
はじめに

〜 オリンピック・パラリンピックを知って東京2020⼤会を10倍楽しもう 〜

展⽰をみて以下にも気づき・関⼼をいただけたら嬉しいです。

○ ⽇常の平和の⼤切さ ○⼩平市とオリンピック・パラリンピックとの関連
○ Universal Design（ユニバーサルデザイン︓だれもが使いやすいデザイン）
○ Diversity & Inclusion（ダイバーシティ・アンド・インクルージョン、多様性と包摂︓

障がい者や健常者、⽼若男⼥、ちびっこや⾔語や⽂化の違う様々な⼈々を互いに認め
尊重しあう社会作り）

し とうきょう たいかい ばい たの

こだいら てんじ

し たいかい ばい たの てんじ

てんじ いか き かんしん うれ

にちじょう へいわ たいせつ こだいら かんれん
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しょう しゃ けんじょうしゃ ろうにゃくなんにょ げんご ぶんか ちが さまざま ひとびと たが みと

そんちょう しゃかい づく

スポーツ&カルチャーフェスティバル2020in⼩平の展⽰ブースでは、オリンピック・
パラリンピックを知って⼤会を10倍楽しむために、５つのことを展⽰しています。
1)東京2020⼤会、 2)⼩平市とオリ・パラとの関連、 3)オリンピックの歴史、
4)パラリンピックの歴史、 5)レガシー・遺産 作り
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東京(とうきょう)2020⼤会(たいかい)

”東⽇本⼤震災からの復興”を世界に知ってもらうために、
7⽉21⽇東北と北海道で競技スタートです。

ソフトボール︓福島あづま球場(⽇本vsオーストラリア)
サッカー⼥⼦︓札幌ドーム(⽇本vsカナダ)

7⽉23⽇(⾦)〜8⽉8⽇(⽇)
第32回オリンピック競技⼤会

8⽉24⽇(⽕)〜9⽉5⽇(⽇)

東京2020パラリンピック競技⼤会

開会式︓ 東京オリンピックスタジアム(新国⽴競技場)
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ホーム｜東京2020オリンピック競技⼤会公式ウェブサイト (olympics.com)

©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/


3種類45個の四⾓形で構成されており、オリンピック
エンブレムの⻑⽅形のパーツの⼤きさや⾓度を変えず
移動させるとパラリンピックのエンブレムが完成します。

製作者︓野⽼朝雄（ところ あさお）⽒
2013年武蔵美⼤空間演出デザイン学科
⾮常勤講師のご経験あり

パラリンピックエンブレム

⽇本になじみの深い
「鶴」

オリンピックエンブレム

禅の世界で宇宙全体を⽰す
「円相」

東京2020エンブレム (olympics.com)

東京2020⼤会エンブレム

「組市松紋」 で江⼾時代に愛された市松模様を⽇本の伝統⾊である藍⾊
にして粋な⽇本らしさを表現しています。

コンセプト︓みんなちがうから、おもしろい。
みんなちがうけれど、つながれる。

→Diversity＆Inclusion (多様性と包摂)
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©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/games/emblem/


ミライトワは、「未来」と「永遠」というふたつ
の⾔葉から⽣まれました。素晴らしい未来
を永遠にという願いがあります。
キャラクター︓
・⼤会エンブレムと同じ藍⾊の市松模様（いちまつもよう）
を頭部とボディにあしらっています。
・コンセプトは温故知新(おんこちしん)。温故知新とは伝統
的なことわざで、昔のことをよく学び、そこから新しい知識や
道理をえることです。
・コンセプト通りに、伝統を重んじる古⾵な⾯と最先端の
情報に精通する鋭い⾯をあわせ持っています。正義感
が強く、運動神経もバツグン。
・特技はどんな場所にも瞬間移動できることです。

東京2020⼤会オリンピックマスコット「ミライトワ」
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みらい とわ（えいえん）

ことば う すば みらい

とわ（えいえん） ねが

東京2020オリンピックマスコット (olympics.com)

©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/games/olympics-mascot/


ソメイティは、桜をあらしていて、桜の
”ソメイヨシノ”と英語で”⼒強さ”を表す
”so mighty”をくみあわせたものです

キャラクター︓
・桜の触⾓と超能⼒を持つクールなキャラクター
・顔の両サイドにある桜の触⾓でテレパシーを送受信
・市松模様のマントで空を⾶べます
・普段は物静かですが、いざとなると誰よりもパワフル
・超⼈的パワーを発揮するパラリンピックアスリートを体現

東京2020⼤会パラリンピック マスコット 「ソメイティ」
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東京2020パラリンピックマスコット (olympics.com)

©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/paralympics/games/paralympics-mascot/


2021年3⽉25⽇に福島県を出発し、

1万⼈のランナーで、全国47の都道府県を
巡る予定でスタートしました。
⼀⼈の⾛る距離は約200mです。

オリンピック
聖⽕リレー
トーチ

東京2020オリンピック聖⽕リレーとは (olympics.com)

⻑さ:71cm
重さ:1.2kg

トーチの⼀部には、
2011年3⽉11⽇
の東⽇本⼤震災の
後に作られた仮設
住宅の廃材をつかっ
ていて“復興五輪”を
意味つけています。

東京2020⼤会聖⽕(せいか)リレー

オリンピック開幕10⽇前の7⽉13⽇に⼩平市に聖⽕リレーがやってくる
予定でしたが、コロナ感染拡⼤防⽌のために中⽌となりました。

オリンピック聖⽕リレーのコンセプト パラリンピック聖⽕リレーのコンセプト

Share Your Light 
-あなたは、きっと、誰かの光だ。 -
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https://olympics.com/tokyo-2020/ja/torch/about/


東京2020⼤会は”スポーツの祭典”のみでなく、

“平和の祭典”、”⽂化の祭典”でもあります。

活動の⼀つとして、
PEACE ORIZURU
（ピース折り鶴）を促進 オリンピック休戦 (olympics.com)

・国際オリンピック委員会（IOC）は世界中の戦争を解決に向かう道を⽬指して
「オリンピック休戦」を提唱しています。東京2020⼤会でも、「平和の祭典」としての
オリンピック・パラリンピックの価値の拡⼤を⽬指します。

・ 2019年12⽉の第74回国連総会で、186カ国が共同提案国となり、
東京2020⼤会開催期間中のオリンピック休戦決議が採択されました。
また、当時のJOC会⻑の森喜朗⽒が国連で演説しています。 オリンピック休戦のシンボル

東京2020⼤会平和の祭典 （へいわのさいてん）
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とうきょう たいかい さいてん

へいわ さいてん ぶんか さいてん

©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/games/olympictruce/


東京2020 NIPPONフェスティバル (olympics.com)

・⽂化プログラムは、「平和な社会の推進」「⼈類の連帯の象徴」として、
オリンピック・パラリンピックに必要不可⽋なものであり、新型コロナウイル
スが世界に⽣じさせた数々の分断に対して、相互理解を進めグローバル
な連帯や協⼒を促していく⼒があります。

「東京2020 NIPPONフェスティバル」開催

・2021年4⽉から9⽉にかけて、東京2020 NIPPONフェスティバルを
実施します。東京2020組織委員会の3つの主催プログラムと⾃治体・
⽂化団体等と連携して⾏う共催プログラムがあります。

東京2020⼤会は”スポーツの祭典”のみでなく、

“平和の祭典”、”⽂化の祭典”でもあります。

東京2020⼤会⽂化の祭典 (ぶんかのさいてん)
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©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/events/nippon-festival/


東京2020組織委員会3つの主催プログラム
テーマ 名称 概要 時期 場所

参加と交流 わっさい
Wassai

輪になることで和を⽣みだす特別なお祭り。オ
ンライン上の⽇本の⽂化体験を通して、新し
い出会いを創出

7⽉18⽇
(⽇) 18時〜
オンライン開
催︕

オリンピックス
タジアム

共⽣社会の
実現に向け
て

ONE -Our New 
Episode-
Presented by 
Japan Airlines

⼀⼈ひとり個性も特徴も違うが、みんな同じ
⿎動を持った同じ⼈間。多くの⼈たちが参加
する「共⽣・多様性」を可視化、体験化でき
るコンテンツを展開

8⽉22⽇
(⽇) 16時
〜オンライン
開催︕

(オンライ
ン)

東北復興 しあわせはこぶ旅 モッコ
が復興を歩む東北から
TOKYOへ
Presented by 
ENEOS

東北各地と東京を舞台にプログラムを展開。
巨⼤⼈形(モッコ）が東北各地を巡り、
東北の⼈々からのメッセージを預かり、
TOKYOを⽬指す旅

5⽉から7⽉ 東北各地
〜東京

モッコ

東京2020⼤会東京(とうきょう)2020 NIPPONフェスティバル
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とうきょう そしき いいんかい しゅさい

東京2020 NIPPONフェスティバル (olympics.com)

©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/events/nippon-festival/


回収期間 2017年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇

確保⾦属量 ⾦︓約32kg、銀︓約3,500kg、銅︓約2,200kg

東京2020オリンピックの⾦メダル(2019年7⽉24⽇に発表)
メダルデザインのコンセプトは「光」と「⼈々をつなぐ輪」です

「都市鉱⼭からつくる︕みんなのメダルプロジェクト」について (olympics.com)

携帯電話の寄付
(2017年8⽉16⽇東京都庁)

東京2020⼤会都市鉱⼭(としこうざん)からのメダル

東京2020⼤会のメダルは、”都市鉱⼭からつくる︕みんなのメダル
プロジェクト”で、携帯電話や⼩型家電をあつめて作られました。
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©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/games/victory-ceremony/medals-project


ピクトグラム（pictogram）は⾔葉を使わなくても情報を伝えられる、
単純化された視覚記号の⼀つで、絵⽂字ともよばれます。

⾮常⼝ トイレ

オリンピック33競技の50個 パラリンピック22競技の23個

東京1964年⼤会ピクトグラム

身近にあるピクトグラム例

東京2020⼤会ピクトグラム
⽐べてみよう︕

●ピクトグラムは前回の東京オリンピックからオリンピックで使⽤
1964年東京オリンピックはアジアで初めて、しかもアルファベットを使わない国で最初での開催だった
ため、当時のデザイナーが⾔葉を使わずに伝わるように、施設シンボルと競技のピクトグラムを開発し
ました。
なお、ピクトグラムの発祥は、1920年頃、オーストリアの社会・経済学者オットー・ノイラートが、社
会情勢を⽂字を読めない⼈でもわかるようにに絵記号で表すグラフ（アイソタイプ）をつくったことが
始まりとされています。

東京2020⼤会ピクトグラム
ピクトグラムで「ひと⽬で意味がわかる」「⾔語を超えて意味が伝わる」
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1964年の東京から2016年のリオまでのオリンピックのピクトグラム - DNA(dailynewsagency.com)

©東京2020組織委員会

©Daily News Agency

https://dailynewsagency.com/2016/08/18/the-sports-pictograms-of-the-tt5/


⼤会の持続可能性コンセプトは 「Be better, 

together /より良い未来へ、ともに進もう。」

⼤会は、世界最⼤規模のスポーツイベ
ントであり、その影響は環境・社会・経
済に広く及ぶことから、持続可能性に
配慮した準備・運営が求められます。
2015年に「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択され、2030
年の実現を⽬指す「持続可能な開発
⽬標（SDGs）」が設定されました。

5
つ
の
特
徴

持続可能性 (olympics.com)

東京2020⼤会持続可能性(じぞくかのうせい) 今のことだけではなく、地球の未来のことを考えて、
環境問題や⼈権問題などの課題に取り組むこと
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36 ©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/games/sustainability/


東京2020⼤会地球温暖化(ちきゅうおんだんか)をおさえるために

地球温暖化をおさえるために、⽇本やアメリカは2050年までに

カーボンニュートラル（CO2(⼆酸化炭素)排出を吸収よりも少な
くすること）を⽬指しています。

⽇本の2030年までの取組み策
（1）再⽣可能エネルギーなど脱炭素電源の

最⼤限の活⽤（2）投資を促す刺激策
（3）地域の脱炭素化への⽀援
（4）グリーン国際⾦融センターの創設
（5）アジアなど世界の脱炭素への移⾏の⽀援

他の国の2030年までのCO2削減⽬標
・アメリカ 2005年⽐で 50〜52％削減
・カナダ 2005年⽐で 45〜50％削減

7億9000万t

そのために、⽇本はSDGsが⽬標とする2030年までに、 CO2(⼆酸化炭素)の排出量
を2013年の排出量に⽐べて46%削減するという⼤きな⽬標を今年設定しました。
また、50％（削減）の⾼みに向けた挑戦も続けます。
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どう挑む温室効果ガス46％削減 | ⽇経ESG (nikkeibp.co.jp)© Nikkei Business Publications, Inc.

https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/column/00005/042600071/


東京2020⼤会では、ダイバーシティ＆インクルージョン(多様性と包摂)を
⼤会ビジョンの実現、成功の原動⼒としています。
Diversity(ダイバーシティ)は「多様性や⼀⼈ひとりのちがい」を、
Inclusion(インクルージョン)は「包摂・包含、受け⼊れる・活かす」を意味

東京2020⼤会のビジョン

ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I） (olympics.com)

東京2020⼤会ダイバーシティ＆インクルージョン(多様性と包摂)
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たいかい じつげん せいこう げんどうりょく

たようせい ひとり

ほうせつ ほうがん う い い いみ

スポーツには世界と未来を変える⼒がある。

1964年の東京⼤会は⽇本を⼤きく変えた。東京2020⼤会は、
「すべての⼈が⾃⼰ベストを⽬指し（全員が⾃⼰ベスト）」
「⼀⼈ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」
「そして、未来につなげよう（未来への継承）」を３つの基本コンセプトとし、
史上最もイノベーティブで、世界にポジティブな改⾰をもたらす⼤会とする。

©東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/games/diversity-inclusion/


性的な少数者の⼀⼈ひとりのちがいを受け⼊れていく社会を⽬指しています。

性的多様性(せいてきたようせい)

「プライドハウス東京」コンソーシアムは、⽇本で初めてとなる常設の⼤型総合LGBTQセンター『プライド
ハウス東京レガシー』を2020年10⽉11⽇(⽇)に、東京都新宿区にオープンしました。
4⽉27⽇には、東京2020組織委員会の橋本聖⼦会⻑が訪問しています。

LGBTQとは︖Qの意味は︖誰にでもわかりやすく１から簡単に解説。 ｜ ⾃分らしく⽣きるプロジェクト (jibun-rashiku.jp)

レズビアン（Lesbian） 性的指向が⼥性に向いている⼥性
ゲイ（Gay） 性的指向が男性に向いている 男性
バイセクシュアル（Bisexual） 性的指向が男性・⼥性の両性に向いている⼈
トランスジェンダー（Transgender）⾝体的性と性⾃認が⼀致しておらず、それに違和感に感じる⼈
クエスチョニング（Questioning）性⾃認と性的指向が決まっていない⼈

プライドハウス東京 - PRIDE HOUSE TOKYO JAPAN 2020 - 橋本聖⼦会⻑が「プライドハウス東京レガシー」訪問 (olympics.com)

東京2020⼤会多様性の⼀つ
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せいてき しょうすうしゃ ひとり う い しゃかい めざ

©Pride House Tokyo©東京2020組織委員会

https://jibun-rashiku.jp/column/column-3215
https://pridehouse.jp/
https://olympics.com/tokyo-2020/ja/paralympics/news/news-20210430-03-ja-para


⼈々の暮らしで、「性別」、「⼈種」、「障がいの有無」などに関係なく、

多様性に満ちた多くの⽅々が過ごしやすい環境で⽣活できることです。

ユニバーサルデザイン - Wikipedia

ユニバーサルデザインの7原則
・どんな⼈でも公平に使えること。（Equitable use ）
・使う上での柔軟性があること。（Flexibility in use ）
・使い⽅が簡単で⾃明であること。（Simple and intuitive ）
・必要な情報がすぐに分かること。（Perceptible information ）
・簡単なミスが危険につながらないこと。（Tolerance for error ）
・⾝体への過度な負担を必要としないこと。（Low physical effort ）
・利⽤のための⼗分な⼤きさと空間が確保されていること。
（Size and space for approach and use ）

〜 ⾝の回りのユニバーサルデザイン例を知ろう 〜

⾝の回りにあるユニバーサルデザイン／郡⼭市公式ウェブサイト (koriyama.lg.jp)

スロープ広いスペースの多機能トイレ
点字がついた
飲み物のカン

センサー式蛇⼝

ユニバーサルデザインの3附則
・耐久性と経済性
・品質と審美性（美しさ）
・保健⾯と環境⾯への配慮

東京2020⼤会ユニバーサルデザイン
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ひとびと く せいべつ じんしゅ しょう うむ かんけい

たようせい み おお かたがた す かんきょう せいかつ

参考 Wikipedia

シャンプー＆リンス ©花王

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshikinogoannai/shiminbu/shimin_NPOkatsudosuishinka/gomu/1/UD/2711.html


項目 組織委員会 東京都 国 計

恒久施設 — 2,260億円 1,200億円 3,460億円

仮設等 1,280億円 2,410億円

エネルギーインフラ 250億円 420億円

テクノロジー 780億円 380億円

2,310億円 5,470億円 1,500億円 9,280億円

（600億円） （300億円） （300億円） （1,200億円）

輸送 480億円 350億円

セキュリティ 340億円 550億円

オペレーション 1,680億円 150億円

管理・広報 840億円 0億円

マーケティング 1,360億円 0億円

その他 200億円 0億円

4,900億円 1,050億円 150億円 6,100億円

（300億円） （150億円） （150億円） （600億円）

新型コロナウイルス

感染症対策関連

－ 400億円 560億円 960億円

緊急対応費 － 100億円 － 100億円

7,210億円 7,020億円 2,210億円 16,440億円

（900億円） （450億円） （450億円） （1,800億円）
計

300億円 5,820億円

会場関係小計

150億円 6,100億円

大会関係小計

組織委員会およびその他の経費 (tokyo2020.org)

とても⼤きな⾦額なので東京2020⼤会をぜひ成功させたいですね

総額は1.6兆円です

東京2020⼤会⼤会の費⽤(たいかいのひよう)

17

そうがく ちょうえん

( )内はパラリンピック関連費⽤

参考 東京2020組織委員会

https://tokyo2020.org/ja/organising-committee/budgets/


オリンピックの歴史(れきし)

古代オリンピック - Wikipedia
古代オリンピック | TOKYO 2020 for KIDS 東京2020教育プログラム
古代オリンピックの知られざるリアル｜橋場 弦｜オリパラと東⼤。 |
東京⼤学 (u-tokyo.ac.jp)

18

参考︓東京⼤学,Wikipedia

オリンピック(Olympic)は、古代ギリシャで戦争をやめて競技会を開催する

ようにという神のお告げで今から2700年以上も昔に始まりました。
古代オリンピックは4年に1度、ギリシャで約1200年間も続きました。

オリンピックの聖地オリンピア遺跡

かみ つ いま ねん いじょう むかし はじ

こだい ねん ど やく ねんかん つづ

・神々の⽗であるゼウスに捧げられた宗教的祭典で第1回は紀元前776年に開催しました。
最盛期にはギリシア各地から多くの選⼿が参加しました。ギリシア⼈はこれを格別に神聖視し、⼤会の期間およびそれに先⽴つ移

動の期間、合計3ヶ⽉ほどを休戦期間にしたのです。

神々の⽗ ゼウス

・競技は第1回からの伝統である192メートル⾛（1スタディオン）がありました。その他に、中距離⾛、武装競⾛など各種トラック競技
をはじめ、最も⼈気があった四頭⽴て戦⾞競⾛、レスリングやボクシングなどの格闘技、またフィールド競技にはいわゆる古代五種競技

（やり投げ、円盤投げ、幅跳び、短距離⾛、レスリング）がありました。
当時独特の競技もありましたが、近代オリンピックでも⾏われている競技も開催されていたのです。

・競技には男性だけが参加できて、裸で技を競いました。
・ローマ帝国は、392年にキリスト教を国教としました。異教(ローマ神)の祭典である古代オリンピックは、
最後の第293回⼤会が393年に開催されて、⻑い歴史の幕を閉じました。

©Google Earth

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
https://education.tokyo2020.org/jp/games/about/olympic-games-ancient-olympic/
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z1304_00061.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z1304_00061.html


・第1回⼤会が1896年にギリシャのアテネで開催されました。
フランス⼈のピエール・ド・クーベルタン⽒がイギリスのスポーツ競技⼤会を
⾒て、そこからオリンピックの復活を実現させました。クーベルタン⽒は「国際
交流」や「平和の実現」のためにスポーツが⼤いに役に⽴つと考えていて、
彼の功績から“近代オリンピックの⽗”といわれています。

近代(きんだい)オリンピック

ピエール・ド・クーベルタン⽒

オリンピックの歴史

・オリンピズムは、クーベルタン⽒が考えたもので、スポーツを通じて⼼⾝を向上させ、さらには⽂化・国籍
など様々な差異を超え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって理解しあうことで、平和でより良い
世界の実現に貢献すること です。

・オリンピック憲章は、国際オリンピック委員会（IOC: International Olympic Committee）
作成の⽂章で、オリンピズムの根本原則、規則、付属細則が書かれています。
憲章はオリンピック・ムーブメントの組織、活動、運⽤の基準であり、かつオリンピック競技⼤会の開催の
条件を定めていて、時代に応じて更新されます。
・オリンピック・ムーブメントの⽬的
オリンピズムとオリンピズムの価値に則って実践されるスポーツを通じ、若者を教育することにより、平和
でより良い世界の構築に貢献することです。 19

だいいっかい たいかい ねん かいさい

し きょうぎ たいかい

み ふっかつ じつげん し こくさい

こうりゅう へいわ じつげん おお やく た かんが

かれ こうせき きんだい ちち

オリンピックとは | TOKYO 2020 for KIDS 東京2020教育プログラム

https://education.tokyo2020.org/jp/games/about/olympic-games/


オリンピックがめざすもの

オリンピックとは | TOKYO 2020 for KIDS 東京2020教育プログラム

オリンピックの歴史

卓越 (Excellence)スポーツに限らず⼈⽣においてベ
ストを尽くすこと。⼤切なのは勝利することではなく、⽬
標に向かって全⼒で取り組むことであり、体と頭と⼼の
健全な調和を育むことである。

友情 (Friendship)スポーツでの喜びやチームスピリッ
ト、対戦相⼿との交流は⼈と⼈とを結びつけ、互いの理
解を深める。そのことは平和でよりよい世界の構築に寄
与する。

敬意・尊重 (Respect)⾃分と他者を同じように⼤切
にし、ルールを尊重することはフェアプレー精神を育む。こ
れはオリンピック・ムーブメントに参加する全ての⼈にとっ
ての原則である。

それは、卓越、友情、敬意・尊重です。

20

たくえつ ゆうじょう けいい そんちょう

©東京2020組織委員会

https://education.tokyo2020.org/jp/games/about/olympic-games/


東京2020⼤会は32回⽬の夏季の近代オリンピックとなります。

戦争のために4回中⽌となりましたが、中⽌になっても1回分として数えます。

2021

東京2020⼤会の後は、2024年のパリ⼤会、
2028年のロサンゼルス⼤会の開催が決まって
います。

第32回(だい32かい)夏季近代（かききんだい）オリンピック オリンピックの歴史

21

とうきょう たいかい かいめ かき きんだい

せんそう かい ちゅうし ちゅうし かいぶん かぞ

©Wikipedia



五輪マークは、1⾊か5⾊（左から⻘・⻩・⿊・緑・⾚）の輪を重ねた形で、
ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアの五⼤陸と、その連帯を
意味します。

オリンピックのシンボル

・この5⾊と下地の⽩の全6⾊でほとんどの国旗を彩ることができます。
ピエール・ド・クーベルタン⽒が古代オリンピックの”休戦協定”にあった五輪の紋章をヒントに製作しま
した。1920年のベルギーのアントワープ⼤会から使⽤しています。
・⽇本ではオリンピックのことを「五輪」ともよびますが、五輪という⾔葉は、シンボルマークの5つの輪と、
宮本武蔵の五輪書から1936年に考案されました。

オリンピックの歴史オリンピックのシンボル

22

ごりん しょく しょく ひだり あお き くろ みどり あか わ かさ かたち

なんぼく ごたいりく れんたい

いみ

オリンピックとは | TOKYO 2020 for KIDS 東京2020教育プログラム

©東京2020組織委員会

https://education.tokyo2020.org/jp/games/about/olympic-games/


オリンピックの歴史

JOCの
理念

JOC︓Japan Olympic Committee の略
JPC : Japan Paralympic Committee の略

現在のJOCの会⻑は1984年のロサンジェルスオリンピック
⼤会の柔道無差別級 ⾦メダリストの ⼭下 泰裕 さん。
初代の会⻑はおなじ柔道家の嘉納 治五郎 さんです。

オリンピック、パラリンピックをささえる⼈(ひと)たち
⽇本では、⽇本オリンピック委員会(JOC)や
⽇本パラリンピック委員会(JPC)が、⼈々の
スポーツへの参加をうながしたり、選⼿を応援し
ています。

にほん にほん いいんかい

にほん いいんかい ひとびと

JOC - JOCについて

全ての⼈々にスポーツの参加を促し、健全な精神と⾁
体を持つ⼈間を育て、オリンピック・ムーブメントを⼒強く
推進する。
これを通じて、⼈類が共に栄え、⽂化を⾼め、世界平和
の⽕を永遠に灯し続ける。これこそJOCの理想であり、
理念である。役割
・ アスリートの育成・強化
・ 国際総合競技⼤会の派遣・招致並びに国際化の推進
・ オリンピズムの普及・推進

参考 JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE 23

日本チーム団長・嘉納治五郎（前列中央）と選手たち。
後列右端に金栗四三、前列左から2番目に茂木善作。

さんか せんしゅ おうえん

https://www.joc.or.jp/about/


いままで夏のオリンピック、パラリンピックで、⽇本は816個のメダルをとっています。⾦メダルで
⼀番多い競技は、オリンピックの柔道で39個の⾦メダルをとっています。すごいですね。

⾦メダル 銀メダル 銅メダル 合計
オリンピック 142 136 161 439
パラリンピック 114 126 137 377
合計 256 262 298 816

⽇本⼈で最初に夏のオリンピックに出た⼈は⼆⼈です。
1912年の第5回ストックホルム⼤会（国︓スウェーデン）の
短距離の 三島 弥彦 さんとマラソンの ⾦栗 四三 さんです。
残念だけど、⼆⼈ともメダルをとれませんでした。

三島弥彦さん

⾦栗四三さん

オリンピックの⽇本選⼿団 - Wikipedia

・⽇本⼈⼥性の初参加は1928年第9回アムステルダム⼤会の
⼈⾒ 絹枝さんです。⼥⼦800メートルで銀メダルをとりました。
⼈⾒さんは、海外のスポーツ事情の紹介、後進の育成、⽣涯
スポーツの重要性の普及啓発などを精⼒的に⾏い、
今⽇の⼥性スポーツの基礎を築きました。

⼈⾒絹枝さん

オリンピックの歴史⽇本⼈の活躍(にほんじんのかつやく)
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にほんじん さいしょ なつ で ひと ふたり

ねん だい かい たいかい くに

たんきょり みしま やひこ かなくり しそう

ざんねん ふたり

©熊本県⽟名市

©三島家所蔵/朝⽇新聞デジタルより

「⽇本マラソンの⽗」⾦栗四三
⾦栗四三さんは、その後も92
歳で亡くなるまでの間に、マラソ
ン界の発展と⽇本スポーツの基
礎を築くことに貢献し、⼤きな
功績を残しました。 「箱根駅
伝」も四三さんの発案です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%B8%E6%89%8B%E5%9B%A3


いままで夏のオリンピック、パラリンピックで⼀番たくさん⾦メダルをとった⼈は、
マイケル・フェルプスというアメリカの⽔泳選⼿で28個のメダルをとりました。
⾦23個、銀３個、銅2個です。

アテネ⼤会
(2004年)

北京⼤会
(2008年)

ロンドン⼤会
(2012年）

リオ⼤会
(2016年）

100mバタフライ ⾦ ⾦ ⾦ 銀
200mバタフライ ⾦ ⾦ 銀 ⾦
200m⾃由形 銅 ⾦ ー ー
200m個⼈メドレー ⾦ ⾦ ⾦ ⾦
400m個⼈メドレー ⾦ ⾦ ー ー
4×100mフリーリレー 銅 ⾦ 銀 ⾦
4×200mフリーリレー ⾦ ⾦ ⾦ ⾦
4×100mメドレーリレー ⾦ ⾦ ⾦ ⾦

マイケル・フェルプスさん

マイケル・フェルプス - Wikipedia

オリンピックの歴史メダルを⼀番多(いちばんおお)くとった⼈(ひと)

25

なつ いちばん きん ひと

すいえい せんしゅ こ

きん こ ぎん こ どう こ

© Fernando Frazão/
Agência Brasi （CC） l

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%97%E3%82%B9


現在は、スポーツの祭典とともに、⽂化・芸術の祭典とも⾔われていますが、
昔は芸術も競技だった期間があります。

オリンピック「芸術競技」の⾦メダル作品を鑑賞しよう - 歴ログ -世界史専⾨ブログ- (hatenablog.com)
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_competitions_at_the_1928_Summer_Olympics

・オリンピックの⽗とよばれるピエール・ド・クーベルタン⽒は、その頭脳を究極に⾼めることも
スポーツに含まれるという考えの下、1912年のストックホルム⼤会から1948年のロンドン
⼤会まで芸術が競技で、メダルが授与されていました。

・対象は、建築・⾳楽・⽂学・絵画・彫刻の5分野です。

・第1回の⽂学部⾨は「スポーツに寄せる叙事詩」という
作品を書いたドイツ⼈
「ジョージ・ホーロンとマーティン・ナシュバック」
というペンネームの⼈物が獲得したのですが、
実はこれを書いたのはクーベルタン⽒本⼈とされています。

・メダリストたちが受賞した作品を法外な値段で販売し、
投機のタネになって批判を受けていたこと、および審査
基準があいまいなことから中⽌となりました。

オリンピックの歴史芸術競技(げいじゅつきょうぎ)

26

げんざい さいてん ぶんか げいじゅつ さいてん い

むかし げいじゅつ きょうぎ きかん

1928年アムステルダム⼤会 絵画の部 ⾦メダル作品
「ラグビー」 ジョン・ジャコビー⽒（ルクセンブルク）

芸術競技 - Wikipedia

https://reki.hatenablog.com/entry/2015/10/12/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%8C%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%AB%B6%E6%8A%80%E3%80%8D%E3%81%AE%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%80%E3%83%AB%E4%BD%9C%E5%93%81%E3%82%92%E9%91%91%E8%B3%9E
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_competitions_at_the_1928_Summer_Olympics
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%AB%B6%E6%8A%80


テロリスト（政治や宗教的⽬的達成に暴⼒や脅迫を⽤いる⼈や集団）
は世界的イベントであるオリンピック・パラリンピックで、注⽬を集めるために、
事件をおこすことを狙っています。

アトランタオリンピック爆弾テロ (jst.go.jp)

ミュンヘンオリンピック事件 - Wikipedia

東京2020⼤会では、コンピューターやネットワークをターゲットとしたサイバーテロも含めて、
テロリスト対策を⼗分に⾏い、楽しく平和な⼤会になるといいですね。

過去には悲惨な事件が起きています。
●1972年9⽉5⽇ミュンヘン オリンピック事件
⻄ドイツのミュンヘンでパレスチナ武装組織「⿊い九⽉」が実⾏。オリンピック開催中に発⽣し、
イスラエル国のアスリート11名がなくなりました。

● 1996年７⽉27⽇のアトランタ オリンピック事件
五輪公園に仕掛けられた爆弾が爆発し、2⼈が亡くなり、110⼈余りが負傷しました。

オリンピックの歴史テロリストとの闘(たたか)い
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せいじ しゅうきょうてき もくてき たっせい ぼうりょく きょうはく もち ひと しゅうだん

せかいてき ちゅうもく あつ

じけん ねら

参考 Wikipedia

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjast/31/1/31_47/_article/-char/ja/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%83%98%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BA%8B%E4%BB%B6


「パラリンピック」という名称は、
東京1964⼤会で初めて愛称として
使われました。

東京は世界で初めて、
パラリンピックを2回開催する都市です。

2021年

パラリンピックの歴史

最初の夏のパラリンピックは1960年にイタリアのローマで開催されて、
東京2020パラリンピックは16回⽬の夏の開催となります。
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さいしょ なつ ねん かいさい

とうきょう かいめ なつ かいさい

© Wikipedia



パラリンピック(Paralympic)は、

”もう⼀つの”という意味のパラレル(Parallel)と”オリンピッ(Olympic)
という⾔葉から作成されています。

パラリンピック - Wikipedia
ルートヴィヒ・グットマン - Wikipedia

ルートヴィヒ・グットマンさん

パラリンピックとは パラリンピックの歴史

・イギリスのストーク・マンデビル病院で、第⼆次世界⼤戦で損傷を受けた兵⼠を
治療する際にスポーツを取り⼊れました。
・ユダヤ系医師ルートヴィヒ・グットマンさんの提唱により、1948年7⽉28⽇の
ロンドンオリンピック⼤会の開会式の⽇に、その病院で16名(男性14名、⼥性
2名)の⾞いす使⽤者によるアーチェリーの競技⼤会を開催しました。戦争で
負傷した兵⼠たちのリハビリテーションとして「⼿術よりスポーツを」の理念で
始められたものです。
・これが、後のパラリンピックに育っていったのです。ルートヴィヒ・グットマン⽒は、
多くの功績から“パラリンピックの⽗”といわれています。
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いみ

ことば さくせい

Sir Ludwig Guttmann Early 
Life - Friends and 
colleagues groups.（CC）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%92%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%B3


パラリンピックのシンボルは、「スリーアギトス」という名前で、
アギトとはラテン語で「私は動く」という意味です。このシンボルは3代⽬で、
2004年のアテネ⼤会から使われています

パラリンピックのシンボル
スリーアギトス

パラリンピックの歴史パラリンピックのシンボル

⾚は⼼（スピリット）を、⻘は⾁体（ボディ）を、緑は魂（マインド）を現しています。
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なまえ

ねん たいかい つか

© Japanese Paralympic Committee

⽇本パラリンピック委員会 (jsad.or.jp)

ご わたし うご いみ だいめ

https://www.jsad.or.jp/paralympic/what/index.html


⼩平市とオリンピック・パラリンピックの関連(かんれん)
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選⼿

サッカーJ1 FC東京 練習場 天神町に存在 オリンピック 代表 久保 建英
(くぼ たけふさ)選⼿がかつて所属

パラリンピック ブランドサッカー
専⽤コート マルイブラサカ︕パーク

花⼩⾦井8丁⽬ 丸井グループ研修センター内に
2020年6⽉誕⽣
（新聞 2020 こだいら 5号にインタビュー）

村上 茉愛 選⼿
(むらかみ まい)

オリンピック ⼥⼦体操 ⽇本代表 エース
⼩平市⽴ 第三⼩学校 ご卒業
池⾕幸雄さん 体操教室 出⾝

⼩⽥倉 真 選⼿
(おだくら まこと)

オリンピック トライアスロン ⽇本代表
⼩平市⽴ 第⼗五⼩学校、第四中学校 ご卒業
（新聞 2020 こだいら 6号にインタビュー）

⼘部 蘭 選⼿
(うらべ らん)

オリンピック 陸上1500m ⽇本代表
⽩梅学園⾼校 ご卒業

吉⽥ 昌⼦ さん
（よしだ しょうこ）
（旧姓 ⾼柳)

1976年モントリオールオリンピック
バレーボール⼥⼦ ⾦メダリスト
⼩平市 在住 （新聞 2020 こだいら 2号にインタビュー）

施設



ブラインドサッカー専⽤(せんよう)コート ⼩平市とオリンピック・パラリンピックの関連

ブラインドサッカーの専⽤コート マルイブラサカ︕パークが
去年6⽉に⽇本で初めて丸井グループ研修センターの中にできました。

・ブラインドサッカーは、5⼈制サッカーというパラリンピックの競技で1チーム5⼈(アイマスクをした4⼈
のフィールドプレーヤーと⼀⼈のアイマスクをしていないゴールキーパー)で、転がると⾳がでるボールを
使ってゴールを競います。ゴールの後ろには、ゴールをたたいたり声で⽅向等を教えるコーラーという
⼈がいます。激しい衝突をさけるためにボールに向かうときは「ボイ︕」といいます。

・ボールを扱う技術はもちろんですが、視覚障がい者と晴眼者が⼒を合わせてプレーするため、
「⾳」と「声」によるコミュニケーションが重要となります。

・マルイブラサカ︕パークには芝の⻑さが異なる2⾯の専⽤コートとクラブハウスがあります。
ここで練習した成果として、今年6⽉に⾏われたブラインドサッカーワールドグランプリ
⼤会で強豪国相⼿に準優勝という⾼成績を収められたのかもしれません。
パラリンピックでもガンバレ、ジャパン。

[メディアリリース]株式会社丸井グループが、国内初のブラインドサッカー専⽤コート 「MARUI ブラサカ︕パーク」を6⽉10⽇（⽔）にオープン︕ 〜ブ
ラインドサッカー⽇本代表選⼿のさらなる活躍と次世代選⼿の育成を⽬指して〜 | ⽇本ブラインドサッカー協会｜Blind soccer (b-soccer.jp) 32

せんよう

きょねん げつ にほん はじ まるい けんしゅう なか

参考 JBFA

https://www.b-soccer.jp/news/14388-20200619


⼩平市(こだいらし)ボッチャ協会(きょうかい) ⼩平市とオリンピック・パラリンピックの関連

ボッチャ(Boccia,イタリア語でボール)を楽しむため、みんなに知ってもらうため
の仲間です。ボッチャは、パラリンピックの競技で重い障がいのある⼈のために
考えられましたが、だれもが楽しめるスポーツです。
・⾚と⻘２つのチームで、6球ある⾃分のチームの⾊のボールを
相⼿よりどれだけ多く⽬標の⽩いボールに近づけられるかを競うスポーツ

・障がいにより、⼿で投げたり、⾜で蹴ったり、ランプという補助具を使⽤

・ 8⽉28⽇から9⽉4⽇の8⽇間の熱き戦い（4つのクラス、男⼥の区別ナシ）
団体戦は前回リオ⼤会で銀メダル。さて、東京2020⼤会では?

すべり台のようなランプ

ボッチャの体験会を ルネこだいら 地下1階レセプションホール で⾏います
7/29(⽊)10-12時、13-15時、 9/3(⾦)13-15時、15-17時
〜 ごいっしょにボッチャを楽しみませんか? 初めての⽅も楽しめます 〜

事前申し込みはこちらから →
当⽇も体験可能です
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ご たの し
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レガシー・遺産(いさん)作(づく)り

アクション&レガシー (olympics.com)

⼤会ビジョンに、“スポーツには世界と未来を変える⼒がある。1964年

⼤会は⽇本を変えた。東京2020⼤会は世界に改⾰をもたらす⼤会と
する。”という⽬標があります。

しかしながら、コロナ感染の影響で東京2020⼤会までいろいろな影響がありました。
どのうなかたちで開催されているか、できているかさえわかりません（2021年7⽉時点）。
このような状況でおこなう東京2020⼤会について、個々の⼀⼈⼀⼈が、何らかの⽅法で
関わったり、考えたりして、それぞれの⼈がレガシー・遺産 作りを⼼がけることが⼤切と考えています。

レガシーとは、スポーツ・社会・環境・都市等で⻑く影響するもの全般のこと。
競技施設等の有形のもの、思い出等の無形のものもあります。

34

たいかい せかい みらい か ちから ねん

たいかい にほん か とうきょう たいかい せかい かいかく たいかい

もくひょう

参考︓東京2020組織委員会

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/games/legacy/


さいごに

私たちの展⽰ブースに来てもらい、ありがとうございました。

を合⾔葉に、みんなで展⽰内容を考えました。展⽰をみて、東京2020
⼤会への関⼼をもってもらえたらとてもうれしいです。
ぜひ、みなさんでもりあがって、東京2020⼤会を楽しみましょう。

〜 オリンピック・パラリンピックを知って東京2020⼤会を10倍楽しもう 〜

わたし てんじ き

し とうきょう たいかい ばい たの

あいことば てんじ ないよう かんが

たいかい かんしん

とうきょう たいかい たの

てんじ とうきょう
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