
JOCオリンピック教室の開催について 

●事業概要
オリンピックが国際親善や世界平和に大きな役割を果たしていることを学ぶこと

ができるオリンピック教育の推進を図るため、千葉県教育委員会が公益財団法人日本
オリンピック委員会（以下「ＪＯＣ」という。）と連携し、県内の公立中学校におい
て、ＪＯＣオリンピック教室を実施する。

●主な内容

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、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

にも生かすことが出来ることを授業を通して学習してもらう。 

●期日・会場
令和３年１２月１日（水）・２日（木）

松戸市立新松戸南中学校

●講師・時間割 （＊太枠は取材可能）

松 戸 市 報 道 資 料  

令和３年１１月１６日

３時限 午前 10時 40分～ 
「運動」 

４時限 午前 11時 40分～ 
「座学」 

５時限 午後 1時 35分～ 
「運動」 

６時限 午後 2時 35分～ 
「座学」 

１２月１日 
（水） 

村上 睦子 氏（バスケットボール） 
２年３組 

村上 睦子 氏（バスケットボール） 
２年４組 

１２月２日 
（木） 

高橋 成美 氏（フィギュアスケート） 
２年１組 

高橋 成美 氏（フィギュアスケート） 
２年２組 

 【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３５６ 京葉ガス F松戸ビル４階 

松戸市学校教育部学務課  ☎０４７－３６６－７４５７ 

ＦＡＸ０４７－３６８－６６１６ ✉mcgakumu@city.matsudo.chiba.jp



ＪＯＣオリンピック教室の開催について 

（１２月１日・２日実施 松戸市立新松戸南中学校） 

令 和 ３ 年 １ １ 月 １ ６ 日 

千葉県教育庁教育振興部体育課 

電話０４３－２２３－４１０８ 

千葉県環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局 

事前キャンプ・大会競技支援課 

電話０４３－２２３－２４３１ 

１ 期 日  令和３年１２月１日（水）、２日（木） 

２ 会 場  松戸市立新松戸南中学校 （松戸市新松戸南２丁目１２４） 

３ 講師・時間割 （＊太枠は取材可能） 

４ 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：運動が苦手な生徒も参加できるように工夫された内容 

（オリンピアンの専門競技の技術指導ではない）

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 

自分のこととして捉え、今後に活かせるような学習内容 

５ 対 象   ２年生（４学級） 

６ 主 催   公益財団法人日本オリンピック委員会 

７ 後 援 スポーツ庁

８ 協 力   公益財団法人ＪＫＡ、千葉県、千葉県教育委員会、松戸市教育委員会 

３時限 午前 10 時 40 分～ 
「運動」 

４時限 午前 11 時 40 分～ 
「座学」 

５時限 午後 1時 35分～ 
「運動」 

６時限 午後 2時 35分～ 
「座学」 

１２月１日 

（水） 

村上 睦子 氏（バスケットボール） 

２年３組 

村上 睦子 氏（バスケットボール） 

２年４組 

１２月２日 

（木） 

高橋 成美 氏（フィギュアスケート） 

２年１組 

高橋 成美 氏（フィギュアスケート） 

２年２組 

県では、公益財団法人日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）と締結したパートナー都市

協定に基づき、オリンピアンを講師に招いたＪＯＣオリンピック教室を開催します。 

今回は、１９９６年アトランタ大会出場の村上
むらかみ

 睦子
ち か こ

 氏（バスケットボール）、２０

１４年ソチ大会出場の高
たか

橋
はし

 成美
な る み

 氏（スケート／フィギュアスケート）を松戸市立新松

戸南中学校にお招きします。 

なお、本事業は新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて実施いたします。 

※パートナー都市協定：オリンピック・ムーブメントの推進やスポーツ振興等で積極

的に連携・協力することを目的に、平成２８年２月に締結。 

（裏面あり） 

※同時発表：千葉県政記者会、千葉民間放送テレビ記者クラブ、松戸記者クラブ

チーバくん



９ 取材について 

・取材を希望の方は、取材申込書に必要事項を記入し、松戸市教育委員会保健体育課へ

１１月２４日（水）正午まで にファックス（０４７－３６６－４０７０）にてお申し込みくださ

い。 

・取材に当たっては、別紙「取材上の留意事項」を御参照ください。

１０ 案内図 

交通：JR 新松戸駅から徒歩２０分 ※駐車場利用可

１１ 今年度の実施状況及び予定 

No. 実施日 実施校 

1 10 月 21日(木)～22日(金) 千葉市立幸町第二中学校 

2 11 月 18日(木)～19日(金) 八街市立八街中学校 

3 12 月 1日(水)～2日(木) 松戸市立新松戸南中学校 

4 2月 2日(水) 館山市立第一中学校 

5 2月 8日(火) 山武市立山武中学校 

6 2月 21日(月)～22日(火) 八千代市立村上東中学校 

１２ 問合せ先 

  （取材申込関係） 

松戸市教育委員会保健体育課  TEL 047-366-7459 

（オリンピック教室関係）

千葉県教育庁教育振興部体育課   TEL 043-223-4108 

  （ＪＯＣパートナー都市協定関係） 

千葉県環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局 

事前キャンプ・大会競技支援課  TEL 043-223-2431 

松戸市立

新松戸南中学校



取材上の留意事項 

・取材可能な時間は以下の通りとなります。

１２月１日（水） ５～６時限  午後１時３５分から午後３時２５分まで 

・受付は午後１時３０分から体育館入口で行います。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスクの着用 をお願いします。

また、発熱や咳などの風邪症状がある場合 は、取材をご遠慮ください。

・運動の時間は授業に支障のない範囲であれば、体育館際付近から自由に取材・撮影して

いただいて構いませんが、身体的距離の確保 をお願いします。また、オリンピアンと生

徒の間を移動することは御遠慮ください。

・座学の時間は、生徒及びオリンピアンが授業に集中できる環境を保つため、動画撮影場

所は教室後方出入口付近とし、授業冒頭(１０分程度、その後、機材を廊下へ移動)のみ

とします。

また、廊下や教室内を移動しての撮影はご遠慮ください。スタッフは指定の場所以外で

撮影を行う場合がありますので、予め御了承ください。

・通常授業時と同様の環境を保つため、運動・座学ともに フラッシュを使用しての撮影は

ご遠慮ください。取材希望者が多数の場合は、取材エリアが狭くなってしまうことを御

了承ください。 

・生徒代表への取材は、座学の授業終了後 に学年室でお願いします。

・体育館及び関係教室以外には立ち入らないようお願いします。

・校内に駐車スペースを準備しておりますが、駐車を希望の方は取材申込書へと御記入く

ださい。なお、御手数ですが、台数についても御記入願います。

取材にあたっては感染防止対策に御協力いただきますよう、お願いします。



ＪＯＣオリンピック教室の開催について（松戸市）

～ 取材申込書 ～

■下記の項目について御記入下さい。

貴社名

申請責任者／フリガナ

御連絡先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

生徒の取材希望 あり  なし

講師の取材希望※ あり    なし

駐車場の希望 あり（ 台）   なし

来校者

役割の例

（記者・スチールカメラ・

ムービー・ムービー補佐等）

参加日時

氏名／フリガナ 役割 令和３年１２月１日

５・６時限

氏名／フリガナ 役割 令和３年１２月１日

５・６時限

氏名／フリガナ 役割 令和３年１２月１日

５・６時限

※講師の取材については、講師の予定により実施できない場合がありますので、ご了承ください。

申請先 松戸市教育委員会保健体育課  ＦＡＸ：０４７－３６６－４０７０

申請締切 令和３年１１月２４日（水）正午


