
（令和３年 11 月 29 日発表） 

◆アピール 

 ポイント 

■静岡市・清水エスパルス・静岡大学・市内企業の四者が連携し、子どもたちの 

学習への興味や関心を高めるとともに、エスパルスや地域への愛着醸成を図る 

ための特別授業「エスプラス」を開催します！ 

■清水エスパルスの選手・スタッフ等がゲスト講師となり、算数や理科などの学習

内容にサッカーを関連付けた授業や、エスパルスをサポートする市内企業社員が

講師となり、社会に出て必要なチカラを考えるキャリア教育授業を行います！ 

◆ 日時など 

(12 月開催予定)

①駒形小学校（葵区南安倍二丁目 1 番 1 号） 会場：教室 

日時：12 月 2 日（木）13:40～14:25 対象：6 年生（1 クラス 34 人） 

内容：『社会に出て必要なチカラを考えよう(食品商社編)』 

講師：(株)エスパルス 社員、東海澱粉(株) 社員 

②足久保小学校（葵区足久保奥組 741 番地の 1） 会場：教室 

日時：12 月 3 日（金）10:35～11:20 対象：６年生（１クラス 35 人） 

内容：『元プロサッカー選手編』 

講師：羽田 敬介（はだ けいすけ/現エスパルスユース GK コーチ） 

③麻機小学校（葵区有永町 2 番 43 号） 会場：体育館 

日時：12 月 9 日（木）13:45～14:30 対象：６年生（3 クラス 計 73 人） 

内容：『社会に出て必要なチカラを考えよう(まぐろソムリエ編)』 

講師：(株)エスパルス 社員、フジ物産(株) 社員 

④蒲原東小学校（清水区蒲原 666 番地） 会場：教室 

日時：12 月 10 日（金）10:35～11:20 対象：６年生（１クラス 31 人） 

内容：『社会に出て必要なチカラを考えよう(まぐろソムリエ編)』 

講師：(株)エスパルス 社員、フジ物産(株) 社員 

⑤清水飯田小学校（清水区下野中 2 番 40 号） 会場：体育館 

日時：12 月 16 日（木）13:40～14:25 対象：6 年生（3 クラス 計 102 人）

内容：『サッカーと勉強のつながり』 

講師：市川大祐（いちかわ だいすけ/現エスパルスジュニアユース U-15 監督）

※詳細は、別紙事業概要及び実施日程一覧をご確認ください。 

◆ その他 

■取材の際は、授業前日 17:00 までに下記問合せ先へご連絡願います。 

■1 月の実施について、詳細が決定次第、報道資料でお知らせします。 

■新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をした上で実施します。 

別紙資料  有（別紙） 

ぜひ当日の取材をお願いします

報道資料

【問合せ】スポーツ交流課 ホームタウン推進係 

     （静岡庁舎新館 17 階）

  電話：054-221-1072 

変更 
④蒲原東小学校の日程変更 

※12/10 を延期し、１月以降で調整中
令和３年 12 月９日 

※令和４年１月以降で調整中 



NO. 実施時期 学校名 授業内容 ゲスト講師 学年 クラス数
児童・
生徒数

1 ６／29（火） 清水両河内中学校
　Ｃ１『社会に出て必要なチカラを考えよう：
　　　　モノづくり編』（明陽電機）

・(株)エスパルス 広報部
　　高木 純平（たかき じゅんぺい）氏
・明陽電機(株)社員

2 1 14

2 ６／30（水） 清水第四中学校
　Ｃ２『社会に出て必要なチカラを考えよう：
　　　　まぐろソムリエ編』（フジ物産）

・(株)エスパルス 広報部
　　高木 純平（たかき じゅんぺい）氏
・フジ物産(株)社員

2 4 123

3
９／21（火）
【オンライン】

横内小学校 　Ｂ１『エスパルススタッフ編』
・(株)エスパルス 企画部
　　石川 智美（いしかわ ともみ）氏

6 4 118

4 10／19（火） 千代田東小学校 　Ａ『サッカーと勉強のつながり』（選手）
・清水エスパルス
　ジュニアユース U-15監督
　  市川 大祐（いちかわ だいすけ）氏

5 3 99

5 11／１（月） 長田東小学校
　Ｃ３『社会に出て必要なチカラを考えよう：
　　　　食品商社編』（東海澱粉）

・(株)エスパルス社員
・東海澱粉(株)社員

6 5 153

6 11／４（木） 井宮小学校
　Ｃ１『社会に出て必要なチカラを考えよう：
　　　　モノづくり編』（明陽電機）

・(株)エスパルス社員
・明陽電機(株)社員

6 2 74

7 11／16（火） 清水江尻小学校 　Ｂ２『元プロサッカー選手編』
・清水エスパルス
　ユースコーチ
　　久保山 由清（くぼやま よしきよ）氏

５・６ 4 120

8 11／25（木） 西豊田小学校 　Ｂ２『元プロサッカー選手編』
・清水エスパルス
　ユースコーチ
　　久保山 由清（くぼやま よしきよ）氏

6 4 135

9 12／２（木） 駒形小学校
　Ｃ３『社会に出て必要なチカラを考えよう：
　　　　食品商社編』（東海澱粉）

・(株)エスパルス社員
・東海澱粉(株)社員

6 1 34

10 12／３（金） 足久保小学校 　Ｂ２『元プロサッカー選手編』
・清水エスパルス
　ユースGKコーチ
　　羽田 敬介（はだ けいすけ）氏

6 1 35

11 12／９（木） 麻機小学校
　Ｃ２『社会に出て必要なチカラを考えよう：
　　　　まぐろソムリエ編』（フジ物産）

・(株)エスパルス社員
・フジ物産(株)社員

6 3 73

12
１月以降(調整中)
12／10（金）

蒲原東小学校
　Ｃ２『社会に出て必要なチカラを考えよう：
　　　　まぐろソムリエ編』（フジ物産）

・(株)エスパルス社員
・フジ物産(株)社員

6 1 31

13 12／16（木） 清水飯田小学校 　Ａ『サッカーと勉強のつながり』（選手）
・清水エスパルス
　ジュニアユース U-15監督
　  市川 大祐（いちかわ だいすけ）氏

6 3 102

14 １月（調整中） 清水第三中学校
　Ｃ１『社会に出て必要なチカラを考えよう：
　　　　モノづくり編』（明陽電機）

・(株)エスパルス社員
・明陽電機(株)社員

１・２ 4 91

15 １月（調整中） 清水中河内小学校 　Ｂ１『エスパルススタッフ編』 ・(株)エスパルス社員 ５・６ 1 7

令和３年度エスパルス教育サポート事業「エスプラス」　実施校一覧

※実施日までに各学校と調整のうえ予定を変更する場合もあります。調整中部分については詳細決定次第、随時報道資料でお知らせします。

※取材の際は、授業前日17:00までに、スポーツ交流課 ホームタウン推進係（054-221-1072）へ必ずご連絡ください。

※写真撮影等に関しましては、参加者個人が判別できないようご配慮いただくか、掲載について学校・参加者本人にご確認いただきますようお願いします。


