
ＮＯ 日付 学校名 競技・種目等 内容 講師 概要 公開

1 5/7 第二小学校 陸上 かけっこ教室 堀籠　佳宏他11人
運動会に向けて，一流のアスリートから走り方を
学ぶ。

〇

2
5/9
5/31

滝坂小学校 体力テスト8種目 芝生で体力アップ大作戦 木村　義彦
体力テストの8種目について，どう取り組めばさら
に記録をのばすことができるかを知る機会とす
る。

－

3 5/20 第三中学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング方法の伝達講
習会

中村　万寿生
（調布市立第7中学校教諭）

コオーディネーショントレーニングの基本技能，
基本理論を知る。
コオーディネーショントレーニングを部活動や体
育の授業等に取り入れる基礎力を養う。

〇

4 6/4 八雲台小学校 国際交流

世界の料理「アイルラン
ド」
アイリッシュダンス
アイルランドのお話

白澤　知子／高畑　吉男

各国の特徴的な料理を教えていただき，給食で
その国の文化を体験する。
各国の文化を学び，理解を深め，おもてなしの気
持ちを表す。

－

5 6/8 八雲台小学校 サッカー ＦＣ東京選手会訪問
ラサッド選手/羽生選手/幸野選手
/圍選手

FC東京キャラバン隊によるサッカー教室を通し
て，運動することの楽しさや将来に夢をもって取
り組んでいくことの大切さや，あきらめないで努
力する機会とする。

－

6 6/8 深大寺小学校 サッカー ＦＣ東京選手会訪問
ラサッド選手/羽生選手/幸野選手
/圍選手

選手と実際に体を動かすことを通して，運動・ス
ポーツへの関心や親しみを深め，将来に夢を
もって取り組んでいくことの大切さや，あきらめな
いで努力する気持ちを育む。

－

7 6/8 若葉小学校 サッカー ＦＣ東京選手会訪問 前田選手/東選手/中島選手
ＦＣ東京選手との交流会を通して，運動すること
の楽しさや将来に向けて希望をもって生きること
を学ぶ機会とする。

－

8 6/8 緑ヶ丘小学校 サッカー ＦＣ東京選手会訪問 前田選手/東選手/中島選手
運動・スポーツに対する興味・関心を高めるとと
もに，地域を愛する心情を育む。

－

9 6/10 第四中学校 シンクロナイズドスイミング 講演会 藤丸　真世

・オリンピックに出場するということ
・オリンピックとは
・本校の卒業生として，後輩達に伝えたいこと
をお話しいただく。

〇

10
6/12
6/15
6/23

調和小学校
児童向けコオーディネー
ショントレーニング

ボールを使ったトレーニン
グ

伊東　雄大 専門家の指導により，体育技能の向上を図る。 －

11 6/13 第三小学校 おもてなし マナー講演会 江上　いずみ
東京オリンピックをの会場となる味の素スタジア
ム近くの学校として国際的なマナーや儀礼につ
いて理解する。

－

12 6/13 多摩川小学校 ボッチャ パラリンピアン講演会 秋元　妙美

障害者理解と障害者スポーツへの理解を図り，目標を立て
て取り組み努力することの尊さを学ぶ機会とする。さらに秋
元さんの活動を通し，人と人との関わり方の大切さ，感謝す
る心について考える。ボッチャという競技について理解す
る。

〇

13 6/13 第六中学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング

日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

生徒がコオーディネーショントレーニングを体験
することにより，運動に対して関心を高めさせる。

〇

14 6/20 若葉小学校 シンクロナイズドスイミング 講演会 藤丸　真世
オリンピアンの経験から学んだことを講話として
聞き，強い意志をもって自己の目標を達成しよう
とする気持ちを育む。

－

15 6/30 柏野小学校 ボッチャ パラリンピアン講演会 秋元　妙美
競技を始めたきっかけやパラリンピック出場まで
の話を聞き，あきらめないで努力し，勇気をもっ
て自分らしく生きようとする気持ちを育む。

－

16 7/9 第三小学校 ボッチャ パラリンピアン講演会 秋元　妙美
障害者スポーツがどのようなものであるか理解
を図る。

－

17 7/11 第四中学校 障害者理解 障害者理解
社会福祉協議会を通じて、
障害者４名ほか補助員８名

・障害者理解
・障害体験

－

18 7/11 第六中学校 なぎなた 日本の武道を学ぶ
調布市なぎなた連盟
　関根　惠兒（せきね　けいこ）

武道「なぎなた」から礼儀作法，日本の武道を知
る。

〇

19 7/17 第六中学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング

日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

部活動生徒対象に，各部活動での新チーム作り
のための体幹トレーニングを高める。

－

20 8/25 調和小学校
コオーディネーショント
レーニング

教員研修会
「ラダートレーニングを取
り入れたコーディネーショ
ントレーニング」

大井　和也
日常の体育授業に取り入れられるコオーディ
ネーショントレーニングを学ぶ。

－

21 8/25 調布中学校
１９６４年東京オリンピック
開会式プロデューサー

講演会 竹越　治夫

戦後，初めて開かれた東京オリンピックの当時
の様子を伺い，２０２０年に開かれるオリンピック
に向けて，何が大切であるのかを考えて行動し
ていく態度を養う。

〇

22 8/25 調布中学校 バスケットボール代表 講演会 桑田　健秀
バスケットボール元日本代表，モントリオールオ
リンピックに出場した経験から，スポーツを通して
の生き方や人生観についての講演を聴く。

〇
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23 8/25 調布中学校 スポーツトレーナー
講演会と体幹・チューブト
レーニングの実技

木場　克巳

サッカー日本代表長友佑都選手・大儀見優季選
手の専属トレーナーとして，世界で活躍する選手
の体づくりについてのお話と，実際に体幹・
チューブトレーニングを経験する。

〇

24 8/25 調布中学校

２０２０年東京オリンピック
の誘致活動におけるシン
ボルマーク「ロゴ」の制作
者

講演会 島峰　藍

２０２０年東京オリンピックの誘致活動におけるシンボ
ルマーク「ロゴ」の制作を通して，誘致決定までの経
緯や苦労されたお話を伺い，多くの人々の熱意で２０
２０年東京オリンピックが決定したことを知る。

〇

25 8/25 調布中学校 書写（毛筆）の講師 書写の講習 粕谷　和子

本校書写の外部指導員であり，日本文化部の講
師でもある。書写を通じて，日本を訪れる外国人
選手の皆さんや多くの観光客に対して，日本の
良き文化を支える人になってほしい思いを聴く。

〇

26 8/25 調布中学校 競泳 講演会 田島　寧子
シドニー五輪４００ｍ個人メドレー銀メダリストか
ら，出場した経験によるスポーツを通しての生き
方や人生観についての講演を聴く。

〇

27 8/25 調布中学校 車いすバスケットボール 講演会 蛭子　麻美
車いすバスケットボールを通して，スポーツに対
する取り組み方や生き方・人生観についての講
演を聴く。

〇

28 8/25 調布中学校 競泳 講演会 小山　恭輔

北京パラリンピックにて50ｍバタフライ銀メダル，
ロンドンパラリンピックにて50mバタフライで銅メ
ダルを獲得した経験から，スポーツを通しての生
き方や人生観についての講演を聴く。

〇

29 8/25 調布中学校 スポーツトレーナー 実技講習会 三壁　潤
ＫＯＢＡスポーツに所属するトレーナー。木場克
己氏と共に体幹・チューブトレーニングを体験す
る。

〇

30 8/25 調布中学校 アメリカンフットボール 講演会 井上　友綱
日本人初のＮＦＬに挑戦したアメリカンフットボー
ル選手。新しいことに挑戦することの大切さにつ
いての講演をいただく。

〇

31 8/25 調布中学校 陸上競技 講演会 出浦　教行
２０２０年五輪を目指している４００ｍＨ選手。五
輪を目指している選手のお話を聞いて東京五輪
をより身近にする機会とする。

〇

32 8/25 調布中学校 ハンドボール 講演会 東　俊介
ハンドボール元日本代表主将。五輪予選に出場
し，五輪を目指していた経験から，取り組み方や
生き方・人生観についての講演をいただく。

〇

33 8/25 調布中学校
ブラインド・トライアスリー
ト＆ランナー

講演会 米岡　聡

２０２０年パラリンピック出場を目指しているブライ
ンド・トライアスリート＆ランナー 。五輪を目指し
ている選手のお話を聞いて東京五輪をより身近
感じられる機会とする。

〇

34 8/27 布田小学校
コオーディネーショント
レーニング指導者講習会

講演会
日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

専門講師から講義を受け，コオーディネーション
トレーニングに関する知識・理解を深める

－

35 8/29 第六中学校 国際交流 留学生は先生
国際理解支援協会より
　派遣　４名

諸外国の留学生を講師として招聘し，外国文化
や外国の考え方を学ぶ。

〇

36 8/29 第六中学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング

日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

体育授業の準備運動としてコオーディネーション
トレーニングを実施し，生徒自らが体幹を高めら
れるよう取り組んでいく。

－

37 9/1 染地小学校 陸上 オリンピアン講演会
大森盛一（アトランタ・バルセロナ
出場４×４００ｍＲ入賞アンカー）

オリンピック出場に向けての夢と努力。そして，
現在はパラリンピック出場を目指している選手の
ガイドランナーをつとめている事に関しての講演
を聴く。

〇

38 9/3 八雲台小学校 国際交流
世界の料理「ポルトガル」
ポルトガルの影絵

田中　紅子／ドナテロ・ブリダ

各国の特徴的な料理を教えていただき，給食で
その国の文化を体験する。
各国の文化を学び，理解を深め，おもてなしの精
神を実践する。

－

39
9/8
9/10
9/15

調和小学校 陸上運動 運動会直前「走り方教室」 大井　和也 専門家の指導により，体育技能の向上を図る。 －

40
9/8
9/11

調和小学校 日本の伝統文化 和琴指導 原田　眞樹子
体験を通して日本の文化伝統について理解を深
めるとともに，日本人としての自覚を高める。

－

41 9/9 北ノ台小学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング

日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

体育の授業でコオーディネーショントレーニング
を活用できるようにする。

－

42 9/9 調和小学校 車いす卓球
４年生総合的な学習の時
間「障害者スポーツ」
ゲストティーチャー

柳　亮介
障害者理解と障害者スポーツへの理解を図り，
目標を立てて取り組み努力することの尊さを学
ぶ機会とする。

－

43 9/14 滝坂小学校 高飛び パラリンピアン講演会 鈴木　徹

高校時代に交通事故に遭い義足になった鈴木
選手が，ハイジャンプに出会い，困難を乗り越え
てパラリンピックに出場したことを知ることで，人
としての生き方を考える。

〇

44 9/14 第四中学校 国際交流 留学生は先生 ４名の留学生を予定
・外国の文化や伝統を知る
・外国人と交流
・日本の文化・伝統の再確認

－



ＮＯ 日付 学校名 競技・種目等 内容 講師 概要 公開

平成２７年度オリンピック・パラリンピック教育推進校　講師等を招いた取組内容一覧　　Ｈ28.3.31現在

45
9/24
10/5

八雲台小学校 日本の伝統文化 茶の湯体験 吉野　宗翠他
室町時代から伝わる日本の伝統文化に興味・関
心をもち，日本の伝統的な礼儀・作法やおもてな
しの心を育てる。

－

46 9/26 深大寺小学校 ボッチャ パラリンピアン講演会 秋元　妙美

障害を受け止めながら，パラリンピック競技の取
組に対して努力してきたことや困難を乗り越えて
きたことなどを話していただくことで，強い意志や
不撓不屈の精神を養う。

－

47 9/26 神代中学校 車いすバスケットボール
車椅子バスケット選手講
演会

ＧＲＡＣＥ
障害者スポーツを身近で学ぶことにより，努力す
る心，あきらめない心を育てる。

－

48
9/29
10/8
10/19

国領小学校 サッカー ＦＣ東京キャラバン隊 ＦＣ東京コーチ
FC東京キャラバン隊によるサッカー教室を通し
て，スポーツの楽しさを知り，目標に向かって努
力することの大切さを学ぶ。

－

49 9/30 第一小学校 体育科 校内研究会（体育） 鈴木　聡
研究を通して、教師の授業力を高め、児童の運
動への興味・関心を高める。

－

50 10/2 布田小学校
コオーディネーショント
レーニング児童指導並び
に講習会

授業並びに講演会
日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

専門講師から講義を受け，コオーディネーション
トレーニングに関する知識・理解を深める

－

51
10/6
10/13

八雲台小学校 器械体操 体操教室 水島　宏一

スポーツ選手の講話・実演・指導等を通してふれ
合うことにより，スポーツが本来もつ楽しさを経験
し，普段運動をしない子供たちが今後，自主的に
スポーツを行うきっかけをつくる。

－

52
10/9
10/16
10/23

染地小学校 陸上 実技指導・模範演技
澤村博（日本陸協強化委員・元日
本大学陸上部監督）
現役アスリート数名

オリンピック選手を多数指導した立場から，正し
い走り方を学ぶ。特に小学生時に身に付けてほ
しい基本を，運動力学的に学ぶ。対象は，児童と
教職員とする。

〇

53 10/13 石原小学校 ボッチャ パラリンピアン講演会 秋元　妙美
障害者理解と障害者スポーツへの理解を図り，
目標を立てて取り組み努力することの尊さを学
ぶ機会とする。

－

54 10/21 第一小学校 ボッチャ 自分にチャレンジプロジェクト
（東京都「夢・未来」プロジェクト）

蛭田　健一郎
佐藤　駿
東京ボッチャ協会

児童がパラリンピアンと直接交流することによ
り，パラリンピックへの関心を高める。

－

55 10/23 若葉小学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング

日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

子どもたちに身体を動かすことの楽しさを伝え，
身体づくり，動きづくりを実践する指導者の養成
と効果的な子どもたちの体力運動能力を向上さ
せるための指導方法を学ぶ。

－

56 10/26 八雲台小学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング

日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

体を動かす楽しさを味わわせることで、生涯を通
して運動に取り組む児童を育成する。

－

57
10/27
10/29
11/5

上ノ原小学校 サッカー ＦＣ東京キャラバン隊 ＦＣ東京コーチ

FC東京キャラバン隊によるサッカー教室を通し
て，運動することの楽しさや将来に夢をもって取
り組んでいくことの大切さや，あきらめないで努
力する気持ちを育む。

－

58 10/27 第三中学校
ハンマー投げ
円盤投げ

オリンピック出場選手講
演会

室伏　由佳

スポーツに対する取組を通じて，自己コントロー
ル力を養う。
挫折やプレッシャー体験から得た，モチベーショ
ン維持の重要性を理解する。

〇

59 10/29 八雲台小学校 ハードル
体育　「ハードル走」
「走り方教室」

三宅　修司

スポーツ選手の講話・実演・指導等を通してふれ
合うことにより，スポーツが本来もつ楽しさを経験
し，普段運動をしない子供たちが今後，自主的に
スポーツを行うきっかけとする。

－

60 11/7 第六中学校 おもてなし マナーエチケット講座 ＡＮＡビジネスソリューション
外国の方等に対して，日本の「おもてなしの心」
を学ぶ。

〇

61 11/7 第六中学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング

日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

前回の指導が根付いているかを確認させる。さら
に上級のトレーニングや課題箇所の指導を実践
する。

－

62 11/14 調和小学校 ボッチャ パラリンピアン講演会 秋元　妙美
障害者理解と障害者スポーツへの理解を図り，
目標を立てて取り組み努力することの尊さを学
ぶ機会とする。

〇

63 11/17 緑ヶ丘小学校
コオーディネーショント
レーニング

実技研修会
日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

「コオーディネーショントレーニング」の理論や指
導上のポイント等を本校教職員が理解する。

－

64
11/17
11/18

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
調布市は近代五種フェンシング（エペ）の開催地
である。この機会にフェンシングへの興味・関心
を深める。

－

65
11/18
11/20

第二小学校 ブラインドサッカー
ブラインドサッカーを用い
た体験型授業

ブラインドサッカー協会

視覚障害のある選手と接することで障害者は特
別な人でないことに気付く。目が見えない状態で
のチームプレイからコミュニケーションの大切さを
学ぶ。

〇

66 11/20 緑ヶ丘小学校 新体操 「YOKOSO」プロジェクト
（東京都「夢・未来」プロジェクト）

田中　琴乃

オリンピックアスリートを招聘し、オリンピック競技
の取組に対して努力してきたことや困難を乗り越
えてきたことなどを話していただくことで、夢や目
標をもって生きていく大切さやオリンピックに向け
て自分たちにできることは何か等を本校児童に

〇
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67 11/20 第五中学校
車いすバスケットボール
アイススレッジホッケー
ブラジリアン柔術

車椅子スポーツ選手講話 堀江　航
障害者理解と障害者スポーツへの理解を図り，
目標を立てて努力することの尊さを学ぶ機会と
する。

－

68 11/20 第七中学校 車いすバスケットボール 講演会 京谷　和幸

オリンピアンを講師として招き，オリンピックにま
つわる話や実体験を聞かせていただくことでより
オリンピックというものを身近に感じる機会とす
る。

〇

69 11/26 神代中学校 陸上 講演会 為末　大
オリンピアンとの交流を通して，運動やスポーツ
への興味・関心を一層高めるとともに，夢をもつ
ことの大切さを育てる。

－

70 11/27 富士見台小学校 ダブルダッチ ダブルダッチ体験 大平　裕二

ダブルダッチのパフォーマンスを見たり，ダブル
ダッチの体験を通して，縄跳びの面白さ，幅広さ
を味わい，進んで運動に取り組もうとする態度を
育む。

－

71 12/4 富士見台小学校 日本の伝統文化 伝統芸能体験 荒馬座
伝統芸能，郷土の踊りや太鼓などの楽器に親し
むことで，郷土を愛する心や伝統文化を大切にし
ようとする態度を育む。

－

72 12/5 第六中学校 車いすランナー アスリート講演会
財団法人東京マラソン
　副島　正純　（そえじま　まさず
み）

道徳授業地区公開講座と連携を図り，「障がい」
から目標をもち，自立をして新たな目標に向かっ
て取り組む姿とチャレンジ精神を学ぶ。

〇

73 12/7 北ノ台小学校 国際交流 ゴスペルワークショップ ＮＯＢＵ（鬼無宣寿）
ゴスペル音楽の鑑賞や体験学習を通して他国の
文化に興味を持つ。

－

74
12/7
12/10

柏野小学校
コオーディネーショント
レーニング

コオーディネーショント
レーニング指導

日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

コオーディネーショントレーニングを体育の授業
に取り入れ，脳・神経・筋肉などの調和的発達を
目指す。

－

75
12/8
12/15
12/22

滝坂小学校 サッカー ＦＣ東京キャラバン隊 ＦＣ東京コーチ

FC東京キャラバン隊によるサッカー教室を通し
て，運動することの楽しさや将来に夢をもって取
り組んでいくことの大切さや，あきらめないで努
力する気持ちを育む。

－

76
12/14
1/25
2/8

調和小学校 日本の伝統文化 太鼓指導 西岡　泰則／宮崎　敦子
太鼓を叩く活動を通して，日本の文化伝統を学
ぶ機会とし，２月の学習発表会で学習の成果を
発表する。

－

77

12/14
12/15
12/21
12/22

調和小学校 日本の伝統文化 墨絵アート 市島　博司
体験を通して日本の文化伝統について理解を深
めるとともに，日本人としての自覚を高める。

－

78 12/17 国領小学校 ボッチャ パラリンピアン講演会 秋元　妙美
パラリンピック出場経験者の体験談や実技を通
して障害者に対する理解を深め，目標に向かっ
て努力することの大切さを学ぶ。

－

79
12/18
1/14

杉森小学校 ダブルダッチ
ダブルダッチチーム実演
と体験会

Ｘ－ＥＡＧＬＥ
（日本ダブルダッチ協会）

コオーディネーショントレーニングの一環として，
縄跳びの学習を通して身体の使い方を学ぶ機会
とする。

－

80 12/22 北ノ台小学校 体操 オリンピアンとの交流 田中　理恵
オリンピック選手との交流を通してスポーツへの
理解を図り，目標を立てて努力することの尊さを
学ぶ機会とする。

－

81
1/13
 1/20
 1/28

第二小学校 サッカー ＦＣ東京キャラバン隊 ＦＣ東京コーチ
ＦＣ東京のコーチによるサッカー教室を通して運
動することの楽しさを知り，地元のスポーツ団体
の活躍を通して，地域に対する愛着心を高める。

〇

82 1/16 第八中学校 アンプティサッカー 講演会 古城　暁博

ｼﾄﾞﾆｰﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ100ｍ８位入賞。現在ｱﾝﾌﾟﾃｨｻｯ
ｶｰ日本代表として競技の普及発展を願う講師と
のふれあいを通して、前向きに生きる人生観に
触れ、生き方について考える。

〇

83
1/19
1/26
2/9

富士見台小学校 サッカー ＦＣ東京キャラバン隊 ＦＣ東京コーチ

FC東京キャラバン隊によるサッカー教室を通し
て，運動することの楽しさや将来に夢をもって取
り組んでいくことの大切さや，あきらめないで努
力する気持ちを育む。

－

84 1/22 多摩川小学校 短なわ 実技指導 生山　ヒジキ

ロープスピッキング選手権において数々の賞を
獲得した，生山さんを招聘し，短なわの技や競技
の楽しみ方いろいろな技を披露していただきなが
ら，技能を習得する。

－

85 1/23 染地小学校 福祉体験指導 アイマスク体験 調布市社会福祉協議会 障害者理解 〇

86 1/23 飛田給小学校 陸上 オリンピアン講演会 大森　盛一
オリンピック･パラリンピックの精神に則り，他者
理解と平和の心を育む。

－

87 1/26 第三小学校 なわとび なわとび名人による講演 生山　ヒジキ
なわとび実技指導を通してなわとびへの興味・関
心を高め難しい技などに挑戦する気持ちをもた
せる。

－

88 1/26 飛田給小学校 国際理解
外国人留学生ゲスト
ティーチャーの講演及び
児童との交流

ヒッポファミリークラブ調布

留学生から自国の文化や歴史について学び，ま
た日本のよさを紹介することを通して，多文化理
解への意識を高めるとともに，日本の文化や伝
統を大切にしていこうとする気持ちを育てる。

－
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89 1/28 八雲台小学校 ボッチャ パラリンピスト講演会 秋元　妙美他
障害を乗り越えてパラリンピックに出場したこと
についての思いを聞くことで，障害者理解を深め
人権意識を高める。

－

90 1/28 柏野小学校 縄跳び なわとび名人による講演 生山　ヒジキ
なわとび旬間の取組の実施にあたり，なわとび
に対する児童の関心を高め，技能向上を目指し
て積極的に取り組んでいく意欲をもたせる。

－

91 2/4 八雲台小学校 国際交流 世界の料理「サモア」 大使館職員

各国の特徴的な料理を教えていただき，給食で
その国の文化を体験する。
各国の文化を学び，理解を深め，おもてなしの精
神を実践する。

－

92
2/8
2/15

第二小学校 バスケットボール 東京サンレーブス教室 東京サンレーブス選手
東京サンレーブスの選手によるバスケット教室を
通して，運動することの楽しさを知るとともに地元
で活躍するスポーツ団体について知る。

〇

93 2/10 緑ヶ丘小学校
コオーディネーショント
レーニング

モデル授業
日本コーディネーショントレーニン
グ協会（ＪＡＣＯＴ）

「コオーディネーショントレーニング」を本校教職
員が今後，体育学習に取り入れ，指導できるよう
にする。

－

94 2/10 北ノ台小学校 国際交流 留学生交流

マルティネス　ノリエガ　エドガーホサ

ファット

マリアバディ　ファラハニ　マルジェ
ウェドゥラオゴ　イセン　アジズ

海外からの留学生と交流し，日本との生活習慣
の違いやその国の文化を学ぶ

－

95 2/15 北ノ台小学校 和太鼓 和太鼓体験 西岡　泰則
和太鼓の練習を通して，日本の伝統文化につい
て学ぶ。

－

96 2/18 第三小学校 器械運動 器械運動の実技指導 水島　宏一
オリンピアンによる器械運動の実技指導により
器械運動への興味・関心を高める。

－

97 2/19 第二小学校 タグラグビー 横河アトラスターズ 横河アトラスターズ選手
横河アトラスターズの選手によるタグラグビー教
室を通して，運動することの楽しさを知るとともに
地元で活躍するスポーツ団体について知る。

〇

98 2/19 北ノ台小学校 茶道 茶道体験 小川　佳江 茶道を体験し，日本の伝統文化について学ぶ。 －

99 3/3 調布中学校 日本文化及びおもてなし 茶道体験

調布市交流協会理事
調布中学校同窓会長
茶道師範
瀧柳　嘉一

日本の伝統文化である「茶道体験」をすること
で、東京オリンピックに訪れる諸外国の方を「お
もてなし」する心を学ぶ

－

100 3/8 第五中学校 陸上 部活動技術指導 拓殖大学陸上競技部 種目において技術向上を図る －

101 3/22 第七中学校 タッチラグビー 講習会 奈良　英明

タッチラグビーに触れ，特性を知り，豊かなス
ポーツ経験の一つとする
タッチラグビーで学んだ動きを，部活動など自分
の現在のスポーツ活動に生かす

－

102 3/30 第五中学校 バスケットボール 部活動技術指導 株式会社　ＥＲＵＴＬＵＣ 種目において技術向上を図る －


