
平成２７年度 トップアスリート派遣事業 

 

トップアスリート等による体育（保健体育）授業や運動部活動等における指導

を実施し，児童生徒の運動意欲の向上や技能の習得，教職員の指導力向上を図っ

た。 

平成２７年度は，トップアスリートを小学校１０校，中学校８校，運動部活動

５競技に派遣した。また，小学生を対象とした走り方教室や中学生の野球部員を

対象とした野球教室を開催した。 

 

【小学校体育授業】 

○日時 平成２７年６月１７日（水） 

○会場 横路小学校・中学校体育館 

○参加 横路小学校 第５学年 

○競技 バレーボール  

○講師 ＪＴサンダーズ 

 

 

○日時 平成２７年９月１５日（火） 

○会場 警固屋中学校体育館 

○参加 警固屋小学校 第５学年 

○競技 バスケットボール 

○講師 広島ドラゴンフライズ 

 

 

○日時 平成２７年１０月５日（月） 

○会場 落走小学校 梅木グラウンド 

○参加 落走小学校 全学年 

○競技 陸上競技 

○講師 中国電力陸上競技部 

 

 

○日時 平成２７年１０月６日（火） 

○会場 両城小学校体育館 

○参加 両城小学校 第５学年 

○競技 ハンドボール 

○講師 広島メイプルレッズ 

 



○日時 平成２７年１０月１４日（水） 

○会場 三津口小学校体育館 

○参加 三津口小学校     

第４・５・６学年 

○競技 ハンドボール 

○講師 広島メイプルレッズ 

 

 

○日時 平成２７年１０月１９日（月） 

○会場 和庄小学校グラウンド 

○参加 和庄小学校 第５学年 

○競技 サッカー 

○講師 久保竜彦 選手 

 

 

 

○日時 平成２７年１０月２８日（水） 

○会場 広南小学校グラウンド 

○参加 広南小学校 第５学年 

○競技 陸上競技 

○講師 エディオン女子陸上競技部 

 

 

 

○日時 平成２７年１０月２８日（水） 

○会場 昭和東小学校グラウンド 

○参加 昭和東小学校 全学年 

○競技 サッカー 

○講師 サンフレッチェ広島  

    スクールコーチ 

 

 

○日時 平成２７年１０月２９日（木） 

○会場 明徳小学校グラウンド  

○参加 明徳小学校 第５・６学年 

○競技 陸上競技 

○講師 エディオン女子陸上競技部 

 

 

 



 

【中学校保健体育 授業】 

○日時 平成２７年１０月３０日（金） 

○会場 昭和中央小学校グラウンド 

○参加 昭和中央小学校 第５学年 

○競技 陸上競技 

○講師 エディオン女子陸上競技部 

 

 

○日時 平成２７年６月２５日（木） 

○会場 吉浦中学校体育館 

○参加 吉浦中学校 第１学年 

○競技 バレーボール 

○講師 ＪＴサンダーズ 

 

 

○日時 平成２７年９月１５日（火） 

○会場 警固屋中学校体育館 

○参加 警固屋中学校 第１学年 

○競技 バスケットボール 

○講師 広島ドラゴンフライズ 

 

 

○日時 平成２７年１０月１９日（月） 

○会場 仁方中学校グラウンド 

○参加 仁方中学校 第１学年 

○競技 サッカー 

○講師 久保竜彦 選手 

 

 

○日時 平成２７年１０月２７日（火） 

○会場 呉中央中学校グラウンド 

○参加 呉中央中学校 第１学年 

○競技 陸上競技 

○講師 エディオン女子陸上競技部 

 

 



 

 

 

 

 

 

○日時 平成２７年１２月１日（火） 

○会場 宮原中学校体育館 

○参加 宮原中学校 第１学年 

○競技 ハンドボール 

○講師 ワクナガレオリック 

 

 

○日時 平成２８年１月２１日（木） 

○会場 川尻中学校グラウンド 

○参加 川尻中学校 第１学年 

○競技 サッカー 

○講師 久保竜彦 選手 

 

 

○日時 平成２８年１月２１日（木） 

○会場 明徳中学校グラウンド 

○参加 明徳中学校 全学年 

○競技 サッカー 

○講師 久保竜彦 選手 

 

 

○日時 平成２８年２月８日（月） 

○会場 豊浜中学校グラウンド 

○参加 豊浜中学校 全学年 

○競技 陸上競技 

○講師 マツダ陸上競技部 OB 

 

 



【中学校 運動部活動】 

○日時 平成２７年７月５日（日） 

○会場 昭和中学校体育館 

○参加 呉市立中学校  

バレーボール部員 

○競技 バレーボール 

○講師 ＪＴサンダーズ 

 

○日時 平成２７年８月２８日（金） 

○会場 昭和北中学校体育館 

○参加 呉市立中学校  

バスケットボール部員 

○競技 バスケットボール 

○講師 広島ドラゴンフライズ 

 

 

○日時 平成２７年１２月２４日（木） 

○会場 仁方中学校グラウンド 

○参加 呉市立中学校 サッカー部員 

○競技 サッカー 

○講師 久保竜彦 選手 

 

 

○日時 平成２８年１月３０日（土） 

○会場 呉工業高等専門学校 

陸上競技場 

○参加 呉市立中学校  

陸上競技部員 

○競技 陸上競技 

○講師 エディオン女子陸上競技部 

 

○日時 平成２８年１月３１日（日） 

○会場 阿賀中学校グラウンド 

○参加 呉市立中学校  

ソフトボール部員 

○競技 ソフトボール 

○講師 日新製鋼ソフトボール部 

 

 



【走り方教室】 

 

【野球教室】 

 

○日時 平成２７年１１月７日（土） 

○会場 呉市総合スポーツセンター 

陸上競技場 

○参加 呉市小学校陸上記録会 

参加選手（第５・６学年） 

○競技 陸上競技 

○講師 為末大 選手 

 

○日時 平成２８年１月１７日（日） 

○会場 虹村公園多目的広場 

○参加 呉市立中学校  

野球部員（第１学年） 

○競技 野球 

○講師 広島東洋カープ OB 


