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は じ め に

　体力は、人間の活動の源であり、健康の維持のほか、意欲や気力といった精
神面の充実に大きくかかわっています。また、生きる力を支える重要な要素で
あるとともに、子どもが生涯にわたって運動に親しみ、明るく豊かで活力ある
生活を営む態度を育成する上で極めて大切なものです。
　近年の社会環境や生活様式の急激な変化は、子どもの心身の健康に様々な影
響を及ぼしており、日常生活における体を動かす機会の減少、運動する子とそ
うでない子の二極化傾向、食生活の乱れや肥満・痩身傾向、不安やストレスの
増大等、様々な健康に関する問題が指摘されています。
　そのような状況の中で、子どもの心身の健全な発達を促し、生涯にわたって
自ら進んで運動に親しみ、健康・安全で活力ある生活を送ることができる資質
や能力を育てることは極めて重要なことです。学校における体育、健康教育は、
子どもの発達の段階を考慮しながら、体育科の時間はもとより、学校の教育活
動全体を通じて相互に関連させて総合的に行うとともに、家庭、地域社会等と
連携して取り組み、その一層の充実を図る必要があります。
　これらのことから、県教育委員会では、幼児期からの健康課題解決のために、
運動の機会の増加と主体的に健康づくりに取り組む子どもの育成を目指し、発
達の段階に応じた具体的な指導内容、指導方法についての充実を目的に「健
康・体力アップ研修会」を２年間にわたり実施しました。研修後に各学校で取
り組んだ内容を報告していただき、実践資料を作成しました。
　各校におかれましては、本資料を有効に活用していただき、今後の子どもの
体育、健康教育の充実に生かしていただきますようお願いします。
　結びに、本誌の刊行に当たり、御協力いただきました学校の関係者をはじめ、
関係各位に心から感謝申し上げます。

　平成30年３月

� 青森県教育庁スポーツ健康課　　

� 課　長　相　坂　　　譲　
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事業説明

教員が運動・栄養・休養を総合的に捉え取り組むことにより、家庭や地域社会と一体となった
取組が推進される。

子どもたちが将来にわたって、豊かな生活を送るため、健康や運動に関心をもち、望ましい生活
習慣への改善が図られる。

子どもの健康意識の向上

肥満傾向児の減少・体力向上

スポーツ健康課 H29戦略プロジェクト【健康長寿県プロジェクト】

健康・体力アップ推進事業

子ども健康促進事業（H26～27）
●青森っ子健康ランウォーク推進事業（体力向上）
●体育・健康リーダー育成事業（指導法研修会）
●あおもり型給食普及事業（給食の開発）
●青森っ子健康サポート事業（東通村立東通小学校：個別栄養指導　外部連携）

●体力については、下降傾向にあった数値もここ数年同水準を保っている状況にある。しかし、全国平
均と比較してみると、平均を上回る年齢層は少ない状況にある。また、小学校低学年において運動し
ない児童の割合が、全国と同様に高い傾向にあることから、小学校低学年も含めた幼少期からの運
動機会増加が望まれる。

●肥満傾向児出現率は、徐々にではあるが減少傾向にあるものの、依然として高い状況ではある。家
庭での生活習慣や健康意識の低さに課題があると見られる。

●体育の実技指導と保健学習の双方の授業実践力向上を図る必要がある。
●望ましい生活習慣をきずくために、養護教諭と栄養教諭・学校栄養職員とが連携を図りながら取り組む
必要がある。

●運動と健康を総合的に捉え、系統的・継続的な取組が必要である。

健康・体力向上プログラム作成・実践【幼稚園等・小学校対象】
●各学校で健康や体力向上に関する改善プログラムを作成・実践・検証することにより、子どもの健康づく
りを推進
●実践に当たり、体力コンテスト（元気アップチャレンジ等）を活用し、子どもの体力づくりを推進
●体力向上に関する改善プログラムは、新体力テストの結果等に基づき、休日の運動を含めた運動課
題解決プログラムとして作成し、各家庭での活用について啓発を図る（学級便りや保護者集会等）

未来を変える子ども健康づくり事業
～未来の健康は今が大事～

こ れ ま で の 取 組

現 状 と 課 題

今 後 の 方 向 性

取 組
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１．青森市立合浦小学校

２．青森市立金沢小学校

３．つがる市立向陽小学校

４．深浦町立深浦小学校

５．弘前市立三省小学校

６．藤崎町立藤崎中央小学校

７．十和田市立三本木小学校

８．十和田市立深持小学校

９．むつ市立第三田名部小学校

10．むつ市立関根小学校

11．八戸市立多賀台小学校

12．南部町立福地小学校

13． 認定こども園 青森中央短期大学附属第三幼稚園

14． 学校法人 柴田学園  柴田幼稚園

15． 学校法人 千葉学園  千葉幼稚園



PLAN

DO

●全ての児童が意欲的に取り組めるようにする
●調整力、持久力、筋力の向上を図る

合浦パワー体操（授業始めに）
●�筋力の向上のため、各学年に合ったサーキット・トレーニング（合浦パワー体操）や体ほぐしの
運動、体つくり運動等を実施。

合浦パワーストレッチ（授業の終わりに）
●合浦パワーストレッチなどを取り入れ、柔軟性を高める整理体操の実施。
「走力」の向上
●�全ての運動の基本となる「走力」の向上を目指して、全ての児童が意欲的に取り組めるような運
動を取り入れていく。

柔軟性、瞬発力・調整力の向上
●「器械・器具を使っての運動」「用具を操作する運動」の内容を工夫。
その他の工夫
●全ての児童が意欲的に運動に取り組めるよう、課題をもったゲームを構成する。
●１時間の授業の中でできるだけ運動量を確保するよう工夫していく。
●�調整力、持久力を高めるため、自己評価カードを作成し、なわとび・持久走に挑戦させる。また、
全校でのマラソン大会、なわとび大会を実施し、意欲付けを図る。

マラソン・なわとびの取組
●�朝や休み時間における、「あすなろっ子元気アップチャレンジ」
への挑戦。

　▶マラソン（８月～11月）…持久力
●�降雪のため、外に出られない時期は教室横のワークスペースで
休み時間になわとびに取り組ませる。（なわとびカード使用）

●�全校でのマラソン大会、なわとび大会を実施し、意欲付けを図
る。

　▶マラソン大会（10月）なわとび大会（２月）

・体力テストの結果からバランスの取れた体力アップを図る必要がある。
・「適切な運動の経験」を通して「運動に親しむ資質や能力を育てる」ことを考慮したい。
・マラソンの取組の個人差が激しい。
・学年が上がるにつれて、体育以外で体を動かす児童が減っている傾向にある。

背 景

県教育委員会関連事業
40ページ参照

●全校児童数／128名（男子56名　女子72名） ●全クラス数／８学級　●教職員数／12名学校データ

青森市立合浦小学校

2

実践事例1



CHECK

ACTION

●�授業始めに合浦パワー体操、授
業の終わりには合浦パワースト
レッチなどを取り入れた結果、
柔軟性は高まってきている。

●�「走力」「器械・器具を使っての
運動」「用具を操作する運動」の
内容を工夫し、児童が意欲的に
取り組めるようにした。柔軟性、
瞬発力・調整力は、高まってき
ている。

●�１時間の授業の中でできるだけ
子どもたちの運動量を確保し、
課題をもったゲームを構成する
よう工夫した結果、児童が意欲
的に運動に取り組むようになった。

●�自己評価カードを作成し、なわとび・持久走に挑戦させた結果、調整力、
持久力がつき、全校でのマラソン大会やなわとび大会に意欲をもって取り
組むことができた。

●�全体的に外で遊ぶ児童が増え、男女で一緒にドッジボールをする姿も見ら
れた。

●健康面
　・学級担任だけではなく、保護者、学校職員全員の協力が必要である。
●運動面
　・�全体的にバランスの取れた体力アップを継続的に図る必要があるので、授業始めにそれぞれの

学年にあったサーキットトレーニング（合浦パワー体操）を継続的に行っていく。
●その他（生活面等）
　・全ての児童が意欲的に取り組めるように課題をもったゲームを構成していく。

参考資料
32ページ参照

小 

学 

校
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PLAN

DO

●校庭や体育館で、遊具などで、進んで運動する子
●持久力と握力の向上を図る。

パワーアップタイム
●�朝の活動の中で、全校で体を動かす時間を確保している。外で行う場合は、金沢ソーラン（表現
運動「よっちょれ」や「ダンスＮＥ・ＢＵ・ＴＡ」）で体をほぐし、各学年毎に走るコースを変え、
曲が流れている間、持久走を行っている。雨天時や冬期間は、体育館で全校が取り組める体つく
り運動を体育委員会の児童や教師が見本となって指導をし、一緒に取り組んでいる。

補強運動「ムキムキマン運動」
●�各学年の実態を踏まえ、単元に合わせた運動を中心に多様
な感覚が身に付くような内容や体力テストで落ちている項
目の補強を考えて構成し、年間通して行っている。

その他の工夫
●�自分の体力テストの記録と比較できるように、歴代の記録
を校内に掲示している。

●�体育の時間の準備運動として、リズムダンス・体ほぐし運
動を行っている。

・�パワーアップタイムを室内で行う場合、低～高学年の運動量の違いもあり、できる動きが限
られてくる。用具を取り扱う運動は、数に限りがあるので全校で取り組む事ができない。

・�ムキムキマン運動を重視して行うと、時間がかかるので主運動の時間が取れず、授業時間の
バランスが悪くなる。

・運動に取り組む機会が多いので、体を動かすことが好きで、外で遊ぶ児童が多い。
・体力テストの結果、１年生と中学年は、全体的に全国平均を下回る児童が多い。
・２年生女子と高学年は、全国平均を上回る児童が多い。
・�全体的に見て、握力・20ｍシャトルラン・ソフトボール投げが、平均並みか劣っている傾向
がある。

背 景

●全校児童数／524名（男子261名　女子263名）●全クラス数／20学級　●教職員数／28名学校データ

青森市立金沢小学校

4

実践事例2



CHECK

●��運動を継続して取り組んでいる事によって、児童の運動意欲
が向上してきている。パワーアップタイムに加えて休み時間
に進んでマラソンに励んだり、遊具を利用して遊んでいる児
童が増えてきている。室内で行うパワーアップでは、体ほぐ
し運動・体つくり運動の事例を紹介しながら取り組むことに
よって、教科体育でも主運動につながる動きとして取り入れ
ている学級が増えてきている。

●�ムキムキマン運動を通して、準備運動としての運動量をしっ
かり確保することができ、主運動の基礎的な動きづくりに有
効に働いている。多様な感覚を低学年のうちに経験すること
ができているので、運動嫌いの児童が全校的に少ない。

●�体力テストの歴代の記録を掲示することで、児童の目的意識
が高くなり意欲をもって体力テストに取り組むことができた。

●�体力テストの結果、昨年度に比べ握力・20ｍシャトルラン・
ソフトボール投げの記録がやや向上した。

ACTION

●�食に関する指導、睡眠に関
する指導等、保護者・学校
職員間の連携や情報共有が
今後の課題である。

● 体力テストの結果を元に、
遊具などを使った握力向上
のための運動を、低学年か
ら継続的に取り組むカリ
キュラムを考える必要があ
る。

小 

学 

校
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PLAN

DO

●自分の力をせいいっぱい出せる子
●毎日規則正しい生活をおくる子
●友達とよく関わり合う子

「体力アップチャレンジ」
●�教科体育の導入部分において、全学級共通の『体力アップチャレンジ』を行う。（４月～２月）
〈具体的な取組〉
●�『体力アップチャレンジ』の種目に挑戦し、記録を取っていく。時間は各30秒。記録の時間は15秒。
●�ペアで行動し、一人は運動、もう一人は回数等を記録をする。それぞれ交代しながら行う。
●�『体力アップチャレンジ』の流れや時間配分は、一枚のＣＤにプログラムしておく。（BGMによ
るルーティーン化）

〈情報の活用〉
●�各学期の初めと終わりのデータをグラフ化しそれを個人票として児童に渡し、指導していく。
●�個人の記録の伸びや新記録の情報は、学級通信などを通して家庭にも随時知らせる。

「体力アップチャレンジ」の種目
・反復横跳び
・連続ジャンプ
（持久力、瞬発力、跳躍力）
・上体起こし
・ボール的当て
・肋木ぶら下がり（握力）

 BGMの流れ
・スタートの合図
・種目実施の曲（30秒）
・終了の合図
・種目実施の曲（30秒）
・終了の合図
・記録記入の曲（15秒）
※以上を５回繰り返す

・�記録を伸ばしたり、もっと体力を向上させるには、投げるなどの動作を細かく指導していく
必要がある。

・低学年は、運動に慣れるためには時間が必要だった。段階的に指導していく必要がある。
・長座体前屈、50ｍ走、握力、ボール投げの記録が低い。
・外で元気よく遊ぶ児童も多いが、体育以外で全く体を動かさない児童も多い。
・�給食の食べ残しは全体的に多い。また極度の偏食が見られる児童もいる。家庭との連携も必要。

背 景

●全校児童数／254名（男子130名　女子124名）●全クラス数／12学級　●教職員数／21名学校データ

つがる市立向陽小学校

6

実践事例3



CHECK

●��体力テストに関連する種目を毎時間の教科体育で行ったことで、運動の基本的な動作の習得や体
力の向上が見られた。特に反復横跳びは、跳躍のリズムに気付き、運動のコツが分かってきた。
結果、どの種目も記録が伸びている児童が多い。

●教科体育の導入部分での運動量が大幅に増えた。

●�記録をこまめに取ったことで、児童自身の運動に対する意識の向上が見られ、意欲的な活動と
なった。またそれを家庭にも発信した結果、毎回の学級通信が楽しみなどの声も聞かれるように
なった。

●記録をグラフ化し、視覚的にもとらえさせた結果、自分の成長をより感じていた。

●�軽快な音楽に合わせて運動させたことが、記録の伸びにつながった。それを一枚のＣＤでコント
ロールできたことが良かった。

●�体育委員会の常時活動に、体力アップチャレンジの結果集計と掲示板への掲示を取り入れた。結
果、全校が体育の取組に対して意欲的になり、記録を伸ばそうとするようになってきた。

ACTION

●�柔軟性に関する種目が『体力アップチャレンジ』にはないため、教科体育の中で取り入れていく
必要がある。

●時間内に記録し、それをもとにグラフ化する作業は低学年には難しかった。
● 共通の記録用紙を各学年に配布したが、その後の活用については各学級に任せてしまったため、
学校全体でデータを共有するまでにはいかなかった。

● 記録を伸ばしたり、もっと体力を向上させるには、投げるなどの動作を段階的に細かく指導して
いく必要がある。教科体育の中で行うには、時間的に厳しい学年や学級も出てくる。

● それぞれの動きに慣れてきたのは成果としてあげられるが、サーキットトレーニング自体にマン
ネリが見られてきている。

小 

学 

校
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PLAN

DO

● 一人一人に明確なめあてをもたせ、継続して体力づくりに励む習慣形成を促すことで、
基礎体力の向上を図る。

「朝
あさ

活
かつ

タイム」（BGMによるルーティーン化）

●�平成28年度後期より「朝
あさかつ

活タイム」と称して、毎朝始業時間
前の運動を奨励している編集したBGMをかけることで、児童
がマラソン（グラウンドへ移動▶準備運動▶マラソン▶クール
ダウン）となわとび（各学年指定の運動場所へ移動▶時間跳び
▶種目跳び▶柔軟運動）に自主的に取り組めるようにした。

●柔軟性を高めるため、朝活終了時に柔軟運動の時間を設けた。
自校オリジナルのマラソンカード等による意欲喚起
●�自校オリジナルのマラソンカードを作成し、カードが終わる毎
に、絵柄の違う新しいカードに進める工夫を講じるとともに、
カードが終わる毎に完走証として賞状を授与し、意欲を喚起す
ることで、継続的で自主的な運動につながるようにした。

●�運動会とマラソン記録会の記録を比較し、最もタイムを縮めた
児童を表彰し、継続的な運動につながるよう意欲を喚起した。

●�毎年行っている校内なわとび記録会では、個人の時間跳び、種
目跳びでの各表彰を行うとともに、縦割り班による長なわとび
種目も設け、異学年で協力する機会を通して、楽しみながら運
動に取り組めるようにした。

●�なわとびカードは、児童が楽しみながら新しい技や記録更新に
向かえるようにスモールステップで自分の頑張りを感じられも
のを作成した。

・�持久力をつける運動においては、肥満傾向にある児童にとっては負担が大きいと思われるこ
とから、栄養教諭や養護教諭と連携しながら、個別の指導・工夫を図っていく必要がある。

・�柔軟性が低い本校児童には、引き続き「朝活タイム」を継続させていくが、児童が今後もより
主体的に運動に取り組むための手立てを講じていきたい。

・�男女ともに長座体前屈及び上体起こしが全国平均を下回っている。その他の落ちている体力に
ついては、学級担任と体育担当者が共通理解を図りながら、指導に当たっていく必要がある。

・�スクールバスでの登下校児童が多く、一日の運動量は決して多いとは言えないため、運動量
の確保も課題の一つである。朝活タイムだけではなく、休み時間の過ごし方や自宅でもでき
る運動の紹介などをしていきたい。

背 景

●全校児童数／110名（男子45名　女子65名）●全クラス数／９学級　●教職員数／15名学校データ

深浦町立深浦小学校
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BGMの流れ
マラソン
・移動
・ウォーミングアップ（１分）
・マラソン（７分）
・クールダウン（１分）
縄跳び
・指定場所へ移動
・ウォーミングアップ（１分）
・時間跳び（３分）
・種目跳び（３分）
・柔軟運動（１分）

CHECK

●�絵画やイラストが得意な校長が描いたカードや賞状は、児童の自主的な運動意欲を喚起し、毎朝
進んで運動する児童が増えた。結果的に持久力の向上につながっている。

●�運動会とマラソン記録会、なわとび記録会など、以前の記録を意識させることで、目標をもって
運動に取り組む児童が増えた。

●�前期は、週に一度だった体育集会が、毎朝の「朝活タイム」に切り替ったことで、児童の運動量が
飛躍的に増えた。冬場主体のなわとびとともに、児童の運動量確保、体力向上につながっている。

●柔軟性が課題である本校児童にとっては、毎朝の運動時に付随する柔軟運動が効果的であった。

●�なわとび記録会では、縦割り班による異学年交流も含め、児童が楽しみながら運動に取り組む機
会となっている。

●�朝活時に音楽をかけることで、児童は毎朝自主的に運動に取り組むようになり、朝の運動が習慣
化されてきた。また、編集した音楽の切り換わりとともに、準備運動や柔軟運動を行っており、
けがの予防や運動後の体のケアにもつながった。

ACTION

●�持久力をつける運動においては、肥満傾向にある児童にとって
は負担が大きいものであることから、栄養教諭や養護教諭と連
携しながら、指導の工夫を図る必要がある。

● 柔軟性については、継続的な運動が効果を上げる。長い時間を
要するため、適切な動きを指導していく。

● その他の落ちている体力については、学級担任と共通理解を図
りながら指導の工夫に努める。

小 

学 

校
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PLAN

DO

●運動に親しみ、自らの技能や体力向上のめあてに向かって最後まで実行できる子
　　　　　　　～休み時間に、仲間と進んで運動や遊びをする子～

朝の集会活動を中心とした取組
●�夏期はマラソン、冬期はなわとびに取り組ませる。児童にマラソンカード、なわとびカードを持
たせ、意欲的に取り組めるようにさせる。

●全校で、体幹トレーニング、柔軟性を高めるトレーニング等に取り組ませる。
●�縦割り班で活動する「ふれあいタイム」（朝の集会活動）に他学年の児童と協力し合って楽しく運
動する経験をさせ、休み時間の遊びに発展させられるようなゲームなどを提案する。

●�朝の集会で実施している『ストレッチ運動』で、ペアでの運動を取り入れる。
また、各ストレッチの動きのポイントも指導する。

●�校内マラソン記録会に向けて「マラソン月間」、なわとび大会に向け「なわ
とび月間」を設け、それぞれにあった具体的めあてを決め、取り組むように
させる。（行事、朝の集会活動、休み時間）

●�マラソン記録会（９月末）への意識を高めるために、『めざせ、自分史上、
最高タイム』という特別版マラソンカードを１ヶ月間活用し、運動会（５月
末）の記録と今回の目標、実際の結果が書き込めるようにする。

教科「体育」における工夫
●�４学年、５学年合同体育を実施し、少人数では学べない『集団行動の大切さ』や『競い合う刺激』
を味わわせる。また、『励まし合うこと』で運動有能感の向上を目指す。複数の指導者で、役割分
担や補助をすることで、個に応じたきめ細やかな対応をする。

・�マラソンやなわとびは得意な児童は積極的に取り組んでいるが、苦手な児童も進んで取り組
めるような工夫が課題である。

・�「マラソン月間」「なわとび月間」を設けているが、他の遊びをしたい児童もおり、そういっ
た児童の意識の高め方の工夫が必要である。

・�全校で取り組める活動のバリエーションを増やすことで、より楽しんで活動できるようにな
ると思われる。

・�朝の集会で、体幹トレーニング等を実施しているが、継続して『柔軟運動』に取り組むことが
課題である。

・全校縦割り班活動で取り組む『運動遊び』を昼休みなどでも楽しんで活動できるようにする。

背 景

●全校児童数／50名（男子28名　女子22名）●全クラス数／５学級　●教職員数／８名学校データ

弘前市立三省小学校

平成２９年度 マラソン記録会 

目指
め ざ

せ！ 「じぶん史上
し じ ょ う

、最高
さ い こ う

のタイム」 

（  ）年
ね ん

 名前
な ま え

（         ） 

運動会
う ん ど う か い

（５月２１日）の記録
き ろ く

  分
ふ ん

  秒
び ょ う

目標
も く ひ ょ う

タイム  分
ふ ん

  秒
び ょ う

マラソン記録会
き ろ く か い

（９月２９日）の記録
き ろ く

 分
ふ ん

  秒
び ょ う

【感想
か ん そ う

】

マラソン月間
げ っ か ん

（９月４日～９月２９日）に走
は し

った周数
し ゅ う す う

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０

４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０

５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０

６１ ６２ ６３ ６４ ６５ ６６ ６７ ６８ ６９ ７０

７１ ７２ ７３ ７４ ７５ ７６ ７７ ７８ ７９ ８０

８１ ８２ ８３ ８４ ８５ ８６ ８７ ８８ ８９ ９０

９１ ９２ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７ ９８ ９９ １００ 
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CHECK

●�朝マラソン、朝なわとびの時間以外にも休み時間等にめあてをもって進んで取り組む児童が増えた。

●�それぞれの月間には、マラソンやなわとびに取り組もうとする児童が増えていた。また、記録会
や大会をもつことで、友だちや上学年の活躍を見て、よい刺激を受けていた。

●自分の体の硬さを意識し、少しずつ柔軟性を高めようとしている。

●�縦割り班で活動するため、上学年が下学年の面倒をよくみていた。その効果もあってか、学級の
体育の時間にも応援し合ったり、教え合ったりする様子が多く見られた。

●�1ヶ月間だけの短期のめあてができ、マラソン記録会までの意欲が高まった。その結果、肥満傾
向で、マラソンなどに苦手意識があった児童が、「記録更新賞」を取り自信をつけた。

●�上学年になり、女子児童に男性教諭が補助するのに気を遣うが、合同体育をすることで、男性教
諭と女性教諭の役割分担、細やかな補助や的確なアドバイスをすることができ、技能的に向上し
た。また、運動有能感も高まり、今まで積極的にゲーム等に参加しなかった女子児童も積極的に
参加するようになった。

●�相手意識をもち、ストレッチすることで、一つ一つの動きを丁寧に行うようになった。ストレッ
チ運動を継続してきたおかげで、体力テストでの長座体前屈の記録が向上した。

●異学年交流が増え、戸外で元気に遊ぶ姿が多くなった。

ACTION

●�う歯が多い児童には、養護教諭や保健委員会などの啓発活動を更
に進めていく。

●�柔軟性は向上しているものの、個別に見るとかなり体の硬い児童
がいるため、メニューの変更やペアなどの形態の変化を工夫しな
がら継続していく。

●�マラソンやなわとびなど、日常的なカードと、記録会などに向か
わせる時期のカードを準備し、やる
気を刺激していく。
●新しい遊びや活動を教師も提案し、遊びの幅を広げていく。

一人より、
ペアや補助での
ストレッチが
効果的

小 

学 

校
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PLAN

●全身運動に慣れ親しみ、自己ベストを目指して体力づくりに取り組む子
   （業間マラソン・なわとび）
●様々な体の動かし方に親しみ、遊びを通して体ほぐし・つくりに取り組む子
   （体ほぐし・つくり運動）

・自主的にマラソンに取り組む児童が少ないため、意欲を高める工夫が必要。
・�冬の運動不足解消に向けて、朝の体力づくりに加えて休み時間の活用や遊ぶ場所の提供、雪
遊びの推進。

・投力については、雪合戦等に結びつけていくと、さらに向上すると思われる。
・�新体力テストの結果では、学年により男女差があり、全体的に上体起こし・20ｍシャトルラ
ン・立ち幅跳びが平均値を下回っている。高学年では多くの種目で県平均を若干下回っている。

・�校庭では、夏場に男子がサッカーをしいることが多く、冬場は低中学年が積極的に遊んでいる。
・高学年や女子児童は室内遊びや体育館でかけっこをしている児童が多い。

●全校児童数／143名（男子84名　女子59名）●全クラス数／８学級　●教職員数／17名

藤崎町立藤崎中央小学校
学校データ

背 景

DO

全校での取組
〈業間マラソン〉
●�平成28年度までの朝マラソンの取組を業間の時間（２と３校時の間）に変更し、校庭において５
分間マラソンに取り組む。（マラソン直後の朝読書について配慮）

〈冬期の朝の体力づくり〉
●�ラジオ体操、よさこい、新藤崎音頭、なわとびを曜日により内容を変え取り組んでいる。なわと
びは回数等をカードに記録し励みにした。日々の努力の成果が実感できるよう、なわとび記録会
を実施した。また、新藤崎音頭については、地域との連携の一環
として、保存会のゲストティーチャーによる指導を行う。

〈体育館でのボール使用〉
●�体力テストの結果でボール投げの記録が落ち込んでいることを受
け、また冬場の運動不足の解消のために体育館でのボール使用を
試している。下学年、上学年で一緒にドッジボールを行っている。

〈校内研で報告会を実施〉
●�健康・体力アップ研修会の内容を伝達し、教職員で体育や休み時
間の運動時間を確保するよう共通理解した。

低学年との取組
〈生活科の遊びランド〉
●�低学年の投げる力を高めるため、生活科の遊びランドにまと当て
ゲームを設置した。新聞でボールを作り楽しく遊びながらボール
を投げるよう取り組んだ。
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CHECK

●�目標をもってマラソンやなわとびに取り込む児童が多くなっている。決められた時間は、ほぼ全
員が運動に取り組んでいる。

●�曜日により内容が違う冬の体力づくりをしたことで、児童が飽きることなく取り組むことができ
た。また、６年生がよさこいを指導しているため６年生のリーダー性を育てることもできた。

●�異学年交流ができ、上学年がリーダーシップをとることができている。また、委員会毎に体育館
の見回りをしているため、注意し合い安全なボール遊びをしている。

●健康・体力アップ研修会の報告会を実施したことで、全職員で効果的に共通理解できた。
●�遊びながらボールを投げる力を育てることができた。遊びランドの後に体育で投げ方練習を取り
入れ、生活科と体育の合科としてボール投げに取り組むことができた。

「業間マラソン・なわとび」
●月を追うごとに全体の平均値が向上してきている。
●�だらだらと走ったり跳んだりする児童が減り、意欲をもって取り組んでいる児童が増えた。
「業間体ほぐし・つくり運動」
●�低・中学年では遊びの中に体ほぐし・つくり運動を取り入れている児童が増えた。また、学級体
育の導入で伝達した体ほぐし・つくり運動を取り入れている。

業間マラソン
・�学年ごとにトラック上のスタート・
ゴール地点を分散させ、チャイム
に合わせて走る。学年ごとに最
低周回数を定め、全員がクリアす
るまで学年ごとにゴール地点で待
つ。
・�担当者が月ごとに全校の結果を
集計し、学年ごとのランキング
を校内に掲示している。

業間なわとび
・�担当者が計時（１分間）をし、
全校を半分ずつに分けて前跳び
を２回行う。平成28年度は５分
間であったが、集中力の向上を
ねらいとして１分とし、記録は
連続回数とした。
・�担当者が月ごとに全校の結果を
集計し、学年ごとのランキング
を校内に掲示している。

業間体ほぐし・つくり運動
・�通年で週１回程度業間の時間
（２と３校時の間）に体育館にお
いて体ほぐし・つくり運動に取
り組む。普段動かさない体の使
い方や学級体育や遊びの中で活
用できる運動を中心に行ってい
る。

ACTION

●�養護教諭と栄養教諭がそれぞれ歯磨き指導や給食指導に力を入れているので、今後は家庭の理解
と連携を深める取組をより一層強化していきたい。

●�持久力と柔軟性に対する取組を通年で行ってきたが、年度内に改善を確かめる全校的な機会がな
いので、今年度の取組が適切であったか職員で評価し、次年度につなげたい。

●�休み時間の体育館でのボール使用については、試行後使用を控えているが、ボール投げの記録が
良くないので、体育における全校的な取組を計画したり、校庭におけるボール遊びを励行したり
して改善していきたい。

●女子や高学年を外遊びに親しませるため、児童会を活用するなどして取組を検討したい。

小 

学 

校
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PLAN

●休み時間に、グラウンドや体育館で進んで運動する子
●投げる力、瞬発力、持久力の向上

・�義務的に取り組んでいる児童もいるため、より目標に向かって取り組ませる意識付けが必要
である。具体的には、タイムで目標を決めさせることなどが考えられる。なわとびにおいて
は、目標に達することができなかった児童を引き上げる機会がない為、苦手な児童がなわと
びを楽しく思える取組が必要である。

・�低学年のなわとび大会では、時間跳びしか検定しないため、様々な技ができる児童や、目標
を達成した児童にも表彰する機会があってもよいのではないかと考えられる。

・�サーキット内容を固定化させるのではなく、多様な種目を取り入れることで、様々な運動に
取り組ませたい。

・給食を日ごろから完食しようとする態度を育みたい。
・体格はやや全国を上回っているが、運動が苦手な児童が多い。
・�全体的に体力が低い。体力テストの結果、長座体前屈や反復横跳びの数値は高いが、特に
ボール投げや立ち幅跳びの数値が低い。

・家庭において、外遊びや運動する習慣が少ない。

●全校児童数／553名（男子265名　女子288名）●全クラス数／22学級　●教職員数／38名

十和田市立三本木小学校
学校データ

背 景

DO

ハッスルタイム（サーキット運動）～筋力、持久力、走力、投力を高めるために～
●�掃除活動時間帯に「ハッスルタイム（サーキット運動）」に取り組み、運動習慣の形成を図った。
平成28年度からは新たに、ボール投げの種目を取り入れ、投げる力の向上に努めた。

マラソン・なわとび　～持久力・走力を高めるために～
●�学年ごとに目標周を設定し、マラソンカードに記入しながら、休み時間を利用して継続してマラ
ソンに取り組ませた。冬場は検定カードを利用し、継続してなわとびに取り組ませた。

●�自己記録の更新を目標に、教科体育を通して、夏場はマラソン記録会を学期に２回ほど実施し、
タイムの伸びを把握する。冬場は、低学年は時間跳び（２分～３分）を実施し、クリアした児童
に賞状を与えるなどして意欲付けを図った。高学年は、クラス対抗長なわ大会を実施し、学級全
体で体力アップに向けた取組を行った。

食に関する取組
●各クラスごとに給食完食率を調べ、給食を好き嫌いすることなく完食するよう呼びかけた。
あすなろっ子元気アップチャレンジ
●�中間休みや昼休みを使って、「あすなろっ子元気アップチャレンジ」へ挑戦する。８の字ジャンプ
については、２月には校内チャレンジ大会を実施する。

　マラソン（４～11月）…持久力
　８の字ジャンプ（12～２月、４年生以上）…瞬発力、タイミング
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CHECK

●�マラソンに関しては、個人のペースで目標周に向かえたため自
分でペースを考えさせながら取り組ませることができた。なわ
とびに関しては、検定カードを用いたことで、自分のできる技、
できない技が明確になり、見通しをもってなわとびに積極的に
取り組む児童が多くなった。

●�マラソン記録会でタイムを記録することにより、体力の変容を
把握することができた。また、タイムを児童に伝えることによ
り、マラソンへの意欲付けをすることができた。

●�クラス対抗長なわ大会を設定することにより、なわとびが得意
な児童、苦手な児童全員で取り組ませることができた。また、
朝の時間や昼休みといった空いている時間も自主的になわとび
に取り組ませることができた。

●�サーキット運動の中に体力テストで全国平均に劣っているソフ
トボール投げを取り入れた。楽しみながら運動に取り組めたこ
とにより、昨年よりも結果を向上させることができた。

●�ダンスを取り入れたことにより、ハッスルタイムだけでなく、
休み時間も児童が自主的にダンスに取り組むことができた。

●�クラス毎に完食率を調べたことで、自分たちの完食率がどのよ
うなものなのか知ることができ、
完食しようという意識付けができ
た。
●�いろいろな運動ができるようになりたいと回答した児童が増加
した。

●�昼休みに外で遊ぶ児童が多くなった。

ハッスルタイム（サーキット運動）

・�掃除活動時間帯に全校を４つの
縦割り班として１週間交代
・�楽しくいろいろな動きを取り入
れた運動
・�雨天時や冬季は、体育館でスト
レッチやダンス
・�教師による投球動作の指導のほ
か、体育委員会を活用した低学
年への投球指導

ACTION

●肥満児童も少しずつ増えてきているので、食に関する指導や家庭との連携が必要。
●�まだまだ全体的に体力が低い。一部は改善傾向にあるが、楽しく継続して取り組めるような工夫
が必要。

●外遊びの仕方や場の設定等の工夫が必要。

小 

学 

校

15



PLAN

●意欲的に運動に取り組む子
●柔軟性、敏捷性、投力が伸びるようにする。

・�体力テストの結果を受け、学校課題を分析したが、その点を強化する運動を、意図的に行う
ことができなかった。▶課題を盛り込んだ運動（柔軟性、敏捷性、投力を強化）を広く扱うよ
うに次年度に引き継ぐ。

・�マラソンに対する意欲が低く、「きつい」「苦しい」という意識が強くなっているように思う。
▶楽しみながら体力づくりにつなげる運動を考え、実践する。

●全校児童数／30名（男子13名　女子17名）●全クラス数／５学級　●教職員数／８名

十和田市立深持小学校
学校データ

背 景

DO

朝運動（火～金）の計画的な実施
４月～９月　マラソン　�雨天時は体育館にコーンを並べてコースを

作って走ることにより、継続的に取り組ん
だ。また、体育館の場合は１周がグラウンド
より小さいので、児童も走ることへの抵抗が
少なく取り組むことができた。（持久力と共
に、自己肯定感・自信を高める。）

10月～３月　なわとび、ドッジボール
業間「パワーアップ」（月、金）の計画的な実施
４月～９月　マラソン…５分間走、タイムをとる、インターバル走
10月～３月　なわとび、リズム遊び・サーキット…
　　　　　　　　　　　�なわとびは、時間跳び、技とびチャレンジな

ど。サーキットは、体幹を鍛える運動や敏捷
性を鍛える運動（柔軟性・投力・瞬発力を伸
ばすことを意識したメニュー）

いつでもできる環境整備等
●�縄跳びカードを活用しながら記録の伸びをみたり、新し
い技に挑戦させたりする。また、なわとび検定を行い、
全校の級を掲示して意欲の高揚を図りながら自主的にな
わとびに取り組む環境づくりをする。

●�ホールにジャンプ台（なわとび用）を設置し、いつでも
なわとびができる環境を作る。

●�普段の教科「体育」において、活動内容について学年間
の交流をする。
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CHECK

●�マラソン記録会、なわとび記録会という学校行事に向けて、各児童がめあてをもち、真剣に取り
組む児童が多かった。

●�「小学校体育まるわかりハンドブック」を各学級に印刷して配布し、学級体育で必要な運動を意
識して指導するという下地をつくることができた。

●�ある学級が体育で跳び箱運動に取り組んだら、全校が合わせて同じ運動に取り組むようにし、準
備の負担を軽減したりそれぞれの学年間の内容や課題を交流したりしたことで、活動時間の確保、
より深い教材研究ができた。

●�休み時間になわとびや竹馬など、体を動かして遊ぶ児童の姿が見られた（特に女子）。
●�マラソン記録会では、全力で走り切る児童の姿が見られた。反面、記録の伸びが見られない学年
もあった。

「小学校体育（運動領域）まるわかりハンドブック」は各校に冊子、DVD
配布済みです。
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1308041.htm
文部科学省HPよりダウンロード可

ACTION

●�運動に取り組む児童とそうではない児童がはっきり分かれて
きている。教師の働きかけや、指導について共通理解した上
で共同体制を作って指導するなど対策が必要。

●�授業体育でも、学校課題を意識した取組を呼びかけ、朝や業
間以外でも計画的に課題克服につながる運動を推進していく
ことが必要。

●�投力、柔軟性につながる運動量
が少なかったので、今後はその
点を強化できる内容を多めに盛り込んでいく必要がある。

小 

学 

校
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PLAN

● マラソンカードやなわとびカードを使って、自分のめあてに向
かって楽しみながら継続して、運動に取り組む児童を育てる。

● 体育の授業のみではなく、パワーアップタイム（業間活動）
や休み時間などの時間も活用し、児童の自主的な活動を取り
入れながら、健やかな心と体を育てる。

・運動への意欲面、技能面において、個人差が大きすぎるところがあるため工夫していきたい。
・�運動に進んで取り組んでいるが、同じ運動ばかりに取り組んでいる児童もいるため、意欲付
けや環境整備など多様な運動に取り組めるよう工夫していきたい。

・�家庭との連携を図っているが、多様な家庭事情のため、うまく連携をとれていない家庭もあ
るので工夫して連携いきたい。

●全校児童数／242名（男子121名　女子121名）●全クラス数／13学級　●教職員数／20名

むつ市立第三田名部小学校
学校データ

背 景

DO

環境整備の工夫により多様な運動に取り組む
●�柔軟性を高めるための柔軟運動、脚力を高めるためのなわとび、敏捷性を高めるためのラダ―ト
レーニングを体育の準備体操の中に入れる。

●�全身の色々な筋肉を使わせるとともにリズム感やバランス感覚を育てるためにダンスや平均台に
取り組む。ダンスではＤＶＤも活用する。

●�様々な運動をつなげたサーキットトレーニングに取り組む。
●�春にマラソン記録会、秋にマラソン大会を行い、目標に向かって努力したり、タイムの変化を感
じたりさせる。

●�朝マラソン、パワーアップタイム（業間）、中休み、昼休みの時間を使って、「あすなろっ子元気
アップチャレンジ」へ挑戦する。

児童の意欲を喚起する取組（見える化）
●�昼の放送で徒歩登校やマラソン、なわとび、ラダートレーニングを頑張っている児童のベスト３
を紹介する。（委員会で担当の児童が集計をする）

●�マラソン記録会やマラソン大会の上位入賞者への表彰や玄関前ホールへの名前の掲示をする。
●�全学年の体力テストが終了したら、全校児童一人一人の結果と学年平均の結果を綴ったファイル
を全職員に回覧し、実態把握に役立ててもらう。

●�肥満傾向の児童には、定期的に体重を測定し、その結果を養護教諭から各家庭に知らせ、食事の
改善や運動への取組を働きかける。

●�個人内評価を推奨する。（意欲面、技能面の少しの成長でも褒める。）
●�立つ姿勢、座る姿勢に気を付けさせる。（お腹と背中を伸ばすように指導する。）
●�食育（栄養素、栄養バランス、おやつなど）を発達の段階に応じて学級活動で行う。

参考資料
33ページ参照
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CHECK

●�柔軟性、敏捷性、バランス感覚、握力など運動能力が少しずつ向上している。
●�運動に抵抗がある児童や肥満の児童もダンスには意欲的に取り組み、汗をかきながら運動している。
●�柔軟運動など手軽にできる運動を家でも意欲的に行う子が増えている。

●�「マラソンカード」や「あすなろっ子元気アップチャレンジ」に
意欲的に取り組み、休み時間にマラソンやなわとびに進んで取り
組む児童が増えた。

●�マラソン大会に向けて目標をもって体力づくりに取り組む児童が
増えた。また、マラソン大会の結果（春から秋への自分のタイム
の変化）をもとに、自分の体力づくりへの取り組み方を見直した
り、がんばるよさを実感したりして次への励みにしている。

●�マラソン記録会（６月）後に全学年６位入賞者までの表彰と名前の掲示をしたところ、進んでマラ
ソン練習に取り組もうとする児童が増え、マラソン大会（９月）では、順位の入れ替えも見られた。

●�なわとび技紹介では、低学年が高学年の技を見て憧れを抱き、意欲的になわとびに取り組む児童
が増えた。また、高学年は低学年に見せるために努力していた。

●�なわとびでは、なわとびカード（初級・中級・上級）を配付した。
課題をクリアしようと目標をもって毎日練習する児童が増えた。

●�個人内評価をすることで、運動に抵抗がある児童も意欲的に運動
するようになってきている。

●�昼の放送で徒歩登校やマラソン、なわとび、ラダートレーニング
を頑張っている児童のベスト３を紹介したところ、ベスト３を目
指して意欲的に取り組もうとする児童が増える傾向にあった。

●�全校朝会で、ラダートレーニングのやり方を動画で紹介したとこ
ろ、さっそく練習に取り組む児童の姿が見られ、その後も継続し
て取り組んでいた。

●�児童同士で声をかけながら体力づくりに取り組む姿が多く見られ
るようになってきた。

●�体力づくりに取り組むことで給食をしっかり食べるようになり、
残食が減ってきた。

●�春に比べ、風邪などで欠席する人数が減っている。
●�給食の時間に栄養素について友達と会話している様子から、食べることへの意識の高まりがうか
がえる。

●�肥満解消に向けて取り組もうとする家庭が増えた。

ACTION

●�高学年児童の中には、体力づくりにあまり関心を示さない児
童もいたため、帰りの会等で学担を通して児童へ働きかけ
てもらったが、目に見えた形での成果が見られなかった。体
育の授業等で体力づくりの必要性を取り上げてもらい、より
一層継続して働きかけていく必要がある。
●�肥満傾向の児童は、定期的に体重測定を行い、結果は養護教
諭から各家庭へ知らせるようにしている。結果は横ばいな児
童が多く、それほど改善傾向にあるとは言えない状況であ
る。これからも家庭との連携をとり、食事の改善や運動の取
組への協力を密にしていく必要を感じている。

あすなろっ子元気アップチャレンジ
▶�マラソン（グラウンド：４～11月、
体育館：通年）…持久力
▶�なわとび（通年：体育館、多目的
ホールなど）…瞬発力、持久力
▶�ラダートレーニング（通年：１階・
２階のホールに１箇所ずつ）…瞬
発力、安定性
▶�立ち幅跳び（通年：１階多目的
ホール）…瞬発力
・�多目的ホールには立ち幅跳び練
習場所を、１階と２階に１箇所ず
つラダートレーニング用のビニー
ルテープを貼って、いつでも練習
に取り組めるようにしている。

小 

学 

校
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PLAN

●自分の健康状態が分かり、健康に気を付けて生活することができる。
●目標をもち、継続して体力づくりに取り組むことができる。
●姿勢に気を付けて、立ったり座ったりすることができる。（「立腰」の指導）

・�マラソンについては、積極的に取り組む児童とそうでない児童の差があった。意欲を失わず、
楽しみながら取り組めるような工夫が必要である。

・�体育の授業でいろいろな運動に親しませることで、休み時間にも、安全に気を付け、進んで
体を動かして遊ぶ児童が増えるようになったが、低学年では、資料を参考にしながら、さら
に多様な運動や遊びを紹介できるように努めたい。

・体格については、身長、体重とも全国平均を上回っている児童が多い。
・�体力テストの結果、全国平均を下回る人数の割合が高いのは、握力、上体起こし、長座体前
屈であった。また、男女別では男子、学年別では、４年生が劣っている傾向である。

・日常的に外で遊ぶ児童は多いが、体を動かすことが少ない児童の体力が劣る。
・椅子に座る姿勢が崩れる児童が多い。

●全校児童数／52名（男子29名　女子23名）●全クラス数／６学級●教職員数／10名

むつ市立関根小学校
学校データ

背 景

DO

新体力テストの結果から、瞬発力と持久力の向上を焦点化
「週２回の業間（体力アップ集会）」
●�４月～10月は、「あすなろっ子元気アップチャレンジ」のマラソンへの取組やマラソンカードの
活用による継続的な取組を行う。雨天時の体力アップ集会では、体育館でシャトルラン形式のマ
ラソンを全校一斉に行う。

●�11月～３月は、業間や休み時間に短なわとびの時間跳びや種目跳び、長なわとびの跳び抜けに挑
戦する。「短なわとびの進級制度」「縦割り班ごとに競う長なわとび」に取り組ませる。

「多様な運動に親しむための環境整備」
●�多様な運動に親しめるよう、児童が自由に使える遊具（「スキップジャンプ」「パカポコ」など）
を増やし、環境を整える。また、低学年の体育では、雲梯やタイヤ島などを使った遊びも扱い、
楽しみながら運動する喜びを味わわせる。

●�サッカーゴール及びコートの整備や、鉄棒の逆上がり練習板の常設など、運動に親しめる環境づ
くりをする。

体育の授業で活用できる資料を配付や情報共有
●�体力テストで全国平均より劣っていた「握力」「上体起こし」「長座体前屈」について、体育の授
業で活用できる資料を配付し、ウォーミングアップで取り組む。

●�毎月14日を「立腰＆ノーゲームデ―」とし、家庭にも協力してもらい、正しい姿勢と望ましい生
活習慣の定着を図る。また、学習参観日において「ゲームとの正しい付き合い方」をテーマに、
保護者に情報提供をし、協力を求めた。
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CHECK

●�体力テスト（７月実施）のうち、青森県平均より劣っていた「立幅跳び」「20ｍシャトルラン」
「反復横跳び」について、11月に再び記録を計測したところ、一定の成果が見られた。
���【県平均を上回った人数の変化】
　立幅跳び（53.1％⇒60％）　　20ｍシャトルラン（36.7％⇒48％）
　反復横跳び（32.7％⇒51％）
●�体力テストの「握力」「上体起こし」「長座体前屈」を12月に再計測したところ、前回の記録や全
国平均を上回った児童が増えた。

●�昨年度に比べ、マラソンに積極的に取り組む児童が増え、持久力は全体的に向上している。
●�体育館で遊具を使って遊ぶ児童が多くなっている。特に、天気の良い日は、ジャングルジムや雲
梯を使って遊ぶ低学年児童が多くなった。

●�椅子に座る姿勢について、意識する児童は増えているが、長時間の継続や、日常的な意識付けが
さらに必要である。

●�風邪や体調不良による欠席者が激減している。

ACTION

●�家庭との連携を図り、食生活やテレビ・ゲームの時間など、健
康的な生活習慣形成の指導を継続する必要がある。

●�「立腰」の指導を継続し、意識付けを図っていく。
●�肥満傾向の児童については、引き続き、児童の意識付けや生活
習慣の改善に取り組むが、保護者の意識を高める働きかけが急
務である。

●�今後もマラソンやなわとびについて取り組み、主体的に体力づ
くりに取り組む仕掛けを工夫する。

●�体育の授業で、体力テストの結果を考慮した短時間でできる運
動を継続するとともに、体幹を鍛える運動など、基礎体力の向
上に努める。

参考資料
34ページ参照

小 

学 

校
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PLAN

●楽しみながら体を動かす子。
●瞬発力・走力（短距離）をつける。
●身のこなしを速くする。

・�前年度は筋パワーと跳躍能力の２つに絞って取り組んだが、本校の課題は柔軟性や投力、走力など
多岐に渡る。課題があるから特別なことに取り組むのではなく、児童の体力を向上させていくため
に日常的に取り組めることを提案し、全校で実践していきたい。

・�記録が改善しなかった児童の中には、肥満度の高さが原因となっている場合も多い。学校での時間
は限られているので、日常的に運動を楽しめるような指導や支援が必要である。また、養護教諭と
担任が積極的に連携を図り、運動や基本的な生活習慣の大切さを本人や保護者に伝えていくことも
必要である。

・�体格は男子、女子ともに平均的である。肥満児童の出現率も平均的だが、中学年のみ、やや高い傾
向が見られる。

・�体力テストの結果、男子は23種目、女子は18種目で全国平均を下回っており、男子の落ちがやや
目立つ。種目別では、50ｍ走の落ちが目立つ（男子は第１、２、３、４、５学年、女子は第１、
２、４、６学年が全国平均を下回った）。落ちが少なかったのは20ｍシャトルランであった（全学
年男女が全国平均を上回った）。

・身のこなしが速くない。

●全校児童数／156名（男子74名　女子82名）●全クラス数／８学級　●教職員数／14名

八戸市立多賀台小学校
学校データ

背 景

DO

体幹の動かし方を体得するために
●�体育の授業で「ねこちゃん体操」を行い、体の幹となる胴部から腰部に至る部分の様々な動かし
方を体得させた。また、「ゆりかごタッチ」などのトレーニングを行い、体を起こすために必要な
首や腹の力の入れ方に慣れさせた。また、遊びの中でも取り組めるように、これらのトレーニン
グについて説明したものを体育館に掲示した。

タイミングよく高く跳ぶために
●�体育の授業で「タクト・サークル・ジャンケンジャンプ」や「リアクションジャンプ」、「変足ジャ
ンケン」などの瞬発力と跳躍力を高めるトレーニングを行い、タイミングよく高く跳ぶために必
要な全身の力の入れ方に慣れさせた。また、遊びの中でも取り組めるように、これらのトレーニ
ングについて説明したものを体育館に掲示した。

●�意欲をもっていつでも記録に挑戦できるよう、マット上に各学年の全国平均記録を示した「立ち
幅跳びコーナー」を体育館に設けた。

全教職員で共通理解を図る
●�走力をつけたり身のこなしを速くするために、いろいろな姿勢から素早く動く運動などを校内研
修で全教職員に紹介し、教科体育の準備体操で様々な短距離走などを取り入れる。

●�職員会議で体力調査の結果を全教職員で確認し、本校の課題並びにこれからの具体的取組につい
て共通理解する。
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CHECK

●�３学期に測定した「上体起こし」では、90％の児童が１学期の測
定より記録を伸ばすことができた。また、全学級が１学期より平
均記録を伸ばすことができた。

　▶�「ねこちゃん体操」に意欲的に取り組むことができた。ＢＧＭ
（本校オリジナル）に合わせて行うことにより、楽しく運動に
親しむことができた。

●�３学期に測定した「立ち幅跳び」では、93％の児童が１学期の測
定より記録を伸ばすことができた。また、全学級が１学期より平
均記録を伸ばすことができた。

　▶�休み時間には、立ち幅跳びの全国平均記録に挑戦する児童がた
くさん見られるなど、運動に対して意欲的な姿が見られた。

●�楽しみながら全力で短距離走に取り組む児童が増えた。
●�スタート時に姿勢を崩さず一歩目を踏み出す児童が増えた。
●�四肢を同調させる動きにスムーズに取り組むことができる児童が
増えた。

ねこちゃん体操

ACTION

●�食に関する指導を継続して行い、肥満防止の意識を児童・
保護者ともに高めることが課題である。

●�持久力はあるが、瞬発力がない児童が多い傾向が続いてい
る。今後も、教職員の共通認識のもと、教科体育で継続し
て短距離走に取り組む必要がある。

●�身のこなしを上手にするためには、下学年から継続して
様々な動きに取り組ませる必要があるので、今後も継続し
ていきたい。

●�50m走を計測して体力テ
スト実施時と比較したわけ
ではないので、具体的な数
値による比較は次年度まで
明らかにすることができな
い。次年度の体力テスト
後、再度成果を分析する。

参考資料
35ページ参照

小 

学 

校
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PLAN

●いろいろな運動に親しめる子
●苦手意識を持たずに運動に取り組める子
●握力や走力の向上

・�意識して指導し、継続して取り組んだことで、数値の伸びもあり、体力の向上が見られた。し
かし、学年によって男女差・個人差が出てきているので、配慮した指導が必要になってくる。

・�子どもたちの体力が向上したので、それに伴って運動技術の向上も図りながら、教材や指導
の工夫による授業改善をしていきたい。

・�体力テストの結果は、体力は県平均と同程度であり、立ち幅跳びとソフトボール投げの値が高
く、一方で、握力と50ｍ走の値は低かった。また、男女差や個人差が大きい種目が見られた。

・体を動かして遊ぶ様子に個人差が見受けられる。
・早寝早起きなどの生活習慣の定着が必要な児童も一部見受けられる。

●全校児童数／74名（男子36名　女子38名）●全クラス数／８学級　●教職員数／13名

南部町立福地小学校
学校データ

背 景

DO

体力テストの結果の活用
●体力テスト（５月）の結果を受けて、体育の授業の始めの５分程度、体力改善に取り組む。
　▶リレーや鬼ごっこなどの走る運動
　▶手押し車や壁登り逆立ちなどの筋力をつける運動
●体力テストを春と秋（秋は春に低く出た種目）の２回行い、変容を見る。
●業間運動を工夫して行う。
　▶マラソン（４月～10月）・・・持久力
　▶短時間での運動（11月～12月）・・・握力、走力、筋力、柔軟性
　▶短なわ、長なわ（１月～２月）・・・持久力、巧緻性

ふれあい遊び（縦割り班で一緒に遊ぶ60分昼休み）
●�ふれあい遊び（縦割り班で一緒に遊ぶ60分昼休み）で、
異学年と関わりながら様々な動きのある遊びをする。

　▶�だるまさんが転んだ・大根抜き・ジャングルジム鬼・
サッカー・ドッジボールなど

マラソンタイムの継続（冬季はなわとびタイム）
●毎日のマラソンタイムの継続（冬季はなわとびタイム）
　▶目標を設定させ、続けて走るようにする。
　▶種目練習や時間跳びを計画的に行う。
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CHECK

●体力テストの結果を受けて、体力改善に取り組んだ結果
　【１年生】
　・20ｍシャトルラン　17.0→21.3
　・50ｍ走　　12.4→11.4
　【２年生】
　・握力　　9.7→11.5
　・ボール投げ　9.9→14.0
　　※�ドッジボール等でボールの投げ方の指導をしたことで、数値として、成果が出てきた。
●�学年に応じたレベルのマラソンカード、なわとび番付け表を活用して、計画的に行った。達成す
ると一つ上の学年のレベルのカードに進めるようにしたことで、意欲も高まってきた。

●�冬季間は雪遊びも取り入れて、縦割り班活動を行った。月１回程度の60分昼休みは、体育館や校
庭で元気に遊んでいた。

●�２回目の体力テストの結果において、改善に取り組んだ種目の平均値が上がった。
●�多様な動きを養ったことで、体力テストの各種目において、著しく値の低い児童が見受けられな
くなった。

●�運動を繰り返したり、最後までやり切ったりすることへの抵
抗感を感じる児童が少なくなった。

ACTION

●�虫歯の治療や視力の矯正等の状況改善に家庭の協力が必要であることから、保護者、学校職員間
の連携や情報共有が課題である。

●�スポーツ少年団への参加状況等によって、児童の運動習慣に個人差が見られる。また、運動習慣
が身に付いている児童であっても運動種目の偏りがみられる。バランスの良い体力づくりを意識
した指導を行う必要がある。

●�家庭と連携しながら、基本的な生活習慣に継続して取り組んでいきたい。

小 

学 

校
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PLAN

教育目標「健康で明るく 心豊かな子ども」
●多様な動きが経験できる子
●戸外で楽しく運動や遊びをする子
●投力、跳力、持久力の向上を図る。

・肥満傾向の園児が多い。
・前年度の運動能力測定の結果から全般的に跳ぶ力、投げる力が弱い。
・転ぶとき手で支えることができず、顔面をぶつける子が多い。
・�バス通園や自家用車での送迎のため、歩いたり、思い切り身体を動かして遊ぶことが少ない。
園内では仲間と楽しく遊ぶことができるが、ブロック遊びやままごとなどが多い。

●全園児数／114名（男子56名　女子58名）●全クラス数／６学級　●教職員数／14名

認定こども園
青森中央短期大学附属第三幼稚園

学校データ

背 景

DO

●�月毎の指導計画に具体的な実践事項を入れ、２名の教師が
ＴＴを組んで指導に当たる。

●�月１回のスポーツ教室で、テーマに沿った運動を取り入れる。
　４月ー跳ぶ→踏み切り台を使って高く跳ぶ
　５月ーマット運動→身体を回し、前転ができる
　７月ー走る→様々な体勢からスタートを切る
　９月ー投げる→まっすぐ投げる、狙って投げる
　10月ー跳ぶ→跳び箱に慣れる
　12月ー力→前転ができる
　１月ー走る→様々な体勢からスタートを切る
　２月ー蹴る→強く蹴る、狙って蹴る
●�５月～10月　毎週火曜日　コーチによる週１回水遊び保育
　▶�水に慣れる、水に顔をつける、水の中を歩く、バタ足ができる
●５月～６月　運動会強化週間
　▶�走る（走力）、障がい走（調整力）、綱引き、ガード、玉入れ（筋力）
●各クラスの遊戯室の割当日ー縄跳び練習（跳躍力）
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CHECK

①�運動能力測定の結果において、年長児男子と年中児は男
女とも昨年の平均を上回っている。年長児女子はボール
投げが昨年より下回っている。

②�それぞれの年齢における５段階評価の推移を見ると、取
り組んできた成果が表れている。特に年中児の立ち幅跳
び男子とボール投げの向上が著しい。

③�外で遊ぶ機会を増やした結果、外遊びが好きな子が増え
た。

④�個々の成長曲線を作成し、保護者に知らせることによっ
て、家庭での取り組みへの協力、食生活の改善が見ら
れ、肥満傾向が減少してきた。

ACTION

●�食育を引き続き行っていくことと、成長曲線を有効に活用することで、肥満傾向をさらに解消し
ていく。

①運動が苦手という意識をもった子が、楽しく遊び感覚で運動できるよう工夫していく。
②運動用具を充実させ、積極的に遊び感覚で運動に親しむ機会と場を設定する。
●�登園後、降園前の自由遊びの時間に身体を使って遊ぶことを増やしていく。

※成長曲線作成用ファイルについて
【小 学 校】日本学校保健会よりマニュアル配布済み
【幼稚園等】健康管理プログラム活用研修会にてファイル配布済み

参考資料
36ページ参照

青中幼３－３
平成２９年６月１日発行☆★ ６ 月 の 行 事 予 定 ★☆日 月 火 水 木 金 土 １ 

年長ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ練習 

年長私服登園日

そろばん教室

２ 

幼児保育科 

合同製作 
年長私服登園日

３ 

４ ５ 

英会話保育 

英会話教室

６ 

水遊び保育 

私服登園日

そろばん教室

７ 

イベント

８ 

そろばん教室

９ 

年長体育館練習

年長私服登園日

10 

11 12 

聴力・視力検査 

（3 歳児以上） 

英会話教室

13 

水遊び・ｲﾍﾞﾝﾄ

私服登園日 

そろばん教室

14 

歯科検診

15 

年長ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ練習

年長私服登園日 

16 

にじ誕生会 
（誕生児正式制服）

17 

18 19 

英会話保育

英会話教室 

20 

水遊び保育 

私服登園日 

そろばん教室

21 

年長体育館練習

年長私服登園日

22 

遠足

私服登園日 

そろばん教室

23 

避難訓練 

24 

25 26 

運動会練習（大学）

私服登園日 

英会話教室

27 28 29 30 

※誕生会は１０時からの予定です。誕生児の保護者の皆様は、ご自由においでください。 

◎2日（金）は、年長児が大学で幼児保育学科と合同製作を実施しますので、私服登園となります。◎14日（水）は歯科検診です。朝の歯磨きを念入りにお願いします。
◎22日（木）は遠足があります。年少～年長組はお弁当となりますので、準備をお願いします。◎6月は運動会の練習が本格的になり、大学のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞや体育館にて練習を予定しています。年少～年長組は、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ練習の日と運動会前の一週間は動きやすい私服で登園させてください。その際、女の子のスカートは控えてくださると助かります。◎放課後に園庭で遊んだ際は、お砂場のおもちゃを片付けてから帰るようにしてくださると大変助かります。ご協力をお願いいたします。

☆つぶやき☆「こんな一面が！！」今回から職員を紹介していきます。 ①趣味②特技③好きな色④好きな言葉⑤よく見る TV 番組⑥マイブーム 『ひよこ組』○嶋津綾香先生①おいしいものを食べること→流行のもの、人気のお店②冬はスノーボード③赤④何とかなる！⑤アメトーク→ほぼ欠かさず見ている⑥ゆず味やゆずの匂いのもの→昔から何にでもゆずポン酢をかける。ゆずのお酒も好き（笑） 
○蒔苗彩香先生①野球観戦②ソフトボール、野球が得意③紫色→ラプンツェルが好きなので④努力は裏切らない！！⑤アメトーク ○坂本真由美先生①時間があれば料理②どんな食材でも短時間で調理できること③エメラルドグリーン（海の色）④諦めないを諦めるな！⑤朝ドラ、得する人損する人、クローズアップ現代⑥子ども達と話すこと。最近恋バナをすることが楽しくて年甲斐もなくウキウキしている。とても方向音痴でナビを使っても実家へ帰るだけでも新しい道を通るとてんてこ舞いになってしまう。一度下見してから行かないと時間通りに着けない。それでもドライブが大好きでいろいろな道を探索し楽しんでいます。 ◎5 月号の私はだ～れ？は、嶋田菜緒子先生でした。 

5
6 PTA

1

6

6
1

10

6

6

幼 

稚 

園
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PLAN

教育目標「明るく ただしく たくましく 思いやりのある子」
●「おもしろそう、やってみたい」と興味をもち取り組む子
●友達と一緒に体を動かして遊ぶ子
●園内外で伸びのびと遊ぶ子
●苦手な物も少しずつ食べようという気持ちがもてるように。
●食事のマナーを守り、楽しく食べる。
●衣服の調節や、汗の始末など自分でできることは自分でする。

・登園状況は元気に登園する子どもは多いが、動的な活動を好まない子どももいる。
・�同じ姿勢を保つことができない子どもがいる、ブランコがこげない、高いところが怖い子ど
もがいる。

・�保育室内の遊びを好む子どもがいる。また、友達とのかかわりを好まず、一人で遊ぶ子ども
もいる。

・食に対して興味がない子どもがいる。食事時のマナーが身についていない子どもがいる。

●全園児数／108名（男子55名　女子53名）●全クラス数／７学級　●教職員数／11名学校データ

背 景

DO

●保育室まで長い廊下を歩いて行く（入園～卒園まで）朝・帰り→自然に脚力がつく
●好きな遊びの時間９：00～９：30ホール　大型遊具・鬼ごっこ・縄遊び・ドッチボール等
●　　　　〃　　　９：30～10：30園庭　固定遊具・鬼ごっこ・砂場・サッカー等

① チャレンジカードを活用した取組
　�固定遊具（すべり台、太鼓橋、鉄棒、ブランコ、うんてい、ジャング
ルジム、登り棒）・マラソン（夏）・マット・跳び箱・平均台（冬期）
を年長組が１年間通して取り組み、できたらシールを貼る。

　▶�やればできる自信をもつ。繰り返し取り組む力がつく。友達と一緒
に取り組む。友達を認める。応援する。達成感を味わう。体を動か
す楽しさを知る。

学校法人 柴田学園　柴田幼稚園

参考資料
37ページ参照
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CHECK

②縄跳び大会（年長組）
　�２学期から個人用の縄を持ち練習する。（８月～12月）⇒カードが欲
しいと声が子どもから出たため使用する。⇒年少年中組に上手く跳べ
るようになったものを見せたいという声が出る⇒「縄跳び大会」を開
くことにする（12月５日実施）

　▶�運動に興味のない子どもも取り組むようになった。年少、年中組の
子どももなわとびに興味をもつようになった。

③カワイ体育教室 月１回
　�専門の先生の指導で、多様な動きを経験することができる。遊びと活動のけじめをつけて取り組
んでいる。

　▶�担任以外の先生の話を聞く力がついた。
④食に関して
　�「ほけん＆食育だより」で家庭にも発信している。姉妹校である東北女子大学、東北栄養専門学
校の学生から栄養について分かりやすい話を聞く機会がある。

　▶�食に関して意識が見られるようになり、話し合う姿も見られるようになった。

●�大型遊具に興味をもち、異年齢の子も一緒に遊んでいる。創造や工夫も見られる。（大型積み木・
エイトブロック・なわとび、鬼遊び等）

●歩くことをおっくうがらず距離のある砂場の水汲みや畑の水やり、柴田山までの散策をしている。
●�チャレンジカード、縄跳びカードを使用することで興味や目標になった、また、友達同士励まし
合う姿も見られた。他年齢もその姿を見て影響を受けていた。

●チャレンジカードの達成率は70％、縄跳びカードの達成率は前跳びは100％であった。

ACTION

●�保護者の方の意識を変えていけるよう
「便り」や「講演会」、子ども達を通して
の情報提供をしていき、共通理解の上、
協力を頂きたい。

●�今後も子どもたちの様子や状況を見なが
ら、楽しみながら取り組めるよう、環境
を整えていきたい。

●�子どもたちの主体性、自主性を大切に、
興味や関心を引き出すような、教師の関
わりを工夫することが必要である。

●�生活面、食事の面に関しても家庭と連携を取りながら環境を整
え、かかわっていくと同時に家庭の協力を得ることが必要と考
える。

参考資料
37ページ参照
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PLAN

● 身体を動かすことを楽しみ、幼いながらもその年齢にふさわしい健康で安全な生活を作り出すこ
とができるようになる。

● 当園に縁のある八戸出身の教育者羽仁もと子の言葉を、日々の生活の中で取り込むことにより、
運動への意欲を高め、達成感を味わってゆく。

● 親子で身体を動かすことを楽しみ、健康に対する保護者の意識を高める。

・�青森県で課題視されている肥満等、特に園医から指導を受けることはない。しかし、日々の生活の
中で教員が課題視していることに子どもたちの①動きに関する経験不足②食事に対する意欲不足
な点がある。

・�この二点については、子どもたちの課題と同時に家庭生活における保護者の意識にもつながること
から、保護者への働きかけを積極的に教育活動に取り組むことの必要性を感じた。

・�昭和52年度より体力測定を継続しており、子どもたちの体力について客観的にとらえ、幼児教育
における基礎基本である「環境を通して行う教育」の中でどのような「あそび」の中で意欲的に取
り組むことができるのか考えていきたい。

●全園児数／186名（男子95名　女子91名）●全クラス数／９学級　●教職員数／13名学校データ

背 景

DO

めあてをもって意欲的に楽しく遊ぶ
●年間を通じて、励み表を活用して課題に取り組む。
　�年長組は、プレイルームでのマラソンあそび・25メートル走・なわとび・ボー
ル投げ取りを毎日の遊びの中で取り組み、励み表を活用することによりそれぞ
れ記録を取りながら、結果が子どもたちの目に見えるようにし、めあてをもっ
て意欲的に楽しく取り組むことができるようにする。

●昭和52年度より継続測定している体力測定を行う。
●�参観日に運動あそびを取り入れ、我が子の今を理解し、家庭でも親子で運動遊
びを楽しむことができるようにする。

　・満３歳組⇒運動あそび（親子で触れ合いあそび）
　・年中組⇒運動遊び（親子体操・お父さんトンネルくぐり・お父さんぶらんこ等）
　・年長組⇒親子体操・園内周辺の散歩（歩く）
食への興味を高める工夫
●�子どもたちが楽しんで意欲的に食事をとることができるように、「なんでもたべる子じょうぶな
子」の歌を歌うことを通して、楽しんで取り組むようにする。

●�毎月の献立表に栄養士からの一口メモを掲載し、家庭においても食への興味をもつことができる
ようにする。

保護者シンポジウム開催等による家庭との連携
●�今年度より健康だよりの名前を改め「けんこうのおと」（＝健康の音）とし、園での運動あそびの
内容や、健康に関する記事を掲載する等、健康に対する保護者の意識を高める。

●�毎年６月に父親を対象とした参観日に保護者シンポジウムを開催し、運動あそびについて共に考
え合う時間をもつ。

学校法人千葉学園 千葉幼稚園

「励み表」
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CHECK

 運動面（意欲を持って挑戦する姿、あきらめずに頑張る力の向上）
●�25メートル走・なわとび・ボール投げ取りの向上
　・�日々の遊びの中で、教員によるタイム計測などにより、その

結果を子どもが励み表に記入する。
　・教員が速く走るコツなどを子どもと一緒に遊びながら伝える。
　・�結果を年長組のクラスだよりにて保護者にも伝えることがで

きた。
　・�運動会に向けては、羽仁もと子の言葉である「転んだら起き

よ」の言葉を声に出し、うまくいかなくても、頑張って取り
組むことがよい結果を生むことも体験の中から獲得する。

●体力測定の実施
　①�25ｍ走　②ソフトボール投げ　③体支持　④体前屈　⑤連続

跳び越しの５種目について体力測定を行った。月齢差を踏ま
えると、大きな変化は見られない。

●�日曜参観日は父親の参加を促し、親子で運動遊びを楽しむ機会
を持つ

　�　普段の生活の中では家庭で親子の触れ合いの機会をもつこと
ができるが、集団の中で我が子を見、集団の中で運動をするこ
とで、健康な生活に必要な運動あそびの意義を感じ、身体を動
かすことを楽しむことができたことが、保護者の感想の中から
読み取ることができた。

食事面について
直接的な効果は見られないものの、歌を子どもたちが口ずさむこ
とで、食事への意欲を高めることの入り口になると考えることができる。また、今年度は献立表に
栄養士からの食事に関する一口メモも掲載することで、保護者への啓蒙に努めた。

ACTION

●�体力測定の結果から投げる力が低下していることは否めない。経験
不足という課題においては、ボールの扱いも課題に挙がっていたこ
とや、保護者によるシンポジウムの話題の中でも、ボール遊びに関
する話題も出ていたことから、転がることの面白さ、親子で投げる、
受け取る等の動きを、遊びの中で経験していくことが必要と考える。
また、身体の硬い子どもも多くなってきており、遊びの中で様々な
動きを経験していくことが必要である。

参考資料
38ページ参照
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