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会員
①運動療育士会員
資格認定を受けた運動療育士で、最新の運動
療育プログラムや指導方法に関する情報を受
け取り、定期的に開催されるワークショップ
に参加することができます。

②協力会員
SPARK 運動療育（SPARK 運動塾を含む）
を実践している団体で、事業所は運動療育士
の仕事場として当協会のウェブサイトなどで
紹介されます。

SPARK
身体感覚と運動能力を高め
感覚や情動を調整し
豊かな感情を育む

SPARK が目指すのは
他人の気持ちや考えを受けとめ
自分の気持ちや考えを伝えられる人
豊かなコミュニケーションができる人

SPARK 運動療育・運動療育士・SPARK 運動塾は
当協会の登録商標です。

活動内容
医療・教育・育児に携わる人を対象として
スパーク運動療育や EQ 運動の考え方と
メソッドを広く伝え実践していただくため
に下記の事業を行っています。

①保護者向け事業
＊子どもの発達セミナー
＊発達アセスメントと個別相談
＊児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

②療育関係者向け事業
＊スパーク運動療育セミナー
＊運動療育士の資格認定
＊スパーク運動療育導入パッケージの提供

③メルマガ会員

③教育関係者向け事業

当協会の理念と活動に賛同した個人でメール
マガジンを受け取ります。

＊運動と脳の発達セミナー
＊EQ 運動指導員の資格認定
＊スパーク運動塾導入パッケージの提供

団体概要
名称：一般社団法人日本運動療育協会
通称：SPARK 協会
英文名称：
Sparking Life Japan
英文通称：
SPARK Association
設立：2013 年４月２日
理事：
岡田達雄（代表理事）
酒井重義（弁護士）
清水貴子（EQ を鍛える身体ワークショップ主宰）
鈴木寛（東京大学大学院・慶應義塾大学院教授）
積田綾子（小児神経科医師）
野井真吾（日本体育大学教授）
特別顧問：
John J. Ratey （ハーバード大学准教授）
Greg LeMond（Tour de France 覇者）
本店所在地：
東京都渋谷区代々木 4-36-4
SPARK ビル 1F
TEL:03-6300-5250 FAX:03-6300-5225
www.sparkinglife.jp

SPARK 運動療育
SPARK 運動療育は、身体運動が脳全体を
良い状態にして学習や記憶などの脳機能を
改善し情動のコントロールを容易にすると
いう脳科学の知識と、子どもの興味に共感
してやり取りすることが心の発達を促すと
いう発達心理学（DIR/フロアタイム）の研
究成果を医療・教育・育児の現場に活かす
ために開発した療育プログラムです。
この考え方は、運動不足・絆不足・自然
不足など脳の発達を阻害しがちな現代社会
にあって、すべての保護者が知るべき価値
のある育児論としても注目されています。
『発達障害の子の脳を
きたえる 笑顔がはじける
スパーク運動療育』
清水貴子著
レイティ博士監修
小学館２０１６年

www.facebook.com/spark.takako/

Super, Playful, Active, Responsive Kids
当協会の目的は『脳を鍛えるには運動しかない』の
著者であるジョン・レイティ博士による Sparking
Life のコンセプトを日本で普及することです。

遊び心に溢れ、積極的に体を動かし、敏感に反応する子どもたち

The purpose of SPARK Association, is to
promote the concept and practice of Sparking
Life established by Dr. John J. Ratey, author of
the best-selling book “SPARK.”
http://sparkinglife.org/	
  	
 

運動は私たちの脳細胞を増やす最も有効な手段である

ジョン・J・レイティ博士

私たちの使命は、教育や医療の方向性を根本的に変えて
身体運動が脳の発達を促し、発達障害やメンタルヘルスを改善し
常習行為を軽減し、高齢者の認知力を維持するという科学研究の
成果に基づくカリキュラム、ライフスタイル
企業活動を確立することです。

"Exercise is the biggest promoter of us
Life is fueling an international movement to regrowing new brain cells"	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  “Sparking
	
 
ハーバード大学医学部精神医学教授、臨床医。博士
は、健常者はもちろん、あらゆる精神疾患や発達障
害を持つ患者に運動の有効性を説き処方している最
先端の医師。医療に携わる傍ら Sparking Life を主
幹し、世界中で運動が脳細胞を増やすという事実を
普及啓発している。2014 年には『Go Wild（野生
の体を取り戻せ！）』を出版し、がん、うつ、糖尿
病、発達障害など現代文明に生きる私たちの苦悩を
緩和するために運動、食事、睡眠、自然、他者との
絆、マインドフルネスなどライフスタイルを総合的
に見直すことを提唱している。日本では、当協会の
特別顧問として SPARK 運動療育を普及している。

engineer school practices and medical recommendations to
establish curriculum, lifestyles and corporate practices based
on the scientific research that confirms physical exercise
enhances brain development, improves developmental
disorders and mental health, reduces addictive behavior
and helps maintain mental acuity as we age.”
(from Sparking Life website)

良くある質問
どうして運 動が脳にいいの？
運動すると、酸素・ブドウ糖・ケトン体な
ど脳の活動に必要なエネルギー源が脳に送
られて脳の働きが活発になります。また、
神経栄養因子や神経成長因子など脳細胞の
成長や新生に必要なタンパク質群がつくら
れて脳を分子レベルで強化します。更に運
動でセロトニンやドーパミンなど神経伝達
物質が生成され、そのバランスがとれるの
で気分が落ち着きます。このような良い状
態の脳は学習・認知・思考など他の機能も
高いのです。

どんな運動 がいいの？
心拍数を高める有酸素運動、体中の筋肉を
コントロールして動かす運動、バランス、
協調運動、五感を沢山刺激する運動が効果
的です。そして豊かな自然の中で思い切り
体を動かして友だちと遊ぶことも脳を活性
化します。

いつ運動す るのがいいの？
学習の前に適度な運動をすると注意力が高
まります。また、脳が良い状態になり学習
能力が上がります。最も効果的なのは運動
を日課に取り入れて習慣化することです。
運動は自律神経の機能も高めるので、夜良
く眠れるなど規則正しい生活のリズムを助
けます。

運動で発 達の遅れは改善する の？
SPARK 協会
（一般社団法人日本運動療育協会）
www.sparkinglife.jp
https://www.facebook.com/sparkinglife.jp

適切な運動と感情の伴ったやり取りによっ
て発達の土台である運動・感覚・感情のキ
ャパシティが広がり不安やパニックが緩和
されます。その結果、問題行動が減り社会
生活の円滑化につながります。

