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※は必須
※1.本エントリーシート 2.活動の様子が分かる写真
　3.生徒による活動の資料や制作物等 4.その他、補足資料および参考資料等

●パンフレット内に『2019年度 20歳未満飲酒防止教育“学校コンクール”』審査基準が掲載されています。ご確認の上以下ご記載ください。

今回の取組みを行ったきっかけや理由をお書きください。

具体的な取組み内容（特に工夫、注力したポイントなど）と成果をお書きください。

取組みにおいて学校以外で地域や家庭などと連携された点があれば、お書きください。

今後の20歳未満飲酒防止教育に向けた予定があれば、お書きください。

タイトル「 」

□学校保健  □ビール酒造組合Webサイト  □日本洋酒酒造組合Webサイト  
□その他Webサイト（　　　　　　　　　　  　　　）  □事務局からの電話  
□他の先生からの紹介  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

コンクールを知ったきっかけを教えてください。
当てはまるものすべてに□を入れてください。✓
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府 県

市 郡
区

名

代表者名
(学校長名)

2019年11月29日(金)

ホームページでは過去の受賞作品や、表彰式・最優秀賞受賞校の発表などがご覧いただけます。

● 昨年の表彰式・最優秀賞受賞校の発表の様子（ホームページで動画がご覧いただけます。）

http://www.brewers.
or.jp/activity/camp/
index.html

● 祭りが盛んな地域でお酒に接する場面も多く、飲酒が及ぼす健康への影響を○×クイズで学習 （小学校部門）
● ライフスキル教育の一環として、児童の手本になる保護者や地域の大人と児童が一緒に学習 （小学校部門）
● 地域行事において飲酒に対する寛容さも見受けられるため、飲酒を断るロールプレイを実践 （中学校部門）
● 夏休み前に、未成年者とアルコールに関する映像教材を視聴し、飲酒防止の意識を明確化 （中学校部門）
● お盆に帰省する先輩と生徒の交流が多く、飲酒に走る危険性を感じ、警察署と連携して講座を実施 （高等学校部門）
● 進学先や就職先でのお酒に触れる機会を見据え、飲酒状態体験ゴーグルを使用して飲酒状態を体験 （高等学校部門）

2018年度は下記の応募がございました。応募事例

主催 ： ビール酒造組合 ／ 共催 ： 日本洋酒酒造組合
毎年、後援をいただいている内閣府、警察庁、国税庁、文部科学省、厚生労働省、一般社団法人全国高等学校PTA連合会、
公益社団法人日本PTA全国協議会、全国養護教諭連絡協議会、全国高等学校長協会、全日本中学校長会、全国連合小学校長会、
公益社団法人アルコール健康医学協会につきましては、現在、後援の申請中であり、本年も引き続き後援をいただく予定となっています。

ビール酒造組合とは…ビールメーカー5社で構成される特別認可法人です。　日本洋酒酒造組合とは…ウイスキーなどメーカー80社で構成される特別認可法人です。

ビール酒造組合 学校コンクール　 で 検索

20歳未満飲酒防止教育

学校コンクール

2019年度

応募締切

20歳未満飲酒が及ぼす健康への影響などの理解促進を狙いとして、
全国の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校（学級）から

20歳未満飲酒防止教育の事例を募集いたします。

「20歳未満飲酒防止教育“学校コンクール”」では、

mailto:camp@brewers.or.jp
http://www.brewers.or.jp/activity/camp/index.html


※1校につき、100名分とさせていただきます。
※測定に必要な時計、エタノールは別途ご準備ください。

  応募支援ツールといたしまして、ご希望の方へ『飲酒状態体験ゴーグル』をお貸し出し、
『アルコールパッチテスト』・『ビールすごろく』をご提供しております。

学校全体での「20歳未満飲酒防止」活動の一環として、学校行事の際などの体験用ツールとしてご活用ください。

飲酒によっておこる「視覚のゆがみ」
や「遠近感の変化」を平常時の冷静
な脳の状態で体験することにより、
飲酒状態がいかに危険かを体感で
きます。

お酒に関する知識と情報を学べる教材となっています。
ボードゲーム形式で楽しく遊びながら学ぶことができます。
また、すごろくの盤面はポスターとしてもご活用できるよう
になっており、教室内などの掲示板に貼ることもできます。

デジタル版でもお楽しみ
いただけます。

※スマートフォンには対応しておりません。

※お申込の際に、「学校名」「ご担当者様名」「希望貸出日程」「ご連絡先」をお聞きします。　※「飲酒状態体験ゴーグル」のお貸出期間は、貸出しから返却まで5日間とさせて
いただきます。詳細はお申込時にお問い合わせください。　※「アルコールパッチテスト」は、無料でご提供いたします。
※ビールすごろくは無料でご提供いたします。　※数量には限りがございますので、先着順とさせていただきます。ご希望に添えない場合がございますがご了承ください。

ビールすごろく で 検索

応募支援ツール提供のご案内

中学校・高等学校向け教材

飲酒の体への影響、お酒の断り
方を生徒と一緒に学べる教材
ムービー「お酒と私たちの健康
～お酒を勧める大人より断るあ
なたの方がもっと健康の理解者
～」を公開しています（DVD版の
申し込みも受け付けています）。

また、「教師用指導の
手引き」は、中学校指
導用と高等学校指導
用のそれぞれも公開
しており、ご活用いた
だけます。

目 次

その他の教育活動との関連 …………………………… P4授業用資料③

飲酒をすすめられたときの対処を取り入れた展開例 … P3授業用資料②

飲酒の健康への影響を題材とした場合の展開例 …… P2授業用資料①

※こちらの展開例はDVDと組み合わせた活用もできるよう設定しております。
　チャプターごとに分けて活用ができますので、授業内容に合わせてお使いください。

【教師用指導の手引き（高等学校用）】

お酒と
私たちの健康

ビール酒造組合

はじめに
　この度ビール酒造組合では、中学校・高等学校用に未成年者飲酒防止を目的とした DVD「お酒と

私たちの健康　～お酒を勧める大人より断るあなたの方がもっと健康の理解者～」を作成しました。

　学校での未成年者飲酒防止教育の主な学習内容は、１）アルコールの心身への影響について、２）

飲酒の開始要因とその対処についてです。本教材は、中学校・高校段階で、この２つを教える際の

利用を意図して作成されています。また、「教師用指導の手引き」は、中学校指導用と高等学校指導

用のそれぞれが作成されており、中学校については、未成年者のアルコールの影響、アルコールと脳、

アルコールの害、アルコールを分解する体質などを理解したうえで、飲酒を誘われたときの対処を

考え実践するよう構成されています。高校については、アルコールの急性影響と慢性影響、飲酒開

始の個人的要因と社会的要因、飲酒の社会的対策など理解したうえで、飲酒を誘われたとき、特に

イッキ飲みのような危険な行為を求められたときの対処を考え実践するよう構成されています。

　DVD 内で解説される科学的根拠によって、生徒が納得する授業展開が期待できます。またロール

プレイングの模範を参考にし、断り方を実践することによって、お酒を誘われたときの意志決定・

行動選択をより実践的に考え学ぶことが期待できます。

聖心女子大学教授　植田誠治

高

「お酒と私たちの健康」教材ムービー ・ 教師用指導の手引き

飲酒状態体験ゴーグル アルコールパッチテスト

肌にアルコール成分を貼り、その部分の肌の色の
変化で、自分のお酒に対する体質をチェックし
ます。「飲酒に向かない」、「アルコールの分解能力
が弱い」など自分の体質を知ることができます。

ビールすごろく

http://www.brewers.or.jp/tool/pdf/school-2018.pdf
ビール酒造組合

http://www.brewers.or.jp/tool/

お申込先 こちらをご活用ください。お申込書

ビール酒造組合ダウンロード先
http://www.brewers.or.jp/
tool/#movie_box

パンフレット裏面のエントリーシートをご参照ください。

郵送での応募：
メールでの応募 ：

〒108-0023  港芝浦郵便局留「2019年度 20歳未満飲酒防止教育学校コンクール」事務局

応募締切

応募資格
201９年 11月29日（金） 

募集内容

必要事項

応募先

全国の小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校 ・ 特別支援学校（学級）

エントリーシートでご応募ください。

課題発見力

オリジナリティー

学校外（地域・家庭）
への影響度

継続性

学校での「20歳未満飲酒防止教育」に関する取組みを募集します。

共催・後援の各団体と有識者で審査委員会を構成し、厳選なる審査の上、入選校を決定します。

●上記の審査基準をもとに審査を行います。

注意事項

●アンケートで20歳未満の人の飲酒による危険性の理解が不十分であることが判明
●地域行事などが盛んで、生徒とアルコールが身近な環境にある

●20歳未満飲酒防止に対する独自の教育方法　
●オリジナルのツールの使用や、貸出ツールの独自の活用方法
●児童・生徒による制作物や発表方法のオリジナリティー

●地域との連携による飲酒防止の授業　●制作物の地域への掲出
●各家庭へのアンケート調査

●今回の取組みによる成果や今後の課題　
●今後の飲酒防止教育の予定

審査委員

お問い合わせ先

賞

発　表

小学校・中学校・高等学校・
特別支援学校（学級）

ご応募いただいた学校には、入選の有無にかかわらず2020年1月ごろに結果をご連絡します。

8万円相当の副賞をカタログ式ギフトよりお選びいただけます。

3万円相当の副賞をカタログ式ギフトよりお選びいただけます。

15万円相当の副賞をカタログ式ギフトよりお選びいただけます。

小学校・中学校・高等学校・
特別支援学校（学級）

小学校・中学校・高等学校・
特別支援学校（学級）

応募方法
エントリーシートはパンフレット裏面または、
ビール酒造組合のホームページ（http://www.brewers.or.jp/activity/camp/index.html）からダウンロードしたものをご使用ください。
併せて、活動の様子が分かる資料や写真があればご提供をお願いします。（書式自由1～3点）

最優秀賞

優秀賞

審査員特別賞

ビール酒造組合 info@brewers.or.jp

2019年度 20歳未満飲酒防止教育 学校コンクール 審査基準

●学校での取組みとして、ポスターなどの作品を応募する際、作品内に「20歳未満飲酒防止」などを訴求する内容の表現を必ず明記してください。
●上記の作品内で、「特定メーカーが限定されるようなイラストなど」「20歳になったら制限なく飲酒してもよいと受け取られる表現」
　 「誤字・脱字」「身体の省略表現でハンディキャップを連想されてしまうような描写」「交通標記を使用したマーク」は使用しないでください。
●複数点の応募も可能です。
●応募された取組みにおけるポスターなどの諸権利は主催者に帰属いたします。
　また、入選した取組みにおけるポスターなどについては、当組合が各種啓発活動において、自由に利用できるものとします。

●応募資料や作品の返却はいたしません。　●入選した取組みにおけるポスターなどの作品には補正を行うことがあります。
●審査結果についてのお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。
●お預かりした個人情報については審査、入選者の発表、賞品の発送を利用目的とし、ご本人の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することは
　ありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。
●表彰式などで撮影された写真につきましては、次年度以降もパンフレットなどに使用させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
　（撮影風景・人物写真などの諸権利も主催者に帰属いたします。）

●ビール酒造組合のツール（飲酒状態体験ゴーグルやパッチテスト）を
授業内や文化祭などの学校行事で活用

●ビール酒造組合の教育ツール（ビールすごろく）を授業などで活用
●学校で20歳未満飲酒防止を説明するツールなどを独自に
制作し授業などで活用

●20歳未満の人の飲酒防止を訴求するポスター作成を
クラスや学年単位などで実施

●校内で20歳未満の人の飲酒に関するアンケート調査を実施

●保健委員会や学年、クラスの活動で掲示物を制作し、
学校中に啓発活動を展開

●地域の警察署や酒店などと連携し、学校で20歳未満飲酒防止を
考える時間を設ける

●20歳以上の人から飲酒を勧められた際に、飲酒を断る
ロールプレイの実施

●その他、20歳未満飲酒防止に関わる学校での活動

各1校

各3校

各1校

1

2

3

4

20歳未満飲酒防止教育に
ついての課題の着眼点

取組み内容の独自性

取組みによる家庭や
地域への影響度合

今後の20歳未満飲酒防止
教育の継続性

【例】

【例】

【例】

【例】

　エントリーシートに貴校による20歳未満飲酒防止教育の取組み内容について、具体的に記載してください。

2019年度
20歳未満飲酒防止教育  学校コンクール 募集要項

ビール酒造組合 学校コンクール　 で 検索

ご活用
ください

ビール酒造組合加盟各社の啓発ツール

https://www.kirin.co.jp/
csv/arp/arp/pamphlet.html

■キリンビール(株)
https://www.sapporoholdings.jp/
csr/alcohol/

■サッポロビール(株)
https://www.asahibeer.co.jp/
csr/tekisei/effort_books.html

■アサヒビール(株)
https://www.suntory.co.jp/
arp/minor/

■サントリービール(株)

下記、いずれかの取組みでも応募が可能です。

いずれも無料

camp@brewers.or.jp
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https://www.suntory.co.jp/arp/minor/
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