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40th

ならしのこまち

2020

「子どもスタッフ」

募集中！

◆◆ ならしの子ども劇場には、わくわくドキドキ楽しいことがいっぱい ◆◆

ならしの子ども劇場では、色々な年齢の子ども達があそぶことや舞台鑑賞などを通して、心を育てる体験を行っています。

【会員募集中】

入会金：300円　　

月会費：1,300円

＊３歳以上　

大人、子ども同額

この新聞は習志野市内の小学４〜６年生の子ども記者が作りましたこの新聞は習志野市内の小学４〜６年生の子ども記者が作りました

広報誌の役割や作成の方

法について、広報課による

ミニ講座で学びました。

「どんなことを調べると良いかな？」「レイアウトは？」

みんなで意見を出し合い、作業を進めました。

習志野にやってきたオランダ水泳チームの練習を見学。

インタビューも行いました。

こどもしんぶんを印刷する松樹印刷㈲を見学しました。

印刷のしくみについて、おしえてもらいました。

　習志野市内から集まった15名の子ども記者。６月～９月まで６回の会議と
３回の取材を行い、習志野こどもしんぶんの編集に取り組みました。

記者を募集したチラシ。

市内小学校に配布し定員を

超える応募がありました。

新聞を作る作業やオランダに

ついて沢山学びました。オリン

ピックで、オランダ人選手達の

活躍を観るのが楽しみです。

安藤 ゆうすけ

私は、子ども記者をやってみ

て、オリンピックやパラリン

ピックについてよく分かりま

した。特に水泳が楽しみです。

石塚 りお

私は、生まれて初めて「記者」

というものをやって、仲間と

一緒にひとつの物を作る楽し

さを知りました。

伊藤 かしわ

オランダの選手の合宿を見た

り、インタビューをしたり貴

重な体験ができてとてもうれ

しかった。

小野寺 あおい

私は、オリンピックのことをよく

知りませんでした。でもこの機

会でオリンピック・パラリンピッ

クのことをもっと知りたいなと思

いました。　　　　　 堤 りか

初めて会う人たちとオラン

ダ選手の練習見学やインタ

ビューをして楽しかった。オ

リンピックは全競技に期待し

ています。　　　　徳海 りあ

オリンピックは侍ジャパン、サム

ライブルー、テニス、水泳に期

待します。オランダの選手が優

しく質問に答えてくれ嬉しかっ

たです。 野宮 しゅうと

子ども記者をやって、色々な

ことを経験しました。オリン

ピックでは、水泳と空手など

の格闘技が特に気になってい

ます。　　　　　濵砂 ゆづき

これまでやってきて終わって

しまうのが早いな、と思いまし

た。オリンピックでは、陸上競

技を特に頑張ってほしいです。

小畑 まさのり

子ども記者をやってとても楽

しかったです。オリンピック・

パラリンピック、世界の皆さ

ん、頑張ってください！

織部 まお 

何をやるのかわからなくて最

初は「つまらなさそう」と思っ

ていたけど、思ったより楽し

くて来年のオリンピックが楽

しみです。　　　杉山 のぞむ

ぼくは、公開練習で見たオラン

ダの選手が活躍するのを期待

しています。松樹印刷さんでの

印刷見学が面白かったです。

瀧 はやと 

ちがう小学校の子たちと新聞

を作るのはドキドキしたけれ

ど楽しかったです。オランダ・

日本選手の活躍が楽しみです。　　

福迫 きよら

オランダの水泳チームの練習を

見学できて、広報誌を作れて楽

しかったです。東京オリンピッ

ク・パラリンピックはテニスが楽

しみです。　　　 細川 ひろき

ぼくが東京オリンピックで注

目している競技は野球です。野

球発祥の地アメリカのチーム

が日本に来るのが楽しみです。

山﨑 たくま

【参考文献】　 オリンピック・パラリン

ピック大事典（金の星社）、オリンピック

まるわかり事典（PHP研究所）、オリン

ピック・パラリンピックまるごと大百科

（学研プラス）、オリンピック絵事典（PHP

研究所）、こどもオリンピック新聞（世界

文化社）、国旗のえほん（戸田デザイン研

究所）、写真で見るオリンピック大百科

①オリンピックってなに？、写真で見

るオリンピック大百科 別巻 パラリン

ピックってなに？（ポプラ社）

【参考ホームページ】パラリンピックサ

ポートセンター、東京都オリンピック・

パラリンピック準備局、公益社団法人

東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会、オランダ大使館、習

志野市

子どもがつくる子どものまち

「ならしのこまち2020」

2020年３月14日（土） 開催

お申し込み、お問合せは

ならしの子ども劇場まで

ならしの子ども劇場

◇スタッフ編集後記◇

子ども記者たちの会議の準備、運営、最終的な編集作業に、NPO法人ならしの子ども

劇場の会員がスタッフとして活動しました。最初はどの子ども記者も緊張気味でし

たが、回を重ねるごとにみんなに会話や笑顔が増え、記事の作成もそれぞれの個性が

生かされどんどん進んでいきました。子どもたちのパワーを感じ、一緒に笑いあえる

楽しい体験でした。ご協力くださった皆様ありがとうございました。

子どもスタッフ会議で

まちの仕組みや

ルールを考えます。

対象：小４〜小６

先着15名

感想をお寄せください

2019年度 習志野市市民参加型補助金かだい提案型採択事業　

【企画・発行】NPO法人ならしの子ども劇場　〒275-0016 習志野市津田沼5-3-27

TEL＆FAX：047（451）3676

【  協　 力  】　千葉県環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局  事前キャンプ・大会競技支援課

　　習志野市
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　古代オリンピックは、紀元前９世紀に始まり、ギリシ
アを中心にした、全能の神ゼウスをはじめ、多くの神々
のための体育や芸術の競技祭でした。
　当時のギリシアではオリンピア地方の「オリンピア祭
典競技」、コリント地方の「イストミアン・ゲームズ」、ネ
メア地方の「ネメアン・ゲームズ」、デルフォイ地方の「ピ
シアン・ゲームズ」などが４大祭典競技として知られてい
ました。
　今のオリンピックは、世界平和のためのスポーツの祭
典ですが、古代オリンピックは、ギリシアを中心にした
宗教行事でした。

　近代オリンピックの創始者クーベルタンは、スポーツ

と芸術の融合を目指し、オリンピックに文化的な要素を

加えることにしました。1912年ストックホルム大会ま

で芸術競技は正式種目として、絵画・文学・音楽などで

順位を競っていました。

　パラリンピックは、戦争でけがをした兵士

たちの治療と復帰を目的として始まりました。

イギリス・ロンドンにあるストーク・マンデビ

ル病院のルードヴィッヒ・グットマン博士によ

り、1948年ロンドンオリンピックにあわせて

院内で16名の車いす患者によるアーチェリー

大会を開催したことが始まりとされています。

鈴木大地 選手：習志野市大久保で小学２年生から

水泳を始める。習志野市立第二中学校から船橋市

立船橋高校に進学。高校在学中の1984年にロサン

ゼルスオリンピック出場。1988年ソウルオリンピッ

クに100ｍ背泳ぎで出場し、バサロ泳法（潜水泳法）

で金メダル獲得。現在、スポーツ庁長官。 （2012年 ロンドンパラリンピックで、世界新記録で金メダル）

今井友明 選手：ウィルチェアラグビー　　 銅メダル

中島啓智 選手：水泳 200ｍ 個人メドレー　銅メダル

田中康大 選手：水泳 100ｍ 平泳ぎ　　　　４位

〜 2016年 リオデジャネイロ

パラリンピックで活躍した選手〜

P2~3担当子ども記者：
安藤ゆうすけ、石塚りお、小野寺あおい、小畑まさのり、織部まお、瀧はやと、野宮しゅうと

　パラリンピックの目的は、「福祉」であり、国際パラリ

ンピック委員会は、スポーツを通じて障害のある人たち

にとって、よりよい共生社会を実現することを理念とし

ました。

「勇気（負の感情に向き合い、克服しようとする精神力）」

「強い意志（難題に対し諦めることなく己の限界を突破しようとする力）」

「インスピレーション（心を揺さぶり駆り立てる力）」

「公平（多様性を認める力）」

の４つの価値を重視していました。ただ、オリンピック

と同様に、パラリンピックもまた障害者スポーツの最高

峰とみなされるようになり、福祉的な側面よりも競技的

な側面に注目が集まるようになっていきました。

　初めてオリンピックが開催されたとき、マラソンの正式な距離はまだ決められていませんでした。第１回アテネ大会では40㎞

であれば良いと考えられており、オリンピックで初めて42.195㎞を走ったのは、1908年第４回ロンドン大会でした。競技場で観戦

する予定のイギリス王妃が、ゴールを目の前まで延長するよう強く要望し、その結果42.195㎞という半端な距離が生まれたのです

（諸説あります）。その後1924年第８回パリ大会で正式な距離を決めることとなり、ロンドン大会の42.195㎞が採用されました。

　美しい身体と品格を身につけることを理想とし

ました。それは「カロカガディア」と呼ばれ、芸術

家達は競ってアスリート像の制作をしました。

子ども記者が考えた
オリジナル

キャラクター

子ども記者が考えた
オリジナル
キャラクター

⃝つなひき 1900年〜1920年

⃝タンデム自転車（複数人が前後に並んで乗る

自転車競技）　　　　　1908年〜1972年

⃝立ちたかとび、立ちはばとび、立ち三段とび

1900年〜1912年

⃝馬高とび、馬はばとび　　　　　1900年だけ

⃝ポロ（馬で行うホッケーのような競技）

1900年〜1936年

子ども記者が考えた
オリジナル
キャラクター

声が遠くまできれいに聞こえるかどうかを競いま

す。勝者は期間中「ふれ役」として選手の入場や表

彰で名前を読み上げます。

４頭の馬に２輪の車を引かせ競馬場を周回する

レースです。カーブをいかに効率良く回るかが勝

負の分かれ目です。

笛の音色が遠くまできれいに聞こえるかどうかを

競います。勝者は期間中、選手の入場や表彰で演

奏します。

1948年　グットマン博士が車いすの人のアーチェリー大会を開催。

1960年　初めてオリンピックと同じ都市（ローマ）で開催。夏季大会が始まる。

1964年　東京大会で「パラリンピック」が愛称として使われる。日本はこの年から出場。

1988年　ソウル大会で初めてオリンピックと同じ会場を使用して開催。「パラリンピック」が正式名称になる。

1989年　国際パラリンピック委員会が設立される。

2004年　オリンピックと同じ組織委員会により運営されるようになる。
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二人の金メダリスト

P4~5担当子ども記者：杉山のぞむ、徳海りあ、細川ひろき

・競泳チームは、足にフィン（足ひれ）をつけてゆっくり

とクロールの息継ぎをして何回も泳いでいました。

・アーティスティックスイミングの選手（ペア）は、音楽

をかけながら同じところを何度も何度も繰り返し練習

していました。

・競泳チームもアーティスティックチームも、泳ぐたび

に何度もコーチとフォームの確認をしていました。

・コーチは、選手の泳ぎ方を録画して見せながらアドバ

イスをしていました。

・歓迎セレモニーがあり、森田知事が選手にチーバくん

のぬいぐるみをプレゼントしていました。

・選手がすごく背が高くてびっくりしました。

・長い距離をずっと泳ぐのではなく、短い距離を泳ぐ

たびにコーチと話していたのがすごいと思いました。

・地道な練習だと思いました。

・飛び込み方がすごくきれいでした。こんな風になり

たいな、と思いました。

・きれいなフォームだと思いました。

Q オランダの国土は？

A 約41,864平方キロメートル　

九州とほぼ同じ広さ。

千葉県の８倍  日本の約８分の１

Q 人口は？

A 約1,705万人  日本の約７分の１

Q 首都は？

A アムステルダム

Q 主な特産品は？

A じゃがいも　花類　

生乳（チーズなど）

Q 言語は？

A オランダ語

Q 通貨は？

A ユーロ

Femke Heemskerk 選手

・北京オリンピック（2008年）

女子4×100ｍリレー  金メダル

Ranomi Kromowidjojo 選手

・ロンドンオリンピック（2012年）

女子50ｍ、100ｍ自由形  金メダル

※100ｍで出した53秒00は当時の五輪新記録

・世界水泳（2019年７月）

50ｍバタフライ  銀メダル

　2019年６月27日から７月16日まで、オランダの水泳選手チームが７月に韓国で行われた世界水泳大会の
事前合宿のため、習志野にやって来ていました。７月６日㈯には公開練習が行われました。

　2019年７月13日㈯、ホテルニューオータニ幕張にて、選手にインタビューをすることができました。
通訳の方が英語で伝え選手も英語で答えてくれました。

【答えてくれた選手】　 Mathys Goosen／マーシー（バタフライ）　 Kyle Stolk／カイル（自由形）

Kim Busch／キム（自由形 バタフライ）　 Tes Schouten／テス（平泳ぎ）

Q １日にどれくらい練習をしていま

すか？

A ２〜３時間、距離にすると５〜６

キロメートルです。

Q ぼくも泳ぐのが好きです。

速く泳ぐアドバイスをください。

A 目標を持って決してあきらめない、

目標に向かって頑張ることです。

Q 日本で行きたい所はありますか？

A 富士山、ディズニーランド、

東京の中心地

Q 良いタイムを出すためにどんなこ

とに気をつけていますか？

A 毎日ポイントを１〜２つに絞りど

うやって良くするかコーチと話し

練習をします。練習がない日は全

く別のことをします。
Q つらい時や水泳をやめたいと思っ

たことはありますか？そんな時は

どうすればまた頑張れるようにな

りますか？

A つらい時もあるけれど、できるだ

け人と話し、コーチや他のプロに

アドバイスをしてもらいます。

あきらめず頑張ることが

大事です。

Q 将来の夢は何ですか？

A 東京オリンピックに出場して、

決勝に出場することです。

オランダ人男性の平均身長は世界一

の182.5㎝。2000年に引退したバス

ケットボール選手 リックスミッツ選手

の身長は224㎝あった！

　日本語の中にはオランダ語がもとになって

いる言葉がたくさんあります。

　ビール、オルゴール、おてんば、ランドセル、

ガラス、ピストル、ポン酢などは、オランダ語

の音をまねしてできた日本語です。

子ども記者の
テス

キム

マーシー

カイル

来日した
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全22競技

アーチェリー／陸上競技／バドミントン／ボッチャ／

カヌー／自転車競技／馬術／５人制サッカー／

ゴールボール／柔道／パワーリフティング／ボート／

射撃／シッティングバレーボール／水泳／卓球／

テコンドー／トライアスロン／車いすバスケットボール／

車いすラグビー／車いすテニス／車いすフェンシング

東京２０２０オリンピックマスコット
名前：「未来」「永遠」という２つの言葉を結びつけられ

て生まれ、すばらしい未来を永遠にという願いが

込められています。

特徴：正義感が強く、運動神経も抜群。特技はどんな場

所にも瞬間移動できる。

コンセプトは温故知新。伝統を重んじる古風な面

と最先端の情報に精通する、鋭い面を持っている。

 東京２０２０パラリンピックマスコット
名前：桜を代表する品種ソメイヨシノと非常に力強いとい

う意味の「so mighty」から生まれました。

特徴：クール。ふだんは物静かだが、いざとなると誰より

もパワフル。自然を愛する優しさを持ち、超能力を

使って、石や風と話せる。また見るだけで物を動か

す念力もある。桜の触角でテレパシーを送受信し、

市松模様のマントで空を飛ぶことができる。

全33競技

水泳／アーチェリー／陸上競技／バドミントン／

バスケットボール／ボクシング／カヌー／自転車競技／

馬術／フェンシング／サッカー／ゴルフ／体操／

ハンドボール／ホッケー／柔道／近代五種／ボート／

ラグビー／セーリング／射撃／卓球／テコンドー／

テニス／トライアスロン／バレーボール／

ウエイトリフティング／レスリング

野球・ソフトボール／空手／

スポーツクライミング／スケートボード／

サーフィン／３×３バスケットボール

：五つの輪のそれぞれが、アジア、

ヨーロッパ、アフリカ、南北ア

メリカ、オセアニアを意味しています。

：一つ一つの輪は、世界の大陸

を示していますが、どの色が

どの大陸と、決まっているわけではなく、全世界中の人

々が、オリンピックに集い、結ばれることを表しています。

：輪の五色と、背景の白の合計６色

で、世界中の国旗のほとんどを書

けることから「世界は一つ」という意味があります。

⃝フェンシング…７月25日㈯〜８月２日㈰
⃝テコンドー……７月25日㈯〜７月28日㈫
⃝サーフィン……７月26日㈰〜７月29日㈬
⃝レスリング……８月２日㈰〜８月８日㈯

オリンピック

⃝車いすフェンシング…………８月26日㈬〜８月30日㈰
⃝ゴールボール…………………８月26日㈬〜９月４日㈮
⃝シッティングバレーボール…８月28日㈮〜９月６日㈰
⃝テコンドー……………………９月３日㈭〜９月５日㈯

パラリンピック

ー 2020年７月３日㈮（千葉県２日目）ー

P6~7担当子ども記者：伊藤かしわ、堤りか、濱砂ゆづき、福迫きよら、山﨑たくま

：赤、青、緑の３色の曲線で描かれるパラリン

ピック・シンボルマークは「私は動く」＝運

動を意味すると同時に、「動くことの勇気」

も意味しています。

千葉県で行われる競技の日程

【２日目デイルートテーマ】

　 「千葉県の魅力あふれる歴史・伝統文化や国際都市をアピールするルート」

【２日目ルート】

銚子市 → 旭市 → 香取市 → 芝山町 → 成田市 →習志野市→ 千葉市（幕張メッセ）

  ＊ルートは千葉県で調整中の案のため、今後変更の可能性があります。

千葉県PRマスコット
キャラクター
チーバくん
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