
共生社会実現のために
自分は何ができる？
障がい者講師と一緒に考え、
リアルタイムに対話ができる
ワークショップ型オンライン授業

オンライン版

オンライン版あすチャレ！ジュニアアカデミーは、パラア
スリートを中心とした講師による、ワークショップ型授業
です。
障がい当事者だからこそ伝えられる経験を一緒に体感しな
がら、障がいとは何か？を自分の視点から考えます。
共生社会実現のために一人ひとり何ができるのか、講師と
のリアルタイムな対話を交えながら楽しく理解を深めるこ
とを目指します。

受講に必要な機材一式や、
ポケットWiFi もお貸出します
ので、学校にインターネット
の通信環境がなくても受講
可能です。操作方法は事前に
スタッフがレクチャーします。

道徳の時間や総合的な学習の
時間などの授業 1コマに取り
入れやすい、45 分完結の 
プログラムです。
※中学・高校は 50 分

費用は 1万円／ 1回（税込）。
この中に、機材のレンタル料、
往復発送費用、講演料など、
全てが含まれていますので
お気軽にお申込ください。

通信機材の
無料レンタル
付き！

“共生社会” を
障がい者講師
から学ぶ

オンライン版
３つのポイント

①必要な機材は
　　全て無料貸出！

②授業に取り入れ
　やすい４５分間～

③費用は総額
税込1万円

-主催 - - 協賛 -



実施日 2日前目途

実施当日

事務局

講師

無償レンタルセット

①タブレット端末
②ポケットWiFi 端末
③変換アダプタ
④出力ケーブル（HDMI または VGA）

学校
HDMI VGA

ま
た
は

こんにちは！

LIVE

◆テレビ / モニター

教室 A

◆プロジェクター

教室 B

実施までの流れ
授業実施の 2 日前までを目
処に、事務局よりレンタル
セットを学校にお届け

インターネットの接続方法
や機材の操作について事前
に確認
※スタッフがサポートいた
します

教室のモニターやプロジェ
クターに講師の画面をお繋
ぎいただき、ライブ中継で
授業を実施

同梱の着払い伝票をご利用
のうえ、レンタルセットを
ご返送

オンライン版あすチャレ！ジュニアアカデミーの実施を
ご希望の方は、応募フォームまたはFAXにてお申込下さい。

お申込用紙に必要事項を記入し、下記番号宛にお送り
下さい。受領確認後、事務局よりメールにてご連絡い
たします。

応募フォームからのお申込・お問合せ

FAX でのお申込・お問合せ

下記公式HPの応募フォームよりお申込下さい。
URL:www.parasapo.tokyo/asuchalle/junioracademy/

概要 お申込・お問合せ
実施
地域

実施
対象

実施
期間

実施
人数

実施
場所

実施
時間

実施
費用

全国

小学校高学年（4～6年生）および
中学校、高等学校等の児童生徒

随時受付
※実施希望日 3週間前までにお申込下さい

上限 100 名程度（応相談）

教室、視聴覚室、多目的室等
※モニター等をご準備下さい

小学校：45分
中学 / 高校：50 分
※事前準備等のため 1時間目はご遠慮下さい

10,000 円 / 回
※消費税、機材レンタル料、往復送料含む
※機材の貸出は 1回あたり最大 3セットまでとなります
※実施後請求書にてお振込みいただきます
※講師個人への謝金ではお受けできません
　費目は当センター宛の「実施費用」となります
　あらかじめご了承ください

あすチャレ！ジュニアアカデミー

FAX：03-5500-0826
日本財団パラリンピックサポートセンター
「あすチャレ！ジュニアアカデミー」事務局
〒135-0092  東京都品川区東八潮３丁目１
　　　　　　船の科学館本館３F
TEL：03-5500-0825
FAX：03-5500-0826
E-mail：jracademy@parasapo.tokyo



実施お申込み書

学校名

住所 〒

校長先生/副校長 ご担当の先生

電話番号 FAX番号

E-mail

総受講人数/クラス 受講 人 / クラス ( ) 

機材の送付 ▢ 希望しない・ ▢ 希望する ( セット / 上限３セット)
※ 実施希望日時の記入は平日（月～金）でお願い致します。原則土日での実施は受け付けておりません。
※ 原則１時間目からの実施は受け付けておりません。

第１希望日 20     年 月 日 時 分 ～ 時 分 ( 時間目)

第２希望日 20     年 月 日 時 分 ～ 時 分 ( 時間目)

第３希望日 20     年 月 日 時 分 ～ 時 分 ( 時間目)

▢ 希望日なし 実施不可な日程を記入してください。（ ）
下記「※」の項目にご協力いただける学校を優先させていただく場合があります。

※ 当日の写真撮影
及び広報物等へ
の使用について

実施当日の実施風景や受講している児童生徒の写真を撮影させていただ
いたり、貴校に撮影をお願いする場合があります。また、その写真を日
本財団パラリンピックサポートセンターの広報物やＳＮＳ、ＨＰなどに
使用させていただく場合がありますが、許可されますか？

※ マスコミ取材に
ついて

実施当日、新聞・テレビなどのマスコミが取材を希望する場合がありま
すが、許可されますか？

※ その他入校者に
ついて

実施当日、関係者や他校の見学者などが入校を希望する場合があります
が、許可されますか？

こちらをA４用紙にコピーし、必要事項をご記入の上、FAXにてご応募ください。
FAX：03-5500-0826

【お問合せ】 日本財団パラリンピックサポートセンター
「あすチャレ！ジュニアアカデミー」 事務局
〒135-0092 東京都品川区東八潮3-1 船の科学館３F
TEL : 03-5500-0825・070-7548-0562 FAX: 03-5500-0826
Email : jracademy_staff@parasapo.tokyo

例：4-1、3‐B

▢ 許可する ▢ 許可しない

▢ 許可する ▢ 許可しない

▢ 許可する ▢ 許可しない

※ 自治体にて取りまとめてお申込みをされる場合は、別途事務局へご連絡ください。

オンライン版
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