
ＮＯ 日付 学校名 競技・種目等 内容 講師 公開

1 4/28 深大寺小学校 ボクシング いじめ撲滅 高橋　ナオト ○

2 4/28 上ノ原小学校 ダブルダッチ 基本の飛び方、技 柏原　康佑 -

3 5/12 第六中学校 なぎなた なぎなたの実演、リズムなぎなた 調布市なぎなた連盟　関根　惠兒 ○

4 5/28 調和小学校 陸上 ボール投げ教室 伊東　雄大 -

5 6/7 第三小学校 海外文化 海外からの留学生による自国紹介 宮城復興支援センター -

6 6/19 調和小学校 手話 障害者理解 石原　茜、西田　晃子、石黒　けいこ -

7 6/19 第三小学校 サッカー サッカーキャラバン体験・講和 FC東京 -

8 6/21 第三小学校 サッカー サッカーキャラバン体験・講和 FC東京 -

9 6/21 染地小学校 体育 走り方教室 澤村　博 ○

10 6/21 調和小学校 ガイドヘルプ 障害者理解 平賀　邦輝 -

11 6/21 飛田給小学校 車いすバスケ 競技体験及び講演 マリオ・モラン　ほか１名 ○

12 6月 第三中学校 オリパラ まとめ学習、レポート 教員 -

13 7/5 第一小学校 水泳 水慣れ，蹴伸び，バタ足 伊東　雄大・松本　祐太郎 -

14 7/6 調和小学校 日本伝統文化 箏体験教室 原田　眞樹子 -

15 7/7 第六中学校 おもてなし 客室乗務員に学ぶマナー JAL 小森　裕子 ○

16 7/9 滝坂小学校 環境 滝坂の森の復元～小さな生き物と大きな生き物～ 岩間　美代子 -

17 7/12 第三小学校 落語 体験・講和 立川らくぼ -

18 7/13 調和小学校 日本伝統文化 箏体験教室 原田　眞樹子 -

19 7/14 飛田給小学校 ボッチャ ボッチャ体験① 秋元　妙美 ○

20 7/17 第五中学校 日本文化に触れる 浴衣の着付け体験 鎌田　弘美　他５名 ○

21 7/18 第五中学校 日本文化に触れる 浴衣の着付け体験 鎌田　弘美　他５名 ○

22 7/18 緑ヶ丘小学校 国際理解 ミクロネシア大使館との交流 カレン・ロメロ（大使） -

23 7/19 滝坂小学校 おもてなし マナー講座 間野　光 -

24 7/19 滝坂小学校 ハンドボール
「夢★未来プロジェクト」
ハンガリーについて及びハンドボール

ネメシュ・ローランド ○

25 9/8 飛田給小学校 車いすバスケ 競技体験及び講演 三宅　克己　ほか１名 ○

26 9/13 滝坂小学校 福祉 福祉体験 社会福祉協議会 -

27 9/13 北ノ台小学校 カヌー カヌー体験
青梅市カヌー協会
藤野　強（アトランタオリンピック出場）

-

28 9/13 飛田給小学校 国際理解 留学生との交流① 東京外国語大学留学生１名 -

29 9/20 滝坂小学校 茶道 茶道体験 仲村　静子 -

30 9/20 飛田給小学校 国際理解 ウガンダ親善大使との交流 ウガンダ共和国親善大使２名 -

31 9/27 滝坂小学校 環境 草木染め体験から健康的な生活を考える 岩間　美代子 -

32 9/27 第八中学校 ダンス
学習発表会に向けた「現代的なリズムのダンス」の指
導

望月　麻弥 ○

33 9/28 第三小学校 サッカー ブラインドサッカー体験 日本ブラインドサッカー協会 -

34 9月 国領小学校 タグラグビー タグラグビーの指導（４年、クラブ） 金子　巧　他 -

35 10/3 第二小学校 陸上 走る運動・投げる運動の指導を受ける
国士舘大学陸上部コーチ
能登谷　雄太

-

36 10/5 調布中学校 ブラインドサッカー 講演・実演
ブラインドサッカー日本代表
田中　章仁

-

37 10/12 第七中学校 柔道 講演 中村　美里 ○

38 10/17 第二小学校 陸上 走る運動・投げる運動の指導を受ける
国士舘大学陸上部コーチ
能登谷　雄太

-

39 10/20 第八中学校 ダンス
学習発表会に向けた「現代的なリズムのダンス」の指
導

望月　麻弥 ○

40 10/19 飛田給小学校 車いすバスケ 競技体験 三宅　克己　ほか１名 ○

41 10/25 国領小学校 器械運動 マット運動技術指導（３年、５年） 佐藤　麻衣子　他 -

42 10/27 第三中学校 車イスバスケットボール 車イスバスケットボールの体験 三宅　克巳 ○

43 10/29 緑ヶ丘小学校 芸術 サンドアートによる国際理解 ケイブ（サンドアーティスト） -

44 11/6 第三小学校 水墨画 体験 おかだじゅん -
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45 11/10 上ノ原小学校 国際理解 世界の楽器と音楽に慣れ親しむ。 菅野　美奈　他2名 -

46 11/10 調和小学校 教育講演 オリンピアン・パラリンピアンの講演，伴走体験 大森　盛一，高田　千明 ○

47 11/19 第四中学校 オペラ公演
オペラ鑑賞より、世界平和を訴え、国際理解教育を推
進する。

新南田　ゆり　（ピアニスト　高井　清志） ○

48 11/20 北ノ台小学校 サッカー 女子サッカートップ選手が教えるサッカーのすべて NPO法人スフィーダ -

49 11/21 第二小学校 陸上 走る運動・投げる運動の指導を受ける
国士舘大学陸上部コーチ
能登谷　雄太

-

50 11/22 神代中学校 パラサイクリング 経験談等の講演 石井　雅史 -

51 11/26 富士見台小学校 国際理解 イタリア料理 高師　宏明 -

52 11/26 北ノ台小学校 鬼ごっこ
誰もが運動を好きになれる「鬼ごっこ」による運動遊び
プログラム

一般社団法人　鬼ごっこ協会 -

53 11/27 富士見台小学校 陸上 かけっこ教室 宮内　優 -

54 11/27 深大寺小学校 障害者理解 車いす体験 社会福祉協議会 -

55 11/29 八雲台小学校 茶道 茶の湯体験 吉野　宗翠 ○

56 11/29 石原小学校 なわとび 縄跳び教室 藤沢　祥太郎 -

57 11/29 飛田給小学校 国際理解 留学生との交流② 東京外国語大学留学生10名 -

58 11/30 上ノ原小学校 国際理解
トーゴ共和国の大使館を招いて、トーゴ共和国につい
ての理解を深めるとともに日本文化について親しみを
もつ。

ジュルス・カンコエ・アデュアヨム -

59 12/8 柏野小学校 挨拶 挨拶講演会 マナー教育サポート協会 -

60 12/8 飛田給小学校 障害者理解 講演 成澤　俊輔 ○

61 12/10 滝坂小学校 国際理解 ともだちプロジェクト「ジョージア」を知ろう ジョージア大使館員 -

62 12/11 調和小学校 日本伝統文化 墨アート体験教室 市島　博司 -

63 12/13 調和小学校 日本伝統文化 墨アート体験教室 市島　博司 -

64 12/17 調和小学校 ニュースポーツ ラクロス体験教室 石渡　圭輔、明治大学女子ラクロス部 ○

65 12/17 調和小学校 日本伝統文化 和太鼓体験教室 西岡　泰則、宮崎　敦子 -

66 12/18 北ノ台小学校 バスケットボール バスケｯﾄボール教室 アルバルク東京 -

67 12/18 調和小学校 日本伝統文化 墨アート体験教室 市島　博司 -

68 12/19 調和小学校 ニュースポーツ ラクロス体験教室 石渡　圭輔、明治大学女子ラクロス部 ○

69 12/20 第二小学校 車椅子バスケ 体験 三菱電機 未定

70 12/20 調和小学校 日本伝統文化 墨アート体験教室 市島　博司 -

71 12/20 調和小学校 ニュースポーツ ラクロス体験教室 石渡　圭輔、明治大学女子ラクロス部 ○

72 12/21 布田小学校
車いすバスケットボー
ル

講演会と体験教室（５，６年生） 齋藤　尚徳 ○

73 12/21 調和小学校 ニュースポーツ ラクロス体験教室 石渡　圭輔、明治大学女子ラクロス部 ○

74 12月 若葉小学校 バスケットボール 実技指導 森川　悦子 -

75 12月 国領小学校 国際理解 ＣＭＣ大使館プロジェクト フランス大使館 -

76 12月 飛田給小学校 ボッチャ ボッチャ体験② スポーツ推進委員 ○

77 1/12 第六中学校
車椅子バスケットボー
ル

車椅子バスケットボール選手の講演・実演 未定 ○

78 1/16 若葉小学校 近代１０種 陸上競技指導 右代　啓祐 -

79 1/17 滝坂小学校 短縄 （仮）縄跳びにチャレンジしよう！ 生山　ヒジキ -

80 1/17 石原小学校 陸上 走り方教室 東海大陸上部 -

81 1/18 北ノ台小学校 野球 ジャイアンツ小学校訪問 読売巨人軍 -

82 1/21 調和小学校 日本伝統文化 和太鼓体験教室 西岡　泰則、宮崎　敦子 -

83 1/22 石原小学校 ボール運動 バレーボール教室 東海大バレーボール部 -

84 1/26 第八中学校 車いすバドミントン 講演・実演
日本障がい者バドミントン連盟　山崎　悠
麻

○

85 1/31 第三小学校 なわとび パフォーマンス見学・体験 藤沢　祥太朗 -

86 1/31 石原小学校 フェンシング 体験授業 東京ガーデンフェンシングクラブ ○

87 1月中旬 布田小学校 ブラインドサッカー 講演会と体験教室（３，４年生） 葭原　滋男 ○
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88 １月 深大寺小学校 バスケットボール 車いすバスケットボール体験 日本車イスバスケットボール連盟 -

89 1月 多摩川小学校 車いすバスケット 選手との交流・体験 JWBF　三宅　克己 ○

90 1月 調和小学校 陸上 走り方教室 未定 未定

91 2/6 柏野小学校 縄跳び 縄跳びパフォーマンス・縄跳び指導 縄跳び小助 -

92 2/7 第二小学校 ボッチャ ボッチャ体験 秋元　妙美 -

93 2/7 飛田給小学校 車いすバスケ 競技体験 三宅　克己　ほか１名 ○

94 2/8 染地小学校 総合 ボッチャ教室 市川　仁史 ○

95 2/12 調和小学校 日本伝統文化 和太鼓体験教室 西岡　泰則、宮崎　敦子 -

96 2月上旬 滝坂小学校
車椅子バスケットボー
ル

パラスポーツ体験教室 根木　慎志 -

97 2月中旬 柏野小学校 お茶 茶道 祇園寺住職 未定

98 2月下旬 柏野小学校 紙飛行機 紙飛行機を作成 JAL 未定

99 ２月 第三中学校 生活 勝ち飯 味の素 ○

100 ２月 第三中学校 生活 マナー講習 未定 ○

101 ２月 第三中学校 ブラインドサッカー ブラインドサッカー 未定 ○

102 ２月 飛田給小学校 ラグビー ラグビー体験 佐々木　文昭　ほか大学ラグビー部員 -

103 3学期 第三小学校 運動あそび 体験 堀内　亮輔 -

104 3学期 第三小学校 ボッチャ 体験・講和 健全育成 -

105 3学期 多摩川小学校 ブラインドサッカー 選手との交流・体験 未定 ○

106 3学期 多摩川小学校 サッカー 選手との交流・体育学習 佐藤　由紀彦 ○

107 未定 第一小学校 車いすバスケット 講演　実演 GRACE -

108 未定 第一小学校 タグラグビー ルール　基本の動き 日本ラグビー協会　佐々木　文昭 -

109 未定 八雲台小学校 短距離走 走り方教室 中野　浩 ○

110 未定 八雲台小学校 フェンシング フェンシング体験 バトン・トゥ・ザ・ネクスト ○

111 未定 八雲台小学校 レスリング レスリング体験 岡田　翔太 ○

112 未定 八雲台小学校 サッカー ブライドサッカー 未定 ○

113 未定 八雲台小学校 バスケットボール 車椅子バスケットボール体験 未定 ○

114 未定 八雲台小学校 ハンドボール ハンドボール体験 羽田　泰子 ○

115 未定 八雲台小学校 ダブルダッチ ダブルダッチ体験 未定 ○

116 未定 富士見台小学校 伝統文化 獅子舞体験 荒馬座 -

117 未定 石原小学校 伝統文化 茶道教室 瀧栁　嘉市 ○

118 未定 緑ヶ丘小学校 ゴールボール ゴールボール体験 未定 ○

119 未定 緑ヶ丘小学校 ダンス パラリンピアンとの交流 かんばらけんた ○

120 未定 緑ヶ丘小学校 柔道等 オリンピアンとの交流 未定 ○

121 未定 緑ヶ丘小学校 障害者理解 おもてなし活動 未定 ○

122 未定 緑ヶ丘小学校 パラリレー パラリレー体験 未定 ○

123 未定 国領小学校 未定 車いすバスケットボール 未定 未定

124 未定 国領小学校 未定 パラリンピアン講演会 未定 未定

125 未定 第二小学校 日本伝統文化 折り紙教室 未定 -

126 未定 第三小学校 フェンシング 体験 東京ガーデンフェンシングクラブ -

127 未定 八雲台小学校 サッカー ＦＣ東京 ＦＣ東京 ○

128 未定 染地小学校 生活 そば打ち体験 未定 未定

129 未定 杉森小学校 新体操 オリンピアン講演会 田中　琴乃 -


