
事業 具体的な取組 関係課

オリンピック・パラリン
ピックを活用した教育推
進
【4つのプロジェクト】
資料1

県教委は、平成29年度はオリンピック・パラリンピック教育
推進校（30校）において展開する取組を、年度末には県内に
周知し、各学校で共有していくことで、平成30年度以降の各
学校における取組へつなげていく。
また、各学校の学習を支援できるよう、オリンピック・パラ
リンピック関連等の資料の整備をします。

教育政策課
生涯学習課
指導課
特別支援教育課
体育課

JOCオリンピック教室
資料2

平成29年度は6校で実施する。対象は中学2年。運動が苦手
な生徒でも参加できる工夫された運動とオリンピックの価値
等を学び、今後に生かせる学習内容を行う。

体育課
（東京オリンピック・パ
ラリンピック推進課）

アンチ・ドーピング教育 モデル校を選定し、実施する。 体育課

トップアスリート活用
資料3

競技力向上推進本部事業のひとつ。平成29年度は10～15件
実施する。

体育課

文化プログラム関連イベ
ントの実施 －

文化財課

県内の博物館や文化施設
等を活用した新たな魅力
の掘り起こし

－

文化財課

オリンピック・パラリン
ピックアスリート強化・
支援

オリンピックアスリート強化については、平成29・30年度
は特別強化支援に絞って実施。
パラリンピックアスリート強化については、平成29・30年
度に基礎強化支援、特別強化支援を実施。
平成29年度は、オリンピック121人、パラリンピック基礎
強化36人2団体、特別強化55人、7月に強化指定証授与式を
行う。

体育課

パラリンピック選手発掘 平成29年度は、当該競技22競技中、テコンドー、ア－チェ
リー、シッティングバレー等12競技を実施予定。

体育課
（障害者福祉推進課）

武道館空調設備整備
資料4

平成28年度第1道場の整備完了、平成29年4月より共用開始
済。平成29年度第2道場の整備を実施、平成30年4月より共
用開始予定。

体育課

野球場耐震・大規模改修
資料4

平成28年度基本設計。平成29年度実施設計。平成30・31
年度改修工事を実施、平成32年春より共用開始予定。

体育課

東京オリンピック・パラリンピックに向けた教育庁の取組について

●おもてなし（各種ボランティア・美化活動・花いっぱい運動・外国の人をもてなすマナーやルールを学
ぶ学習等）。
●心のバリアフリー（バリアフリーやユニバーサルデザインについての学習・障害者スポーツの理解・車
いす体験等の福祉に関する活動、道徳等を活用したアスリートの生き方の学習、誰もが一緒にスポーツを
する学習等）。
●スポーツ（体育や社会の時間を通してオリパラの理解を深める学習・JOCやJPCとの連携によるオリ
パラ教育・アンチドーピング教育等）。
●グローバル（一校一国で外国を調べる・自国の歴史や伝統文化を学ぶ・語学力の向上・コミュニケー
ション力の向上・通訳・国旗国歌の意義や大切さ・茶道や華道からの礼儀作法等）。

●文化プログラムの実施に係る国・組織委員会との調整
●文化プログラム関連イベントの実施

●日本遺産を活用した千葉の文化の発信、文化プログラム関連イベントによる千葉の魅力発信
●ＨP等を活用した郷土の歴史や文化の発信

内容

●オリンピアン（オリンピック出場経験アスリート）が教師役となり、自身の様々な経験を通して「オリ
ンピズム」や「オリンピックの価値」等を伝えるとともに、この価値を多くの人々が共有し、日常生活に
も生かすことの出来るものであることを授業を通して学習する。

●ＪＡＤＡ（公益財団法人日本アンチドーピング機構）と連携したアンチ・ドーピング教育を高等学校で
行う。

●オリンピック・パラリンピック選手や国民体育大会等で活躍した選手、監督、トレーナー等を学校や総
合型地域スポーツクラブに派遣し、スポーツ教室や強化練習等を行う。

●機運の醸成及びオリンピック・パラリンピック教育の推進事業

●障害者スポーツ選手のうち、優れた能力を有し、継続してパラリンピック競技に取組み、東京パラリン
ピック出場を目指す選手を発掘するため、トップアスリートによる実技指導を含む競技体験会を実施。
（平成27年度9競技10団体、平成28年度12競技13団体が実施）

●老朽化し、耐震性の不足する総合スポーツセンター野球場について、耐震改修等を行うとともに、施設
機能を充実させるために必要な改修を行う。

●総合スポーツセンター武道館の空調設備整備を行う。

●東京オリンピック・パラリンピックに千葉県ゆかりの選手をひとりでも多く輩出することを目的に行
う。海外遠征、強化合宿、競技用具の整備等の支援を行う。

●選手発掘・育成・強化事業

●施設・設備整備事業



千葉県オリンピック・パラリンピックを活用した教育の取組方針

おもてなしプロジェクト 心のバリアフリープロジェクト グローバルプロジェクトスポーツプロジェクト

目 指 す 児 童 ・ 生 徒 の 姿

○ボランティアに積極的に参加する意欲をも

ち、温かいおもてなしができる児童生徒の

育成

○共生社会の形成者にふさわしい、障害

のある人や高齢者等を含めた他者を理

解する児童生徒の育成

○生涯を通じてスポーツに親しみ、スポーツの

楽しさや感動を分かち合う児童生徒の育成

○自国の歴史伝統文化について理解を深め、

他国の歴史や文化、言語について学び、世

界を舞台に活躍する児童生徒の育成

◎ボランティア精神と温かいおもてなしの気持ち

を育てる活動
○ボランティアに参加しようという意欲を向上させる。

○2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会に主体的

に参画しようとする意識を持たせる。

◎共生社会の形成を目指し、他者を理解しようと

する気持ちを育てる活動
○障害者や高齢者等、他者の理解を深める。

○バリアフリーやユニバーサルデザイン等を通して、生活様

式の多様な在り方を考えられるようにする。

○パラリンピックサポートセンター等との連携等から、障害

者スポーツなどを通じて、相互に支え合い、認め合える心

を育てる。

◎自国と他国の関係に目を向けて、自国の歴史

や伝統文化について理解を深め、他国の歴史

や文化、言語について学ぼうとする気持ちを育

てる活動
○自国の歴史や伝統文化の理解を深める。

○異文化への理解の促進を図る。

○コミュニケーション力の向上を図る。

○語学力の向上を図る。

◎生涯を通じてスポーツに親しみ、スポーツの楽し

さや感動を分かち合う気持ちを育てる活動
○生涯を通じてスポーツに親しむ意欲を育てる。

○オリンピック・パラリンピックへの理解を深める。

・オリンピック・パラリンピックそのものについての学び

・オリンピック・パラリンピック競技の学び

○スポーツを通しての人間教育（フェアプレー、公正公平、

努力の大切さ等）を進める。

○
具
体
的
取
組
例

◇
諸
機
関
と
の
連
携

主な教科等：道徳・総合・国語・特活・部活動な

ど
○各種イベントやスポーツ大会の運営ボランティアに

参加したり、学校支援ボランティアにおいて大人と

一緒に活動したりする体験を通して、ボランティア

活動の意義や多様なボランティア活動を理解させる

学習

○美化活動（校内、校外、地域、海岸など）やゴミ拾

い運動の実施。運動の意義等についての学習

○花いっぱい運動（校内、校外、地域の道路、農業関

係高校で栽培した草花での競技場周辺の装飾）の実

施。草花を育てる意義を通して、おもてなしの意味

を理解させる学習

○外国の人をもてなす際のマナーやルールを学ぶ学習

等

◇商工労働部(ちばプロモーション協議会)

◇環境生活部(県民・生活文化課(都市ボランティア))

◇健康福祉部(障がい者スポーツ協会) 等

主な教科等：道徳・総合・社会・家庭・特活など
○バリアフリーやユニバーサルデザインについて調べ

活動を行い、他者理解や共生社会形成を目指す学習

○障害者スポーツを通じて、パラリンピック競技につ

いて知る活動をきっかけとし、障害者への理解を深

める学習

○車いす体験などの福祉に関係する活動を通じた、他

者理解のきっかけとする学習

○道徳等の時間を活用した、オリンピック・パラリン

ピックアスリートの生き方などの学習

○障害等の有無に関わらずスポーツに取り組み、誰も

が一緒にスポーツをする学習 等

◇健康福祉部（社会福祉協議会、障がい者スポーツ協

会）

◇パラリンピックサポートセンター 等

主な教科等：国語・社会・英語・音楽・図工（芸

術）・特活・道徳・総合など
○「一校一国」で外国について調べる学習。発展とし

てその国との交流をする学習

○自国の歴史や伝統文化についての学習

○博物館等の文化施設を活用した文化遺産等に対する

理解の促進を図る学習

○語学力の向上（観光で訪れた外国人に道案内をした

り、日本の伝統文化を紹介したりすることを想定す

る学習）

○コミュニケーション力の向上（事前キャンプを活用

して積極的に外国の人と交流をする）を図る学習

○観光客への通訳ボランティア（道案内や名物の紹介

等）を想定した学習

○国旗・国歌の意義や大切さの理解を深める学習

○茶道や華道等から礼儀作法の学習 等

◇大学等（留学生との交流等） ◇博物館

◇国際交流協会 等

主な教科等：体育・社会（地歴）など
○体育や社会（地歴）の時間を通して、オリンピッ

ク・パラリンピックの理解を深める学習

○体育の時間を活用し、オリンピック・パラリンピ

ック競技種目を実施する学習（１市町村１競技の

取組等）

○オリパラ時事問題やオリンピック記録を授業の題

材に取り入れる等、オリンピック・パラリンピッ

クへの関心を高める学習

○キャリア教育の取組として、スポーツに関係する

仕事を理解する学習

○ＪＯＣ、ＪＰＣと連携したオリパラ教育の実施

○ＪＡＤＡと連携したアンチ・ドーピング教育の実

施 等

◇ＪＯＣ（日本オリンピック委員会）

◇ＪＰＣ（日本パラリンピック委員会）

◇ＪＡＤＡ（日本アンチ・ドーピング機構）

◇パラリンピックサポートセンター 等

・国内外の大会関係者や観客等を、どこで会っても明る

い挨拶と最高の笑顔でお迎えしている 等

・障害、年齢、国籍等を問わず、公共の場等で困って

いる人を手助けしている 等

・スポーツの魅力に触れ、障害の有無や年齢に関わらず、

誰もが一緒にスポーツを楽しんでいる 等

・日本の良さ（伝統文化等）を十分理解し、観光地等

で世界の人々と臆せず積極的にコミュニケーションが

とれている 等
二
〇
二
〇
年
の
姿

県内公立学校
志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育成し、児童・生徒に無形の遺産（レガシー）として受け継いでいく



資料２ 
ＪＯＣオリンピック教室の開催要項 

                      

                    千 葉 県 総 合 企 画 部 

                       東京オリンピック・パラリンピック推進課 

                               千葉県教育庁教育振興部体育課 

 

１ 実施目的   オリンピアン（オリンピック出場経験アスリート）が教師役となり、オリンピアン

自身の様々な経験を通して「オリンピズム」や「オリンピックの価値」等を伝えると

同時に、この価値はオリンピアンだけのものでなく、多くの人々が共有し、日常生活

にも生かすことの出来るものであることを授業を通して学習してもらう。 

 

２ 主  催   ＪＯＣ（公益財団法人日本オリンピック委員会） 

 

３ 協   力   公益財団法人ＪＫＡ  千葉県  千葉県教育委員会  八千代市教育委員会 

 

４ 後  援  スポーツ庁 

 

５ 実施概要（八千代市立村上中学校の例） 

 

（１）期 日  平成２９年５月２２日（月） ２３日（火） ２日間 

（２）対 象  ２年生（４学級） 

（３）内 容  ・１学級ごと 連続２コマの授業（運動５０分＋座学５０分） 

          運動：オリンピアンの専門競技の技術指導（スポーツ教室）ではなく、運動が苦

手な生徒も参加できるように工夫された内容 

          座学：オリンピアンの経験等を通して、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が推

進する「オリンピックの価値」等を伝えると同時に生徒自身が自分ごとと

して捉え、今後に生かせるような学習内容 

       ・時間割     

  

1時限 

 8：40～ 

「運動」 

2時限 

 9:40～ 

「座学」 

3時限 

10:40～ 

「運動」 

4時限 

11:40～ 

「座学」 

5時限 

 

 

6時限 

 

 

５月２２日 

（月） 

村上 睦子氏 

（２年Ａ組） 

村上 睦子氏 

（２年Ｂ組） 
－ － 

５月２３日 

（火） 

加藤 友里恵氏 

（２年Ｃ組） 

加藤 友里恵氏 

（２年Ｄ組） 
－ － 

 

（４）講 師 

    ①村上 睦子（むらかみ ちかこ）氏                                

バスケットボール日本代表選手  1996アトランタ五輪出場           
②加藤 友里恵（かとう ゆりえ）氏                  

トライアスロン日本代表選手  2016リオデジャネイロ五輪出場     



トップアスリートとの連携で、スポーツ活動に夢と感動を
資料３

日常のスポーツ活動に

加えて・・・

トップアスリートのデモ

ンストレーション

競技力向上推進本部

クラブ活動の参加者

に、技術アドバイス

競技力向上推進本部事務局（千葉県教育庁教育振興部体育課 スポーツ推進室 競技スポーツ班）

〒260-8662千葉市中央区市場町1-1 ℡：043-223-4104 FAX:043-221-6682

実施要領・申請書等のダウンロードはこちらから（キーワード検索『躍進チームちば』）

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/taiiku/sports/kyougiryoku/index.html

申し込み方法 ・ 実施要領等は、こちらへお問い合わせください

○派遣可能な競技種目（オリンピック・パラリンピック競技・国民体育大会正式４１競技）

オリンピック・パラリンピック選手や国民体育大会正式種目を中心に講師のスケジュールと活動内容等の調整ができた場合に派遣手続きを行います。

アスレティックトレー

ナーから障害予防やト

レーニング方法の説明

アスリートや指導者をワンポイント講師として派遣します

「遊・友スポーツランキング

ちば」をアスリートの参加で

盛り上げる

アスリートの体験談を聞いたり、

参加者の質問に答えてもらうトー

クイベント

活動例

活動の組合わせ

講 師：オリンピック・パラリンピック選手や国民体育大会等で

活躍した選手・監督・トレーナー等

派遣先：学校、総合型スポーツクラブ、スポーツ少年団等

経 費：講師の報償費や保険料は、事務局が負担します。



資料４                      平成２９年５月２４日 

体育課 

東京オリンピック・パラリンピックに向けた施設整備について 

 

１ 総合スポーツセンター武道館 

  第１道場空調設備整備、屋根防水工事、床改修工事（平成２８年度完了） 

  第２道場空調設備整備（平成２９年度完了予定） 

 

２ 総合スポーツセンター野球場  耐震・大規模改修事業 

 （１）スケジュール 

   基本設計（平成２８年度完了） 

実施設計（平成２９年度完了予定） 

   改修工事（平成３０年度開始、平成３１年度完了予定） 

 （２）改修内容 

   耐震補強、スタンド屋根の改修、障害者用観覧席の新設（エレベーターを含む）、 

観客席の改修（個席シート化）、給排水・冷暖房等設備改修、外壁・柱の補修及び塗装、 

内装の改修、スコアボードの改修（ＬＥＤ化）、グラウンド拡張及び整備 

 



平成29年度　オリンピック・パラリンピック教育推進校一覧

No 学校名 学校種

1 習志野市立秋津小学校 小学校

2 習志野市立香澄小学校 小学校

3 習志野市立第七中学校 中学校

4 松戸市立大橋小学校 小学校

5 松戸市立小金中学校 中学校

6 流山市立小山小学校 小学校

7 流山市立常盤松中学校 中学校

8 佐倉市立印南小学校 小学校

9 佐倉市立根郷中学校 中学校

10 成田市立久住小学校 小学校

11 成田市立久住中学校 中学校

12 印西市立いには野小学校 小学校

13 印西市立印旛中学校 中学校

14 香取市立小見川北小学校 小学校

15 香取市立佐原第五中学校 中学校

16 山武市立松尾小学校 小学校

17 山武市立山武南中学校 中学校

18 一宮町立東浪見小学校 小学校

19 一宮町立一宮小学校 小学校

20 一宮町立一宮中学校 中学校

21 長生村立一松小学校 小学校

22 いすみ市立太東小学校 小学校

23 いすみ市立大原中学校 中学校

24 館山市立豊房小学校 小学校

25 館山市立第二中学校 中学校

26 千葉県立千葉女子高等学校 高等学校

27 千葉県立八千代高等学校 高等学校

28 千葉県立一宮商業高等学校 高等学校

29 千葉県立桜が丘特別支援学校 特別支援学校

30 千葉県立矢切特別支援学校 特別支援学校

小学校 14校

中学校 11校

高等学校 3校

特別支援学校 2校


