
ＮＯ 日付 学校名 競技・種目等 内容 講師 ねらい 公開

1 4月17日～26日布田小学校 陸上 走り方教室 ゆめおり陸上クラブ
オリンピアン等のアスリートを招き，全校児童を対象に走り方教室を行い，走り方
の基礎・基本を学ぶとともに，スポーツに対する関心を高める。

-

2 4/18 杉森小学校 野球　投げ方教室
教員への実技研修
体験・実技

東京読売ジャイアンツ 正しいボールの投げ方を学び、ベースボール型ゲームに親しむことにより，スポー
ツに対する関心を高める。

-

3 5/1 染地小学校 車いすラグビー 講演会・体験会 官野　一彦
日本とを代表とするパラリンピアンから、体験談や夢に向かっての講話を聞き、パ
ラリンピックに興味をもつ。体験会を通して、パラリンピアンの力を体感し、パラリン
ピックを身近に感じる。

○

4 5/8 第二小学校 かけっこ教室
走り方，スタートのコツの指導，オリンピックについ
て

ひめゆり陸上
クラブ

正しい走り方を知り，走の運動に親しむことにより，スポーツに対する関心を高め
る。

-

5 5/18 染地小学校 陸上 走り方教室 澤村　博
実技講習を通して、自分の走り方を見直したり、オリンピックを身近に感じたりす
る。

○

6 5/22 杉森小学校 サッカーキャラバン隊
体験，実技
教員への実技研修

FC東京
足でのボールの扱い方を学び、仲間と協力してサッカーを楽しむことにより，スポー
ツに対する関心を高める。

-

7 5/25 杉森小学校 サッカーキャラバン隊
体験，実技
教員への実技研修

FC東京
足でのボールの扱い方を学び、仲間と協力してサッカーを楽しむことにより，スポー
ツに対する関心を高める。

-

8 5/30 杉森小学校 サッカーキャラバン隊
体験，実技
教員への実技研修

FC東京
足でのボールの扱い方を学び、仲間と協力してサッカーを楽しむことにより，スポー
ツに対する関心を高める。

-

9 5/30 調和小学校
基本の運動（ボール運
動）

実技指導 伊東　雄大
基本的なボール投げの仕方を知り、遠くへ投げたり、真っ直ぐ投げたりしながら投
力を伸ばし，ボール運動に親しむ。

-

10 6/6 第二小学校 縄跳び教室 縄跳びのコツの指導 なわとび小助 縄跳びのこつを知り，楽しむことを通して，スポーツに対する関心を高める。 -

11 6/6 調和小学校
基本の運動（ボール運
動）

実技指導 伊東　雄大
基本的なボール投げの仕方を知り、遠くへ投げたり、真っ直ぐ投げたりしながら投
力を伸ばし，ボール運動に親しむ。

-

12 6/7 調和小学校 伝統文化 箏体験教室 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。

-

13 6/12 染地小学校 陸上 走り方教室 澤村　博
実技講習を通して、自分の走り方を見直したり、オリンピックを身近に感じたりす
る。

○

14 6/15 染地小学校 陸上 走り方教室 澤村　博
実技講習を通して、自分の走り方を見直したり、オリンピックを身近に感じたりす
る。

○

15 6/15 調和小学校 伝統文化 箏体験教室 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。

-

16 6/22 染地小学校 陸上 走り方教室 澤村　博
実技講習を通して、自分の走り方を見直したり、オリンピックを身近に感じたりす
る。

○

17 6/27 飛田給小学校 国際理解 留学生との交流(豊かな国際感覚) ＫＵＭＡＲ　ＶＩＫＡＳＨ
留学生との交流を通して，文化の違いや互いの良さに気付き，異文化理解を深
め，受容しようとする態度を育てる。

○

18 6/29 第三小学校 海外文化紹介 海外からの留学生による自国紹介や交流 宮城復興支援センター 留学生との交流を通して，様々な国を理解し，豊かな国際感覚を培う。 -

19 6/30 第七中学校 観光大使 講演 フランシス・マリウス・マツタロウ
２０２０年オリンピックをより身近に感じさせる。
世界ともだちプロジェクト５カ国についての知識・理解を深める。

○

20 ７月 石原小学校 ライフセービング ライフセービング　見学・体験 小林先生 スポーツを通して、オリンピック・パラリンピックの精神を学ぶ -

21 7/7 第五中学校 トップアスリート講演 一流アスリートの講話・交流 ラモス　瑠偉
スポーツを通して夢や目標をもって努力するための生き方についての講話を聴き、
健康的な生活を送り、体力を向上させる方法を知る。

○

22 7/8 第六中学校 全校講演会 メンタルトレーニング講演会 日本メンタルマネジメント　本望　和也 障害者スポーツを理解する。 ○

23 7/11 飛田給小学校 ボッチャ ボッチャ体験(障害者理解）
調布市スポーツ推進委員
秋元　妙美

ボッチャ競技を通して，パラスポーツに興味･関心を高めるとともに，障害をもった方
との交流を図る。

-

24 7/12 第三小学校 落語 体験・講話 立川らくぼ 話芸（落語）を通じて，日本の良き伝統・文化を継承する気持ちを育む。 -

25
 7/13

杉森小学校 サッカーキャラバン隊
体験，実技
教員への実技研修

FC東京
足でのボールの扱い方を学び、仲間と協力してサッカーを楽しむことにより，スポー
ツに対する関心を高める。

-

26 7/14 第五中学校 伝統文化 日本文化・浴衣の着付け体験 鎌田弘美　他５名
オリ・パラ教育推進校として、日本の衣文化である和服についての造詣を深め、和
服の魅力を世界に向けて、自らの力で発信できるように基礎的な技術を習得させ
る。

-

27 7/18 第二小学校 ブラインドサッカー ブラインドサッカー　体験 ブラインドサッカー協会 体験を通して、ブラインドサッカー・視覚障害についての理解を深める。 -

28 7/18 第五中学校 伝統文化 日本文化・浴衣の着付け体験 鎌田弘美　他５名
オリ・パラ教育推進校として、日本の衣文化である和服についての造詣を深め、和
服の魅力を世界に向けて、自らの力で発信できるように基礎的な技術を習得させ
る。

-

29 9/11 杉森小学校 国際理解・国際交流 交流・調べ活動・発表・講話 たづくり　国領国際交流協会
外国の人と交流することにより、世界の国々に興味をもち、自分なりの課題を見付
ける。
自分たちの国、日本のいいところを進んで見付け、自国への愛情を深める。

-

30 9/11 国領小学校 トップアスリート講演 一流アスリートとの公演・交流 佐藤　麻衣子
オリンピアンである佐藤麻衣子さんと大学生を招き、実技指導を通じて、器械運動
への興味関心や、マット運動の技のポイントなどを学ぶ。

○

31 9/11 国領小学校
プロラグビー選手の講
師派遣

一流アスリートとの公演・交流 元社会人ラグビー選手
元社会人ラグビー選手を招き、タグラグビーの実技指導を通じて、タグラグビーの
基本的なルールや、攻撃・守備のポイントなどを学ぶことにより，タグラグビーやス
ポーツに対する興味・関心を高める。

○

32 9/11 第五中学校 卓球 一流アスリートの講話・交流 森薗　政崇
世界大会等で活躍した選手の東京オリンピックに向けて取り組む姿勢を学び、自ら
の目標をもって自らのベストを目指す意欲と態度を育成する

○

33 9/14 第三小学校 国際交流 海外からの留学生による自国紹介や交流 大使館 留学生との交流を通して，様々な国を理解し，豊かな国際感覚を培う。 -
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34 9/14 国領小学校 トップアスリート講演 一流アスリートとの公演・交流 佐藤　麻衣子
オリンピアンである佐藤麻衣子さんと大学生を招き、実技指導を通じて、器械運動
への興味関心や、マット運動の技のポイントなどを学ぶ。

○

35 9/16 第一小学校
オリンピック・パラリン
ピックの精神理解

おもてなしの心とグローバルマナー 江上　いずみ
「グローバルマナーとおもてなしの心」について理解し、実践しようとする心情を高
める。

○

36 9/16 第二小学校 箏体験 箏体験 調布市三曲協会 体験を通して琴への理解を深め、日本の伝統文化を知る。 -

37 9/19 国領小学校 トップアスリート講演 一流アスリートとの公演・交流 佐藤　麻衣子
オリンピアンである佐藤麻衣子さんと大学生を招き、実技指導を通じて、器械運動
への興味関心や、マット運動の技のポイントなどを学ぶ。

○

38 9/21 第二小学校 国際交流 ケニアについての講演 調布市国際交流協会
ケニアの方からの講義を通してアジア、そして外国の文化を理解し、交流を深め
る。

-

39 9/25 富士見台小学校 陸上競技 実演・指導 三宅　修司
オリンピックパラリンピック教育の一環として、陸上競技に関心を持たせると共に、
専門家の指導によりハードル走の技能を高める。

-

40 9/25 国領小学校
プロラグビー選手の講
師派遣

一流アスリートとの公演・交流 元社会人ラグビー選手
元社会人ラグビー選手を招き、タグラグビーの実技指導を通じて、タグラグビーの
基本的なルールや、攻撃・守備のポイントなどを学ぶことにより，ラグビーやスポー
ツに対する興味・関心を高める。

○

41 9/28 上ノ原小学校 国際理解
トーゴ共和国とは
トーゴ共和国のオリンピック出場の歴史

トーゴ共和国　大使館　領事部広報担当
ジュルス　カンコエ　アデュアヨム

トーゴ共和国の歴史や食文化などを知ろう
トーゴ共和国のオリンピック出場の歴史を知り、日本のオリンピック出場歴史と比較
しながら東京オリンピックに向けて気持ちを高めよう

-

42 9/29 深大寺小学校
ボディーコネクション講
習会

身体遊び 玉川みなみ先生 身体遊びを通して、身体を動かす楽しさを味わい，運動に親しむ。 ○

43 9/30 深大寺小学校 キッズヨガ講習会 ヨガ講習 秋山侑紀先生 ヨガに対しての理解を深め、自分の身体を知ることを通して，運動に親しむ。 ○

44 9/30 深大寺小学校 一輪車講習 一輪車実技講習 須郷　真弥 一輪車の扱い方や乗り方を理解する。一輪車やスポーツへの興味関心を高める。 ○

45 9/19～9/30 第八中学校
保健体育科
創作ダンス

ダンス実技指導講師 望月　麻弥
プロダンサーの指導の下，創作したダンス活動を通して，運動・スポーツへの関心
を高める保健体育授業の改善，日常的な運動機会の充実を図り，運動への興味・
関心を高める。

○

46 10/3 第二小学校 落語体験 落語体験 立川晴の輔師匠
講演を通して、日本の伝統文化としての落語の理解を深めるとともに，興味関心を
もつ。

○

47 10/4 第七中学校 フェンシング 講演・実技指導 千田　健太
２０２０年オリンピックをより身近に感じさせる。
実際のオリンピック選手の話をうかがい努力することの大切さ等を学ぶ。

○

48 10/5 飛田給小学校 パラ陸上 スポーツ義足体験・講演会(障害者理解) 池田　樹生　株式会社Ｘｉｂｏｒｇ　株式会社ＬＩＸＩＬ
スポーツ用義足体験を通じて，障害者など自分と違う立場の人がいることを知り，
お互いに尊重しながら自分の立場でベストを尽くすことの大切さや心のバリアフ
リーについて考える。

○

49 10/6 若葉小学校 サッカー プロスポーツ選手との交流 岩政　大樹
サッカー元全日本代表岩政大樹氏による講演とサッカーの実技指導。
スポーツの楽しさや生涯続けていくことの大切さを知る。

-

50 10/6 調布中学校
車椅子バスケットボー
ル

デモンストレーション　・　講演会 三宅　克己
２０２０年東京パラリンピックにおいて、調布市で開催予定の車椅子バスケットボー
ルについて知ることで、オリンピック・パラリンピック全体への興味・関心を高める。

○

51 10/7 若葉小学校 ブレイクダンス ブレイクダンスの演技と講演
ＭＯＲＥＰＯＷＥＲ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ
(ブレイクダンス　Ｏ－ＨＡＳＨＩ氏)

ブレイクダンスグループ、ＭＯＲＥＰＯＷＥＲ　ＹＯＫＯＨＡＭＡによる講演とブレイクダ
ンスの公演。障害などのあるメンバーも含まれるブレイクダンスグループによる講
演とダンス演技を見ることにより、誰とでも仲良くしていくこと、どんな人でもスポー
ツを楽しめることを知る。

○

52 10/11 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
スポーツ選手の実演・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
をつくる機会とする。【スポーツ志向】

○

53 10/13 第四中学校 アンプティサッカー 講演及び模範実技 古城　暁博

「障がいの壁を越えて交流できること」をテーマに障害者アスリートとしてのスポー
ツ
に対する取組、苦労、喜び体験等を講演、模範実技によって、生徒の理解を深め
る。

○

54 10/13 布田小学校
車いすバスケットボー
ル

講演及び体験 齊藤　尚徳
オリンピック・パラリンピック教育の一環として，車いすバスケットボール選手を講師
に招き，児童が話を聞いたり実際に障害者スポーツを体験したりすることで，障害
者スポーツへの理解を深め、東京オリンピック・パラリンピックへの関心を高める。

○

55 10/18 調和小学校
コーディネーショント
レーニング

実技指導 大井　和也
コーディネーショントレーニングを通して、運動能力を高め、感覚の働きと体の動作
を効率よく調和させ、状況にすばやく反応し、適切に体を動かすことができるように
する。これを通して，スポーツへの興味・関心を高める。

-

56 10/３～10/19 第八中学校
保健体育科
創作ダンス

ダンス実技指導講師 望月　麻弥
プロダンサーの指導の下，創作したダンス活動を通して，運動・スポーツへの関心
を高める保健体育授業の改善，日常的な運動機会の充実を図り，運動への興味・
関心を高める。

発表会のみ

57 10/20 国領小学校 バドミントン 夢☆未来プロジェクト 廣瀬栄理子
オリンピアンである廣瀬栄理子さんを招き、夢をもつことの大切さや競技へ臨む
日々の努力の大切さを学ぶ。また、実技指導を通じて、バドミントンへの興味関心
を深める。

○

58 10/24 八雲台小学校 短距離走 走り方教室 船田　大地
スポーツ選手の実演・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
をつくる機会とする。【スポーツ志向】

○

59 10/24 杉森小学校 国際理解・国際交流 交流・調べ活動・発表・講話 たづくり　国領国際交流協会
外国の人と交流することにより、境の国々に興味をもち、自分なりの課題を見付け
る。
自分たちの国、日本のいいところを進んで見付け、自国への愛情を深める。

-

60 10/26 杉森小学校
障がい者スポーツ
（電動車いすサッカー）

講話・実演・体験 吉沢　祐輔
障がいをもつ方との交流を通して、障がいについての理解を深める。
ハンディキャップがあっても、生涯スポーツに親しむ姿から、運動することの大切さ
に気付く。

-

61 10/28 第三中学校 講演 全校講演会 大森　盛一・高田　千明
「夢の実現に向けて～困難に立ち向かう力や挑戦する気持ちの高め方」をテーマ
にパラリンピアンの高田氏とコーチの大森氏に講演・実演をしてもらう。

○

62 10/31 飛田給小学校 ゴールボール
夢･未来ﾌﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ体験・講演会
(障害者理解)

天摩　由貴
障害者など自分と違う立場の人がいることを知り，お互いに尊重しながら自分の立
場でベストを尽くすことの大切さや心のバリアフリーについて考える。

○

63 10/31 調和小学校
コーディネーショント
レーニング

実技指導 大井　和也
コーディネーショントレーニングを通して、運動能力を高め、感覚の働きと体の動作
を効率よく調和させ、状況にすばやく反応し、適切に体を動かすことができるように
する。

-

64 11/1 布田小学校 体操 講演及び実技指導 中瀬　卓也（夢・未来プロジェクト）
オリンピアン・パラリンピアン等のアスリートと子供たちが直接交流する取組を通じ
て，子供たちがオリンピック・パラリンピックの素晴らしさを実感し，スポーツへの関
心を高めるとともに，夢に向かって努力したり困難を克服したりする意欲を培う。

○

65 11/16 調和小学校 ラクロス ラクロスを通して、ニュースポーツに触れる 石渡　圭輔 ラクロスの体験活動を通して、ニュースポーツを知り、関心を深める。 -

66 11/18 飛田給小学校 国際理解 留学生との交流（日本人としての自覚と誇り） 日本で学ぶ留学生　日本学生支援機構
留学生に日本の文化等を紹介する活動を通して、日本文化への関心を拡げ理解
を深めると共に、自国の文化への愛着や誇りを持てるようにする。

○
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67 11/20 神代中学校 サッカー 講演会 釜本　邦茂氏

オリンピアンの話を聞くことでオリンピックについて詳しく知る。
オリンピック出場までなどの道のりについて伺い努力することの大切さを知る。
中学生の時期に大切にして欲しいことを伺い、今後の学校生活や人生に活かして
いく。

○

68 11/21 滝坂小学校

2校時：講話「不便だけど不幸じゃ
ない」（対象：全児童）
3校時：車椅子ラグビー体験学習
（対象：5年生児童）
4校時：車椅子ラグビー体験学習
（対象：6年生児童

講演会と体験交流学習 官野　一彦
障害者及び障害者スポーツ（パラリンピック競技）への理解を深めるとともに，目標
を持って前向きに生きることの尊さや，周囲への感謝を忘れず，あきらめずに努力
し続けることの大切さを学ぶ。

○

69 11/21 多摩川小学校 陸上競技 パラリンピアンの交流会と講演 高橋　勇市
パラリンピアンとの交流を通し、共生社会を実現するための障害者を理解する心を
子どもたちに浸透させる。

○

70 11/22 杉森小学校 野球　投げ方教室
教員への実技研修
体験・実技

東京読売ジャイアンツ
正しいボールの投げ方を学び、ベースボール型ゲームに親しむことにより，スポー
ツに対する関心を高める。

-

71 11/22 国領小学校 トップアスリート講演 一流アスリートとの公演・交流 佐藤　麻衣子
オリンピアンである佐藤麻衣子さんと大学生を招き、実技指導を通じて、器械運動
への興味関心や、マット運動の技のポイントなどを学ぶ。

○

72 11/24 八雲台小学校 茶道 茶道体験 吉野　宗翠
社会科で学習した室町の文化の茶の湯を体験して，実感的な理解を図るとともに，
日本の伝統文化に対する興味・関心を高める。

-

73 11/24 第三中学校 講座
客室乗務員に学ぶマナーと，障害のある方，外国
人の方への対応講座

国際線乗務経験のある客室乗務員
基本的なマナーを知り、日本人としての思いやりの心を持ち、外国の方に温かく出
迎えができるマナーの大切さを知る。

-

74 11/27 第一小学校
基本の運動（ボール運
動・縄跳び）

縄跳び指導・ボールの投げ方指導 伊東　雄大 縄跳びやボール投げのフォームを知り，スポーツへの興味・関心をもつ。 -

75 11/27 富士見台小学校 国際感覚 イタリア料理 高師　宏明
イタリアンシェフによる食文化の講義と監修した給食献立の実施をとおしてイタリア
の文化と日本の文化の違いを理解する。

-

76 11/27 石原小学校 なわとび 短縄・デモンストレーションを見学・体験 なわとび小助 スポーツを通して、オリンピック・パラリンピックの精神を学ぶ -

77 11/28 第一小学校
基本の運動（ボール運
動・縄跳び）

縄跳び指導・ボールの投げ方指導 伊東　雄大 縄跳びやボール投げのフォームを知り，スポーツへの興味・関心をもつ。 -

78 11/29 第三小学校 ブラインドサッカー 体験，講話 日本ブラインドサッカー協会
障害者スポーツを知り，体験することで，障害者理解を図るとともに，目標をもって
努力することの大切さを学ぶ。

-

79 11/29 八雲台小学校 レスリング レスリング体験 岡田友梨　甲斐千恵　井上けい
スポーツ選手の実演・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
をつくる機会とする。【スポーツ志向】

○

80 11/29 石原小学校 なわとび 短縄・デモンストレーションを見学・体験 なわとび小助 スポーツを通して、オリンピック・パラリンピックの精神を学ぶ -

81 １２月 石原小学校 茶道 茶道体験 滝柳先生 日本文化を学ぶ -

82 1２月 飛田給小学校 ボッチャ ボッチャ体験(障害者理解)
調布市スポーツ推進委員
パラリンピアン

ボッチャ競技を通して，パラスポーツに興味･関心を高めるとともに，障害をもった方
との交流を図る。

○

83 12/1 第一小学校
基本の運動（ボール運
動・縄跳び）

縄跳び指導・ボールの投げ方指導 伊東　雄大 縄跳びやボール投げのフォームを知り，スポーツへの興味・関心をもつ。 -

84 12/2 調和小学校
交流（スマイルプロジェ
クト）

おもてなしの心 江上　いずみ
世界各国からお客様を迎える2020年東京大会に向けて、「おもてなしの心」やグ
ローバルマナーを学ぶ機会とする。

○

85 12/5 滝坂小学校 サッカー FC東京ｷｬﾗﾊﾞﾝ隊（対象：1，2年生） FC東京
アスリートからの直接指導の機会を通して，スポーツへの興味関心を高める。
実技を通して「仲間と協力し，考え，楽しむこと」「ボールを通じたアクティブ・ラーニ
ング」を学ぶ。

-

86 12/5 国領小学校 スケートキャラバン 一流アスリートとの公演・交流 鈴木　明子
オリンピアンである鈴木明子さんを招き、夢をもつことの大切さや競技へ臨む日々
の努力の大切さを学ぶ。また、実技指導を通じて、スケートへの興味関心を深め
る。

○

87 12/12 滝坂小学校 サッカー FC東京ｷｬﾗﾊﾞﾝ隊（対象：3，4年生） FC東京
アスリートからの直接指導の機会を通して，スポーツへの興味関心を高める。
実技を通して「仲間と協力し，考え，楽しむこと」「ボールを通じたアクティブ・ラーニ
ング」を学ぶ。

-

88 12/13 第三小学校 フェンシング 体験，講話 東京ガーデンフェンシングクラブ
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，スポーツを行うきっかけをつくる機会とする。

-

89 12/13 富士見台小学校 和太鼓 公演 荒馬座 和太鼓鑑賞を通して、日本の伝統文化への興味・関心を高める。 -

90 12/14 第三中学校 講座 パラディスボール体験 パラレル・ディスカッション
アイマスクをするボールゲームを通して、見えない体験、相手への配慮、伝達する
ことの大切さを知る。

-

91 12/18 調和小学校 伝統文化 和太鼓体験
西岡　泰則
宮崎　敦子

太鼓をたたく活動を通して、日本の伝統文化への興味・関心を高める。 -

92 12/19 第三小学校 水墨画 体験 おかだじゅん様
水墨画を体験し，日本の伝統文化について学び，日本文化のよさを味わえるように
する。

-

93 12/19 滝坂小学校 サッカー FC東京ｷｬﾗﾊﾞﾝ隊（対象：5，6年生） FC東京
アスリートからの直接指導の機会を通して，スポーツへの興味関心を高める。
実技を通して「仲間と協力し，考え，楽しむこと」「ボールを通じたアクティブ・ラーニ
ング」を学ぶ。

-

94 12/21 飛田給小学校 国際理解
ウガンダ共和国派遣体験の講話(豊かな国際感
覚・「もったいない」大作戦・世界ともだちプロジェク
ト）

渡辺　慎平
ウガンダ共和国に派遣体験のある講師を招き、現地の生活の様子を知ることを通
して、異文化理解を深めると共に、世界と日本の食糧事情について関心を高める。

○

95 1月予定 第二小学校 茶道 茶道体験 地域の方 茶道体験を通してお茶の入れ方や礼儀作法、日本の伝統的な考え方を理解する。 -

96 1月予定 第二小学校 サッカー サッカーの指導 FC東京キャラバン
足でのボールの扱い方を学び、仲間と協力してサッカーを楽しむことにより，スポー
ツに対する関心を高める。

-

97 1月 第三小学校 かけっこ教室 体験 ニューモード アスリートに直接触れることによってスポーツへの興味関心を高める。 -

98 1月 上ノ原小学校 福祉関係 アイマスク体験・講話 社会福祉協議会
視覚障害者の日常生活を理解し、自分達ができることを考える。
視覚障害者の気持ちを知ろう。
視覚障害者が参加できるパラリンピックについて調べよう。

-
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99 1月 上ノ原小学校 福祉関係 車いす体験・講話 社会福祉協議会
車いすの人の日常生活を理解し、自分達ができることを考える。
車いすの人の社会を体験しよう。
車いす競技について調べよう。

-

100 １月 北ノ台小学校 車いすラグビー 車いすラグビー　講演会・体験会 未定
障害スポーツとしてのパラリンピックの種目（車いすラグビー）体験をとおして，障害
のある方への理解を深める。

-

101 1月 布田小学校 ブラインドサッカー 講演及び体験 未定

オリンピック・パラリンピック教育の一環として，ブラインドサッカー選手を講師として
お招きし，選手の方に話を聞いたりブラインドサッカーを体験したりすることで，障
害者スポーツへの理解を深め、東京オリンピック・パラリンピックへの関心を高め
る。

-

102 1/13 第六中学校 全校講演会 パラリンピック選手による公演 交渉中 障害者スポーツを理解する。 ○

103 1/15 石原小学校 車イスバスケット 車イスバスケット　見学・体験 車椅子バスケットボール協会 パラリンピック競技・障害者スポーツについて学ぶ -

104 1/16 第三小学校 サッカーキャラバン隊 体験，講話 FC東京 アスリートに直接触れることによってスポーツへの興味関心を高める。 -

105 1/20 第八中学校 全校講演会・実技 ウィルチェアーラグビー 詳細を調整中
ウィルチェアーラグビー日本代表選手の講演と実技を通して、日本代表選手の生
き方と競技について学び、障害についての理解を深める。

○

106 1/22 調和小学校 伝統文化 和太鼓体験
西岡　泰則
宮崎　敦子

太鼓をたたく活動を通して、日本の伝統文化への興味・関心を高める。 -

107 1/23 第三小学校 ボッチャ 体験，講話 健全育成
障害者スポーツを知り，体験することで，障害者理解を図るとともに，目標をもって
努力することの大切さを学ぶ。

-

108 2月 第三小学校 海外の文化紹介 海外からの留学生による自国紹介や交流 留学生との交流を通して，様々な国を理解し，豊かな国際感覚を培う。 -

109 2月 八雲台小学校 ボッチャ ボッチャ体験 秋元　妙美
パラリンピック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機会とする。【スポーツ志向・障害者理解】

○

110 2月 深大寺小学校 なわとび講習 なわとび実演，講習会 生山ひじき 縄跳びのこつを知り，楽しむことを通して，スポーツに対する関心を高める。 -

111 2/1 柏野小学校 短縄跳び 縄跳びパフォーマンスと指導（授業）
なわとび小助
生山ヒジキ

講師のパフォーマンスを通して運動への関心を一層高める。 -

112 2/13 調和小学校 伝統文化 和太鼓体験
西岡　泰則
宮崎　敦子

太鼓をたたく活動を通して、日本の伝統文化への興味・関心を高める。 -

113 2/13 飛田給小学校 ウィルチェアラグビー
ウィルチェアラグビー体験・講演会
(障害者理解)

一般社団法人ｾﾝﾀｰﾎﾟｰﾙ
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝ

車椅子ラグビー体験を通して，パラスポーツに興味･関心を高めるとともに，障害を
もった方との交流を図る。

○

114 2/17 八雲台小学校 ハンドボール ハンドボール体験 調布ハンドボール連盟
スポーツ選手の実演・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
をつくる機会とする。【スポーツ志向】

○

115 3学期 飛田給小学校 ラグビー ラグビー体験（スポーツ志向）
佐々木　文昭
日大ラグビー部員

日本大学ラグビー部員からラグビーの基本について学び、体験することを通して、
ラグビー競技への関心を高める。

○

116 3学期 深大寺小学校 タグラグビー講習会 タグラグビー講習 調布市タグラグビー協会
タグラグビーの実技指導を通じて、タグラグビーの基本的なルールや、攻撃・守備
のポイントなどを学ぶことにより，ラグビーやスポーツに対する興味・関心を高め
る。

-

117 3学期 石原小学校 フェンシング フェンシンング　見学・体験 調整中 オリンピック競技について学ぶ -

118 3学期 石原小学校 お琴（和琴） お琴体験 調整中 日本文化を学ぶ -

119 3学期 杉森小学校
パラリンピック
障がい者スポーツ

講話・体験等
パラリンピックサポートセンター
あすチャレ！スクール

障がいをもつ方との交流を通して、障がいについての理解を深める。
ハンディキャップがあっても、生涯スポーツに親しむ姿から、運動することの大切さ
に気付く。

○

120 3学期 杉森小学校 ラグビー(タグラグビー） 実技指導・デモンストレーション 横河武蔵野アトラスターズ選手
ラグビーというスポーツに触れることで、タグラグビーやスポーツに親しもうとする心
情を育てる。
タグラグビーにつながる動きを学び、仲間と協力をしてゲームを楽しむ。

○

121 3学期 神代中学校 マナー教室 蓮沼純子
元キャビンアテンダントの視点から国際的なマナーや礼儀作法について学び，日本
文化及び国際文化を理解する。

○

122 3学期 神代中学校 マナー教室 蓮沼純子
元キャビンアテンダントの視点から国際的なマナーや礼儀作法について学び，日本
文化及び国際文化を理解する。

○

123 3学期 神代中学校 マナー教室 蓮沼純子
元キャビンアテンダントの視点から国際的なマナーや礼儀作法について学び，日本
文化及び国際文化を理解する。

○

124 未定 第一小学校 陸上運動 講演と体験会 大井　和也
陸上運動のコーディネーショントレーニングを体験し，陸上運動やスポーツへの興
味・関心を高める。

-

125 未定 第二小学校 ボッチャ教室 ボッチャについての実演，公演 秋元　妙美 講演を通して、ボッチャ・肢体不自由の方への理解を深める。 -

126 未定 上ノ原小学校 サウジアラビアの方来訪 サウジアラビア大使館
サウジアラビア大使館の方を招き，サウジアラビアを知るとともに日本の伝統遊び
や八木節等を紹介し，互いの文化について理解を深める。

-

127 未定 石原小学校 ブラインドサッカー ブラインドサッカー　見学・体験 調整中 パラリンピック競技・障害者スポーツについて学ぶ -

128 未定 緑ヶ丘小学校 ブラインドサッカー
第４学年　総合的な学習の時間
体験学習

第４学年　総合的な学習の時間
体験学習

・障害者スポーツトップアスリートと直接触れ合うことで，礼儀・あいさつなどの社会
性，マナーやフェアプレーの精神を育むとともに，スポーツに親しむ心を育成する。

-

129 未定 緑ヶ丘小学校 車いすラグビー
第５，６学年　総合的な学習の時間
講演　体験学習

第５，６学年　総合的な学習の時間
講演　体験学習

児童が障がい者スポーツの魅力を体験することで，障害者への理解を深め，心の
バリアフリーを促進する。

-

130 未定 緑ヶ丘小学校 ゴールボール
第３学年　総合的な学習の時間
体験学習

第３学年　総合的な学習の時間
体験学習

トップアスリートに触れ合い、ゴールボールやパラスポーツに興味をもつとともに，
障害者理解を深める。

-

131 未定 多摩川小学校 サッカー 交流会と講演 元プロサッカー選手との交流会を予定
様々なスポーツを体験することにより、フェアプレーやチームワークの精神を育み、
心身共に健全な人間の育成を推進する。

-
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132 未定 杉森小学校 ラグビー(タグラグビー） 実技指導・デモンストレーション 横河武蔵野アトラスターズ選手
タグラグビーの実技指導を通じて、タグラグビーの基本的なルールや、攻撃・守備
のポイントなどを学ぶことにより，ラグビーやスポーツに対する興味・関心を高め
る。

○

133 未定 杉森小学校
車いすバスケット（パラ
リンピック）

講演・デモンストレーション・体験 未定
車椅子バスケットボールについて知ることで、オリンピック・パラリンピック全体やス
ポーツへの興味・関心を高めるとともに，障害者への理解を深める。

○

134 未定 杉森小学校 ボッチャ（パラリンピッ
ク）

講演・デモンストレーション・体験 未定
ボッチャ競技を通して，パラスポーツに興味･関心を高めるとともに，障害者理解を
深める。

○

135 未定 柏野小学校 茶道の講師 茶道の指導 未定
「おもてなし」の心を，地域の方との交流を通して身近に体験するとともに，日本の
伝統文化のよさを知る。

-

136 未定 柏野小学校 ダンス
外国の文化や生活についての講話を聞き，体験
する。

未定
音楽に合わせて身体を動かす楽しさを体感し，みんなで動きを創る活動を通して，
運動への意欲を高める。

-

137 未定 国領小学校 国際理解教育 大使館員との交流 ＣＭＣプロジェクト（ブラジル）
大使館関係者の方を招き，その国についての特徴や文化の違いなどを知り，進ん
で外国の人と関わろうとする気持ちを育む。

○

138 未定 国領小学校
パラリンピアン・パラリ
ンピック教育

パラリンピアンとの公演・交流 未定
パラリンピアンや障害者スポーツの方を招き、障害者スポーツについてや、アス
リートとしてのあきらめない心について学ぶ。また、その方との交流を通じて、障害
のある方との関わり方を学ぶ。

-

139 未定 調和小学校 伝統文化 墨アート体験 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。

-

140 未定 第三中学校 講座 「勝ち飯」を学ぼう 味の素株式会社
トップアスリートが実践している「勝ち飯」を学び、「強い体作り」の重要性を知るとと
もに，アスリートやオリンピック・パラリンピックへの興味・関心を高める。

-


