
スポーツ庁委託 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業 

 東京２０２０ 

   オリンピック・パラリンピック教育 

              県内セミナー 
   

静岡県教育委員会 健康体育課 



事業全体の概要 

静岡県での実施計画 

・全国中核拠点と連携し、教員等を 

 対象にしたセミナーの開催（２回） 

・推進校の実践、成果を共有するため 

 の報告会等の開催（１回） 

 ・ 県内35市町の教育委員会担当参加 

（委託） 

 ◆小学校20校 

 ◆中学校７校 

 ◆高等学校９校 

・地域拠点担当（県教委） 

・コーディネーター、推進委員等 

スポーツ庁 

３．オリパラ教育推進校の指定 

  推進校での教育実践 

・オリパラ教育推進委員会の開催 

 ※年３回（６､10､１月） 

・「全国中核拠点」の視察及び連携 

静岡県教育委員会（地域拠点） 

①オリパラそのものについての学び 

②オリパラを通じた学び 

取組み（例） 

◆オリパラの知識、選手について 

◆スポーツの価値 

◆規範意識の涵養、努力、 

 フェアープレー精神を学ぶ  

◆国際・異文化理解 

◆共生社会（パラリンピック競技） 

 への理解を深める 

１．地域拠点の体制整備 

２．全国中核拠点との連携 

４．オリパラ教育全国セミナー・ 

   ワークショップへの参加 

５．オリパラ教育県内セミナー・ 

   報告会等の開催 

具体的計画 

地域拠点の体制整備 

オリパラ教育全国セミナー・ 

 ワークショップへの参加 

オリパラ教育県内セミナー・ 

 報告会等の開催 

オリパラ教育推進校の指定 

推進校での教育実践 

オリパラ教育推進校 

大会組織委員会 

◎教育プログラム 

「ようい、ドン！」 
（連携） 

オリンピック・パラリンピック教育の目的 

◆東京2020大会を児童・生徒にとってまたとない貴重な機会と捉え，オリンピック・パラリンピック教育を通して， 

 知・徳・体の調和の取れた人間を育成するとともに，進んで平和な社会の実現 に貢献できる人間を育成する。 

 また，児童・生徒がスポーツの意義や価値等に対する理解を深め，自らの目標を持って，何事にも挑戦する意欲 

 を高めるとともに，障害者を含めた多くの人々の多様性を尊重し，国際的な広い視野を持つことができるように 
 する。 

オリンピック･パラリンピック・ムーブメント全国展開事業（静岡県） 



下田市立浜崎小学校 

三島市立向山小学校 

三島市立中郷中学校 

沼津市立第一小学校 

沼津市立第二中学校 

伊東市立八幡野小学校 

伊東市立西小学校 

伊東市立北中学校 

伊東高等学校 

伊東商業高等学校 

富士宮市立柚野小学校 

富士宮市立人穴小学校 

富士宮東高等学校 

伊豆の国市立大仁小学校 

伊豆中央高等学校 

裾野市立向田小学校 

裾野高等学校 

伊豆市立修善寺南小学校 

伊豆総合高等学校 

函南町立函南小学校 

函南町立東中学校 

小山町立須走小学校 

小山町立北郷中学校 

富士市立富士第一小学校 

富士市立鷹岡小学校 

富士市立田子浦中学校 

菊川市立加茂小学校 

菊川市立河城小学校 

藤枝市立葉梨西北小学校 

藤枝西高等学校 

袋井商業高等学校 

焼津市立豊田小学校 

掛川市立中央小学校 

磐田市立東部小学校 

磐田市立豊田中学校 

磐田北高等学校 

平成30年度 オリンピック・パラリンピック教育推進校 

小学校 20校 

中学校 ７校 

高等学校 ９校 

合計 36校 

磐田市立東部小学校 藤枝市立葉梨西北小学校 小山町立須走小学校 伊豆の国市立大仁小学校
磐田市立豊田中学校 藤枝西高等学校 小山町立北郷中学校 伊豆中央高等学校
磐田北高等学校

富士市立富士第一小学校 裾野市立向田小学校 伊東市立八幡野小学校
袋井商業高等学校 富士市立鷹岡小学校 裾野高等学校 伊東市立西小学校

富士市立田子浦中学校 伊東市立北中学校
掛川市立中央小学校 三島市立向山小学校 伊東高等学校

富士宮市立柚野小学校 三島市立中郷中学校 伊東商業高等学校
菊川市立加茂小学校 富士宮市立人穴小学校
菊川市立河城小学校 富士宮東高等学校 函南町立函南小学校 伊豆市立修善寺南小学校

函南町立東中学校 伊豆総合高等学校
焼津市立豊田小学校 沼津市立第一小学校

沼津市立第二中学校 下田市立浜崎小学校



平成29年度 オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組 

６月23日（金）県立伊豆中央高校 

 藤本怜央 氏 講演会 

リオパラリンピック車椅子バスケ 

 日本代表主将 藤本怜央 氏 

自分が今取り組ん
でいるスポーツに
前向きに取り組も
うと思った。 
藤本さんの話が聞
けて本当によかっ
た！ 

（1年生女子） 

あきらめない
大切さを学ん
だ。志望校合
格に、もう一
度挑戦しよう
という気持ち
になった。    
（３年男子） 



オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組 ２ 

10月24日（火） 

伊豆の国市立大仁小学校 

４年生大仁小パラリンピック 

聖火（両手持ち） 

ボッチャ マスコット 

児童たちの声（まとめの活動より） 
・オリンピックの歴史をもっと知りたい。 
・自分はオリンピック・パラリンピックの支援は何 
 ができるだろう。 
・伊豆の国市の良さを伝えるにはどうしたらよいだ 
 ろう。 
・本気でがんばる人を本気で応援したい。 
・できることに目を向けて自分も努力し続けられる 
 ようになりたい。 

大会前掲示 



オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組 ３ 

10月30日（月）県立伊東高校・伊東市立北中学校 

 金藤理絵 氏 講演会 

リオオリンピック競泳200ｍ平泳ぎ 

 金メダリスト 金藤理絵 氏 

生徒が、講師の温かな人
柄に触れ、積極的に質問
できたのでよかった。オ
リパラへの関心が高まっ
たと思う。 
     （高校教員） 

 

努力すること、自
信を持つこと、夢
を持つことの大切
さだけでなく、挫
折や心が折れそう
になったときの話
が聞け、人生にお
いても有意義なも
のとなった。 
（中学校教員） 



オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組 ４ 

11月29日（水） 

伊豆市立修善寺南小学校 

山崎勇喜 氏 授業・実技指導 

アテネ、北京、ロンドンオリンピック競歩 

    日本代表 山崎勇喜 氏 

当日の日程 

【中休み】山崎選手と歩いてみよう（１～３年生） 

【３校時】競歩やオリンピックの学習①（４年生） 

【４校時】競歩やオリンピックの学習②（５年生） 

【給 食】給食交流（特別支援学校） 

【５校時】競歩やオリンピックの学習③（６年生） 

オリンピアンに話を聞いたり、
実技体験することで、メディア
の向こう側にあったオリパラが
身近なものになりつつある。 
          （教員） 

図書や情報のコーナーを設置し、日常的にオリンピック・
パラリンピックへの興味・関心を高める取組を実施 

図
書
コ
ー
ナ
ー 

情
報
コ
ー
ナ
ー 



オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組 ５ 

10月31日（火）伊豆の国市立大仁中学校 

 パラスポーツ体験 

生徒の声（まとめの活動より） 
・募金活動をし、市に点字ブロックを増やしたい。 
・自分もオリ・パラ大会を支援したい。 
・伊豆の国市のよさを伝えたい。 

ブラインドサッカー 共走 リレー シッティングバレーボール 

ゴールボール 

意識調査の結果 
Ｑ オリンピック・パラリンピックに興味があるか？ 
Ａ ６０％の生徒が興味があると回答 
Ｑ オリンピック・パラリンピックをもっと知りたいか？ 
Ａ ８９％の生徒がもっと知りたいと回答 



オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組 ６ 

12月14日（木） 

伊東市立八幡野小学校 杉山祥子 氏 

 講演会・バレー実技指導 

アテネ、北京オリンピック 
バレーボール日本代表 

・オリンピック選手の凄さ 
 を実体験して感動した。 
・夢や目標に前向きに努力 
 することの大切さを学んだ。 
     （6年生児童） 

図書や情報のコーナーを設
置し、日常的にオリンピック・
パラリンピックへの興味・関
心を高める取組を実施 

＜図書室オリパラコーナー> 

12月20日（水） 

平野真理子 氏 

 講演会 <児童編・保護者編> 

卓球日本代表 平野美宇選手元コーチ 



オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組 ７ 

12月19日（火） 

県立伊豆総合高校 

 藤田征樹 氏 講演会 

リオパラリンピック自転車ロード競技 

 銀メダリスト 藤田征樹 氏 

修善寺駅構内に「伊豆ベロドローム」をモチーフにし
たカウントダウンボードを設置し、オリンピック・パラ
リンピックへの興味・関心を高める取組を実施 



福岡県 小学校 

オリンピック新種目の考案と実施 

ショート綱引き やり投げをヒントにした「スカッとやり投げ」 

 

他県における教育推進校の実践例 参考URL 

宮城県 小学校 

オリンピック・パラリンピックを「描く」 

観戦したい、応援したい種目を絵で表現する 

 

京都府 高等学校 

オリンピックを題材とした集団演技 

体育祭においてオリンピックをテーマにした集団演技を創作・表現 

 

福島県 小学校 

ホストタウンとの交流学習 

スイスについて調べ、生活文化を知る（総合的な学習の時間） 

スイスの菓子作り体験（家庭科） 

スイスマラソン（業間活動） 

石川県 中学校 

おもてなしプロジェクト  

在住の市の魅力を調査・発信 

無人駅草刈り・清掃 

市民マラソン大会ボランティア 

 

中核拠点URL <担当教育推進校の実践例> 
筑波大学    http://core.taiiku.tsukuba.ac.jp/projecttop 
日本体育大学 https://www.nittai.ac.jp/ncope/index.html 
早稲田大学   https://www.waseda.jp/prj-w-olypara/ 
 

関係団体参考URL 
東京都   https://www.o.p.edu.metro.tokyo.jp/about-education 
日本財団パラリンピックサポートセンター   https://www.parasapo.tokyo/ 
オリンピックパラリンピック教材   https://education.tokyo2020.org/jp/teachers/texts/ 
 



教育内容について 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

オリンピック・パラリンピックそのものを学ぶ教育、オリンピック・パラリ

ンピックを通じた教育を下記のテーマから選択し事業を実施する。 
                    （計画書・報告書に記載） 

スポーツ及びオリンピック・パラリンピックの意
義や歴史に関する学び 

マナーとおもてなしの心を備えたボランティア
の育成 

スポーツに対する興味・関心の向上、スポー
ツを楽しむ心の育成 

日本の伝統、郷土の文化や世界の文化の理
解、多様性を尊重する態度の育成 

スポーツを通じたインクルーシブな社会（共生
社会）の構築 



展開方法 

① 教科教育型 

  教科における教材としての活用 

② 総合型 

  総合的な学習の時間の活用（教科を越えた総合的な実践） 

③ 行事・発表型 

  学校行事の活用（文化祭・体育祭など） 

④ イベント型 

  オリンピック・パラリンピック教育を全面に出したイベントの開催  

   （講演会・体験教室など） 

⑤ 生活型 

  日常生活（運動活動）にオリパラを関連付けた活動 

⑥ 交流型 

  他国の文化や言語を学ぶ・他国の学校などと交流をする・校種を越えた交流 


