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はじめに 体力総合点の全国比較（全国平均50）

右表は，本校の新体力テストの「総合点」を全国平

均と比較したものです。平成23～25年度はほとんどの

学年で全国平均を大きく下回り，体力向上が本校の大

きな課題となっていました。

一方，町教委は，平成26年度から「体育専科教員活

用事業」の指定を受け，「本務校」である本校には，

週３日体育専科教員が勤務する体制が整いました。こ

れを機に，体育の授業改善を柱とする全校的な取組を

スタートさせました。同一集団の26年度と27年度を比

較（右斜め下の数値と比較）したとき，27年度は男女

全ての学年の数値が向上するなど，改めて全校体制で

取り組むことの大切さを認識しているところです。

以下，本校の取組を紹介します。

１ 体力向上に関する年間計画の作成

児童の，体力向上に対する関心・意欲を喚起するとともに，運動習慣の改善をねらって年間計画

を整備し，意図的・組織的な取組を進めています。体力テストの結果から課題を共有し，体育の授

業改善を柱としながら他の教育活動を関連付けた計画を整えることにより，教師が見通しとポイン

トを意識して，効果的・効率的に指導できるようになりました。

男子

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

Ｈ２３ ４８．１ ４７．５ ４０．２ ４２．２ ４３．４ ３８．７

２４ ５１．８ ５３．３ ３８．９ ３８．３ ４３．７ ４４．４

２５ ４２．６ ４９．８ ４６．４ ４９．５ ４６．５ ４８．５

２６ ４９．４ ４８．７ ５０．３ ５０．７ ４７．６ ４４．８

２７ ５２．２ ５３．２ ５１．９ ５４．０ ５３．３ ５０．９

女子

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

Ｈ２３ ４６．７ ４８．３ ３９．０ ３５．９ ３７．６ ３３．７

２４ ４７．３ ５１．０ ４０．３ ３７．０ ３１．１ ３５．６

２５ ４２．５ ４７．０ ４３．９ ５１．５ ４１．３ ４１．２

２６ ４８．１ ５２．８ ５０．７ ５３．１ ４９．０ ４４．３

２７ ４９．６ ５２．２ ５４．７ ５３．４ ５４．０ ５３．９

※ 網掛けは全国平均以上

※ 平成27年度の全国平均がまだ公表されていないため、27

年度については直近４年間で最も高い全国平均と比較



２ 体育の授業改善

学校教育において，児童の体力向上の中核を担

うのは体育の授業です。本校では，体力テストの

分析結果を基に，次の視点から授業改善に取り組

みました。

①指導目標及び評価規準を明確にした授業

②児童が課題意識をもって活動を工夫するととも

に，学習を振り返って次時を見通す授業

また，授業の初め 補強運動

に，本時の運動領域

に関わる補強運動を

行ったり，体力テス

ト種目の中でも児童

が不慣れな運動を補

強運動に取入れたり ３年生「キックベース」

するなど，体育専科

教員を中心にして，

授業の計画段階から

活動内容までを含め

た授業改善に全校で

取り組んでいます。 ６年生「フットサル」

３ 運動環境の整備・充実

児童が日常的に運動に親

しむための器具を設置した

り，休み時間や家庭で気軽

に取り組める運動を紹介し

たりしています。

おわりに

体力向上をテーマにした全校的・統一的な取組は，学力向上や生

徒指導など，学校の教育活動全般に渡る成果につながっており，そ

ういう意味では，体力向上を核とする学校改善と言えます。

一方，体力テストの数値は上がっているものの，児童の健康と体

力の面から考えると，「運動の生活化」に課題が残ります。特に家

庭と連携した望ましい生活習慣の形成と体力向上を関連的に達成す

ることが本校の次の課題と考えます。

第５学年 「マット運動」

１ 学習目標

(1) 基本的な回転技や倒立技に取り組み、それぞれについて自分の

力にあった技が安定して出来ると共に、その発展技ができる。

(2) 今できる技を組み合わせたり、友達と合わせたりすることがで

きる。

(3) 互いに励まし合って、協力して運動したり、器械・器具の使い

方を工夫して、安全に運動したりすることができる。

(4) 自分のめあてをもって、学習資料を活用し、技を身に付けるた

めの練習の仕方を工夫しながら運動することができる。

２ 単元の評価規準

評 価 規 準 １時間目 ２時間目 ３時間目

関 ○めあてに向かって進んで色々な技の

心 練習に取り組もうとする。

意 ○友達と励まし合い協力し合って運動 ◎ △ △

欲 しようとする。

態 ○互いに協力して安全に気を付けなが

度 ら運動しようとする。

○基本的な技に関して自分に適しため

思 あてをもっている。

考 ○自分のめあてに応じた練習の場や段

判 階を選んでいる。 ○ ◎ ○

断 ○教師や友達からの声かけや学習資料

を活用して練習している。

（以下略）

○基本的な回転技や倒立技に取り組み、

それぞれについて自分の力にあった

技 技が安定してできる。

○基本的な技や発展技に取り組み、自 △ ○ ◎

能 分の力に合った技ができる。

○自分の力に合った技に取り組み、技

を組み合わせたり、友達と合わせた

りすることができる。

学習の記録と振り返り

〔学習の目標〕

○いろいろな技に取り組み、安定してできるようにしよう。

○約束を守り、友達と助け合って、安全に運動しよう。

○自分に合っためあてをもち、練習の仕方を工夫しよう。

１時間目 月 日（ 曜日）

振り返り（一言感想）

今後の目標

２時間目 月 日（ 曜日）

本時の目標

いろいろな技に取り組み、安

定してできるようになった。
よくできた できた もう少し

約束を守り、友達と助け合って、

安全に運動することができた。
よくできた できた もう少し

自分に合っためあてをもち、練習の

仕方を工夫することができた。
よくできた できた もう少し

振り返り（一言感想）


