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Olympic and Paralympic Games

オリンピック・パラリンピック
教育推進事業



スポーツ庁「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」

（１）趣旨
「２０２０年東京大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」（平成２７年１１月２７日閣議決定）
において、政府は「大会開催を契機に、オリンピック・パラリンピック教育の推進によるスポーツの価値や効
果の再認識を通じ、国際的な視野を持って世界の平和に向けて貢献できる人材を育成する」方針を示しました
この事業は、前記方針の実現に向け、オリンピック・パラリンピック・ムーブメントを全国に波及させ、東京
２０２０大会を成功させるため、オリンピック・パラリンピック教育を開催都市だけでなく全国に展開していきま
した。

（２）オリンピック・パラリンピック教育
スポーツ庁及び関係団体からなる「オリンピック・パラリンピック教育全国中核拠点会議」にて、オリンピ
ズムの教育的価値（努力から得られる喜び、フェアプレー、他者への敬意、卓越性の追求、身体・意志・知性
の調和）、パラリンピックの価値（勇気、強い意志、インスピレーション、公平）の普及に向けて、以下の５
つのテーマが設定されました。

Ⅰ 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
Ⅱ マナーとおもてなしの心を備えたボランティアの育成
Ⅲ スポーツを通したインクルーシブな社会（共生社会）の構築
Ⅳ 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
Ⅴ 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

（スポーツ庁ホームページより引用）

。
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福島県教育委員会「オリンピック・パラリンピック教育推進事業」

（１）趣旨
オリパラ教育地域拠点である福島県教育委員会は、これまで、県内の６市町の小学校、中学校、特別支援学
校と県立高等学校、県立特別支援学校を推進校として、オリンピック・パラリンピック教育を進めてきました。
推進校の取り組みは、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会復興推進ふくしまアクションプラ

ンの基本目標３「『未来』のふくしまの創造」の具体的アクションとして、子どもの夢、希望の育成に向けて
実践されました。

（２）事業内容
・県教育委員会主催オリンピック・パラリンピック教育推進委員会の設置
・全国セミナーへの参加および県内セミナーの開催における研修機会の提供
・オリンピック・パラリンピック教育推進校での研究実践
・県教育委員会主催の地域報告会とオリンピアン、パラリンピアン等の講演会等の開催
・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の理解促進

（３）福島市の取り組み

福島県教育委員会から委託を受け、福島市は平成２９年度から令和３年度までこの事業に取り組み、市立小学
校・中学校・特別支援学校合わせて１３校が実施しました。

各校の取り組み（主なものを抜粋・敬称略）

〈 平成２９年度 〉

①御山小学校
・講演・デモンストレーション
「郷土ふくしまのトップアスリートに学ぼう」

あおき さ や か

講師：青木沙弥佳（東邦銀行陸上競技部）
にへい ひでこ

二瓶秀子（福島県体育協会）
・オリンピックやパラリンピックの歴史、内容等に
ついての調べ学習

②平野小学校
・シッティングバレーボールの体験
・オリンピアン講演会

ちだ けんた

講師：千田健太（フェンシング）

③北沢又小学校
・オリンピアン講演会

やましたこうへい

講師：山下航平（陸上競技）
・パラリンピアン講演会

ましこ めぐみ

講師：増子恵美（車いすバスケットボール）

④吉井田小学校
・オリンピアン講演会「夢を実現する心構え」

かとういずみ

講師：加藤和（水泳）
・各教科等におけるオリパラ教育実践（ゴールボー
ル体験、スイスについての調べ学習、スイスのお
菓子作り など）

⑤佐原小学校
・ボッチャ教室

むらかみみつてる

講師：村上光輝（ボッチャ日本代表監督）
えんどう ひろみ

遠藤裕美（ボッチャ）
・オリンピック・パラリンピックについての調べ学習

⑥土湯小学校
・講演会「おもてなし講座」

えがみ

講師：江上いずみ（筑波大学客員教授）
・デモンストレーション・実技指導
「夢へ向かって めざせハードラー」

しむら ひとみ

講師：紫村仁美（東邦銀行陸上競技部）
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⑦福島第三中学校
・パラリンピアン講演会

さとう ともみ

講師：佐藤智美（東邦銀行陸上競技部）
よしだ ま き こ

コーディネーター：吉田真希子
（東邦銀行陸上競技部コーチ）

⑧蓬�中学校
・パラリンピアン講演会

かとう けんと

講師：加藤健人（ブラインドサッカー）
・ブラインドサッカーの体験

⑨大鳥中学校
・講演会「おもてなし講座」
講師：江上いずみ（筑波大学客員教授）

・講演会「夢へ向かって 諦めない心」
講師：吉田真希子（東邦銀行陸上競技部コーチ）

⑩福島養護学校
・陸上競技の実技指導

きくち てつろう

講師：菊池徹郎（相馬農業高等学校教諭）
・フライングディスク教室
講師：日本障害者フライングディスク連盟

〈 平成３０年度 〉

①御山小学校
・講演・実技指導「パラリンピックとふくしまの障
がい者スポーツ」
講師：増子恵美（県障がい者スポーツ協会）、
車いすバスケットボールチーム「TEAM EARTH」

・講演「グローバルマナーとおもてなしの心」
講師：江上いずみ（筑波大学客員教授）

②平野小学校
・講演「夢の実現に向けて」・競技体験
講師：千田健太（フェンシング）

③北沢又小学校
・講演・「郷土を代表する陸上選手との交流」
講師：青木沙弥佳（東邦銀行陸上競技部）

・パラリンピック教材「I'm POSSIBLE」の授業

④吉井田小学校
・オリンピアン講演会
講師：山下航平（陸上競技）

・各教科等におけるオリパラ教育実践（チューリッ
ヒ日本人学校児童との交流、スイスのお菓子作り
など）

⑤土湯小学校
・講演「足がなくても夢は叶えられる」

すずき たけし

講師：鈴木猛史（チェアスキー）
・講演・実技「ふくしまとスポーツを楽しむ心

～夢へ向って～」
講師：青木沙弥佳（東邦銀行陸上競技部）

⑥佐原小学校
・ソフトボール日本代表選手との交流
・オリンピック・パラリンピックから共生社会を考
える

⑦蓬�中学校
・講演会

いわむらあきのり

講師：岩村明憲（福島レッドホープス監督）
・野球・ソフトボール競技福島市開催の経緯につい
ての学習

⑧大鳥中学校
・シッティングバレーボールの体験教室

まるやまうちゆうすけ

講師：増子恵美・丸山内雄大
（県障がい者スポーツ協会）

・おもてなしの心に学ぶ教室
講師：江上いずみ（筑波大学客員教授）

⑨福島養護学校
・ボッチャ体験教室

こくぶん あきお

講師：國分章夫（県立大笹生支援学校教諭）
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〈 令和元年度（平成３１年度）〉

①御山小学校
・ボッチャ体験会
講師：國分章夫（県立大笹生支援学校教諭）

・オリンピック・パラリンピックについての調べ学習

②吉井田小学校
・ボッチャ体験教室
講師：丸山内雄大（県障がい者スポーツ協会）

・各教科等におけるオリパラ教育実践（生け花体験
教室、ベトナムのお菓子作り など）

③佐原小学校
・パラリンピック種目ゴールボール体験

かわしま ゆうた

講師：川嶋悠太（ゴールボール）
・「道で咲かせよう東北の花プロジェクト」への参加

④平野小学校
・講演会・ボッチャ体験
講師：増子恵美・丸山内雄大

（県障がい者スポーツ協会）

⑤蓬�中学校
・講演会「私の努力と挑戦」
講師：山下航平（陸上競技）

・保健体育科でのオリンピックに関する学習

⑥大鳥中学校
・講演会「スポーツによる生きる力」

さくらい ゆか

講師：櫻井由香（バレーボール）

⑦福島養護学校
・車いすバスケットボール体験教室

にかいどうしゅんすけ

講師：二階堂俊介（県立大笹生支援学校教諭）
・ボッチャ、フライングディスクの体験

〈 令和２年度 〉

①吉井田小学校
・オリピアンからのビデオメッセージ視聴
山下航平（陸上競技）

・各教科等におけるオリパラ教育実践（ピクトグラ
ムクイズ、スイス・ベトナム料理実習、パラリン
ピックについての調べ学習など）

②荒井小学校
・講話「オリンピックと私」・短距離走実技指導

さとう まゆ

講師：佐藤真有（陸上競技）
・講話「パラリンピックについて知ろう」・ボッ
チャ実技指導
講師：國分章夫（県立大笹生支援学校教諭）

③佐原小学校
・パラスポーツ体験型出前授業「あすチャレ！スク
ール」の実施

ながお よしふみ

講師：永尾嘉章（パラ陸上競技）
・学習発表会「佐原っ子フェスティバル」での発表

④平野小学校
・講演「フェンシングを学ぼう」
講師：千田健太（フェンシング）

・シッティングバレーボ－ルの体験

⑤水保小学校
・講演・実技「オリンピアンによる陸上教室

～夢・目標を叶えるために」
講師：青木沙弥佳（東邦銀行陸上競技部）

・オンラインのワークショップ型授業「あすチャ
レ！ジュニアアカデミー」の実施

まじままこと

講師：馬島誠（パラ・パワーリフティング）

⑥大鳥中学校
・講演「甲子園への道」

さいとう ともや

講師：斎藤智也（聖光学院高等学校所属）
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⑦福島養護学校
・ボッチャ体験教室

講師：國分章夫（県立大笹生支援学校教諭）
・オリンピック・パラリンピックの意義とパラスポ
ーツについての学習

〈 令和３年度 〉

①平野小学校
・オリンピック・パラリンピックに関する調べ学習
・「フラワーレーンプロジェクト」への参加

②佐原小学校
・「道で咲かせよう東北の花プロジェクト」への参加
・学習発表会「佐原っ子フェスティバル」での発表

③吉井田小学校
・シッティングバレーボール、ボッチャの体験
講師：丸山内雄大（県障がい者スポーツ協会）

・講話「オリンピックと私」・実技「陸上競技」
講師：佐藤真有（陸上競技）

・吉井田オリンピック２０２１開催

④荒井小学校
・パラスポーツ体験「ボッチャ」
講師：國分章夫（県立大笹生支援学校教諭）

・講話・体験「車いすバスケットボール」
講師：二階堂俊介（県立大笹生支援学校教諭）
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⑤水保小学校
・「道で咲かせよう東北の花プロジェクト」への参加
・講演・実技「パラリンピック伴走者によるトライ
アスロン教室～夢・目標を叶えるために～」

きくち ひ で こ

講師：菊池日出子（トライアスロン）

⑥吾妻中学校
・講演「あきらめない心～夢に向かって～」

ささき まな

講師：佐々木真菜（東邦銀行陸上競技部）

⑦ふくしま支援学校
・オリンピック・パラリンピックの意義とパラスポ
ーツについての学習

・ボッチャ、フライングディスクの体験
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