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令和３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） 

３学年７３名 

１学年２４名 

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（特別講義，学習成果発表会） 

③ その他（       ） 

（２） 地域における活動  

① イベント名（JR東日本主催「駅からハイキング」） 

② その他 （        ） 

 

４ 目 標  

 （ねらい） 

 地域の魅力について調査・研究を行い，様々な活動を通してコ

ミュニケーション力を養い，地域との連携を深めて人口減少地域

への交流人口拡大を目指す。 

 

５ 取組内容 （１）特別講義 

  ① ３学年「地域の資源を活用した地域観光」 

    １学年「観光の役割とインバウンド観光」 

    講師：宮城学院女子大学教授 宮原 育子 氏 

    内容：地域資源の活用の仕方や観光客を誘致するための

方法，観光を素材としたビジネスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）「駅からハイキング」 

 JR東日本主催が企画する「駅からハイキング」の１コースと

して本校生徒が考案した鹿島台駅発着のハイキングコースを案

内する。参加者は関東や東北から９名の参加をいただき鹿島台小

学校門や鎌田三之助展示室，地元鹿島台の特産品であるデリシャ

ストマトを栽培しているデリシャスファームカフェ，鹿島台神社

等を生徒が説明しながら地域の歴史や文化を紹介し，鹿島台の魅

力をPRした。生徒はこの日のために学校設定科目「地域ビジネ

スプランニング」の授業で事前準備をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学習成果発表会（リモート開催） 

 １年間商業科で学んだ成果を発表する「学習成果発表会」にお

いて３年生の代表者が学校設定科目「地域ビジネスプランニン

グ」で調査・研究したオリジナルの「駅からハイキング」のアイ

ディアを発表した。また，実際に「駅からハイキング」で観光案

内した実施報告も行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 主な成果 

 

 ３年生の「地域ビジネスプランニング」で生徒は一人一コース

の「駅からハイキング」を企画し，クラス内で予選をしたため全

員が１回以上の発表を行った。そのため，情報収集能力やプレゼ

ンテーション力の向上が図られた。また，地域を調査・研究する

ことで地域について理解が深まった。 

 １年生は特別講義で，地域資源の活用の仕方や震災復興に向け

た先進的な取り組みによってめざましい成果を上げている地域

が観光客を誘致する取り組みを知る機会となり，来年度以降の取

り組みの大きなヒントを得た。 

 



７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

 ３学年「地域ビジネスプランニング」 

の授業で地元の駅発着のハイキング 

コースを個人で１コース企画させた。 

個人での取り組みであったため，責任 

を持って最後まで取り組むことができ 

た。実際の「駅からハイキング」の観 

光案内では，世界農業遺産である大崎 

耕土をメインの観光資源とし，地域に 

協力をいただきながら実施することが 

出来た。PRのために全校生徒でモザイ 

クアートを制作し，地元鹿島台駅に展示している。 

８主な課題等 「駅からハイキング」の計画段階では海外からの旅行者をターゲ

ットにしていたがコロナウイルス感染防止のため，オリンピック

を目的に来日する旅行者もいないことから国内旅行者に限られ

た。地元の催しものと抱き合わせの計画であったが，全て中止と

なり本校単独での実施となった。 

「学習成果発表会」についても，急遽リモートで開催することに

なったが，運営自体はスムーズに出来た。しかしながら，発表者

の姿や動きを直接見ることができなかったため１，２年生にとっ

てはリアルさに欠けた感じがした。 

 

９来年度以降の

実施予定 

 地域の人的資源を活用し，継続して取り組む予定である。 

 

 



 

令和３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【泉高校】 

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 １４名・女子 ２４名） 

普通科 第1学年 （男子 112名・女子 127名） 

英語科 第２学年 （男子 １１名・女子 ２８名） 

普通科 第2学年 （男子  128名・女子  109名） 

３展開の形式 （１） 学校における活動  

① 教科名（英語科 1・2 学年 異文化理解） 

   （普通科 1・2 学年 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語） 

   （英語科 1 学年   総合的な探究の時間） 

② 行事名 

（英語科 1・2 学年 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟ代替特別授業） 

４ 目 標  

 （ねらい） 

様々な国の文化，パラリンピックの起源・意義などついて学び、

さらに授業で実施可能なパラリンピック競技を体験することに

より，異文化や多様な価値観を理解し，将来，オリンピック精神

である人類共生に貢献する人材を育てる。 

５ 取組内容 （１） ２年生英語科の異文化理解の授業において，グループご

とでオリンピックに参加する国々の文化や習慣に加え，

得意とする競技種目や有名な選手等について調べ，英語

で発表した。さらに，校外での英語科発表会において，

上記の優秀グループがプレゼンテーションソフトを活用

して発表した。 

 

 

 

 

 

 

    （生徒作成スライド：クック島について） 

 

（２）フランス ヴァール県 マーキザンヌ中学校 日本語クラ

スとオンライン交流を行った。日本語または英語で、双方の学校、

行事、地域、日常生活、ポップカルチャーなどをプレゼンテーシ

ョン形式で紹介し合い、質疑応答も行った。本校は 2020 東京

オリンピック・パラリンピックについても紹介した。 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 
   （生徒作成スライド：日仏ユニフォーム比較） 
 
（３）1・２学年普通科ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語の授業において，パラリン

ピックの起源・意義について学び，それについての自分の考えを

英語で表現する活動を行った。 

 

（４）１・２年生英語科ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟ代替特別授業において，

本校ALT から文化や言語について教わる活動を行った。また，

生徒が日英語比較プレゼンテーションを行ったり，日本の観光名

所について，ポスターセッションで英語で発表した。                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

（５）年間を通して，ＬＨＲなどのクラスの活動において，パラ

リンピックについての理解を深め，ボッチャ競技の体験を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）今年度中止となった行事 

１・２学年普通科・英語科の海外研修：オーストラリアの小学生

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・パラリンピックの様子を伝える活動を行う。 

 

１・２学年普通科・英語科のイングリッシュキャンプ：様々な国

のALT から文化や言語について教わる活動を行ったり，生徒が

日本の観光名所について，ALT にポスターセッションで発表す

る等の活動を行う。 

 

６ 主な成果 

 

（１）ボッチャ競技体験実施後アンケートより 

・実際にやってみると，ボールが想像以上に重いことや遠くまで

転がってしまうことに驚いた。どんな人でも楽しめるようによく

考えられ，工夫されて作られた競技だと分かった。（２年生女子） 



・パラリンピックスポーツを特別扱いする傾向が日本にはある

と思う。それぞれの人ができることの範囲が異なる分，求められ

るものも変わってくるので，配慮を全くしないのは間違っている

が，「障がい者」ではなく「１人のアスリート」として考える見

方がもっと広がってほしいと思った。（2 年生女子） 

 

（２）１学年コミュニケーション英語で行った生徒のパラリンピ

ック競技の紹介より 

・「Blind Soccer」：I’d like to talk about one of the 

Paralympic sports. It is Blind Soccer.  The player must put 

on an eye mask.  A visible person guides the player in 

voice. I was surprised to know that.  Also, spectators 

need to watch the game silently. 

・「Boccia」： I’d like to talk about one of the Paralympic 

sports.  The name of the sport is Boccia.  Boccia’s rule 

is that the player who can throw a ball nearest to the 

target ball can win.  This sport has interesting things.  

Everyone can enjoy this sport.  This is the characteristic 

that other sports don’t have. 

 

以上の感想，意見より，様々な背景を持つ他者と共生する姿勢

や，他者との相違を理解し，自らも理解してもらう姿勢が培われ

ていると評価できる。 

 

７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

本校には，英語科があり，英語科の専門科目「異文化理解」を

開講している。英語科の行事やこの科目の目標は，世界の文化

の理解、多様性を尊重する態度の育成であり，さらに日本や自

分の居住地域について理解し，これを発信する活動（５（２）

（４）のような活動）を取り入れることで，テーマⅣに沿うも

のになった。 

また，ボッチャに関する活動が，インクルーシブな社会に目を

向けることにつながったのではないかと思われる。 

８主な課題等 英語科の行事においては，外部とのやりとりが多く，今年度中止

となった行事・活動を代替するような企画がかなり困難である。 

９来年度以降の

実施予定 

今年度，開催できた行事・事業を継続し，開催できなかったもの

をどのように開催するか，または代替案を考えるか，検討する。 

 

 

 



 

令和３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） ７４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） 

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  

 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

する実技体験を２クラスの生徒を３グループに分割してグループ１

回ずつ計３回実施した。 

 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，東京パラリンピックで日本は「火ノ玉ジ

ャパン」として大活躍したことも記憶に新しい。体験会の事前指導で

はボッチャのスポーツとしての概要やルールまた共生社会について

説明があり，その内容に生徒達は熱心に聴き入っていた。 

 別日に，生徒たちを２グループに分け実際にボッチャの体験会を行

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 



 
実技体験の様子 

 

６ 主な成果 

 

 ボッチャ実技体験終了後に，生徒たちに感想を記述させたところ，

結果は次のとおりであった。 

 生徒たちの多くが自分の専攻実技（部活動と同じ競技のこと）に役

立たせたいと記述しているが，これは授業担当者が説明の中でコーチ

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，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，記述結果では，すべての生徒の感想が肯定的なものとなった

が，これはこの体験会がパラリンピック終了後に実施され，パラアス

リートの活躍をテレビ観戦した生徒たちの心に響いたからではない

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） 

 東京オリンピック・パラリンピックの開催後のこともあり，「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。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，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。例年は講師を招いて実施しているが，コロナ禍のため難しかっ

た。講師の指導のもと，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，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。 

 



 

令和３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【   宮城県松山高等学校   】 

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＝1年生 

クラス＝普通科19名･家政科28名 

参加者＝普通科17名・家政科24名 

３ 展開の形式 （１） 学校における活動 次の５つのうちから選択し○をつけて

ください【複数選択可】 

① 教科名（ 体育    ） 

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） 

パラリンピックの気運醸成を促すとともに オリンピック･パラリン

ピックの価値や意義を現在の教育活動に活用する。 

パラリンピック体験を通して共生社会の形成の育成 

５ 取組内容 事前学習：図書館と図書館前掲示板にてパラリンピック競技やシッテ

ィングバレーへの理解が深まるようなレイアウトへ変更。 

事後学習：参加アンケートの実施。 

               

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

《参加した生徒の感想》 

○難しく,素早く動くことができなかった。 

○たすけあっていきたい。 

○足が不自由な人に優しくする。 

○他のパラリンピックの競技も体験してみたい。 

○障害者や困っている人がいたら助ける。 

○健康な体に感謝したい。 

○仲間と協力する面で協調性を大切にしたいと思った。 

○パラリンピックを見てみたいと思った。 

７ 実践におい

て工夫した点 

（事業の特色） 

・DVD鑑賞等を含めた事前学習。 

・ワークシートの活用 

・人と関わることが苦手な生徒同士が協力し合えるグループ活動 

８ 主な課題等 シッティングバレー自体を楽しむことはできていたが,競技を楽し

むということだけでなく,共生社会の形成に向けての学習も進めてい

きたいと感じた。 

９ 来年度以降の 

実施予定 

参加者４１名のうち，次年度も是非参加したいという生徒が３５

名いた。他の７の生徒は，体験自体は楽しかったが,普段なれない動

きをしたため,大変だったという回答だった。 

 相手を思いやることができたことが大きな収穫で,機会があれば次

年度も感染防止策を講じながら実施を検討したい。 

 



令和３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 ･ Ⅲ ･ Ⅳ ･ Ⅴ  

２実施対象者 

 

（学年･人数） 

宮城県南郷高等学校  

① 授業実践：１学年 １８名 

②草花の植栽活動：生徒会役員 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 ） 

② その他（ 宮城スタジアムへの草花装飾活動 ） 

４ 目 標  

 （ねらい） 

スポーツを通して,様々なことに希望を持ち,挑戦する心を養い,地

域や社会に貢献する力を育む。 

５ 取組内容 １．授業実践① 

保健体育：「体育理論」 対象：１年普通科・産業技術科 

（主な内容） 

オリンピックやパラリンピックの歴史から，変貌するオリンピックと諸

問題について考え，大会の意義について理解を深めた。また，オリンピッ

クシンボルの意味から違いを越えて社会の中での生き方についてふれ，さ

らに大会のビジョンである基本コンセプトから多様性、自己の個性・他者

との関係性について考えた。 

① オリンピックシンボルに込められた思い，「違いを越えて互いに理解し

あう」ことの意味について意見交換を行った。他者との協働的な学びを通

じて社会における人との関係性につい理解を深めた。 

                    （授業の様子） 

                「違いとは何か」について，                                    

                個人で考えた後にグループで共有。 

 

                              他グループの考えはホワイトボード     

               に記入後，発表を行い共有した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

② 東京オリンピック・パラリンピック大会のビジョンである基本コンセ

プトの中から「多様性」を取り上げ，大会中に選手が残した様々な主張 

から選手の思いをみつめた。また，「ジョハリの窓」を用いて自己分析

を行い自己理解を深めるとともに他者との関係性について考えた。 

（選手の主張の例 一部） 

・谷真海選手 公式Twitterより「みんなちがって みんないい」 

・レーベン・ソーンダーズ選手「表彰式で同性愛の差別を抗議」 

・ローレン・ハッバード選手，トーマス・デーリー選手，ネスティー・ 

ペテシオ選手「性別の多様性を主張」 

 

２．授業実践② 

保健体育：「実技」 対象：１年普通科・産業技術科 

（主な内容） 

パラリンピック種目の体験学習を行う前に障がいについての理解と

配慮を深めることを目的として，日本における障がい者スポーツの歴

史や障がいの概念について指導側から説明をした。その後，ブライン

ドサッカー，シッティングバレー，ボッチャの３競技を体験した。授業

後にアンケートも実施した。 

 

（１） 視覚障害とスポーツ 

・視覚障害の理解（講義） 

・コミュニケーションと配慮のポイントについて考える（体験） 

アイマスクを使用し全盲の視野の 

状態を再現。「歩く」「走る」といった

複数の課題を設定し，生徒どうしで介

助を行い，相手にとってより良い声が

けや介助の方法を考えた。 

 

 

 

（２）ブラインドサッカー（試合映像視聴，体験（介助者あり）） 

東京パラリンピックの試合映像を視聴。 競技の特異性，選手の戦いか

ら努力の先にあるものを感じとる。次に専用のボールを使用してのド

リブル，シュートなどの難易度の低い課題から挑戦し，対人をつけた

課題を体験した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）シッティングバレーボール（試合映像視聴，体験） 

・東京パラリンピックの映像を視聴。試合の見どころや上半身を使っ

た高い技術力に注目した。 

・難易度の低い課題から挑戦。小グループ内で上半身の使い方につい

て話し合いながら互いの技術について気づき，教え合った。 

 

 

 

 

 

 

 

（４） ボッチャ（ルールや試合の映像視聴，体験） 

・ボッチャの歴史，ルールについて映像を視聴して学んだ。 

・ボッチャで使用する道具の説明 

・試合体験：グループに分かれて投げ方や戦術を考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．生徒が育てた草花をオリンピックサッカー予選会場に届け，装飾

を行う 

参加：生徒会役員・農業クラブ役員 

時期：花苗の植え作業，水やり（５月～７月），装飾（７月１５日） 

場所：宮城スタジアム正門前 
（花苗の植え作業の様子） 

・デザイン案を元に花の種類を選び，プランターへ苗を植える 

・装飾当日までの管理は担当毎に行った 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（装飾活動当日の様子） 

・競技会場まで運び，装飾デザイン案を元に配置場所を決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 主な成果 

 

１．授業実践① 
 スポーツの国際交流の歴史を学ぶとともに，オリンピック・パラリン

ピックの意義や価値ついて理解を深めることができた。また，生徒は実

社会の課題としてとらえることができ，人間関係の中で多様なものの見

かたや考え方を大切にすることの意味を深く考えることができた。 

（生徒感想より） 

・人それぞれちがいがあってこそ人として生きられるんだと思った。 

・みんな違うからこそ助け合えることがわかった。 

・どんな違いがあっても，同じ人間。 

・みんな違って人それぞれだから，悪口を言わないほうがいい。 

・皆違いがあっていい。その違いが社会に活躍できると感じた。 

・相手の人生も，自分の人生も大切に。 

・心の性別が違うからオリンピックに出られないのではなく，選手が選

ぶことができるようにさせてあげたいです。 

 

２．授業実践② 
「障がいの概念」や「障がい者スポーツの歴史」を事前に伝えたこと

で，選手の背景を考え多くの気づきがあった。また体験を通しての学び 

の深まりにつながった。 

体験の中で，思い通りのプレイにつながらず難しいと感じていても，

仲間の技能に合わせて話し合いの中でルールを変更したり支援する様

子が見られたことから，他者の尊重や努力を尊ぶという本質を生徒が理

解できたと考える。 

（生徒感想より） 

【ブラインドサッカー】 

・視野が制限されている時の工夫では，手をたたく，左右の移動を具体

的に伝えることを意識した。 

・物やコーンなどにぶつからないように声がけをしました。 

・足下が見えないので，何があるかを話してあげた。 

・とても難しかったが，声がけと手の音で合図をした。 

・なるべく声を出して方向を教えた。 

 

 



【シッティングバレー】 

・なかなか動けなくて，ボールが返せなかった。 

・とても楽しくできた。 

・使うボールをやわらかいボールに変えた。 

・サーブの仕方を変えて，投げる方法も取り入れた。 

・味方にボールをつなぐことが難しかった。 

・考えながらできたので良かった。 

 

（パラリンピックの種目体験学習のアンケートより）対象：１８名 

① 体験を通じて学んだこと（生徒の文章をそのまま記入） 

・パラリンピックの種目にも面白い競技があることが分かった。 

・障害者の方でも楽しくスポーツができるということを学びました。 

・すごく難しく，簡単にできないことがわかった。 

・もしケガをした時でも，できるスポーツがあると思った。 

 

② 学んだことを今後の学校生活や卒業後の生活にどのようにいかし

ていきたいですか 

・助けてあげられるようにする。 

・積極的に助けてあげられるようにしたい。 

 

③ 今後体験してみたいパラリンピック種目はなんですか 

・卓球 

・車椅子バスケットボール 

・どんな種目があるかもっと知りたい。 

 

３．宮城スタジアムへの草花装飾活動 

 生徒会役員主体で実施した植栽活動では，本校の特色をいかして選手

や観客の方を笑顔にしたいという思いをもって，植栽のデザイン，手入

れ，装飾を行った。暑い環境でも草花を枯らさずに質を保つためにどの

ように管理をするべきかを一人一人が考えることができた。複数の生徒

が「沢山の方に見ていただけて嬉しい，これからも多くの方に喜ん 

でもらえるような活動をしたい」という感想を述べており，生徒主体の

企画運営への関心,意欲の向上,実社会への関わりについて考えを深める

活動となった。 

７実践において

工夫した点 

（事業の特色） 

（授業実践について） 
 オリンピック・パラリンピックの題材が身近なものとして捉えるこ

とができるように，生徒への発問やテーマを実社会へ活かすことので

きる内容とした。また，選手が実際に主張していた発言や行動につい

て振り返ることができるように，映像機器や新聞記事を活用した。 

 体験学習では，「障がい」という言葉の背景を事前に伝えておくこと

で，体験を通じた学びが深まるように工夫をした。また，既存のルール

に縛られることがないように，仲間同士が楽しくプレイをするために

何を工夫すべきかについて声がけを行った。 

 授業実践を考える上で大切にしたことは，東京大会以降も授業を継

続・発展することであった。特別な道具や場所を設定することなく，授

業担当者が変わっても授業に取り入れることができる内容とした。 

（装飾活動について） 
 装飾デザインやプランターの配置方法は生徒会役員の生徒が主体と

なって決定し，装飾当日までの草花管理も生徒毎で役割分担をして実

施した。 



８主な課題等  本校では本事業が４年目となり，どの学年もオリンピック・パラリン

ピックの意義を理解し，パラリンピック種目の体験学習も経験してお

り，体験を通して生徒も他者を理解する行動へつながっている。その

ため，今後も継続して実践していきたい。これまで，全校生徒を対象と

した事業実践は２年間のみで，その後は学年単位の取り組みとなって

いた。教育的な側面を考えると，委員会の活用や行事として取り組み

生徒全体で学びを深めたい。 

９来年度以降の

実施予定 

来年度以降の実施については，指導側の指導力向上も課題とし，

既存の道具を活用し継続・発展をさせたいと考えている。 

 


