
講演会
プラン

体験型
プラン

障害、競技を通じて得た経験を選手から学ぶ講演授業
費用 100,000円（税別）

生徒の皆さまと選手が一緒にパラスポーツをプレーする体験授業

お申込みお問い合わせ 一般社団法人センターポール
03-6262-8880 http://www.centerpole.workＴＥＬ ＵＲＬ

費用 100,000円（税別）



私たちセンターポールは全国の小学校、中学校、高等学校でパラアスリートと共に300校以上の学校様で選手と共に
障害理解を深める交流授業を行って参りました。
世の中にはひとくくりに出来ないたくさんの障害が存在します。
会社の中でも、その人に合うポストが見つからないことも多いかと思います。しかし、ひとりひとりの障害に対して「何
が出来る」「何が苦手」なのかを、もっと興味を持ち積極的にコミュニケーションをとって理解しようとすることで、その
障害に合うポストや接し方が見つかると思います。
アスリートに関わらず、障害を持っている人、全体においての理解を私たちは一緒に深めていただきたいと思っていま
す。私たちセンターポールはその模範になるように講演会や体験会活動を選手と共に行っています。
わたしたちの交流を通じて多くの方と出会い、様々な障害への理解や考え方が深まるとうれしく思います。

一般社団法人センターポール

講演会プラン

体験会プラン

価格 100,000円

●当日はスタッフが準備運営いたします

講演会授業（４５分～５０分）実施可能します
事前に実施校でご担当の先生と講演テーマ等、ご参加いただく生徒の皆様に伝え
たいメッセージをお打ち合わせを行い、選手が学校に訪問し実施いたします
講演会では選手による競技のデモンストレーションも行います

講演会１授業+体験会１授業まで実施し講演会体験会を行います
講演プラン同様に実施校ご担当者様とテーマの事前お打ち合わせを行います
車いすバスケットボール、車いすラグビー体験の際に使用するスポーツ用車いすや
実施に必要な備品は当団体でご準備いたします
１授業（４５分～５０分）での体験可能人数はおおよそ６０名となります

価格 100,000円～

●当日はスタッフが準備運営いたします

生徒の声

先生の声

●今まで障害を持つ人は悲しい人と思っていました。でも今回の授業で障害として見るのではなく、みんな同じ一人
の人間として関わることが大切だと思いました。
●スポーツ用車いすはクルクル回って思った以上に操作が難しかったです。選手と一緒にプレーすることが出来てと
ても楽しかったです。
●テレビで見るより本物の選手のプレーはすごい迫力でとてもカッコよかったです。

●教員からは伝えることのできない障害への考え方を生徒にわかりやすく伝えていただいてよかったです。
小学生対象で低学年と高学年に分けての講話で生徒にも分かりやすかったと思います。

●アメリカ代表選手と交流がすることが出来、とても貴重で素晴らしい交流会となりました。
●スポーツ用車椅子を準備いただき、一緒プレーが出来た生徒は大変喜んでいました。是非大会会場にも応援に行き
たいと思っています。



当団体の電話、FAX ホームページからお問合せください
オペレーターがお受けした後、担当スタッフからお電話を差し上げます

実施希望日程、生徒に伝えて欲しいメッセージ、交流授業の内容、希望の選手や競技
種目のご相談をさせていただきます
お電話にてご相談をお受けした後、当団体から確認のFAXをお送りさせていただき
ます

電話にてお打ち合わせの内容から、選手のスケジュールを当団体で確保いたしま
す

選手の確定の後、生徒、教員の皆様へ実施要項を作成しお送りさせていただきます
当日お伺いする選手プロフィールや、実施スケジュール、当日の動きなど事前お知ら
せいたします

交流授業当日、スタッフが開始４０分から１時間前に学校へお伺いしスポーツ用車い
すの準備、講演会の際に使用するプロジェクターの準備を行います
交流会の運営や選手のサポートは当団体スタッフが行います

実施校様のご都合に合わせて対応します
（振替依頼書の記入、請求書、領収書の発行、請求の分割等）
（お支払い関連の書類は事前に対応することも可能です）

●講演会でお話しいただくテーマのイメージが出来ないのですが、他の学校ではどのようなお話をしていますか
⇒アスリートからは“自分らしく生きる” “工夫とチャレンジ” “スポーツと障害を通じて学んだこと” “目標達成のために”などの
講話をさせていただいております
選手がスポーツや障害の経験から学んだ経験をご参加いただく生徒の学年に合わせて映像を使いながら実施いたします

●障害者スポーツの授業実施を検討しているのですが、教員用の資料はありますか
⇒当団体でお伺いさせていただく選手のプロフィールや競技特徴やルールがわかる事前学習シートをお作りしています

●体験会は何名程度実施可能ですか、また体験会は何年生から可能でしょうか
⇒１授業（４５分）でおおよそ４０名から６０名程度体験可能です。体験会では競技用車いすの操作やミニゲーム、実際の競技を体験
していただくことが可能です。４年生以上からの実施を推奨しています

●車椅子の方でも使用できる設備（トイレ、エレベーター、スロープ等）が十分ではないのですが実施は可能ですか
⇒お伺いさせていただく選手の障害に応じてのご相談になりますが、設備がバリアフリーではない学校での対応も可能です
先生、生徒の皆様にお手伝いをお願いする場合もございます

●お支払いは個人になりますか、もしくは団体になりますか
⇒実施費用お支払いは一般社団法人センターポールへお願いしております 支払いに関しての書類記入等が必要な実施校様とは
事前に書類作成等の準備もいたします

●インフルエンザ等の学級閉鎖で実施が困難な場合どのように対応したらいいでしょうか
⇒事前に予備日の設定が可能な場合は予備日に日程変更をさせていただきます
また、選手が大会や遠征でお伺いできない場合は、他選手を選定し実施させていただきます
実施キャンセルの際は実施日に応じたキャンセル費が発生いたします プラグラム概要をご覧ください



学校へ到着 講演会実施準備

8：00 スタッフ到着
8：15 選手到着

8：05 機材搬入セッティグ
8：20 ご担当者と流れ確認
8：40 講師控室待機

8：45 選手入場
8：45 校長先生からの挨拶
8：50 講演会開始
（自己紹介、障害について、
競技、講話テーマに沿った講
演とデモンストレーションを実
施）
9：20 質疑応答
9：25 記念撮影
9：30 講演会終了

1時限目 8時45分開始の場合

講演会実施準備 体験会

8：45 選手入場
8：45 校長先生からの挨拶
8：50 講演会開始
（自己紹介、障害について、
競技、講話テーマに沿った講
演とデモンストレーションを実
施）
9：20 質疑応答
9：25 記念撮影
9：30 講演会終了

09：35 体験会スタート
競技説明
（車椅子操作）
選手デモ
ミニゲーム
（車椅子鬼ごっこ）
ミニゲーム
（試合）
写真撮影

10：20 終了

1時限目～２時限目 8時45分開始

交流授業終了

10：25 機材の撤収
10：45 職員室へご挨拶

支払書類手続き
11：00 学校出発

交流授業終了

09：35 機材の撤収
09：45 職員室へご挨拶

支払書類手続き
10：00 学校出発

学校へ到着

8：00 スタッフ到着
8：15 選手到着

8：05 機材搬入、セッティグ
8：20 ご担当者と流れの確
認
8：40 講師控室待機

上記の講演会、体験会プログラムは一例となります
プログラムは実施学校様のご都合に合わせて対応させていただきます

お申込みお問い合わせ 一般社団法人センターポール

03-6262-8880 http://www.centerpole.workＴＥＬ ＵＲＬ

03-6262-8881 info@centerpole-japan.comＦＡＸ ＭＡＩＬ

【港区】 港区立六本木中学校 港区立港陽中学校
【新宿区】 新宿区立淀橋第四小学校
【台東区】 台東区立金曾木小学校 台東区立東浅草小学校 台東区立谷中小学校 台東区立富士小学校
【墨田区】 墨田区立錦糸小学校
【江東区】 江東区八名川小学校 江東区立砂町小学校
【品川区】 品川区立鈴ヶ森中学校
【目黒区】 目黒区立鷹番小学校 目黒区立目黒第八中学校
【大田区】 大田区立相生小学校 大田区立徳持小学校
【世田谷区】 世田谷区立千歳台小学校
【中野区】 中野区立第八中学校 都立中野工業高等学校
【杉並区】 杉並区立四宮小学校 杉並区立松ノ木中学校 杉並区立杉森中学校 杉並区立東田中学校
【豊島区】 豊島区立要小学校
【板橋区】 板橋区立上板橋小学校 板橋区立高島第三中学校 板橋区立上板橋第二中学校
【練馬区】 練馬区大泉学園緑小学校 練馬区立橋戸小学校 練馬区立南田中小学校 練馬区立豊玉第二小学校 練馬区立開進第四小学校

練馬区立開進第四中学校
【足立区】 足立区立東渕江小学校 足立区立鹿浜五色桜小学校 足立区立舎人第一小学校 足立区立竹ノ塚小学校 足立区立島根小学校
【葛飾区】 葛飾区立東綾瀬小学校
【江戸川区】 江戸川区立南篠崎小学校 江戸川区立篠崎小学校
【八王子市】 八王子市立ひよどり山中学校 八王子市立石川中学校
【立川市】 立川市立柏小学校 立川市立第一小学校 立川市立第三小学校
【調布市】 調布市立飛田給小学校
【町田市】 町田市立木曽境川小学校 町田市立小山ヶ丘小学校
【日野市】 日野市立夢が丘小学校
【国分寺市】 国分寺市立第二小学校
【狛江市】 狛江市立狛江第一中学校 狛江市立狛江第二中学校
【清瀬市】 清瀬市立清瀬第六小学校
【武蔵村山市】 武蔵村山市立第四中学校
【多摩市】 多摩市立多摩第二小学校
【稲城市】 稲城市立稲木第五中学校
【瑞穂町】 瑞穂町立瑞穂第五小学校
【大島町】 大島町立つばき小学校 大島町立第一中学校



パラアスリート交流授業

プロ
グラム

プログラムタイトル
パラアスリート交流授業
～パラアスリート講演会と、パラスポーツ体験会を組み合わせた訪問授業～

プログラム内容

①講演会プラン 講演会のみ【授業1時限使用】

②体験会プランA 講演会＋体験会 【授業2時限使用】
体験会はスタッフによる指導、運営にて行います

③体験会プランB 講演会＋体験会 【授業4時限使用】
体験会はスタッフによる指導、運営にて行います

実施場所

実施学校様体育館もしくは講演会、体験会可能な教室、屋外
＜施設条件＞
✔車いす競技が実施可能なこと

＜使用時間＞
✔設営時間（開始前60分）＆撤収時間（終了後30分）を想定ください

所要時間/
受入人員

①講演会プラン 講演会 45分～50分 ／人数の制限無し

②体験会プランA 体験会 45分～50分 ／人数40～65名
+選手講演会45分～50分 ／人数の制限無し

③体験会プランB 選手講演会45分～50分 ／人数の制限無し
+体験会 45分～50分 ／人数40～65名

時間帯 午前、午後

受入

受入期間 通年

受入曜日 制限なし

受入対象校 小学校（4年生以上推奨）、中学校、高校

価格

価格

①講演会プラン 100,000円（税込）

②体験会プランA 100,000円（税込）～

③体験会プランB 150,000円（税込）～

含まれるもの
含まれないもの

■代金に含まれるもの： アスリート＆スタッフ人件費、パラスポーツ競技備品レンタル
■代金に含まれないもの： 上記以外のものは代金に含まれません。
※体験会はスタッフによる指導と運営となります。体験会に選手派遣をご希望の際は別途費用が
発生いたしますのでご相談ください

取消料

■全キャンセルの場合
・実施1か月前から実施15日前まで 予定総額の50%
・実施14日前から実施8日前まで 予定総額の70%
・実施7日前からまで 予定総額の100％

申込
申込期間 実施予定日の2週間前まで

申込方法 所定の「申込書」に必要事項を記入の上、下記までFAXまたはメールにてお申し込みください。

清算 清算方法 終了後に請求書を送付します（銀行振込）。

問合せ 問合せ先
一般社団法人センターポール 担当 田中 加藤
東京都中央区新富1-15-4アルファ新富ビル3階
TEL:03-6262-8880 FAX:03-6262-8881

その他 写真撮影
センターポールWEBページに活動報告として掲載させていただきます。
写真に関しては個人が特定されない様配慮させていただきます。
掲載に関して事前に対応が必要な場合は都度ご相談させていただきます。

費用
サポート

企業
サポート制度

運営に関わる費用の一部（最大5万円）を一般社団法人センターポールの取引企業が援助い
たします。詳細に関してはお問合せください。

tel:03-6262-8880

