
1 
 

令和２年度 オリンピック・パラリンピック教育推進校の取組 

 

１．徳島県立徳島商業高等学校の実践 

 

(1) 趣旨 

高校生による主体的なイベントとして「徳商デパート」を実施することにより，商業

高校生として起業家精神及びビジネス活動に不可欠な基礎的・基本的な資質・能力を養

う。また，地元企業などと連携した街の活性化支援の取り組みをとおして地域貢献でき

る実践力を養う。 

来年度の東京２０２０大会の開催に向け，今年の「徳商デパート」のテーマを「雲よ

り上はいつも晴れ～徳島から繋ごう５つの輪～」として開催するとともに，ジョージア

のパラリンピアンとの交流等を行い，これまで以上にサポートの機運を盛り上げていく。 

 

(2) 期日 

 「徳商デパート」開催日 

   令和２年１０月２５日（日） 

令和２年１１月１４日（土）１５日（日） 

令和２年１２月１２日（土）１３日（日） 

 

(3) 対象生徒 

２年生 １４０名 

３年生 ７０名 

 

(4) 実施内容 

・徳商デパート 

 徳島ヴォルティスホームゲームイベント「スタジアム学園祭」にて開催 

 株式会社八芳園との連携し，東京都にある「MuSuBu」の会場にて開催 

 「オンライン徳商デパート」の開催 

  ・ジョージアとの交流 

   ジョージア車いすフェンシング代表選手イルマ・ヘツルアニ選手やトリビシ自由大学 

   学生とのオンライン交流 

  ・ジョージア国歌指導 

   見能林小学校，藍住東中学校，池田支援学校美馬分校，徳島県ダイバーシティ推進課，  

徳島県国際スポーツ局と協力し，ジョージア応援メッセージ動画の制作 
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(5) 今年度の実施事業 

 

 

 

 

 

 

１ 実践テーマ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ 

２ 実施対象者 

（学年・人数） 
第２学年 １４０名 

第３学年  ７０名  

３ 展開の形式 学校における活動 

教科名（２年 商品開発  マーケティングビジネス経済 ） 

(３年 課題研究 ) 

行事名（ 徳商デパート ） 

その他（ ビジネス研究部 部活動 ） 

４ 目  標 

（ねらい） 

・共生社会を理解し、主体的に行動できる人材を育成する 

・ホストタウン国への理解を含め、異文化への理解を深める 

・お接待の心を育むと同時に郷土への理解を深める 

５ 取組内容 （１）徳商デパート 

令和２年度の徳商デパートは１０月２５日，１１月１４日～

１５日及び１２月１２日～１３日の３回開催した。今年のテー

マは「雲より上はいつも晴れ～徳島から繋ごう５つの輪～」で

ある。新型コロナウイルスの影響でどれだけ困難な状況であっ

ても，乗り越えた先には必ず幸せが待っているという意味が込

められており，来年度に延期された東京 2020 大会の開催を意

識してこのテーマを考えた。昨年度に引き続き，徳島県がホス

トタウンを務める「カンボジア」「ドイツ」「ネパール」「ジョ

ージア」と連携させた商品を開発し，２年生商業科４クラス、

３年生課題研究選択者の合計約２００名が徳商デパートに参

加した。今年は「共生社会ホストタウン」の活動に力を入れ，

本部・店舗・イベント・ステージに加え，助け合いアプリであ

る「Mayii」（DNP社開発）の５つのグループに分かれ活動を行

った。 

第１回徳商デパートは，１０月２５日に鳴門ポカリスエット

スタジアムで開催された徳島ヴォルティスのホームプロデュ

ースイベント「スタジアム学園祭」で行われた。徳島商業高校

は本部とMayiiチームが参加し，オンライン徳商デパートの宣

伝とパラリンピックスポーツである「ボッチャ」や「VR」の体

験ブース，Mayiiに関するアンケートなどを中心に展開した。

例年より小規模の出展となったが，私たち高校生の取組を多く

のお客様に伝えることができた。 

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 
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２回目の徳商デパートは，１１月１４日～１５日に株式会社

八芳園と連携し，東京都にある MuSuBu の会場をお借りして徳

商デパートを実施した。実施３ヶ月前からオンラインで毎週の

ようにミーティングを続け，１４日には八芳園のカメラクルー

の方々にお越しいただき，体育館の映像を中継したほか，現地

では店舗の接客など運営サポートにご協力いただいた。私たち

高校生だけでは成し遂げることができなかったことも，八芳園

の皆様のおかげで無事成功させることができた。店舗では，本

校と東京会場を中継し，生徒とお客様が接客できる機会をご用

意していただいた。ステージでは，本校の文化部である吹奏楽

部・書道部・阿波踊り部・応援部のパフォーマンスに加え，ビ

ジネス研究部のプレゼンテーション，徳商生によるミニコンサ

ートやジョージアの国歌指導を行った。東京会場では，生徒が

開発した商品に興味を持ってくださる方や，徳島商業の文化部

ステージにお越しくださる方など多くのお客様に恵まれた。お

陰様で両日とも完売，最近のイベントの中では一番の来客だっ

たと伺った。 

３回目の徳商デパートは，１２月１２日～１３日にインター

ネット上で「オンライン徳商デパート」を開催した。実施内容

はオンラインショッピングをイメージしたもので，zoom を活

用した接客やステージウェビナーなどを行った。このオンライ

ン徳商デパートはコロナ禍での初めての試みであったため，本

番が近づくにつれてたくさんの苦難があった。しかし，高いク

オリティの運営を行うことができたのは，先生方やNPO法人，

連携企業の方々のご協力があったからこそだと思う。実際に

SNS上では「Webのクオリティが高すぎる！」「コロナで大変な

時だからこそ発想を変えて実践するのは凄い！」などの反響を

いただいた。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ヴォルティス戦での広報活動 オンラインでの接客 

ＭＵＳＵＢＵの会場 外国人との交流 
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（２）ジョージアとの交流 

徳島商業高校は徳島県のパラリンピックのホストタウンで

あるジョージアとの交流をスタートさせた。ジョージアは，北

にロシア，南にトルコとアルメニア，東はアゼルバイジャンに接し

ているコーカサス地方の国である 。徳島県は，昨年開催された

ラグビーワールドカップの事前キャンプ地としての交流を行

っていたこともあり，今年開催される予定である東京オリンピ

ック・パラリンピックのジョージアパラリンピック選手団を受

け入れることを決定した。そこで，ホストタウン特使の私たち

は，ジョージア車いすフェンシングの代表選手であるイルマ・

ヘツルアニ選手やトビリシ自由大学の学生たちを紹介いただ

き，zoomでオンライン交流を行った。 

イルマ選手は，ジョージアの車いすフェンシング代表チームにお

ける，初の女性選手である。彼女はジョージア国内で障害を持つ女性

やスポーツ選手を支援する活動に携わり，ジョージアパラリンピ

ック委員会で事務長として勤務している。 

zoomでのオンライン交流では，映像作成のために私たちがイルマ

選手へのインタビューを行ったほか，私たちから徳島県の魅力の紹

介などをした。 

今の目標を質問すると，「東京オリンピック・パラリンピックが

開催され，そこで金メダルを取ることです。開催されることを期待

しています。」と答えてくれた。そして，「応援してくれている人

を愛しています。みんなの支援がとても大切です。」とのメッセー

ジをいただいた。 

また，練習していたジョージアの国歌を披露するとイルマ選

手，橋本大臣は大変感動され，橋本大臣から「アスリートは，

表彰台で自国の国歌を聞くのが最大の目標の１つです。来年の

大会ではイルマ選手が表彰台に立ち，皆さんと国歌斉唱できた

らと思う。来年の大会を、新型コロナウイルスに打ち勝った証

となる安全で安心な大会が出来るよう尽力したいです。」との

言葉をいただいた。 

トビリシ自由大学の学生とのzoomでのオンライン交流では，

トビリシ自由大学の学生がジョージアについて私たちにプレ

ゼンテーションを行っていただいた。 

ジョージアのオススメの観光地，ジョージア料理や伝統的な

文化などをプレゼンテーションしてくださり，とても興味を持

った。これがきっかけとなり，ジョージア料理の研究もはじめ

た。プレゼンテーションからジョージアについて多くのことを

学ぶことができ，とても貴重な経験となった。 
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（３）ジョージア国歌指導 

イルマ選手や橋本大臣の「国歌は選手にとって特別である。」

という言葉を聞いて，国歌を「みんなで歌ってジョージアを応

援しよう。」ということになった。そこで，様々な方に参加や

参加団体の紹介をお願いしたところ，見能林小学校，藍住東中

学校，池田支援学校美馬分校，徳島県未来創生文化部ダイバー

シティ推進課，徳島県未来創生文化部国際スポーツ局の方々に

ご協力いただけることになり，歌声と応援メッセージを撮影し

た。さらに自分たちの歌声も重ね応援映像を制作した。 

流れとしては，まず，はじめに本校の音楽の先生と生徒が世

界の国旗・国歌研究協会の先生からジョージアの歴史や国歌を

教わった。その後に，各校へ楽譜や音源など必要なデータを送

り，撮影当日に約1時間の指導（本校生徒が，各校の児童，生

徒に対して）を行い撮影，そのデータを編集して，映像を完成

させた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イルマ選手とのオンライン交流① 

見能林小学校の共生社会での学習 イルマ選手とのオンライン交流③ 

イルマ選手とのオンライン交流② 

見能林小学校 池田支援学校美馬分校 

藍住東中学校 徳島県庁 
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６ 主な成果 生徒たちの実施感想文からは，「ホストタウン対象国を応援し

たい気持ちが出てきた。」や「共生社会に向けて，取り組めるこ

とから始めよう。」という内容が多く出てきた。年度当初，「ダイ

バーシティ」や「共生社会」という言葉はほとんどの生徒が知ら

なかったが，取組を進めるにつれて自ら取り組みたいという生徒

が増えた。 

７ 実践において 

工夫した点 

（事業の特色） 

生徒が自ら取組を行うよう仕掛けをした。例えば徳商デパート

の場合は，本部実行委員会を立ち上げ，そこがリーダーとなって

２００名近い生徒たちを動かした。歌の映像作成においても，ま

ずは自分たちが練習を行い，指導できるようになり実施すること

で自覚を持って活動できた。 

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校と多くの学校と連携

して行うことができた。 

８ 主な課題等 新型コロナウイルス感染症の影響や時差などがあるため，相手

国の交流対象者との日程調整には気をつかった。また，校種の違

う学校との連携については，それぞれの授業の事情などもあるた

め，タイミングをどのように取るか，密にならないように実施す

るために必要な措置（広い部屋や体育館を利用するなど）をはか

れるよう調整した。 

９ 来年度以降の

実施予定 

現段階で，東京大会の実施がどのようになるかはっきりしない

部分もあるが，中止にならない限り，ホストタウン特使の委嘱を

受けていることもあり， 

1 ホストタウン対象国への理解を深める教育 

2 共生社会実現に向けた教育 

3 郷土の理解を深め，郷土愛を育てる教育 

4 様々なスポーツの振興を図る教育 

を進めていきたい。 

具体案に関しては，新型コロナウイルス感染症の状況，人員配

置，予算などを勘案しながら検討していく。 
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２．鳴門市堀江北小学校の実践 

 

(1) 趣旨 

オリパラ教育推進校において，体験活動や講師による講話等を通じ，オリンピック・

パラリンピックへの理解を深めると共に，マナー教育や他者と共生しながら社会を築

いていく力を身に付けることができるようにする。東京2020オリンピック・パラリンピ

ック競技大会を歓迎するためのオリパラ教育の一環として，児童が考案したキャラク

ターをデザインしたＴシャツを着て全校児童で「Welcome to Tokyo」のダンスを保護者

や地域住民に対して披露する。 

アイマスク体験や車いす体験などでは，障がい者やパラスポーツやパラアスリート

についての理解を深めることができるようにする。学年の発達に応じてスポーツを通

じたインクルーシブな社会（共生社会）の構築を図るための意欲を高めることができる

ようにする。さらに，事前事後学習を通じた本実践を県内に普及することにより，オリ

ンピック・パラリンピックへの県民の関心を高め，県全体のオリパラ教育を推進する。 

 

(2) 期日 

   令和２年９月２０日（日） 

 

(3) 対象児童 

第１～６学年 １４５名 

 

(4) 実施内容 

・事前学習 

第４学年：アイマスク体験，車いす体験，点字学習，人権推進委員の方の講演 

全 学 年：オリンピック・パラリンピックを全校ダンスで応援 

マスコットキャラクター「ほりちゃん・きたくん」をデザイン及び作製 

・秋季大運動会 

全 学 年：デザインしたキャラクターのTシャツを着てオリパラダンス 

・事後学習 

第３学年～第６学年：パラアスリートの「キャッチコピー」を作成 

全 学 年：オリパラダンスの感想，学校だよりでお知らせ 
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(5) 今年度の実施事業 

 

 

 

 

 

 

１ 実践テーマ Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ  ･ Ⅴ 

２ 実施対象者 

（学年・人数） 
全学年児童 

（第１学年～第６学年 １４５名） 

３ 展開の形式 学校における活動  

教科名（ 総合的な学習[第４学年]       ） 

行事名（ 秋季大運動会[第１学年～第６学年] ） 

４ 目   標 

（ねらい） 

・第４学年 

社会には障がい者が生活する上で，障壁となるものに気づ

き，障がい者が安心して生活できる環境づくりについて考え，

自分にできることを実践する。 

・第１学年～第６学年 

パラスポーツやパラアスリートについて学習することを通

して，障がい者問題について理解を深めるとともに，自分にで

きることを考える。 

５ 取組内容 （１）事前学習 

○第４学年 

アイマスク体験，車いす体験，点字学習，人権推進委員

の方の講演を通して障がい者について理解を深めた後，

環境や心の障壁について考えた。研究授業公開も行い，４

年生児童の取り組みを全教職員で共有した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

人権推進委員の久保さんを

お招きして，人権の講演を

していただきました。 

点字学習や車いす体験をし

ました。 
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○第１学年～第６学年（全学年） 

昨年度，講師に来ていただいたパラアスリートの上原

大祐さんのことやパラスポーツについて教師から話を聞

いたり，知っていることを話し合ったりする時間を設け

た。学習していく中で，オリンピック・パラリンピックを

全校ダンスで応援することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○マスコットキャラクター 

児童が考えた堀江北小学校の 

マスコットキャラクター「ほり 

ちゃん・きたくん」をデザイン 

したＴシャツを作製することに 

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密を避けるために，全

校を２グループに分け

て練習しました。 

児童が｢ほりちゃん･きたく

ん」を作りました。 

オリパラＴシャツが完成

しました。 

学校だよりでオリパラダ

ンスのことを保護者や地

域に知らせました。 
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（２）当日 

○第１学年～第６学年（全学年） 

「ほりちゃん・きたくん」のＴシャツを全員で着て 

オリパラダンスを踊った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事後学習 

○第３学年～第６学年 

外国の選手についても学習 

を広げ，パラアスリートのタ 

チアナ選手やリカルド選手の 

ＤＶＤを見て，すごいところ 

を話し合ったり，「キャッチ 

コピー」を作ったりした。 

 

○第１学年～第６学年（全学年） 

オリパラダンスを踊った感想を書いたり，学校だより

で運動会の様子をお知らせしたりした。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 主な成果 

 

４年生では自分の身の回りの環境を見直し，ユニバーサルデザ

インのことをすすんで学習したりして，具体的に自分のこととし

て捉えられるようになった。 

昨年度，児童はパラアスリートとの出会いでパラスポーツに対

する理解を深め，自分たちが工夫をすることで障がいのある友達

とも楽しく遊んだり，一緒にスポーツができたりすることを知っ

た。今年度は，自分たちがオリパラダンスを踊ってパラアスリー

トを応援し，「みんなで心をひとつに踊って楽しかった。」「パラ

異学年交流集団で心を

こめて踊りました。 

体が弾むと心が動く！ 

児童が書いた 

キャッチコピー 

児童が書いた感想 
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アスリートの人達をダンスで応援することができてよかった。」

等の感想をもつことができ，自己有用感を高めることができた。 

 保護者・地域の方からは「オリパラダンス，よかったです。子

供たちが一生懸命に踊る姿に感動しました。」「手足をしっかり伸

ばしてよく踊れていました。」という感想をいただいた。 

７ 実践において

工夫した点 

 （事業の特色） 

本校ではスクールワイドＰＢＳに取り組んでおり，目標とする

項目に「自分を高めよう」「友達を大切にしよう」という２つが

ある。パラアスリートと出会い，自分たちでできることを考え，

オリパラダンスを踊ることは，２つの目標と重なると考えて取り

組んだ。パラアスリートの方からお聞きした「失敗を恐れずチャ

レンジする」「スポーツが苦手な友達がいても工夫次第でみんな

でできる」というお話は，スクールワイドＰＢＳの視点からも学

校ぐるみで取り組めることであり，児童の心に印象深く残った。 

８ 主な課題等 コロナの関係で事業実施の決定が遅かったのもあるが，Ｔシャ

ツ作製が決まってから運動会まで時間がなかった。また，デザイ

ン等を考えたり，児童のサイズ合わせに時間がかかったりして，

担当の方に迷惑をかけたと思う。早い段階で，担当の方と打合せ

を行うとよかった。 

しかし，全員が「ほりちゃん・きたくん」のＴシャツを着て踊

る姿を見たとき，なんとも言えない喜びがあふれてきて，この事

業に関わってよかったと感じた。 

９ 来年度以降の

実施予定 

２０２１年は，いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが

開催される。児童はパラリンピックを見るときに，本事業によっ

て体験し，気づき，学んだことを想起するだろう。来年度も運動

会や交流等で「ほりちゃん・きたくん」のＴシャツを着て全校で

オリパラダンスを踊り，アスリートの皆さんを応援していきた

い。また，総合的な学習単元として取り組んだ４年生児童は高学

年となるので，本事業から学んだことを実践していくとともに，

学びを次の学年へと引き継いでいく。本事業のことを基盤に置き

ながら，多様性を認め合い，主体的に行動する力をもった児童を

育成していきたい。 
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３．阿南市立見能林小学校の実践 

 

(1) 趣旨 

オリパラ教育推進校に講師を派遣して交流することにより，オリンピック・パラリン

ピックへの理解を深めると共に，マナー教育や他者と共生しながら社会を築いていく

力を身に付けることができるようにする。 

徳島ホストタウン特使として活動している徳島商業高校の生徒との交流を通じて，

これまでのオリンピック・パラリンピックに関わる取組について学んだり，共生社会を

テーマにグループ学習したりする授業を実施する。 

ボッチャ競技の体験では，多様な人間関係の中で協力して活動する意義や目標に向

かって努力する大切さを理解できるようにする。また，それらの実践を県内に普及する

ことにより，オリンピック・パラリンピックへの県民の関心を高め，県全体のオリパラ

教育を推進する。 

 

(2) 期日 

   令和３年１月２０日（水）［第５学年］ 

   令和３年２月 ２日（火）［第２学年］ 

   令和３年２月 ３日（水）［第５学年］ 

   令和３年２月 ９日（火）［第２学年］ 

 

(3) 講師 

   徳島商業高校 

 

(4) 対象児童 

第２学年 １組・２組    ６４名 

第５学年 １組・２組・３組 ８３名 

 

(5) 実施内容 

・徳島商業高校との交流 

徳島商業高校のホストタウン特使としての取組を学習 

ホストタウンとなっているジョージア国歌を学習 

バリアのない共生社会をテーマにグループ学習及び発表 

・パラリンピック種目のボッチャ競技の体験 

  第２学年と第５学年がボッチャ競技を体験学習 
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(6) 今年度の実施事業 

 

 

 

 

 

 

１ 実践テーマ Ⅲ ･ Ⅴ 

２ 実施対象者 

 （学年・人数） 
第２学年 １組・２組    ６４名 

第５学年 １組・２組・３組 ８３名 

３ 展開の形式 学校における活動 

教科名（ 総合的な学習の時間・体育科 ） 

４ 目   標 

（ねらい） 

徳島県ホストタウン特使としての取組に参加している徳島商

業高校との交流を通して，パラリンピックやバリアフリーへの理

解を深めたり，自分にできることを考え，実践していこうとする

意欲を高めたりする。 

５ 取組内容 本校の第５学年は，総合的な学習の時間に社会にある様々なバ

リアについて考え，バリアフリーな社会の実現を目指そうとする

児童の育成をめざして学習を進めている。 

その学習の一環として，視覚障がい者で盲導犬ユーザーの鶴野

さんとの交流や，聴覚障がいのある子を持つ湯浅さんとの交流，

あいぽーと徳島の久保さんとの２年にわたる交流などを通して，

障がい者に対する理解を深めている。 

 また，本校は，昨年度よりオリンピック・パラリンピックムー

ブメント全国展開事業に参加しており，前年度の報告会等で他校

の取組についての情報を知る機会があった。その中で，徳島県が

２０２０東京パラリンピックに参加する海外の選手のホストタ

ウンとして名乗りを上げていること，徳島商業高校がその取組に

参加していることを知った。徳島商業高校の担当教員の話を聞

き，この活動にいっしょに参加させていただくことにした。 

 また，「ボッチャ」を体験することで，パラリンピックへの理

解を深めようとした。パラリンピックとはどんな大会で，どんな

種目があるのかを聞き，そのパラリンピック種目の一つであるボ

ッチャを実際に体験することで，パラリンピックをより身近に感

じることができるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
徳商生のプレゼンを聞いたり，ジョージア国歌を教わったりした。 

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 
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パラアスリートに届ける歌やジョージア語のメッセージを撮影。 

 

 

 

 

 

 

 

 
高校生からアドバイスをもらいながら，プレゼンの準備。 

 

 

 

 

 

 

 

 
バリアのない共生社会をテーマに，各班がプレゼンテーション。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２・５年生でのボッチャ体験の様子 

 

【ジョージア応援メッセージ動画】 

https://www.youtube.com/watch?v=hFesfYDL9Fg&feature=youtu.be 
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６ 主な成果 

 

年齢の近い高校生が，堂々と自分たちの取組をプレゼンテーシ

ョンする姿や，歌唱指導をする姿を間近で見られたことは，小学

生にとって，身近なモデルとなるものであり，よい刺激となった。

ホストタウンとして招く選手の競技や国々に対しても興味が高

まった。 

パラアスリートをもてなすための徳島商業高校の取組を参考

にして，児童が，自分たちにできるバリアフリーに向けた取組を

考えることができた。その際，高校生からアドバイスを受けるこ

とで，話し合いがより活発なものとなったり，まとめ方や発表の

仕方をレベルアップさせたりすることができた。 

ボッチャは，５年生だけでなく，２年生でも容易に競技するこ

とができ，みんなで楽しめていた。一人の投げた球で勝敗の行方

が大きく変わることから，転がし方や投げ方を工夫し，ジャック

ボールに少しでも近づけようとしたり，他の球に当てて動かすこ

とにより，自分のチームを有利にしようとしたりすることに集中

できていた。 

７ 実践において

工夫した点 

 （事業の特色） 

子供たちにとって，オリンピック・パラリンピックは身近な存

在ではなかった。少しでも身近に感じてもらおうと，当初は徳島

県出身のパラアスリートに来ていただき，直接話を聞いたり，質

問に答えていただいたりすることや世界トップクラスの技術を

見せてもらうこと，または，パラアスリートを競技の補助や道具

の提供などで支える人の話を聞くことなどを想定していたが，新

型コロナウイルス感染症の拡大により，いずれも実現できなくな

ってしまった。 

しかし，パラアスリートを側面から支える活動をしている人，

しかも年齢が近い高校生がいることを知った。しかも，本校の５

年生の総合的な学習で取り組んでいる共生社会をめざす学習内

容と通じるものがあったことから，いっしょに活動をさせてもら

うことにした。徳島商業高校の活動を紹介するプレゼンから学ぶ

ことも多かったほか，５年生の話し合い活動では，各グループに

高校生が入り小学生に助言をしてくれた。高校生にとっては，リ

ーダーとしての体験ができる一方，小学生にとっては，リーダー

の姿を間近に学ぶ機会であった。 

８ 主な課題等 新型コロナウイルス感染症の拡大のため，パラアスリートとの

直接交流が実現しなかった。来年度のオリンピック・パラリンピ

ックの開催も不透明な中，高まってきたパラリンピックへの興

味・関心をどのように持続させていくかが課題になる。 

９ 来年度以降の

実施予定 

オリンピック・パラリンピックが延期になったので，来年度に

開催が実現したら，徳島県がホストタウンとなっている国々のパ

ラアスリートが活躍する姿を子供たちに知らせたい。 

ボッチャは，低学年でも競技に取り組みやすいので，本年度は

体験していない学年にも体験させたい。また，ボッチャ以外にも

体験できるものがあったり，パラアスリートの話を聞いたりする

機会があれば，子供たちに体験させてあげたい。 
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４．吉野川市立学島小学校の実践 

 

(1) 趣旨 

オリパラ教育推進校に講師を派遣し，パラリンピック種目の競技体験をすることに

より，オリンピック・パラリンピックへの理解を深めると共に，マナー教育や他者と共

生しながら社会を築いていく力を身に付けることができるようにする。今年度は，徳島

県鴨島支援学校の協力により，講師を派遣し，ボッチャ競技体験を実施する。 

ボッチャ競技体験では，パラリンピック種目に関する理解を深めるとともに，他者と

共生しながら社会を築いていく実践意欲を高めることができるようにする。また，事前

事後学習を通じた本実践を県内に普及することにより，オリンピック・パラリンピック

への県民の関心を高め，県全体のオリパラ教育を推進する。 

 

(2) 期日 

   令和２年１１月１６日（月） 

 

(3) 講師 

徳島県立鴨島支援学校 

 

(4) 対象児童 

第１～６学年 １１６名 

 

(5) 実施内容 

・事前指導 

「オリンピック・パラリンピックと徳島」による指導（４～６年） 

オリンピック・パラリンピック旗について（１～３年） 

   ボッチャについて説明（ＴＯＫＹＯ２０２０ 動画） 

・ボッチャ体験 

２学年を８チームに分け，４グループに分かれてボッチャ競技を体験 

・事後指導 

体験したことを日記や作文に書いたり，共有したりする機会を設定 

体育や休み時間等でボッチャ競技を実施 
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(6) 今年度の実施事業 

 

 

 

 

 

 

１ 実践テーマ Ⅰ ･ Ⅲ ･Ⅴ   

２ 実施対象者 

（学年・人数） 
全学年児童 

（第１学年～第６学年 １１６名） 

３ 展開の形式 学校における活動  

行事名（ ボッチャを体験しよう ） 

４ 目  標 

（ねらい） 

・オリンピック，パラリンピックの意義について再確認し，興味・

関心をもたせる。 

・ボッチャ体験を行うことにより，競技に関心を持つと共に，み

んなで楽しんで競技ができるようする。 

５ 取組内容 （１）事前指導 

○「オリンピック・パラリンピックと徳島」による指導 

（４～６年） 

○オリンピック・パラリンピック旗について（１～３年） 

  ○ボッチャについて説明（ＴＯＫＹＯ２０２０ 動画） 

（２）実践 

＜日  程＞ 

１時間目 １・２年生（ 8：45～ 9：30） 

２時間目 ３・４年生（ 9：35～10：20） 

３時間目 ５・６年生（10：40～11：25） 

＜内  容＞ 

①はじめの挨拶 ②ルール説明 ③体験（練習と試合） 

④ふりかえり   ⑤おわりの挨拶 

＜講  師＞ 

 鴨島支援学校より３名の先生 

（３） 事後指導 

○体験学習で学んだ内容を日記や作文に書いたり，共有し

たりする機会を設けた。 

○体育や休み時間等でボッチャ競技に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 
      はじめの挨拶         ルール説明 

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 
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      練習・試合         おわりの挨拶 

６ 主な成果 

 

○成果があったアンケート項目 

・パラリンピックに興味がありますか。 

・オリンピックに興味がありますか。 

・運動やスポーツをすること，みることに興味がありますか。 

・これらのイベントに参加したいと思いますか。 

○スポーツを通して，友達と深く関わることができることを体験

できた。 

○いろいろなスポーツに興味をもつことができた。 

７ 実践において 

工夫した点 

 （事業の特色） 

○鴨島支援学校の講師先生との事前の打ち合わせを行うことや

当日の運営や指導を協力していただくことで，ねらいを十分

達成することができた。 

○ルール説明，練習，試合と計画的な指導を行うことで体験活動

の時間を十分に取ることができた。 

○感染症対策として，２学年ずつに分け，３コマを使い実施する

ことで，全学年の児童がボッチャ競技の体験を実施すること

ができた。 

○テキストや動画等で事前指導を行うことで，オリパラやボッ

チャに対する関心を高めることができた。 

８ 主な課題等 ○今年度は，感染症対策からオリンピアン・パラリンピアンの方

を招聘しての活動ができなかった。 

○教員自身がそれぞれの競技の楽しさやルールについて知識が

少ないため，講師の派遣事業は必須である。 

○競技を体験することによって，より深く学ぶことができる。交

流のための手段や競技に必要な道具の準備や購入について

は，今後の課題である。 

９ 来年度以降の

実施予定 

○東京オリンピック・パラリンピックの開会式や競技の観戦等

を通して，自身が体験したボッチャや学んだオリパラの意義

について再認識する活動を実施したい。 

○近隣の特別支援学校とボッチャの交流を通して，インクルー

シブな社会構築のために自分ができることを考え行動できる

よう支援していきたい。 
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５．阿波市立土成中学校の実践 

 

(1) 趣旨 

オリパラ教育推進校に講師を派遣し，パラリンピック種目の競技体験をすることに

より，オリンピック・パラリンピックへの理解を深めると共に，マナー教育や他者と

共生しながら社会を築いていく力を身に付けることができるようにする。今年度は，

徳島県鴨島支援学校の協力により，講師を派遣し，ボッチャ競技体験を実施する。  

ボッチャ競技体験では，パラリンピック種目に関する理解を深めるとともに，他者

と共生しながら社会を築いていく実践意欲を高めることができるようにする。また，

事前事後学習を通じた本実践を県内に普及することにより，オリンピック・パラリン

ピックへの県民の関心を高め，県全体のオリパラ教育を推進する。 

 

(2) 期日 

   令和３年１月２５日（月） 

 

(3) 講師 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため講師派遣を中止して実施 

徳島県立鴨島支援学校 

 

(4) 対象生徒 

第１学年 ４３名 

第２学年 ７０名 

第３学年 ６９名 

 

(5) 実施内容 

・事前学習 

「I’m  POSSIBLE」，｢オリンピック・パラリンピックと徳島｣の活用 

・ボッチャ体験 

ボッチャの歴史や概要，ルール説明 

各学年を男女混合で１２チームに分け，ボッチャ体験 

・事後学習 

体験後に感想を書き，振り返り 

学年通信や学級通信で保護者等に発信 
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(6)今年度の実施事業 

 

 

 

 

 

 

１ 実践テーマ Ⅰ ･ Ⅲ ･Ⅴ   

２ 実施対象者 

（学年・人数） 
全学年生徒 

（第１学年 ４３名，第２学年 ７０名，第３学年 ６９名） 

３ 展開の形式 学校における活動  

教科名（ 保健体育科 ） 

４ 目   標 

（ねらい） 

・パラリンピック競技であるボッチャ体験を通して，スポーツへ

の興味，関心を高める。 

・オリパラ学習を通して，障がいのある人への理解を深めたり，

共生について考えたりできるようにする。 

５ 取組内容 （１） 事前学習 

保健体育科の授業において，「I’m POSSIBLE」やパンフレ

ット｢オリンピック・パラリンピックと徳島｣を活用し，パラ

リンピックやパラスポーツについて理解を深めた。 

（２）ボッチャ体験 

・各学年保健体育科の授業で行った。 

・ボッチャの歴史や概要，ルール説明を行い実施した。 

・男女混合で１２チームを編制し，６コートに分かれて，４ 

ゲームで得点を競い合った。 

・ボールを投げる強さや方向について相談したり，作戦を考 

えたりするなど協力して取り組む姿が見られた。 

（３）事後学習 

・体験後に感想を書き，振り返りを行った。 

・学年通信や学級通信で体験の内容や感想について，保護者 

等に発信した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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６ 主な成果 

 

・パラスポーツやパラリンピックについて興味・関心を持つ生徒

が増えた。 

・学年通信や学級通信等で，保護者等に発信することができた。 

・生徒の感想 

「私たちのチームは４対０で勝ちました。パラリンピックの競

技について興味がわきました。」 

「ボッチャは障がいのある人もみんな楽しくできると思いま

した。また，誰でも活躍できるスポーツだと思いました。」 

「どの角度で投げるか，どのくらいの勢いで投げるかを考えな

がらするのが難しかったです。でも，考えながらするのが楽

しかったです。」 

「みんなで協力し，敵や味方に関係なく楽しめました。パラリ

ンピックでボッチャをしていたら見てみたいです。」 

７ 実践において 

工夫した点 

 （事業の特色） 

・全生徒が体験できるように，保健体育の授業を使って実施し

た。 

・興味や関心を高めて取り組めるように，事前学習を計画した。 

・誰もが楽しめるスポーツであるということを実感できるよう

に，チーム分けやコート設営を工夫した。 

８ 主な課題等 ・本年度は，臨時休業や学校行事開催に際して制限があり，オリ

パラ事業への取組が遅れた。その分，ボッチャ体験の時期が遅

くなった。来年度も同じような状況が予想されるので，早めの

計画や調整が必要である。 

・他教科や学校行事との関連を考え，より学習が深まるような計

画を立てることも必要である。 

９ 来年度以降の

実施予定 
・ボッチャ体験セットを購入していただいたので，来年度以降も

全生徒が体験できるように計画をたて，継続していきたい。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況にもよるが，交流学習や

体験学習を計画し，実施していきたい。 

・人権教育の取組とリンクさせ，より効果的な取組を計画してい

きたい。 
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６．徳島県立鴨島支援学校の実践 

 

(1) 趣旨 

オリパラ教育推進校にパラリンピック種目の競技体験や競技を通した交流等を実施

することにより，オリンピック・パラリンピックへの理解を深めると共に，マナー教

育や他者と共生しながら社会を築いていく力を身に付けることができるようにする。

校内でオリパラ推進校指定校のオリンピック・パラリンピックボードを作成したり，

ボッチャの競技体験をしたりする。 

ボッチャ競技の体験では，校内大会を開催するだけでなく，地域の小学校と交流し

たり，他の支援学校とリモート大会を実施したりすることにより，児童生徒への理解

を深めるとともに地域との交流を図ることができるようにする。事後学習では，交流

を振り返ることにより，今後ボッチャの楽しさを発信する意欲を高めることができる

ようにする。また，事前事後学習を通じた実践を県内に普及することにより，オリン

ピック・パラリンピックへの県民の関心を高め，県全体のオリパラ教育を推進する。 

 

(2) 期間 

   令和２年６月～令和３年２月 

 

(3) 対象者 

小学部～高等部 児童生徒１６名（小学部７名，中学部３名，高等部６名） 

教職員４５名 

保護者１１名 

交流学校 

飯尾敷地小学校，学島小学校，板野支援学校，ひのみね支援学校，国府支援学校 

 

(4) 実施内容 

 ・ボッチャを広めよう 

   オリパラ教育推進指定校のボード作り 

   地域の学校へのボッチャ伝達 

   「令和２年度あわ（ＯＵＲ）教育発表会」での情報発信 

ホームページによる情報発信 

  ・ボッチャを楽しもう 

   校内ボッチャ大会 

   保護者とボッチャ大会 

   新型コロナに負けるな！リモート de スポーツ大会 

      とくしまスポーツ交流大会 
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(5) 今年度の実施事業 

 

 

 

 

 

 

１ 実践テーマ Ⅲ ･ Ⅴ 

２ 実施対象者 

（学年・人数） 
小学部１年１名，２年１名，４年２名，６年３名 

中学部１年０名，２年３名，３年０名 

高等部１年２名，２年０名，３年４名 

※今年度，病棟学級の児童生徒については，病棟閉鎖のため参加

することが難しかった。 

校内教職員４５名，保護者１１名， 

板野支援学校，ひのみね支援学校，国府支援学校とリモート対戦 

３ 展開の形式 学校における活動 

教科名（体育，総合的な探求（学習）の時間） 

行事名（校内ボッチャ大会，親子ボッチャ大会） 

地域における活動 

イベント名（リモートdeスポーツ大会・徳島スポーツ大会） 

４ 目   標  

 （ねらい） 

・パラリンピック競技「ボッチャ」体験を通して，パラリンピッ

クへの理解・啓発や東京2020大会への学びや関心を深める。 

・児童生徒及び保護者，地域の方々と「ボッチャ」競技に親しむ

ことを通じて，競技の楽しさを発信するとともにお互いを尊重

し合い，理解し合う「インクルーシブな社会（共生社会）」の構

築に寄与する。 

５ 取組内容  

 

 

１ ボッチャを広めよう 

（１） オリパラ教育推進校指定校のボード作り 

パラリンピックの競技の一つであるボッチャの楽しさを

広め，オリパラ教育推進校としてパラリンピックを盛り上

げる取組として，図工や美術等の時間に全校児童生徒が参

加してボード作りに取り組んだ。作成したボードは本校玄

関に掲示し，来校者を迎えている。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

・ボッチャを広めよう。 

・ボッチャを楽しもう。 
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（２）地域の学校へボッチャの伝達 

小学部では飯尾敷地小学校の出前授業で本校児童の紹介

と併せて，体育等で取り組んでいるボッチャについて小学校

児童に紹介し，体験をしてもらった。また，吉野川市立学島

小学校に本校の教員３名を「オリパラ教育推進授業」のボッ

チャ体験講師として派遣した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「令和２年度あわ(OUR)教育発表会」での情報発信 

   「オリパラ教育推進校」としてボッチャを通した交流や取

組を中心に，本校の教育活動の紹介動画を作成し，YouTube

「徳島県民チャンネル」で本校の魅力発信をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ホームページによる情報発信 

ホームページでも，積極的にボッチャの取組や行事・授業 

の様子を発信している。 
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２ ボッチャを楽しもう 

   小学部，中・高等部の体育の授業においてボッチャを実施し

た。取組も２年目となり，児童生徒が休み時間にも進んで練習

するなど，児童生徒のボッチャの技術も向上した。ボッチャを

楽しむことについても，方略を考え，ねらって勝ちに行くとい

う楽しさにレベルアップをした。 

 

（１） 校内での取組 

① 校内ボッチャ大会 

    コロナ禍のため感染拡大防止を踏まえ，運動会を中止し，

代替行事として，教職員を含めた全校での校内ボッチャ大

会を実施した。普段関わることの少ない他学部の児童生徒

や教職員と対戦し，校内での交流が生まれ，コロナ禍でも

活動する楽しさを味わうことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

② 保護者とのボッチャ大会（第２回参観日） 

１０月の学習参観日に，各学部で親子ボッチャ大会を行

った。児童生徒とともに保護者も積極的にゲームに参加し

たり，コントロールが難しいボッチャボールを投げたりす

ることで，ボッチャの奥深さや面白さを感じ，親子でボッ

チャを楽しむことができた。 
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③ 第２回校内ボッチャ大会 

    今年度は，コロナ禍の感染予防のため，昨年度実施でき

た吉野川市職員労働組合の方々との「ふれあい交流会」が

中止となり，校内のボッチャ大会に変更して実施した。今

回は児童生徒のみの対戦であったが，７月に行った校内ボ

ッチャ大会から一人一人の児童生徒の成長が見られ，この

１年間の取組の成果を発揮する機会となった。 

 

 

 

 

 

 

（２） 他校との取組 

今年度は，学校同士の交流及び共同学習や地域交流等の

直接的な交流が難しかったが，リモートによるボッチャ大

会に参加し，コロナ禍においても他校の児童生徒と対戦し，

ボッチャのルールをアレンジしたゲームである「ターゲッ

トボッチャ」を楽しむことができた。 

 

① 新型コロナに負けるな！リモートdeスポーツ大会 

【ターゲットボッチャ】に参加 

    １２月３日，高等部の生徒５名が板野支援学校とひのみ

ね支援学校の高等部の生徒とリモートでターゲットボッチ

ャにより対戦した。在宅の生徒もリモートで参加した。コ

ロナ禍においてもスポーツを通しての学校間交流をし，他

校の生徒と楽しさを共有することができた。 
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② とくしまスポーツ交流大会 

【競技：ターゲットボッチャ】に参加 

   １月２７日，小学部の児童５名がターゲットボッチャに

参加した。ひのみね支援学校中学部と国府支援学校高等部

のチームと対戦した。在宅訪問の児童もリモートで参加

し，VOCAでスタートコールをして友だちが投球したり，応

援したりした。大会後もエキシビションマッチとして延長

戦を楽しむことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 主な成果 

 

・取組２年目の今年度は，昨年度以上にボッチャの楽しさを味わ

いながら，さらに自信を持って取り組むことができた。 

・外部の方との交流はあまりできなかったが，校内ボッチャ大会

や保護者と一緒に競技することで，鴨島支援学校が全校を挙げ

てボッチャやパラリンピックを盛り上げようとする気持ちが

高まった。 

・リモートによる参加の工夫をすることができ，遠隔授業として

学校の行事に参加することができた。 

・オリパラ教育推進校として，活動の理解・関心が広がるよう，

ホームページや「令和２年度あわ(OUR)教育発表会」YouTube「徳

島県民チャンネル」等で積極的な発信ができた。 

７ 実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

（１）児童生徒の実態に合わせたランプスや投げ方の工夫 

① リモコンでランプスを操作し，投球装置を製作した。 

② 好きなマスコットを引っ張ることでボールが転がる仕

組みを整えた。 

③ 向きや傾斜が容易に変えられる手作りのランプス台を

複数台製作した。 

 

 

 

 

 
 

① リモコンで投球を操作     ② 引っ張り投球 
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③ 向きや傾斜を変えられるランプス台 

 

（２） 的を意識するための工夫 

自分でボールを投げることができる場合でも，見え方に

困難さがある場合，距離感をとることが難しいことがあり，

興味を引くもの，見やすいもの等を目標物にして投げやす

くする等して，一人一人の困難さに配慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） リモートによる参加の工夫 

リモートにより在宅訪問，及び自宅療養の児童生徒が参

加できた。小学部の児童は会場の様子を見ながら，VOCA で

「スタート」の合図をし，教員や友だちが代理で投げて勝負

した。高等部の生徒は，タブレットの画面を見ながらランプ

スの向きや角度を会場の教員に指示し，投球の詳細を自分

で決めて勝負に挑むことができた。それぞれ家庭から学校

のゲームに参加することができ，主体的・対話的な学びに取

り組むことができた。 
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８ 主な課題等 ・令和３年１月になり，徳島県でも急な新型コロナウイルス感染

拡大のため，数日前にふれあい交流会の中止を決定した。その

ためリモートへの切り替えや校内の対応が慌ただしくなって

しまったことによる課題が残ったが，コロナ禍におけるスポー

ツの経験を重ねることができた。 

・今年度は感染予防のため，実際に会って交流することが難しか

った。小学校との交流でもリモートを検討したが，リモートの

設備や機器，技術等の問題があり，今年度は叶わなかった。 

・外部とリモートで競技を実施していくために，情報機器の技術

を学び，機器やネットワーク環境の整備等をクリアにしていく

必要がある。 

９ 来年度以降の

実施予定 

・２年間の取組で，児童生徒のボッチャに取り組む姿勢は，素晴

らしいものがあり，回数を重ねるごとに，自ら楽しもうとする

意欲やたくさんの人にボッチャを知ってもらいたいという気

持ちが増してきた。現状では，新型コロナウイルス感染症の短

期間での終息は難しい見通しであるが，今年度はリモートでの

参加や，ターゲットボッチャなど，遠隔でも対戦できる方法に

積極的に取り組むことができた。 

・今後，ボッチャを広める方法として，直接交流が難しい場合で

も，リモートなど間接交流・間接体験での取組を視野に入れて

展開していくことも一つの方法であることが分かった。コロナ

禍の今だからこそ，校内で創意工夫を凝らすことにより新しい

方法を開拓し，多くの人にボッチャの楽しさを広め，パラリン

ピックを盛り上げていきたい。そして，東京2020オリンピッ

ク・パラリンピック大会以降もボッチャに取り組み，その楽し

さをさらに味わい，発信していくことを続けていきたい。 

 


