
（令和４年１月 14 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 

(１月開催予定)

①清水第三中学校（清水区三光町 3 番 57 号） 会場：体育館 

日時：１月 21 日（金）13:40～14:30 

対象：１・２年生（４クラス 91 人） 

内容：『社会に出て必要なチカラを考えよう(モノづくり編)』 

講師：(株)エスパルス 社員、明陽電機(株) 社員 

②清水中河内小学校（清水区中河内 2583 番地の 1） 会場：音楽室 

日時：１月 27 日（木）13:30～14:15 

対象：５・６年生（１クラス ７人） 

内容：『エスパルススタッフ編』 

講師：(株)エスパルス 社員 

※実施日程一覧は別紙をご確認ください。 

◆ 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。 

■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 



 令和３年度エスパルス教育サポート事業 

「エスプラス」 事業概要 

平成 23 年度から「エスパルスドリーム教室」として実施していた事業を、令和２年度から「エスパルス」

に様々なものを「プラス」して新たな授業を行う「エスプラス」としてブラッシュアップし、実施してい

ます。 

１ 目的 

静岡市のシンボルである清水エスパルスや静岡大学・市内企業と協働した静岡版の魅力ある授業 

づくりを推進し、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。 

２ 実施体制 

当該事業は、「（株）エスパルス」、「（一社）プロフェッショナルをすべての学校に（※静岡大学ベン 

チャー企業）」、「静岡市内の協力企業」、「静岡市」の四者が連携して行う協働事業です。 

※「プロフェッショナルをすべての学校に」とは：静岡大学教育学部塩田研究室を中心とする静大発ベンチャー企業。 

遠隔授業により首都圏の企業の「プロ」から話を聞きながら授業を行うなど、 

企業と連携した授業づくりの実績多数 

３ 事業内容 

■対象者：小学５年生～中学３年生 

■授業概要

 小学５年生 小学６年生 中学１～３年生 

授業時間 １時限（45 分間） １時限（45 分間） １時限（50 分間） 

授業内容

（裏面）
A～B2 の中から１つ選択 A～C3 の中から１つ選択 C1～３の中から１つ選択

■授業の進行：㈱エスパルス職員 

■講師：清水エスパルス（選手、アカデミーコーチ、職員）、市内企業（社員） 

※講師の指名はできませんが、実施校の希望を確認し調整します。 

■実施時期：６月下旬から 2 月を予定 ※授業内容 A 及び C3 は、９月～２月での実施とします。 

※各校の実施日は、実施希望校と調整のうえ、決定します。 

■令和３年度では、全体で 15 校程度 実施予定 

静岡市 

○教育委員会等関係機関への周知 

〇各学校への募集案内送付 

○授業内容の検討  ○事業に関する広報 

(株)エスパルス 

○実施日程の調整  〇選手･スタッフ派遣 

○授業内容の検討  〇授業の進行 

〇事業に関する広報 〇授業資料作成 

(一社)プロフェッショナルをすべての学校に 

（静大発ベンチャー企業） 

○授業コンテンツ監修  

協力企業 

（明陽電機、フジ物産、東海澱粉） 

○授業内容の検討  ○授業者の選定 

〇授業の実践 



授業内容 派遣講師 

～選手訪問型授業～ エスパルス ＋ 教科 ＋ キャリア教育 

選手と一緒に学ぶ参加型教育授業 

（スケジュールによりアカデミーコーチの参加となる場合もございます） 

対象：小学５・６年生 

No 内  容 

A 

『サッカーと勉強のつながり』 

 講師のシュートの実演から算数や理科など、教科とサッカーのつながりについて 

学習します。 

講師と一緒に学ぶとともに、夢や生き方についても児童に話をしてもらいます。

清水エスパルス

◆選手 

◆アカデミー 

コーチ 

～スタッフ訪問型授業～ エスパルス ＋ キャリア教育 

サッカークラブを支えるスタッフの仕事を題材としたキャリア教育授業 

対象：小学５・６年生 

No 内  容 

B1
『エスパルススタッフ編』 

スタジアムグルメやグッズ開発等に係る営業系の仕事について学び、ホームゲームの

興業やファンサービスについて考えます。 

B2
『元プロサッカー選手編』 

プロ選手歴があるエスパルススタッフを講師として、プロとしての生活やセカンド 

キャリアの仕事について学び考えることで、職業観を深めます。 

(株)エスパルス 

◆職員 

～静岡市の企業とスタッフ訪問型授業～  

エスパルス ＋ ホームタウン企業＋ キャリア教育 

エスパルスをサポートする市内企業から社会に出て必要なチカラを考えるキャリア教育授業

授業前半では、エスパルスやパートナー企業を通した地域貢献について学び、 

授業後半では、実際の企業の方と一緒に社会人に必要なチカラを考えます。 

対象：小学６年生～中学 3 年生 

No 内  容 

C1
『社会に出て必要なチカラを考えよう：モノづくり編』※協力 明陽電機㈱ 

船の安全を守る船舶部品のメーカー企業。同社製の部品は国内外で多数導入され、

防衛省の船にも使用される等、静岡が誇るべきモノづくり企業。 

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』 ※協力 フジ物産㈱ 

マグロ船のエサの売上日本一のマグロ関連企業。子どもたちにマグロの知識を 

深めてもらうための独自企画「まぐろソムリエ」を実施しています。 

C3
『社会に出て必要なチカラを考えよう：食品商社編』 ※協力 東海澱粉㈱ 

世界各国から様々な食品原材料を輸入する食の総合商社。世界 7 カ国に支社を 

持つ澱粉のスペシャリストから、食品開発や海外での仕事について学びます。 

(株)エスパルス 

◆職員

市内企業 

◆社員



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 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

13 １／21（金） 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

14 １／27（木） 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

15 調整中 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

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

※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。

※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。

※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。


