
教育事業のご紹介

パフォーマー・アスリート × 教育

日本の学校教育の柱の一つである「体育」をより充実させるPASCA体育プログラム



スペシャリストが目の前で実演し、仕組みや仕方、注意点などを解説する事で具体的なイメージを湧かせ、
段階を踏んだ練習で安全で確実な技術の習得と、効果的に体力・運動能力を養い、

スポーツを習得する上で欠かせない積極性や自主性、共同性や相手を尊重する精神、チャレンジ精神や良さを認め合う精神等を身に付ける事を目指します

文部科学省も危惧している、子供達の体力・運動能力の低下。
細分化される教育現場では専門性の高いスポーツの指導者不足。
それらの社会問題にパフォーマー・アスリートがサポート致します!

様々なスポーツの第一線で活躍したスペシャリスト達による特別授業を、
日本の学校教育の指導内容を定めている 『 学習指導要領 』 に準拠したプログラムとして実施致します

実演 解説 挑戦

単元を通しての3回以上の継続的なワークショップとして、
小グループに別れ正解のない課題に取り組みます。

皆で作り上げていく過程で協同性や協調性を体感的に学習していきます

単元の中での1回~3回までの単発ワークショップ、又は課外活動として
スペシャリストによる特別授業をスポット的に行います。

普段中々に触れる機会の無い事に実際に触れる事で、より深い理解と経験を得ます

教育目標に応じた２つのプランで充実した単元の実施を目指します (分野によってはどちらか一つになります)

A B
実際に見る！やってみる！
スポーツ文化の深い知識や技術、取り組み方を学ぶプラン

スポーツ文化を通し、仲間と協力して
作品を作り上げていくという経験を重視するプラン

指導における目標をしっかりと見据えながらプログラムを通して生徒達の「体育」と「徳育」の両方の育成を目指します



マット・飛び箱・鉄棒・平均台などの器械を用いて行う運動の総称で、競技としては器械体操です。
個々の課題に合わせた挑戦が出来、練習して克服していき出来なかった事が目に見えて出来る様になる事で達成感を覚え、自信にも繋がります。

筋力、柔軟性、バランス感覚を養い、すべてのスポーツの基本となる運動能力を鍛えるために効果的な運動であると同時に、
個々のレベルに合わせた課題を設定し、それらを出来る様になる事を目指しながら、
イメージした動きをしっかりと体現できる身体操作の能力を養う事ができます。

器械運動を通して体験できる事、学習できる事

一見難しそうに思える技も力だけではなくバランスやタイミングを意識する事で出来る様になります。
また、頭で具体的にイメージをしたものを体現する作業を重ねるうちに身体操作の能力を養えます。
習得の過程で達成感を味わい、自信と挑戦する事への意欲を感じたり、仲間達とイメージを共有し合ったり補助し合ったりして協同性やコミュニケーションを築く事もできます。

マット運動
体操の基本となる運動です。

総合的な運動能力を養う事に適しています

学校の設備環境等にも柔軟に対応致します

跳び箱
個々の運動能力に応じて高さを調整できます。
瞬発力やリズム等を養う事に適しています。

鉄棒
個々の運動能力に応じた技に挑戦できます。
軸を意識したり勢いを上手く使う能力等を

養う事に適しています。

平均台
個々の運動能力に応じた技に挑戦できます。

バランスを養う事に適しています。

GYMNASTICS

器械運動

【体操とは】
競技としての「体操」は「体を操る」と書きます。
その字の通り自身の体を思いのままに動かすことができればどれほど運動に楽しく取り組むことができるでしょうか？
体操を通じて基本的な身体の動きを知り自分自身のスポーツ活動の礎となるような心と体を作ることを目指しましょう！



GYMNASTICS
音楽に合わせ、技術や芸術性などを競う日本発祥の体操競技です。
6人で一糸乱れずフォーメーションを組んで行う団体演技と、棒、縄、クラブ、リング等の手具を使用した個人演技の部門があります。
女子の新体操にはない、力強い動きや、タンブリング、組技などが魅力の競技です。

日本国内ではマイナースポーツとして位置づけられていますが、世界的な体操祭等にて毎年ゲストパフォーマンスを行ったり、
世界一のエンターテイメント集団シルク・ドゥ・ソレイユの演目にも数多く取り入れられており、その芸術性の高さが世界中で評価されています。

男子新体操プログラムを通して体験できる事、学習できる事

音楽に合わせた繊細な身体表現と、力強い体操のアクロバット技、巧みな手具操作など、幅広い運動分野を兼ねそろえる男子新体操では、
身体操作やバランス感覚、筋力、柔軟性などの運動神経の基礎に加え、リズム感や表現力も同時に養う事が出来ます。
また、仲間と息を合わせて動いたりフォーメーションを組む事で信頼関係の向上や自分の役割を果たそうとする意志なども生まれます。

団体演技 個人演技

男子新体操

リズムに合わせて体を動かし、力強く飛ぶ動作、縄の巧みな操作等が含まれる運動能力や体力の向上に効果的な運動です。
運動やトレーニングとしての一面が大きい縄跳びですが、ダブルダッチをはじめ、ロープスキッピング、新体操などの競技に見られる、
縄を使用した身体表現としての一面もあります。
身近にある縄を様々に工夫する事で色々な運動を仲間と一緒に楽しみながら出来る様になります。

縄跳びプログラムを通して体験できる事、学習できる事

縄跳びはほとんどの生徒達にとって既に経験しており、比較的親しみやすい運動の一つです。
跳び方や縄の操作方法を工夫する事で様々な技に発展させられる事が魅力で、個々の能力に対応しながら課題・目標を持たせ自主的、意欲的に取り組む事ができます。
また、大縄跳びの様に、集団でも取り組めるので協力、教え合い、助け合い等の望ましい人間関係を培う事もできます。

縄跳び



GYMNASTICS

全回数 6回 実施教科 体育 単元 体つくり運動・ダンス 対象 中学1年生 参加人数(1コマ) 50人

目的 男子新体操を通して、身体表現の創作を行い学びの深化を図る。

第一回目 < 導入 > 第二回目~第五回 < 展開 > 第六回 < ふりかえり >

指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名

ねらい 男子新体操の動作とその表現方法
を理解し、他者と呼吸を合わせて動
作を行う体験をする。

ねらい 小集団による創作過程において小集団への帰属
意識を体感的に理解する。

ねらい 小集団による創作過程において目標に向かい
チームワークを大事に取り組む事を体感的に理解する

内容 グループ作りを目的とし基本動作を
元に自分達で動作を創作する準備
を行う。

内容 各グループでそれぞれが動作を提案しながら皆で
行う団体演技の流れを作り、それを皆で呼吸を合
わせて行う。

内容 創作作品の仕上げと発表を行い
発表後にふりかえりを行って体験を共有する。

流れ ①ガイダンス②ウォーミングアップ
③基本動作 ・基本技
④組み合わせた動作

⑤小集団での発表 ⑥ふりかえり
⑦クールダウン

流れ ①ガイダンス ②ウォーミングアップ
③動作のバリエーション④創作の為のガイダンス
⑤小集団による型の創作 ⑥発表 ⑦ふりかえり

⑧クールダウン

流れ ①ガイダンス ②ウォーミングアップ
③創作の為のガイダンス ④小集団による団体演技の創作

⑤小集団での発表 ⑥ふりかえり
⑦クールダウン

単元を通しての3回以上の継続的なワークショップとしてB

単元の中での1回~3回までの単発ワークショップ、又は課外活動としてA 器械運動 / 縄跳び

男子新体操

全回数 3回 実施教科 体育 単元 器械運動・体つくり運動 対象 中学1年生 参加人数(1コマ) 50人

目的 専門家による実技披露と指導を通して運動に対しての深い認識と広い見解を体験し、自己に合った課題を達成しようと知る精神や、習得の過程で他者との助け合いの精神を養う

第一回目 < 単元の導入時期 > 第二回目 < 単元の展開時期 > 第三回 < 単元の終末時期 >

指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名

ねらい 専門家の実演を見て、その基本的な動作の
方法を知り、具体的なイメージを高めて安全
な取り組み方を覚え挑戦する

ねらい それぞれのレベルに合わせて、できる技は更に
上手にできる様にし、できない技は出来る様に
取り組む

ねらい 自分の限界に挑戦し、出来なかった事ができるように
なった喜びを知り、挑戦する事の大切さを体験する

内容 基本の技と条件を変えた技のイメージを掴
み体現できる様にする

内容 基本の技と条件を変えた技を上手に出来る様に
し、自分の課題に合った発展技のイメージを掴
み挑戦する

内容 基本の技と条件を変えた技をしっかり体現できる様に
し、自分の課題に合った発展技のイメージを掴み挑戦
する

流れ ①ガイダンス&実演②ウォーミングアップ
③基本技と条件を変えた技
④ふりかえり ⑤クールダウン

流れ ①ガイダンス&実演②ウォーミングアップ
③基本技と条件を変えた技 ④発展技

⑤ふりかえり ⑥クールダウン

流れ ①ガイダンス&実演②ウォーミングアップ
③基本技と条件を変えた技 ④発展技

⑤ふりかえり ⑥クールダウン

効果的な導入例

※こちらは導入の一例です。各学校のご担当者様とご相談の上、柔軟に対応させて頂きます。



GYMNASTICS

山田 小太郎 Yamada Kotaro 公益財団法人日本体操協会男子新体操委員会委員長
国士舘大学体育学部こどもスポーツ教育学科 講師
国士舘大学 男子新体操部 監督

高校より男子新体操をはじめ、個人選手として活躍する。
全日本学生選手権と全日本選手権にて個人競技の4種目全てを優勝する「個人総合優勝」を収める。
指導者としても2008年の全日本新体操選手権大会での団体優勝と、
2013年の全日本新体操選手権大会での個人優勝へと導いた。
現在も国士舘大学の体育学部での講師をしながら、男子新体操部の監督として大学生への指導と、
国士舘ジュニアを設立し、小学生、中学生を対象に新たな世代を担う選手達を育成している。
また、公益財団法人日本体操協会男子新体操委員会の委員長に就任し男子新体操の普及啓蒙に努めている。

脇田 伸悟 Wakita Shingo 全日本ジュニア選手権大会 団体優勝 / 国民体育大会
準優勝 /全日本学生選手権大会 個人総合優勝

舞台「銀河英雄伝説」、「タンブリング２」、「ピーターパン」、
「眠れぬ雪獅子」、NHK「おかあさんといっしょ スペシャル
ステージ」2008,2011,2013～2016等

中学で男子新体操に出会い、大学まで選手として１０年間競技に打ち込み、中学生で団体競技で全国優勝、
大学生では個人競技で全国優勝を果たす。競技引退後は、男子新体操を生かしたパフォーマーとして
ストリートパフォーマンスからミュージカル、コンサートなど幅広くエンターテイメントの第一線で活動する傍ら、
ダンススタジオやチアリーディングチーム、学校等で体操やダンスの講師として毎日指導に力を注いでいる。

浪江誠弥 Namie Seiya 全日本新体操選手権出場
全日本アクロ選手権大会 新体操部門 優勝

高校から男子新体操をはじめ、個人選手として大学4年間まで約7年 競技を続けた。
現在は国士舘大学院に進み、学校の研究や勉強の他にも後輩たちの指導や、小学生などの指導を行いながら
自分自身の将来に向けて日々、勉強している。国士舘大学院スポーツ・システム研究科 1年

メイン講師紹介



【 ダンスとは】
年齢性別問わず自分の個性や感情、世界観を自由に表現でき、心身の健やかな成長を導くことが出来る運動です。
音に合わせて体を動かすことにより、誰でも楽しんで運動に取り組め、人と合わせて踊ることで協調性を養い、自分のポジションに責任を持ち、
他者との一体感を味わいながら社会性を養います。

1970年代にニューヨークで生まれたヒップホップ文化の中で、
ヒップホップの音楽に合わせて踊る事の総称として呼ばれています。
様々なステップと、アップとダウンのリズムの取り方が特徴で、身体を大きく使うダンスです。

20世紀初頭にアメリカで誕生したバレエの要素を取り入れたダンスです。
優美な上品さと型にはまらない自由さを兼ね揃え、
喜怒哀楽の全てを表現できるダンスとして多くのエンターテイメントで取り入れられています。

ヒップホップダンス( Hip hop Dance )

DANCE

ジャズダンス ( Jazz Dance )

ジャズダンスを通して体験できる事、学習できる事

ジャズダンスは形にとらわれず自由に全てを表現することが出来る踊りです。自分の個性を、自由にダンスで表現できると同時に、
振付けの習得の過程で、周りの人達や先生とのコミュニケーションを通じて社会性を養う事は日常生活でも活かせる大切な事です。

ヒップホップダンスを通して体験できる事、学習できる事
音楽に乗って踊るため、自然とリズム感が身に付きます。

全身を大きく使いながらも一つ一つの身体のパーツの隅々まで意識を行き渡らせ踊るヒップホップダンスは、体の筋肉をバランスよく発達させ、運動神経の働きも高めてい
くことができます。

言葉や文字を用いず自分の身体で様々な事を表現するダンスは、多くのジャンルが存在しています。
表現力やコミュニケーション能力の向上と、リズム感や柔軟性、身体能力や体力の向上にも理想的な運動として世界中で愛されています。



チアリーディングから派生したスポーツで独立した競技として定着しています。
チームとしての一体感や表現力が重要で、笑顔や迫力ある演技によって見るものを元気付け、
また競技者自身も元気になれるスポーツです。

チアダンス ( Cheer Dance )

DANCE

コンテンポラリーダンス ( Contemporary Dance )

ダンスを通して体験できる事、学習できる事

自分の感情を体で表現することの楽しさ、身体の使い方を学ぶことができ、
正しい型というものが無く、人それぞれに表現方法が違うコンテンポラリーダンスでは、動きを創造する過程で想像力を養い、型にはまらず自由な発想が出来る様になります。

コンテンポラリーダンスは、現代舞踊すべてを指すが、一般には、バレエやジャズダンスといった既成のジャン
ルに属さず、既存の踊りの枠に収まらないダンスとされています。

そのスタイルには決まった型がなく、正解も不正解もありません。
知識や技術よりも、踊り手の心を表現し、伝えることが重要視されています。
フランスから始まり、ヨーロッパ、アジア、中東へと広まりました。
各国独自の文化や特色を取り入れながら、
人々に驚きや衝撃を持って受け入れられ、発展していきました。

チアダンスを通して体験できる事、学習できる事

チア文化の根本には「チアリーダー＝お手本となる憧れの存在」という考えがあります。
周りを元気にするチアリーダーには挨拶や礼儀は重視され、ダンスが上手いだけではダメで、内面の素敵さも必要です。
また、チームスポーツであるチアにはチームメイト(仲間)がいて初めて成り立ちます。それを理解し、常に相手へ思いやりをもって行動する事が体感的に学べます



DANCE

全回数 3回 実施教科 体育 単元 ダンス 対象 中学1年生 参加人数(1コマ) 50人

目的 ダンスを通して練習や発表を円滑に進めたり、仲間との連帯感を高めて気持ちよく活動しようとする意識を育てるともに他グループの動きの良さを認め合える様にする

第一回目 < 単元の導入時期 > 第二回目 < 単元の展開時期 > 第三回 < 単元の終末時期 >

指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名

ねらい 専門家の実演を見てリズムの取り方、表現
の仕方等の動きのイメージを高める。

ねらい 仲間と協力し合ったり、助け合ったりしながら課
題に取り組む姿勢を育てる

ねらい 仲間と協力して取り組む経験と、各グループで練習したダ
ンスの発表を通してお互いの良さを確認し合う

内容 曲のリズムに合わせ基本的なステップや

動きを身に付け、応用した動作も出来る様
にする。

内容 初回の出来を確認しブラッシュアップと振付け
の続きを行う。仲間と動きを合わせたりフォー
メーションを組める様にする

内容 仲間と息を合わせながら動きの流れやつなぎ、表情や細
かな動きを曲のイメージに合わせて全身で表現する

流れ ①ガイダンス&実演②ウォーミングアップ
③基本のステップと動作 ④応用した動作

⑤振付け(前半)⑥小集団での発表
⑥ふりかえり⑦クールダウン

流れ ①ガイダンス&実演②ウォーミングアップ
③基本のステップと動作 ④応用した動作
⑤振付け(後半) ⑥小集団での発表
⑥ふりかえり ⑦クールダウン

流れ ①ガイダンス&実演②ウォーミングアップ
③基本のステップと動作 ④応用した動作
⑤振付け ⑥小集団での発表⑥ふりかえり

⑦クールダウン

全回数 6回 実施教科 体育 単元 ダンス 対象 中学1年生 参加人数(1コマ) 50人

目的 リズムに乗って体を動かす楽しさを知り、身体表現の創作を行い学びの深化を図る。

第一回目 < 導入 > 第二回目~第五回 < 展開 > 第六回 < ふりかえり >

指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名

ねらい 専門家の実演を見てリズムの取り方、
表現の仕方等の動きのイメージを高
める。

ねらい 小集団による創作過程において小集団への帰属意
識を体感的に理解する。

ねらい 小集団による創作過程において目標に向かって
チームワークを大事に取り組む事を体感的に理解する

内容 グループ作りを目的とし基本的な動き
を身に付け、自分達でダンスを創作す
る準備を行う。

内容 各グループでそれぞれが動きを提案しながら皆で行
うダンスの流れを作り、リズムを合わせて行う。

内容 創作作品の仕上げと発表を行い
発表後にふりかえりを行って体験を共有する。

流れ ①ガイダンス②ウォーミングアップ
③基本動作 ④組み合わせた動作
⑤小集団での発表 ⑥ふりかえり

⑦クールダウン

流れ ①ガイダンス ②ウォーミングアップ
③動作のバリエーション④創作の為のガイダンス
⑤小集団によるダンスの創作 ⑥発表 ⑦ふりかえり

⑧クールダウン

流れ ①ガイダンス ②ウォーミングアップ
③創作の為のガイダンス ④小集団によるダンスの創作

⑤小集団での発表 ⑥ふりかえり
⑦クールダウン

効果的な導入例

単元を通しての3回以上の継続的なワークショップとしてB

単元の中での1回~3回までの単発ワークショップ、又は課外活動としてA

※こちらは導入の一例です。各学校のご担当者様とご相談の上、柔軟に対応させて頂きます。



DANCE
神邉 恭子 Kambe Kyoko 実績

[ バトントワリング歴 ]
全日本マーチングバンド・バトントワリング連盟主催全国大会
一般コンテストトワリング部門内閣総理大臣杯受賞

[ チアダンス・ソングリーディング歴 ]
全日本ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾀﾞﾝｽ選手権大会にて4 度の大会総合優
勝
USA－NATIONALS 全米選手権大会 オールスター部門第２位
2006 年、プロフェッショナルダンスセンターダンス公演に出演。

小学校、中学、高校時代バトン部在籍。（バトントワーリング歴）
1990 年高山アイコバトンスタジオに入会。7 年間在籍。ワールドメジャレッツとして各種イベントに参加。
チアダンスのソングリーディングへ移行。
1993 年ｿﾝｸﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ＆ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ SILVER WINGS に入会。7 年間在籍。
1999 年、本場アメリカに進出。全米大会に初の日本人チームとして出場し、オールスター部門第２位を受賞。
現在は、SILVER WINGS を引退し、後輩の指導にあたる。
2010 年、株式会社WING DANCE PROMOTION 設立、取締役となる。
中学・高校のダンス全国大会ミスダンスドリル チームインターナショナルジャパンの審査員も務める。

石室屋 綾乃 Ishimuroya Ayano 実績
NEXT MOVEMENT09'vol.4 ベストパフォーマンス賞 優勝
OLD SCHOOL BOOGIE SOLO DANCE CONTEST 優勝
DoCoMo主催 『GR2』AMU大会優勝
京セラダンスコンテスト 優勝

NHK 歌謡コンサート『山本リンダ』バックアップダンサー
NHK 教育テレビ 『デザインあ』レギュラー出演
Janet Jackson来日記念EVENT DANCE SHOWCASE 出演

3歳の頃より、バレエ・ジャズダンスを始める。2002年より本格的にストリートダンスを始め、様々なイベントや
ダンスコンテストに出演・優勝歴を持つ。2007年、LAにダンス留学後上京。ダンスアーティスト、振付師を軸に、
舞台女優・アクション・モデルとして活動中。
JANET JACKSON来日記念イベント出演。
サンプラザ中野くん、山本リンダ、DJ KAORI、50TA(狩野英考)SKY-HI（AAA）等の
アーティストの振付兼バックアップダンサーや、マクドナルド/Google/十六銀行 等TV-CM振付も務める

渋谷 亘宏 Shibuya Nobuhiro

18歳でストリートダンスをはじめ、ストリートダンサーとして活動後、バレエ、ジャズダンス、コンテンポラリーダ
ンスも学ぶ。バレエ作品やオペラやコンテンポラリーダンス作品の数々にも出演している。また、アーティスト
の振付け、バックダンサー、テーマパーク等でも振付けを行う。
シルク・ドゥ・ソレイユ登録アーティスト。
中学校、高校、特別支援学校でもダンスの授業を行い、
近年では渋谷区の中学校体育実技研修会の講師に招かれ、「ダンス指導に関する講義」も行う。

山崎 涼子 Yamazaki Ryoko 無名塾 『ウィリアム・シェイクスピア』振付
SONY テニスセンサーPV 振付
アリスインプロジェクト『イマジカル・マテリアル』 振付
DREAMS COME TRUE 『KNOCKKNOCK!』PV 出演
ももいろクローバーZ 『桃神祭』出演

その他、ファッションショーや舞台など多数振付、出演

５歳よりクラシックバレエをはじめ、その後、ジャズダンスやタップダンス等ジャンルの幅を広げる。
16歳より講師として子供達にダンスを教える素晴らしさを知り、現在では子供から大人、劇団養成所など多方
面で講師を務める。
舞台やメディアでの振付、出演でも活動中。学校公演を各地で行う室内楽団ゾリステン・ドライエックの
関東部門プリンシパルダンサー。

メイン講師紹介



空手は運動能力や体力の向上に効果的であると同時に、精神的な鍛練にも適した運動です。

空手道には一人で行う「型」という優れた伝承システムがあります。「型」はあらゆる攻防の技術から成り立っており、
「型」を正しく理解し、真剣に稽古する事で様々な状況に対応できる能力を身に付ける事が出来ます。
又、一人で行う為、今自分が持っている体力、能力に合わせ無理なく習得する事が可能であるとともに、
身体を前後、左右、上下に均等に動かす理想的な運動です。

中 達也 Naka Tatsuya 公益社団法人日本空手協会常任理事
公益社団法人日本空手協会総本部師範 (7段)
拓殖大学空手道部 総監督
都留文科大学空手道部 師範
目黒学園高等学校空手道部 師範
特定非営利法人伝統空手道協会代表師範

東京都出身。弟が空手をやっていた事をきっかけに、13歳から全日本空手道連盟和道会に入門し空手を開始。
高校時代には目黒高校空手道部、大学時代には拓殖大学空手道部に所属。
その後、日本空手協会の研修生（第28期卒業）となる。

高校・大学時に全日本・東日本・関東大会・東京都大会等で優勝・入賞回数は多数あり、
主な戦歴としては日本空手協会第35回全国大会個人組手で優勝、第43回全国大会個人組手では第3位
日本空手協会第4回松涛杯世界大会個人組手では第3位等がある。
現在は、日本空手協会・大志塾を主催し、後進の指導に当たっている。

【 空手道五条訓】
日本空手協会初代主席師範の船越義珍が、

空手を修行する者への戒めとして書き残されたものです。

空手を通して体験できる事・学べる事

日本を代表する武道の一つ、空手道。
空手道とは勝敗を究極の目的とする武道ではなく、有形無形の試練を乗り越え、
練磨の汗の中から人格完成を図ろうとするものであります。
心と技と内外兼ね備わってこそ、はじめて完全な空手道といえるのです。

MARTIAL ARTS空手

メイン講師紹介



【 Xtreme Martial Arts ( エクストリームマーシャルアーツ )とは 】
「武道」×「ダンス」×「アクロバット」の「魅せる事」に特化した新たな武道(マーシャルアーツ) 

空手・中国武術・テコンドー等の伝統的な武道、自ら動きを創作し音楽に合わせるダンス、
体操やカポエィラ等のアクロバットの要素を取り入れた、東洋と西洋の融合した新しいジャンルのスポーツです。

1980年代にアメリカにて競技化され、インターネットの普及による情報交換により、急激に世界中で人気沸騰しています。
大会では伝統的なマーシャルアーツ(武道)をベースとしたフリースタイルの「型(フォーム)」を自らが創作し、
武道のアクロバット技( トリッキング)や体操のアクロバット技( タンブリング )を組み合わせて演武パフォーマンスを行います。

神戸 豊 Kambe Yutaka アスリート・パフォーマーとしての実績
2012年全日本XMA大会エクストリーム部門優勝
2013年~2015年全日本XMA大会 審査員

XPERIA TVCM メインパフォーマー/ EXILE全国ツアーゲストパフォーマー
B’z全国ツアーパフォーマー /  ドラゴンクエストライブツアーパフォーマー
格闘・アクションゲームのモーションキャプチャー参加タイトル数50作品以
上

学生時代より様々なスポーツや武道を学び、海外留学中に世界で流行りつつある
新種のスポーツ、Xtreme Martial Artsに出会う。
2006 年、XMA の登竜門サイトMartial Arts Trickzに日本人で初めて審査を通過し掲載される。
2009 年、日本人初のインストラクター資格を取得。日本におけるパイオニアとして知られる。

アクション俳優・マーシャルアーツパフォーマーとして活動する傍ら、
XMA をスポーツとして日本で普及させる為、NPO法人日本エクストリーム・マーシャルアーツ協
会理事に就任。昇級型システムと大会の企画運営を主導している。

MARTIAL ARTSXMA ( エクストリームマーシャルアーツ )

メイン講師紹介

XMAを通して体験できる事、学習できる事

礼に始まり礼に終わる。武道の武士道精神、最初は不可能に思えた事も挑戦、克服、達成へと導くアクロバットのチャレンジ精神、
基本を元に自らのスタイルを築いていくダンスの独創性

XMAはマーシャルアーツ(格闘技・武道)の一つですが、あくまでも採点競技なので今の自分の限界に挑戦し続ける事により上達します。競うべきは「他者」ではなく「今の自分」です。

インターネットの普及により広がったこのスポーツでは、そのやり方やスタイルに「絶対的な正解」というものが特にありません。
人それぞれに違うので、修得するには他の人達のやり方を聞き理解していく作業が必要になり、お互いに教えあう事で次第にライバル同士でも尊重しあえる姿勢が生まれます。

それらはスポーツのみならず、学問や社会においても役に立つものなのでXMAを通して体験し、学習して貰えればと思います。



全回数 3回 実施教科 体育 単元 武道 対象 中学1年生 参加人数(1コマ) 50人

目的 専門家による実技披露と指導を通して伝統的な武道の動作や精神に対しての深い認識と広い見解を経験し、習得の過程で他者との協調・協同の認識を深める。

第一回目 < 単元の導入時期 > 第二回目 < 単元の展開時期 > 第三回 < 単元の終末時期 >

指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名 指導体制 講師１名＋補助者５名

ねらい 専門家の実演を見て、その基本的な動作
の方法を知り、具体的なイメージを高める

ねらい 基本を確認し、応用の動きに挑戦する。仲間と呼
吸を合わせ動作をできるようにする。

ねらい 伝統的な考え方、動作の仕方を理解し仲間と一緒に型を
合わせたり、攻防を繰り出して技をかけあえる様にする

内容 武道の概念を知り、呼吸を意識しながら
基本的な動作を行う。

内容 仲間達と型を同時に行える様に呼吸とリズムを意
識しながら行う。応用の動作にも挑戦する。

内容 基本を大切にしながら応用の動作を習得する。
型を通して出来る様にする。

流れ ①ガイダンス&実演②ウォーミングアップ
③基本動作 ・基本技 ④ 型
⑤ふりかえり ⑥クールダウン

流れ ①ガイダンス②ウォーミングアップ
③基本動作・基本技 ④応用の動作・応用技

④ 型⑤ふりかえり ⑥クールダウン

流れ ①ガイダンス②ウォーミングアップ
③基本動作・基本技 ④応用の動作・応用技 ④ 型

⑤ふりかえり ⑥クールダウン

MARTIAL ARTS効果的な導入例

単元の中での1回~3回までの単発ワークショップ、又は課外活動としてA

※こちらは導入の一例です。各学校のご担当者様とご相談の上、柔軟に対応させて頂きます。



◆ 事業内容

小中高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に個人又は少人数の芸術家を派遣し、体育館等の学校施設や文化施設等の適切な施設を会場として、
児童・生徒や教員、保護者を対象に講話や実技披露、ワークショップや実技指導を行い文化芸術に関心を高めると共に身近に体験させる。

◆ 実施回数

１校当たりの実施回数は３回以内。 実施形態として複数の学校が合同で開催することもできます。

◆ 講師

主指導者(講師）は１名。補助者は最大５人分（文化施設等で合同開催する場合は8名)

◆ 経費負担

国の負担経費
・謝金(講師35000円、補助者15300円/一日あたりの上限)
・旅費(交通費)
・諸雑費

事業実施者[学校]側の負担経費
・会場への移動が必要な際の児童生徒の移動費
・学校の施設設備の使用及び条件整備にかかる経費
・文化施設を利用の際、使用にかかる経費
・諸雑費(お茶代など)
・国の基準単価を上回る経費等

◆ 実施手続きの流れ

実施希望校→ 都道府県担当部局 → JTBコミュニケーションデザイン → 文化庁

◆ 必要な書類 ( 学校から都道府県担当部局を通じてJTBコミュニケーションデザインへ )

申請時 変更時 終了時

①実施希望調書 補助者変更→ 補助者変更届＋略歴書 ①実施報告書

②経費計画書 日程変更→ 日程変更届 ②実施状況報告書

③講師（主指導者）略歴書 事業中止→ 事業中止報告書 ③経費報告書兼支払依頼書

④文化庁事業以外の文化芸術鑑賞体験の実施状況（前年度の状況） ④旅費計算書

⑤文化庁「文化芸術による子供の育成事業」協力芸術家登録票兼同意書 ⑤振込依頼書

⑥報告写真 (4枚程度）

平成30年度の
導入への流れ

平成30年度の実施に向けてのスケジュールは未定 ( ※平成29年5月10日現在 )ですが、例年通りとの事ですので以下の予想です
10月頃申請期限→  11月頃審査結果通知→ 2月頃 内定通知→ 4月頃 決定通知（事業決定）→ 平成30年5月から事業実施開始

プログラム導入の為の予算案 文化庁 文化芸術による子供の育成事業 「芸術家の講師派遣事業」A



◆ 事業内容

小中高等学校に対し、教育的手法に精通した芸術家を派遣し実施校の担当教員と芸術家が連携を図り、児童を対象に計画的・継続的なワークショップ等を取り入れた教育活動を支援する

◆ 実施回数

一校当たり3~12回とし、同一の児童生徒に対して3回以上実施すること。

◆ 講師

講師(主指導者)は原則1名。補助者は最大5名。

◆ 経費負担

国の負担経費
・謝金(講師35000円、補助者15300円/一日あたりの上限)
・旅費(交通費)
・諸雑費

事業実施者[学校]側の負担経費
・会場への移動が必要な際の児童生徒の移動費
・学校の施設設備の使用及び条件整備にかかる経費
・文化施設を利用の際、使用にかかる経費
・諸雑費(お茶代など)
・国の基準単価を上回る経費等

◆ 実施手続きの流れ

実施希望校→ 都道府県担当部局 → JTBコミュニケーションデザイン → 文化庁

◆ 必要な書類 ( 学校から都道府県担当部局を通じてJTBコミュニケーションデザインへ )

申請時 変更時 終了時

①実施希望調書 補助者変更→ 補助者変更届＋略歴書 ①実施報告書

②実施内容調書 日程変更→ 日程変更届 ②実施状況報告書

③講師（主指導者）略歴書 事業中止→ 事業中止報告書 ③経費報告書兼支払依頼書

④補助者に関する調書 ④旅費計算書

⑤経費計画書・被派遣者旅費計算書 ⑤振込依頼書

⑥報告写真 (4枚程度）

平成29年度の
導入への流れ

【実施校募集 】 5月2日→ 【 申請締切り 】 6月6日 → 【 実施校の審査 】 6月中旬～下旬→ 
【 実施校の内定通知 】7月上旬→ 【内定校における経費の精査】7月上旬～7月下旬→ 【 実施校の決定通知 】 8月上旬→
【事業実施期間】平成29年9月1日（金）～30年2月9日（金）

プログラム導入の為の予算案 文化庁 文化芸術による子供の育成事業 「コミュニケーション能力向上事業」B



サポート体制図

学校・教育機関様へのサポート
実施希望プログラム、時期、時間数や講師の調整と
実施におけるコーディネートと現場のサポート

講師へのサポート
講師の選別、実施日程、実施内容などの調整と
実施におけるコーディネートと現場のサポート

PASCA

講師学校・教育機関 連携

あらゆるスポーツ・パフォーマンスの分野における協会、学校部活動、民間団体、個人プレーヤー達との幅広いネットワークを活かして、
指導者として適正のある人達をメイン講師として選出致します。

◆メイン講師としての適性
・その分野における実績と専門知識を持ち、かつ実践と指導の技術を有する者
・教育の一環での指導という事を意識し、安全に配慮しながら指導を行える者
・関係者と連携を図り、スムーズに業務を進めようとする意志と責任感を持ち合わせている者

業務を円滑に進める為、コーディネーターがサポート致します。
実施ワークショップの内容、時期、時数についてや、講師、補助者の確保、緊急時対応等の全てを一括して請負い致します。

◆サポート体制について

◆講師の採用体制について

実施プログラムの分野、講師と補助者、実施回数、実施日程、内容等のご希望に沿えます様にコーディネートさせて頂きます。

PASCA ( パフォーマー・アスリート セカンドキャリア協会 )

Website : pasca.jp
E-mail : info@pasca.jp

プログラム内容や申請についてのご相談など、まずはお気軽にご連絡下さい。

mailto:info@pasca.jp

