
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シブヤ「部活動改革」プロジェクトとは 

 

渋谷区立中学校の部活動は、学校によって希望する部活動がなかったり、人数が少なく思うよ

うに部活動ができなかったりするという状況があります。「一度、こんなスポーツをやってみたか

った。」「こんな部活動があれば入ってみたかった。」と思うようなことはありませんか？ 

そこで、やりたい部活動をみなさんが思い切りできるように、各学校の既存の部活動に加えて 

渋谷区立中学校 8校の生徒が参加できる合同の部活動を立ち上げます。 

今年度は、体験入部・体験イベントとして実施し、令和 4年 4月から本格的に活動します。 

 

体験入部・体験イベント参加について 
 

・10月 6日（水）までに formsで回答をお願いします。回答はこちらから。 

※9月 10日までに回答している人は、回答する必要はありません。ただし、内容を変更する

場合は、再度回答してください。 

・参加希望者には、後日、個別に持ち物や集合場所等の詳細の情報をお伝えします。 

・既に学校の部活動に入部している人も参加できます。 

・活動日が学校行事や試験期間と重なる場合は、学校行事等を優先してください。 

・参加費はかかりません。 

・既存部活動と同様に、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用されます。  

 

新型コロナウイルス感染症対策について 
 

・渋谷区立中学校の部活動運営の対応に準じます。 

・新型コロナウイルス感染拡大状況等を考慮し、活動が中止または延期となる場合があります。 

 

 

問合せ先 

 

部活動改革等に関すること 渋谷区スポーツ部 スポーツ振興課 事業調整主査 3463-3296 

部活動の役割等に関すること 渋谷区教育委員会事務局 教育指導課 3463-3024 

生徒の個別相談に関すること 所属中学校     

 

渋谷区スポーツ部長 

渋谷区教育委員会事務局次長 

渋谷区立中学校長会 

 

https://forms.office.com/r/yEiRviyUpF


 

 

 

  

パソコン 

タブレットを使ったプログラミングや 

ｅスポーツの体験プログラムを用意します。 

詳細はこちら 

 

初 回：11月 13日（土）14：00～16：00 

会 場：原宿外苑中学校 

講 師：ミクシィ、ユナイテッド 

    eスポーツコミュニケーションズ 

協 力：フロンティアインターナショナル  

定 員：20人程度 

テニスをさらに楽しく、そして成長できる面白さ、 

素晴らしさを体験してもらうため、質と内容にこだ 

わった部活動にします。 

そのためには皆さん自身の取り組む姿勢を求めることも 

出てくることと思いますが、この機会が今後の皆さんにきっと

役立つであろうことを願って臨みます。 

  

初  回：11月 20日（土）13：00～16：00 

会 場：二子玉川区民運動施設 

スペシャルアドバイザー：伊達 公子 氏 

指導者：ヘッドコーチとして元プロ選手 

定 員：30人程度 

硬式テニス 

女子ラグビー 

みなさん、はじめまして！私たちは、渋谷 

区を拠点に活動している女子ラグビーチーム 

です。明るいお姉さん達と楽しくラグビーボール 

で遊んでみませんか？初めてラグビーボールに触れ

る人も大歓迎！気軽に申し込んでくださいね。選手から

のメッセージはこちら 

 

初  回：11月 20日（土）14：00～16：00 

会 場：宮下公園 サンドパーク 

講 師：東京山九フェニックス 

定 員：20人程度 

シブヤ「部活動改革」プロジェクト 

 種目紹介 

日本の伝統的な頭脳スポーツともいえる将棋

をやってみませんか。将棋を楽しく指しながら 

実力アップを目指しましょう♪ 

 

 初 回：11月 13日（土）14：00～16：00 

会 場：千駄谷小学校 

講 師：日本将棋連盟 

定 員：20人程度 

将棋 

初回実施日は、諸事情により変更になる場合があります。 

再募集人員については次ページを確認して下さい。 

サッカーをやりたいけど学校にサッカー部 

がない人必見！女子も男子も初心者も歓迎。 

  

初  回：11月 13日（土）（実施時間調整中） 

会 場：渋谷本町学園中学校 

講 師：ＦＣトリプレッタ 

アドバイザー：藤田 俊哉氏(サッカー元日本代表) 

定 員：30人程度 

対 象：鉢山・上原・笹塚・松濤 

渋谷本町学園中学校 

 

サッカー 

 
サッカーを楽しみ、スポーツの素晴らしさを 

感じてもらえたら嬉しいです。 

パラスポーツ（ボッチャ） 

誰でも参加できます。渋谷区長杯出場を目標に 

練習しましょう！頭脳プレイを体感し、この夏の 

感動をもう一度！ 

 

初  回：11月下旬（調整中） 

会 場：鉢山中学校 

講 師：村上 光輝氏 

（日本代表監督） 

    新井 大基氏 

（パラリンピック解説でおなじみ） 

定 員：24人程度 

ダンス 

   EXILE TETSUYA考案の EPIレッスンでは、 

      ダンスに必要な体づくりを学ぶことができます。 

ぜひ一緒に体を動かしていきましょう！ 

CyberAgent Legitからのメッセージはこちら♪ 

                    

  初 回：11月 13日（土）14：00～16：00 

会 場：上原中学校 

講 師：LDH JAPAN、CyberAgent Legit 

定 員：30人程度 

 

 こんにちは、EPI インストラクターの kaho です！ 

 初心者歓迎！ 

満員 
御礼 

満員 
御礼 

満員 
御礼 

       ボウリングを通じて『礼儀・感謝・思考力』を 

     育みながら、全国中学ボウリング選手権で活躍する 

選手を育成します！ 

 

      初 回：11月 13日（土）08：00～10：00 

会 場：笹塚ボウル 

講 師：井口 直之氏(プロボウラー) 

定 員：36人程度 

ボウリング 
 

フェンシングは中学から始める人も多く 

身長や体格に関係なく誰もが楽しめ、オリン 

ピックを目指せる競技です。個人戦だけでなく 

団体戦もあり、みんなで楽しむことが出来ます。 

ぜひこの機会にお友達と一緒に参加してください！ 

   

  初  回：11月 27日（土）14：00～16：00 

会 場：地域交流センター代々木の杜 

      講 師：日本フェンシング協会 

定  員：20人程度 

フェンシング 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakushu/bunka/sedai__bukatu.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakushu/bunka/sedai__bukatu_rugby.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakushu/bunka/sedai__bukatu_dance.html


 

回答方法・注意点 
 

・https://forms.office.com/r/yEiRviyUpF ←この formsから回答してください。 

・回答内容は左記のとおりです。 

・9月 10日の締切後、受付を終了していましたが、現在は再開しています。 

・この formsは、学校で配布された端末でしか開くことができません。 

・ブラウザは、Internet explorer（インターネットエクスプローラー）または Microsoft edge（マイクロ 

ソフトエッジ）を使用して URLを開いてください。Chrome（クローム）では、開くことができません。 

  ・9月 11日以降の申込で再募集人員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。 

 

活動予定・再募集人員 
 

サ ッ カ ー：原則週 1回 土曜日 実施時間調整中（再募集人員１８人） 

※当初の案内では週 4回程度の予定でしたが、諸事情により月４回程度に変更になりました。 

 

ボウリング：原則週 1回 土曜日 8：00～10：00 （再募集人員６人） 

 11月 13・20・27日、12月 4・11・18・25日、1月 8・15・22・29日、2月 5・12・26日、3月 5・12・19日 

 

ダ ン ス：原則週 1回 土曜日 14：00～16：00 ※一部日曜日 （受付終了） 

11月 13・20・27日、12月 4・11・18・25日、1月 8・15・22日、2月 5・12・26日、3月 6・12・19日   

 

パラスポーツ：月 2回程度 （11月～12月）水曜日 16：00～18：00、 (1月～3月) 土曜日 14：00～16：00（再募集人員１５人） 

（ボッチャ） 初回 11月下旬予定。以降調整中。 

 

将    棋：原則週１回 土曜日 14：00～16：00 （再募集人員１２人） 

11月 13・20・27日、12月 4・11・18・25日、1月 8・15・22・29日、2月 5・12・26日、3月 5・12・19日 

 

パ ソ コ ン：原則週 1回 土曜日 14：00～16：00 （受付終了） 

11月 13・20・27日、12月 4・11・18・25日、1月 8・15・22・29日、2月 5・12・26日、3月 5・12・19日 

 

硬式テニス：不定期開催 土曜日 13：00～15：00または 14：00～16：00 （受付終了） 

11月 20日、12月 18日、3月 5日 

 

フェンシング：月 1回程度 土曜日 14：00～16：00 （再募集人員９人） 

11月 27日、12月 11日、1月 8日、2月 12・26日、3月 12日 

 

女子ラグビー：月 1回 土曜日 14：00～15：30 （再募集人員１８人） 

        11月 20日、12月 18日、1月 22日、2月 5日、3月 5日 

 

※日程は、支援団体や会場との調整または感染症対策により変更になる可能性があります。 

 

 formsを開くとこのような内容が表示されます。 

https://forms.office.com/r/yEiRviyUpF

