
セミナー内容
晴れの国 「岡山」県で開催！

ラグビーワールドカップ2019™の開催が決まった日本。

「ラグビーワールドカップ2019™推進教育セミナー岡山会

場」が岡山県生涯学習センターにて開催されました。

来賓、ラグビー関係者、保護者、子ども、教員の合計

１３０名の参加者が集い、ラグビーに関する模擬授業や実

践報告、特別講演等を中心としたセミナーが行われました。

セミナーのプログラムは、次の通り。

日時 平成2９年７月１５日（土）

時間 1４:０0～1６:３0

場所 岡山県生涯学習センター

内容（１）主催者あいさつ TOSS岡山代表 小野隆行氏

（２）来賓あいさつ

岡山県スポーツ振興課長 石井孝典様
美作市スポーツ振興課長補佐 田中靖郎様
岡山県ラグビーフットボール協会 会長 和氣誠様

（３）ラグビーテキストを活用した模擬授業

（４）ラグビーワールドカップに向けて

実践したい授業・タグラグビーの実践報告

（５）特別講演

講師：霜村誠一氏（ラグビー元日本代表）

（６）基調提案 郷家康徳様

NewsLetter

TOSS

Teacher’s Organization of Skill Sharing

参加者１３０名 盛会御礼

参加者の感想
■ラグビーとは、ほぼ縁がなかっ
たので、新たな視野が広がった気
がしました。ラグビーの歴史や
ワールドカップの流れが今日で触
れる事ができたので、次回は是非、
実践講習を受けてみたい。ラグ
ビー会場で試合を実際に観てみた
いです。Ｗ杯に向けて盛り上がっ
ていけそうです。
■日本で開催されることの素晴ら
しさが改めて分かりました。また、
ラグビーの道徳的価値を知ること
ができ、学校でも子ども達に伝え
られるようにしていきたいです。

向山洋一を代表とする参加教師数約１万人を誇る日本最大の民間教育研究団体です。教育における「技術」に注目し、すぐれた教育技術
を教師の共有財産化することを目標とした「教育技術の法則化運動」を前身としています。 TOSSに関する情報は『TOSS公式HP』へ →

御参加いただいた御来賓の皆さま有難うございました。

あいさわ一郎 衆議院議員代理 足立 輝様

福島 恭子様
岡山県議会議員

自民党

川本浩一郎様
岡山市議会議員

自民党

小田 圭一様
岡山県議会議員

自民党

山田 正幸様
岡山市議会議員

自民党

岡山県環境文化部スポーツ振興課 課長 石井孝典様 参事 岡本 聡様
総括参事 山口徹尚様

美作市企画振興部スポーツ振興課 課長補佐 田中靖郎様
岡山県ラグビーフットボール協会 理事長 和氣 誠様

（４）ラグビーワールドカップを

見据えた「タグラグビー」の実践報告

（３）ラグビーW杯を

盛り上げる模擬授業

（５） 特別講演
ラグビー元日本代表 霜村誠一氏

主催：ＮＰＯ法人ＴＯＳＳ、公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会
後援：スポーツ庁（公財）日本ラグビーフットボール協会 岡山県、美作市、岡山県教育委員会、美作市教育委員会 岡山県ラグビーフットボール協会

セミナーに際しまして、多くの祝辞のメッセージをいただきました。

美作市長萩原 誠司様

本日、「ラグビーワールドカップ2019™推進教育セミナー」が、皆さま
ご参集の下に盛大に開催されますこと、心よりお慶び申し上げます。
本日のセミナーがご参加の皆様にとりまして多様性がますます広がる
機会となられることとご期待申し上げます。最後に、本日のご盛会と、
皆様のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていた
だきます。 自由民主党 衆議院議員 あいさわ一郎様

自由民主党 衆議院議員
加藤 勝信様

本日のセミナーが、ご参加皆様方の
知識や情報の共有となり、貴活動の
ご活性化に向け、有意義且つ、実り
多きひとときとなりますよう、ご祈念申
し上げ、ご健勝とご多幸をお祈りいた
します。

ラグビーは教育的、道徳的にも価値
が高いスポーツといわれています。日本
のラグビー精神である「 one for all、
all for one」をあらゆる機会で実践し
ていきたいですね。

岡山県議会議員
小林孝一郎様

岡山県議会議員
上田 勝義様

自由民主党 衆議院議員
平沼 赳夫様

自由民主党 参議院議員
小野田紀美様

自由民主党 衆議院議員
あべ 俊子様

自由民主党 衆議院議員
池田 道孝様

岡山県知事 伊原木 隆太様

本セミナーの開催は、世界３大ス
ポーツ大会と言われるラグビーワール
ドカップ２０１９™に向けて、本県におけ
るラグビー普及・振興に大きく寄与する
ものと期待しています。本セミナーの成
功を心から祈念いたします。

本市では、今月７月２日から５日
の間、美作ラグビーサッカー場にて
「女子セブンズ」の合宿が開催され、
子どもたちとの交流も行われたとこ
ろです。本日ご参加の皆様のご健
勝を心よりお祈り申し上げます。

岡山県議会議員
内山 登様

平素より、TOSS岡山様におかれまして
は、様々な社会貢献活動を勢力的に推
進されておりますことに、感謝を表する
次第であります。本セミナーもラグビー教
育推進の一助となりますようにご期待申
し上げます。

岡山県議会議員
蓮岡 靖之様

岡山県議会議員
福島 恭子様

岡山市議会議員
川本浩一郎様

多くの方々から応援メッセージをいただきました。内容は一部割愛させていただいております。
いつもＴＯＳＳの活動にご理解いただき、誠に有難うございます。

本会が実り多いものとなります
よう祈念致しますとともに、ス
ポーツ振興にも繋がるラグビー
の推進活動が着実に前進して
行くよう願っております。

ラグビー教育を通じて、
子供たちが逞しく正しく
伸びる教育の推進が図ら
れますことを心よりご期
待申し上げます。

ご参集の皆様方におかれましては、
我が国初となるラグビーワールドカッ
プ開催に多大なご尽力を頂いておら
れます。
ラガーマンの一人として、心より敬
意と感謝を申し上げます。

ラグビーのもつ教育的、道徳的
価値、one１for all、all for one
そしてＮＯ sideの精神が広がり、
更なる大会の盛会を盛り上げて
いく機会となりますよう祈念いたし
ます。

本セミナーが盛大に開催されま
すこと、心よりお慶び申し上げま
す。アジア初の大会を前に、大
変有意義な会になられますこと
を期待いたしております。

開催にあたり、ご尽力された
関係者各位に敬意を表します
とともに、皆様方の今後の
益々のご発展とご健勝を祈念
いたします。

ご参集の皆様の益々のご健勝と、
講師の先生方、NPO法人TOSS様の
更なるご活躍をお祈り申し上げます。
ワールドカップに向けて、一丸となっ
て盛り上げていきましょう。

岡山県議会議員
江本 公一様

いよいよ再来年、日本で開催され
るラグビーワールドカップ。子ども達
にもラグビーの魅力を紹介し、ラグ
ビーを通して、スポーツの楽しさだけ
ではく様々な事を学んでもらいたいと
思います。

この折に、ラグビーのルールの
みではく、教育的・道徳的価値
について知識を深められる本大
会は、大変興味深く、私も参加
を楽しみにしています。

アジア初開催となる日本大会の
ご成功に向けて皆様方の日頃より
のご努力に深く敬意を表しますととも
に、更なるラグビーの普及がなされ、
前回大会以上の興奮と感動をもた
らしていただけることを願っています。

自由民主党 衆議院議員
橋本 岳様

自由民主党 参議院議員
石井 正弘様

本セミナーの開催にあたり、企
画、準備にお骨折りいただいた
関係の皆様に深甚なる敬意を
表しますとともに、盛会裏であり
ますことを祈念申し上げ、お祝
いの言葉といたします。

世界３大スポーツ大会といわれるラグビーワールドカップ2019™に向けて、ラグビー競技の普及・振興が大きく期待されているところです。こうした中、このような
企画は大変、的を射たもので、参加される皆様方にとりまして、本セミナーがラグビーへの理解を一層深めていただく機会となりますことを強く願っております。

岡山県ラグビーフットボール協会

セミナーの前には第１部 「第2回ラグビー子ども観光大使」が行われました。

ＴＯＳＳが作成したテキストを

活用したラグビーに関係する模擬

授業が２本行われました。

畦田氏は、２０１５年の９月１

９日の「日本ＶＳ南アフリカ」の

試合を通して、「なぜ日本は勝て

たのか」を考える授業をしました。

片山氏は、「ウィルチェアラグ

ビー」の授業をテキストを使って

行いました。池透暢選手の活躍を

取り上げ、ウィルチェアラグビー

も盛り上げようという授業でした。

土師氏は、ラグビーワールドカップをサッカーの

オリンピックやオリンピックと比較して考えたり、

ラグビー日本代表選手が日本に誇りをもっているこ

とを伝えたりする授業をしました。

齊藤氏は、タグラグビーの実践を学年別に紹介し

ました。低学年は「宝とり」「ボール運びおに」等

のタグラグビーにつながる基礎技能をつける活動、

高学年はルールを工夫した実践を紹介しました。

ラグビー元日本代表霜村誠一氏の講演

第２部 「ラグビーワールドカップ2019™推進教育セミナー」が超満員で開催！

（６） 特別基調講演
組織委員会渉外部長 郷家康徳様

郷家氏は、ラグビーワルド
カップやラグビーテキストの魅
力、そして、キャンプ地候補で
ある岡山県美作市のことについ
て語っていただきました。 WORLDラグビー

について

子供の頃、試合で負けて悔しい思いをしてラグビーの

練習をし続けたエピソード、現在の日本代表の選手との

つながり、ラグビーの魅力など約１時間講座されました。

大事にしたことは「コントロールできることに集中する。

大切なのは、いま、ここ、自分。」ということ。他にも

「主体性と自主性の違い」「凡事徹底」ラグビーを通し

て、人として生き方を語ってくださいました。

また、「ラグビーの魅力の一つは『つながり』であり、代表選手を応援して、
人とつながり、ワールドカップを盛り上げたい」とお話いただきました。

Ｗ杯を機にラグビーの「道徳的な価値」につい
て学び、学校教育で推進していくきっかけとな
る素晴らしいセミナーとなりました。

好評だった模擬授業で
使用した「『ラグビーテ
キスト』の申し込み方法
は？」と多くの方から問
い合わせがありました。

「ＴＯＳＳランド」から上
記の申し込み欄をク
リックすると申し込みが
できます。↓

新聞に掲載！
次の日の読売新聞朝刊に交流大

使とセミナーの様子が掲載されま
した。【7月16日（日）朝刊】


