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体力づくり優良校実践報告
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主体的に運動に取り組む児童の育成
瀬戸市立幡山西小学校

１

はじめに
本校は、瀬戸市南部の平野部にある全校 549 名の中規模校である。休み時間には、多くの児童が鬼ごっ
こやドッジボールなどの外遊びに取り組んでいる。その一方で、毎日外へ出ず、教室で友達と過ごしたり
図書室で読書をしたりする児童も多くおり、休み時間の過ごし方に二極化が見られた。
そこで、休み時間や体育の授業において、体を動かすことの楽しさや喜びを経験することで、主体的に
運動に取り組む児童が増え、児童の体力向上につながると考えた。

２

実践の内容

⑴

体育授業の工夫（EPSS の活用）
瀬戸市は、近隣の大学と連携して、運動促進事業を推進して
いる。具体的な取組は、小学校低学年を対象に学級担任の授
業を大学教授及び学生が支援する活動である。

ア

ウォーミングアップ
ウォーミングアップからしっかりと体を動かし運動量を

確保しながら、意欲的に授業を行える雰囲気づくりを意識し
て指導している。そして、運動促進プログラム（EPSS）の活
用ガイドブックを活用して、補助運動としてその単元で培う
べき動きづくりを行うことで、運動の基礎基本を身に付け、 【写真１

ウォーミングアップの様子】

楽しく運動に取り組める素地を養った（写真１）
。
イ

めあての設定と場の工夫
大学教授のアドバイスにより、めあての設定や場の工夫を行った。めあては活用ガイドブックの「チャレ
ンジカード」を使用し、児童たちに到達してほしい課題（技）を明確に示すことができた。また、場の
設定としては、効率よく運動を進めるための器具配置や班編成を工夫した。このことにより、児童た
ちの運動量が増えるとともに、自ら課題に挑戦する姿を多く見ることができた。

⑵

休み時間の活用

ア

体育委員主催「なわ跳び週間・なわ跳び大会」
昨年度からは冬季体力づくりとして、10 月から 11 月にかけて、２時限目と３時限目の間の休み時間

を利用して、体育委員主催の「なわ跳び週間」を設定し、週の前半に短なわ（個人練習）
、後半に長な
わ（学級練習）を行っている。
短なわでは、前跳びを基本として行ったが、児童の技能に応じていろいろな技を提示し、新しい跳
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び方に挑戦できるようにした。そのことにより、児童たちは
個人の目標に向けて練習したり、仲間と教え合ったりするな
ど、意欲的に取り組むことができた。
長なわでは、学級を２チームに分けて８の字跳びの合計回
数を競い合う「なわ跳び大会」を計画した。なわ跳び大会が
近づくにつれて、朝やお昼の休み時間に自主的に長なわの練
習に取り組む児童の姿が見られるようになった。なわ跳び大
会（写真２）では、児童自らがどうすればたくさん跳べるの

【写真２

なわ跳び大会の様子】

か仲間と話し合い考える姿も見られた。
イ

遊びの場の工夫
休み時間にいろいろな遊びを選択して行えるように、一輪

車置き場を整理して一輪車の台数を増やしたことで、学級に
設置されているボール同様に、多くの児童に利用されるよう
になった（写真３）
。特に、３年生の昇降口前に一輪車置き場
があり、体育の授業でも取り扱うことから、多くの３年生が
一輪車に取り組み、教え合いながら楽しむ様子が見られるよ
【写真３

うになった。
⑶

一輪車遊びの様子】

児童会活動「なかよしタイム」
年に３回、縦割り班活動「なかよしタイム」を行っている。
６月には２時間目の時間を利用して、各班で外遊びを行った。
６年生が遊びの内容を考え、１～６年の縦割り班で楽しく取り
組んだ。「だるまさんがころんだ」などの昔遊びをする班や、
「ケンケン鬼ごっこ」や「おんぶ鬼ごっこ」など、オリジナル
の鬼ごっこを行う班があり、みんなが楽しめる遊びを児童自ら
【写真４

考えて行うことができた（写真４）
。
⑷

なかよしタイムの様子】

休み時間の新たな活用
児童からの要望を受けて、体育委員会で休み時間にサッカーを行えるかを検討している。ただボール
を配るのではなく、児童同士で楽しく安全に行うためのルールづくりと啓発活動について話し合ってい
る。ボールやコートの使用方法、学年、活動時間を考え、試行期間を経て運用していく予定である。

３

おわりに
休み時間や体育の授業を工夫することで、多くの児童が運動に親しみ、運動することの楽しさを味わう
ことができた。その結果、休み時間に運動場で活動する児童の数は増加している。しかし、主体的に運動
に取り組む児童は増えているが、体力テストの結果からは体力の向上を認めることができなかった。今後
は、運動に親しみ、主体的に運動に取り組むことができる資質を基に、体力を向上させる取組を継続して
行っていきたい。
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運動の楽しさを感じ、進んで運動に取り組む児童の育成
―学社連携による体育指導の取組を通して―

東浦町立森岡小学校

１

はじめに
本校は、東浦町の北部に位置する丘陵地のなかにある学校である。12 月１日現在、435 名が在籍する中

規模の学校である。
平成 27 年度のスポーツ庁による「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果では、本町小学５年生
の体格や健康への認識、睡眠や食事の状況は、全国平均や県平均とほぼ同等であった。しかし、体力にお
いては、愛知県の平均よりもかなり下回る状況であった。平成 27 年度末の町内の体育主任者会議でその原
因が話し合われ、以下の２点が課題として浮かび上がった。
（課題１）

町内の各小学校に体育指導の核となる教員が少ない。

（課題２）

ディスプレイ画面を見る時間が長く、体育の授業以外での運動時間が少ない。

課題１は、さまざまな問題を派生させていた。例えば各学校での体育指導法や環境整備、体力テスト実
施に向けての指導などである。課題２は、スポーツ庁による「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の意
識調査から、その傾向が裏付けられた。
上述の課題を改善するために、東浦町では、平成 28 年度より学校体育と東浦町教育委員会スポーツ課
（以下、スポーツ課）を中心とする社会体育が連携を取り合い、
「体力向上プロジェクト」と銘打って児童
の体力向上を目指した取組を始めた。それに合わせて、本校でもいろいろな取組を行ってきた。
２

実践の内容

⑴

運動習慣の定着
本町では、運動習慣の定着を図るために、いつでも、どこでも、誰にでも手軽にできる運動は何かを考

え、なわ跳びとマラソンに着目し、力を入れて取り組み始めた。学年ごとに決められた技を跳んだり、距
離を走ったりし、町内全校児童の記録をスポーツ課が集約して基準記録達成者のなかで、町内で上位 10
名になった児童を表彰する「なわとびチャレンジ」や「マラソンチャレンジ」に取り組んでいる。また、
本校では、その時期に合わせて「なわとび週間」と「マラソン週間」を大放課に行っている。
ア

なわとび週間
なわとび週間では全児童に学年の実態に合わせた「なわとびカード」を配付している。これは、目
標を決め、記録を記入させていくことで、達成感を得られるようにするためである。また、
「なわとび
週間」開始直前の朝会では、全校児童の前で体育委員会が中心となって、
「なわとびカード」に書かれ
ている技の紹介を行っている。難しい技を軽々と跳ぶ姿を見た児童は、
「自分もできるようになりたい」
と意欲を高めている。

イ

マラソン週間
マラソン週間には、大放課にかけ足に取り組んでいる。かけ足をしている間は軽快な曲を BGM とし
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て流すことで、心地よく走ることができるようにしている。令和元年度までは毎週月曜日と木曜日の大
放課に全校児童が集まって行っていたが、現在は感染予防のため、日数や人数を制限して行っている。
マラソン週間でも「マラソンカード」を配付し、走った距離を記入させることで、達成感を味わうこと
ができるようにしている。
⑵

児童が運動する環境の充実

ア

人的環境の充実
東浦町では、平成 28 年度より児童に運動の楽しさを伝えるために教師の体育指導力向上を目指した
講習会をスポーツ課の主催で開催している。水泳やなわ跳び、体ほぐしの運動など、これまでにいろ
いろな講習会が開催されている。本校でもその研修会に多くの教師が参加し、そこで学んだことを児
童に還元している。また、校内でもスポーツ課から講師を招き、体育の授業指導法に関する研修会を
開催した。実際に受講した教師からは、
「小学校で初めて体育の授業を行うとき、やり方が分からなか
ったけど具体的な体育の授業の進め方が分かった」
「楽しくたくさん運動してもらうことが大切だと分
かった」など、体育の授業に生かそうとする感想が多くあった。
また、本年度は東京オリンピック 2020 が開催された年であり、
本校区在住で、実際に東京オリンピック 2020 の陸上競技 3000ｍ
障害に選手として出場された山口浩勢選手とふれあう機会を設け
た。山口選手には、東京オリンピック前にみんなで応援メッセー
ジを寄せ書きした横断幕を作成し、プレゼントした。また、東京オ
リンピック終了後には、来校していただき、
「山口選手とモリモリ
キッズ

夢に向かって走ろう会」
（写真１）という会を開催した。

当日は、山口選手に東京オリンピックに出場したときの思いや上 【写真 1

山口選手と一緒に走る児童】

手に走るこつなどを教えていただいた。山口選手とのふれあいを
通して、児童は、運動することだけでなく、運動を観ることや支
えることへの大切さを学ぶ機会となった。
イ

物的環境の充実
本校では、児童が運動に親しむ機会を増やすために物的な環境

の充実にも努めている。予算には限りがあるが、できる限りボール
などの体育用具を触る機会を増やすために一人一つ用意するよう
に心がけている。また、バトンスロー（写真２）やなわ跳び用のジ
ャンピングボードなどのように、休み時間に児童が進んで利用でき 【写真２
るような用具の製作も行ってきた。
３

バトンスローをする児童】

おわりに
平成 28 年度から始まった「体力向上プロジェクト」により、町内の児童の体力は大きな向上が見られた。

それに伴って、本校でもいろいろな取組を行い、この５年間で児童の体力に大きな向上が見られた。これを
一過性のものにしないように、今後も児童に運動の楽しさを感じさせる手立てを考え、進んで運動に取り
組む児童を育てていきたい。
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自ら進んで体力づくりに取り組む児童の育成
刈谷市立小高原小学校

１

はじめに
昨今のコロナ禍においては、今までのような体育の授業は難しくなり、子供たちの運動不足は否め
ない。その中でも、本校では子供たちが進んで体力づくりに取り組めるよう、体を動かす楽しさを味
わえる授業づくりや業間体育に励み、日々実践をしている。休み時間に運動場に出て、鉄棒で逆上が
りにチャレンジしたり、トラックを走ったりしている子供たちの姿からは、体育の授業や業間体育の
中で体を動かすことの楽しさを味わってきたことがうかがえる。

２

実践の内容
⑴

授業における実践
５年生のベースボール型の運動では、自分のスイングや投
球をタブレット端末を使い、友達同士で撮影し合う機会を設
けた（写真１）。子供たちは撮影した自分の姿を客観的に見た
り、友達の動きと比較したりすることで、ゲームで活躍する
ためにフォームを改善することの必要性を実感できた。
３年生では、タブレット端末で撮影した映像を使って、振
り返りの充実を図っている。鉄棒運動では、グループ内で技

【写真 １ タブレットで撮影】

や演技を撮った映像を見ながら、友達のよいところを認める
活動を行った。また、ネット型ゲームでは、ラリーやゲーム
の様子を撮影した映像から、本日のベストプレーを学級全体
に発表しながら振り返りを行った（写真２）。よいプレーを学
級全体で共有することで、技能の向上や次時の課題設定のき
っかけを見付け、子供たちが主体的に学習に取り組むことが
できたと言える。
⑵

【写真２

タブレットを用いた振り返り】

業間体育における実践
ア

本校では、11 月下旬から 12 月中旬頃まで全校で「さわ
やかかけ足週間」を実施している。かけ足の前には、体育
委員会が中心となり、巧緻性や柔軟性などを高める様々な
動きを取り入れた刈谷市独自の刈谷体操（写真３）を準備
運動として行っている。準備運動後は、整列したまま学級
でまとまって走る集団走（写真４）、個人の走るペースで
走り続ける個人走と続く。子供たちには、走った周の数だ
【写真３

40

刈谷体操の様子】

け色を塗る「さわやかかけ足カード」を配付し、走った距
離を可視化できるようにしている。その結果、
「さわやかか
け足週間」が終了しても、多くの子供たちが継続してかけ
足運動に取り組む姿を見ることができた。
また、
「さわやかかけ足週間」の前後に記録会を設定する
ことで、毎日のかけ足によって力が伸びたことが実感で
【写真４

き、頑張れた自分を認めることができた。
イ

集団走】

刈谷市では、「外遊び検定」を実施し、外の遊具で遊びながら体力を高めている。外遊び検定
は、低学年が外遊びカードを持って外に出て、鉄棒、うんてい、竹馬、一輪車、フラフープの６
種類に挑戦し、合格すると認定証をもらえる企画である。本校では、
「外遊び検定」に異学年交流
を取り入れて実施している。高学年の子供は手本を見せたりアドバイスをしたりして、低学年の
技能向上に貢献することができた。
２回の検定日の期間を空けたことで、１回目に合格できなかった子供たちが、次の検定日まで
の休み時間に黙々と練習に取り組んでいた。また、低学年と高学年が一緒に練習する姿が見られ、
低学年が検定に合格したときには、検定員の高学年も一緒に喜ぶ姿を見ることができた。
異学年交流や、検定の時期を適切に設定することで、子供たちが外での活動に意欲的に取り組
むことにつながるとともに、友達と一緒に運動できる喜びを共有することができた。

ウ

３学期には、長なわ週間を実施し、８の字跳びの回数を計測する長なわ記録会に向けて全校で
練習に取り組んでいる。市内統一のルールで実施することで小学校の記録を共有したり、毎日の
校内記録や歴代最高記録を掲示したりして、子供たちの意欲を引き出せるよう工夫している。
また、休み時間には高学年が低学年に縄を回すコツを教えたり、異学年で一緒に練習したりす
ることで、長なわ記録会では、子供たちは自然と他学年の頑張りを応援することができる。全校
が一丸となって、運動することの楽しさを味わうことができる取組の一つである。

⑶

校内掲示の工夫
全校掲示板には、体力テストやさわやかかけ足記録会、長なわ記録会の歴代最高記録を掲示し、
子供たちが、これらの記録を目標として、各取組に励むことができるようにしている。
また、学年掲示板には、体育で取り組んでいる運動（鉄棒の逆上がりやハードルの跳び方など）
をコマ送りにした画像に技能のポイント示したものやそれぞれの運動を成功した子からのアドバ
イスカードを子供の目線の高さに掲示し、授業で生かせるよう工夫している。

３

おわりに
本校では、一人でも多くの子供たちが、体を動かすことの楽しさを実感できることを目指している。
学校生活全てを通じて、自分の努力で「できた」喜びを味わい、友達と一緒にできた、認められた、
悩みを共有できた、素敵なプレーが見られたなど、集団として活動することの喜びを感じることで運
動することが好きになっていくと考える。今後も自ら進んで体を動かすことのできる子が増えるよう、
取組を継続していきたい。

41

体を動かすことをみんなで楽しむ子どもの育成
設楽町立田口小学校

１

はじめに
本校は、愛知県の北東部に位置する全校 64 名の小規模校である。始業前や休み時間になると運動場へ

出て、サッカーや野球、なわ跳び、一輪車、源平戦遊びなど、自分たちの好きな運動遊びで身体を動かし
ている子供が多い。また、異学年間の仲も良く、いろいろな仲間たちと運動遊びを楽しむことができてい
る。しかしその一方で、自分の運動能力に自信がなく、運動に消極的な子もいる。そこで、授業や日々の
取り組みを通し、子供が体を動かすことの楽しさを味わい、進んで運動に取り組んでほしいと考えた。
２
⑴

実践の内容
実践のねらい
教師が学習活動を工夫したり、子供たち自身で作り上げる時間を設けたりすることを通して、より積
極的に、自分たちで体を動かすことを楽しむ子供の育成を目指した。

⑵

実践の様子
ア

休み時間を有効活用した「キッズトライアル」
（全校での実践）
月に一度、全校児童を上・下学年に分けて行うキッズトライアル

という運動遊びを、運動委員会が計画している。キッズトライアル
は、十数年前、子供たちの体力向上と、運動に挑戦する場として、
様々な種目の「検定」として誕生した。タイムや回数を励みと
し、子供に定着したが、教師が主導する形であった。そこから、

【写真１ キッズトライアル】

内容を再考し、運営に子供が参画する現在の形に発展している。
キッズトライアルに向けて、委員会では、
「計画・立案」
「用具や環境の準備」
「実行・運営」
「振り
返り」というサイクルで活動している。
「計画」では、担当する学年に適した内容の運動遊びを選ぶ
とともに、必要があればルールをわかりやすくしたり、面白さを増すためにオリジナルのルールを加
えたりしている。11 月は、低学年向けの簡単なルールでできる「しまおに」を計画した。
「準備」の
段階では、本を参考にして島を運動場に描いたのだが、描いた島を使って実際にゲームをしてみる
と、子供たちは、たった５人でも島の数が少ないことに気付き、たくさんの島を描いて修正した。
「運営」では、ゲームのルール説明を、大勢の子に伝わるように大きな声ではきはきと話すことに
努めている。また、初めてそのゲームを行う子でも、安心してゲームに取り組めるように、運動委員
が実際にゲームを行いながらルールを説明した。
「準備」の段階で修正したことで、ゲームがスムー
ズに進んだ。
「振り返り」では、毎月、グループごとにこれまでの取り組みの反省点やよかったとこ
ろを出し、グループ間で共有することで、次回のキッズトライアルに生かすことができるようにして
いる。
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イ

体育科の授業づくり「みんなで伝え合う授業」
（各学年における実践）
「思いを伝え合い、自ら学び続ける子ども」を主題とする現職
研修では、例年、体育科の授業研究にも力を入れている。本年度
は、１年生のマット運動、５年生の表現運動の実践から全職員が
学んだ。以下、後者の事例から、子供の成長について述べたい。
高学年は、自分の体を大きく使って表現することに対する恥ず
かしさや抵抗感が大きくなる。そこで、実践では、以下の５つの
支援を取り入れ、
「海の中」の表現に挑戦した。

【写真２

ウォーミングアップ】

１つ目は、体を大きく使ってのびのびと動くダンスウォーミングアップを各授業の導入に取り入れ
たことである。ひらひらと新聞紙のまねをした動きや、鏡のような人と全く同じにする動きで、自然
と楽しく体を動かせるよう心がけた。
２つ目は、子供たちがイメージした様子を、即興で、具体的に表現できるよう、カルタ形式のゲー
ムをトレーニングに取り入れた。
「すみを吹くイカ」
「きらきらしたサンゴ礁」など、仲間と札をめく
って動きを考え、披露し、互いに見合う中で、自然と海の中の様子を想起できるようにした。
３つ目は、子供たちの発想力や想像力を後押しできるよう、イメージに合った音楽を流しながら活
動できるようにしたことである。授業中、BGM を常に流したことで、当初は緊張気味だった子供たち
もリラックスした表情となり、また、柔らかい体の使い方で取り組めるようになった。
４つ目は、毎時間の活動を振り返り、次の活動に確実につながる「学習カード」を用いたことであ
る。本時の終盤に「今日の自分のよかったところ」を書くことで、一人一人が、次時の「なりたい自
分」
「挑戦したい内容」を考えるようになり、見通しをもって学びを楽しめるようになった。
５つ目は、子供が、自分たちの動きに自信をもてるように、
「メッセージカード」交換を行ったこと
である。グループ作品を仕上げる過程でも、カード交換をし、
「足音が聴こえなくて水中の静かさが伝
わった」
「指先まで綺麗に使えて、本物のサンゴみたい」など、よさを詳しく伝え合えていた。
本校における「伝え合い」は、体育科で言えば、実際の体の動きで「見せる」
「魅せる」ことへと拡
がっていくが、その間の、子供が「話しきる」
、
「聴ききる」コミュニケーション能力の育成について
も大切にしている。今後とも、適切な支援によって、子供たちが互いに意識を高め合い、確かな体力
づくりにつなげられる実践を進めていきたい。
３

おわりに
体を動かすことをみんなで楽しむ大前提は、安全な環境と用具により、子供たちを安心して活動に浸れ

るようにすることである。業間の運動遊びにのびのびと取り組むことも、体育科の授業で適切な課題に挑
戦することも、その大前提を大切にして、今後とも全校で研鑽を積んでいきたい。
本校では、気温が低くなる冬場においても、外に出て元気よく遊ぶ子が多く見られる。キッズトライア
ルを含め、外遊びに親しんできた成果は表れている。また、それ以上に、２か月先のマラソン大会に向け
黙々とトラックを走る姿が印象的である。自分を信じて、目標をもって頑張る姿勢に大きなエールを送り
たい。そして、授業で仲間とともに、互いに高め合うトレーニングを積み上げる中で、自分たちのよさや
成長を感じ、
「体を動かすことをみんなで楽しむ」思いがさらに高まるよう努めていきたい。
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元気いっぱい浦里っ子の育成
名古屋市立浦里小学校

１

はじめに
本校では、学校教育目標の一つ「元気よく」を基に、
「心身共に健康で活力ある生活を送る子」の育成を
目指してきた。しかし、放課に積極的に運動場で遊ぶ児童は少ないという実態がある。過去２年間の学校
評価においても、項目「外で遊ぶなど体力を向上させようとしている。」では評価平均値を下回っていた。
また、名古屋市内・全国で行っている「体力・運動能力調査」の結果と比較すると、本校の児童の体力状
況はここ数年、平均をやや下回る傾向にある。児童の体力は、近年はほぼ停滞傾向といえ、運動をする子
と、運動をしない子の二極化が見られるなど、子供たちの体力について様々な課題がある状況であった。

２

実践の内容

⑴

実践のねらい
目指す児童像：みんなと楽しく、進んで運動場で遊ぶ児童
児童が運動したい、運動は楽しいと感じるためには、運動に興味をもつこと、運動は気持ちがいいと
感じること、そしてできる喜びを味わうことが必要だと考える。そこで、様々な運動に触れ合う機会と
して体育の授業の工夫と運動に親しむための日常実践（学級遊び）と特設の集会やイベントの工夫を行
う。この双方が、自転車の車輪のように一緒に回っていくことで、みんなと楽しく、進んで運動場で遊
ぶ児童が育つと考え、実践を進めていった（実践のイメージ図）
。
【実践のイメージ図】

体育
の
授業

児童の
「できた」
「楽しい」
「気持ちいい」

充足感
達成感

学級遊び
体育集会
大会開催

みんなと
楽しく、進んで
運動場で遊ぶ

運動の日常化・習慣化を目指し、授業と放課の運動遊びをつなげる
⑵

具体的な実践例
【運動に親しむための日常実践（学級遊び・全校体育集会・全校スポーツ大会）
】
大放課（15 分）
・昼放課（15 分） 学級遊び（スポーツ大会に向けての練習も含む）
金曜日の朝（15 分）

全校体育集会（年間８回）
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児童

ア

代表委員と保健体育委員が児童集会や体育集会を企画・運営する。
全校体育集会
金曜日の朝、運動場に全校児童が参加する体育集会を保健体育委員会が企画した。今年度は走ること

を意識した集団遊び「しっぽとり鬼ごっこ」と投げることを意識した「爆弾投げゲーム」に取り組んだ。
子供を夢中にさせるだけでなく、運動面でのメリットがたくさんあるしっぽとり鬼ごっこは、走るこ
とが苦手な児童も楽しみながら参加できるように工夫した。
【鬼ごっこのメリット】
・走って逃げたり追いかけたりすることで体力面が強化される
・いろいろな体の部位を使うことで体幹が鍛えられ、バランス感覚が養われる
・全身を使っての運動により持久力が身に付く ・俊敏性が身に付き、足さばきがスムーズになる
鬼遊びをすると、
「歩く、走る、くぐる、よける」などの動きを、夢中になって遊んでいるうちに総合
的に経験することになる。また、動きの多様性があり、運動を調整する能力を身に付けやすくなる。遊
びなどを通して多様な動きを十分経験しておくことが大切であると考える。
爆弾投げゲームは、地面に落ちている新聞紙を丸めた爆弾を、相手の陣地へ次々と投げ入れる遊びで
ある。日常生活で投力を伸ばす機会が少ない児童が「投げることそのものを楽しい」と感じられること
がより重要だと考えた。

【写真１ しっぽとり鬼ごっこで積極的に走る児童】

【写真２ 走ることを楽しんでいる児童の様子】

イ

放課に遊び道具を貸し出し、様々な運動に触れる機会を作る。

ウ

運動会では、低中高学年別に準備運動として、リズム運動を取り入れた。

エ

保護者・地域への啓発として学校ホームページへの掲載や学校だよりに取組の様子を掲載する。

３

おわりに
アンケートの結果から、体育の授業や体育集会を通して、多くの児童は運動の楽しさを感じているこ
とが分かる。一方、まだ４割近い児童は、自主的に外で遊ぶことはできていない。
「誰かに計画しても
らう運動・遊び」から「運動場で遊ぼう」と自ら運動に取り組む児童を育てるためには日頃の運動習慣
の確立が必要と考える。次年度は運動習慣の確立を目指すために、なわ跳びを中心に実践を進め、新記
録が出たら掲示板や学校ホームページ上で随時更新をしたり、ランキングを定期的に載せたりするなど
日常の取組を継続的に盛り上げる工夫を行っていく。
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心と体を健康に
名古屋市立六郷小学校
１

はじめに
本校は、全校児童 89 人、各学級は 20 人以下の単学級の小規模校である。極めて児童数が少なく、多く
の児童が集まって運動する機会が限られている。また、本学区は、商店街や飲食店が多く、伸び伸びと運
動できる十分な場所も限られている。
そこで、本校では、心と体を一体として捉え、心と体の健康の保持増進に力を入れて実践を行うことに
した。そして、授業研究部会、業前・業間研究部会、保健研究部会の３つ部会を立ち上げ、児童が自ら運
動に取り組んだり、明るく楽しい学校生活を送ったりすることができるようにしたいと考えた。近年は、
感染症拡大の影響により、マスクの着用や接触の高い運動が制限され、児童は十分に体を動かすことがで
きないことが多かった。児童の生活や環境が激変する中、慣れない生活で不安やストレスを抱える児童に
対しても、対応できるものになると考える。

２

実践の内容

⑴

授業研究部会

ア

ねらい
児童が仲間と協力して個々の課題を解決することで、技能が向上したり記録が伸びたりする喜びを

味わわせることができるようにする。
イ

実践の流れ

（ア）

パワーアップタイム１・・・主運動につながる基本的な運動

（イ）

パワーアップタイム２・・・個々の課題を解決するための主体的・対話的な学び

（ウ）

チャレンジタイム・・・・・記録を計ったり、発表を行ったりして練習の成果を確認

ウ

６年生「ハードル走」
パワーアップタイム①では、トン・１・２・３の「リズム走」
、
振り上げ足をまっすぐにして上体を前傾する「１歩ハードル走」
、
着地を力強くける「リカバリー走」
の練習を繰り返し行うことで、
ハードルを素早く走り越える感覚を身に付けることがで
きた。

【写真１

リカバリー走に取り組む様子】

パワーアップタイム②では、遠くから踏み切ったり、低
い姿勢で走り越したりするなど、児童一人一人が課題をもって取
り組んだ。また、タブレットで撮影した動画の動きをグループで
確認し、話し合いながら練習に取り組むことができた。
チャレンジタイムでは、グループ内で記録を計測し、グループ
全体でどれだけ記録が縮まったかを確認することで、
記録が伸
【写真２

びる喜びを味わう児童が多く見られた。
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動きを確認する様子】

⑵

業前・業間研究部会

ア

ねらい
業前の「体力づくり」や、業間の「運動ウィーク」を設定することで、児童が運動に慣れ親
しみ、自ら運動に取り組むことができるようにする。

イ

「体力づくり」
業前の「体力づくり」では、低学年・中学年・高学年で「ランニ
ング」
・
「ボールと鉄棒」
・
「なわ跳びとバランス」の３つの運動を、
毎月１回ローテーションで行いながら取り組んだ。
「ランニング」
では、ただ走るだけではなく、ラダーやしっぽ取り、じゃんけん鬼
ごっこなど教師が工夫した運動の場を設定することで、児童は楽

【写真３

しく取り組むことができた。
ウ

しっぽとりの様子】

「運動ウィーク」
業間の「運動ウィーク」では、一輪車や竹馬などの様々な技やめ
あてを運動場に掲示して取り組んだ。また、ストラックアウトやバ
トンスローなど、児童が興味・関心をもって取り組むことができる
場を設定することで、元気よく遊ぶ姿が見られた。また、雨の日は
ストレッチや新聞遊びなど、室内でできる運動遊びを紹介するこ
とで、児童が楽しそうに取り組む姿が見られた。

⑶

【写真４

ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄに取り組む様子】

保健研究部会

ア

ねらい
学校と家庭が連携して取り組み、児童が規則正しい生活習慣を身に付けることで、明るく元気
に学校生活を送ることができるようにする。

イ

「元気もりもりカード」
毎月１週間、
「早寝・早起き」や「歯磨き」
、
「食事」などの課題
から、個々に「よくかんで食べる」といったような具体的な行動
目標をもたせた。また、児童が１週間の取り組みの振り返りを記
述したり、保護者からコメントをいただいたりすることで、児童
は自らの目標に意欲的に取り組むことができた。学校と家庭が連
携を図り、規則正しい生活習慣を身に付けることができるように
していくことで、明るく元気に学校生活を送る姿が見られた。

３

成果と課題
授業実践では、どの児童も技能が向上したり記録が伸びたりする喜

【例

元気もりもりカード】

びを味わうことができ、業前・業間の運動では、児童が元気よく体を
動かし自ら運動に取り組む姿が見られた。また、
「元気もりもりカード」では、児童が生活を振り返り、
規則正しい生活習慣を身に付ける姿が見られた。今後は、心の健康面に目を向けさせ、更に児童が楽しく
活力ある学校生活を送ることができるようにしたい。

47

生涯にわたる豊かなスポーツライフに向けた基盤づくり
－運動に親しみ主体的に体力向上に取り組む生徒の育成－

稲沢市立治郎丸中学校

１

はじめに
全校生徒を対象に行った体力に関する実態調査から、生徒の運動不足と体力低下が顕著となった。これ
は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活習慣の変化や運動機会の減少によるものと考えられる。また、
自分の体力を高め、将来的に運動を生活の中に取り入れたいと考える一方で、体力を高めるためのトレー
ニング方法を知らない生徒が多く、自らの健康や体力を高めるための実践経験が少ないという実態も明ら
かになった。
そこで、体育の授業や部活動、その他体育的行事などにおいて、主運動でのパフォーマンスを最大限に
発揮できる効果的なウォーミングアップと身体のケアを自分で考え、適切に実践できる生徒、体力を効果
的に向上させるために、自分に必要な課題を把握し、必要なトレーニングをプログラムして日常生活に習
慣付ける生徒の育成を目指したいと考えた。

２

実践の内容
⑴

日常的にスポーツに親しむ機会を充実するための実践
ア

ＪＩＲＯＭＡＲＵチャレンジ
感染症対策による臨時休校中や夏休みなどの長期休業中における運動不足を解消するために、家庭
内で実施できる部位別のトレーニング方法を保健体育科で考案した。運動の内容を、レベル別に作成
し、徐々に運動強度を高くしたり、自分の体力レベルに合わ
せてステップアップしたりできるようにした。生徒には、そ
の資料を紙媒体で配付して、自分の課題や目的に合った内容
で積極的に取り組むように啓発した。

イ

マイトレーニングノートの活用
体力テストの結果を分析し、自己の特徴を把握させた後、
自分の体力向上のための運動を主体的に計画させた。マイト
【資料１
レーニングノート（資料１）には、体力測定記録、トレーニン

マイトレーニングノートの一部】

グ実践記録を記入させた。また、課題分析・設定に役立たせ
るための資料を掲載した。生徒には、定期的に目標や課題を
見直しながら継続的に取り組むように啓発した。
ウ

体力向上実践講座
生涯にわたり、主体的に運動に親しもうとする姿勢を身に
付けさせることを目指し、トップアスリートを支えたトレー
ナーを講師に招き、講座を設けた（写真１）
。
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【写真１

体力向上実践講座の様子】

東京 2020 オリンピックの話を交えながら、柔軟性を高めるトレーニングやパフォーマンスを向上さ
せるウォーミングアップをテーマに実践し、生徒は日常的に運動に取り組むことの大切さに気付くこ
とができた。
⑵

主体的に運動に取り組む基盤づくりを目指した体育の授業実践
ア

ねらいに応じたウォーミングアップの充実
体育の授業で、各種運動のねらいに応じたウォー
ミングアップの方法と内容を紹介した（資料２）
。
獲得した知識を活用して、主運動へつなぐことや
自分に適した種類や回数などを考えさせて取り組
ませた。

イ

ＪＩＲＯＭＡＲＵ体操

○「ＪＩＲＯＭＡＲＵダイナミック」動的ストレッ
チ（陸上競技・球技・器械運動）
○「ＪＩＲＯＭＡＲＵビクス」
（長距離走等）
○「ラダートレーニング」体力向上（敏しょう性）
と主運動につながるＷ－ＵＰ（陸上競技・球技）
○「Ｗ－ＵＰドリル」主運動につながるＷ－ＵＰド
リル（器械運動等）
○「音楽を流してランニング」
（長距離走等）
○「リズムダンスＷ－ＵＰ」
（ダンス）
○「運動中の脈拍測定・管理」
（長距離走等）

【資料２

ねらいに応じたウォーミングアップの充実】

主運動につなげることだけでなく、「みんなで運動に親し
み、楽しく身体を動かす」ことをテーマに加え、体育祭の準
備運動を生徒に考えさせた（写真２）
。
実施２年目となる今年度も体育祭実行委員が中心となって
考案し、全校生徒に伝達した。コロナ禍であるため、学年別
による体育祭の開催となったが、生徒同士の関わりを意識し、
先輩から後輩への引き継ぎや各クラスの実行委員から学級の
仲間へと伝えることを大切にして取り組んだ。
ウ

ＪＩＲＯＭＡＲＵ

【写真２
ＨＩＩＴ（高強度インターバルトレーニング）

ＪＩＲＯＭＡＲＵ体操】

中学生の時期は、特に全身持久力を高める運動機会が大切と考え、取り組ませた。短時間（４分間）
で全身持久力の向上と体脂肪燃焼に効果がある高強度インターバルトレーニングを紹介し、部活動や
家庭で、各自が自分に適した内容に取り組むように啓発した。
３

おわりに
ＪＩＲＯＭＡＲＵ体操では、昨年の体操をさらに進化させ、これまでの授業で学んだ動的ストレッチや
静的ストレッチを多く取り入れたり、心拍数の向上や関節可動域の向上を図ったりして、より充実した準
備体操を創りあげることができた。ＪＩＲＯＭＡＲＵチャレンジでは、「レベル２に挑戦しました」
「次は
違う種目もできるようになりたい」など、
「もっとやってみたい」と自己の体力向上に向けて、追究するこ
とを楽しむ姿がみられた。また、マイトレーニングノートを活用し、日々の実践を簡単に記録していくこ
とで、自己の身体に関心をもち、目的意識や体力を高めようとする生徒が多かった。これを受け、主体的
に体力づくりに取り組む生徒の意欲を高め継続させるために、希望者に体力テストを再計測する機会を、
「チャレンジタイム」として計画・提供した。
今後も、日常生活の中で運動に親しんだり、体力向上を意識して運動に励んだりするなど、主体的に体
力向上に取り組む生徒の育成を目指すうえで、中学校３年間を一貫して取り組むことが必要だと考える。
引き続き、効果的な取組を精査し、改善を図りながら生徒にとって望ましい活動を追究していきたいと考
える。
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自らの体力向上をめざし
主体的に運動に取り組む生徒の育成
−マイプランによるトレーニングの計画・実践を通して−
愛西市立佐織中学校

１

はじめに
本校は、全校生徒 290 名の中規模校で、２つの小学校から中学校へ入学してくる。本校の生徒は、与え
られた課題や授業のねらいに対して真剣に取り組むことができる生徒が多い。しかし、自ら課題を設定し
たり、自らの力で課題を解決したりしていくことが苦手なように思われる。また、部活動の縮小や近年の
新型コロナウイルス感染予防を意識した体育の授業の変容など、運動する機会の減少が懸念される。その
ため、自らの健康に目を向け、運動に取り組む姿勢を身に付けることが必要であると考えた。そこで、近
年のフィットネス文化の流行等を合わせた体力づくりを通して、自ら課題を設定し、解決していく力を育
成していきたい。

２

実践の内容

⑴

コロナ禍におけるトレーニング計画と実践
体つくり運動の授業において、トレーニングの計画・実践を行い、トレーニングを継続的に行うため

の基礎知識の定着を図った。計画の内容は、以下の二つを条件とした。
➀

トレーニング時間 30 分

➁

自宅や近辺の公園などでできる項目

計画を立てる前の指導としては、トレーニングの原理
原則などの基礎知識の学習に加え、インターネットを利
用して動画配信サイトでトレーニング方法を調べたり、
カメラで撮影した自分のフォームを確認したり、タブレ
ット端末を利用してトレーニングの内容を考えたりする
ようにした。計画したトレーニングは、合計３回実施し、
PDCA サイクルに基づいて実施ごとに反省、改善を行った。
また、トレーニング中に関しては、音楽を流すことでモ

【資料１

生徒のトレーニング計画表】

チベーションの向上を図った。
トレーニング計画を実践するごとに、メニューの内容や１セットの回数、セット数などを振り返り、
改善を加えながらより自分の体力に合わせたトレーニングプランを作成することができるようになった。
⑵

継続的な運動計画の実践
新体力テスト計測後、⑴に基づいて「柔軟性」
「筋力」
「筋持久力」から自分の課題を考え、授業冒頭の
５分間を使い、継続的にトレーニングを行った。このトレーニング中においても音楽を活用し、モチベー
ションの向上を図った。また、中学生の時期は「全身持久力」が特に高まるため、定期的に５分間走を
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取り入れるようにした。トレーニングの記録は、個人ファイル
を用いて、毎時間記録した。また、部活動や自主的に家庭で行っ
たことなども記録した。５月、７月、９月、11 月に記録の測定
を行い、トレーニング効果の確認と改善の機会を与えた。
動画配信サイトをうまく活用したり、自分なりの強化メニュー
を作成したりするなど、自分の体力や目標に合わせた計画を実
施する姿勢がよく見受けられた。
⑶

【資料２

生徒のトレーニング実施記録】

【資料３

生徒Ａの振り返りレポート】

実施内容の振り返り
11 月の測定終了後、体力の記録を基にレポートを作成した。

項目は、以下の内容とした。
➀

取り組み方、トレーニングの内容について

➁

結果・考察

➂

まとめ

抽出生徒Ａは、継続的に腹筋トレーニングを取り組んだこ
とにより、上体起こしの記録が向上した。レポートの作成を
進める中でプラトー（停滞期）に気付き、漸進性の原則（徐
々に負荷を高めることでトレーニング効果を得られる）を基
にトレーニングの負荷を高めていくことで、より効果が得ら
れるのではないかと考察している。
３

おわりに
今回の実践を通して、多くの生徒が自分の課題に対して目標をもって取り組み、体力の向上を図ること

ができた。特に、２ヶ月に１回の測定ごとにメニューを評価、改善することができている生徒は、全体的な
体力の向上が見られることが多かった。また、振り返りのレポートを作成したことで、トレーニング内容
の改善点に気付く生徒も多く見られたため、来年度も継続して行うことができれば、より効率的な体力の
向上が期待できる。また今回は、
「柔軟性」
「筋力」
「筋持久力」の三つの体力から自分の課題を考えるとし
たが、今後は測定項目の種類を増やし、より多い選択肢の中から自分の体力の課題を考えられるとよいと
感じた。
「自分のなりたい体型を目指す」など、目的達成のために体力の向上に取り組む生徒もおり、動画
配信サイトをうまく活用し、効果を実感することができていた。また、音楽を活用することで、リズムに合
わせたり、口ずさんだりしながら取り組む生徒もおり、モチベーション向上において一定の効果が見られ
た。しかし、運動を苦手とする生徒ほど、うまくトレーニング計画を立てられず、体力の維持は見られたも
のの、向上には至らなかった。
今後の課題としては、運動を苦手とする生徒のモチベーション向上が挙げられる。また、音楽の活用に
よる一定の効果は見られたが、更なる工夫が必要である。今後は、単元「体つくり運動」を通して、運動が
苦手な生徒でも取り組むことができる運動やトレーニング方法を学習したり、授業の積み重ねの中で運動
の楽しさを実感させたりして、少しでも運動に対して苦手意識をなくせるようにしていきたい。
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集団で取り組むよさや仲間の大切さを実感できる体育学習
―体育大会３年生演技「エール」の実践を通して―

岡崎市立額田中学校

１

はじめに
本校は、岡崎市東部の山間部に位置し、愛知県内で唯一、寮生活を送る生徒がいる中学校である。全校生

徒は 174 名と小規模の学校であり、五つの小学校から中学校に進学してくる。小学校では単学級や複式学
級の中で生活してきており、大きな集団での活動や多様な仲間と関わる経験が少ない中で育っている。
本校では、
「一斉授業から協働的に学ぶ小集団を核とした授業への転換」を研究の柱としている。生徒
一人一人が「学びに向かう力」を発揮し、仲間と協働して深い学びができる授業を目指している。
こうした地域の特性や研究の課題を達成するために、体育的行事や体育の授業において、集団で一つの
ものを作り上げる楽しさや喜びを感じられる生徒、他者と協働する中で仲間の大切さを実感できる生徒の
育成を目指し、以下の取組を行った。

２

実践の内容

＜体育大会の３年生演技「エール」の実践＞
本校では、コロナ禍での開催となった令和２年度の体育大会から、３年生の学年演技に応援合戦の要素
を取り入れた演舞を行っている。
『青春応援団

我無沙羅』というチームを手本として、
「エール」という

演目を完成させていく。
「エール」はテンポの速い曲調に合わせて、素早い動き、力強さ、リズム感、そして身体をコントロー
ルする体幹の強さ、３分間動き続ける持久力といった、様々な体力の要素を必要とする踊りである。体育
や踊りが苦手な生徒にとっては、とてもハードルが高いものとなる。だからこそ、それを乗り越えられる
達成感や充実感が得られるように、様々な工夫をしながら指導を進めていった。
⑴

『青春応援団

我無沙羅』を招いた指導会

「エール」を考案し、実際に活動しておられる『青春応援団

我無沙羅』の

皆様に、今年度は３回来校していただき、指導をしていただいた。練習初日
に、生徒にはサプライズという形で出会いの場を用意し、演舞を披露してもら
った。この出会いによって、生徒は演舞の迫力に惹かれ、自分たちが目指した
い姿を具体的に重ねることができた。ひと通り振り付けを覚えることができた
段階で二度目の指導を依頼した。慣れてきて踊れている気になってくる時期で
あり、もう一度、細かい動きや振り付けを見直すきっかけとなる指導会となっ
た。３回目は本番直前。最後の修正をしていただく機会となるが、それ以上 【写真１

指導会の様子】

に、本番に向けて気持ちを高める意味合いが多くを占め、最後にもう一度、我無沙羅の皆さんの演舞を
見せてもらうことで、自分たちが目指す姿の再確認を行った。
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⑵

演舞にかける思いを、口上にのせる
「エール」という演舞をなぜ踊るのか。その意味を繰り返し考え
させた。コロナ禍で苦しむ人々を勇気づけたい。様々な行事が延期
や中止になる中でも、前を向き、できることがあることへの感謝の
気持ちを伝えたい。後輩たちに、全力な姿はかっこいいことなのだ
と伝えたい。見ているすべての人たちに、
「エール」を送れるような
演舞がしたいという生徒の思いがたくさん出てきた。

【写真２ 口上で思いを語る様子】
その思いを、演舞の前に口上という形で披露し、自分たちが踊る意味を自分たちの心にも、見ている

人たちの心にも、響かせることができた。
⑶

タブレットを活用した、グループでの教え合い
教師が一方的に教え込む練習方法ではなく、タブレットに入っている手本の動画を確認して自分の姿
と比較させたり、生徒同士がお互いの姿を見てアドバイスをし合ったりする活動を多く取り入れた。こ
の活動によって、
「できているつもり」になることなく、自分ができていないところを認識しながら改
善していくことができた。また、教え合う活動を取り入れることで、全体の場では解決できない一人一
人の困り感を友達とともに共有し、身振り手振りで確認し合いながら解決していくことができた。

３

おわりに
本実践を通して、資料１のように、グループで教え合うことで振り付
けを覚えてきたこと、全力で仲間が練習に取り組む姿に刺激を受けて自
分自身も頑張れたことなどが生徒の振り返りに書かれていた。また、指
導してくれた我無沙羅の皆さんへの感謝、そして周りで支えてくれる人
への感謝の気持ちも書かれていた。これは、
「エール」という演舞を作

【写真３

本番の様子】

り上げてく中で、踊る意味を何度も考
え、伝えたい思いを想像し続けて完成を
目指した結果ではないかと思っている。
教師主導で、ただ振り付けを教え込む練
習では、このような思いにはならないだ
ろうと考えている。
子供の体力を高めるためには、子供自
身が運動を行う意義や価値を見出し、自
ら意欲的に活動することが何よりも大切

【資料１ 本番後の振り返り】
だと考えている。本実践においても、様々な体力の要素が必要とされる中で、
「踊れるようになりたい」
「踊っている姿を見てほしい」
「私たちの思いを伝えたい」といった気持ちが演舞の完成、つまり体力の
向上につながったのだと考えている。
今後も本校では、
「集団で学ぶこと」や「仲間と関わること」のよさを実感させながら、体力の向上に
つながる実践を継続していきたい。
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生涯にわたって、楽しく運動に親しむ身体をつくろう
－体育的活動を通して跳躍しよう－

名古屋市立名塚中学校

１ はじめに
本校は、体育委員会において、昼放課にボール等の貸し出しを行ったり、外へ出て仲間と共に体を動かすよ
うに声をかけたりしているため、積極的に外で活動する生徒が多い。１年生では、グラウンドの割り当て日を
待ち望み、割り当て日の天候が悪くて使用できないと分かると落胆する様子が見られる。また、昼放課のグラ
ウンド使用は、生徒同士のみならず教員も一緒になって体を動かし、仲間と共に楽しみながら、運動に親しむ
機会となっている。
令和３年度の体力運動能力調査においては、どの学年も少しずつではあるが、結果が市の平均より上回って
いるものの、立ち幅とびにおいては下回っているという結果となった。保健体育の授業を振り返ると、意欲的
に跳躍系の運動をしたがらない生徒も見られた。これらから、本校の生徒の課題は、力強く踏み切って、遠
く、上に跳ぶ能力（以下、跳躍力）であると考えた。
そこで、課題である跳躍力を高めるために、保健体育の授業では「段階的な運動」を取り入れ、タイミング
よく、強く踏み切ることができるようにする。タイミングを合わせて、踏み切りが力強くできれば、遠くにも
上にも跳躍できるようになっていくと考える。
そして、跳躍力の高まりを把握させるために「記録を計測する活動」を取り入れることにした。記録の変容
を確認していくことで、跳躍力の高まりを捉え意欲的に活動に取り組めるようになり、楽しく運動に親しむ身
体つくりにつながっていくと考える。
２ 実践の内容
⑴ 保健体育の授業における「段階的な運動」について
今年度の保健体育の授業においては、跳び箱運
動の助走から踏み切りまでの一連の動きの流れに
注目させ、主運動の事前に「段階的な運動」を取
り入れ、主運動につなげていくことに取り組んだ。
助走から踏み切りまでの一連の動きの中で、ポイ
ントとなるロイター板での踏み切りを、①助走の
スピードを緩めず、②ロイター板の中央辺りで踏
み切り、③踏み切りは両足をそろえて沈み込み、
④斜め上方向に跳びはねる、というように段階的
な動きにして取り組ませた。
授業の取組の中で、助走スピードを緩めてし

【写真１ 沈み込みが浅めの生徒】

まったり、片足ずつ踏み切ってしまったりしている生徒や、踏み切りが弱い生徒が多かったが、①から
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④の動きをくり返し取り組んでいく過程で、スピー
ドを緩めずにロイター板を両足で踏み切ったり、踏
み切り前に沈み込むことができたりと少しずつ力強
い踏み切りができるようになった。
しかし、低い段ではスピードを緩めず、力強い踏
み込みや沈み込みができるが、高い段になると恐怖
心が先に出てしまい、スピードが落ちたり、沈み込
みができなかったりしている姿が見られた。

【写真２ 沈み込みが深めの生徒】

⑵ レクリエーション的な学年行事による「記録を測定する活動」
「記録を計測する活動」では、学年行事として、
クラス対抗での「８の字跳び」を何回跳ぶことがで
きるかを競わせた。事前に、体育の授業の中で主運
動のウォーミングアップの代わりとして、８の字跳
びの練習の時間を設けながら、縄への入り込み・踏
み切りのタイミングがつかめるように取り組ませる
ようにした。また、体育の授業の中でも記録を計測
して、練習の成果が少しずつでも把握できるように
し、レクリエーション的な学年行事に意欲的に取り
組ませるようにした。
学年行事本番では、授業での練習の成果が出せて

【写真３ タイミングを待つ】

いるクラスも多く、個々の生徒を見ると、縄に入る瞬間に足裏で地面を蹴る動き（踏み切り）ができるように
なっている子も増えていた。
３ おわりに
⑴ 今年度の実践の成果
今年度は跳躍力を高めるために「段階的な運動」と「記録を測定する活動」に分けて実践を進めた。
「段階的
な運動」では、４点のポイントに絞ったことで、踏み切りに意識をもちながら跳び箱運動に取り組むことがで
きた。成果として、跳躍をする前の踏み切りで両膝を曲げて沈み込み、その反動を使って跳躍できるようにな
った生徒も多く見られ、沈み込みからの蹴り出しの感覚を身に付けることにつながった。また、
「記録を測定す
る活動」については、跳ぶ回数を競わせることで、授業での練習の中でも、どうしたらタイミングよく跳べる
のだろうかと話し合う姿が見られた。レクリエーション的な学年行事において、縄に入るタイミングを見極め
て、いつでも跳躍ができるように沈み込んだ姿勢をとり、仲間と楽しみながらも足裏で地面を蹴って跳躍して
いる姿が見られるようになった。
⑵ 次年度に向けての課題等
今年度は、助走が少しある中で跳躍の前に必要な沈み込みや踏み切るタイミングを身に付けることができ
た。次年度は、助走がない立ち幅跳びにおいても、同じように沈み込みができて力強く踏み切れるように、体
力テスト前の授業実践計画を検討していきたい。
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本校における生徒と運動の関わり方について
－「自主自律」の体現を目指して－

愛知県立千種高等学校

１ はじめに
本校は、名古屋市名東区一社駅近くの住宅街の中にあり、
「飛翔」と名付けられた校門のアーチが印象的な、
来年度、創立 60 周年を迎える学校である。全日制普通科と国際教養科からなり、各学年９クラス、全校生徒
1082 名（女子 659 名、男子 423 名）が在籍する。
教育目標として、
「次代を担うリーダーの育成」を掲げ、多くの生徒が自由な校風の中、自主自律の精神のも
と、学習活動、部活動、生徒会活動の３立の体現を目指し学校生活を送っている。学習だけでなく、部活動や行
事に生徒自らが積極的に取り組んでいるところに本校の特色がある。また、2012 年にはユネスコスクール、本年
度はＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）事業カリキュラム開発指定校の認定を受け、国際理解教育も推進
している。持続可能な開発目標（SDGs）についての理解を深めるため、他校生徒とともに自発的な学習を行い、
研究発表会を行った。学校生活の様々な場面で生徒主体の活動が多く見られ、学祭実行委員会など有志の委員会
がいくつも存在し、活動していることも特徴である。
２ 体育授業での取組
⑴ 体つくり運動
体育授業の体つくり運動では、担当教員が毎回一人ずつ入れ替わり、学年の半数相当人数に対して一斉指導
を行っている。各教員は、基礎体力の向上の要素を含ませながら、運動量の確保、安全の配慮、楽しく体を動
かす、の３点を意識しながらそれぞれの個性を生かした指導を行う。内容は、リズム運動、エアロビクス、ダ
ンス、ペア運動、グループ運動、体ほぐし運動、アレンジ鬼ごっこ、クラス対抗リレーや大縄跳び,ミニバレ
ーボールに至るまで多岐にわたり、加えて、運動をしながら生徒自身の体や動きに対する気付きを促し、思考
させる要素も加味している。補強運動等を行う際も競争性をもたせるなど、生徒が毎時間新鮮な気持ちで取り
組めるよう工夫している。また、場所は全て体育館で行い、音楽をかけて行うことがほとんどである。シンプ
ルな体育館の往復走や周回走であっても、音楽の効果で生徒の表情は明るく、楽しそうにいつまでも走ってい
る姿が印象的である。
⑵ 各種目運動
本校では、体育の授業時における一律な準備
運動や補強運動はなく、各種目の特性に繋がる
W-up をそれぞれの講座で行っている。向上心が
旺盛な生徒が多いため、自ら選択した種目を楽
しむために、上達の手立てや練習法など生徒同
士で学び合い、相互に教え合ったりしている場
面がよく見受けられる。教員は、個人や集団の
【写真 授業風景】
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目標設定や課題解決を促すよう働きかけ、バランス良く男女共習等を取り入れながら、安全確保に留意しつ
つ、生徒自身で気付き、お互いを気遣い行動できるように柔軟に指導と援助、支援を行っている。
また、補強運動などは、負けず嫌いで勝敗にこだわる生徒の気質を引き出しながら、強度や部位等を考慮し
授業展開の中に適宜組み入れている。
３ 体育的行事での取組
⑴ 体力テスト
体力テストは全校一斉に行っている。生徒同士が互いに競いながら計測し、自分の記録に全力でチャレジし
ている。運動部の生徒ばかりではなく、文化部や部活動に所属していない生徒も一生懸命取り組む。全国平均
との比較を見ると、総合得点においては男子の優位性がとても高く、女子も高い得点であった。学年が上がる
につれて体力は順調に向上しており、特に３年男子は、総合評価Ａの生徒が実施者の 50％にのぼった。発育測
定においても全校で肥満に該当する生徒は０人であった。
⑵ 部活動
本校は部活動が盛んである。
「１・２年は全員参加」という土台の上に、それぞれの部活動において主体的
に能動的に生徒自身で考え運営している。生徒会組織の中で「部活動連絡協議会」が存在し、より良い活動を
行うために部の代表者が情報共有や全体連絡等を行い、部活動同士が好影響を受けながら活動している。参加
者は一様に熱心であるため、運動部も文化部も自主練を行う姿をよく見かける。昨今のコロナ禍時の休校中な
ども、各部活動において自発的にオンライントレーニングを実施していた。始業前や昼休みにも目標達成のた
めに練習に励む姿は、自己実現の達成に大きく結びつく姿として、先輩から後輩へと受け継がれている。この
姿勢は、体力向上にも大きく繋がる要因と考える。
⑶ スポーツ大会
本校のスポーツ大会は年２回行われる。７月は、学年を超えて３学年で実施し、３月は同要領により２学年
で実施している。実施種目において、高い技術を習得している生徒が多く、クラス対抗は盛り上がり、スポー
ツの楽しさや緊迫感を味わうことができ、協調性や連帯感等、人間関係の構築に好影響を及ぼす。学校行事は
ブロック制を採用しており、学年の垣根を越えて親睦を深めている。スポーツ大会も運動委員長を中心に生徒
主導で行われる。生徒主導による様々な問題点も教員のヒントを基に解決していく。大会運営を経験する生徒
や、感謝の意を表現する参加生徒なども多く、本校にとってはスポーツを通じて、マナーやルールの順守、相
互理解、また、人間性を育むための行事になっている。
４ おわりに
今回、体力づくり優良校として顕彰していただいた背景には、生徒の素地の高さが大きく起因する。アンケー
ト調査によると、朝食を毎日食べる生徒は９割以上であり、保護者の手作り弁当や手作り補食を持参する生徒も
多く、家庭が安定していることを窺い知ることができる。運動部員は部活動終了後に、プロテインを飲んでいる
生徒の姿も多く散見され、適切なトレーニングと効果的な栄養摂取、休養が体力向上に不可欠な要素であること
を理解している生徒が多い。今後も千種生らしく、生徒が自ら考え表現し、自主自律を体現していくことができ
るように、体育・スポーツを通じて豊かな人生が築かれていくように、生徒を見守り指導していきたい。
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本校の体力向上に向けた取り組み
―新型コロナウイルス感染症との共存―

愛知県立尾北高等学校

１

はじめに
本校は今年度、創立 100 周年を迎えた。大正 10 年設立の丹羽郡高等女学校、昭和 16 年設立の古知野高

等実践女学校が、昭和 23 年に統合されて愛知県立尾北高等学校として開校し、現在に至る。各学年７クラ
スで生徒は約 800 名が在籍している。本校は普通科と国際教養科から成り、留学生との交流も盛んである。
昨年度からは新型コロナウイルス感染症の感染拡大により休校や時差登校などを経験し、授業だけでなく
部活動、学校行事など学校生活のすべてにおいて現在も感染予防を徹底することが求められている。
２
⑴

体育授業での取組
準備運動
準備運動としてラジオ体操第２を行い、その後補強運動を行う。内容は腕立て伏せ、背筋運動、腹筋
運動を各 20 回、馬跳びを 10 回である。昨年度からは感染予防の観点からペアを組むことを避けるため、
一人で行えるバーピージャンプを取り入れた。これらは３年次まで共通で行う。

⑵

体つくり運動
例年は雨天等でグラウンドが使用できない際にも、体育館を使用して体つくり運動に取り組んだ。内
容は以下のとおりである。
（例）
・ペアで手を繋いで膝をタッチしあう「膝タッチ」
・ペアで向かい合ってジャンケンをし、負けは一足ずつ開脚する「開脚ジャンケン」
・ペア、またはグループで背中合わせになって立ち上がる「背中合わせ立ち」
・グループで複雑に手を繋ぎ合って解いていく「人間知恵の輪」
準備運動と同様、昨年度からは感染予防の観点からペアやグループを組むことを避け、一人で行うこ
とのできるエクササイズやヨガなどに取り組んだ。また、今年度は改修工事により体育館の使用ができ
なかったため、担当教諭が場所を工夫しながら種目に応じてボールを使った運動などを取り入れた。

⑶

体力づくり
例年は体つくり運動に加えて、10 分～30 分間のランニングや男子は 100 回、女子は 80 回の壁タッチ
をするランニングを行った。実施する前にランニングをすることで心拍数が上がり、基礎代謝量が増加
し、自律神経が整うなどの話をした。ランニングの効果や意義を理解させて実施することにより、生徒
が自分の体力に合わせてペースを考え走る姿が見られた。また、音楽をかけながら実施もした。生徒の
リクエストを聞き、知っている曲を流すことで曲のリズムに合わせて走る姿が見られた。今後は BPM に
も配慮して音楽をかけることも行っていきたい。
秋から冬にかけては、１年生と２年生を対象にシャトルランを実施した。練習１回、記録をとる本番
を２回行った。シャトルランの結果を記録し、上位者は掲示をすることで生徒のモチベーションの向上
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にも繋がっていたと考える。
これらについても昨年度からは感染予防の観点から実施を中止している。シャトルランだけでなく壁
タッチのランニングについても感染状況に応じて実施の方法を工夫したり、他の方法での体力の維持、
向上を図ったりすることを考えなければならない。
３
⑴

学校行事での取組
体力テスト
本校の体力テストの結果は、次のとおりである。全項目実施者数は 806 人（男子 345 人、女子 461 人）
でそのうちＡ段階人数は 215 人（男子 96 人、女子 119 人）である。割合では約 27％（男子約 28％、女
子約 26％）がＡ段階にある。合計得点の平均は県の平均、全国の平均を約２ポイント上回っている。昨
年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により、体力テストを実施できなかったため経年変化をみるこ
とが難しいが、３年生に関しては１年生時と比べて総合評価で高い評価の割合が多くなっている。この
ことから、身体の発達とともに入学からの学校生活での体力向上に向けた取り組みが影響していると考
えることができる。

⑵

球技大会
本校では球技大会を年に２回実施している。６月に行う前期球技大会において男子はサッカー・バレ
ーボール、女子はソフトバレーボール・ドッジボール、３月に行う後期球技大会において男子はバレー
ボール・キックベース、女子はバスケットボール・ドッジボールでクラス対抗戦を行う。

⑶

体育祭
本校では９月に体育祭を実施している。本校の体育祭はクラス対抗の種目と群団対抗の種目がある。
群団は縦割りで決められ、学年を超えて競い合う。クラスの仲間同士で応援し合う姿が多くみられ、縦
割りにすることで学年を超えた多くのコミュニケーションが生まれる機会となっている。また、リレー
では教員チームを作り予選を勝ち上がったチームと競い合う。教員が一生懸命走る姿を見せることは生
徒にとって運動への親しみをより感じさせ、これからの運動への取り組みやスポーツにかかわるきっか
けの一つになると考える。

４

部活動
本校は部活動が盛んである。運動部においては、陸上競技・バレーボール・ソフトボール・サッカー・

ハンドボールなどの部が県大会や東海大会に出場し活躍している。１年次は全員が文化部を含む部活動に
所属し、２年次やそれ以降もほとんどの生徒が継続して部活動に所属して活動している。そのうち運動部
に所属している生徒の割合は約 70％である。運動部における日々のトレーニングが生徒の体力を向上させ
ていると考える。
５

おわりに
現在、新型コロナウイルス感染症の広がりから感染予防に配慮した授業、部活動、学校行事等の実施が

求められている。運動の機会が減少し、生徒の体力は低下しているように感じる。また、マスクをしなが
らの生活や一定の距離を保つ学校生活が生徒にも要求され、コミュニケーションも減少傾向にあると考え
る。そのような中でも生徒に運動することの楽しさや喜びを多くの機会を通じて感じさせ、よりスポーツ
に親しみをもって主体的に取り組むことができるよう、指導していきたい。
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仲間と共に主体的に取り組み、技能の高まりを実感できる体育学習
―２年球技ネット型「バドミントン」の実践を通して―

愛知県立刈谷高等学校

１

はじめに
近年、グローバル化が急速に進み、生徒たちを取り巻く環境が大きく変化している。今後、どのように

社会が発展していくのか、予測することが困難な時代である。
こうした時代背景の中、高等学校教育の体育科においては、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継
続する資質・能力を育成することが重要視されており、
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授
業改善が求められている。そこで本校では、仲間と共に主体的に運動に取り組み、その中で技能の高まり
を実感できる授業を展開していくことが大切であると考え、日々実践を行っている。
２

実践計画

⑴

目指す生徒像

ア

仲間と共に主体的に運動に取り組むことができる生徒

イ

技能の高まりを実感することができる生徒

⑵

実践仮説

ア

仮説１
グループ学習と習熟度別学習を導入することで、仲間と共に主体的に運動に取り組むことができる。

イ

仮説２
技能ポイントを提示したり、ゲームを工夫したりすることで、技能の高まりを実感できる。

⑶

仮説１に対する手立て（手立て１）

ア

グループ学習の導入
Ｗ－ＵＰとラリーの際は、毎回グループ内でペアを代えながら進める。異なる相手とラリーをする
ことで、より多くの気付きを得ることができ、さらにグループ内の仲間意識が芽生え、教え合いが生
まれると考えた。グループ学習を導入することで、仲間と共に主体的に運動に取り組むことを目指した。

イ

習熟度別学習の導入
試合の際、レベル１から４レベル（１が最高
レベル）に分かれる。どの習熟度で学習を進め
るかは、生徒自身が選択する。これにより、遠
慮なく、安心して試合をすることができ、より
活発な意見交流が生まれると考えた。

⑷

仮説２に対する手立て（手立て２）

ア

技能ポイントの提示
授業の始めに教師が技能ポイント（資料１）を
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○基本的な構え
上体を立てる 膝を曲げる ラケットを立てる
○オーバーヘッドストローク
ラケットを持たない手でシャトルをとらえる
半身の状態からスイング
肘から先にスイング
○スマッシュ
身体の軸の少し前でシャトルをとらえる
打つ瞬間にギュッとラケットを握る

【資料１

技能ポイント】

映像で提示する。その後のラリーでは、教師が提示した技能ポイントを基に個々が課題をもってラリー
を行う。技能ポイントを提示することで、課題を解決するきっかけを作ることができ、技能の高まり
を実感することにつながることを目指した。
イ

ゲームの工夫
５点マッチシングルスのゲームを行う。正規のコートの半分で行い、個人の能力差が大きく影響し
ないようにする。また、少ない点数で勝敗を決めることで、数多くのゲームを経験できるようにす
る。ゲームの中で成功と失敗を繰り返しながら、課題を解決するためのきっかけを見付けることがで
きると考えた。ゲームを工夫することで、課題を解決し、技能の高まりを実感することを目指した。

３

授業実践と成果

⑴

手立て１の実践とその成果
Ｗ－ＵＰ後のラリー中（写真１）
、グループ内

のバドミントン経験者に自分から話しかけ、腕の
振り方やステップの踏み方、スマッシュの打ち方
を聞く生徒が多くいた。グループ学習を取り入れ
たことで、グループ内の仲間意識が高まり、でき
ないことや分からないことを近くの仲間に聞きや

【写真１

ラリーの様子】

すい雰囲気を作ることができた。
習熟度別学習で試合を行った後、
「手前に落として上手
だったよ」
「クリアーが深くて返しづらかった」などと互
いに振り返りを行っていた。拮抗したゲームを数多く行え
たことで、その後の振り返りが効果的に実施できた。
⑵

手立て２の実践とその成果
動きやすい構えとスマッシュの打ち方の技能ポイン

トを映像で提示した。
（写真２）その際、多くの生徒が
構え方を意識し、スマッシュに挑戦していた。感想を

【写真２

映像資料提示の様子】

聞いてみると、
「前よりも動きやすかった」
「スマッシュ
の打点を少しだけつかむことができた」という声を聞くことができた。技能ポイントを提示したこと
で、課題を解決するきっかけを作ることができた。
５点マッチシングルスでは、多くの生徒が自分の課題に取り組んでいた。
「スマッシュを打とうした
ら、前につっこみ過ぎてしまった」
「足がそろっていたので、前に出られなかった」といった声を聞く
ことができた。多くの生徒が意欲的に活動していた。
４

今後の課題
技能ポイントを提示したことで、課題を解決するきっかけを作ることができた。しかし、いつでも自分
が必要なときに技能ポイントを確認できるような環境を整える必要性を感じた。
仲間と共に主体的に運動に取り組み、その中で技能の高まりを実感できる授業を展開していくために、

これからも日々の実践を工夫していきたい。
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体力向上に向けた体育活動報告
―本校の体育活動の現状―

愛知県立宝陵高等学校

１

はじめに
本校は、衛生看護科・福祉科の学年２クラス、全校生徒 182 名（男子 11 名

女子 171 名）からなる専門

学科の学校である。両学科とも、看護師国家試験合格・介護福祉士国家試験合格を目指し、在学中から病
院や施設に実習に出向くなど、高い目的意識をもって学校生活を送っている。そのため、性格的にも優し
く温かい心をもった生徒が多い。衛生看護科は、５年一貫教育であり、３年間の本科課程を修了後、２年
間の専攻科へと進学し、福祉科は多くの生徒が福祉施設等に就職していく。
２

本校の授業における基本的な取組
⑴

ラジオ体操第１
本校は、全クラス授業開始時に全員でラジオ体操第１を実施している。１年生は入学直後から、体つ
くり運動と並行して、ラジオ体操第１の練習の時間も確保している。怪我防止等の準備体操の意味合い
が主ではあるが、動きや掛け声を揃え全員の気持ちを合わせることも重要視している。体操、補強運動
等は体育委員の指示のもと行っている。

【写真１
⑵

ラジオ体操第一】

補強運動
ラジオ体操第１に引き続き、以下のメニューを行う。このメニューは３年次まで継続して行う。また、

各トレーニングの注意点（姿勢、補強している部位、動き等）を事前に説明し、より効果的に行うよう意
識させている。
・腕立て伏せ

・腹筋運動

・背筋運動

・スクワットジャンプ

【写真２
⑶

各 10 回

補強運動】

体つくり運動

種目はストレッチ系やトレーニング系、また、ペアやチームを組んで実施するものなど内容を工
夫しながら行っている。年度当初に実施する場合は、楽しみながら生徒間の交流が深められるよう
コミュニケーションがとれる内容の活動を多く取り入れ実施している。
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⑷

長距離走
３学期に１年・２年生のみ長距離走（25 分間走）を行っている。毎時間距離の計測を行っているが、

計測を実施する前段階で生徒一人一人にペース確認用紙を配付し、目標距離の設定、目標達成のための
ペースを確認しながら走る取組をし、漠然と「ただ走る」ということのないようにしている。例年全校
の平均で 4000ｍ程（上位 5000ｍ以上）走っている。

【写真３
３

ペース確認用紙】

運動部活動
本校の運動部活動は、バレーボール、バスケットボール、陸上競技、弓道、ソフトテニス、バドミント
ンから構成されている。全校の生徒数が少ない関係で多くの部活動で人数不足が深刻化しており、団体ス
ポーツは、試合参加人数ギリギリでの活動が続いている。また本校の特性上、長期間にわたる校外実習や、
それに伴う放課後の実習に向けての準備・学習にも時間が費やされるため、全員が揃っての活動に時間が
非常に限られている。そのような中でも、生徒は、前向きに限られた環境の中で部活動に積極的に取り組
んでいる様子がうかがえる。

４

体力テスト（男子については人数が少ないため掲載していない）
以下の表が、本校の 2021 年度の体力テストの結果である。Ａ段階（約 28％）
、Ｂ段階（約 35％）
、Ｃ段

階（約 30％）となっている。Ａ段階、Ｂ段階ともに３年生が最も多くなっている。例年各種目とも３年生
が高い成績を示しているので、体育の授業や部活動など継続的な取組が成果を出していると考えられる。
一年女子
人数
総和
平均
Ｔスコア

二年女子
人数
総和
平均
Ｔスコア

三年女子
人数
総和
平均
Ｔスコア

５

握力
上体起
57
57
1454
1388
25.5
24.4
49.6
50.7

長座
57
2748
48.2
50.1

反復
50ｍ走 立ち幅 ハンド 持久走 合計点
57
57
57
57
57
57
2781 503.28
9752
807
17336
2905
48.8
8.8
171.1
14.2
304.1
51.0
50.0
49.6
48.5
50.9
48.5
48.9

握力
上体起
52
52
1354
1365
26.0
26.3
47.7
52.2

長座
52
2731
52.5
53.2

反復
50ｍ走 立ち幅 ハンド 持久走 合計点
52
52
52
52
52
52
2653
446.8
9228
809
14775
2940
51.0
8.6
177.5
15.6
284.1
56.5
52.4
51.7
51.3
51.7
51.4
52.0

握力
上体起
64
64
1729
1718
27.0
26.8
50.2
52.0

長座
64
3507
54.8
54.1

反復
50ｍ走 立ち幅 ハンド 持久走 合計点
64
64
64
64
64
64
3291
550.5
11694
1053
18422
3734
51.4
8.6
182.7
16.5
287.8
58.3
53.0
52.0
52.9
53.1
50.9
53.0

おわりに
本校は、運動に対して苦手意識を持った生徒も多く、運動部の加入率も 45％程である。体力テストの結

果も全国平均と比較すると決して高い水準とはいえないのが現状である。だが、生徒は何事にも素直に一
生懸命取り組んでいくことができる真面目な生徒が非常に多い。このような学校の現状から、まず、身体
を動かすことの楽しさや、得られる達成感、運動することの魅力を伝えていかなければならないと感じて
いる。そこから生徒の体力向上に結び付けていけるような指導をこれからも実践していきたい。
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「働くための体力」を意識した体育活動の取組
－８時間労働に耐えうる体力をつけるために－

愛知県立豊田高等特別支援学校

１ はじめに
本校は、軽度の知的障害のある生徒が通う高等部・産業科のみの高等特別支援学校である。社会自立、職業自立
することを目標に生徒は入学し、卒業後はほとんどの生徒が一般就労をしている。そのため、就労に向けての基
礎・基本となる挨拶や態度をはじめ、働くために必要な力を身に付けられるように、日々指導している。働くため
の体力の向上を図る上で、保健体育の授業や部活動の担う役割はとても大きいものである。
２ 体力づくりの取組
⑴ 保健体育の授業の取組
本校では、保健体育の授業を１、３年生については週３時間、２年生については週２時間実施している。各学
年（１学年６学級）を３学級（１学級９名の計 27 名）に分け、保健体育科教員３名で指導に当たっている。３
年間を通じて、体つくり運動、水泳、長距離走、バスケットボール、サッカー、卓球、バドミントン、剣道など
様々な種目を実施している。
ア ラジオ体操
ラジオ体操は、準備運動として有効であり、企業等で始業時に行われることも多い。将来の社会自立、職業
自立を目指す本校においては、
「ラジオ体操第１」を保健体育の授業の準備運動として行っている。ラジオ体
操は、ほとんどの生徒が中学校までに行った経験がある体操であるが、各種動作の順番や意識する部位など
については、十分に理解できておらず、毎年１年生の授業では、時間をかけて丁寧に指導している。１年生の
５月下旬に実施される野外活動では、学級ごとにラジオ体操を発表する機会があり、それに向けて自主的に
練習をしたり、生徒同士で教え合ったりする姿も見られ
る。理解して運動できるまで時間はかかるが、繰り返し行
うことで、どの生徒も一つ一つの動作を意識してできるよ
うになってきている。
【写真１ ラジオ体操の様子】

イ 長距離走

長距離走は、全学年 11 月から 12 月に掛けて実施している。授業では、毎時間、運動場と校舎周りの１週
700ｍのコースを 20 分間でどれだけの距離を走ることができたか記録を取っている。単元の最後には、周回
コースを男子８周（5600ｍ）
、女子５周（3500ｍ）のタイムを計測する長距離走記録会を各学年で実施してい
る。
長距離走の授業を進めるに当たっては、まず周回ごとの目標タイムを決めることから取り組んだ。２、３年
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生の生徒については、昨年度の記録を参考にして今年度の目標タイム
を決め、周回数で割って１周の周回タイムを算出した。そのタイムを
基に、周回ごとの目標タイムで走ることができているか確認できるよ
うにした。周回ごとの目標タイムを覚えることが難しい生徒は、タイ
ムを紙に書いて手に持ったり、首から提げたりするなどして、走りな
【写真２ 長距離走の様子】

がら確認できるようにした。

授業開始当初は、目標のペースで走ることができない生徒が多くいたが、１周目だけでも目標タイムから
遅れないように意識して走るよう指導したところ、徐々に記録を伸ばすことができるようになった。単元の
後半には、ほとんどの生徒が、１周目は目標タイムよりも速く走ることができるようになった。２周目以降
は、周回ペースが落ちる生徒がほとんどであったが、落ち幅も徐々に小さくなった。
授業を進めていく中で、長い距離を走ることに慣れてきたり、体力が向上してきたりしたこともあり、多く
の生徒が記録を更新することができた。明確な目標タイムを決めたことで、周回ごとの通過タイムと目標タ
イムを比較することができ、自分の走りを把握しながら走ることができた。また、プリントに通過タイムを
記入したことで、何周目からペースが落ちていないかを振り返ることができた。そのため、ペースを大きく
落とすことなく、走ることができるようになった。
⑵ 部活動の取組
本校の全生徒は、運動系４部（男女バスケットボール部、サッカー部、ソフトボール部、卓球部）と文化系２
部（合奏部、美術・茶華道部）のいずれかの部活動に所属することになっている。朝の 15 分間、月水金の授業
後に 45 分間、週休日に３時間、部活動を行っている。文化系の部活動についても、体力つくりのため、週に１
度は校舎周りを走ったり、基礎的なトレーニングを行ったりしている。
３年間、継続して運動を行うことで、多くの生徒の体力、技能は向上している。運動系の部活動においては、
知的障害教育校の全国大会や東海大会、県大会で優勝するという成績を残すことのできた部活動もある。また、
文化系の部活動の生徒も知的障害教育校の駅伝大会に出場するなど、運動系文化系を問わず運動に励んでいる。
卒業後も余暇活動として、OB、OG チームに所属して、競技
を続ける生徒も一定数おり、中には知的障害者スポーツの日本
代表選手や日本代表候補選手となって活躍している卒業生も
いる。部活動から生涯スポーツへと健康の保持・増進や自己実
現を目的にスポーツに親しんでいる。
【写真３ サッカー部 東海大会優勝】

３ おわりに

多くの生徒は、運動や作業等に一生懸命に取り組むことで、８時間労働に耐えうる体力を身に付け、卒業してい
る。本校での取組は、体力の向上だけでなく、苦しいときやつらいときにも諦めず取り組む精神力の向上にもつな
がっている。
今後も学校生活を通して生徒の体力の向上を図り、地域の産業を支える職業人の育成とともに、スポーツに親し
み、豊かなスポーツライフの形成と人間性、社会性の育成に努めていきたい。
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本校における体力向上に向けた体育的活動報告
－授業や部活動、学校行事等を通した体育的活動－

私立滝高等学校

１

はじめに
本校は「質実剛健」
、
「勤勉力行」
、
「報恩感謝」の精神のもと、創立 95 年を迎える中高一貫校である。

進学校ではあるが、学業のみならず、部活動や学校行事をはじめとした生徒会活動、各種特別活動にも積
極的に取り組み、教育目標にあるように「知力」
「体力」
「教養」のバランスの取れた生徒育成に努めてい
る。

２

本校の体力向上に影響を及ぼしているとされる取組

⑴

体育授業時における準備運動
本校の体育では、準備運動として毎時間ラジオ体操第１を取り入れている。これは、全学年共通で行
っている。入学時のオリエンテーションの時間にしっかりと時間をかけ覚えさせ、ラジオ体操の各動き
の意義や方法などを理解させ行うようにしている。また、ラジオ体操の後には柔軟性や敏捷性、筋力を
鍛えるような補強運動も取り入れるようにしている。

⑵

器具・施設
本校の運動施設は、中高一貫校ということもあ
り、多くの運動施設を有している。グランドは、
第１グランドや第２グランド、サッカー場、テニ
スコートがあり、体育館には、第１アリーナや第
２アリーナ、柔道場、剣道場、卓球場があり、各
運動グループが重ならないように１グループ１フ
ロアを使用する形となっている。また、器具に関
しても、例えば卓球場には卓球台が 14 台配置さ
れており、ラケットも全員に１つずつ渡るように
している。このように、施設や器具が充実してい
ることから、生徒一人一人の運動時間が増え、技
能や体力の向上に繋がっていると考えられる。

⑶

授業前の準備

【写真

卓球場と第１アリーナ】

本校の体育の授業では、少しでも生徒の運動時間を増やすために、授業開始までに教員や運動委員の
生徒中心に器具やコートの準備を行い、開始のチャイムと同時に授業ができる環境づくりを行ってい
る。このことから、50 分の授業のほとんどの時間を運動の時間に充てることができており、生徒の体
力向上に役立っている。
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⑷

昼放課のグランド開放
本校では、昼食後の昼放課約 20 分程度であるが、第１グランド、第２グランド、３ON３コートなど

を開放しており、運動に積極的な多くの生徒がサッカーやバレー、キャッチボールなどで体を動かし運
動を行っている。
⑸

学校行事（体育祭や球技大会）
学校行事では、秋に行われる体育祭と年に２回行われる球技大会がある。体育祭では、３学年全員で

行われ、リレー種目だけでなく、多くの種目が扱われ、全員が必ず競技に１回は参加する仕組みとなっ
ている。また、球技大会では運動委員が実施種目を選定し、各学年でクラス対抗にて実施している。球
技大会に対する生徒の意欲は強く、大会前の昼放課には各クラス練習する光景が見られている。
⑹

土曜講座
土曜講座とは、土曜日に月１・２回行われている、生徒が授業を選択し受講するオープン講座形式の
授業である。この土曜講座の中でも多くの運動講座が開講されており、運動に意欲的な生徒は積極的に
受講している。実施種目は、普段体育で行われているサッカーやソフトボール、バレーボールやバドミ
ントン、卓球などを中心に行われているが、体育で取り扱われていない種目も開講されている。例え
ば、アルティメットやインディアカなど様々なニュースポーツなどが行われており、バリエーション豊
かに生徒たちは各自汗を流している。そして、普段授業で行う種目においても、さらに技能を向上させ
たいと意欲をもっている生徒向けの講座が開かれている。例えば、マット運動の講座では、授業ではや
らない難易度が高い技を練習する講座があり、授業のレベルだけでは物足りない生徒がさらに難しい技
にチャレンジする機会を作って、技能・体力向上に役立っている。

⑺

部活動
本校の運動部活動の加入率は 46％と約半数の生徒が運動部に所属し日々汗を流している。下校時間

が 17 時 30 分となっており、活動時間が短い状況ではあるが、各クラブで顧問が工夫を凝らし、効率的
な練習を取り入れることで技能向上に努めている。また、クラブによっては外部トレーナーのサポート
も受けながら専門的な指導を受けている。施設面においては、柔道場、剣道場、卓球場など各クラブが
専用の練習場を有し、ソフトテニス部においては男子テニスコートと女子テニスコートが別々であるな
ど、各クラブとも恵まれた環境の中で日々のトレーニングに励んでいる。また、雨天時には体育館のア
リーナ２階部分に観客席兼ランニングコースがあり、外種目のクラブはグランドが使用できない時でも
体育館のランニングコースを使用しランニングを行うなど、悪天候の中でも継続的にトレーニングを行
うことができている。このような環境も大きく体力向上に役立っていると考えられる。

３

おわりに
本校の生徒の体力は、入学時においては全国平均と比較しても、決して高い水準にあるとは言えない。
しかし、勉学だけでなく、部活動や学校行事、土曜講座などを通じた学校生活の中で、生徒たちが日々、
精力的に活動していることが体力向上につながっているのではないかと考えている。
今後の展開としては、学校生活だけでなく、卒業後の社会生活にもつながる知識や体力、スポーツへの
意欲を高めていきたいと考えている。
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体力づくり優良校一覧
●昭和53年度
名古屋市立幅下小学校
名古屋市立浮野小学校
名古屋市立村雲小学校
名古屋市立野立小学校
稲沢市立稲沢東小学校
一宮市立貴船小学校
犬山市立犬山北小学校
西春日井郡西枇杷島町立西枇杷島小学校
東海市立横須賀小学校
知多郡南知多町立豊丘小学校
海部郡弥富町立白鳥小学校
東加茂郡下山村立花山小学校
西加茂郡三好町立北部小学校
岡崎市立連尺小学校
岡崎市立岩津小学校
西尾市立矢田小学校
北設楽郡東栄町立粟代小学校
南設楽郡作手村立開成小学校
豊橋市立吉田方小学校
豊川市立天王小学校
蒲郡市立三谷東小学校
名古屋市立鳴海中学校
愛知郡東郷町立東郷中学校
常滑市立常滑中学校
海部郡弥富町立弥富中学校
東加茂郡下山村立下山中学校
豊田市立松平中学校
岡崎市立甲山中学校
北設楽郡稲武町立稲武中学校
新城市立東郷中学校
蒲郡市立三谷中学校
県立安城東高等学校
県立千種高等学校
県立三好高等学校
県立豊橋東高等学校
県立一宮高等学校
県立東郷高等学校
県立半田商業高等学校定時制課程
名古屋市立桜台高等学校
私立名城大学付属高等学校
●昭和54年度
名古屋市立千種小学校
名古屋市立富士見台小学校
名古屋市立伝馬小学校
名古屋市立天白小学校
一宮市立千秋小学校
中島郡祖父江町立長岡小学校
丹羽郡大口町立大口西小学校
春日井市立篠木小学校
知多市立岡田小学校
海部郡美和町立正則小学校
東加茂郡下山村立羽布小学校
東加茂郡足助町立足助小学校
豊田市立元城小学校
安城市立志貴小学校
刈谷市立亀城小学校
額田郡額田町立宮崎小学校
北設楽郡東栄町立中央小学校
南設楽郡作手村立協和小学校
宝飯郡音羽町立長沢小学校
渥美郡渥美町立清田小学校
名古屋市立日比野中学校
丹羽郡大口町立大口中学校

知多郡美浜町立野間中学校
海部郡甚目寺町立甚目寺中学校
豊田市立朝日丘中学校
知立市立竜北中学校
北設楽郡設楽町立田口中学校
南設楽郡作手村立作手中学校
豊川市立南部中学校
豊橋市立高豊中学校
県立三好高等学校
県立一宮高等学校
県立小坂井高等学校
県立天白高等学校
県立豊橋東高等学校
県立一宮商業高等学校
県立熱田高等学校定時制課程
名古屋市立若宮商業高等学校
私立中京高等学校
●昭和55年度
名古屋市立旗屋小学校
名古屋市立松原小学校
名古屋市立西味鋺小学校
名古屋市立高木小学校
中島郡平和町立三宅小学校
一宮市立丹陽西小学校
岩倉市立岩倉東小学校
瀬戸市立古瀬戸小学校
春日市市立高森台小学校
知多市立旭南小学校
海部郡弥富町立弥生小学校
東加茂郡旭町立敷島小学校
豊田市立市木小学校
岡崎市立梅園小学校
北設楽郡豊根村立豊根小学校
南設楽郡鳳来町立中部小学校
豊橋市立鷹丘小学校
名古屋市立宝神中学校
一宮市立奥中学校
愛知郡日進町立日進中学校
知多郡美浜町立河和中学校
東海市立加木屋中学校
海部郡佐織町立佐織中学校
東加茂郡足助町立足助中学校
豊田市立猿投中学校
岡崎市立矢作中学校
北設楽郡津具村立津具中学校
新城市立八名中学校
蒲郡市立中部中学校
豊川市立代田中学校
県立安城東高等学校
県立西尾東高等学校
県立一宮北高等学校
県立惟進高等学校
県立岡崎商業高等学校
県立天白高等学校
県立岡崎高等学校定時制課程
名古屋市立向陽高等学校
私立名古屋短期大学附属高等学校
●昭和56年度
名古屋市立矢田小学校
名古屋市立山吹小学校
名古屋市立千代田橋小学校
名古屋市立八事小学校
中島郡祖父江町立山崎小学校
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海部郡蟹江町立学戸小学校
東加茂郡旭町立小渡小学校
豊田市立畝部小学校
岡崎市立城南小学校
北設楽郡設楽町立田口小学校
一宮市立富士小学校
丹羽郡扶桑町立山名小学校
西春日井郡師勝町立師勝東小学校
小牧市立桃ケ丘小学校
大府市立大府小学校
知多郡阿久比町立草木小学校
新城市立八名小学校
宝飯郡小坂井町立小坂井西小学校
渥美郡渥美町立神戸小学校
春日井市立松原中学校
常滑市立鬼崎中学校
海部郡立田村立立田中学校
東加茂郡旭町立旭中学校
豊田市立逢妻中学校
幡豆郡幡豆町立幡豆中学校
豊橋市立南部中学校
蒲郡市立蒲郡中学校
名古屋市立笹島中学校
名古屋市立南光中学校
尾西市立第一中学校
県立瀬戸高等学校
県立春日井東高等学校
県立犬山南高等学校
県立碧南高等学校
県立豊橋南高等学校
県立豊丘高等学校
県立新城高等学校
県立第二愛知工業高等学校
名古屋市立西陵商業高等学校
県立春日台養護学校
●昭和57年度
名古屋市立上野小学校
名古屋市立御園小学校
名古屋市立しまだ小学校
名古屋市立神の倉小学校
名古屋市立千鳥小学校
瀬戸市立東明小学校
愛知郡日進町立西小学校
春日井市立鳥居松小学校
江南市立古知野南小学校
稲沢市立坂田小学校
知多郡南知多町立日間賀小学校
知多郡東浦町立生路小学校
海部郡七宝町立伊福小学校
東加茂郡足助町立萩野小学校
西加茂郡三好町立中部小学校
碧南市立大浜小学校
北設楽郡津具村立津具小学校
渥美郡渥美町立和地小学校
豊川市立東部小学校
豊橋市立東田小学校
名古屋市立御幸山中学校
名古屋市立城山中学校
名古屋市立猪高中学校
尾張旭市立西中学校
葉栗郡木曽川町立木曽川中学校
一宮市立萩原中学校
半田市立青山中学校
西加茂郡藤岡町立藤岡中学校

安城市立安城北中学校
宝飯郡音羽町立音羽中学校
県立千種高等学校
県立西春高等学校
県立常滑北高等学校
県立安城東高等学校
県立西尾東高等学校
県立三好高等学校
県立東海商業高等学校
県立稲沢高等学校定時制課程
県立名古屋聾学校
●昭和58年度
名古屋市立戸笠小学校
名古屋市立梅森坂小学校
名古屋市立砂田橋小学校
名古屋市立伊勝小学校
名古屋市立本郷小学校
豊明市立大宮小学校
小牧市立三ツ渕小学校
豊田市立土橋小学校
東加茂郡旭町立築羽小学校
新城市立庭野小学校
蒲郡市立竹島小学校
豊橋市立下地小学校
西春日井郡西春町立西春小学校
丹羽郡扶桑町立扶桑東小学校
海部郡甚目寺町立西小学校
知多市立佐布里小学校
幡豆郡吉良町立吉田小学校
名古屋市立桜田中学校
名古屋市立明豊中学校
名古屋市立守山中学校
春日井市立坂下中学校
中島郡祖父江町立祖父江中学校
海部郡蟹江町立蟹江北中学校
東海市立上野中学校
西尾市立福地中学校
一宮市立浅井中学校
北設楽郡東栄町立東栄中学校
豊川市立西部中学校
県立東郷高等学校
県立旭野高等学校
県立一宮高等学校
県立横須賀高等学校
県立豊田北高等学校
県立豊橋東高等学校
県立半田農業高等学校
県立東山工業高等学校
県立岡崎高等学校定時制課程
県立岡崎養護学校
●昭和59年度
瀬戸市立深川小学校
一宮市立末広小学校
海部郡立田村立南部小学校
東海市立加木屋南小学校
安城市立里町小学校
豊田市立滝脇小学校
渥美郡赤羽根町立高松小学校
名古屋市立昭和橋小学校
名古屋市立平和が丘小学校
名古屋市立東山小学校
海部郡七宝町立北中学校
知多郡東浦町立北部中学校

刈谷市立雁が音中学校
宝飯郡一宮町立一宮中学校
名古屋市立北山中学校
県立豊明高等学校
県立江南高等学校
県立安城高等学校
県立半田商業高等学校
県立小牧養護学校

岡崎市立竜南中学校
渥美郡渥美町立福江中学校
名古屋市立港明中学校
県立桃陵高等学校
県立豊田南高等学校
県立作手高等学校
県立豊川養護学校
名古屋市立名東高等学校

●昭和60年度
春日井市立勝川小学校
西春日井郡清洲町立清洲小学校
江南市立宮田小学校
東海市立加木屋小学校
高浜市立港小学校
額田郡額田町立大雨河小学校
東加茂郡足助町立御蔵小学校
南設楽郡鳳来町立鳳来小学校
名古屋市立正色小学校
名古屋市立正保小学校
小牧市立小牧中学校
中島郡平和町立平和中学校
豊田市立若園中学校
豊橋市立羽田中学校
名古屋市立東陵中学校
県立高蔵寺高等学校
県立五条高等学校
県立岡崎高等学校
県立豊川工業高等学校
県立一宮養護学校

●昭和63年度
稲沢市立大塚小学校
小牧市立一色小学校
海部郡甚目寺町立甚目寺小学校
知多郡武豊町立緑丘小学校
安城市立桜井小学校
豊田市立寿恵野小学校
豊橋市立飯村小学校
名古屋市立大野木小学校
名古屋市立味鋺小学校
名古屋市立愛知小学校
一宮市立北方中学校
愛知郡日進町立日進中学校
額田郡幸田町立幸田中学校
新城市立新城中学校
名古屋市立神丘中学校
県立津島高等学校
県立岡崎北高等学校
県立愛知商業高等学校
県立国府高等学校
県立武豊高等学校

●昭和61年度
一宮市立西成東小学校
尾張旭市立城山小学校
海部郡佐屋町立佐屋西小学校
西尾市立西野町小学校
豊田市立童子山小学校
北設楽郡東栄町立下川小学校
豊川市立御油小学校
名古屋市立大須小学校
名古屋市立鶴舞小学校
名古屋市立吹上小学校
瀬戸市立東中学校
東海市立富木島中学校
碧南市立東中学校
名古屋市立八王子中学校
名古屋市立本城中学校
県立春日井高等学校
県立佐屋高等学校
県立半田東高等学校
県立刈谷東高等学校
県立豊橋西高等学校

●平成元年度
一宮市立今伊勢小学校
春日井市立神領小学校
半田市立雁宿小学校
岡崎市立竜谷小学校
幡豆郡一色町立一色南部小学校
渥美郡渥美町立中山小学校
北設楽郡設楽町立名倉小学校
名古屋市立西山小学校
名古屋市立滝川小学校
名古屋市立福田小学校
東海市立平洲中学校
豊田市立高岡中学校
豊橋市立石巻中学校
名古屋市立川名中学校
名古屋市立はとり中学校
県立昭和高等学校
県立一宮西高等学校
県立半田高等学校
県立西尾高等学校
県立成章高等学校

●昭和62年度
尾西市立開明小学校
春日井市立玉川小学校
豊明市立三崎小学校
岩倉市立五条川小学校
刈谷市立東刈谷小学校
豊田市立青木小学校
蒲郡市立西浦小学校
宝飯郡音羽町立赤坂小学校
名古屋市立東白壁小学校
名古屋市立中川小学校
犬山市立城東中学校
海部郡佐屋町立佐屋中学校

●平成２年度
西春日井郡豊山町立新栄小学校
岩倉市立曽野小学校
愛知郡日進町立東小学校
海部郡弥富町立栄南小学校
岡崎市立六ツ美南部小学校
東加茂郡足助町立大河原小学校
豊川市立国府小学校
豊橋市立天伯小学校
名古屋市立東桜小学校
名古屋市立大磯小学校
瀬戸市立光陵中学校
知多郡阿久比町立阿久比中学校
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西尾市立東部中学校
豊橋市立南稜中学校
名古屋市立南陽東中学校
県立名古屋南高等学校
県立五条高等学校
県立常滑北高等学校
県立岡崎高等学校
県立豊橋工業高等学校
●平成３年度
豊川市立金屋小学校
豊橋市立植田小学校
安城市立桜林小学校
名古屋市立猪高小学校
名古屋市立八社小学校
名古屋市立鳴海東部小学校
大府市立石ケ瀬小学校
海部郡蟹江町立蟹江小学校
一宮市立今伊勢西小学校
尾張旭市立端鳳小学校
渥美郡田原町立田原中学校
刈谷市立刈谷東中学校
名古屋市立扇台中学校
春日井市立岩成台中学校
海部郡佐屋町立永和中学校
県立一宮高等学校
県立武豊高等学校
県立岡崎北高等学校
県立豊丘高等学校
県立春日台養護学校
●平成４年度
名古屋市立御器所小学校
名古屋市立表山小学校
名古屋市立前山小学校
稲沢市立小正小学校
西春日井郡新川町立新川小学校
知多市立八幡小学校
豊田市立東山小学校
安城市立作野小学校
蒲郡市立三谷小学校
豊橋市立大崎小学校
名古屋市立原中学校
名古屋市立八幡中学校
犬山市立南部中学校
瀬戸市立水無瀬中学校
岡崎市立新香山中学校
県立美和高等学校
県立岡崎西高等学校
県立時習館高等学校
県立桃陵高等学校定時制課程
私立栄徳高等学校
●平成５年度
知多郡美浜町立奥田小学校
愛知郡東郷町立東郷小学校
岩倉市立岩倉北小学校
小牧市立篠岡小学校
碧南市立日進小学校
豊田市立五ケ丘小学校
南設楽郡鳳来町立連谷小学校
豊橋市立多米小学校
名古屋市立植田北小学校
名古屋市立枇杷島小学校
知多市立旭南中学校
稲沢市立稲沢西中学校
岡崎市立葵中学校

豊橋市立豊城中学校
名古屋市立東星中学校
県立瑞陵高等学校
県立横須賀高等学校
県立刈谷北高等学校
県立豊橋商業高等学校
県立名古屋盲学校

名古屋市立山王中学校
県立天白高等学校
県立木曽川高等学校
県立刈谷高等学校
県立御津高等学校
県立一宮聾学校

●平成６年度
尾西市立起小学校
豊明市立豊明小学校
海部郡弥富町立弥生小学校
半田市立雁宿小学校
宝飯郡一宮町立一宮南部小学校
安城市立新田小学校
岡崎市立細川小学校
名古屋市立鳴海小学校
名古屋市立南押切小学校
名古屋市立神宮寺小学校
一宮市立大和南中学校
瀬戸市立祖東中学校
豊川市立西部中学校
額田郡額田町立額田中学校
名古屋市立天神山中学校
県立日進西高等学校
県立丹羽高等学校
県立岡崎東高等学校
県立新城東高等学校
県立一宮東養護学校
●平成７年度
一宮市立神山小学校
尾張旭市立城山小学校
知多郡阿久比町立東部小学校
額田郡幸田町立中央小学校
東加茂郡足助町立大蔵小学校
豊田市立上鷹見小学校
豊橋市立二川南小学校
名古屋市立榎小学校
名古屋市立御園小学校
名古屋市立大清水小学校
海部郡蟹江町立蟹江中学校
幡豆郡一色町立一色中学校
豊橋市立豊岡中学校
名古屋市立御田中学校
名古屋市立鳴海中学校
県立春日井南高等学校
県立新川高等学校
県立阿久比高等学校
県立知立東高等学校
県立豊田工業高等学校
●平成８年度
渥美郡渥美町立福江小学校
岡崎市立六ツ美中部小学校
豊橋市立賀茂小学校
幡豆郡吉良町立白浜小学校
稲沢市立稲沢西小学校
西春日井郡西春町立栗島小学校
犬山市立犬山西小学校
海部郡佐織町立北河田小学校
名古屋市立港楽小学校
名古屋市立那古野小学校
豊田市立末野原中学校
南設楽郡鳳来町立鳳来中学校
日進市立日進東中学校
東海市立横須賀中学校
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●平成９年度
小牧市立桃ケ丘小学校
瀬戸市立八幡小学校
中島郡祖父江町立領内小学校
常滑市立大野小学校
西尾市立寺津小学校
豊田市立五ケ丘東小学校
蒲郡市立形原小学校
名古屋市立瀬古小学校
名古屋市立平田小学校
名古屋市立中島中学校
一宮市立今伊勢中学校
海部郡美和町立美和中学校
知立市立知立南中学校
豊橋市立石巻中学校
名古屋市立一柳中学校
県立明和高等学校
県立半田高等学校
県立成章高等学校
県立岡崎商業高等学校
県立春日井高等養護学校
●平成10年度
名古屋市立白金小学校
名古屋市立橘小学校
名古屋市立小幡北小学校
西春日井郡西春町立栗島小学校
一宮市立葉栗小学校
知多郡武豊町立富貴小学校
刈谷市立小垣江東小学校
岡崎市立矢作南小学校
豊田市立寺部小学校
豊川市立豊小学校
名古屋市立南光中学校
名古屋市立白山中学校
愛知郡長久手町立長久手中学校
丹羽郡扶桑町立扶桑中学校
宝飯郡一宮町立一宮中学校
県立旭野高等学校
県立一宮興道高等学校
県立東海南高等学校
県立豊田西高等学校
県立豊橋商業高等学校
●平成11年度
名古屋市立稲生小学校
名古屋市立楠小学校
豊明市立唐竹小学校
知多郡東浦町立藤江小学校
岡崎市立常磐小学校
北設楽郡津具村立津具小学校
名古屋市立有松中学校
海部郡蟹江町立蟹江中学校
岡崎市立六ツ美中学校
蒲郡市立塩津中学校
県立昭和高等学校
県立津島高等学校
県立安城東高等学校
県立国府高等学校
県立安城養護学校

●平成12年度
稲沢市立稲沢東小学校
海部郡大治町立大治小学校
西加茂郡三好町立緑丘小学校
豊橋市立大崎小学校
名古屋市立本郷小学校
名古屋市立笠寺小学校
瀬戸市立南山中学校
知多郡美浜町立河和中学校
刈谷市立富士松中学校
名古屋市立沢上中学校
県立松蔭高等学校
県立丹羽高等学校
県立東海商業高等学校
県立岡崎高等学校
県立豊川工業高等学校

●平成16年度
刈谷市立亀城小学校
豊橋市立高師小学校
名古屋市立猪高小学校
名古屋市立東丘小学校
海部郡甚目寺町立南小学校
瀬戸市立品野台小学校
碧南市立新川中学校
名古屋市立鳴海中学校
一宮市立中部中学校
知多郡南知多町日間賀中学校
県立瑞陵高等学校
県立一宮高等学校
県立岡崎高等学校
県立新城東高等学校
県立佐織養護学校

●平成13年度
高浜市立高浜小学校
蒲郡市立三谷東小学校
名古屋市立野立小学校
名古屋市立八熊小学校
尾張旭市立本地原小学校
一宮市立丹陽南小学校
西加茂郡三好町立南中学校
渥美郡渥美町立福江中学校
名古屋市立振甫中学校
江南市立古知野中学校
県立千種高等学校
県立一宮西高等学校
県立西尾高等学校
県立時習館高等学校
県立三好養護学校

●平成17年度
名古屋市立篠原小学校
名古屋市立長根台小学校
稲沢市立牧川小学校
清須市立星の宮小学校
額田郡幸田町立豊坂小学校
田原市立若戸小学校
名古屋市立宮中学校
犬山市立東部中学校
豊田市立竜神中学校
豊橋市立羽田中学校
県立愛知商業高等学校
県立五条高等学校
県立横須賀高等学校
県立刈谷北高等学校
県立豊橋南高等学校
私立東邦高等学校

●平成14年度
名古屋市立諏訪小学校
名古屋市立小碓小学校
愛知郡東郷町立高嶺小学校
大府市立共長小学校
東加茂郡足助町立萩野小学校
新城市立舟着小学校
名古屋市立原中学校
中島郡祖父江町立祖父江中学校
西春日井郡西枇杷島町立西枇杷島中学校
豊川市立中部中学校
県立明和高等学校
県立一宮興道高等学校
県立半田高等学校
県立刈谷高等学校
県立豊橋東高等学校
●平成15年度
江南市立古知野北小学校
半田市立有脇小学校
豊田市立根川小学校
宝飯郡一宮町立一宮南部小学校
名古屋市立筒井小学校
名古屋市立守山小学校
豊明市立豊明中学校
岡崎市立甲山中学校
北設楽郡豊根村立豊根中学校
名古屋市立浄心中学校
県立天白高等学校
県立木曽川高等学校
県立知多東高等学校
県立豊田北高等学校
県立小坂井高等学校

●平成18年度
豊田市立加納小学校
豊川市立千両小学校
名古屋市立成章小学校
名古屋市立明徳小学校
丹羽郡扶桑町立山名小学校
知多市立新知小学校
新城市立千郷中学校
名古屋市立名南中学校
津島市立神守中学校
日進市立日進西中学校
県立東郷高等学校
県立西春高等学校
県立豊田高等学校
県立成章高等学校
県立豊橋聾学校
●平成19年度
名古屋市立正木小学校
名古屋市立春日野小学校
美和町立美和小学校
小牧市立北里小学校
知立市立八ツ田小学校
蒲郡市立竹島小学校
名古屋市立山田東中学校
美浜町立野間中学校
岡崎市立福岡中学校
小坂井町立小坂井中学校
県立豊明高等学校
県立津島東高等学校
県立阿久比高等学校
県立岡崎西高等学校
県立国府高等学校

●平成20年度
江南市立門弟山小学校
東海市立平洲小学校
西尾市立鶴城小学校
豊橋市立下池小学校
名古屋市立杉村小学校
名古屋市立天白小学校
東郷町立春木中学校
稲沢市立大里東中学校
豊田市立前橋中学校
名古屋市立川名中学校
県立旭丘高等学校
県立一宮南高等学校
県立半田養護学校
県立豊田西高等学校
県立蒲郡東高等学校
私立杜若高等学校
●平成21年度
名古屋市立大須小学校
名古屋市立呼続小学校
一宮市立浅井南小学校
豊明市立沓掛小学校
一色町立一色南部小学校
新城市立八名小学校
名古屋市立あずま中学校
愛西市立佐織西中学校
岡崎市立北中学校
田原市立野田中学校
県立旭野高等学校
県立一宮工業高等学校
県立常滑高等学校
県立豊田東高等学校
県立豊橋工業高等学校
私立至学館高等学校
●平成22年度
名古屋市立笠寺小学校
名古屋市立大森小学校
あま市立七宝小学校
東海市立大田小学校
岡崎市立矢作北小学校
豊川市立御津南部小学校
名古屋市立南陽東中学校
犬山市立犬山中学校
瀬戸市立水野中学校
蒲郡市立大塚中学校
県立春日井高等学校
県立津島高等学校
県立岡崎北高等学校
県立三谷水産高等学校
県立名古屋養護学校
私立名城大学附属高等学校
●平成23年度
稲沢市立六輪小学校
春日井市立小野小学校
豊田市立野見小学校
田原市立衣笠小学校
名古屋市立西城小学校
名古屋市立猪高小学校
名古屋市立御田中学校
知多市立知多中学校
安城市立安城西中学校
設楽町立設楽中学校
県立昭和高等学校
県立尾北高等学校
県立半田商業高等学校
県立三好高等学校
県立みあい養護学校
私立大成高等学校
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●平成24年度
岡崎市立岡崎小学校
蒲郡市立蒲郡南部小学校
名古屋市立栄生小学校
名古屋市立天白小学校
岩倉市立五条川小学校
津島市立高台寺小学校
幸田町立北部中学校
名古屋市立扇台中学校
一宮市立尾西第一中学校
豊明市立栄中学校
愛知県立松蔭高等学校
愛知県立一宮西高等学校
愛知県立西尾高等学校
愛知県立時習館高等学校
愛知県立名古屋聾学校
私立愛知啓成高等学校

●平成28年度
名古屋市立桶狭間小学校
名古屋市立下志段味小学校
春日井市立西山小学校
東海市立船島小学校
知立市立知立小学校
豊川市立萩小学校
名古屋市立原中学校
江南市立古知野中学校
一宮市立南部中学校
刈谷市立刈谷南中学校
愛知県立愛知商業高等学校
愛知県立木曽川高等学校
愛知県立横須賀高等学校
愛知県立鶴城丘高等学校
豊田市立豊田特別支援学校
名古屋大谷高等学校

●平成25年度
名古屋市立清水学校
名古屋市立植田東小学校
一宮市立千秋南小学校
美浜町立河和小学校
みよし市立緑丘小学校
設楽町立清嶺小学校
名古屋宝神中学校
江南市立布袋中学校
豊田市立猿投中学校
新城市立作手中学校
愛知県立明和高等学校
愛知県立一宮工業高等学校
愛知県立大府高等学校
愛知県立知立東高等学校
愛知県立岡崎養護学校
私立豊田大谷高等学校

●平成29年度
名古屋市立千石小学校
名古屋市立旭丘小学校
犬山市立犬山南小学校
津島市立蛭間小学校
幸田町立坂崎小学校
豊橋市立八町小学校
名古屋市立志段味中学校
小牧市立味岡中学校
常滑市立青海中学校
西尾市立吉良中学校
愛知県立日進西高等学校
愛知県立一宮高等学校
愛知県立刈谷北高等学校
愛知県立豊橋東高等学校
愛知県立いなざわ特別支援学校
星城高等学校

●平成26年度
名古屋市立高見小学校
名古屋市立西築地小学校
江南市立藤里小学校
尾張旭市立瑞鳳小学校
刈谷市立平成小学校
豊橋市立豊小学校
名古屋市立桜田中学校
あま市立七宝北中学校
南知多町立師崎中学校
豊川市立東部中学校
愛知県立名古屋西高等学校
愛知県立一宮興道高等学校
愛知県立大府東高等学校
愛知県立岡崎東高等学校
愛知県立豊川工業高等学校
愛知県立豊川特別支援学校本宮校舎

●平成30年度
名古屋市立砂田橋小学校
名古屋市立正保小学校
一宮市立北方小学校
東郷町立兵庫小学校
豊田市立東広瀬小学校
田原市立田原東部小学校
名古屋市立桜丘中学校
あま市立甚目寺中学校
蒲郡市立大塚中学校
田原市立泉中学校
愛知県立中村高等学校
愛知県立西春高等学校
愛知県立知多翔洋高等学校
愛知県立豊田北高等学校
愛知県立小坂井高等学校
愛知県立岡崎聾学校

●平成27年度
名古屋市立平子小学校
名古屋市立野田小学校
稲沢市立稲沢北小学校
あま市立伊福小学校
西尾市立中畑小学校
新城市立東郷西小学校
名古屋市立山王中学校
豊山町立豊山中学校
岡崎市立美川中学校
豊橋市立高師台中学校
愛知県立天白高等学校
愛知県立一宮北高等学校
愛知県立安城東高等学校
愛知県立豊橋商業高等学校
愛知県立千種聾学校
私立中京大学附属中京高等学校

●令和元年度
名古屋市立小坂小学校
名古屋市立蓬来小学校
犬山市立犬山西小学校
愛西市立草平小学校
豊田市立岩倉小学校
蒲郡市立蒲郡北部小学校
名古屋市立鳴海中学校
美浜町立野間中学校
岡崎市立北中学校
豊橋市立吉田方中学校
愛知県立旭丘高等学校
愛知県立一宮南高等学校
愛知県立阿久比高等学校
愛知県立知立高等学校
愛知県立ひいらぎ特別支援学校
私立岡崎城西高等学校
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●令和２年度
新型コロナウイルス感染症の影響により実施せず。

●令和３年度
瀬戸市立幡山西小学校
東浦町立森岡小学校
刈谷市立小高原小学校
設楽町立田口小学校
名古屋市立浦里小学校
名古屋市立六郷小学校
稲沢市立治郎丸中学校
愛西市立佐織中学校
岡崎市立額田中学校
名古屋市立名塚中学校
愛知県立千種高等学校
愛知県立尾北高等学校
愛知県立刈谷高等学校
愛知県立宝陵高等学校
愛知県立豊田高等特別支援学校
私立滝高等学校

愛 知 県 教 育 委 員 会 学 校 体 育 研 究 委 嘱 校 の 研 究 主 題 一 覧
（小・中学校）
昭和33年度
・愛知郡長久手村立長
久手小学校
・額田郡幸田町立坂崎
小学校
・知多郡大府町立大府
中学校
・蒲郡市立蒲郡中学校
昭和34年度
・知多郡美浜町立布土
小学校
・渥美郡田原町立北部
小学校
・一宮市立中部中学校
・豊田市立朝日丘中学
校
昭和35年度
・中島郡祖父江町立丸
甲小学校
・岡崎市立男川小学校
・愛知郡日進町立日進
中学校
・渥美郡田原町立田原
中学校
昭和36年度
・一宮市立大和西小学
校
・豊川市立牛久保小学
校
・常滑市立鬼崎中学校

・望ましい体育環境における学習指導
・体育学習における段階指導
・パーソナリティーと技術向上をめざ
した体育教育
・体育管理10年のあゆみ
・基礎的運動技能向上をめざしての体
育学習指導
・器械運動における系統的段階指導
・体育活動への意欲的参加
・基礎的技能の養成

・せまい運動場での体育学習
・基礎到達をめざしての体育学習指導
・特別教育活動における科学的な体育
クラブ活動
・器械運動における基礎的技能向上を
めざしての学習指導

・学習効果を高めるための指導法並び
に施設について
・学習意欲を高めるための体育指導
－体育管理－
・望ましい体育の体験をめざす学習指
導
・西尾市立平坂中学校 ・学習効果を高めるための体育指導法
－バレーボールの学習指導法－
昭和37年度
・西春日井郡春日村立 ・器械運動の効果的指導のための問題
春日小学校
点について
・幡豆郡吉良町立横須 ・基礎運動能力を伸ばす学習指導はい
賀小学校
かにあるべきか
・丹羽郡岩倉町立岩倉 ・学習指導要領にそくした指導はいか
中学校
にしたらよいか
－バスケットボールをとおして－
・南設楽郡鳳来町立長 ・球技（バスケットボール）の評価は
篠中学校
どのようにしたらよいか
昭和38年度
・豊橋市立福岡小学校 ・認識を深める体育学習
－水泳の初心者指導について－
・海部郡大治村立大治 ・体育学習における効果的指導の一考
小学校
察 －陸上運動を中心として－
・小牧市立味岡中学校 ・器械運動と格技（相撲）の効果的指
導について
・碧海郡高浜町立高浜 ・サッカーの効果的指導について
中学校
昭和39年度
・知多郡大高町立大高 ・体育科における集団行動の指導
小学校
－生涯化をめざして－
・刈谷市立富士松南小 ・基礎到達をめざしての体育指導
学校
－器械運動の学習を深めるための効
果的指導－
・海部郡弥富町立弥富 ・陸上競技における評価を通しての学
中学校
習指導
－運動技能を中心として－

・蒲郡市立三谷中学校 ・中学校における格技（剣道）の効果
的指導法
昭和40年度
・丹羽郡大口町立大口 ・学習効果を高めるための諸施設の管
北小学校
理と活用
・宝飯郡小坂井町立小 ・器械運動の効果的指導
坂井西小学校
－特に鉄棒運動を中心として－
・知多郡知多町立知多 ・器械運動の効果的指導
中学校
・岡崎市立葵中学校
・体力増強をめざした体育教育
－陸上・器械運動を中心として－
昭和41年度
・春日井市立篠木小学 ・器械運動の技能を伸ばすための体育
校
指導
・西加茂郡三好町立北 ・体力増強をめざした体育指導
部小学校
－器械運動をとおして－
・中島郡祖父江町立祖 ・能力差に応じた体育指導
父江中学校
－器械運動・バスケットボールを中
心として－
・北設楽郡津具村立津 ・到達基準に関する研究
具中学校
－学習の動機づけについて（陸上競
技）－
昭和42･43年度
・尾西市立三条小学校 ・リズム運動の効果的指導について
－表現を主体として－
・渥美郡渥美町立中山 ・体育的学校行事の効果的な指導管理
小学校
について －運動会を中心として－
・東春日井郡旭町立旭 ・体育クラブにおける運営と管理
中学校
・安城市立安城南中学 ・徒手体操における体力づくり
校
昭和44･45年度
・知多郡東浦町立緒川 ・体操をとおしての体力づくり
小学校
・碧南市立大浜小学校 ・進んで体力づくりのできる子
－陸上運動の指導を中心に体育の生
活化をめざして－
・江南市立古知野中学 ・基礎体力を養成するためには如何に
校
したらよいか
・豊川市立東部中学校 ・体操による体力づくり
－主体的な学習活動をとおして－
昭和46･47年度
・一宮市立浅井南小学 ・個々の体力向上をめざす体育指導
校
・豊橋市立高師小学校 ・豊かな活動力をめざして
－自主性を育てる体育学習－
・知多郡美浜町立河和 ・自発性をもった体育学習
中学校
－自分の力を知り，自ら努める姿を
求めて－
・豊田市立上郷中学校 ・技能向上をめざす体育学習
－自主性の開発をめざして（陸上・
器械）－
昭和48･49年度
・岡崎市立岩津小学校 ・活動力あるからだつくり
－ボール運動－
・一宮市立奥中学校
・体育的行事の望ましいあり方
昭和50･51年度
・海部郡弥富町立白鳥 ・ねばり強くたくましいからだづくり
小学校
－スポーツ領域を通して－
・北設楽郡稲武町立稲 ・ひとりひとりの技能を高める体育学
武中学校
習
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昭和52･53年度
・蒲郡市立三谷東小学 ・いきいきとした活動をめざす体育指
校
導
・春日井市立西部中学 ・心身ともにたくましい生徒の育成を
校
めざして
－体育的諸活動を通して－
昭和54･55年度
・大府市立大府小学校 ・心身ともにたくましく，生き生きと
活動する児童の育成をめざして
・安城市立安城北中学 ・たくましい心とからだを育成する学
校
校教育のあり方
－生活化をめざし生徒と教師がとも
に実現する体育活動－
昭和56･57年度
・豊川市立東部小学校 ・体育の生活化とたくましい子どもづ
くり
－自らとりくみ，確かめ，伸びる活
動を通して－
・海部郡蟹江町立蟹江 ・たくましく，さとく，明るい生徒の
北中学校
育成をめざして
－教育活動全体をとおしての体力づ
くり－
昭和58･59年度
・葉栗郡木曽川町立黒 ・たくましく，生き生きとした黒田っ
田小学校
子の育成
－わかる，できる，創造する喜びを
目ざした体育の授業－
・豊田市立衣丘小学校 ・ひとりひとりが，運動の楽しさを味
わい，意欲的に取り組む体育学習
－指導方法の工夫を通して－
・豊田市立若園中学校 ・一人ひとりが運動の楽しさや喜びを
知る体育学習を求めて
昭和60･61年度
・宝飯郡音羽町立赤坂 ・自己学習能力を育てる体育学習をめ
小学校
ざして
－指導と評価の一本化－
・豊田市立沓掛中学校 ・能力開発のための指導過程のあり方
－適切な課題・適度な負荷の研究－
昭和62･63年度
・岡崎市立小豆坂小学 ・健やかで，活力あふれる子どもの育
校
成をめざして
－一人ひとりが生き生きと取り組む
体育学習－
・東海市立平洲中学校 ・生徒が意欲的・主体的に活動する授
業の展開を目ざして
－体育学習メニューの活用を通して－
平成元・２年度
・瀬戸市立水野小学校 ・健やかな心身を自らつくりあげる児
童の育成
－主として体育活動をとおして－
・知立市立竜北中学校 ・自ら学ぶ力を育てる授業をめざして
－自主選択を取り入れた体育学習－
平成３・４年度
・蒲郡市立三谷小学校 ・自ら学ぶ力を育てる指導
－一人ひとりができる喜びを味わえ
る体育学習をめざして－
・稲沢市立大里東中学 ・個性を発揮し，主体的にとりくむ生
校
徒の育成
－一人一人が学習課題を選択・設定
し，自らの力を伸ばし，発揮でき
る授業の創造を中心として－
平成５・６年度
・岩倉市立岩倉北小学 ・運動の楽しさや喜びを味わえる子を
校
育てる学校教育
－個が生きる，ひびきあう場の設定
を通して－

・豊田市立高岡中学校 ・主体的に問題を解決し，高め合う生
徒をめざして
－集団とのかかわりを通して，個を
生かし，伸ばす学校教育－
平成７・８年度
・刈谷市立かりがね小 ・運動の楽しさや喜びを味わい，進ん
学校
で運動に親しむ子を育てる学校体育
・知多郡南知多町立豊 ・意欲的に学び，学ぶことの楽しさを
浜中学校
味わう生徒の育成
－とらえる，かかわる，高め合う学
校体育－
平成９・10年度
・海部郡佐織町立北河 ・運動の楽しさや喜びを味わい，めあ
田小学校
てをもって運動に親しむ子を育てる
学校体育
－集団の中で教え合ったり学び合っ
たりする活動を通して－
・宝飯郡一宮町立一宮 ・生きる力をはぐくむ学校体育
中学校
－生き生きした眼・生き生きした顔
・生き生きした動きをめざして－
平成11･12年度
・尾張旭市立旭中学校 ・生き生きと活動できる生徒の育成
－自己を見つめ，互いに高め合う活
動を通して－
平成13･14年度
・新城市立舟着小学校 ・やったるで！
－体が動く 心が動く－
平成15･16年度
・一宮市立大和東小学校・豊かな心を育み，未来に向けて，たく
ましく生きる児童の育成
－心と体，一体となって成長する体育
学習をめざして－
平成17･18年度
・碧南市立南中学校

・仲間とともに学び合い，生き生きと活動
できる生徒の育成
－運動生活習慣づくりを目指して－

平成19･20年度
・江南市立北部中学校 ・心と体を鍛え、たくましく生きぬく生徒
の育成
－人とのかかわりを大切にする「みすま
る教育活動」を通して－
平成21･22年度
・安城市立梨の里小学校・運動大好き！たくましい梨っ子の
育成
－できる・わかる・かかわる体育学習
を通して－
平成23･24年度
・大府市立神田小学校 ・進んで運動 みんなで健康 神田っ子
－わかる・できる・かかわる体育の授
業を通して－
平成25・26年度
・田原市立泉中学校

・楽しみながら、進んで体を動かそう
とする生徒の育成
－『チーム泉』を活用した学校体育
の充実－

平成27・28年度
・あま市立美和中学校 ・「やってみたい 高めたい 続けたい」
と自ら学ぼうとする生徒の育成
－自他を大切にする「あまっ子」を
めざして－
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平成29・30年度
・豊橋市立吉田方小学 ・心と体の健康に関心をもち、運動
校
やスポーツに親しむ子どもを育成
する体育活動
-授業改善・運動施設の有効活用・
学校独自の体育的行事を柱に据
えた取り組みを通して令和元年度以降指定なし
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（高等学校）
昭和32･33年度
・県立名古屋西高等学校 ・体育の学習活動と集団行動
・学校教育の評価
＜協力校＞
・地域及び学校の現状に即した体育科
・渥美農，岡崎商，小
年間指導計画の樹立
牧，猿投農，新城，
津島商工，豊川工，
西尾実，碧南，津島
昭和34･35年度
・県立松蔭高等学校
・基礎体力を向上させるための方策
＜協力校＞
・豊橋工，刈谷，昭和
稲沢
昭和36･37年度
・県立端陵高等学校
・高等学校教育課程改訂に伴う諸問題
昭和38･39年度
・県立熱田高等学校
・高等学校体育の運動技能到達目標設
＜協力校＞
定について
・尾北，一宮商，半田
東山工，足助，猿投
農，碧南，蒲郡，豊
橋商
昭和40･41年度
・県立時習館高等学校
・高等学校体育の運動技能到達目標の
・県立明和高等学校
設定について
・県立瀬戸窯業高等学校
・県立横須賀高等学校
昭和42･43年度
・県立愛知商業高等学校 ・高等学校体育の運動技能到達目標の
・県立刈谷高等学校
設定について
・県立西尾高等学校
＜協力校＞
・安城農，西尾実
昭和44･45年度
・県立豊橋東高等学校
・体力の向上はどのようにしたらよい
・県立木曽川高等学校
か
・県立名古屋西高等学校
昭和46･47年度
・県立東郷高等学校
・体育的クラブ活動の指導はどのよう
・県立半田農業高等学校
にしたらよいか
・県立古知野高等学校
昭和48･49年度
・県立中村高等学校
・体育施設の効果的利用と安全管理に
・県立岡崎北高等学校
ついて
昭和50･51年度
・県立豊橋工業高等学校 ・職業課程高等学校生徒の体力・運動
能力と普通課程高等学校生徒の体力
・運動能力との比較考察
・県立緑丘商業高等学校 ・職業課程高等学校における女子生徒
の体力向上をめざす指導はどのよう
にしたらよいか
昭和52･53年度
・県立第二愛知工業高等学校
・多様化してきている定時制の体育は
いかにあるべきか
・県立刈谷東高等学校
昭和54･55年度
・県立春日井西高等学校 ・保健体育授業における生徒選択につ
・県立衣台高等学校
いて

昭和56･57年度
・県立犬山南高等学校
・県立天白高等学校
昭和58･59年度
・県立豊田北高等学校
昭和60･61年度
・県立知多高等学校

平成元・２年度
・県立半田東高等学校

平成３・４年度
・県立美和高等学校

平成５・６年度
・県立岡崎東高等学校

平成７・８年度
・県立半田高等学校

平成９・10年度
・県立小坂井高等学校
平成11年度以後指定なし
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・選択制導入に伴う評価について

・生徒が主体的・意欲的に取り組む体育
授業のあり方
・生徒が意欲的に取り組む体力つくりの
あり方について
－体育授業の中で自ら進んでおこなう
体力つくり－
・本校における体育的行事の実践につ
いて
－教育目標の具現化を目指して－
・新指導要領における「体育の選択制
授業」のあり方について
－選択制授業の導入実践－
・選択制授業の展開について
－より進んだ生徒選択による授業の
展開及びそれに伴う新しい評価の考
え方－
・選択制授業の充実を目指して
－選択制授業における男女共習の展
開とその評価について－
・男女共習授業における指導法の改善
と評価
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