
１．研究の概要

１研究主題

主題設定の理由

（１）本校の児童の実態から

校区が広域に広がる本校では、バス通学者が全校の３９％を占める。また、徒歩通学者も最も

遠距離の児童で片道約１．５ｋｍ・山村の自然に恵まれた地域でありながら日常生活の中で運動

する機会が少なく、体力の弱化が否めない。

平成１７年度の本校の体力テストの結果（３～６年生）をみると、学年が下がるにつれて、県

平均を下回る種目が増えており、今後の体力低下が懸念される。種目別では、５０ｍ定（走力）、

立ち幅とび（跳躍力）、ソフトボール投げ（投力）は良好であるが、その反面、握力、長座体前

屈（柔軟性）、反璽横とび（敏捷性）が弱い。

重た・友だち同士関わりをもって運動する機会が少ない。集団で協力し、体力を高め合う場を

多く設ける必要がある。また、休み時間の様子からも、屋外で運勤遊びをしている児童とそうで

ない児童の二極化;誠進んでいる。また、屋外での運動遊びもサッカー等の特定の種目に偏ってい

るｃ

日常の学校生活では、学習に集中できなかったり体調不良を訴える児童もいる。それは、家庭

生活の影響により．起床時刻が遅い、朝食を欠く、夜遅く麦で起きていて睡眠時間が少ない、毎

日排便がないなど基本的な生活習慣が身についていないことが大きな原因であると考えられる。

（２）学習指導要領の趣旨から

学習指導要領において『体育」は、心と体を一体としてとらえ、運動についての理解と合理的

な実践を通して積極的に運動に親しむ資質、能力を育てることや、健康の保持増進、体力の向上

を図ることを鯛らいとしている。生涯にわたって運動やスポーツを豊かに実践していくことの基

礎を培う観点を重浸し、仲間と豊かにかかわり合いながら、自ら進んで体力を高め、楽しく明る

い生活を営む態度を育てることが求められている。
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以上の二とから、健康で活力ある生活を送るには、「心と体の体力づくり」を抜きにしては考え

られない。平成１８年２月に出された中教審審議経過報告でも指摘されているように、「睡眠時間

の確保」「食生活の改善」「家族のふれあいの時間の確保」など、生活習慣の改善が不可欠となっ

てくる｡そこで本年度は､基本的な生活習慣を中心に一人一人の児童の生活実態把握に努めたい。

そして、家庭との連携により、よりよい生活習慣を実践できる児童の育成を図っていきたい。

実た、昨年度の体力テストの結果を踏まえ、本校児童の体力低下に歯止めをかけ、更なる体力

向上を図っていくニその方策として、体育の授業改善に取り組み、特別活動の体育に関わる取り

組みを充実させていきたい･
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教科等 研究主題

体育（保健）

心と体がひびき合う体力づくり

～体力向上による健康で活力ある生活をめざして～



３研究仮説及び研究内容

本研究主題を解明するための手だてとして、以下の２点を研究の仮説(視点）に設定した。

①児童自らが心と体に関心を持ち、望蓑しい生活習慣を身につけていけば、元気で健康な

日常生活が送れるであろう。

②体育の授業をはじめ学校生活の様々な場で運動1-る楽しさを味わうことができれば､児

童自らが主体的に運動に取り組み、体力が向上するであろう。

｡ 
研究内容

心と体を一体としてとらえ、体育（保健）の授業、健康啓発、特別活動の３つを柱に、

児童の心と体の体力向上を図っていく。

研究推進組織４ 

校長・教頭

体力向上推進委員会

（校内研究推進委員会）

健康啓発部 特別活1,1部

○体力向上推進委員会（随時開催）

・研究推進計画の立案。

・授業研究に関わる方向性やホイントの提案。

・体力づくりに関わる環境整備。

○健康啓発部（月１回開催）

・児童の生活実態調査の実施。

・家庭との連携による生活習慣の見直し、改善を図るための指導。

○特別活動部（月１回開催）

・体力づくりを意識した行事の企画、実施。

・児童の主体的な活動の支援。

５研究の経過

拳固会・福

~￣｜ 

|』

， 
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月 全体会・推進委員会・部会
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第１回体力向上推進委員会（１７日）
研究主題、研究仮説、研究内容、研究体制、及び研究方法について。

第１回校内研究会（１９日）

研究主題、研究仮説、研究内容、研究体制、及び研究方法の決定･



３ 

｜◎ 

第２回校内研究会（第１回定例部会１７日）

健康啓発部、特別活動部、それぞれの取り組みの重点について。

第２回体力向上推進委員会（２３日）

健康啓発部と特別活動部の取り組みの重点について。

授業研究について。

運動場の遊具等の環境整備について。

職員研修について。
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第３回校内研究会（７日）

研究授業６年体育科領域：器械運動「マット運動」

研究協議会

第２回定例部会（１２日）

健康啓発部：児童の生活実態調査（５月下旬に実施）の集約と考察。

第１回健康生活ステップアップの実施について。

特別活動部：プチ運動会（児童会行事)、東小元気アップ健康広場の開催に

ついて。

第１回職員研修会（ＰＴＡ教育講演会２１日）
｢食育」に関わっての識演会

演題「食べることが人を育てる」中村紀子氏

第４回校内研究会（授業研究会２８日）

研究授業５年体育科領域：体つくり運動「体Iまぐしの運動」

研究協鍍会

【』

第３回定例部会（１０日）

健康啓発部：第１回健康生活ステップアップの生かし方について

特別活動部：東小元気アップ健康広場の内容について。

持久走記録会の実施について。
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第２回職員研修会（９日）

第１回県教委学校訪問

・４月～７月までの取り組みについて（中間報告）

･県教委の中村康春先生、市教委の平瀬佳宏先生より指導助言

第３回職員研修会（１７日）

ニュースボーツ実技研修（キンボール・スカイクロス・ディスーン）

第４回定例部会（２３日）

健康啓発部：第１回健康生活ステップアップの考察と今後の取り組みについて

東'１，元気アップ健康広場における食育の取り組みについて

特別活動部：東'1,元気アップ健康広場の詳細について

陸上記録アップウィーク（市陸上記録会練習）について

体力テストについて
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第５回校内研究会（授業研究会２５日）

研究授業やまびこ学級生活単元学習「わくわくランドでげんきアップ」

研究協駿会

1０ 

第５回定例部会（１６日）

健康啓発部：東'１，元気アップ健康広場における食育の取り組みについて

第２回健康生活ステップアップの実施について

２学期の保健指導について

特別活1lib部：東'１，元気アップ健康広場の実施について（般終確認）

持久定記録会の概要について

第６回校内研究会（授業研究会１８日）

研究授業１年体育科領域：基本の運動「１年・ランランピック」

研究協議会
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第７回校内研究会（授業研究会２７日）

研究授業４年体育科領域：表現運動「体を使って表そう！」

研究協議会（11月１日に実施）
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第６回定例部会（６日）

健康啓発部：東'1,元気アップ健康広場の反省

第２回健康生活ステップアップの実施について

特別活動部：東'1,元気アップ健康広場の反省

持久走記録会の詳細について

第８回校内研究会（授業研究会２７日）

第２回県教委学校訪問

･東'1,元気アップ健康広場について（報告）

･研究授業２年体育科領域：ゲーム「ねらって走ってピュッドカン１１」

～かわして当てようシュートゲーム～

･研究協議会県教委の中村康春先生、市教委の平瀬佳宏先生より指導助言

第９回校内研究会（授業研究会２９日）

研究授業３年体育科領域：表現運動「ジャングル探検」

研究協議会

】２

第７回定例部会（２２日）

健康啓発部：第２回健康生活ステップアップの考察

３学期の取り組み予定について

特別活動部：持久定記録会の反省

３学期の取り組み予定について

１ 

第８回定例部会（２２日）

雌康啓発部：第３回健康生活ステップアップの実施について

給食週llljにおける食育について

食脊研修会（２月６日学校保健委員会）について

研究紀要の作成について。

特別活動部：全校なわとび大会に向けての取り組みについて

研究紀要の作成について。

２ 

第４回職員研修会（学校保健委員会８日）

子どもの健康、体力面における諜題について

｢食青のねらいとすすめ方」【二ついて県教委の平瀬登代子先生より指導講話

今年度の食青の総括について

第９回定例部会（２８日）

健康啓発部:｢雌Ｌ１ﾓ生活ステッブアソプ｣をはじめとする今年度実践の成果と課題。

特別活動部:｢東'１，元気アップ健康広場｣をはじめとする今年度実践の成果と課題。

３ 

第１０回校内研究会（５日）

1年間の総括．（各部会より報告・授業研究について）

次年度研究の方１台]性を協議。
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