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NewsLetter 
TOSS 盛会御礼  

セミナー内容 
1．神奈川で開催
　開催日：平成29年11月4日（土） 
 
 
 
 
  
 
 
開催：10：00～13：00 
会場：TKPガーデンシティ横浜 ホールA 
内容： 
【第１部】 
教師・児童向けセミナー（無料） 
特別講演・元日本代表主将 廣瀬 俊朗氏 
【第２部】 
スタジアムで「日本vs.オーストラリア」戦を生観戦！ 
参加費：無料 
 
　 
 

第2回「ラグビーワールドカップ2019™推進教育セミナー
in神奈川（東京・埼玉合同）」

 　ラグビーに関係する模擬授業が４本ありました。 
　瀧澤美香氏は， ラグビー低学年テキストを活用
し、日本代表の活躍を分かりやすく紹介しました。 
　中込鉄平氏は、ラグビー高学年テキストを活用し。
ラグビーのルールや楽しさを紹介しました。　 
　橋本拓弥氏は，体を動かしながら、ラグビーの楽
しさ・面白さを伝える授業を展開しました。 
　横田泰紀氏は，廣瀬俊朗氏の活躍を、具体的な
エピソードを元に授業化していました。 
　玉川大学教職大学院教授・谷和樹氏の解説で、 
実際に現場で授業をする際の工夫や、より熱中す
る展開が明らかになりました。 
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               神奈川県ラグビーフットボール協会、横浜市市民局、横浜市教育委員会、川崎市、川崎市教育委員会 
	

 　郡司崇人氏は，地元で 
小学生と活動する大学生 
の取り組みを紹介し、 
ラグビーを地元から 
広める動きを提案しました。 
　小林正快氏は、ラグビー子ども交流大使の取り組
みの一環で、定期的にラグビーが体験できる場が作
られていることを発表しました。 
　橋本信介氏は、地元神奈川のチームに、ラグビー
のプロスポーツ選手を呼び、本物にふれる体験の大
切さを語りました。 

スポーツ庁国際課長 

今泉 柔剛 様 

ご来賓の挨拶
　「スポーツ庁国際課は、国の立場として
ラグビーワールドカップ2019を支援してお
ります。ラグビーワールドカップには、経
済効果はもちろん、教育における価値もあ
ります。このセミナーが、ラグビーの価値
を高めるとともに、日本中の子ども達の機
運を高めることを祈念いたします。」 

公益財団法人　 
　日本ラグビーフットボール協会  担当理事

山本 巧 様 

横浜市議会議員 

黒川 まさる 様 

神奈川県議会議員 

松田 良昭 様 

    （公財）ラグビーワールドカップ2019 
       組織委員会　事務総長代理　 

    西阪 昇氏 
　 
　「地元の先生方のご理解が大変重要ですので、協力
してラグビーワールドカップに向けた取り組みを進め
ていきたいです。＜中略＞安倍総理がなぜラグビーの
組み分け抽選に足を運ばれたか？ラグビーが、世界三
大スポーツとして行われていることが大きいです。安
倍総理は、日本の代表を迎え、世界の代表を迎え、オ
リンピックの閉会式に参加します。日本の政府の代表
としてお迎えしてやりたいというお気持ちがあったの
です。ラグビーワールドカップの意義は大きく、これ
から注目を浴びてくる大イベントです。」 

　　　TOSS代表 
　　　日本教育技術学会代表 

　　向山 洋一氏 
 
　「先日、寝屋川に足を運び、600名の先生方に講演を
してまいりました。＜中略＞学校教育というのは得てし
て、一律にルールや行動を強いる場合があります。です
が、子ども達は家庭や地域で一人ひとりが個性を尊重し
て育てられ、生きています。TOSSの思想には、それぞ
れに合うように、一人ひとりの子どもに合うように指導
法を開発していこうというものがあります。教師は、一
人ひとりの子どもやその背景に思いを馳せ、大切に育て
ていってほしいと願っております。叱らず、褒めて教育
に当たれば、子ども達はきちんと育っていきます。」 

 　 前田吉法氏による世界と日本のラグビー事情の授業、
宮森裕太氏による英語の授業で、ラグビー子ども交流
大使になるために必要な知識や技能を学びました。 
　事務総長代理　西阪昇様に認定をいただきました。 
　 
 

　「ラグビーは、多様性に富んだスポーツと
考えております。いよいよラグビーワールド
カップまで２年間となりました。皆様がラグ
ビーを教材として取り上げていただくことは
本協会としても大変嬉しい限りでございます。
本会の益々の発展を祈念して、今回のご挨拶
とさせていただきます。」 

　「前回セミナーで講座をされた田沼選手
とも話をしました。横浜では７つの試合が
行われます。ラグビーを盛り上げていくた
めに、県市一体となって横浜の大会を盛り
上げていきたいと考えております。2002年
の感動を再び横浜へという思いで、皆さん
と共に頑張っていきたいと思います。」 

　「リーチ・マイケルは武道学を学んで
いて、私その学科の教授に出会いました。
ラグビーの騎士道は、日本の武士道と一
致するものがあるかもしれません。人間
教育、今日は皆さんと一緒にそれを学ん
でまいります。どうぞしっかりと学んで
下さい。ありがとうございました。」 

2．ラグビー子ども交流大使を認定

3．ラグビーワールドカップ開催を
　　盛り上げる模擬授業

4．ラグビーワールドカップを
　　見据えた実践報告

　ラグビーワールドカップ2019アンバサダー　　 
　元日本代表主将 

  廣瀬 俊朗氏 
 
　「イングランド大会での日本チームの活躍をご紹介
いたします。本物は映像の何倍もすごいです。日本チー
ムには様々な選手がいます。＜中略＞皆さんは何のため
に教師をやっていますか？大義は何ですか？大義のため
に、仕事をします。今やっていることがいいとは限りま
せん。やってみないと分かりません。自分が持っていな
い新たなフィールドに出会えるかもしれません。子ども
達にも、活躍できる、新たなフィールドを、社会に出て
行くサポートをして下さい。子どもはもちろん、社会的
に弱い人もサポートしていきます。」　 

１６７名  



116677名の参加者で盛会にて終了！

来賓応援メッセージ 
◆本日はラグビーワールドカップ2019推
進教育セミナーin神奈川が盛大に開催さ
れますこと、心からお喜び申し上げます。
また、関係者の皆様のこれまでのご尽力
に心から敬意を表します。さて、2019年
ラグビーワールドカップの決勝戦は、こ
の横浜で開催されます。神奈川県として
も、この大会を成功させるべく、専門組
織をつくり準備を進めております。また、
この大会に連動して教育セミナーのプロ
グラムが開発されたことは大変嬉しく思
います。本プログラムを通じて、子供達
の健やかな成長がなされるよう期待して
おります。皆様の益々のご発展ご健勝を
心からご祈念申し上げます。 
平成29年11月4日 
 
◆「ラグビーワールドカップ二〇一九推進
教育セミナー」のご盛会、誠におめでと
うございます。心よりお慶び申し上げま
す。皆様におかれましては、大会の成功の
ために日頃より多大なご尽力を賜ってお
りますこと、深甚なる謝意と敬意を表し
ます。本日のセミナーが有意義で実り多
いものとなりますようご期待申し上げま
すとともに、ご参加の皆様のますますの
ご健勝とご多幸をご祈念いたします。 
平成二十九年十一月四日 
 
◆セミナー開催おめでとうございます。 
ラグビーは、小中学生にはあまりなじみ
のないスポーツだと思います。学校でラ
グビーのルールを知り、体験することで楽
しさを実感する機会を是非作っていただ
きたいと期待いたします。 
 
◆本日はラグビーワールドカップ2019推進
教育セミナーin神奈川が盛大に開催されま
すこと、心からお喜び申し上げます。ま
た、関係者の皆様のこれまでのご尽力に
心から敬意を表します。さて、2019年ラ
グビーワールドカップの決勝戦は、この横
浜で開催されます。神奈川県としても、こ
の大会を成功させるべく、専門組織をつ
くり準備を進めております。また、この
大会に連動して教育セミナーのプログラ
ムが開発されたことは大変嬉しく思いま
す。本プログラムを通じて、子供達の健や
かな成長がなされるよう期待しておりま
す。皆様の益々のご発展ご健勝を心から
ご祈念申し上げます。 
平成29年11月4日 
 

◆ラグビーワールドカップ™推進教育
セミナーin神奈川（東京・埼玉合同）
の開催、誠におめでとうございます。
横浜市会の数少ない楕円球系議員とし
て、2019年本番までの間、皆様や市
民の皆さんと共に、ワールドカップを
盛り上げていきたいと思います。横浜
を”前へ！”。 
 
 
 

◆“氣” 
 
 
◆ラグビーファン及び関係者の皆さま
にとって、長年の夢の大会が開催さ
れることを、ともに喜び、盛り上げ、
PR 活動をして、応援させていただき
たいと思います。 
 
◆ラグビーワールドカップ2019TM推
進教育セミナーin神奈川の開催おめ
でとうございます。本セミナーを通
してラグビーの魅力と楽しさを多く
の方々に理解いただくと同時に、我
が国で初の開催となるラグビーワー
ルドカップを盛り上げる絶好の機会
になることを確信しております。 
ラグビーワールドカップ2019の成功
に向けて頑張りましょう！！ 
 
◆セミナー開催　おめでとうござい
ます。ラグビーの魅力、楽しさをよ
り多くの方々へお伝えできるよう一
緒に頑張って参りましょう！！！ 
 
 
 
 
◆本日ご参加の皆さんおつかれさまで
す。ラグビーを通して学んだことを2
年後のワールドカップに向けて活用し
てくださいね。 
一人はみんなのために 
みんなは一人のために 
 
 
 
 

◆来賓の皆様のご挨拶を伺い、本事業が関係各位から応援いた
だいていることがよく分かりました。模擬授業や実践発表は、
ラグビーという視点から多様な実践、広がりが可能だというこ
とがよく分かりました。谷和樹氏の解説を聞き、それぞれの活
動の意義等もストンと落ちました。セミナーの中でラグビー子
ども交流大使の認定式があったのも、子どもの発表があったの
も、活動が認められるいい機会になったことでしょう。廣瀬選
手の講演を聞き、ラグビー日本代表のチームのあり方は、道徳
教育・学級経営につながる素材がたくさんある可能性を秘めて
いると感じました。セミナーに参加することで、RWC推進教
育の意義を感じました。（千葉・男性・教員） 
 
◆ラグビーがもつ教育的価値に気づかせていただきました。体
育、総合、道徳、英語、国際理解…。TOSSならではのすばら
しい授業・提案とともに、教育の世界が広がっていくのを体感
したセミナーでした。提案して下さった先生方、ありがとうご
ざいました。廣瀬俊朗氏の特別講演が本当に本当にすばらし
かったです。子ども達にぜひ伝えたいメッセージにあふれ、教
師としての自分の生き方も深く考えさせられる内容でした。講
演を聞いてすぐ、本の注文もさせていただきました。すばらし
いセミナーありがとうございました。（神奈川・男性・教員) 
 
◆ラグビーを教材としていろいろな授業ができるんだなと感じ
ました。また、廣瀬さんのお話の中で、どれだけ準備したか、
居場所をどれだけ作るか、しんどい時にどう頑張るかがとても
心に残りました。教員だけでなく、子どもにも伝えられること
だなと思いました。どのように伝えていくか、まずは自分自身
が実践することでお手本を見せていきたいと思います。ありが
とうございました。（神奈川・女性・教員) 
　 
◆ラグビーのこと、対戦国のこと、などあまり知らずに参加し
たので、様々知ることができてよかったです。さらにタグラグ
ビーでの工夫や英語での道案内など、やってみたいことがたく
さんできました！ラグビー選手に会うことができて感激です。
テキストを使って、ラグビーを広めたいと思いました。ありが
とうございました。（東京・女性・学生） 

http://www.toss.or.jp/#!rugby-edu/ccgn 

「ラグビーワールドカップ2019    
   推進教育セミナー」公式サイト 

参加者感想 

横浜市議会議員 
草間 剛 様 

神奈川県議会議員  
守屋 てるひこ 様 

 防衛副大臣 
 内閣府副大臣 
 衆議院議員 
山本ともひろ 様 

横浜市議会議員　 
W杯・五輪専門委員 
田野井 一雄 様 

横浜市議会議員 
松本 研 様 

横浜市議会議員 
横山 正人 様 

横浜市議会議員 
斉藤 たつや 様 

第2回「ラグビーワールドカップ2019™推進教育セミナー
in神奈川（東京・埼玉合同）」
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神奈川県議会議員 
嶋村 ただし 様 

横浜市議会議員 
小松 範昭 様 

自由民主党 
財務金融部会長 
衆議院議員 
義家 弘介 様 

日本V.S.オーストラリア戦を 
６４名で観戦！＠日産スタジアム 


