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【高校】 

１ 鹿島台商業高等学校 

２ 松山高等学校 

３ 石巻西高等学校 

４ 泉高等学校 

５ 南郷高等学校 

６ 利府高等学校 
 

【特別支援学校】 

１ 拓桃支援学校 
 



２０１９年度「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」 

事業実施報告書 

 

 

 

道府県・政令市名【 宮城県 】 

学校名【 宮城県鹿島台商業高等学校 】 

 １実践テーマ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ（複数選択可） 

 ２実施対象者 

（学年・人数） 

対象学年：３学年８０名（講演，研究・企画・発表等） 

     １学年７８名（講演） 

 ３展開の形式 （１）学校における活動 

 ①教科名（３学年：地域ビジネスプランニング（学校設定科目）） 

     （１学年：ビジネス基礎） 

 ②行事名（講演活動：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特

別講演） 

     （学習成果発表会：発表者３学年，先行生徒参加） 

 ③その他（ 

（２）地域における活動 

 ①イベント名（互市，わらじ祭り，デリシャストマト祭り等） 

 ②その他（ 

 ４ 目 標 

（ねらい） 

学校が所在する地域（大崎市鹿島台地域及び隣接する松山町駅，品井沼駅周辺）の魅

力について調査研究行い，地域とのふれあいの中からコミュニケーション力を養い，少

子高齢化が進む地域への交流人口を拡大させるための課題を解決していくことを目的と

する。特に２０２０年のオリンピック･パラリンピックを視野に入れ，県内外はもとより

海外からの観光者を誘致するための工夫を高校生の目線で考える。 

 ５ 取組内容 講演活動としては，３学年は『海外旅行者向け世界農業遺産大崎耕土を高校生と巡る

「駅からハイキング」を企画している３年生に対して，交流人口を拡大させるための方

法とその効果について理解を深め，今後の調査や研究，企画・実施に向けての一助とす

る。また，観光ビジネスによる地域への経済効果等を学び，商業の役割を理解する。』 

１学年は『商業を学ぶ上で，交流人口拡大の意義やオリンピック・パラリンピックを

ビジネスチャンスと捉え，前回の東京オリンピックの経済的成果を理解し，２０２０オ

リンピック・パラリンピックが地域へもたらす影響を考える。』これらを目的に講演活

動を２回実施した。 

１回目は宮城学院女子大学教授宮原育子氏による３学年には『地域の資源を活用した地

域観光』１学年には『観光の役割とインバウンド観光ビジネスについて』講演をいただ

いた。地域資源の活用の仕方や観光者を誘致するための方法，観光を素材としたビジネ

スに関して学んだ。 

２回目は福島イノベーションコースト構想推進機構西嶋利安氏による『震災復興を目指

した取組』について講演をいただいた。東日本大震災で被災し，9年前の震災直後の姿を

残している地域があること。しかしながら復興一丁目一番地として，先進的な取組によ

りめざましい歩みを進めている地域がオリンピック・パラリンピックを契機に諸外国か

らの訪問者を招くために実施している取組を知る機会となった。その中で，この地域で

もできることは何か？を考える講演となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 スポーツを通じ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 



調査・研究・発表については，３学年が地域ビジネスプランニングの授業の中で，地

域への交流人口拡大を目指した取組として『駅からハイキング』の企画を行った。鹿島

台駅・松山町駅・品井沼駅の３駅を起点に１８の班に分かれ，国内旅行者向けと海外旅

行者向けの企画を年間通して行いった。調査ではフィールドワークを行い，実際に担当

する地域を歩いて，計画した行程を確認した。 

この取組のまとめとして，学習成果発表会を令和2年1月22日に実施した。予定とし

ては実践・検証まで行う予定ではあったが，学校等の事情により，実践・検証は次年度

に新３学年が引き継いで行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この他に1学年は本校職員による講演前の事前学習として『観光とは何か？』について

授業を行っている。 

 ６ 主な成果  3学年のフィールドワークや地域研究の中で，地域理解が深まった。学習成果発表会を

コンペ形式で行ったこともあり，他班との差別化を図るため工夫された企画が出され，

研究の成果が見て取れた。また，1学年も含めて，講演前にはそれほど興味関心がなかっ

たオリンピック・パラリンピックだったが，この大イベントによる訪日外国人による経

済効果や地域にもたらす様々な影響を考える良い機会となった。 

 特に3学年においては，最終学年でもあり，地域を改めて見直すことで地域愛が育まれ

たことが大きな成果であると考える。 

 ７実践において 

   工夫した点 

 （事業の特色） 

 『海外旅行者向け世界農業遺産大崎耕土を高校生と巡る「駅からハイキング」』をテ

ーマに行ってきたが，基本的に生徒主体で取り組むことを前提に行い，教員側は見守る

ことを徹底した。初めのうちは何かと教員を当てにするように質問が多かったが，答え

は言わずにヒントのみを伝え続けることで，生徒間で相談しながら事を進めるように成

長していった。 

 生徒が主体的に調べていくことで，教員も知らなかった新たな発見があったり，放課

後に自主的に地域へ調査に足を運ぶなどの学ぶ意欲が養われたと感じている。 

 ８主な課題等  「駅からハイキング」はＪＲ東日本との連携により企画しているもので，実施時期や

実施内容に関して，ＪＲ東日本との連絡調整が必要である。行程の中で地域や他校との

連携も必要となることから，地域協働の組織作りを進めている。 

 課題は，起点とする駅が鹿島台・松島町・品井沼の３駅であり，フィールドワークを

実施していくためには，生徒の移動手段として電車を利用しなければならない。そのた

め生徒が移動するための予算について，今後検討していかなければならない。 

 ９来年度以降の 

実施予定 

継続予定 

今年度は実践・検証が未実施に終わったため，次年度に今年度の企画を実践・検証し

た上で，新たに調査・研究を行い企画していきたいと考えている。 

 









 

２０１９年度「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」 

事業実施報告書 

 

 

 

道府県・政令市名【  宮城県  】 

学校名【 宮城県石巻西高等学校 】 

１実践テーマ Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ ･ Ⅴ（複数選択可）  

２実施対象者 

 

（学年･人数） 

・保健体育：全学年生徒518名 

・地歴公民：２学年86名，3学年15名 

・国際理解講演会：1学年160名，2学年160名 

・オリンピアン講演会：運動部生徒116名  

３展開の形式 （１） 学校における活動  

① 教科名（ 保健体育・地歴公民 ） 

② 行事名（ 国際理解講演会 ） 

③ その他（ オリンピアン講演会 ） 

（２） 地域における活動 

① イベント名（        ） 

② その他  （        ） 

４ 目 標 

（ねらい） 

・パラリンピックの理念を知り，障害者理解を深め，共生すること

の大切さを感じる。 

・オリンピアンからの講演を聞くことにより，スポーツを通して何

を学び，それをいかに自己形成と結びつけていくかを考える。 

・国際協力の現状や世界の問題，課題について学ぶとともに，自己

の役割を考え，どのような社会貢献ができるかを模索する機会とす

る。 

・国際的な視野を広げ，2020オリンピック・パラリンピック東京

大会への機運醸成につなげる。 

５ 取組内容 ① 教科における取り組み 

【保健体育】 

IPC(国際パラリンピック委員会)教材「I’mPOSSIBLE」を視聴

することで，パラリンピックの理念やパラリンピアンの強い意志を

知るとともに，各種目への理解を深めた。 

また，パラリンピック正式種目「ボッチャ」を実際に体験した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 スポーツを通じ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 



【地歴公民】 

本校教諭が，2019年度JICA東北･JICA二本松｢教師海外研修

[タンザニア](7/28～8/7)｣に研修者として派遣されたことをう

け，当該教諭による異文化理解を目的とした授業が実施された。2

学年｢地理｣，3学年｢地理探究｣の授業においてタンザニアの歴史や

地形気候，産業，紛争などについ

て授業をすすめていき，10 月

18 日(月) に開催された本校主

催「まなびフォーラム」では，3

年地理探究にて「日本とタンザニ

アのちがいを考える」と題した研

究授業を実施した。 

 

② 行事における取り組み 

【国際理解講演会】 

・６月25日(火)  

テーマ「交流：日本とセネガル」 

セネガルからの留学生を講師としてお招きし，セネガルでの生活

の様子や，将来についての考え方等について講演いただいた。 

・６月２５日(火)  

テーマ「貢献：海外青年協力隊としてキルギスで経験したこと」 

元海外青年協力隊の方を講師としてお招きし，派遣先であるキル

ギスでの経験や，それが自分の人生にどのようなものをもたらした

か，キャリアプラン等について講演いただいた。 

・１月21日(火)  

テーマ「共生：海外青年協力隊としてグアテマラで経験したこと」 

元海外青年協力隊の方を講師としてお招きし，派遣先であるグア 

テマラの教育に関する現状や，それに対し日本がどのような支援 

を行っているか等について講演いただいた。 

 

③ その他の取り組み 

【オリンピアン講演会】 

10月22日(火･祝) 

 演題「good loser－負けの経験をどう生かしていくか－」 

ロンドンオリンピックフェンシング銀メダリスト 千田健太氏 

をお招きし講演いただいた。オリン

ピックでの貴重な経験や，失敗を次

につなげることの重要性などさま

ざまなお話を聞くことができた。銀

メダルを参加者全員に触らせてい

ただくなど，なかなかできない経験

もさせていただいた。 

 



６ 主な成果 

 

【保健体育】  

パラリンピアンの境遇や強い意志を知ることを通し，自分に置き

換え，生き方や役割を考えることができた。また，ボッチャが単純

な動作のみで行うことのできる競技であることから，運動の得意不

得意にかかわらずどの生徒も積極的に参加することができた。回が

進むにつれ，グループで互いに協力しながら作戦を練るなど競技の

面白さまで実感している様子が見られた。 

【地歴公民】 

タンザニアにおける課題についてグループワークを行い，答えの

ない問いに取り組む姿勢を育んだ。また，１つの指標だけではなく

多方面から物事をとらえる視野をもつとともに，他の多様性に気づ

き受け入れる機会とした。 

【国際理解講演会】 

国際協力の現状や世界の課題，協力隊員としての経験談，他国と

の考え方の違いを聞き，異文化理解につなげることができた。また，

交流・共生・貢献の３つのテーマによる講演会から，自分が国際社

会において何ができるかを考える機会となった。 

【オリンピアン講演会】 

失敗を次につなげることや，全力の試行錯誤が非常に重要である

ということなど，オリンピアンによる貴重な話を聞くことができ

た。講演後は多数の質問が出るなど，生徒が自分ごととして考え活

かしていこうとする姿が見られた。 

７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

本校は教育重点目標に「国際理解」が掲げられており，以前か

ら「国際理解教育」に力を入れてきたため，上記のような活動を

スムーズに取り入れることができた。また，東松島市が「SDGｓ

未来都市」に認定されたことから，地域からの協力を得やすい環

境にあったといえる。 

８主な課題等 特になし 

９来年度以降の

実施予定 

これらの活動は，来年度以降も継続していく予定である。国際的

な視野を持ち，被災地校としての取り組みや本地域の復興状況を世

界に発信していけるような生徒の育成を引き続きめざしていきた

い。 

 



 

２０１９年度「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」 

事業実施報告書 

道府県・政令市名【 宮城県 】 

学校名【 宮城県泉高等学校 】 

１実践テーマ Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ ･ Ⅴ（複数選択可）  

２実施対象者 

 

（学年 ･人数） 

泉高等学校 

英語科 第１学年 （男子 １２名・女子 ２４名） 

英語科 第２学年 （男子 ７名・女子 ３３名） 

 

３展開の形式 （１） 学校における活動 

行事名（英語科 1・2学年 イングリッシュキャンプ） 

４ 目 標  

 （ねらい） 

本校の英語科における様々な教育・学習活動を通じて，日本文化

への理解を深めるとともに,異文化理解・国際交流に主体的に取り

組む態度を養う。 
５ 取組内容 １・２年生英語科の宿泊研修において，様々な国のALTから文

化や言語について教わる活動や，ALTに日本や東北の良さを英

語で伝える活動を行った。 

６ 主な成果 

 

生徒の感想より 

2年生女子：英語は文法を学んだり、長文を読んだりするだけで

は習得できないということを改めて感じました。もっと英語で人

とつながりたいです。 

1年生女子：異文化理解として多くの国々の文化を知ることがで

きたし、ALT とのコミュニケーションの機会が多くあったので

英語力も向上していると思う。 

７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

生徒が発信する活動の際は、事前の準備をしっかり行わせ、自信

を持って相手に伝わるようにした。伝わることが一番の自信につ

ながる。 

８主な課題等 一部で性格的に積極的に外国人とコミュニケーションをとれな

い生徒もいた。 

９来年度以降の

実施予定 

今年度実施できなかった「パラリンピック理解教育」などを取り

入れて継続していきたい。 

 

 



 

２０１９年度「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」 

事業実施報告書 

道府県・政令市名【 宮城県 】 

学校名【 宮城県泉高等学校 】 

１実践テーマ Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ ･ Ⅴ（複数選択可）  

２実施対象者 

 

（学年 ･人数） 

泉高等学校 

海外研修参加生徒 

（普通・英語科 1学年 男子 １５名 女子 ２５名） 

３展開の形式 学校における活動 

行事名（普通・英語科 1学年 海外研修 ） 

４ 目 標  

 （ねらい） 

本校の英語科における様々な教育・学習活動を通じて，日本文化

への理解を深めるとともに,異文化理解・国際交流に主体的に取り

組む態度を養う。 
５ 取組内容 （予定）１年生普通・

英語科の海外研修にお

いて，オーストラリア

現地校の生徒に対し

て，英語で日本文化等

を紹介するとともに，

東京オリンピック・パ

ラリンピックをPRす

る活動を行う。 

              （写真は昨年度） 

６ 主な成果 

 

昨年度海外研修の感想より 

男子：この１０日間で、学んだことはたくさんありました。その

なかでも一番大切なことは自ら話すことだと思いました。言語が

違うからこそ、何か言わなければ、自分の状態は知ってもらえま

せん。相手が悟ってくれるわけもありません。だからこそ、自分

の積み重ねてきた語学力で伝えなければなりません。 

女子：５日間現地校に通い、私たちは多くのことを学ばせてもら

いました。学校でやることは全てのことが新鮮に感じられ、毎日

学校に行くたびに色々なことを吸収でき、家に帰ってからホスト

ファミリーにその日学校で学んだことについて質問したり、もっ

と詳しいことを聞けたりして、さらに理解を深めることができた

と思います。特にアボリジニの学習をしたとき、私はドリームタ

イムのことがよくわからなかったので、ホストマザーに聞いたと

ころ、教養がない子供たちでもこの世の不思議なことが理解でき

るように作られた架空のお話であると教えてもらえました。学校

で教わったことによって日本以外の国の文化が少し理解できた

気がしてとても嬉しかったです。 



７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

生徒が、日本文化や東京オリンピック・パラリンピックについて

発信する活動の際は、事前の準備をしっかり行わせ、自信を持っ

て相手に伝わるようにした。伝わることが一番の自信につなが

る。 

８主な課題等 一部で性格的に積極的に外国人とコミュニケーションをとれな

い生徒もいた。 

 

９来年度以降の

実施予定 

今年度実施できなかった「パラリンピック理解教育」などを取り

入れて継続していきたい。 

 

 



 

２０１９年度「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」 

事業実施報告書 

 

 

 

道府県・政令市名【宮城県】 

学校名【宮城県南郷高等学校】 

１実践テーマ Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ ･Ⅴ（複数選択可）  

２実施対象者 

 

（学年 ･人数） 

宮城県南郷高等学校 全校生徒 計１２２名 

1学年３４名 ２学年４０名 ３学年４８名 

３展開の形式 （１） 学校における活動 

① 教科名（体育） 

② その他（ＬＨＲ全校生徒，総合的な探究の時間：１学年義

足体験学習） 

（２） 地域における活動 

① イベント名（１学年被災地復興支援） 

② その他  （        ） 

４ 目 標  

 （ねらい） 

スポーツを通して持続可能な社会について考え，地域に貢献する力

を育む。 

◆オリンピック・パラリンピックを題材にして，持続可能な社会に

ついて考える。 

◆被災地復興支援や地域貢献の一環として，地域の方々とスポーツ

交流を行い，共生社会や社会貢献について考える機会をつくる。 

◆フェアプレイ精神や思いやり，ボランティア精神，多様性を尊重

する態度等を育ませる。 

５ 取組内容 １．ＬＨＲ 全校生徒対象 ９月５日（木）１時間 体育館 

オリンピズムやフェアプレイ精神を学び，日常生活や将来に活か

せることを考え，「開催まであと１年，令和時代最大イベント『東

京オリンピック』」をテーマに実施した。 

五輪開催決定の瞬間や2016年リオ五輪で活躍した日本選手の

映像，2020 年東京五輪の概要について紹介してから，リオデジ

ャネイロ五輪で活躍した選手のインタビューやエピソードからフ

ェアプレイについて考えさせた。その内容とオリンピックシンボル

やクーベルタンの言葉，オリンピズムを関連させてまとめとした。 

 

２．義足体験 １学年対象 

① 事前学習 １０月２３日（水）１時間 

自分たちが生きている地域社会を知り，課題を見つけて，被災地

復興支援活動で自分たちが何をすべきかを考える機会とした。 

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 スポーツを通じ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 



② 義足体験 １１月７日（木）２時間 総合的な探究の時間 

実際に義足での運動を体験することを通して，障がい者や高齢者

にとって住みやすい場所にするためにはどのような工夫が必要か

を考えるヒントを得ること，そして，人々の多様な在り方を相互に

認め合えるインクルーシブ社会や共生社会を生きる現代において

地域として何が課題として挙げられるのか，現代的な課題や持続可

能な社会について考える機会とした。 

当日は，東京都にある鉄道弘済会の 2 人をお招きして，義足体

験を通して高齢者や障がい者について考えた。生徒はなかなか触れ

ることのない義足を実際に全員が履いて歩くことや筋電電動義手

の操作や足底版の型取りといった体験も行えた。今回の授業を通し

ての生徒の感想は，「義足を作るのが大変そう」，「義足・技手を使

うのには相当な慣れが必要」，「困っている人や高齢者の方に声をか

けるなど何かできることを手伝い，協力したい」などがあった。 

こうした学習を通して，社会の課題の発見や解決に向けて他者と

協働しつつ主体的に取り組む態度や多様性の尊重（人間としての共

通性，他者への共感，思いやり等），公徳心（マナー，フェアプレ

イ精神，ボランティア精神，おもてなし精神等）の育成・向上を図

ることができた。 

 

③ 事後学習 

義足体験の事後学習を被災地復興支援活動の事前学習と位置づ

けて進めていった。 

 

３． 被災地復興支援活動 

ボランティアで復興してきている地域での住民の方々との交流

を通じて，被災者の方々の心に寄り添うことの大切さや難しさを学

ぶ活動である。本校より２０キロほど離れた石巻の復興住宅内にあ

る公民館を会場に，農産物販売，餅つきとふるまい，歌（キーボー

ドとカホンを伴奏にして「パプリカ」を合奏），ボッチャ交流（歌

班とボッチャ班は，復興住宅住民への支援活動の宣伝も兼ねた）の

４つの班に分かれて支援活動に取り組んだ。ここではボッチャ交流

が本事業に当たる。 

① 事前学習 １２月５日（木）２時間，１２日（木）１時間 

テーマや役割を決めて，なぜボ

ッチャを行うのか，何のためにボ

ッチャを行うのか，どのようにし

て楽しんでもらうのかなど役割

ごとに考えながら事前準備にと

りかかった。 

 



② 当日１２月１３日（木） 

地域の方にルール説明をし，審判として一緒にゲームを楽しん

だ。それぞれの役割をしっかりと果たしており，自分から地域の

方々に積極的に話しかけ，交流する様子が見られた。 

 

③ 事後学習 

１２月１９日（木）で振り返り，１月９日（木）は発表準備，１

月１６日（木）・２４日（金）は発表会でこの活動を締めくくった。  

発表では，ボッチャで交流した理由を，障がい者や幅広い年代の

人たちが安全に取り組めるスポーツがボッチャであるために取り

組んだと述べていたことから，地域課題や共生社会について考える

ことができたと思われる。 

 

６ 主な成果 

 

義足体験を終えてから行ったアンケートでは，被災地復興支援活

動に向けて，「困っている人や高齢者に声をかけたり，何かできる

ことを手伝って少しでも協力したりする」，「ボランティア」の必要

性をあげている生徒が多かった。 

そして，実際に被災地復興支援活動を終えてのアンケートから，

ボランティア活動を通して他者に貢献し感謝されることやわかり

やすく説明することができたこと，多くの人と話すことができたこ

とへの喜びを感じていたことがうかがえる。普段はコミュニケーシ

ョンが苦手な生徒も，地域の方に親しく話しかけてもらうことで，

自然と笑顔で受け答えをすることができていた。 

また，それぞれが自分の役割や責任を果たしていたといった感想

があったが，一方で自分たちに向けた評価として，改善点について

課題を見つけていたこともあげられていたことから，そのことも成

果の一つといえる。 

７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

○教科横断的な学び 

全校生徒を対象としたＬＨＲや体育授業，総合的な探究の時間，１

学年の被災地復興支援活動を相互に関連させてつなげることで理

解を深めさせた。 

○学習したことを学校外（被災地復興支援）で活かす場を設けた。 

８主な課題等 ○これまでの教育活動をオリパラ教育という角度から見つめると，

オリパラ教育といえる活動は結果として実践されていた。今後は，

意図的・計画的・組織的に他の教育活動とリンクさせながら，タイ

ミングやどのような教材，アプローチが生徒の興味関心を高め理解

度を深め広がっていくのか，研究していく必要がある。 

○復興五輪・パラリンピックを果たす２０２０東京大会となるため

には，東日本大震災の被災地にいる高校生としてまた宮城県として



何をすべきなのか，生徒とともに考え発信する必要がある。それが

オリパラ教育の一つになると考える。 

○一過性の取り組みではなく，担当者が変わっても，２０２０開催

後にも継続する必要がある学習活動については継続・発展させて取

り組みたい。 

９来年度以降の

実施予定 

生徒が自ら企画を立てて運営することを通して学び合う場をつ

くっていきたい。スポーツやオリンピック・パラリンピックを題材

にしたムーブメントが生徒から提案されて，自分たちで課題に取り

組めるような学びの場を設けることである。これからの生活や社会

で答えのない課題に直面したとき，自分の考えをもち，そして他者

と協働してよりよいものを創出することにつながるからである。 

 



 

２０１９年度「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」 

事業実施報告書 

 

 

  

道府県・政令市名【 宮城県 】 

学校名【 宮城県利府高等学校 】 

１実践テーマ 【 Ⅲ・Ⅴ 】  

２実施対象者 宮城県利府高等学校 スポーツ科学科2年次（2クラス） ７8名 

３展開の形式 （１） 学校における活動 

① 教科名（スポーツ総合演習） 

② 行事名（       ） 

③ その他（       ） 

（２） 地域における活動 

① イベント名（        ） 

② その他  （        ） 

４ 目 標  

 （ねらい） 

講師の講演およびボッチャの実技体験を通して，特別な支援を必要

とする人に対しての支援の在り方を学び，すべての人々が社会やスポ

ーツに参画できる社会づくりへの振興発展にかかわることができる

資質や能力を育む。 

５ 取組内容 （2019.１０.１８ 金） 

一般社団法人 日本ボッチャ協会 強化指導部長 村上光輝 氏による

講演（演題｢共生社会とスポーツの可能性｣）およびボッチャ実技体験 

 本校スポーツ科学科では，競技力向上に関する知識・技能について

学習するだけではなく，これからの社会でスポーツの振興・発展に寄

与していくために，障がい者スポーツに関する学習・体験も実施して

いる。今までゴールボールやフロアバレー，ブラインドサッカーなど

の体験も実施しているが，本年度は本事業を利用して，ボッチャに関

する講演および実技体験を実施した。 

 ボッチャは，脳性麻痺などの運動能力に障がいがある競技者向けに

考案されたスポーツであり，リオパラリンピックで日本は銀メダルを

獲得している。講演では「スポーツと共生社会」と題して，銀メダル

を獲得するまでの経緯などを踏まえながら，東京パラリンピックで必

要とされる人材やサポート体制などについて説明され，その内容に生

徒達は熱心に聴き入っていた。 

 また講演後には，生徒たち全員で実際にボッチャの体験を行った。

ルールを確認した後，実際にボールに触れてみて，ボールを投げる際

の力加減や，的を狙うことの難しさを体感した。また，それと同時に

ボッチャという競技がとても頭を使うスポーツで，周囲の状況を見極

める洞察力や，戦術を組み立てる柔軟な発想力，お互いのコミュニケ

ーション等が必要不可欠であることを知り，生徒たちはボッチャとい

う競技により一層興味を持ったようである。 

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 スポーツを通じ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 



 

 
村上氏による講演「共生社会とスポーツの可能性」 

 

 
ボッチャの実技体験 

 

６ 主な成果 

 

 村上氏の講演ならびにボッチャ実技体験終了後にアンケートを行

い，生徒たちに下記の質問をしたところ，結果は次のとおりであった。 

 
Ｑ：今回の講義は自らの専攻実技に役立つものでしたか？ 

（Ａ）大変役立つ（６３．６％） 

（Ｂ）役立つ（２７．３％） 

（Ｃ）まあまあ役立つ（７．６％） 

（Ｄ）役立たない（１．５％） 

（Ｅ）その他（０％） 

 生徒たちのほとんどが自分の専攻実技（部活動と同じ競技のこと）

に役立つと回答しているが，これは村上氏が講演の中でコーチングに

触れたことや，ボッチャという競技が作戦を考える競技であるという

ことが関係していると思われる。生徒たちは，大きな身体活動は伴わ

ないものの，お互いにコミュニケーションを図りながら競技を進めて

いくということに関して，自分たちの専攻実技と大いに重なる部分が

あることや，先々の展開まで予測しながら作戦を考えていかなければ

ならないという繊細かつ大変難しい競技であるということを知り，大

きく興味をひかれたようであった。 

また，同時に書かせた感想文では，すべての生徒の回答が肯定的な

ものとなったが，これは講演の中で村上氏が話していた「パラリンピ

ックを行うためにはパラリンピアンを支える人が必要で，あなたたち

もその一人になれるかもしれない」という言葉がオリンピック・パラ

リンピックを次年度に控えた生徒たちに響いたのではないだろうか。 



いずれにしても，スポーツが健常者だけのものではなく，性差や年

齢，障害の有無に関係なく，誰にとっても平等であるという「スポー

ツ・フォア・オール」の理念に基づいた授業が行われたことは，今後

地域の指導者となって活躍が期待される本校スポーツ科学科の生徒

たちにとって，有意義な授業であったと思われる。 

７実践におい

て工夫した点 

（事業の特色） 

 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックが近づいているこ

ともあり，「見る・する・支える」という３つの視点の中でも，「する」

「支える」という点に焦点を当てて今回の講演ならびにボッチャ体験

を実施した。「する」という視点は，体験をしてただ楽しめばよいと

いうことではなく，ボッチャの体験を通して，競技に関わっているパ

ラリンピアンの想いを感じることで，競技者を「支える」という視点

につながっていくことを意識した。講師の村上氏がその点を踏まえて

準備をしてくださったこともあり，生徒たちの中には「自分たちがな

んらかの形で２０２０年に携われるかもしれない」という意識が芽生

えた。日々，部活動に励んでいる生徒たちにとって，パラスポーツに

触れることは日頃の部活動への取り組みを振り返る機会となるだけ

でなく，共にスポーツを楽しむ多くのパラスポーツ愛好者の方々に対

して理解を広げる良い機会となっている。 

８主な課題等  生徒は興味をもってボッチャ体験をしていたが，同時に体験させる

には 2 クラスでは対象人数が多かったかもしれない。しかし，内容

的にはスポーツ科学科に限らず，さらに多くの生徒に体験してもらい

たいものであった。講師を招いての実施となると，予算的な制約のた

め難しい面もあるが，ボッチャを体験する上で適正な人数で，かつ複

数回にわたって実施できれば，さらに効果的であったと思われる。 

 また，ボッチャは運動能力に障がいがあり，車イスを利用している

競技者も多い。運動障がいの体験として，車イスに座りながら手の動

きに制限を加えた状態での体験も考えたが，参加人数の多さもあり，

今回は実施しなかった。 

９来年度以降

の実施予定 

 本校スポーツ科学科では，社会でスポーツの振興・発展に寄与して

いく人材の育成を目的に，どのような障がい者スポーツを取り扱うか

などを常に検討している。その際，講義や講話だけではなく，実際に

体験できるかという点も重視している。 

 その点において，ボッチャは障がい者と健常者が共に協力し合いな

がら競技することができるという点で優れている。来年度以降も学習

すべき障がい者スポーツの競技・種目の１つとして検討している。 

 



 

２０１９年度「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」 

事業実施報告書 

 

 

 

道府県・政令市名【 宮城県 】 

学校名【 宮城県立拓桃支援学校 】 

１実践テーマ Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ ･ Ⅴ（複数選択可）  

２実施対象者 

 

（学年 ･人数） 

小学部 低学年６名 中学年２名 高学年７名  計１５名 

中学部 １学年４名 ２学年６名 ３学年１名  計１１名 

３展開の形式 （１） 学校における活動 

① 教科名（ 保健体育  ）中学部 

② 行事名（ 文化祭   ）中学部 

③ その他（ 学級活動  ）小学部 

（２） 地域における活動 

① イベント名（        ） 

② その他  （        ） 

４ 目 標  

 （ねらい） 

調べ学習や教材を活用した学習を通して，オリンピック，パ 

ラリンピックの意義や歴史についての理解を深め，東京オリン 

ピック・パラリンピックへの興味関心を持つ。 

５ 取組内容 （１）小学部の取組 

「パラリンピック実施競技について知ろう」 

・東京２０２０パラリンピック競技紹介動画を視聴した。 

・東京２０２０パラリンピックスポーツピクトグラムかるた 

を実践した。 

 

（２）中学部の取組 

「オリンピック・パラリンピックの知識を深めよう」 

・オリンピック・パラリンピック学習読本を活用した歴史や意 

義などの概要説明を行った。 

・生徒一人一人がテーマを決定し，調査・資料の収集，研究を 

 した。 

・報告会をした。 

・文化祭で展示した。 

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 スポーツを通じ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 



 

６ 主な成果 

 

（１）小学部の取組 

・動画視聴，かるた体験を通して，それぞれの競技の特性につ 

いて理解することができた。本校に在籍する肢体不自由・病 

弱の児童にとっては，同じように障害があるパラアスリート 

の活躍を知ることで，自己肯定感を高めることができた。 

 

（２）中学部１～３年の取組 

・生徒の多くが有意義な学習であったと感想を述べていた。 

・生徒の感想より。 

「実際に車いすテニスや車いすバスケットを体験してみた 

い。」 

「自分も競技に参加できるのではないかと思った。」 

「テレビや新聞，ネットで車いすバスケットボールの情報が 

出たら見てみようと思った。」 

「車椅子の人でも，スポーツを楽しめるということが分かり 

ました。」 

 「エンブレムには，いろいろな思いが込められていることが 

分かった。」 

・文化祭に展示したことで，保護者や病院関係者（本校は病院 

併設の支援学校である）の方々にもオリンピック・パラリン 

ピックについて知ってもらうことができた。 

７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

（１）小学部の取組 

・できるだけ多くの児童がオリンピック，パラリンピックに関 

 心を持てるように，児童が参加しやすい活動（動画視聴・か 

るた遊び）を設定することを心掛けた。 

 

（２）中学部の取組 

・情報を収集する際には，読本や動画・画像を活用・提供する 

など視覚的な支援を心掛けた。 

・在籍生徒が少人数のため，テーマが偏らないように，様々な 

分野のテーマを準備し，選択する方法で決定した。 

・報告会をすることで，それぞれの研究内容を共有することが 

できた。 

・報告会では，担当教諭がそれぞれの研究内容に対して補足説 

明することで，より正確な情報を提供した。 

８主な課題等 （１）小学部の取組 

・オリンピック，パラリンピックに関心を持った児童が進んで 

調べられる環境を設定することで，より効果的な活動になる。 

 

（２）中学部の取組 

・生徒数が多い場合には，小グループを編成し，話し合い活動 

を充実されると良い。 



・自分（たち）で，オリンピック，パラリンピックに関心や疑 

問を持ってテーマが設定できるようなオリエンテーションを 

心掛ける。 

９来年度以降の

実施予定 

・一過性の取組で終わることなく，継続・発展させていきたい。 

・オリンピック，パラリンピック競技を積極的に授業に取り入 

れていきたい。 

 



 

２０１９年度「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」 

事業実施報告書 

 

 

 

道府県・政令市名【 宮城県 】 

学校名【 宮城県立拓桃支援学校 】 

１実践テーマ Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ ･ Ⅴ（複数選択可）  

２実施対象者 

 

（学年 ･人数） 

全校児童生徒 ４３名（小学部２７名，中学部１６名） 

※在籍の異動が多いため，宮城ＭＡＸとの交流会当日の人数を 

記載しました。 

３展開の形式 （１） 学校における活動 

① 教科名（ 保健体育・体育 ） 

② 行事名（ 運動会     ） 

③ その他（       ） 

（２） 地域における活動 

① イベント名（        ） 

② その他  （        ） 

４ 目 標  

 （ねらい） 

・パラスポーツ（ボッチャ，車いすバスケットボール）の体験 

や学習を通して，スポーツの楽しさを味わい，生涯にわたっ 

てスポーツに関わる態度を養う。 

・パラアスリートとの交流を通して，競技の楽しさを味わうと 

ともに，その生き方や考え方を聞き，障害がある本校の児童 

生徒の自己肯定感を高める一助とする。 

５ 取組内容 （１）ボッチャ 

・運動会の全校競技として実施した。 

・東京２０２０パラリンピック競技紹介動画を視聴した。 

・ルールを理解し，作戦を考えながらゲームを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 スポーツを通じ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 



（２）車いすバスケットボール（宮城ＭＡＸ交流会） 

・宮城ＭＡＸ（車いすバスケットボールクラブチーム）の選手 

 ２名に学校を訪問していただいた。 

・バスケットボールの交流の他，選手の障害受容や車いすバス 

ケットボールとの出会いなど，生き方や考え方を聞く交流も 

行った。 

 

６ 主な成果 

 

（１） ボッチャ 

・ボッチャのルールや特性は，入院・治療中の本校児童生徒に 

とって適しており，障害の程度に関わらず楽しく活動ができ 

た。 

・ルールを変更（簡略化）することで，小学部児童や知的障害 

のある児童生徒にも理解しやすくなり，自分たちで得点や勝 

敗を判断できるようになった。 

・児童生徒アンケートより。 

「パラリンピックでもやる競技を拓桃バージョンにアレンジ 

し，みんなが楽しむことができたと思います。」 

 

（２） 車いすバスケットボール（宮城ＭＡＸ交流会） 

・車椅子でスポーツをする選手たちを見て，そのプレイに魅了 

され児童生徒のスポーツに対する意識の変化が見られた。 

・児童生徒がシュートをする場面では，選手にアドバイスをも 

らいながら夢中になって意欲的に取り組む様子が見られた。 

・訪問していただいた選手の一人が，本校の卒業生であり，車 

椅子での現在の生活の話を聞き，児童生徒は将来への夢や希 

望を持つことができた。 

・書字，作文に苦手意識を持っている児童が「（選手に）お礼 

の手紙を書きたい。」と自ら志願するなど，多方面にわたっ 

て良い影響が見られた。 

・児童生徒アンケートより。 

「車いすバスケの試合を見に行きたいと思いました。」 

「シュートが７回入ってうれしかったです。」 

「選手たちにアドバイスをもらいながら，シュートを決める 

ことができてうれしかったです。」 

「将来，車の運転のことを心配していたけど，選手の話を聞 

いて，ほっとしました。」 

「『障害があったからこそ視野が広がった』と聞いて，障害 



を前向きにとらえて，自分と向き合っていることがすごい 

と思いました。」 

７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

（１） ボッチャ 

・ランプ（勾配具）を購入し，障害が重い児童生徒や治療中の 

児童生徒が使用した。今まで使用していた雨どいよりも安定 

しており，方向やスピードの調整が容易になった。 

・在籍する小学１年生から中学３年生までの児童生徒が，運動 

会では縦割りのチームで試合をするため，ルールを変更して 

ゲームの進行，得点を分かりやすくした。 

 

（２）車いすバスケットボール（宮城ＭＡＸ交流会） 

・バスケットボールの交流と自立活動的な交流（話を聞く会） 

の２部構成にした。より深く障害者スポーツや障害者の生き 

方・考え方に触れることができた。 

・自立活動的な交流（話を聞く会）では，児童生徒から質問す 

るという形式で行った。児童生徒の主体的な取組が見られた。 

８主な課題等 （１）ボッチャ 

・活動量を確保するためには，本校の備品だけでは足りなかっ 

た。そのため，外部施設より借用したが，借用期間が短く， 

十分な活用ができなかった。 

 

（２） 車いすバスケットボール（宮城ＭＡＸ交流会） 

・宮城ＭＡＸとの交流を継続していくための予算の確保が課題 

である。 

・障害のある選手たちがどのように日常の生活を聞く際に，動 

画や写真があると，さらにイメージが持ちやすくなったと感 

じた。事前に依頼することができなかった。 

９来年度以降の

実施予定 

（１） ボッチャ 

・来年度以降も運動会の全校競技として実施する予定である。 

・児童生徒の実態に応じて，正式なルールでの試合も経験させ 

ていきたい。 

 

（２） 車いすバスケットボール 

・宮城ＭＡＸとの交流は，毎年実施することは難しいが，間接 

的な交流も含めて継続していきたい。 

 


