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報告書発刊に寄せて
　このたび、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック期間に、当
地に開設された「Tokyo 2020 JAPAN HOUSE」（以下、ジャパンハウ
スとする）において、スポーツ庁ブースの管理・運営をいたしました。
　（公財）日本レクリエーション協会は、障がいの有無にかかわらず、い
つでも、どこでも、だれとでも楽しめるスポーツ・レクリエーション活動
を全国で普及しております。このたびの取組は、日本独自の多様で多彩な
スポーツ・レクリエーション活動を世界に紹介できる良い機会として、積
極的に参画させていただきました。
　結果、オリンピック・パラリンピック期間を通じて、103 種類のスポー
ツ・レクリエーション活動を紹介させていただくことができました。また、
ジャパンハウスには 82,129 名の方々がおいでになられましたが、そのう
ち 35,240 名の方々が、私どものプログラムに参加していただきました。
　今回は、海外の方々に楽しくスポーツ・レクリエーション活動を体験し
ていただく上で参考となる情報を報告書として取りまとめさせていただき
ました。東京 2020 大会のみならず、海外の方々にスポーツ・レクリエー
ション体験の機会を提供される取組の参考としていただければ幸いです。
　最後となりますが、スポーツ庁をはじめ、指導者の派遣等にご協力をい
ただいた（公財）日本レクリエーション協会公認指導者養成課程認定校、
Tokyo 2020 JAPAN HOUSE主催団体である（公財）東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会など関係各所の皆様や SPORT FOR 
TOMORROW・コンソーシアム事務局である独立行政法人日本スポーツ
振興センターの皆様の多大なるご指導、ご支援を賜りましたことにつきま
して、厚く御礼申し上げます。

平成 29 年 1 月
公益財団法人　日本レクリエーション協会

　理事長　　小西　亘

1. 委託事業名
　戦略的二国間スポーツ国際貢献事業
　　　　　　　　　　（平成 28 年度）

2. 趣旨
　平成 28 年 8 月 5 日～ 21 日（オリンピック
期間）、9 月 7 日～ 18 日（パラリンピック期
間）、リオデジャネイロ（ブラジル）の地に設
置された「Tokyo 2020 JAPAN HOUSE」

（以下、ジャパンハウスとする）日本政府エ
リア内スポーツ庁ブースの企画、運営を行う。

3. 主催団体　
　スポーツ庁

4. 運営受託　
　公益財団法人　日本レクリエーション協会

5. 活動内容
（ア）	誰もが親しむことができるスポーツ・レク

リエーション体験機会の提供
　　 　日本発祥のスポーツ・レクリエーション

（伝承遊びやインクルーシブスポーツを
含むニュースポーツ等）を体験する場を
提供し、来場者にスポーツの価値や楽し
さを伝える。

（イ）	SPORT	FOR	TOMORROWの広報
　　  　発展途上国を中心に世界各国のス

ポーツ環境の整備に協力している日本
の取組を映像・写真・パンフレット等を
通じて来場者に伝えることにより、次期
大会開催国として国際的なプレゼンス向
上を図る。

6. 開設期間
（ア） オリンピック期間　

平成 28 年 8 月 5 日～ 21 日
（イ） パラリンピック期間　

平成 28 年 9 月 7 日～ 18 日

7. 会場　
　Cidade das Artes（シダージ・ダス・ア
ルテス）内日本政府エリア

（Av. das Américas, 5300, Barra da 
Tijuca - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 
22793-080）

8. Tokyo 2020 JAPAN HOUSE 主催団体
　公益財団法人東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員会、東京都、公益財団
法人日本オリンピック委員会、公益財団法人
日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック
委員会

スポーツ庁ブース管理・運営事業
事業概要

Tokyo 2020 JAPAN HOUSE



4 5

コーナー 概要

エントランス

① ウェルカムボード 「Tokyo 2020 JAPAN HOUSE｣ のメイン入口としてウェルカムボード／インフォメーションカウン
ターを設置。

東京 2020 組織委員会エリア

① 日本のオリンピック ･ パラリンピッククロニクル紹介 モニターを設置し、日本のオリンピック ･ パラリンピッククロニクル紹介映像を上映。

② ビジョン／アウトライン・エンブレム紹介 ビジョン／アウトライン・エンブレムの紹介。

③ 新国立競技場計画紹介 新国立競技場の「コンセプト」「施設」を中心に紹介。また、新国立競技場の模型を展示。

④ 追加種目競技紹介 東京 2020 大会の追加種目を紹介する映像を上映。

⑤ ライセンスグッズ展示 ライセンスグッズの展示。

東京都エリア

① TOKYO ROUND TRIP 足元のマップをトリガーに、東京の街・自然を旅する爽快な主観ビューの映像コンテンツ。

② TOKYO SOUL FOOD 東京が誇る多種多様な「食」を日本人の職人技による食品サンプルをグラフィカルに展示し表現。

③ TOKYO TAP WATER 東京水を実際に試飲するとともに、東京水が実際に飲まれているシーンのシズルを映像で表現する。

④ TOKYO WATER TREE 天井へ向けて広がるツリー状に連なった大小様々なモニターと底面の円形のプロジェクタースクリー
ンで「水の都 東京」という概念を表現。

⑤ TOKYO LIFELINE WALL 大都市東京を支えるライフラインを可視化するインフォグラフィクス展示体験。

⑥ TOKYO FUTURE 東京都長期ビジョンで示す未来の東京と、具体的な数値目標を展示。

⑦ TOKYO HYDROGEN CITY 東京都が目指す CO2 削減の取り組み「カーボンオフセット」の紹介と、その代表的な事例である燃
料電池自動車「MIRAI」のカットモデルを展示し、メカニズムを解説。

⑧ WELCOME MESSAGE FROM TOKYO 豊かな水の流がれる風景を巡りながら、水の都、東京の魅力を発信する。

⑨ RUGBY WORLD CUP 2019 ラグビー日本代表チーム、2020 年東京オリンピックにおけるラグビー競技場の紹介。
ラグビートライ体験＆記念写真撮影コーナーも設置。

⑩ 復興 PR ゾーン 復興関連映像の紹介、及びパネル展示。※自治体エリア脇に設置

日本政府エリア

① 府省庁出展ブース 府省庁出展者による PR ブース展開を行う。
（① 総務省　② 文化庁　③ 農水省　④ 国税庁　⑤ 内閣府　⑥ 経産省　⑦ 観光庁　⑧ スポーツ庁）

パートナーエリア

① パートナー出展ブース スポンサー出展者による PR ブース展開を行う。

リオデジャネイロ 2016 大会　日本代表選手応援エリア

① オリンピック日本代表選手団 顔写真ボード オリンピック日本代表選手団全選手の顔写真を掲出。

② パラリンピック日本代表選手団 顔写真ボード パラリンピック日本代表選手団全選手の顔写真を掲出。

自治体エリア

① 風景写真展示 46 道府県の美しい風景写真を展示。オールジャパンのメッセージを一体感を持って発信。

② パンフレット配布 自治体の英語版パンフレットを設置し、Tokyo 2020 JAPAN HOUSE 来場者へ配布。

コーナー 概要

文化体験エリア

① 野点体験 茶室を中心に、野点傘・床几台を設置。お点前の披露に合わせ、呈茶サービスの実施。

② 浴衣体験 日本の伝統文化でもある浴衣の試着体験を実施。

③ ヨーヨー釣り体験 日本の夏祭りの風物詩、ヨーヨー釣りを再現。日本の夏祭り文化体験を実施。

④ 書道体験 日本の伝統文化「書道」体験を実施。

在リオデジャネイロ総領事館連絡室

① 在リオデジャネイロ総領事館連絡室 外務省連絡室として、オリンピック・パラリンピック期間中の邦人対応サービスを行う。

「Tokyo	2020	JAPAN	HOUSE」会場内（G階及び1階）は、
8つのエリアで日本並びに東京のPR（文化・観光の魅力を発信する等）を実施しました。

「Tokyo 2020 JAPAN HOUSE」会場内エリア G階　

1階　
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お問い合わせ先
SPORT FOR TOMORROW・コンソーシアム事務局

〒 150-0001　東京都渋谷区神宮前 3 丁目 7-5 MS ビル 7 階
E-Mail：sft.info@jpnsport.go.jp 　URL：http://www.sport4tomorrow.jp/jp/

　「SPORT FOR TOMORROW」（以下SFT）とは、
世界のよりよい未来をめざし、スポーツの価値を
伝え、オリンピック・パラリンピック・ムーブメ
ントをあらゆる世代の人々に広げていく取組みを、
2014 年から東京オリンピック・パラリンピック
競技大会を開催する2020年までの7年間の間に、
開発途上国を始めとする 100 カ国以上・1000 万
人以上を対象に実施する、日本国政府が推進する
スポーツを通じた国際貢献事業です。
　外務省やスポーツ庁を中心とした「運営委員会」
と、SFT の趣旨に賛同し、スポーツを通じた国際
貢献に携わる団体から成る「コンソーシアム会員」
にて構成されたネットワークによって運営されて
います。

スポーツを通じた国際協力及び交流
　主に開発途上国を対象として、ハードソフトの両面から
スポーツを通じた国際協力及び交流を促進しています。

国際スポーツ人材育成拠点の構築
　未来の国際スポーツ界のリーダーを育成するために、
国内外の若者等を対象とした大学院修士コースの開設
と、日本文化やスポーツマネジメントなどを学べる短期セ
ミナーを開催しています。

国際的なアンチ・ドーピング推進体制の強化支援
　日本アンチ・ドーピング機構は、ユース世代やリーダー
を育成するための教育プログラムの開発・提供や、スポー
ツの価値を守り、その価値を広める活動を、各アンチ・ドー
ピング関係機関らと連携し、展開しています。

SFT への参加方法
　SFT の活動趣旨に賛同する団体は、審査を受けたの
ちに入会することができます。詳しくは公式ホームペー
ジをご確認ください。

□ SFT コンソーシアム

□ SFT の活動領域

今回のブース運営では「SPORT FOR TOMORROW」の
PR 活動を展開

スポーツ庁ブースは、「Tokyo	2020	JAPAN	HOUSE」会場の日本政府エリア内にあり、
ブースとミニステージを使い、103種類のスポーツ・レクリエーション体験や

「SPORT	FOR	TOMORROW」のPR活動を実施しました。

スポーツ庁ブースの設置場所について

日本政府エリア
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子供から大人まで一緒に楽しめるのが
スポーツ・レクリエーションの良さ！
　「他のハウスにもいろいろと行ったけど、ここは子供
と一緒に体験できるメニューがあってとても楽しいよ！」
と親子で来ていた参加者の方が話しかけてくれました。
子供から大人まで一緒に楽しめるのがスポーツ・レクリ
エーションの良さの一つです。
　こうした声はデータにも現れています。
　下の表は、体験したレクリエーションメニューが「楽
しかったか？」「またやりたいか？」「家族や友達にも紹
介したいか？」を聞いた結果です。どの質問にもほぼ
すべての方が好意的な感想を寄せてくれました。
　また、体験したことで「日本への興味や関心が高くなっ
た」と回答してくれた方が約 9 割にもなりました。日本
のスポーツ・レクリエーション体験が日本への興味・関
心を一層深めることが明らかになりました。

おもてなしの心が
参加者を楽しませることにつながる！
　パラリンピックを身近に感じてもらうことをねらいとし
て、「ボッチャ」と「ブラインドサッカー」をパラリンピッ
ク期間中に毎日日替わりで実施しました。体験者に「何
が楽しかったか？」とアンケートしたところ、「ルールが
面白い」「道具が魅力的」との回答も多くありましたが、
最も多い回答は「スタッフの対応」でした。
　上手くいったときには一緒に喜んだり、失敗しても笑
顔で盛り上げたりと参加者の気持ちに寄り添うスタッフ
の対応が参加者にも伝わる結果となりました。

SFT の広報媒体等の配布数
　オリンピック・パラリンピック開催期間中にパンフレッ
トやピンバッジ等を配布しました。その内訳は下記の通
りです。

スポーツ庁ブースでは、35,240名の方々と交流しました！
スポーツ庁ブースでの活動をダイジェストでご紹介します。

　初日から日本文化の体験を楽しみにしていた地元住
民等多くの来場者が押し寄せました。
　中でも、ニュースポーツ等のスポーツ・レクリエーショ
ンを実際に体験した方は、オリンピック期間、パラリン
ピック期間を合わせて 6,076 名となりました。
　（オリンピック期間 :2,676 名（子供 :1,311 名、
大人 :1,365 名）、パラリンピック期間 :3,400 名（子
供 :616 名、大人 :2,784 名）
　また、各国の VIP の方々をお招きする「レセプショ
ン・デー」では、各国の要人の皆様やメダリストの方々
もわれわれのプログラムを楽しんでいただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ジャパンハウスには８0,000 名を超える方々が来場
しました。その中でも、レクリエーションスタッフがス
ポーツ・レクリエーション体験機会の提供やパンフレット
等の配布を通じて交流させていただいた人数は、延べ
35,240 名となりました。

実施結果

　日本の伝承遊びやニュースポーツの体験コーナーを日替わりで実施。
　オリパラ期間を通じて、合計103種類のレクリエーションメニューを紹介
し、スポーツ・レクリエーションの楽しさや魅力を世界に向けて発信しました。

01 誰もが親しむことができる
スポーツ・レクリエーション体験機会の提供 

選
手
の
健
闘
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ン
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倍
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調査対象は、 各レクリエー
ションメニューの冒頭の参加
者（約 20 名ずつ）を対象
として、合計 860 名に行い
ました。

ブラジルの公用語のポルトガル語はもち
ろん、その他にも英語と日本語のパンフ
レットを準備し、来場者に配布しました。

小さなお子様には、プレゼント用としてスポーツ庁や SFT
マークを印字した風船を配りました。

「リオオリンピック・パラリンピックが無事成功し、次の
東京大会にもぜひ行ってみたい」と話してくれました。

　スポーツ庁ブースでは、日本国政府が推進するスポーツを通じた国際貢
献事業である「SPORT	FOR	TOMORROW」（以下SFT）の広報活動
として、事業概要をまとめたパンフレットやステッカー、ピンバッジ等の
配布を行い、スタッフが来場者ひとり一人にスポーツ・フォー・トゥモロー
プログラムの広報活動を行いました。
　また、東京2020大会へ向けたメッセージを記入するイベントも開催し、
多くの方からメッセージをいただくことができました。

02「SPORT FOR TOMORROW」の広報

オリンピック期間（2016/08/05 ～ 21） 配布数
SFT パンフレット（ポルトガル語） 3,416
SFT パンフレット（英語） 648
SFT パンフレット（日本語） 820
SFT ステッカー 4,366
SFT ピンバッジ 2,360
子供向けスポーツレクリエーション PR バルーン 2,000
レク協会遊びの日ステッカー 301
レク協会遊びの日バッジ 433

合計 14,344

パラリンピック期間（2016/09/07 ～ 18） 配布数
SFT パンフレット（ポルトガル語） 4,606
SFT パンフレット（英語） 603
SFT パンフレット（日本語） 350
SFT ステッカー 1,000
SFT ピンバッジ 6,873
子供向けスポーツレクリエーション PR バルーン 816
レク協会遊びの日ステッカー 248
レク協会遊びの日バッジ 324

合計 14,820
「日本への興味や関心は高くなりましたか」

楽しかった まあ
楽しかった

機会があれば
やりたい

機会があれば
紹介したい

すごくやりたい

紹介したい

「何が楽しかったか？」
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安倍首相も来場！！
メダリストや世界各国のVIPの方々が

スポーツ・レクリエーション活動を体験されました。

　世界各国のVIPの方々をお招きする、
「レセプション・デー」では IOC	Thomas	Bach会長をはじめとする各国の委員、
スポーツ庁鈴木長官や国内外のスポーツ・レクリエーション関係団体及び企業の要人等
がブースを訪れ、スポーツ・レクリエーション活動を楽しまれました。

　午前中、安倍首相がジャパンハウスを視察。
その際、スポーツ庁のブースにも立ち寄られ、
「羽根っこ」と「けん玉」を体験されました。

8月7日

9月9日

9月17日

8月21日

　オランダパラリンピック委員会事務局長・IPC理事Ms,Rita	VAN	DRIELさん、
リオ２０１６オランダ選手団長Mr,Maurits　HENDRIKSさん、中曽根弘文議員（元
文部大臣）や遠藤利明議員（前五輪担当大臣）武藤敏郎2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会事務総長等の方々がブースにおいでになり、パラリ
ンピック競技のボッチャを楽しんでいただきました。

　VIPを招いて開催される「レセプション・デー」には世界各国より約300名の招待
者の皆様がご来場されました。
　今大会メダリストの山田拓朗選手（競泳	男子50m自由形）・辻沙絵選手（陸上	女子
400m））・齋田悟司選手（車いすテニス	男子ダブルス）や2020年東京オリンピック・
パラリンピック組織委員会理事の室伏広治さんに立ち寄っていただき、「SPORT	FOR	
TOMORROW」の広報活動などを実施することができました。
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日程

8 月

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
オリンピック

全体 開会式 オリンピック競技 閉会式

10:00 10：00
～

12：00
安倍首相

訪問11:00

8 月 5 日（金）～ 21 日（日）Tokyo 2020 JAPAN HOUSE オープン　12 時～

12:00

12：00
～

20：00
MANGA
photo

12：00
～

20：00
MANGA
photo

12：00
～

20：00
MANGA
photo

12：00
～

20：00
MANGA
photo

12：00
～

20：00
MANGA
photo

12：00
～

20：00
MANGA
photo

12：00
～

20：00
MANGA
photo

12：00
～

20：00
MANGA
photo

13:00 13：00
～

15：00
Tokyo
2020
レセプ
ション

13：00
～

16：00
東京と東
北の郷土

芸能
小池百合
子東京都
知事訪問

14:00 14：00 ～
15：00

日本食シン
ポジウム

15:00

16:00

16：30
～

18：30
メディア
内覧会

17:00

17：30
～

20：00
MANGA
photo

17：30
～

20：00
MANGA
photo

17：30
～

20：00
MANGA
photo

18:00

18：30
～

20：00
MANGA
photo

18：30
～

20：00
MANGA
photo

18：30
～

20：00
MANGA
photo

19:00 19：15 ～
20：00

MANGA
photo

20:00 8 月 5 日（金）～ 21 日（日）Tokyo 2020 JAPAN HOUSE クローズ　～ 20 時 

「Tokyo	2020	JAPAN	HOUSE」
期間中の主なスケジュールです。この期間中に8つのエリア（P4を参照）では、東京2020
大会に向け、開催都市東京・日本の魅力を紹介するイベントや各種記者会見等が行われました。

一部をご紹介します。

オリンピック期間中の主なスケジュール

8 月 21 日午前中、安倍首相がジャパンハウスを訪問されました。メダリストへの慰労
のち、それぞれのブースを見学されました。

MANGA photoは、メインステージでのプログラムでカメラの前でポーズを構え、
撮影されるとマンガのように画像加工されるもので、東京五輪での新種目として
追加された空手、野球 / ソフトボール、スケートボード、サーフィン、スポーツ
クライミングをテーマにした 5 種類の画像加工を選択でき東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会組織委員会の室伏広治スポーツディレクターも体験しました。
　

スポーツ庁ブースでは、オリンピック期間中、ブースとミニステージを使い以下のような
スケジュールでスポーツ・レクリエーション活動を行い、2,676名の方に体験していただきました。

オリンピック期間中の
スポーツ庁ブースでのプログラムと体験者数

　 　 　 　

日付 実施プログラム名 活動種類 体験者数

8 月 5 日

ディスク投げ遊び 1

390

ラダーゲッター 1
わなげ（四角型） 1
釣りっこ 3
コマ回し 3
お手玉 3
めんこ 3
羽子板 4

8 月 6 日

スポーツ吹き矢 1

253

ラダーゲッター 1
ラジオ体操 2
ナンバーアクション 2
親指小指 3
指折り体操 3
全身で 2 拍子 3 拍子 3

8 月 7 日
わなげ（三角型） 1

104
釣りっこ 3

8 月 8 日

お手玉でビンゴ 1

213

ディスコンで的のせ 1
反応拍手 2
振り向きタッチ 2
たすきで人間知恵の輪 2
キャッチ 4

8 月 9 日

グーパー 2

167

ジャンケンチャンピオン 2
2 拍子 3 拍子 3
言うこと一緒、やること○○ 3
ディスコン 4
叩いてかぶってジャンケンポン 4

8 月 10 日
うちわで投扇興 1

119ゴムふみ 4
カウンターチャレンジ 5

8 月 11 日
折り紙（つる） 3

173折り紙（紙飛行機 筒型） 3
折り紙（風船） 3

8 月 12 日
ビー玉遊び（目玉落とし） 1

75スポーツテンカ 3
リバーシタイムレース 3

日付 実施プログラム名 活動種類 体験者数

8 月 13 日

うちわで扇げ 2

346
けん玉 3
コマ回し 3
だるま落とし 3
ペア・リング・キャッチ 5

8 月 14 日
玉入れ 3

134あっち向いてホイ 4
ふりふり万歩計チャレンジ 5

8 月 15 日

フライングディスク的あて 1

110

お開きジャンケン 2
命令ジャンケン 2
ハイタッチゲーム（回数 2 人で） 2
ハイタッチゲーム（回数みんなと） 2
ジャンケン（回数みんなと） 2
手押しバランス崩し 4
紙風船バレー 4
タイタコ 4

8 月 16 日
羽根っこ 4

107ひも巻き対決 4
踏み台昇降運動 5

8 月 17 日 羽子板（紙風船使用） 4 21
8 月 18 日 ニチレクボール 1 25

8 月 19 日

ラダーゲッター 1

111

ニチレクボールで的あて 1
スポーツ吹き矢 1
ペガーボール 1
ジャンケンおまわり 4
金毘羅船船 4

8 月 20 日
ラダーゲッター 1

205
卓球バレー 4

8 月 21 日

わなげ（ハの字型） 1

123

ニチレクボールでゴルフ      1
バウンド玉入れ 1
○×クイズ 2
あやとり 3
けん玉 3
羽根っこ 4
卓球バレー 4
バランス崩し（たすき） 4
ラグビーキックターゲット 5

合　計 2,676

1　射的型	 的当て等、1人で行える活動。得点や正確性等で優劣を競う。
2　交流型	 勝ち負けをつけることを目的としない、2人以上で協力しながら取り組む活動。ダンス等の表現活動も含める。
3　課題達成型	 回数や時間、距離などの目標を設定し、達成することを楽しむ活動。手遊び等で行う「できない→でき
	 	 るようになる」といったものも含める。
4　対戦型	 1対 1やグループ対抗等で優劣を競って楽しむ活動。
5　記録に挑戦型	 回数や時間、距離等を数値化・可視化して優劣が評価できる活動。

実施したスポーツ・レクリエーション活動の種類について
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スポーツ庁ブースでは、パラリンピック期間中、ブースとミニステージを使い以下のような
スケジュールでスポーツ・レクリエーション活動を行い、3,400名の方に体験いただきました。

パラリンピック期間中の
スポーツ庁ブースでのプログラム実施日と体験者数

日付 実施プログラム名 活動種類 体験者数

9 月 7 日
手回しコマ 3

121
ボッチャ 4

9 月 8 日 ブラインドサッカー 4 68
9 月 9 日 カローリング 4 366

9 月 10 日
スマイル射的　 1

418握力テスト 5
卓球バレー 4

9 月 11 日

背中合わせ立ち 2

186

引っ張り立ち 2
なべなべ底抜け 2
新聞紙鉄砲 3
ドレミマット 3
リバーシ 4
バドミントンスマッシュチャレンジ 5
ボッチャ 4

9 月 12 日

コローリング 1

164

カップボール（射的型） 1
ハイタッチゲーム（椅子に座って） 2
福笑い 3
かさ袋ロケット 3
グーチョキパーで何作ろう？ 3
体ジャンケン 3
マジックリズム 3
フラフープ 5
ブラインドサッカー 4

9 月 13 日

落とすな風船 2

353
カップボール（対戦型）　　 4
ネット・パス・ラリー 5
ボッチャ 4
ふらばーる 5

9 月 14 日

リングキャッチ 2

346
ガイドと目隠しウオ－ク 2
天大中小 4
ブラインドサッカー 4

9 月 15 日

インディアカパスラリー 2

358
新聞紙やり投げ 3
リアクションキャッチ 4
ボッチャ 4
大縄跳び 2

9 月 16 日
ニチレクボール 1

318リングキャッチ 2
ブラインドサッカー 4

9 月 18 日
ペガーボール 1

702盆踊り 2
ボッチャ 4

合計 3,400

パラリンピック期間中の主なスケジュール

9 月 10 日のジャパンハウスは、ブラジルで有名な人気グループ「MONO BLOCO」
が圧巻のパフォーマンスを披露、ジャパンハウス全体に大音量のサンバミュージックが
流れ、ステージ前だけでなく、ジャパンハウス全体がカーニバルの雰囲気につつまれ
ました。

日程

9 月

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

パラリン
ピック
全体

開会式 パラリンピック競技 閉会式

10:00

10：00 ～
12：00
メディア
内覧会

11:00

9 月 7 日（水）～ 21 日（日）Tokyo 2020 JAPAN HOUSE オープン　12 時～

12:00

12：00
～

14：00
MANGA
Photo

12：00
～

14：00
MANGA
Photo

12：00
～

14：00
MANGA
Photo

12：00
～

14：00
MANGA
Photo

12：00
～

14：00
MANGA
Photo

12：00
～

14：00
MANGA
Photo

12：30
～

14：00
Tokyo
2020

レセプション

13:00

14:00
14：00

～
15：00

Performance
by

the disabled

14：00
～

15：30
REQUIOS

GEINO
DOKOKAI

EISA
TAIKO15:00

15：00
～

17：00
MANGA
Photo

15：00
～

17：00
MANGA
Photo

15：00
～

17：00
MANGA
Photo

15：00
～

17：00
MANGA
Photo

15：00
～

17：00
MANGA
Photo

15：00
～

17：00
MANGA
Photo

15：00
～

16：00
Moacyr Luz

16：00
16：00

～
17：30
MONO
BLOCO

16：00 ～
17：00

BATUCADA
BLACK

16：00 ～
17：00

BATUCADA
BLACK

17：00

17：00
～

20：00
MANGA
Photo

17：00
～

20：00
MANGA
Photo

17：30
～

20：00
MANGA
Photo

17：30
～

20：00
MANGA
Photo

17：30
～

20：00
MANGA
Photo

17：30
～

20：00
MANGA
Photo

17：30
～

20：00
MANGA
Photo

17：30
～

20：00
MANGA
Photo

17：30
～

20：00
MANGA
Photo

17：30
～

20：00
MANGA
Photo

18:00

18：30
～

20：00
MANGA
Photo

19:00

20:00 9 月 7 日（水）～ 18 日（日）Tokyo 2020 JAPAN HOUSE クローズ　20 時

　

9 月 9 日は、オープン前に日本スポーツ振興センターとオランダパラリンピック委員
会の調印式がありました。Ms Rita VAN DRIEL　オランダパラリンピック委員会事
務局長・IPC 理事や Mr Maurits HENDRIKS　リオ２０１６オランダ選手団長などが
いらっしゃいました。



16 17

3 ｍ程度離れた的に向かって、１人 3 本の吹き矢を行い、
何点獲得できるかを楽しませた。子供の場合も大人の
場合も特に区別せず同じ方法で行わせた。

ポイント　進め方の工夫
◉楽しみやすくするため、まずはスタッフが見本（短く強く「フッ」

と息を出すこと）を示してコツを教えた。
◉参加者の衛生面を考えて、吹き口を除菌ペーパーで拭き、次の

人に交代して行った。
◉小さい子の場合には保護者が筒を持つなどの介添えをする方法

で楽しませた。
◉的に刺さったときに見ている方も楽しめる競技なので、待ち並

んでいる人たちが、刺さったところがよく見えるように並ばせ
方を工夫した。

グッズとスペース
◉「スポーツ吹き矢」用具　筒 2 本　矢 5 本　的 2 つ
◉距離は 2 ｍ・2.5 ｍで挑戦できるように配置

はしご状になった部分にヒモでつながったボールを
引っかけて楽しむ遊び。公式ルールでは引っかかった
位置によって得点が異なるが、体験コーナー向きのルー
ルとして、どのポールでも良いというルールで 3 投し
て何本引っかけられるかに挑戦する方法で楽しませた。

ポイント
◉投げ方の見本は、言葉で説明するよりもアンダースローで大き

く動いて示した。
◉小さい子には、目線の高さにしゃがみ、ボールを投げない側に

寄り添うようにしてサポートする。ボールの握り方を伝え、ま
ずは近い距離から数投練習させてから挑戦させた。

◉上手な人には、少し離れたところからスローさせたり、３本の
ラダーにそれぞれ１本ずつかけられるかに挑戦させたりして、
難易度の調整を図った。

グッズとスペース
◉ニュースポーツ種目「ラダーゲッター」用具　ラダー１つ、ボー

ル６つ（３つずつを使用）
◉距離は１ｍ、1.5 ｍ、3 ｍ離れて挑戦できるように設置

青色ボールと赤色ボールのチームに分かれ、１チーム
6 球を投げ終わったときに、黄色いボールの的（ビュッ
ト）に近いボールを投げたチームが勝ちというルール
で楽しませた。

ポイント
◉参加者相互の交流を深めるねらいで、違うペアで１つのチーム

を作らせ、チーム名を考えさせて挑戦させるような工夫を取り
入れた。

◉「ニチレクボール」は特性のゴム製ボールを使用するため、ボー
ルに慣れさせるために 1 人 1 球程度の練習タイムを設けた。

◉チーム対戦を盛り上げる演出として、試合の最初と最後に整列
して挨拶をしてから取り組ませるようにした。

グッズとスペース
◉ニュースポーツ種目「ニチレクボール」用具　青色ボール、赤

色ボール 6 つずつ、ビュット１つ。
　３ｍ四方のスペース。

たくさんのスポーツ・レクリエーション活動を実施しました。
ここでは、海外の方々にも人気の活動をいくつかご紹介します。

オススメ
スポーツ・レクリエーション活動 20

ジョイントの仕方でいろいろな組み合わせが楽しめる
創作わなげで、レイアウトを三角形にして実施。１人
３本を投げる方法で、どこか一列（3 つの的）すべて
に入れられるかどうかに挑戦する方法で楽しませた。

ポイント
◉１人 3 本を投げ、混雑状況に応じて①どこでもいいから掛ける

ことができるか②三角形のそれぞれ辺に１本ずつ掛けられるか
③ 3 投の合計が 10 点以上となるかといった目標を示して挑戦
させる方法で行った。

◉小さい子には、①のルールで近い距離から挑戦し、成功したら
距離を伸ばす方法で楽しませた。

◉成功や失敗がわかりやすい種目のため、惜しいプレイでは悔し
がったり、成功したら、挑戦者以上に喜ぶなどスタッフの反応
が参加者を盛り上げやすい種目の一つ。

グッズとスペース
◉「わなげ 9 ＆ Q」用具　組立用ボード１組　各リング　赤 3　

青 3 黄 3
◉距離は１ｍ、1.5 ｍで挑戦できるように配置

射的型のスポーツ・
レクリエーション活動

的当て等、得点や
正確性で優劣を競う

ユニークでカラフルな用具が目を引く
「ラダーゲッター」01

ヨーロッパで人気の高い室内ペタンク
「ニチレクボール」02 創作わなげ

「わなげ（三角形）」03 いつでも！どこでも！手軽にできる
「スポーツ吹き矢」04
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最初は、2 人組もしくは 3 人組を作らせ、10 秒間で何
回手と手をタッチできるか、その後制限時間内に何名
とハイタッチできるかを楽しませた。

ポイント
◉参加意欲を高めるために、まずは 2 人組もしくは 3 人組でハイ

タッチするという簡単な動作から楽しませる工夫をした。
◉達成感を感じてもらえるように、2 回実施し、1 回目の自分た

ちの記録を超えるようにするにはどうしたらよいかを考える作
戦会議の時間を設けた。

◉最後は、多くの人とコミュニケーションがとれるように、1 分
間に何人とハイタッチできるかというルールで行った。

輪ゴム鉄砲を使って的を狙う ” スマイル射的 ” を、５
本のゴムを使って、どれだけ多く的を倒すことができ
るか挑戦する方法で楽しませた。

ポイント
◉対象者の年齢や体格等に応じて、小さい子は近くから、大人は

2.5 ｍの距離から等、射的の距離を調整して楽しみやすい環境
づくりを心がけた。

◉良い点数がとれたときは「やったー」「good」等の声かけ、良
い点数がとれなかったときには「惜しい」などの適切な声かけ
を行い、参加者と一緒に共感することを心がけ、参加者の前向
きな姿勢を引き出した。

◉的には、日本で縁起が良いとされているもの（ダルマ、招き猫、
フクロウ等）のイラストが描かれており、外国人の方が的にと
ても興味を持っていたので交流を持つことができた。

◉ 1 本も当たらない参加者（小さい子）に対しては、混雑具合に
もよるが、追加の輪ゴム（１～３本程度）を渡し、的に当てた
という実感が持てるようにした。

グッズとスペース
◉「スマイル射的」用具　輪ゴムピストル 2 丁　輪ゴム１箱
◉距離は 2 ｍ・2.5 ｍで挑戦できるように配置

マジックテープのついたウエアを着衣した鬼に向かっ
てボールを投げ、制限時間内にいくつくっつけられる
かに挑戦する方法で楽しませた。

ポイント
◉ルールを説明するときに、実際に見本を示して説明をした。
◉鬼は、大人であれば、逃げる速度を早くしたり、切り返しを多

くし、子供の場合は逃げる速度をゆっくりにしたり、切り返し
はあまりしない等、参加者に合わせて難易度を変えた。

◉最後、ボールの個数を数えるときは、1 個ずつだと時間がかか
るため、2 個ずつボールを数える工夫をした。

グッズとスペース
◉「ペガーボール」用具　ポンチョ 1 着　ボール赤 10 個　ピン

ク 10 個　黄 10 個　青 10 個

東京音頭を参加者と一緒に踊り楽しませた。

ポイント
◉日本の文化を味わってもらえるように、うちわ、風船等雰囲気

づくりにこだわった。
◉参加者が踊りの輪に入りやすいように、踊りの見本を見せると

ころから始め、その後盆踊りの説明をした。
◉より盆踊りを楽しんでもらうために、動きをひとつひとつ確認

し、基本の動きを覚えてもらう工夫をした。
◉スタッフが動き（前、後ろ、手拍子等）を声に出しながら踊る

ことで、良い雰囲気を作り、参加者がスムーズに踊れるよう工
夫をした。

グッズとスペース
◉うちわ 10 本・風船（飾り）　音源ＣＤ（東京音頭）　

交流型のスポーツ・
レクリエーション活動

勝ち負けではなく、
2 人以上で協力しながら

取り組む

日本の縁日でよく遊ばれている射的をゲーム化
「スマイル射的」05 発達障害児のスポーツ指導から誕生した

ニュースポーツ
「ペガーボール」

06

みんなで踊ろう！ 2020 の輪
「盆踊り」07

世界中の人とハイタッチ
「ハイタッチゲーム（回数みんなと）」08
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新聞紙を使った音が鳴る “ 紙鉄砲 ” 作りについて見本
を示しながら全員で制作し、「1・2・3・ジャー」の合
図で一斉に鳴らすという方法で楽しませた。

ポイント
◉多くの方に参加してもらえるように、実際に紙鉄砲

を完成品の見本を見せ（音を鳴らして参加を呼びか
けた）参加意欲を高めた。

◉新聞紙鉄砲を作る際は、前方で見本を見せながら、
ゆっくりと手順を追って折り進めた。

◉ポルトガル語を話せるスタッフを会場内に配置し、
迷っている参加者をサポートした。

◉折り方の複雑な箇所は、隣同士、お互い確認し教え
あうように促した。

◉参加者の一体感をつくるために、完成した新聞紙鉄
砲を鳴らすときは一斉に鳴らす際「1・2・3・ジャー」
の合図とともに一斉にならした。合図をとることで
一体感を引き出すことができた。

グッズ
◉新聞紙

東京 2020 大会への興味・関心を高めるために東京に
関する問題や同じエリアに出展している総務省、農水
省、国税庁、観光庁関連のクイズを出し、どれだけ多
く正解できるか挑戦する方法で楽しませた。

ポイント
◉ 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに興味関心を高

めるため会場に出展しているブース（日本政府エリア）に関す
る問題を出した。

◉参加者の参加意欲を高めるために、クイズの問題内容を徐々に
難しくなるように設定した。

◉その場での〇×クイズの実施ではなく、〇×ゾーンを設置し、
1 問ごと自分が思う方に、○か×を移動してもらいながら行っ
た。

グッズ
◉〇×クイズ問題　・スクーリングモニター（問題を投影）
　ロープ（参加者が〇か×に移動したときに仕切るもの）

床に置いた魚をフックのついた竿で釣り上げて楽しま
せた。

ポイント
◉混雑状況を見ながら、何匹でも一定時間挑戦してもらう方法で

実施した。
◉魚によって難易度が違う（魚の大きさやフックの位置などもい

ろいろである）ので、参加する対象によって、勧める魚を変えた。
◉達成感、愉悦感を感じることができるよう、参加者が楽しんで

いる様子や釣り上げる工夫をしている様子を見つけ、全体に周
知した。思い出づくりのため、魚を釣り上げたシーンの写真を
撮影してあげた。

グッズ
◉「釣りっこⅠ・Ⅱ・Ⅲ」用具　
　竿 5 本　・魚等 20 種類程度
　椅子（釣る場所を示すため）

折り紙で円筒形の紙飛行機を作り、交代で投げて、距
離やまっすぐ飛んだか等を評価しあいながら楽しませ
た。

ポイント
◉参加者に興味を持ってもらいやすいように、飛ばす見本を何度

か披露した。
◉飛行機を作る際は、メインで作り方を指導するスタッフと会場

をサポートするスタッフに分かれて指導した。
◉飛ばし方のコツ（人さし指と中指を輪の中に入れ、輪の下から

親指で軽く支え、力を入れずに前に押し出す感じで手から離す
等）は、遠くに飛ぶ人やまっすぐ飛ぶ人に見本を見せてもらった。

◉最後には、飛距離コンテストを行い、優勝者には、商品をプレ
ゼントした。

グッズ
◉折り紙・セロハンテープ

課題達成型のスポーツ・
レクリエーション活動

回数や時間などの目標を設定し、
達成することを楽しむ

東京 2020 大会を PR
「○×クイズ」09

釣り上げたときの達成感がたまらない
「釣りっこ」10

あら不思議、おもしろいように飛ぶ
「折り紙（紙飛行機 筒型）」11 日本が世界に誇る紙工作の一つ

「新聞紙鉄砲」12
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お手玉を使ってお座敷遊びとして楽しまれている「金
毘羅船船」を日本語の歌詞で歌いながら楽しませた。

ポイント
◉すぐに楽しみ方を覚えてもらえるようにスタッフによる見本を

見せた。
◉参加者が楽しみやすいように、ますは交互に、お手玉を触るこ

とからはじめ、次にとることを伝えるというような段階的な展
開を行った。

◉夢中にさせるために、2 人が慣れてきたら徐々にスピードアッ
プするように声がけを行った。

◉実施後は、ほめる声がけ、負けてしまった方にも励ましの声か
けをしました。

◉最後は２人で「ありがとうございました」といいながらハイタッ
チをし、がんばりをお互いに称えるよう働きかけた。

グッズ
◉お手玉 5 個　テーブル 1 台

チームに分かれて（2 対 2 または 3 対 3）行い、相手チー
ムの色になっているコマをひっくり返して自分のチー
ムの色に変え、15 秒後、色の多さで勝敗を決める方法
で楽しませた。

ポイント
◉あまり長い時間行うと、参加者の体力や集中力がなくなるので、

時間を考慮にいれ、1 試合 15 秒とした。
◉ルールの理解を図るため、ルールを細切れにして見本を見せな

がら説明した。
◉試合終了の際、「ストップ」の合図の後に頭に両手を挙げさせ

ることで、終了後にひっくり返すことを防止した。
◉試合は 3 回戦行い、先に 2 勝した方が勝ちとした。
◉周りにいる観客にも「早く」「ひっくり返せ」と掛け声を促し、

参加者の意欲を高める働きかけを行った。各チーム全員で枚数
を数えさせることでチーム内の一体感を高めた。

グッズ
◉「リバーシ」用具　10 枚

2 チームに分かれて、ステージ下にセットしたダーツ
マットに ” 羽根っこ ” を同時に投げ入れ、どちらのチー
ムの得点がより高いかを競う方法で楽しませた。

ポイント
◉小さい子の場合は、近い距離から投げてもらう工夫をした。
◉参加者が成功体験をしやすいように、下手で投げるようにした。
◉チームの一体感をよりもてるように、チームで投げるときは、
「せーの」の合図をして一斉に投げてもらうようにしたり、得
点の計算もチームで行うようにした。

◉対戦相手に「よろしくお願いします」、実施後は「ありがとう
ございました」と挨拶をし、日本の文化を伝える工夫をした。

グッズ
◉ニュースポーツ種目「羽根っこ」用具　ダーツマット 1 枚　
　羽根っこ 20 本

3 ｍ程度のコートで対戦式（的に近づけ点数を競う）
で行う方法で楽しませた。

ポイント
◉冬季オリンピックの競技であるカーリングを専用コートではな

く、陸上で実施できるよう日本で開発されたスポーツであるこ
とを説明して参加者に興味をもたせた。

◉練習の機会をつくり、一番得点が高い 3 点の中心までの距離感・
方向感覚を掴ませた。

◉投げ方のポイント（ハンドル上部に手のひらを軽く当て 2、3
回前後に軽く滑らせ目標に向けて押し出すように投球する）練
習は、見本を見せながら行った。

◉チーム間での交流をはかるために、1投ずつ話し合い（作戦会議）
をさせた。

グッズとスペース
◉ニュースポーツ種目「カローリング」用具　的（ポイントゾーン）

1 枚　ジェットローラー 4 個
◉ 3 ｍ程度のコートで実施

対戦型のスポーツ・
レクリエーション活動
1 対 1 やグループ対抗で

優劣を競う

自分の色にひっくり返そう！
「リバーシ」13

投げる！点数を数えることで脳の活性化に
「羽根っこ」14

陸上のカーリング
「カローリング」15 日本の伝統的なお座敷遊び、お茶屋遊び

「金毘羅船船」16
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カウンター 2 個を両手にもち、15 秒間で何回カウント
できるかを競う。

ポイント　
◉参加者が動機を高めるために 3 ～ 4 人で一斉に行い競わせた

り、スクリーンにランキング表示することによりゲーム性が高
まるよう工夫した。

◉参加者の程よい運動量を考慮し、15 秒間という時間を設定した。
◉スタッフは競争終了後に、競い合った相手におたがいを称える

よう握手を促し、交流を促進させた。

”天大中小”のルールで、それぞれの文字や意味は１・２・
３・４と数字に置き換えて行った。ミスすると降格し、
その降格した人より下の地位の人が昇格する日本と同
じルールで楽しませた。

ポイント
◉ボールを打つ感触を掴んでもらうために、まずは４人でコート

に入ってボールを打つ感触を掴むウォーミングアップを行い実
施した。

◉ボールを打つのが難しい幼児に関しては、指導者が同じ陣地に
入ってゲームをサポートした。

◉プレイを待つ参加者に、プレイを見せる（いろいろな打ち方を
見せる）ことで、参加者が打ち方を模倣でき、プレイの幅を増
やすことができた。

グッズとスペース
◉ボール　・ラインテープ（コート作り）
◉ 4 ｍ× 4 ｍ程度のコートで実施

ゴム製のリングを使い、向い合った 2 人でパス交換が

成功するかどうかに挑戦させた。

ポイント
◉対象に応じて、投げる距離を変更して行った。
◉まず 3 つのリングをスローさせ、落とさずに相手にスロー＆

キャッチできるかを楽しませ、成功したら 4 つ、5 つとリング
を増やして成功するかどうかを楽しませた。

◉対象に応じて、投げる距離を変更して行った。キャッチが成
功しやすいようにリングを投げる際にキャッチできるように、

「せーの」の掛け声をかけさせて成功しやすいように行った。

グッズとスペース
◉「ペア・リング・キャッチセット」　赤リング 5 本　

黄リング 5 本
◉投げる距離は１ｍ、1.5 ｍ、2 ｍで挑戦できるように

配置

2 人でネットやタオルの両端を持ち、ボールを投げあ
げたり、もう一つのペアと組み合わせて、ボールを落
とさずに交換しあう方法で楽しませた。

ポイント
◉まずは、練習として、2 人で真上にボールを投げあげ、キャッ

チできるかを楽しんでもらった。
◉呼吸を合わせるのがポイントのため「せーの」の掛け声をかけ

させて成功しやすいように行った。
◉ 2 ペアで行う際は、成功体験を感じてもらえるように、距離を

少しずつ離して難易度を上げていくやり方を行った。

グッズとスペース
◉「ネット・パス・ラリー」用具　ネット 2 枚セット　ボール 1

個
◉ 2 ペアで行うときの距離は 2 ｍ、3 ｍ離れて挑戦できるように

設置

記録に挑戦型のスポーツ・
レクリエーション活動

回数や時間、距離等を
数値化・可視化して優劣を競う

名称は様々だが、
全国各地で親しまれている

「天大中小」
17

いくつのリングをキャッチできるか
「ペア・リング・キャッチ」18

2 人の呼吸が成功の鍵
「ネット・パス・ラリー」19 目指せ！世界新記録！！

「カウンターチャレンジ」20
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　海外の方からは、活動に関係しない質問を受ける
こともあるため、通訳の役割はとても重要です。ま
た、対応する言語も英語だけでなく複数の言語に対
応できるようにしておくことが望ましいでしょう。
今回のブラジルの場合は、公用語であるポルトガル
語をメインに英語、スペイン語、中国語の対応がで
きる体制で行いました。
　また、外国語が話せない方も、通訳を介してコ
ミュニケーションをとるだけでなく、積極的に直接
コミュニケーションをとることが大切です。言葉は
違ってもスポーツ・レクリエーションのルールや楽
しみ方には似通った活動があります。ジェスチャー
や見本を示しながら伝えれば、楽しさは十分伝える
ことができます。

いつもの癖に注意～宗教や文化、風習への配慮～
　子供の頭をなでること、親指と人差し指で輪をつ
くる「OK サイン」といった、我々が何気なく行っ
ていることも、宗教や文化、風習によっては不快感
を与えてしまうこともあります。事前に確認してお
くと良いでしょう。
注意したいアクションの例

NG アクション 理由 イラスト 修正例

OK サイン 南米などで NG
（性的侮辱のサイン）

サムズアップ
※ただし、サムズアップもアフガ
ニスタンなど中東では下品な意味
となる場合もあるそうなので笑顔
とともに示すことが大切。

子供の
頭をなでる

東南アジアなどで NG（頭は
精霊がやどると考えられてい
る）

目線を合わせてハイタッチ

左手での握手
インドなどで NG

（左手は不浄な手とされるた
め）

右手で握手

裏ピース イギリスなどで NG
（性的侮辱のサイン） サムズアップ

手招き
（手のひらを下）

欧米などで日本流手招きは
あっちへ行けになる 手のひらを上にした手招き　

　体験コーナーには、多くの方々が訪れます。その
ため、短時間で活動の魅力を伝えなければなりませ
ん。たとえば用具を使う活動は、①用具の正しい使
い方を伝え、②成功した（うまくいった）場合にど
うなるかを伝えることが必要です。用具を使わない
活動の場合は、①楽しみ方を伝え、②成功した（う
まくいった）らどうなるかを体験していただくよう
にします。
　どちらも、“ うまくいった ” や “ できた ” で終わ
りとするのではなく、さらに活動への興味関心を深
めてもらうために、うまくなるコツや、違った楽し
み方も伝えるようにすることが大切です。

種目の特徴的な部分を抜き出して紹介する

笑顔とジェスチャーで楽しませる海 外 の 方 々 を 楽 し ま せ る
ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 体 験 コ ー ナ ー

運 　 営 　 の 　 ヒ 　 ン 　 ト

ジャパンハウスで行ったスポーツ・レクリエーション体験コーナーでの
運営の工夫についてご紹介します。

東京 2020 大会や、その他の機会等で、
海外から訪れる方にスポーツ・レクリエーション体験コーナーを提供される際の

参考としていただければと思います。

５分間の体験コーナー展開法

撮影対応の際の工夫
　SNS の普及もあり、体験の様子を撮影する人が
多くいます。日本人スタッフと記念写真を撮りたい
という方も少なくありません。
　体験してもらったら、すぐに次の人に交代させる
のではなく、撮影タイムを設けてあげるのも良いで
しょう。その際、日付を記したボードや、バナー（旗）
等を用意しておくと便利です。

❶練習タイム
用具の扱い方に慣れさせる。うまくいったらどうなるかを体験

❷挑戦タイム
時間やポイントといった目標や、勝ち負けを競う方法で楽しませる

❸交流タイム
体験をよろこんだり、記念撮影をする時間を設けます

スキルに応じてハンデを設け
るなどの工夫を取り入れる。

参加賞等があれば手渡ししたり、アンケートへの協力をお願いしたりし
ます。
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　ブラジルでは、現地の方が日本に抱いているであ
ろうイメージに近づけるねらいで「羽子板」や「コ
マ」、「けん玉」といった伝統的な遊具をディスプレ
イしました。また、こうした “ 日本らしい ” モノと
セットにして、目新しいニュースポーツ用具も配置
するようにしました。

　海外の方の多くは、スタッフである日本人との交
流も楽しみたいと思っています。親しみをもって楽
しんでもらうためにも、最低限必要な言葉は、いろ
いろな言語で覚えておくことが必要です。たとえば、
挨拶一つでも、英語だけでなく、ポルトガル語やス
ペイン語、韓国語、中国語等、いろいろな国の言葉
を覚えておくと、いろいろな国の方に参加を呼び掛
けることができるようになります。

覚えておきたい言葉の例
　挨拶の言葉
　　（おはよう、こんにちは、こんばんは）
　お別れの言葉
　　（また来てね、待ってるよ、楽しんでね）
　配るときの言葉
　　（おひとつどうぞ、無料ですよ、売り物ではあ
　　りません）
　呼びかけの言葉
　　（一緒に遊ぼう、お立ち寄りください）

積極的に話しかけ、何を楽しみたいかを理解してあげる

活動を評価する視点を取り入れる

日本らしいディスプレイやレイアウトの工夫

参加者に応じてアレンジできる体制づくり

運 　 営 　 の 　 ヒ 　 ン 　 ト

ブラジルでは誰もが気軽にアン
ケート記入に応じてくれました。

指導する際に必要な言葉の例
　ほめ言葉
　　（上手、惜しい・もう少し、近い、遠い）
　数
　　（１～４か５ぐらいまではすぐに言える様に）
　方向を指示する言葉
　　（右左、前後、上下）
　運営で良く使う言葉
　　（並んでください、アンケートに答えてくださ
　　い、待ってください）
　喜び表現
　　（やった、うれしい、楽しい、面白い）

活動に関する言葉の例
　種目の内容について現地に類似する活動がないか
調べておくと説明が効率的です。

（羽子板→フレスコボール／コマ→ピヤオ／凧→
ピーパ／ビー玉→ボラデグージ〈今回のブラジルで
の例〉）

　活動内容を振り返り、改善していくためにはアン
ケートや参加人数のカウント等も大切です。参加人
数のカウントは、できれば男女別だけでなく子供か
大人かも分けてカウントしておくとより詳しい分析

難易度を変える工夫の視点の例
距離を変える　
　目標までの位置を変えて難易度を変化させる
回数を変える　
　練習回数を増やして慣れさせる
ゴールを変える
　大人は３回で１０点　子供は３回で５点などゴー
ル目標を変える
　
　子供の場合、難易度をうまく判断できず背伸びし
たゴールに挑戦した結果、うまくいかず泣いてしま
うといったこともあります。こうしたことを避ける
には、子供ではなく、保護者に聞いて難易度を調整
するのも一つの方法です。

混雑しているような時でも、子供やハンディキャップのある人に時間を
割くことは気にならないものです。むしろ、いろいろな配慮をする様子
を見て、「こんな工夫があるのか」等、活動への興味や関心を高めていた
だくことができます。

を行うことができます。また、より詳しい評価を得
る場合には、１枚程度のアンケート票への記入をお
願いするのもよい方法です。

　日本らしいものと、初めて目にするようなものを
セットにすることは、海外の方々の興味や関心を集
める上で効果的でした。

　たとえば、小さい子供には、的までの距離を近く
する方法を提案したり、ボールが投げられない人に
は、机をスロープ替わりにしてボールをころがして
的を狙える方法を提案するなど、参加者に応じて楽
しみ方をアレンジするのも大切です。
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対戦型種目のグループ分けの演出

・小さい和紙などをメモ用紙替わりに用意しておく
と、日本語で書いて参加賞としてプレゼントして
あげるといったこともできます。

　参加者の多くは、家族やカップルで参加しますが、
対戦型種目では、あえて他の人とグループをつくっ
て参加してもらうのも参加者相互の交流を深めるよ
い方法の一つです。

交流を深める協力・対戦型種目での工夫

対抗心を刺激するランキング発表の活用

運 　 営 　 の 　 ヒ 　 ン 　 ト

❶ チーム分け
2 チームに分かれ、リーダーやチーム名を考えながら交流

❷ 日本式挨拶
整列し、日本式の “ 礼”の仕方を練習して、リーダーの合図で一斉

に礼をかわすということも日本らしさの体感となり盛り上がる

❸ ゲームタイム
声援を送り合いながらゲームを楽しむ

❸ 交流タイム
ゲーム終了後はチーム内、対戦チームと交流、記念撮影

スタッフはそれぞれの
チームの応援団として介入し、
チーム内の交流を促進する

　回数や時間など、結果を数値化できる種目は、掲
示板などを活用し、順位と挑戦者名、記録を並び替
えしやすいように貼りだすなど、ランキングをつけ
るのもよい演出です。
　その際、記録更新が起こりやすいようにするため
に、老若男女でクラスを分けしたり、一定時間が過
ぎたら記録をリセットしたりするのも効果的です。
　また、結果は記録用紙にも記入してプレゼントし
てあげると良いでしょう。本人の名前をカタカナや
漢字といった日本語で書いてプレゼントすると大変
喜ばれます。

その他
・順番待ちになった場合には、高齢者や障害者向け

の優先レーンを設けるといった整列の工夫も大切
です。

・参加者がいない時には、スタッフがデモンストレー
ションを見せて参加者に呼びかけることも必要で
す。

「SPORT FOR  TOMORROW」の PR

1 人でも多くの参加者に、「SPORT FOR TOMORROW」
（以下 SFT）の活動を知っていただくために、さまざまな方法を使っ
て PR を行いました。ここでは、主な PR 方法をご紹介します。

　SFT の取組みを理解して
いただくために、事業概要
をまとめたパンフレットは、
ポルトガル語・英語・日本
語の 3 種類を準備し、来場
者が自由に取れるように配

置しました。また通訳ボランティアを中心に、来場
者ひとり一人に手渡しでのパンフレット配布も行
い、どんな活動をしているのか、丁寧に説明して対
応しました。

　SFT 横断幕に東京 2020 大会へのメッセージを
記入するイベントを毎日実施し、多くの来場者に
メッセージを記入していただきました。中には、日
本語で一生懸命メッセージを記入してくれる来場者
もいました。メッセージ記入後には、SFT 横断幕
を背景に記念撮影を行いました。

　東京 2020 大会
への出場を狙うブ
ラジル国内の次世
代アスリートの皆
さまにお越しいた
だき、SFT の取組
内容の説明を行っ
た後、横断幕にメッ
セージを記入して
いただくイベント
を数回開催しまし
た。

　SFT の活動を紹介する目的で制作された日本語
版、英語版の映像素材にポルトガル語訳と字幕を入
れて再編集をしたものをブースおよびミニステージ
で放映しました。

パンフレット・ステッカー・
ピンバッジ等の配布 SFT横断幕の設置

ブラジル人若手アスリート
への広報

広報活動VTRの放映

01 03

04

02

政府活動

との連携
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SFTC事務局の広報担当者の方に
お話しを伺ってきました

今回のスポーツ庁ブースの運営に関して、SFTC 事務局の
広報担当者の方にお話しを伺ってきました。

　レクリエーションプログラムを中心とし、ブース
に訪れる現地の方々に「SFT」の活動概念を熱心に
訴求していただき感謝しております。想像を遥かに
超える来場者がいる中、一人一人丁寧に対応し、日
本のスポーツの価値を提供していただけたと思いま
した。また、ポルトガル語を話せるボランティアス

　日本の伝統のけん玉からパラリンピックで日本が
銀メダルを獲得したボッチャなど幅広いプログラ
ムを提供しており、子供からお年寄りまで楽しめる
ようになっていたと感じました。当初は子供たちが
遊ぶ姿を想像しておりましたが、大人の方が夢中に

　リオ大会が終わり、東京 2020 大会まで４年を
切りましたが、SFT は引き続き世界の方々へスポー
ツを通じた国際貢献事業を 100 カ国以上・1000
万人以上の方を目標とし、推進していきます。その
中で、日本レクリエーション協会様には独自のプロ

タッフの方がたくさんおり、現地の方と非常によく
コミュニケーションが取れ、多くの方がプログラム
を楽しまれていたと思いました。

なってプログラム楽しんでいる様子には驚き、非常
に印象的でした。

グラムを世界中に発信し、スポーツの素晴らしさを
展開していただくことを期待しており、これまで日
本に興味がなかった方が日本に興味を持つきっかけ
となるよう橋渡しをしていただければと思っており
ます。

まず、日本レクリエーション協会の運営の様子はいかがでしたか？

独立行政法人
日本スポーツ振興センター
Sport for Tomorrow Consortium 事務局

現地で紹介していたスポーツ・レクリエーションプログラムの印象は？

最後に東京 2020 大会に向けての期待をお聞かせください

01

02

03

政府活動

との連携 公益財団法人東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会組織委員会との連携

連携運営のポイント

卓球女子の別所キミヱ選手も来場 !!

今回、皆さんにスポーツ・レクリエーションの楽しさを伝えるために、
様々な関係団体との連携をして実施しました。その関係団体の一つと
して、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との連
携です。具体的には、パラリンピック競技のボッチャやブラインドサッ
カーの体験コーナーをブースの中で、毎日 1 競技を体験できるように
しました。パラリンピック競技が体験できるということで、たくさんの
方が参加してくださいました。会場には、パラリンピック選手も訪れ
一般の参加者との交流を楽しんでいました。

主催団体

との連携

●運営としては、試合をするだけでなく、自己紹介や握手、上手にプレイできたときに
　ハイタッチをする等できるだけ参加者同士の交流が図れるように促し展開をしました。
●プレイに対し一緒に喜んだり、笑ったり、常に共感する姿勢で運営を展開しました。
●参加者の年齢に応じて投げる距離の工夫等も意識して展開しました。
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「Tokyo 2020 JAPAN HOUSE」の
統括責任者の方にお話しを伺ってきました

今回のスポーツ庁ブースの運営に関して、「Tokyo 2020 JAPAN 
HOUSE」の統括責任者の方にお話しを伺ってきました。

　パラリンピック競技のボッチャやブラインドサッ
カーの体験コーナーはもちろん、日本の伝承遊び
やニュースポーツ体験等、子供から大人まで楽しめ
る数多くのプログラムを実施していただき、とても
感謝しています。運営の様子を見ていて素晴らしい
と思ったのは、ブラジルの方々とコミュニケーショ
ンを上手にとれるスタッフがどのブースよりも多く

　オリンピック・パラリンピック期間を通じて
100 種類以上のスポーツ・レクリエーション体験
を実施したとお伺いしたが、けん玉やお手玉など
我々も一度は体験したことのある日本の伝承遊びか

　東京 2020 大会に向けて、組織委員会としては、
各競技の普及につながるような体験コーナーの実施
ができればと考えています。競技の普及には、①競
技人口の増加と②観戦人口の増加の 2 種類の道があ
りますが、日本レクリエーション協会は、スポーツ
にあまり興味がなく、観戦にも行ったことがない人

配置できていたこと。そのスタッフ全員が体験コー
ナーで実施するプログラムをしっかりと理解してい
て、丁寧に来場者に説明されていたことです。どの
スタッフからも来場者の皆さまを楽しませようとい
う “ おもてなしの心 ” が垣間見え、我々がご案内さ
せていただいた方々に分け隔てなく接していただい
たことに感謝しています。

ら、見たこともないニュースポーツまで種類が様々
でびっくりしたのと同時に、日本のスポーツ・レク
リエーションの多様性に感心しました。

（無関心層）がスポーツの面白さを知るきっかけづく
りが得意だとわかりました。「スポーツを観る楽しさ」
を入口に多くの方々にスポーツと出会うきっかけづ
くりにこれからも取り組んでいただけると大変あり
がたいと思います。そしてともに協力して一緒に東
京 2020 大会を盛り上げていきましょう。

まず、日本レクリエーション協会の運営の様子はいかがでしたか？

公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会 
広報局次長　柳舘毅さん

現地で紹介していたスポーツ・レクリエーションプログラムの印象は？

最後に東京 2020 大会に向けての期待をお聞かせください
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03

「子供たちがトップアスリー
トと交流できる機会を作り、
スポーツの素晴らしさを直
接感じてもらいたい。もし
かしたら、その体験がオリ
ンピックを目指すきっかけ
になるかもしれない…」と
笑顔で語ってくれました。

主催団体

との連携 日本卓球バレー連盟との連携

連携運営のポイント

今回、日本オリジナルのスポーツ・レクリエーションを伝えるた
めに、日本卓球バレー連盟との連携も行いました。
具体的には、オリンピック期間中 2 日、パラリンピック期間中
に 1 日間卓球バレーを体験できるようにしました。

種目団体

との連携

●運営としては、日本のオリジナルのスポーツであることを PR するために、体験の前に、卓球
バレー誕生の経緯や現在の普及の様子をスクリーンを使い説明してもらいました。

●見ても楽しめるスポーツなので、観客に見てもらいやすいように、テーブルの配置を中央に置
き実施しました。

●参加者がより楽しさを感じてもらえるように、観客にも賞賛の拍手を促し実施した。

　リオオリンピック、そしてパラリンピック期間中に
卓球バレーのデモンストレーションに関して、ご支援
いただきありがとうございました。思った以上に来場
者があり、皆スポーツを体験しながら競技を楽しんで
いただけたことが本当に良かったです。

その他、日本ペガーボール協会、日本フライングディス
ク協会等との連携による種目紹介も行いました。

日本卓球バレー連盟の方に感想を
いただきました。
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リオデジャネイロ
日本人学校との交流

スポーツ庁ブースを運営する上で使用した机と椅子は、日本とブラジル
との友好の証として、リオデジャネイロ日本人学校より貸与したものです。

　本校児童生徒は、オリンピック・パラリンピックにおいて、競技観戦にとどま
るのではなく、参加される選手お一人おひとりのバックグラウンドを調べ、時に
はご家族と交流し、晴れの舞台に至る選手のお気持ちに寄り添いながら応援メッ
セージ（横断幕）を届けること、できればそうしたメッセージを地元リオの人々
と一緒に作成することなどを大切に取組みました。その結果、いかに多くの方々
が一人ひとりの選手を支え、大会の運営、国と国との交流を支えているか…を知
ることができました。
　そのような折、貴協会の活動を知り、オリンピック・パラリンピックの裾野の
大きさと関わる方々それぞれの夢と願いに触れることができました。
　しかも、子供たちに気持ちを寄せていただき、大会終了後にお届けいただいた
様々なレクリエーショングッズは、子供たちとオリンピック・パラリンピックを
いつまでも繋ぐ象徴的な品々となりました。日本からノートや本を取り寄せるだ
けで、１年がかりの大仕事。その上多くの経費を要します。そうしたきわめて脆
弱な海外の教育基盤にあって、貴協会よりの品々は、大変貴重で子供たちの学校
生活を豊かにするものばかりでした。また、その活用を通しながら永くオリンピッ
ク・パラリンピックと自身とのかかわりを振り返り、将来に続くさまざまな気づ
きが生まれることと思います。
　何より、お疲れの時に学校まで足を運んでいただき、皆様と活動させていただ
き、その熱意、お人柄にふれることができたのは、私たちにとって何にも代えが
たい宝物です。本校の教育目標は「自分を磨く子」です。そのおおきな柱に、「か
かわって磨く」を大切にしております。皆様との出会いが、子供たちの自分磨き
に大きな力となっていることをお伝えして、感謝の言葉とさせていただきます。
　末筆になりましたが、皆様の益々のご活躍を祈念しております。ご多忙の毎日
かと推察いたしますが、お体ご自愛いただき、引き続き多くの方々の感動や生き
がいを育てていかれてください。地球の反対側より応援いたしております。誠に
有難うございました。
平成２８年１０月吉日

リオデジャネイロ日本人学校　校長　　引地　清人
（児童生徒・保護者・教職員・学校運営委員会　一同）

現地組織

との交流

リオデジャネイロ日本人学校の子供達との交
流会の様子。

日常生活の中や現地の方との交流会で、ス
ポーツ・レクリエーショングッズが役立って
います。

通訳スタッフとして
いろいろな方が協力してくれました

スポーツ庁ブースで実施した「SPORT FOR TOMORROW」の
広報活動やスポーツ・レクリエーション体験コーナーを運営する上で、
海外の方と会話ができるスタッフの存在は欠かせません。
今回のブース運営では、現地ブラジルの大学に留学中の日本人学生
などが通訳スタッフとして協力してくれました。

サポーター

「スポーツ・レクリエーション
体験コーナーの運営に携わって
みて、ひとつのレクリエーショ
ン種目からアレンジを加えてい
き、活動の幅を広げていくこと
がとても勉強になりました。東
京 2020 大会でも、ポルトガル
語の経験を活かして通訳として
関わってみたいです」

大阪大学外国語学部の学生
で、リオデジャネイロ市内の
大学に留学中の「吉川侑希」
さん

 「伝承遊びやニュースポーツな
ど本当にいろいろなレクリエー
ションがあることを始めて知り、
体験した人すべてを笑顔にでき
るスポーツ・レクリエーション
はすばらしいと思いました。今
回の経験を活かして、また日本
の文化をもっと勉強して、東京
2020 大会では外国から来た方
に日本の魅力を PR できるよう
にしたいです」

上智大学外国語学部の学生
で、リオデジャネイロ市内の
大学に留学中の「三平麻央」
さん

「若い学生さん達と毎日楽しく生
活させてもらって、忘れられな
い思い出になりました」

ジャパンハウスでの通訳だけ
でなく、コンドミニアムでの
食事の管理など「みんなのお
母さん」としても活躍してく
れました。

ブラジルのカンピーナス市在
中の「大﨑加代子」さん

「様々な国の人とレクリ
エーションを通じて、触
れ合い・つながりできた
のがとても良かったで
す。子供たちとの触れ合
いがたくさん持てたこ
と、子供たちの楽しんで
いる顔が見られて元気を
もらえました」

愛知県立大学外国語学部の学
生で、サンパウロの大学に留
学中の「若林優依」さん

上智大学外国語学部の学生で、
サンパウロの大学に留学中の

「平澤佳奈」さん

「自分たちも子供の頃いろ
んな遊びをしていたが、
今の日本の子供たちがど
んな遊びをしているのか
を知ることができました。
皆さんがとても楽しんで
いたのを見ることができ
て、どの国でも “ 楽しい ‘’
は万国共通だということ
がわかりました」

大阪大学外国語学部の学生で、
サンパウロの大学に留学中の

「道下エレナ」さん

「普通に通訳をするだけで
はなく、ステージ上で通訳
をする体験ができたこと、
日本や世界でのレクリエー
ションやスポーツ指導の方
法が学べたことが貴重な体
験になりました」

メキシコのグアナファト州に
在住の「中村まや」さん

　日本人学校に通う子供たちにスポーツ・レクリ
エーショングッズの贈呈式を行う時間を特別に作っ
ていただきました。日本人学校の引地校長先生に感
謝状の贈呈を行った後、こちらの学校に通っている
子供たち 10 名にスポーツ・レクリエーションを体
験してもらいました。
　本来ならば贈呈するレクリエーショングッズすべ
ての遊び方を紹介したかったのですが、限られた時
間のため、「リバーシ」と「ペガーボール」の紹介を

行いました。初めて見るレクリエーショングッズに、
目を輝かせる子供たち。先生方も一緒になって体験
を行い、みんなの笑顔が溢れる素敵な時間を過ごす
ことができました。突然のお願いにも関わらず、快
く物品の貸し出しをしていただいた日系協会の関係
者の皆様に深く御礼申し上げます。
　以下、リオデジャネイロ日本人学校 校長の引地清
人先生よりいただいた感謝状の一部を紹介します。

「今まで通訳をする機会自
体あまりなかったですが、
人前に立って通訳をする
経験ができたことが本当
に良かったです。さまざ
まな国の人々や異年齢の
方々への接し方がとても
勉強になりました」



ブースでの活動や SFT の活動を PR するための資料等を
作成し配布しました。掲示および配布物をご紹介。

ブース掲示・配布物
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正面

右側から

ブースのレイアウト

バックパネル
ブルーのパネルデザイン

ミニステージ利用時パネルデザイン

素地：ポリエステル 230g/㎡　昇華転写プリント　サイズ W3000mm ×
H3000mm
文字要素：Venha se divertir conosco ！「ここで一緒に楽しもう！」

素地：ポリエステル 230g/㎡　昇華転写プ
リント　サイズ W3000mm × H2150mm
　ハトメ

ミニステージ利用時に、バックパネル
に重ねて使用した。
パネルを重ねて掲示した場合の様子

スタンド POP デザイン
（両面）

SFT リーフレット（ポルトガル語）

A4 サイズ
両面デザイン
３つ折
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ブース掲示・配布物

子供の体力向上に関する研究と実践日本レクリエーション協会では、文部科学省やスポーツ庁と連携し
た「子供の体力向上」の研究や、都道府県レクリエーション協会との
協働による全国での啓発活動を行っています。全国レクリエーション大会～文部科学省と共催で開催～人生を豊かにするレクリエーション。その普及・振興をはかるために、
文部科学省と共催でスポーツ・レクリエーション関係者が全国から
集まるイベントとして開催しています。

Research and practice on children physical 
fitness improvementThe Japanese Recreational Association is associated with 
MEXT(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology) and the Sports Department to research 
‘Children’s physical fitness’ along with the Prefectural 
Recreation Association to help with educational activities 
throughout Japan.
National Recreation TournamentsOpening Collaboration with MEXT(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) 
Recreations enrich life. In order to promote and circu-
late recreations, MEXT(Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology), recreation officials and 
sport officials have come together from all over Japan 
to hold events.

Estudos e práticas relacionados ao aumento 
da força física das criançasNa Associação de Recreação do Japão, são realizados os 
estudos sobre o “aumento da  força física das crianças” 
juntamente com o Ministério da Educação, Cultura, Esporte, 
Ciência e Tecnologia e a Agência de Esporte do Japão, e as 
atividades de esclarecimento em todo o território japonês, 
com a cooperação das Associações de Recreação das 
províncias.
Campeonatos Nacionais de Recreação
～Realização conjunta com o Ministério da Educação, 
Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão～
A recreação torna a vida enriquecedora. Para a dissemi-
nação e promoção deste fato, são realizados os eventos 
que reúnem pessoas relacionadas ao esporte e à 
recreação, de todo o território japonês, juntamente com o 
Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e 
Tecnologia do Japão. 

“Asobi no hi” is a program to connect with people 
to spread “smiles” through sports, recreations, 
cultural and outdoor activities along with other 
various activities.

「あそびの日」とは、スポーツ・レクリエーション、野外活動、文化
活動などのさまざまな活動を通じて、人と人とのつながりや
笑顔を広める取組です。

“Dia da diversão” é um empenho para ligar as pessoas entre si e para ampliar o 
sorriso, através das várias atividades, como esporte e recreação, atividades ao 
ar livre, atividades culturais, etc. 

〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-20-7 水道橋西口会館6階
Tel 03-3265-1241  Fax 03-3265-1245E-mail soumu＠recreation.or.jpURL http://recreation.or.jp
NATIONAL RECREATION ASSOCIATION OF JAPAN 
Suidobashi Nishiguchi-Kaikan,2-20-7 Misakicho
Chiyoda-ku Tokyo,101-0061,JapanTel +81-3-3265-1241  Fax +81-3-3265-1245
E-mail soumu＠recreation.or.jpURL http://recreation.or.jp

Esta associação foi estabelecida no ano de 1948 (ano 
23 da era Showa), e continua realizando as atividades 
de recreação atendendo às exigências das novas eras.

当協会は、1948（昭和23）年に設立され、新しい時代の要請
に応えながらレクリエーション活動を続けています。

全国一斉「あそびの日」キャンペーン  

“Asobi no hi” Nationwide Campaign

Campanha “Dia da diversão” em todo o país

10 インチ、１色片面シルク印刷ラバーバルーン。
プラ棒19cm。色（白、青、赤、オレンジ、ピンク、緑）

配布用風船
ロゴマーク

スタッフウエア

バルーンタワー

その他

遊びの日　ステッカー

日本レクリエーション協会リーフレット

日本レクリエーション協会ピンバッジ

SFT ピンバッジ
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右側から

在リオデジャネイロ日本人学校との友好により
貸与を受けた机、椅子を利用

掲示レイアウト例

長机：横幅 152cm 縦幅 45cm 高さ 75cm　2 つ
いす（折り畳み）93*41*3-4 ｃｍ　6 脚

来場者の関心を集める目的と、手軽に手に取って楽しめる日本伝統の
あそびに触れていただくため、レイアウトを日々工夫して展示した。

SFT の活動を紹介する目的で制作された日本語版、英語版の映像素材にポルトガル語訳と字幕を入れ
て再編集をしたものをブースおよびミニステージで放送した。映像時間 3 分 30 秒

SFT 紹介 VTR　ポルトガル語字幕版

スポーツ庁ブース活動紹介 VTR　ポルトガル語版

映像制作物について

スポーツ庁ブースで体験できるプログラムの紹介
や、SFT についての紹介についてポルトガル語ナ
レーションおよびポルトガル語テロップを配した
映像を制作し放送した。映像時間 1 分 55 秒

ブース掲示・配布物
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ラダーゲッター

ペガーボール

わなげ（ハの字型）

ビー玉遊び（目玉落とし）

わなげ（四角型）

うちわで投扇興

スマイル射的001

011

006

016

005

015

010
はしご状になったポールにヒモでつながったボールを引っかけて楽しむ
遊び。引っかかった位置によって得点が異なるが、どのポールでも良い
ので３投する中で何本引っかけることができるかを楽しませた。

マジックテープのついた
ウエアを着衣した鬼に向
かってボールを投げ、制
限時間内にいくつくっつけ
られるかに挑戦する方法
で楽しませた。

的の形を変えられるわなげで、
レイアウトを “ ハの字 ” にして
実施。１人３本程度を投げる
方法で楽しませた。近いとこ
ろから遠いところまで範囲が
広いため狙った位置に投げ入
れられるかどうかに挑戦する
方法で楽しませた。

床に置いたビー玉をめがけて、
立ったまま自分のビー玉を落
し、当てられるかを楽しませた。
３～４人で順番に挑戦させ、
２～３回転する間に誰が何個
当てられるかという方法で楽し
ませた。

的の形を変えられるわな
げで、レイアウトを “ ３×
３の四角形 ” にして実施。
1 人３本を投げ、獲得し
た得点が多いと景品がも
らえる方法で楽しませた。

投扇興をする的を折鶴に
し、扇子の代わりにうちわ
を使い、３投する間に折
鶴を落とすことができるか
挑戦する方法で楽しませ
た。

ニチレクボール

ディスク投げ遊び

わなげ（三角型）

コローリング

ニチレクボールで的あて

お手玉でビンゴ

スポーツ吹き矢

ニチレクボールでゴルフ      

ディスコンで的のせフライングディスク的あて

002

012

007

017

003

013

008

004

014009

室内用ペタンク「ニチレク
ボール」を使用し、標的
に向かってボールを３投す
る方法で楽しませた。

リバーシ（直径２５センチ
程度の両面の色が異なる
ディスク）を使用し、まず
は近くの長方形のマスの中
に納まるように投げ入れ、
成功したらその先の円状の
目印の中にディスクを入れ
る方法で楽しませた。

的の形を変えられるわなげで、レイアウトを “ 三角形 ” にして実施。1
人３本を投げ、どこか一列（３つの的）すべてに入れられるかどうか挑
戦する方法で楽しませた。

紙コップにゴルフボールを
入れ、カーリングの要領
で、前方の的を狙って転
がす方法で楽しませた。

室内用ペタンク「ニチレクボール」のボー
ルを使い、前方にカローリングのシート
を的として配置し、３投する中で中心に
どれだけボールを近づけられるかを楽し
ませた。（ミニステージでの実施）

合計９マスに並べた的の
中にお手玉を投げ入れ、
６投する間にビンゴをつく
ることができるかに挑戦す
る方法で楽しませた。

３ｍ程度離れた的に向かって、1 人３本の吹き矢を行い、何点獲得で
きるかを楽しませた。子供も大人も特に区別せず同じ方法で実施した。

（ただし、小さい子の場合には保護者が筒を持つなどの介添えをする
方法で楽しませた）

リングキャッチのリングを花模様に配置し、室内用ペタンク「ニチレク
ボール」を転がしてリングに投げ入れる方法で楽しませた。

的の中に、両面の色が異なるディスクを投げ入れ何枚ディスクにのせら
れるかという方法で楽しませた。

壁の目印に向かって１人３
回ドッジビーディスクを投
げ、的に当てることができ
るかどうかを楽しませた。

スポーツ・レクリエーション活動一覧

射的型の
スポーツ・レクリエーション活動

的 当 て等 得 点 や
正 確 性 で 優 劣を競う

輪ゴム鉄砲を使って的を
狙う “ スマイル射的 ” を実
施。５本のゴムを使って、
どれだけ多くの的を倒すこ
とができるか挑戦する方
法で楽しませた。
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命令ジャンケン

盆踊り

落とすな風船

インディアカパスラリー

うちわで扇げ

お開きジャンケン

見出しダミー
5 分類 103 種

実施プログラム一覧
028

023

033

022

032

027

2 人一組で向かい合い、
ジャンケンをして負けた方
が腕立て伏せ、肩をもむ
等、勝った人の命令に従
う “ 命令ジャンケン ” を楽
しませた。（ミニステージ
での実施）

最終日にブース全体を巻き込んだ交流プログラムとして実施。“ 東京音
頭 ” を使って基本の振付を練習し、音楽に合わせて全員で行う方法で
楽しませた。

両手に持ったうちわで風船
を仰ぎ、何秒地面に落とさ
ないようにできるかという
方法で楽しませた。

４～６人ぐらいで円になり、
インディアカを使って、地
面に落とさずに片手でパ
ス交換ができるかに挑戦。
慣れてきたら２列に分かれ
て前のグループとジグザグ
でパス交換を続けられるか
を楽しませた。

ポールに通した紙の的を４
人で力を合わせて下からう
ちわで風をおくり、ポール
の先から抜くことができるか
を楽しませた。まずは、う
ちわの使い方に慣れてもら
うために練習をしてから挑
戦する方法で楽しませた。

2 人一組で向かい合い、ジャンケンをし、
負けた方は足を少し広げる。ジャンケン
を繰り返して先に立っていられなくなっ
たら負けという“お開きジャンケン”を楽
しませた。（ミニステージでの実施）

ハイタッチゲーム（回数 2 人で）

ラジオ体操

ジャンケン（回数みんなと）

リングキャッチ

ハイタッチゲーム（回数みんなと）

反応拍手

大縄跳び

ハイタッチゲーム（椅子に座って）

グーパー

029

024

034

020

030

025

021

031

026

２人組もしくは３人組を作
らせ、１０秒間で何回手
と手をタッチできるかを楽
しませた。（ミニステージ
での実施）

ポルトガル語に翻訳された音源を使ってラジオ体操を楽しませた。まず
は、音源を使わずに各動作を示範し、一通り最後まで動作をしたとこ
ろで、音楽に合わせて取り組ませた。

前に立つリーダーと参加
者でジャンケンをして勝っ
た、負けたを楽しませた。
日本式のジャンケンの手の
形を伝え、勝ち負けの関
係を理解させてから取り
組ませた。（ミニステージ
での実施）

2 人一組で、片手に持ったリングを同時にスロー＆キャッチできるかを
練習。できるようになったら４人一組で向かい合い、２人一組の時と同
様ににリングをスロー＆キャッチで交換できるかどうかに挑戦する方法
で楽しませた。

一定時間内に周りの人た
ちと数多くハイタッチをす
るという方法で楽しませた。

（ミニステージでの実施）

前に立つリーダーが大きく手を動かし、手のひらが交差したところで参
加者が拍手することを楽しませた。（ミニステージでの実施）

人数に応じてロープの長さを
調整し、皆で息を合わせて何
回連続してロープを跳ぶこと
ができるかに挑戦する方法で
楽しませた。体力や人数に応
じて、まずは５回成功をめざ
し、できたら１０回連続で成
功するかどうかに挑戦した。

座った状態で、リーダー
の差し出した両手にどれだ
け数多くタッチできるかに
挑戦する方法で楽しませ
た。（ミニステージでの実
施）

前に立つリーダーの「セーノ」の合図に合わせて「ヨイショ」といいな
がらグーやパーの手を出す “ グーパー ” を楽しませた。（ミニステージ
での実施）

カップボール（射的型）

バウンド玉入れ

018

019

得点を書いた紙コップを
テーブルに貼付け、ゴルフ
ボールを転がして入れる
方法で楽しませた。

大きなかごに向かってボールをワンバウンドさせて入れられるかという
方法で楽しませた。（ミニステージでの実施）

交流型の
スポーツ・レクリエーション活動

勝ち負けではなく、
２人以上で協力しながら取り組む

スポーツ・レクリエーション活動一覧
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課題達成型の
スポーツ・レクリエーション活動

回数や時間等の目標を設定し、
達成することを楽しむ

釣りっこ

ナンバーアクション

お手玉

振り向きタッチ

だるま落としスポーツテンカ

046

040

051

039

050045

床に置いた魚をフックのつ
いた竿で釣り上げて楽しむ
ゲーム。魚の大きさやフッ
クの位置等もいろいろで、
魚によって難易度が違って
楽しめる。混雑状況を見な
がら、何匹でも一定時間挑
戦してもらう方法で実施。

前に立つリーダーが指示する
数字によって前や右、左等決
まった動作をすることを伝え、
指示する番号通り正しく動作
できるか挑戦する方法で楽し
ませた。（ミニステージでの実
施）

お手玉の “ ２個ゆり ” のや
り方を手本として見せてか
ら同じようにできるかどうか
を挑戦させるようにして楽
しませた。できる人にはお
手玉を一つ増やした “３個
ゆり ” の方法を示して挑戦
する方法で楽しませた。

2 人一組で背中合わせになり、
一歩離れて待機し、リーダーの
合図に合わせてどちらかに体を
ひねって相手と両手を合わせる。
同じ向きで向かい合えると良いと
して、何回同じ向きに合うことが
できるのか挑戦する方法で楽し
ませた。（ミニステージでの実施）

重ねて積まれている “ だる
ま落し ” を最後までだるま
を落とさずに順に小槌で
叩き抜いて行けるかどうか
挑戦させる方法で楽しませ
た。

2 人で向かい合い、相手が
投げたボールを片手→両手
→クロスキャッチ→ポンポ
ンクロスという、スポーツ
テンカのキャッチ方法が成
功できるかに挑戦する方法
で楽しませた。

けん玉

たすきで人間知恵の輪

めんこ

引っ張り立ち

コマ回し

○×クイズ

なべなべ底抜け

手回しコマ

ガイドと目隠しウォ－ク 047

041

052

037

048

042

038

049

043
けん玉の大皿に玉を載せる
方法を手本として見せてか
ら同じようにできるかどうか
を楽しませた。上手にでき
る人には、大皿から小皿、
けんに入れられるかなど難
易度をあげる方法にも挑戦
させた。

３～５人でランダムにたす
きをつかみ、協力してもつ
れているたすきをほどき、
円になれるかに挑戦する
方法で楽しませた。（ミニ
ステージでの実施）

めんこを１枚渡して、床に
しっかりと打ち付けられる
ように練習。そのあとで目
標となるめんこに向かって
投げる方法で楽しませた。

２人一組でお互いの手首を
もち合って座り、2 人の息
を合わせて互いに引っ張り
合いながら立ち上がること
ができるかに挑戦する方法
で楽しませた。

コマの糸を巻いて渡してあ
げて、コマが回りやすくな
るような投げ方を介添え
しながら伝え、実際にコ
マが回るようになれば成
功という方法で楽しませ
た。

同じエリアに出展している総務
省、農水省、国税庁、観光庁
等からもクイズを出してもらい、
どれだけ多く正解できるか挑戦
する方法で楽しませた。（ミニ
ステージでの実施）

2人一組でお互いに手を取り合っ
て向かい合い、“ なべなべ底抜
け～ ” の歌に合わせて手を離さ
ずにひっくり返って背中合わせに
なったり、また元の体勢に戻る
ということをリズムよく繰り返し、
最後は周りの人と円となって楽し
ませた。（ミニステージでの実施）

指先でも回すことができ
る “ コマ ” の回し方をやっ
て見せてから、同じように
できるかどうかを挑戦させ
た。

目隠しをして、ガイドの助
けを借りながら決められた
ルートや印の上をゴール
まで歩くことができるかど
うかに挑戦する方法で楽
しませた。

ジャンケンチャンピオン

背中合わせ立ち

035

036

２人一組を作り、ジャンケンをして負け
た人は勝った相手の後ろに並んで、違
う組を探してまたジャンケンをする。負
けたら相手の組の後ろに並んでいくと
いう方法を繰り返し、最後のニ組に
なったところで決戦ジャンケンをして全
体が一組になるという方法で楽しませ
た。（ミニステージでの実施）

2 人一組で背中を合わせて腕を組んだ状態で座り、手を使わずにお互
いの体重を相手に預けながら立ち上がることができるかに挑戦する方
法で楽しませた。（ミニステージでの実施）

スポーツ・レクリエーション活動一覧

玉入れ044
30 秒間で、どれだけ玉を入
れられるかという方法で楽し
ませた。他のグループと入っ
た数を競うのではなく、全
員で力を合わせてどれだけ
多く入れられるかを楽しませ
た。（ミニステージでの実施）
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グーチョキパーで何つくろう？

2 拍子 3 拍子

折り紙（紙飛行機 筒型）

ドレミマット

マジックリズム

リバーシタイムレース

064

066

058

070

069

063

“ グーチョキパーで何つく
ろう” の歌に合わせて行う
手遊びを教え、皆で一緒
にグーチョキパーを使って
“ちょうちょ”、“かたつむり”
ができるようにしながら楽し
ませた。（ミニステージで
の実施）

前に立つリーダーの合図に
合わせて片手は２拍子、反
対の手は３拍子のリズムを
動作する練習をし、慣れて
きたところで両手を同時に
動作させて２拍子と３拍子
がリズムよく行えるかに挑戦
する方法で楽しませた。（ミ
ニステージでの実施）

折り紙で円筒形の紙飛行機を
作り、交代で投げて、距離や
まっすぐ飛んだかなどを評価
しながら楽しませた。（ミニス
テージでの実施）

押すと音階の音がなる “ド
レミマット ” を使い、“ キ
ラキラ星 ” などをリズムよ
く奏でることができるかに
挑戦する方法で楽しませ
た。

４拍子、３拍子、２拍子と
拍子を減らしていきながら
左右で拍手したり、屈伸し
たり、サイドジャンプしたり
りする動作をリズムに合わ
せて行えるかに挑戦する方
法で楽しませた。（ミニス
テージでの実施）

テーブルの上に並べたコ
マ（直径２５センチ程度の
両面の色が異なるディスク）
を端から順に裏返していき、
最後まで裏返したらスター
トまで裏返したリバーシを
表に直すのをタイムレースと
して楽しませた。

体ジャンケン

折り紙（風船）

親指小指

折り紙（つる） かさ袋ロケット

全身で 2 拍子 3 拍子

新聞紙鉄砲

指折り体操

言うこと一緒、やること○○

新聞紙やり投げ

065

059

055

057 062

067

060

056

068

061

“グーチョキパー ”を体全体
を使って表現する方法を教
え、前に立つリーダーと体
ジャンケンをして楽しませた。

（ミニステージでの実施）

折り紙で風船を作ってお
手玉のようにジャグリング
したり、パス交換したりし
て楽しませた。（ミニステー
ジでの実施）

両手で親指と小指を交互
に立てたり、折ったりする。
左右の手で異なる指を動
かすようにする等課題を達
成できるかどうかを楽しま
せた。（ミニステージで実
施）

折り紙の「鶴」が折りあ
がるよう、１つずつ手順を
示しながら行った。折り紙
への人気は高く、他の運
動プログラムの導入として
用いると集客面で効果的
であった。（ミニステージ
での実施）

かさ袋を使い、膨らませ
たかさ袋をロケットの要領
で投げる方法で楽しませ
た。かさ袋には、名前を
書いたり、テープを使って
重量バランスを工夫したり
するなどして行わせた。

リーダーの合図に合わせ
て両手は３拍子、足は
２拍子のリズムで動作す
る練習をし、慣れてきた
ところで両手、両足を同
時に動作させて２拍子と
３拍子がリズムよく行え
るかに挑戦する方法で
楽しませた。（ミニステー
ジでの実施）

新聞紙を使った音が鳴る
“ 紙鉄砲 ” 作り方について
見本を示しながら全員で
制作し、「１・２・３・ジャー」
の合図で一斉に鳴らすと
いう方法で楽しませた。（ミ
ニステージでの実施）

リズムに合わせて両手の指
を順番に立てたり、折った
りする。左右の手で異なる
指を動かすようにする等課
題を達成できるかどうかを
楽しませた。（ミニステー
ジでの実施）

前に立つリーダーが指示する動作と同じ動作をする “ 言うこと一緒、や
ること一緒 ” や、指示の反対の動作をする（右→左に動く）“ 言うこと
一緒、やること反対 ” ができるかどうかに挑戦する方法で楽しませた。

（ミニステージでの実施）

新聞紙を円筒状にし、片
方の端をガムテープで止め
て槍のようにし、少し離れ
て投げ合う方法で楽しま
せた。（ミニステージでの
実施）

あやとり

福笑い

053

054

“ あやとり ” のなかで、1
人でできる “ 橋 ” や “ ほう
き ” の作り方を手本として
見せてから同じようにでき
るかどうかを挑戦させた。

目隠しをしている人に、周
りの人がアドバイスを送っ
て協力して “ 福笑い ” を完
成させる方法で楽しませ
た。

スポーツ・レクリエーション活動一覧



52 53

手押しバランス崩し

ブラインドサッカー

リバーシ

ひも巻き対決叩いてかぶってジャンケンポン

あっち向いてホイ

083

075

087

086081

082

２人で向かい合って、相手より先に足が動いてしまったり、相手の手
のひら以外を触ったら負けという “ 押し相撲 ” を楽しませた。

パラリンピック競技の認知
度向上を目的として紹介し
た。椅子に座って向かい合
い、相手コートのサイドライ
ンから出ないようにエンドラ
インをボールが超えたら１点
獲得、５点先取した方が勝
ちという方法で楽しませた。

2 対 2 または 3 対 3 のチームに
分かれ、床に並べたコマ（直径
２５センチ程度の両面の色が異な
るディスク）を協力して自チームカ
ラーにひっくりかえす競争として楽
しませた。１試合１５秒間で行い、
終了の合図の時に１枚でも多く自
チームカラーにしているチームが
勝ちとした。

ひもでつないだリングの上に
ボールをのせ、そのリングを棒
で急ぎ巻き取る方法で１対１
の対戦により楽しませた。

傘袋を膨らませた棒とスポンジ
製のディスクをヘルメットの代わ
りにし、ジャンケンで勝った方が
相手を棒でたたけ、負けた方は
ヘルメットで防御し、先に相手
に防がれずにたたくことができた
ら勝ちという方法で楽しませた。

“ あっちむいてホイ” の掛け
声を日本語で伝え、日本語
で “ あっちむいてホイ” を
楽しませた。

卓球バレー

ディスコン

ボッチャ

羽子板 バランス崩し（たすき）

羽子板（紙風船使用）

カップボール（対戦型）カローリング

紙風船バレー

金毘羅船船

076

072

074

079 084

080

077073

085

078

日本 生まれの共 生 型ス
ポーツとして海外への普及
を進めている“卓球バレー”
を楽しませた。６人で１チー
ムをつくり、卓球台の代わ
りに机を 2 本組み合わせ
て、卓球用ネットを配置し
て行った。

赤青 2 チームに分かれて
標的にディスクを投げて近
づけるゲーム。１回あたり
３投させて競わせ、３回
戦で実施する方法で楽し
ませた。

パラリンピック競技の認知度
向上を目的として紹介した。
２チームに分かれてボールを
３つまたは６つ使って、１セッ
ト対戦で楽しませた。

２人で向かい合って羽子板で羽根
をつき、連続して何回続けられる
かを楽しませた。

2 人で向かい合い、輪状に
したたすきが中央でクロス
するようにして持ち、合図
に合わせて相手のバランス
を崩した方が勝ちという方
法で楽しませた。

羽子板の羽の代わりに紙風船を使って羽子板をする方法で楽しませ
た。ネットを使って１対１で対戦する方法で行った。

向かい合った 2 人の中央
に自陣を向いたカップを３
つずつセットし、いち早く
自陣を向いたカップにボー
ルを入れて立たせることが
できるかを競争させる方
法で楽しませた。

冬季オリンピック競技の
カーリングを陸上で楽しめ
るように工夫されたカロー
リングを、３ｍ程度のコー
トで対戦式で行う方法で楽
しませた。

ネットを挟んで向かい合
い、“ 紙風船 ” を使ったバ
レーボールを楽しませた。

お手玉を使ってお座敷遊び
として楽しまれている “ 金
毘羅船船 ” を日本語の歌
詞で歌いながら楽しませ
た。

羽根っこ071
2 チームに分かれて、ス
テージ下にセットしたダー
ツマットに “ 羽根っこ ” を
同時に投げ入れ、どちら
のチームの得点がより高
いかを競う方法で楽しま
せた。（ミニステージでの
実施）

対戦型の
スポーツ・レクリエーション活動

１対１やグループ対抗で
優劣を競う

スポーツ・レクリエーション活動一覧
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ふらばーる

ふりふり万歩計チャレンジ

握力テスト

フラフープ

ネット・パス・ラリー バドミントンスマッシュチャレンジ

バドミントンスマッシュチャレンジ

096

098

103

102

095 099

099

４～６人ぐらいで円にな
り、ふらばーるボールを
使って、地面におとさずに
パス交換ができるか、ま
た、ワンバウンドさせても
何回続けられるかなどを楽
しませた。

万歩計を腰に付けた状態で、
１５秒間でどれだけ万歩計の
数を多く増やすように動くこと
ができるかを３～４人で対抗
する方法で楽しませた。対戦
の結果はランキング表示をし
て、他の人とも競うことがで
きるようにして楽しませた。

握力計を使った握力測定を行った。日本の年齢別得点表を紹介し、測
定した記録が日本では何点となるかを紹介しながら楽しませた。

フラフープのまわし方を手
本として見せてから、同じ
ように回せるかどうかを挑
戦させるようにして楽しま
せた。できる人には反対回
りができるか、どれだけ長
く回せるかなど、難易度を
あげる方法で楽しませた。

2 人でネットやタオルの両
端を持ち、ボールを投げ
あげたり、もう一つのペア
と組み合わせて、ボールを
落とさずに交換しあう方法
で楽しませた。

スピードガンを使用して、壁
に向かってバトミントンのス
マッシュを行い、どれだけス
ピードが出ているかを競う
方法で楽しませた。

スピードガンを使用して、壁
に向かってバトミントンのス
マッシュを行い、どれだけス
ピードができかを競う方法
で楽しませた。

カウンターチャレンジ

タイタコ

ゴムふみ

リアクションキャッチ

ラグビーキックターゲット

ジャンケンおまわり

キャッチ

踏み台昇降運動

097

092

089

090

100

093

091

101

両手にカウンター（数取器）
をもち、15 秒間に両手で
カウントし、両方の合計回
数を競うという方法で楽し
ませた。ゲーム性が高まる
よう２人で競うように工夫し
て楽しませた。

2 人一組で “ タイ ” と “ タコ ” 役になって片手の平を合わせて待機し、
リーダーが “タイ”とコールするとタイ役の人は、タコ役の人の手を叩く、
言われた方は叩けるか、言われない方は叩かれないように逃れるかを
日本語で楽しませた。（ミニステージでの実施）

向かい合った 2 人の両足の外側を渡したゴムを中に入った人が踏んだ
り、かけたりしながらステップする方法を見せて、同じようにできるか
どうかを挑戦させる方法で楽しませた。

２人一組で向かい合い、
互いの間にボールをセッ
トし、リーダーの合 図
と同時にどちらが素早く
ボールをキャッチできる
かを競わせる方法で楽し
ませた。

小さいラグビーゴールをめがけてスポンジボールを５回蹴り込み、何個
ゴールすることができるか挑戦する方法で楽しませた。

２人一組で向かい合い、ジャンケンをして負けた方が勝った方の周りを
走って周回する “ おまわりジャンケン ” を楽しませた。（ミニステージでの
実施）

片手の人差し指を相手の片手の中に握られないようにして待機し、リー
ダーの “ キャッチ ” のコールで指を抜いて逃げるとともに、相手の指を
つかもうとキャッチする遊び。円筒の手に指を入れるのは海外では下品
となるため、手のひらを上にしてその上に指を載せる方法で楽しませた。

（ミニステージでの実施）

ミニステージの１５ｃｍ程
度の段差を利用し、１５
秒間で何回上り下りがで
きるかに挑戦する方法で
楽しませた。（ミニステー
ジでの実施）

天大中小088
“ 天大中小 ” のルールで、それ
ぞれの文字や意味は１・２・３・
４と数字に置き換えて行った。
ミスすると降格し、その降格し
た人より下の地位の人が昇格す
る日本と同じ方法で楽しませた。

ペア・リング・キャッチ094
ゴム製のリングを使い、向い合った 2 人でパス交換が成功するかどうか
に挑戦させた。まず３つのリングを片手で交換し、落さずに相手にスロー
＆キャッチできるかを楽しませ、成功したら４つ、５つとリングを増やし
て成功するかどうかを楽しませた。

記録に挑戦型の
スポーツ・レクリエーション活動

回数や時間、 距離等を
数値化・可視化して優劣を競う

スポーツ・レクリエーション活動一覧
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スタッフ一 覧

スポーツ・レクリエーション活動指導　
片山昭義　
浦和大学
総合福祉学部准教授
8/1 ～ 8/23、9/5 ～ 21 派遣

スポーツ・レクリエーション活動指導　 
高野千春　
平成国際大学
法学部准教授
8/11 ～ 23 派遣

スポーツ・レクリエーション活動指導　 
佐近慎平　
新潟医療福祉大学
健康科学部准教授
8/1 ～ 8/23、9/5 ～ 21 派遣

スポーツ・レクリエーション活動指導 
篠原俊明　
東京未来大学
こども心理学部講師
9/5 ～ 21 派遣

輸送・設営管理、現地コーディネート 
佐々木匡　
( 有 ) ＬＲＩ
代表取締役

本部長 
植田尚史　
日本レクリエーション協会
レクリエーション支援者育成部マネージャー
8/1 ～ 14、 9/5 ～ 15 派遣

副本部長 
酒井敦子　
日本レクリエーション協会
レクリエーション総務部マネージャー　
8/11 ～ 23、9/12 ～ 21 派遣

本部員 
小山亮二　
日本レクリエーション協会
レクリエーション支援者育成部プロデューサー　
8/11 ～ 23、9/5 ～ 15 派遣

本部員 
丹羽昭由　
日本レクリエーション協会
レクリエーション支援者育成部ディレクター
8/1 ～ 14、 9/12 ～ 21 派遣

　

通訳、スポーツ・レクリエーション活動指導 
大﨑恵介
山梨学院大学
経営情報学部特任講師　
8/1 ～ 8/23、9/5 ～ 21 派遣
 

　政府では、訪日外国人観光客数の目標人数を、平成３２（２０２０）年に
は４,000 万人、平成４２（２０３０）年には６,000 万人としています。こ
れまでの２倍、３倍に増やす目標を掲げています。また、スポーツ界では、
２０１９年にラグビーのワールドカップ、２０２１年にはＫＡＮＳＡＩワー
ルドマスターズゲームズが開催されます。スポーツ・レクリエーションを通
じた国際交流はますます盛んになってまいります。
　本報告書では、リオでの実践をご紹介させていただきましたが、ご紹介し
た内容は他の国際交流活動にも役立てていただけるものと確信しております。
地域や活動の実情に応じて、有効にご活用いただければ幸いです。

2020年へ、そしてその先へ…

スポーツ庁委託　戦略的二国間スポーツ国際貢献事業（平成 28年度）
Tokyo　2020　JAPAN　HOUSE　スポーツ庁ブース管理・運営事業報告書

平成 29年 1月発行
公益財団法人日本レクリエーション協会

　　〒 110-0061　東京都台東区台東一丁目 1番 14 号　ANTEX24 ビル 7階
電話　03-3834-1093

メールアドレス　jinzai@recreation.or.jp
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