オリンピック･パラリンピック教育推進校の取組【小学校】
拠点校

実践目標

実践内容

協力校

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･パラリンピックを通じた学び

網走市立
東小学校

・オリンピズムの５つの教育的
価値、パラリンピックの４つ
の価値を養うとともに、オリ
ンピック・パラリンピック教
育を通して、自己の適性に応
じて「する、みる、支える、知
る」の運動やスポーツとの多
様な関わり方について考える
力を育成するとともに、多様
な価値観をもつ人々と協力・
協働しながら課題を解決する
力を育成する。

①各種資料や I’m POSSIBLE、競技
で使う実物の展示による、オリンピ
ック・パラリンピックの精神や歴史
について日常から触れることができ
る環境の設定
②網走市にゆかりのあるオリンピア
ン、パラリンピアンの講演
③競技で使う道具をつくる日本の中小
企業の高い技術力についての学習な
ど、各教科等との関連付けた学習

①オリンピック・パラリンピック競技の要
素を取り入れた体験や活動を通した、競
技への関心を高め、運動に親しむ資質や
能力の基礎を養う学習
②網走市で合宿を行う国の文化や歴史、受
け入れる側のおもてなしの心などを学
ぶ機会を通した、世界の多様性を知ると
ともに、様々な価値観を尊重することの
必要性を理解する学習

名寄市立

・2020 年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に向
け、児童、教職員の関心を高
め、スポーツ・運動の価値や効
果の再認識を通じて、国際的
な視野や共生の視点をもって
社会に貢献できる人材を育成
するため、豊かなスポーツラ
イフの実現に向けた機運の醸
成を図る。

①特別活動の授業で、オリンピック・ ①第５学年の総合的な学習の時間「共に生
パラリンピックに関する知識（精神、 きる」の学習において、障がいのある人
歴史等）を学ぶ。
の思いや生活の様子について理解を深
②道徳科の授業で、オリンピアン等を
める（名寄市社会福祉協議会と連携）。
講師とした講演などを実施し、道徳 ②第５学年の外国語科の学習を通して、参
的価値を学ぶ。
加国・地域の文化、言語等について学ぶ。
③体育科の授業で、パラスポーツの体
験学習（ボッチャ）を通して、パラリ
ンピック、パラスポーツについて知
る。

・オリンピック・パラリンピック
教育を通じて、ルールやマナ
ーを遵守することやフェアな
プレーを大切にすることな
ど、スポーツの意義や価値に
触れることができるようにす
る。

○オリンピック・パラリンピックに関 ①運動を通じて、スポーツの意義や価値、 島牧村立島牧中学校
する知識（精神・歴史等）を学ぶ学習
楽しさ等を学ぶことができるよう、校内
を通じて、オリンピック・パラリンピ
における「しまリンピック」等の取組を
ックの意義や価値に触れ、スポーツ
進める。
への関心を高める。
②参加国や地域の文化等に関することを
学ぶ学習を通じて、郷土や世界の文化を
理解し、スポーツへの関心を高める。

名寄小学校

島牧村立
島牧小学校

網走市立網走小学校
網走市立中央小学校
網走市立西小学校
網走市立呼人小学校
網走市立南小学校
網走市立潮見小学校
網走市立白鳥台小学校
網走市立西が丘小学校

名寄市立名寄南小学校
名寄市立名寄東小学校
名寄市立名寄西小学校
名寄市立中名寄小学校
名寄市立智恵文小学校
名寄市立風連中央小学校
名寄市立名寄中学校
名寄市立名寄東中学校
名寄市立智恵文中学校
名寄市立風連中学校

オリンピック･パラリンピック教育推進校の取組【小学校】
拠点校

釧路市立
朝陽小学校

幕別町立
幕別小学校

実践目標
・オリンピック・パラリ
ンピックへの興味・
関心を高め、スポー
ツの価値への理解を
深めるとともに公正
さの涵養や国際・異
文化理解を深める。
また、多様性を尊重
した共生社会構築へ
の態度を育成する。

・オリンピック・パラリ
ンピックを通じて、
スポーツへの興味・
関心を高めるととも
に、パラスポーツの
体験を通じて共生社
会への理解を深め
る。

実践内容

協力校

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･パラリンピックを通じた学び

①体育科の授業や学校行事において、運動や
スポーツへの多様な関わり方の学習の中
で、オリンピックの精神や歴史、オリンピ
ック・パラリンピックと日本のつながり等
について理解を深める。
②道徳科等において、オリンピアンやパラリ
ンピアンを題材とした授業実践を通して、
「希望と勇気」、「思いやり」、「規則の尊
重」
、
「国際理解」
、
「勤労」
、
「社会への奉仕」
等の道徳的価値について理解を深め、道徳
的な実践意欲や態度を育む。
③パラスポーツの体験会及びパラアスリー
トの講演会を実施し、パラリンピックの精
神や歴史等について理解を深める。
①保健体育科の授業において、オリンピア
ン・パラリンピアンを招聘し、講演会を開
催するとともに、スポーツを通して、スポ
ーツの価値や意義、食育及びスポーツの楽
しさを学ぶ。
②公開授業や研修会を実施し、効果的な取組
等を発信する。

①パラスポーツの体験会及びパラアスリ
ートの講演会を実施し、共生社会に向け
た人権教育について理解を深める。
②校区における小中連携推進協議会等に
より、取組を紹介し、オリンピック・パ
ラリンピック教育活動の充実を図る。
③研修会を開催し、オリンピック・パラリ
ンピック教育の推進の在り方について
理解する。

釧路市立幣舞中学校

①体育の授業で、
「ウィルチェアラグビー」
の体験を実施し、パラスポーツについて
学ぶとともに、
「する、みる、支える、
知る」の観点からスポーツとの関わり等
を学ぶ。
②地域セミナー等の内容を地域に還元す
る研修会を実施する。

幕別町立糠内小学校
幕別町立古舞小学校
幕別町立明倫小学校
幕別町立途別小学校
幕別町立白人小学校
幕別町立札内南小学校
幕別町立札内北小学校
幕別町立忠類小学校
幕別町立幕別中学校
幕別町立糠内中学校
幕別町立札内中学校
幕別町立札内東中学校
幕別町立忠類中学校

オリンピック･パラリンピック教育推進校の取組【小学校】
拠点校

実践目標
・オリンピック・パラリンピ
ックに係る実践を通じ
て、スポーツの価値や効
果についての理解を深め
るとともに、共生社会の
構築や異文化交流への理
解を深める。

平取町立
平取小学校

八雲町立
落部小学校

実践内容
オリンピック･パラリンピックそのものについての学び

①第６学年社会科の授業において、戦後の日本が国
際社会に復帰し、東京オリンピック・パラリンピ
ックが開催され、スポーツを通した世界平和の実
現に貢献できたことなどオリンピックの精神、歴
史やオリンピック・パラリンピックと日本の関わ
り等を学ぶ。
②道徳科の授業において、オリンピアン、パラリン
ピアンの生き方について学び、自己を見つめ、物
事を多面的・多角的に考えることを通じて、「希
望と勇気、努力と強い意志」、
「親切、思いやり」
、
「規則の尊重」、
「国際理解、国際親善」など自己
の生き方について考えを深める。
③廊下や体育館に、オリンピック陸上競技の幅跳び
や高跳びなどの世界記録を実際のスケールで掲
示することにより、児童の関心を高める。
④町立図書館からオリンピック関連の書籍を借り、
学校の図書コーナーとして児童がいつでも見た
り、読んだりできるように環境を整備し、関心を
高める。
・2020 年東京オリンピッ ①オリンピック・パラリンピックに関する知識（理
ク・パラリンピック競技
念・価値・精神・歴史等）を学ぶ学習。
大会に向け、児童、教職員 ②オリンピアン・パラリンピアン等を講師とした講
の関心を高め、スポーツ・
演などから道徳的価値を学ぶ学習。
運動の価値や効果の再認
など
識を通じて、国際的な視
野や共生の視点をもって
社会に貢献できる人材を
育成するため、豊かなス
ポーツライフの実現に向
けた機運の醸成を図る。

オリンピック･パラリンピックを通じた学び

協力校

①体育科の授業において、スポーツの意義 平取町立平取中学校
や価値等を学ぶ。
②総合的な学習の時間において、アイヌ文
化について調べたり、体験したりする学
習を通して、様々な地域の文化に対する
理解を深める。
③食育の一環として、外国の料理や食文化
について学ぶ活動を通じて、他国や自国
のよさに気付かせるなど国際理解を深
める。
④運動会での 2020 応援ソング「パプリ
カ」の使用、マラソン大会での記録に挑
戦する体験などを通じて、オリンピッ
ク・パラリンピックへの関心を高める。
⑤小・中・高・特別支援学校の４校での特
別支援学校交流において、障がいのある
人と関わり、共生社会への関心を高め
る。
①運動を通したスポーツの意義や価値等
を学ぶ学習。
②オリンピック・パラリンピックを支える
様々な人たちなど、スポーツ・運動への
多様な関わり方を学ぶ学習。

八雲町立東野小学校
八雲町立浜松小学校

オリンピック･パラリンピック教育推進校の取組【中学校】
拠点校

登別市立
幌別中学校

実践目標

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･パラリンピックを通じた学び

協力校

・オリンピック・パラリンピックへ ①パラリンピアン等の講演を通して、道徳的価値
の興味関心を高め、スポーツがも
（希望と勇気、克己と強い意志等）について学
つ価値への理解を深める。
ぶ。
・異文化理解の下、国際的な視野を ②広報掲示活動等により、「オリンピック・パラリ
もつとともに日本の伝統や郷土
ンピックに関する知識や歴史」について興味関
のよさを知る。
心を高める。
・多様性を尊重し、誰もが平等に、
安心して生活できる共生社会を
構築しようする態度を育成する。

①パラリンピアンの講演から共生社会の構築について 登別市立幌別小学校
考える。
登別市立幌別東小学校
②行事や特別活動、各教科の学習を通して、「共生」、
「異文化理解」、「スポーツへの関心」について学
ぶ。
③明治食育セミナーの出前授業を行い、第１学年はカ
カオ・チョコレート教室でカカオの産地やチョコレ
ートの製法などの「異文化理解」について学ぶ。第
２・３学年は運動と食事教室で「スポーツへの関心」
について学ぶ

・オリンピック・パラリンピックを
通じて、スポーツの価値への理解
を深めるとともに、規範意識の涵
養、国際・異文化理解、共生社会
への理解等を深める。

①ＪＯＣオリンピック教室を実施するなど、オリン
ピックの精神、歴史やオリンピック・パラリンピ
ックと日本の関わり等を学ぶ。
②ＪＯＣオリンピック教室等で、オリンピアンを
講師とした講演などを実施し、道徳的価値を学
ぶ。
③ＪＯＣオリンピック教室等で、オリンピアンを
講師とした実技講習を実施し、運動を通したス
ポーツの意義や価値等を学ぶ。

・オリンピック・パラリンピック教
育を通じて、スポーツ及びオリン
ピック・パラリンピックの意義や
歴史を学ぶとともに、スポーツに
対する興味・関心の向上、ボラン
ティアマインドの育成、フェアプ
レー精神の涵養、国際・異文化理
解、共生社会への理解等を深め
る。

①保健体育科の授業で、オリンピックの意義や歴
史、我が国との関わりについて学ぶ。
②ブラインドサッカーやボッチャ等を体験し、パ
ラスポーツに対する理解を深める。
③オリンピアンを講師とした講演を実施し、道徳
的価値について学ぶ。

①ＪＯＣオリンピック教室等で、オリンピアンを講師
に実技講習をするなど、運動を通したスポーツの意
義や価値等を学ぶ。
②ＪＯＣオリンピック教室等で、オリンピアンを講師
とした講演などを実施し、日本や他国の伝統、文化、
言語、国際マナー等を学ぶ。
③ＪＯＣオリンピック教室等で、
「する、みる、支える、
知る」の観点からスポーツとの多様な関わり方を学
ぶ。
④合唱祭に取り組み、オリンピックバリューについての
理解を深める。
⑤スロヴァキア国立歌劇場を講師とした講演と実技講
習を実施し、他国の文化や言語について学ぶ。
など
①道徳科の授業でオリンピック・パラリンピック
に関する教材を活用し、公正、公平の精神や、
我が国や他国の伝統や文化等について学ぶ。
②観光大使活動において、マナーやおもてなしの
心を学習し、修学旅行先において実践する。
③オリンピック・パラリンピックを教材にした道
徳科の公開授業を実施し、効果的な取組を発信
する。

士別市立
士別中学校

利尻富士町立
鴛泊中学校

実践内容

士別市立朝日中学校
士別市立多寄中学校
士別市立上士別中学校
士別市立士別南中学校
士別市立士別小学校

利尻富士町立鬼脇中学校

オリンピック･パラリンピック教育推進校の取組【高等学校・特別支援学校】
拠点校

北海道恵庭南
高等学校

実践目標
・オリンピック、パラリンピ
ックを通じてスポーツの
価値への理解を深め、規
範意識の涵養、国際・異文
化理解及び共生社会の理
解など多面的な価値を深
める。

・「する、みる、支える、知
る」という総合的な視点
でスポーツに関わる中で
オリンピック・パラリン
ピックへの興味・関心の
高揚を図るとともに、共
生社会への理解を深め、
生涯を通じてスポーツに
親しむ礎を築く。
北海道苫前商業
高等学校

実践内容

協力校

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･パラリンピックを通じた学び

①オリンピック・パラリンピック
の精神や歴史、オリパラと日本
の関わり等の学習
②オリンピアンを講師とした講演
などによる道徳的価値等の学習
③異校種間連携におけるパラスポ
ーツを通じて「する、みる、支え
る、知る」の観点から運動と関わ
る学習
①保健体育科の授業で、教科書体
育編を基に作成したプリント、
ワークシート等を活用し、オリ
ンピック・パラリンピックの精
神、歴史、世界平和について学
び、国際理解を深める。
②生涯スポーツの授業で、オリン
ピック・パラリンピックの学習
や公式種目を体験することで、
共生社会、国際理解について学
ぶ。
③中学生向けの体験授業で、レプ
リカメダル、
ID カード等に触れ、
オリンピック・パラリンピック
への興味・関心の高揚を図る。
④学校通信や公開授業を利用し、
活動内容を地域へ発信する。

①自他国の伝統や文化、国際マナー等につい
て学ぶ姿勢の修得
②オリンピック、パラリンピックを通じて国
際的な視野や共生の視点に立った人材育成
③異校種間連携によるパラスポーツを通じ
た「する、みる、支える、知る」の観点か
らの運動との関わり

北海道白樺高等養護学校
北海道北広島高等学校
北海道千歳北陽高等学校
北海道札幌南高等学校
北海道大麻高等学校

①小平高等養護学校の体育大会にボランテ
ィアとして参加し、
「みる、支える、知る」
のテーマで、共生社会について理解を深め
るとともに、スポーツとの多様な関わり方
について学ぶ。
②パラリンピックスポーツを体験すること
で共生社会について理解を深め、生涯にわ
たってスポーツに親しむ礎を育む。
③清掃や除雪のボランティア活動を通し、お
もてなしの心や共生社会について学ぶ。
④町民マラソンの運営ボランティアを通し、
おもてなしの心や共生社会について学ぶ。
⑤校内体育大会の中で、する、みる、支える
を体験することにより、スポーツへの多様
な関わり方を学び、運営も含めたオリンピ
ック・パラリンピックへの興味・関心の高
揚を図る。
⑥学校通信や公開授業を活用し、活動内容を
地域へ発信する。

北海道羽幌高等学校
北海道小平高等養護学校
苫前町立苫前小学校
苫前町立古丹別小学校
苫前町立苫前中学校
苫前町立古丹別中学校

オリンピック･パラリンピック教育推進校の取組【高等学校・特別支援学校】
拠点校

北海道奥尻
高等学校

北海道中標津
高等学校

北海道岩見沢
高等養護学校

実践目標

実践内容
オリンピック･パラリンピックそのものについての学び

・2020 年東京オリンピ ①保健体育科の授業で教科書を基にし
ック・パラリンピック競
たワークシート等を作成し、ワーク
技大会に向けて、生徒、
ショップ形式での授業を展開し、オ
教職員の関心を高め、ス
リンピックの精神、歴史やオリンピ
ポーツ・運動の価値や効
ック・パラリンピックと日本の関わ
果の再認識を通じ、国際
り等を学ぶ。
的な視野をもって世界 ②オリンピアンを講師とした講演など
の平和に貢献できる人
による道徳的価値等を学ぶ。
材を育成する。
③公開授業を実施し、効果的な取組等
を発信する。
・オリンピック・パラリン ①スポーツ及びオリンピック・パラリ
ピック教育を通じて、ス
ンピックの意義や歴史について学
ポーツ及びオリンピッ
ぶ。
ク・パラリンピックに対 ②パラリンピアン等を講師とした講演
する興味・関心を高める
などを実施し、パラリンピック大会
とともに、明るく豊かで
の概要や出場に至るまでの過程等に
活力ある生活を営む態
ついて学ぶ。
度やスポーツを通じた ③パラリンピアン等の講演や支援プロ
共生社会の構築を実現
ジェクトを活用した企画等を地域に
する資質・能力を育て
公開することにより、オリンピック・
る。
パラリンピック教育の効果的な取組
を発信する。
・競技団体関係者の講演や ①競技団体の関係者を講師とした講演を
実施し、道徳的価値を学ぶ。
スポーツ交流会等を通
して、オリンピック・パ ②オリンピック・パラリンピックに関す
る歴史等を学ぶ授業を設定し、オリン
ラリンピックに対する
ピック・パラリンピックの意義を理解
興味・関心を高めるとと
する。
もに、オリンピック・パ
ラリンピックの意義を
理解する。

オリンピック･パラリンピックを通じた学び

協力校

①パラリンピック競技の体験をすることによ 奥尻町立奥尻中学校
り、パラスポーツについて学び、理解を深める 奥尻町立奥尻小学校
とともに、実施競技の難しさや面白さを体験 奥尻町立青苗小学校
し、共生社会について学ぶ。
②オリンピアンによる講演やパラスポーツの体
験を通じて、
「する、みる、支える、知る」の
観点からスポーツとの多様な関わりについて
学ぶ。
③事業実施後、効果的な取組について発信する。
①スポーツ及びオリンピック・パラリンピック
の価値等について学ぶ。
②パラリンピアン等を講師とした講演などを通
じて、
「する、みる、支える、知る」といった
スポーツとの多様な関わり方について学ぶ。
③共生の視点の理解や態度を育てるとともに、
スポーツを通じた共生社会の構築について学
ぶ。
④生涯にわたって継続してスポーツに親しむと
ともに、明るく豊かで活力ある生活を営む態
度を養う。

北海道中標津支援学校
中標津町立中標津小学校
中標津町立中標津東小学校
中標津町立俵橋小学校
中標津町立丸山小学校
中標津町立中標津中学校
中標津町立広陵中学校
中標津町立計根別学園
北海道中標津農業高等学校

①スポーツ交流会を実施し、パラスポーツの面白
さに気付き、スポーツの意義や価値等を学ぶ。
②パラリンピックに参加する国・地域について調
べ、他国の文化・言語等について学ぶ。

北海道岩見沢東高等学校
北海道岩見沢西高等学校
北海道岩見沢農業高等学校
北海道美唄尚栄高等学校
北海道岩見沢緑陵高等学校

