延で思うよ
うにサッカーができませんでした。プロになりたいと言えるほどのキャパシティは備てません。しかし、サッ
カーを通じてできた友達は今も何人も続いていて、大学に行ってもその輪を広げていきたいきたいです。
●

僕は小学生の時にサッカーを始めました。今春から大学生になります。金銭的に親に負担を掛けてし

まうということもあり、サッカーには一区切りつけようかと思っております。もしこの様な御支援を頂ける
様でしたら続けてさせて頂ける一歩になるのかなと思っております。まだ入試が残っているのでアルバイト
が出来ません。受験にラストスパートを掛け良い結果を出し、充実した大学生生活を送りたいです。
志望大に入って技術を身に付ける事以外にも夢があります。サッカーを小さい子供に教えたりしたいです。
コロナの影響で行けない時にサッカーにとても救われました。サッカーを、通じて小さい子供達に笑顔になっ
てもらいたいです。微力だと思いますが、サッカーで明るく元気になれる子供が増えるといいなと思ってお
ります。僕はサッカーを通じてとても大切な事を学ばせてもらいました。サッカーで出来た友達はずっと友
達だと思っております。そんな思い持てる一助になりたいです。
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【ご支援のお願い】
本事業は love.fútbol Japan に寄せられる寄付を原資に実施しています。
しかし、現状の財源では、すべての申請者を支援することができない状況です。
ひとりでも多くの子どもを応援できるよう、サポーターを必要としています。
目安として、月額 1,000 円のサポーターが 100 人増えるごとに、
100 人の子どもに奨励金を給付できるようになります。ご支援宜しくお願い申し上げます。

サポーター申込みはこちら。

For every kid, a safe place to play
特定非営利活動法人 love.fútbol Japan
http://www.lovefutbol-japan.org
メール： japaninfo@lovefutbol.org
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