
教育目標に応じた２つのプランパフォーマー・アスリート セカンドキャリア協会 教育事業概要

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

体操選手、武道家、ダンサー等、その分野の第一線で活躍したス「ペシャリスト達が目の前で実演し、
仕組みや取り組み方、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

特別ワークショップ プログラム

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

器械運動器械運動

男子新体操男子新体操

縄跳び縄跳び

音楽に合わせ、個人や団体で身体表現を行い、技術や芸術性を競う日本発祥の体操競技です

個々の課題に合わせた挑戦が出来、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

リズムに合わせて体を動かしたり、飛び跳ねる動作や縄の巧みな操作が含まれる親しみやすい運動です

パフォーマー・アスリート セカンドキャリア協会

〒177-0044 東京都練馬区上石神井2-6-12 レジデンス曙402
(担当:神戸) 080-5357-5737

(E-mail)  info@pasca.jp  (URL) www.pasca.jp

PASCA サポート体制

「文化芸術による子供の育成事業」予算の負担額と申請方法について

教育計画に沿ったワークショップのねらい、内容、流れ等を担当の先生と事前に相談して、
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 (分野の特性よってはどちらか一つになります)

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

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

神邉 恭子 Kambe Kyoko

株式会社 WING DANCE PROMOTION 取締役
ミスダンスドリルチーム
インターナショナルジャパン審査員

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
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、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
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
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、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

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
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。
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
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。

ジャズダンスジャズダンス

ヒップホップダンスヒップホップダンス

チアダンスチアダンス

コンテンポラリーダンスコンテンポラリーダンス

メイン講師

メイン講師

空手空手

XMA (エクストリームマーシャルアーツ)XMA (エクストリームマーシャルアーツ)

メイン講師

全回数 3回 ( 単元の導入時期、展開時期、終末時期に1回づつ実施 ) 実施教科 体育 単元 器械運動・武道など

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

対象 中学1年生

参加人数(1コマ) 50人

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

講師講師学校・教育機関学校・教育機関 連携

実施校様のご負担を軽減し業務を円滑に進める為、申請から実施までPASCAのコーディネーターが全面サポート致します。

文化庁による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」「コミュニケーション能力向上事業」

「芸術家の講師派遣事業」「芸術家の講師派遣事業」A

B
◆ 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、正解の無い課題に取り組み過程を重視した教育活動を支援する

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）

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、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。

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

講師の人数 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 【国の主な負担経費】
・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]側の主な負担経費】
・会場への移動が必要な場合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、使用にかかる経費と児童生徒の移動費
・諸雑費(お茶代など)や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

A

B
全回数 6回 ( 単元を通して体育の先生と連携して実施 ) 実施教科 体育 単元 ダンスなど

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、
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

対象 中学1年生

参加人数(1コマ) 50人

A B

体操は「体を操る」という字の如く、全ての運動の基本となる身体操作能力の向上に効果的な運動です体操は「体を操る」という字の如く、全ての運動の基本となる身体操作能力の向上に効果的な運動です

ダンスは自由で多種多様な表現媒体であり、誰でも楽しんで身体と向き合うことができる運動ですダンスは自由で多種多様な表現媒体であり、誰でも楽しんで身体と向き合うことができる運動です

武道は勝敗を究極の目的とせず、鍛錬を通して人格完成を図り、心、技、体の全てを鍛える運動です武道は勝敗を究極の目的とせず、鍛錬を通して人格完成を図り、心、技、体の全てを鍛える運動です

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です

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

一体感や表現力に加え、笑顔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ダンスです

決まった型や正解・不正解が無く、踊り手の心を表現し伝えることが重要視されてる現代的なダンスです

礼儀を重んじ、自己のベストを尽くす精神を養う、身体と精神を同等に鍛える日本を代表する武道です

伝統と革新。武道×ダンス×アクロバットで、魅せる事に特化した新たな武道(マーシャルアーツ)です

神戸 豊 Kambe Yutaka

PASCA 代表理事
NPO法人 日本XMA協会 理事
ALL JAPAN XTC 審査員
全日本XMA大会 エクストリーム部門 優勝

お問合せ

詳細はPASCAウェブサイト「教育事業」のページをご覧頂くか、お気軽にご連絡下さい

プログラム導入の為の予算案

脇田 伸悟 Wakita Shingo

男子新体操 全日本ジュニア選手権大会 団体優勝
男子新体操 国民体育大会 準優勝
男子新体操 全日本学生選手権大会 個人総合優勝

石室屋 綾乃 Ishimuroya Ayano

NEXT MOVEMENT09'vol.4 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

文部科学省も危惧している現代の子供達の体力・運動能力の低下や、
教育現場で問題とされている専門的なスポーツの指導者不足等の社会問題を
パフォーマー・アスリート達が解決へ向けて協力致します！

教育目標に応じた2つのワークショッププラン

実演実演 解説解説 挑戦挑戦



パフォーマー・アスリートセカンドキャリア協会

〒177-0044 東京都練馬区上石神井2-6-12 レジデンス曙402

(E-mail)  info@pasca.jp  (URL) www.pasca.jp

PASCAでは様々なスポーツやパフォーマンスの協会や団体、個人と協力し活動しています。
パフォーマー・アスリート達のこれまで培ってきた技術や経験を様々なテーマとマッチさせる事で

より良い社会づくりへの貢献をすると共に新たな活動の場を創造して行きます。

ギネスに認定され、CIA公式サイトにも掲載されているが意外と認知されていない事実。

それは日本が現存する世界最古の国家であるという事。

森羅万象に魂が宿る神道の思想や、自己規律としての武士道の精神など、

長い歴史の中で育まれたこれらの素晴らしい価値観は、現代の日本人も失いつつあります。

Team Neo Zipang
バイオリンと和楽器を調和させたアーティスト集団「竜馬四重奏」と

パフォーマー達からなる総合エンターテンメントチームです。

言葉の壁を越える音楽と身体表現で

日本の魂を国内外へ発信する舞台公演の企画・構成・演出を行っています。

文部科学省も危惧している現代の子供達の体力・運動能力の低下、

教育現場で問題とされている専門的なスポーツの指導者不足。

日本の学校教育で「知育」「徳育」と並ぶ柱の一つである「体育」にて、

体操・ダンス・武道等の専門家による特別ワークショップを行い、

より充実させた単元を実施する事で

それらの問題を解決させるサポートを行います

映像・舞台・ライブ・イベント等の様々なエンターテイメント作品へ、

パフォーマーのマネジメント業務やコーディネートを行います。

主なコーディネート作品

・ドラゴンクエスト ライブスペクタクルツアー 全国アリーナツアー

アクロバットメンバー マネジメント&コーディネート

・関西/関東の某大手テーマパーク 新規パフォーマンスショー

パフォーマーコーディネート

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

教育事業のご紹介

パフォーマー・アスリート × 教育パフォーマー・アスリート × 教育

パフォーマー・アスリート × 日本文化発信パフォーマー・アスリート × 日本文化発信

パフォーマー・アスリート × エンターテイメントパフォーマー・アスリート × エンターテイメント


