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平成 31年度 部活動検討委員会名簿 
 職 氏 名 

１ 東京都教育庁指導推進担当部長（委員長） 瀧沢 佳宏 

【高等学校等部会（第１分科会）】 

２ 
 

東京都高等学校体育連盟会長 
（都立昭和高等学校 統括校長） 奥秋 將史 

３ 
 

東京都高等学校文化連盟会長 
（都立新宿高等学校 統括校長） 加藤  隆 

４ 
 

東京都公立高等学校長協会会長 
（都立杉並高等学校 校長） 金澤 利明 

５ 
 

東京都特別支援学校・特別支援学級設置学校体育連盟会長 
（都立練馬特別支援学校 校長） 小関 直樹 

６ 
 

東京都立特別支援学校長会副会長 
（都立水元小合学園 統括校長） 篠崎 友誉 

【中学校部会（第２分科会）】 

７ 
 

東京都中学校体育連盟会長 
（豊島区立巣鴨北中学校 校長） 平本 浩実 

８ 
 

東京都中学校文化連盟会長 
（大田区立蓮沼中学校 校長） 大原 章博 

９ 
 

東京都中学校長会副会長（中体連担当） 
（新宿区立新宿中学校 校長） 片倉 元次 

10 
 

東京都中学校長会副会長（中文連担当） 
（江戸川区立二之江中学校 校長） 茅原 直樹 

11 
 

特別区教育委員会指導室課長会代表 
（豊島区教育委員会指導課長） 佐藤 明子 

12 
 

東京都市管理指導室課長会代表 
（小金井市教育委員会指導室長） 浜田 真二 

【事務局】 
13 東京都教育庁指導部体育健康教育担当課長 堀川 勝史 
14 東京都教育庁指導部高等学校文化振興担当課長 勝嶋 憲子 
15 東京都教育庁指導部高等学校文化振興担当課長 秋元 一猛 
16 東京都教育庁人事部勤労課長 前田 泰伯 
17 東京都教育庁指導部主任指導主事 田村砂弥香 
18 東京都教育庁指導部主任指導主事 宮嶋 淳一 
19 東京都教育庁指導部主任指導主事 赤津 一也 
20 東京都教育庁指導部主任指導主事 原島 広樹 
21 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事 堀口 俊英 
22 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事 中村 美咲 
23 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事 楠本 祐也 
24 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事 田中 純子 
25 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事 濵島 浩二 
26 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事 澁谷 創平 

参考・引用文献等

文部科学省・スポーツ庁・文化庁

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ
いて（答申）」中央教育審議会（平成28年12月）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm

「中学校学習指導要領」文部科学省（平成29年３月）

http://www.mext.go.jp/
component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2019/03/18/1413522_002.pdf

「中学校学習指導要領解説　保健体育編」文部科学省
（平成29年７月）
http://www.mext.go.jp/
component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2019/03/18/1387018_008.pdf

「高等学校学習指導要領」文部科学省（平成30年３月）

http://www.mext.go.jp/
component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2018/07/11/1384661_6_1_2.pdf

「高等学校学習指導要領解説　保健体育編・体育編」 
文部科学省（平成30年７月）
http://www.mext.go.jp/
component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2019/03/28/1407073_07_1_1.pdf

「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底
について（通知）」文部科学省（平成25年３月）

http://www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/seitoshidou/1331907.htm

「学校現場における業務の適正化に向けて（次世代の学
校指導体制にふさわしい教職員の在り方と業務改善の
ためのタスクフォース報告）」文部科学省（平成28年６月）
http://www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/uneishien/detail/1372315.htm

「学校の危機管理マニュアル作成の手引」文部科学省
（平成30年2月）

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/
mextshiryou/data/aratanakikijisyou_all.
pdf

「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」
文部科学省（平成31年３月）

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/
anzen/1416715.htm

「運動部活動での指導のガイドライン」文部科学省 
（平成25年５月）
http://www.mext.go.jp/sports/
b_menu/sports/mcatetop04/
list/detail/__icsFiles/
afieldfile/2018/06/12/1372445_1.pdf

「学校における働き方改革に関する緊急対策」 
文部科学省（平成29年12月）

http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/29/12/1399949.htm

「学校における働き方改革に関する取組の徹底につ
いて（通知）」文部科学省（平成31年３月）

http://www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/hatarakikata/1414502.htm

「運動部活動の在り方にする総合的なガイドライン」 
スポーツ庁（平成30年3月）
http://www.mext.go.jp/
sports/b_menu/shingi/013_
index/toushin/__icsFiles/
afieldfile/2018/03/19/1402624_1.pdf

「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」
文化庁（平成30年12月）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/
bunkashingikai/kondankaito/
bunkakatsudo_guideline/h30_1227/
pdf/r1412126_01.pdf
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東京都教育委員会

「部活動基本問題検討委員会報告書」部活動基本問
題検討委員会（平成17年10月）

「部活動顧問ハンドブック」東京都教育委員会（平成
19年４月）

「外部指導員のための部活動指導の手引」東京都教
育委員会（平成20年３月）

「部活動中の重大事故防止のためのガイドライン」 
東京都教育委員会（平成24年５月一部改訂）
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
school/content/physical_training_and_
club_activity/files/accident_prevention/
bukatsudou_guideline.pdf

「体育・スポーツ活動中の熱中症予防マニュアル」 
東京都教育委員会（平成23年６月）
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
school/content/physical_training_and_
club_activity/files/accident_prevention/
sport_yobou.pdf

「体罰根絶に向けた教員研修用パンフレット」東京都
教育委員会（平成25年３月）
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
school/content/physical_training_
and_club_activity/files/physical_
punishment/taibatsu_pamphlet.pdf

「体罰根絶に向けた総合的対策　部活動指導等
の在り方検討委員会報告書」東京都教育委員会 

（平成25年９月）

「体罰根絶に向けた総合的対策」東京都教育委員会 
（平成26年１月）

http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/press_release/2014/files/
release20140123_02/taisaku.pdf

「体育的行事における安全対策ガイドライン」東京都
教育委員会（平成29年３月）

「使命を全うする！～教職員の服務に関するガイドライ
ン～」東京都教育委員会（平成29年５月）

http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/press_release/2017/files/
release20170525_01/03_guideline.pdf

「平成24年度に発生した都内公立学校における体罰
の実態把握について」東京都教育委員会

平成25年度に発生した都内公立学校における体罰
の実態把握について」東京都教育委員会

http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/press_release/2014/files/
release20140522_03/besshi.pdf

「平成26年度に発生した都内公立学校における体罰
の実態把握について」東京都教育委員会

http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/press_release/2015/files/
release20150521_01/besshi.pdf

「平成27年度に発生した都内公立学校における体罰
の実態把握について」東京都教育委員会

http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/press_release/2016/files/
release20160623_01/besshi02.pdf
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独立行政法人日本スポーツ振興センター

「スポーツ事故防止ハンドブック」独立行政法人日本
スポーツ振興センター（平成27年3月）

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/
Portals/0/anzen/anzen_school/
handbook.pdf

「熱中症を予防しようー知って防ごう熱中症ー」パン
フレット及び映像資料（ＤＶＤ）独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター（平成30年11月）
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/
anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPamphlet/
h30nettyuusyou_all.pdf

「安全で楽しい登山を目指して～高等学校登山指導
者用テキスト～」独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター（平成31年３月）
https://www.jpnsport.go.jp/
tozanken/Portals/0/images/contents/
syusai/2018/text/text2019zenpege.pdf

学校事故事例検索データベース（平成17年度～平
成29年度）独立行政法人日本スポーツ振興センター 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/
anzen_school/anzen_school/
tabid/822/Default.aspx

「学校の管理下の災害[平成25年版]平成24年度
データ」独立行政法人日本スポーツ振興センター（平
成25年11月）

「学校の管理下の災害[平成26年版]平成25年度
データ」独立行政法人日本スポーツ振興センター（平
成26年11月）

「学校の管理下の災害[平成27年版]平成26年度
データ」独立行政法人日本スポーツ振興センター（平
成27年11月）

「学校の管理下の災害[平成28年版]平成27年度
データ」独立行政法人日本スポーツ振興センター（平
成28年11月）

「学校の管理下の災害[平成29年版]平成28年度
データ」独立行政法人日本スポーツ振興センター（平
成29年11月）

「学校の管理下の災害[平成30年版]平成29年度
データ」独立行政法人日本スポーツ振興センター（平
成30年11月）
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/
kankobutuichiran/tabid/1912/Default.
aspx

「平成28年度に発生した都内公立学校における体罰
の実態把握について」東京都教育委員会

http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/press_release/2017/files/
release20170608_01/besshi.pdf

「平成29年度に発生した都内公立学校における体罰
の実態把握について」東京都教育委員会

http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/press_release/2018/files/
release180628_04/besshi_h29.pdf

「平成30年度に発生した都内公立学校における体罰
の実態把握について」東京都教育委員会

http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/press_release/2019/files/
release190620_02/besshi_h30.pdf
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公益財団法人日本スポーツ協会

「公益財団法人日本スポーツ協会及び加盟団体にお
ける倫理に関するガイドライン」公益財団法人日本ス
ポーツ協会（平成30年４月）
https://www.japan-sports.or.jp/
Portals/0/data/somu/doc/rinrikitei3.
pdf

「スポーツ指導者のための倫理ガイドライン」公益財
団法人日本スポーツ協会（平成31年４月）

https://www.japan-sports.or.jp/
Portals/0/data/katsudousuishin/doc/
rinri_gidelines.pdf

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」公益財
団法人日本スポーツ協会（令和元年５月）

https://www.japan-sports.or.jp/
Portals/0/data/supoken/doc/
heatstroke_0531.pdf

中央競技団体

「中学校部活動サッカー指導の手引き」公益財団法人
日本サッカー協会（平成30年7月）

http://www.jfa.jp/coach/physical_
training_club_activity/guideline.pdf

「中学校部活動における陸上競技指導の手引き」公益
財団法人日本陸上競技連盟（平成30年12月）

https://www.jaaf.or.jp/files/
upload/201812/jhs-all.pdf

「バスケットボール競技規則」公益財団法人日本バス
ケットボール協会（平成31年３月）

http://www.japanbasketball.jp/files/
referee/rule/2019rule.pdf

「柔道部部活動の指導手引き」公益財団法人 全日本
柔道連盟（平成30年８月）
 
http://www.judo.or.jp/wp-content/
uploads/2018/09/h30-bukatsudo-
shidotebiki.pdf

「中学校部活動におけるバスケットボール指導の
手引き」公益財団法人日本バスケットボール協会 

（平成30年10月）
http://www.japanbasketball.jp/
wp-content/uploads/Bukatsu-
compressed_2018110.pdf

「 中 学 校 部 活 動 に お ける 剣 道 指 導 の 手 引 き 」 
一般財団法人 全日本剣道連盟（平成31年３月） 

https://www.kendo.or.jp/wp/wp-
content/themes/kendo/assets/library/
pdf/JHS-kendoteams-guidebook.pdf

その他

「Coaching key factors」International Rugby 
Board（平成23年）

「コーチング学への招待」日本コーチング学会編集　
大修館書店（平成29年４月）
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