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健康な心と体を育む『奥小プラン』を通した教育活動の創造 

～自らの健康に関心を高め、健やかな生活・運動習慣を考え実践する児童の育成を目指して～ 

 

熊本市立奥古閑小学校 

 

要 約 

コロナ禍により、児童は家で過ごす時間が増え、外で遊ぶ機会が少なくなっている。児 

童一人一人の心身の健康状態や人間関係づくりが大変心配された中でも、児童がより健康 

的に過ごしていけるように支援していくことが重要課題となった。そこで、昨年度の健康 

教育の取組の成果と課題を踏まえ、今年度はさらに児童の「生活面」「運動面」での健康 

に対する意識向上とその行動化に向け、PDCAサイクルを確立しながら追究したことで、家 

庭での基本的生活習慣の改善や体力向上等が見られた。本研究を通して、児童一人一人が 

その課題改善に向けて様々な取組を継続的に取り組んできたことにより、自ら健康につい 

て考えながら実践していく力の育成に向けた手立てが明らかになった。 

＜キーワード＞ＰＤＣＡサイクル、奥小プラン、児童主体の諸活動、学校・家庭・地域との連携、授業追究 

 

１ 主題設定の理由 

（１）学校教育目標と昨年度の実践から 

この２年間、新型コロナウイルス感染症の影響により、自粛生活が余儀なくされている。さらに

スマホ・タブレットの普及により児童のユーチューブ等の動画視聴時間やスマホ等を利用する時間

の増加も危惧されている。自宅で過ごす時間が多くなり、児童一人一人の心身の健康状態や人間関

係づくり、体力低下等が大変心配される２年間となっている。このような時期だからこそ、昨年度

から「やる気いっぱい！夢いっぱい！～しなやかな心と体をもった奥古閑っ子の育成～」を学校教

育目標に掲げ健康づくりが意識できるようにした。 

昨年度までの健康教育の研究継続と課題改善に向けて、児童の実態を生活面、運動面から把握し

学校全体や児童自身の課題を共有しながら、自分の健康に関する課題の解決や目標の達成を目指し

ていきたい。そこで、昨年度までのサブテーマを見直し、児童自身が自ら健康に関心を高めていく

ようにしなくては真の行動化にはつながらないと考え、「自らの健康に関心を高め」と一部変更し

た。児童が主体的に自らの生活習慣・運動習慣の在り方を見つめ直し、考え行動する力を身に付け

ていくことが、昨年度まで育んだ児童の「生きる力」をさらに高めることにつながる。研究組織と

して「生活部会」「運動部会」の２部を編成した。健康な心と体を育む『奥小プラン』を通した教

育活動を行うことで、児童一人一人が、健康的な生活に向けて意欲を持って生き生きと活動してい

くと考える。 

 

（２）本校児童の実態から 

昨年度から、本校では児童一人一人が健康な生活や体づくりの 

意識を継続できるように「すこやかカード」「すこやかカレンダ 

ー」を定期的に行っている。「就寝・起床時間」「家庭での運動 

習慣」を中心に見直しを行い、児童の健康に対する意識も高まっ 

【図１ 令和２年度学校評価アンケートから】 
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てきている。運動面における「スポーツフェスティバル」や「体育科授業改善」｢みんなで遊ぼう」

等の取組は、児童の体力向上へとつながっている。 

しかし、令和２年度の学校評価での健康づくりについてのアンケート結果は、一昨年度の結果と

大きな変化はなく、児童や保護者の８％近くが「睡眠・運動」についてよくできていないと答えて

いる。【図１】 

健康に対する関心と主体的に行動する意識をより高める 

ことが課題であり、学校・家庭・地域が連携し、学校での 

取組を家庭でも継続させていく手立ての充実が必要である。 

生活面に関するアンケートの結果から、ゲームやスマホ、 

タブレットなどを使用する時間がまだ全体的に長いことが 

分かった。３０％の児童が１日に２時間以上使用しており、 

４時間超えた使用をしている児童も数人いる。そのことは 

睡眠時間確保の課題にもつながり、「すこし眠れない」｢眠 

れない」と答えた児童が１４％だった。【図２】睡眠時間 

は、改善傾向にあったが、スマホ・タブレットの使用を注 

視していないと再び睡眠時間に影響が出ることが予想される。そこで、今年度はスマホ・タブレッ

トの使用の見直しや規則正しい生活リズム、運動の習慣化などに取り組みながら、どのような生活

をしていくことが自分の健康のために望ましいのかを考え、実践していく力を身に付けていくこと

が必要である。 

運動に関するアンケートの結果【図３】から、運動を 

することが好きな児童は多く、体を動かそうとする意欲 

は高い。しかし、１３％の児童が「すきではない」「あ 

まりすきではない」と答えており、体を動かすことに消 

極的な児童もいる。また、「幅広い運動体験」に課題が 

見られた。【図４】体育の授業の中での好きな運動に 

ついてアンケートをとったところ、ボールを使った 

運動を好む児童が際立っていた。そこで、昨年度 

の「多様な運動に児童が自ら取り組んでいけるよ 

うな学習環境」「意欲的に運動に親しみ、互いに 

学び合い、高めていく体育科の授業改善」を工夫 

していくことで、児童が運動に親しみ、自ら運動 

をする資質や態度を高めていくことを目指してい 

く必要がある。 

 

２ 研究の仮説 

「生活」「運動」の健康に関わる活動『奥小プラン』を通して、「生活リズムを整える活動」

「意欲的に運動に親しむ活動」に学校・家庭・地域が連携し取り組むことで、児童は、より良い

生活習慣・運動習慣の在り方について考え、実践する力が身に付いていくであろう。 

【図２ 令和２年度生活に関するアンケート】 

【図３ 令和２年度運動に関するアンケート】 

運動は好きか 

どんな運動が好きか 

【図４ 令和２年度好きな運動に関するアンケート】 
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３ 研究の視点 

  研究の仮説をより具体化し実践をするために、研究の視点として次の２つを設定する。 

（１）視点１：児童が意欲的に活動する実践の工夫 

生活に関するアンケートやスポーツテスト等の結果から児童の実態を把握し、健やかな心と体を

育むための効果的な取組を行う。授業や日常活動での「生活」と「運動」に関わる活動を「奥小プ

ラン」と位置付け、系統的、継続的に行い、健やかな心と体を育んでいく。 

今年度も、生活面と運動面の両面からの取組を通して、児童自身がそれぞれの「生活」「運動」に

ついての目標を達成できるように活動していく。児童の実態から課題を発見し、スモールステップ

によってその課題を解決していきながら、児童の成長を図っていく。 

（２）視点２：学校・家庭・地域が連携した活動実践の工夫 

授業や日常活動において、児童が当事者意識を持って健やかな心と体を目指していけるよう、児

童が主体的に活動する取組を行う。児童が行動を起こしやすいように、専門家による講話を企画し

たり、アンケート等の結果を提示しながら児童からの気付きを促したりして、児童が主役となる活

動をサポートしていく。同時に、家庭とも連携し、家庭でも健やかな心と体を作るための活動や学

んだことを発揮できる場を設けていくようにする。今年度は、地域との連携も図り、校区全体への

実践の広まりを目指していく。 

 

４ 「奥小プラン」について 

「奥小プラン」とは、【図５】のように「生活部会」「運動部会」の組織を編成し、児童の「生活」

「運動」についての目標を掲げ、その達成に向けた計画・運営を行うことである。授業や日常活動で

の「生活」と「運動」に関わる活動を通して、健康な心と体を育んでいくための１年間の計画である。

「奥小プラン」作成のため、児童の生活・運動についての実態調査を行い、児童の課題を把握した後、

そこから生活部会・運動部会でどのような取組を行うかを検討し、まずは教職員が年間の見通しをも

ち継続的に活動できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図５ 奥小プラン（生活・運動に関する年間活動計画）】 
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５ 研究の構想図 

 

   

目標 目標 

めざす児童像 

児童の実態 今日的課題 社会的情勢 

  

健康な心と体を育む『奥小プラン』を通した教育活動の創造 

～自らの健康に関心を高め、健やかな生活・運動習慣を考え実践する児童の育成を目指して～ 

視点２：学校・家庭・地域が連携した活動実践の工夫 

視点１：児童が意欲的に活動する実践の工夫 

学校 

〇児童が主体的に活動する学校保健委員会や各委員会活動 

〇家庭に向けたアンケートの実施 

〇専門家招聘講話                  等 

 家庭 

〇すこやかカード・すこやかカレンダーの見守り 

〇スマホ・タブレットの使い方の見守り   等 

地域 

〇天明中校区内の学校間の連携と実践の共有 

〇地域保護者の協力による運動環境整備   等 

児童が意欲的に活動する体育科の授業 

体力テスト・スポーツフェスティバルの実施 

サーキットコースの活用と外遊びの励行 

学校保健委員会 

すこやかカード・すこやかカレンダーの実践 

生活習慣改善を図る授業の実践（特活等） 

児童の生活習慣の実態調査 児童の運動習慣の実態調査 
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【図７学校保健委員会の１年間の流れ】 

６ 研究の実際 

（１）生活部会の実践 

  ① 生活部会におけるＰＤＣＡサイクル 

生活部会では、児童および保護者のアンケー 

トによる実態把握から本校児童の課題を明らか 

にする。その後、児童が主体となって行う学校 

保健委員会において、本校の課題を全校児童に知 

らせ、共有をしていく。また、会の中で、全校 

児童でどのようなことをしていけば課題を解決 

していけるのかという意見交流を行っていく。 

その後、学校保健委員会での意見交流をもとに 

各クラスでの学級活動を通して、児童一人一人が自分のめあてを決め、めあての達成に向けて取

り組んでいく。その取組を行う中で、自分のめあての達成度に応じて、めあての修正を行ってい

く。このように、ＰＤＣＡサイクルを通しながら、自分の生活習慣の改善に自ら取り組んでいく

ために、このような流れを共通理解して取り組んできた。【図６】 

② 視点１：児童が意欲的に活動する実践の工夫 

ア 学校保健委員会の開催 

学校・家庭・地域と連携しながら、児童一人一人の 

基本的な生活や運動習慣の定着につながることをねら 

いとし、児童主体の学校保健委員会を年２回開催する。 

１回目は、学校や学級の課題を知り、意見交流し行動 

目標を決めた。２回目は、学級や個人の１年間の実践 

を振り返り、その成果や課題を発表し合い、次年度に 

生かすようにしている。昨年度も、子どもたちの健康 

への意識を継続できることにつながっている。【図７】 

当日には、全校児童だけでなく、保護者代表、天明校区小 

中学校の養護教諭等がオンラインで参加し、地域に本校の健 

康課題や取組を発信することができた。 

昨年度は「ぐっすりすいみん 元気な一日」とし、睡眠の充 

実を重視した取組を進めてきた。今年度は、さらに具体的に取 

り組めるように、「元気な一日をすごすために～一人一人が考え 

る、自分に合った健康な生活～」をテーマに、健康な体づくり 

と食事・運動・睡眠の生活の見直しを図ることを目指し、取り 

組みを進めた。 

１学期に実施した第１回学校保健委員会では、保健委員会や 

    体育委員会、給食委員会の児童が睡眠や食事、運動に関するア 

ンケートの結果を発表したり、健康な生活を送るためのポイン 

ト等の提案をしたりした。【図８】次に、校医の先生の話を聞 

いた。委員会の発表や校医の先生の話を聞いて思ったことや考 

えたことをクラスで出し合い、全体で感想交流をしたことで、児童の健康な生活を送ることへ 

【図８ 委員会による発表】 

【図９ 感想交流】 

【図６ 生活部会のＰＤＣＡサイクル】 
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【図１０ 校医の先生のお話】 

の課題意識を高めることができた。【図９・１０】 

３学期実施の第２回では、事前に学級活動の時間で、クラスの 

成果と課題を確認したり、個人のすこやかカードを振り返ったり 

する活動を行う。その後、学校全体での学校保健委員会において、 

アンケートや体力テストの結果を各委員会から報告し、健康目標 

とその達成に向けた取組について、頑張ったことや他の学年に聞 

いてみたいことなどをクラスの代表者が発表していくようにして 

いく。この流れでは、これまでの取組への満足感を味わわせると 

ともに新たな課題発見につながるようにしていく。 

   イ より主体的な取組につなげる学級活動の工夫 

     第１回学校保健委員会を受けて、学級活動(2) 

の授業を全学年で行った。学級活動は、子ども 

たちの意欲付けや自主的・主体的な取組に向け 

て大切な授業であると考える。そこで、本年度 

は学級活動の授業展開を工夫し、児童一人一人 

の主体的な取組につなげるようにした。【図１１】 

学級活動の授業では、「つかむ→さぐる→見つ 

ける→決める」の流れに沿って授業を展開した。 

「つかむ」の場面では、課題を一人一人にしっ 

かりつかませるようにした。手立てとして、学校 

保健委員会のテーマや資料を提示したことで、会 

の内容を思い出し、自分の学年の良かったところ 

と課題を明らかにすることができた。 

「さぐる」の場面では、昨年の体力テストの結 

果と比べて、今年の体力テストの結果が伸び悩ん 

でいる理由を考えた。その後、「なぜ、体力向上 

が必要なのか？」について考えた時に、学校保健 

委員会で分かったことを思い出し、たくさん発言 

することができた。体力向上することで自分たち 

の学級目標につながることも確認し、本時のめあ 

て「自分に合った運動を考えて、健康な生活を送 

ろう」につなげていった。 

また、児童から出た理由だけでなく、アンケー 

ト等のデータをもとに根拠を示した。児童の１週 

間の運動量を調べ、体育の授業以外で一日平均４０分ということを理解させた。また、「子ど

もの身体活動ガイドライン」から、毎日最低６０分以上体を動かすことが身体に良い影響を及

ぼすということを示すと、児童は驚きとともに、もっと体を動かした方がよいことに気付いた。 

「見つける」の場面では、意見を出やすくするため４人グループに分かれて自分たちの課題

に対する解決策を考えていくようにした。グループにすることで、自分の考えを伝えるととも

に、友達の考えを知り、そこから新しい考えを見つける児童が多く見られた。【図１２】 

【図１１ 学級活動（２）の板書】 

【図１３ 決めるの場面 自分のめあてを決める】 

【図１２ 見つけるの場面 グループで話し合った内容】 
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「決める」の場面では、次の日から取り組む 

すこやかカードの健康目標を考えた。みんなで 

考えた解決策を参考に、自分が 1週間取り組む 

めあてを決めていった。より具体的に取り組め 

るように、どこでするか（場所）、いつするか 

（時間）、どのくらいするか（回数）を入れる 

ようにし、それぞれが自分に合っためあてを立 

てるようにした。【図１３】 

最後に、１週間後にクラスのスポーツ大会を 

開くことを伝え、それに向けて自分のめあても 

しっかり取り組むように話した。スポーツ大会では、児童と相談し４種目を選んで行った。事

前に練習する児童もいて、全員が意欲的に参加できた。校長も参加して一緒に楽しむことがで

きた。感想には「次にする時は、もっと練習したい」「学級目標の Smile２０とチャレンジがし

っかり達成できた」と学級目標について振り返り、次回への意欲を書く児童もいた。【図１４】 

 このように、学級活動の展開を工夫し、充実させていくことで、児童一人一人が健康課題を

自分事としてとらえ解決に向けより主体的に取り組むようになった。 

③ 視点２：学校・家庭・地域が連携した活動実践の工夫 

ア すこやかカード・すこやかカレンダーの継続的な活用 

毎月「すこやかカード」を活用した「すこやか週間」を設けたことで、児童の意識や活動が

継続していった。また、長期休業日にも「すこやかカレンダー」に取り組むことで、規則正し

い生活を送ることやテレビ・ユーチューブの適切な視聴時間に対する意識が高まってきた。ま

た、低学年では、より具体的で分かりやすい内容にするように、自分が取り組む健康目標を考

える時、いつ、どこで、何をする、何回・何分間取り組むのかを意識しながら決めていった。 

また、実際に取り組んでみて健康目標ができなかった場合は、自分にできそうな健康目標を

もう一度考え立て直すことで、「健康目標を途中でかえたけど、丸が多かったので、これからも

続けたい」と意欲的に取り組む姿が見られた。 

授業参観では学校保健委員会から上がっ 

た課題を改善するための目標をすこやかカ 

ードに記入する場面を見てもらい、保護者 

の協力を得て家庭での実践につながるよう 

にした。児童からは、「次の目標は、夜家 

でお母さんとストレッチしたい」と意欲的 

に取り組もうとする意見や、保護者からは 

「自分から進んでストレッチをしたり、テ 

レビ・ユーチューブを見る時間を考えたり 

していました」と、児童のやる気を褒め、 

親子で運動に取り組む様子もうかがえ、保護者への啓発と共通理解につながった。【図１５】 

イ 食育の推進 

健康的な生活を送るために、栄養教諭を中心に食育の取組も行った。食事の準備を自分で行

う「親子でお弁当の日」である。昨年度から取組を始め、今年度の５月に２回目を行った。自

【図１５ すこやかカード】 

【図１４ 学級によるスポーツ大会の感想】 
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【図１７ おにぎりコース】 

分だけで全部を作る「完璧コース」【図１６】、おうちの人と一緒に 

作る｢親子で弁当コース」、おにぎりは自分で作り、作ってもらった 

おかずを詰める「おにぎりコース」【図１７】、弁当は作ってもらい、 

ありがとうと感謝を伝える「ありがとうコース」の４つを設定した。 

事前にどのコースにするか計画をし、取組を行った。弁当作りを 

通して、家の人の大変さが分かり、感謝の気持ちを伝える良い機会 

になった。保護者の方からも「早起きをして弁当を作る姿を見るこ 

とができてよかった」という感想をたくさんいただいた。その後の 

お弁当を作る機会にも自ら手伝いをし、自分だけで弁当を作る児童 

も見られ、食べることへの意識の高まりも出てきている。 

また、この実践を通して、朝食をしっかりとる児童が多くなると 

ともに、栄養を意識しながら給食を食べる児童が増えてきた。 

 

（２）運動部会の実践 

① 運動部会におけるＰＤＣＡサイクル 

運動部会でも、児童および保護者へのアンケート 

と体力テストによる実態把握を行い、そこから本校 

児童の課題を明らかにしている。課題に合わせ、必 

要となる運動環境の整備や体育の授業改善を進めて 

いる。体育授業では、児童全員が意欲的に運動に取 

り組み、運動の楽しさや技能の高まりを実感できる 

ような活動を工夫している。授業を通して、運動の 

特性を味わい、技能の習得や学び方を評価し、次の運動へとつなげていくことを大切にしている。

このようなＰＤＣＡサイクルをどの学年も繰り返していきながら、運動習慣の改善に取り組む 

とともに、いろいろな運動、苦手とする運動にも意欲的に取り組もうとする資質を養っていくこ 

とを目指してきた。【図１８】 

 また、低・中・高の跳び箱に関する器械運動の２か年計画について、担任が一目でわかるよう 

な指導計画を作成した。技をクリックすると、その技が動画で流れるようにし、教師が技につい 

てのポイントの確認を簡単にできるようにした。【図１９】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１６ 完璧コース】 

【図１８ 運動部会のＰＤＣＡサイクル】 

【図１９ ２か年を見通した指導計画】 
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② 視点１：児童が意欲的に活動する実践の工夫 

  低学年、中学年、高学年とも、苦手とする能力を高める 

ために、また、教師や児童が学習に見通しをもって取り組 

むために授業展開の工夫を行い、実践を進めた。 

ア 児童が意欲的に活動する体育の授業改善 

今年度は跳び箱を使った運動遊び、跳び箱運動の授業 

改善として「場の工夫」「同じ流れの授業展開」「学習カ 

ードと振り返り」「ICTの活用」の４点に取り組んだ。 

a  場の工夫 

苦手な児童でも安心して意欲的に取り組めるよう個 

     人差に合わせ、【図２０】のように個に応じた複数の 

場を設けた。 

  ｂ  同じ流れの授業展開 

授業展開を全学年で「準備運動→スキルアップタイム 

     →どんどんタイム→きらりタイム→チャレンジ 

タイム→ふりかえり」と統一した。毎回同じ流 

れにすることによって、児童が見通しを持つと 

ともに、次に何をするかが分かり早く行動する 

ことができるようになった。 

「スキルアップタイム」は、運動の特性や基 

本の動作につながる運動を行った。学年の実態 

に合わせ毎時間５分程度行った。 

「どんどんタイム」は、単元全体で行う動き 

や技をそれぞれの場でグループごとに行った。【図２１】の赤 

線で囲まれた５つの場を２分ずつグループで行い、どのグルー 

プでもいろいろな技に取り組むことができるようにした。また、 

それぞれの場にパネル【図２２】を置き、児童が見つけたポイ 

ントを吹き出しで貼っていったことで、児童自身が確認しなが 

ら活動できるようになった。 

「きらりタイム」は、教師や児童が推薦した児童の技をモデ 

リングし、技のポイントを明確にしていくことができた。モデ 

リングする技は本時のめあてに合わせて行い、上手にできてい 

る児童を見ながらポイントを確認し、次のチャレンジタイムに 

つなげたので、めあてがはっきりしていった。 

「チャレンジタイム」は、どんどんタイムから場を限定させたり、本時のめあてに合わせ

て少し場を作り直したりして行った。めあての達成に向け、自分のレベルに合わせた場で何

度も繰り返し練習し、技の上達が見られた。 

また、「チャレンジタイム」の後半は３年生から６年生はロイロノートでペアの動画を撮影 

し学習後の自分の動きがみられるようにしたことで、友達に分かりやすくアドバイスができ

るようになったり、振り返りに活用したりすることができた。 

【図２０ 難易度を変えた台上前転の練習の場の工夫】 

【図２１ どんどんタイムでの場の充実】 

【図２２ 技のポイントを示したパネル】 
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ｃ  学習カードと振り返り 

学習カードは計画表を載せ、児童が見通しを持って技に挑戦できるようにした。また技の

ポイント動画の QR コードを載せ、いつでも児童が見たい技の動きの確認ができるようにし

た。振り返りは学年の実態に合わせて、短時間で振り返りができるように、低学年は〇や△

を、中学年・高学年は、自分でめあてを立て、めあてに対して記述で振り返りを行ってきた。

実態に合わせた振り返りで、児童の実態を教師が的確に把握することにつながるとともに、

児童自身にもめあての見通しを持たせることにつながった。 

d  ＩＣＴの活用 

ＩＣＴを以下の３つの場面で活用した。 

１つ目は、技のポイントを確認するために、全体で動画を見て 

めあてにつなげ、教師がお手本となる児童の動画を撮影し、き 

らりタイムで見せた。【図２３】高学年は学習カードの QRコード 

を読み取り、各自で技のポイントを確認することにも使用した。 

２つ目は、自分の技の出来栄えを確認するために、高学年では、 

「ウゴトル」を使った。【図２４】今自分が行った技を６秒後に 

再生される映像で、自分の跳ぶ様子、技の出来栄えを確認し、 

技のポイントに気を付けて跳ぶようにした。 

３つ目は、自分の動きを客観的に振り返るために、チャレン 

     ジタイムの後半に、タブレットを使いペアで撮影し合った。撮 

影した動画をすぐに見合い、出来栄えを評価し、互いにアドバ 

イスし合う姿が見られた。【図２５】また、振り返りの場面で自 

分の技の動画を見ながら振り返りを書くことによって、めあて 

に対して的確に振り返ることもできた。学年の実態に応じて、 

児童や教師がＩＣＴを効果的に活用できるようになった。 

イ 体力テスト・スポーツフェスティバルの実施 

令和３年５月に全学年体力テストを実施した。体育委員会を 

中心に体力テストの結果を分析すると、課題が見られる種目が 

あり、今年度は上体起こし、ソフトボール投げ 

について大きな課題があった。その児童の実態 

を踏まえ学校保健委員会では、体育委員会から 

体力テストの結果と今後の取組について提案が 

示された。２学期には体力テストの結果を踏ま 

え、体力テストで課題だった上体起こし、ソフ 

トボール投げ、反復横跳び、５０ｍ走の４種目 

を第２回体力テスト（スポーツフェスティバル） 

として実施した。スポーツフェスティバルの実 

施３週間前から少しでも成果が出るように週に 

２回、昼休みの時間を活用し学年ごとに運動場 

と体育館に分かれて練習会を行ったことで、５ 

月の体力テストの結果と今の自分の記録を比較 

【図２５ ペアでの撮影】 

【図２３ ポイントの確認】 

【図２４ ウゴトルの活用】 

【図２６ 体力テスト（５月）とスポーツフェスティバル（１２月）の結果の比較】 
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しながら、児童は目的を持って活動できた。 

また、高学年は低学年とペアで取り組むことで、各種目のやり方や技のポイントを教える様

子が見られた。実際に、体力テストとスポーツフェスティバルの低中高の平均を比較すると特

に課題であった上体起こしやソフトボール投げについては全体的に記録が向上した。【図２６】

児童自身も結果の伸びを実感し、「またやりたい」と意欲の向上につながっている。 

ウ 運動に親しむことができる環境の整備と活用 

いつでも運動に親しめるサーキット 

コース【図 27】を設置した。既存の遊 

具に加えケンケンパ、大きなタイヤ、 

サッカーゴールにジャンプひも、的当 

て、砂場にジャンプゴムを設置した。 

体育の授業や休み時間にいつでも活用 

できて、児童自らが自分に合った場を 

選べるように工夫した。 

また、体育の準備運動後に５分間で、 

サーキットコースを１周、またはいく 

つかの場を選んで、適度な運動量とな 

るように活用した。 

また、昨年度は体力テストの結果からソフトボール投げ 

    に課題があり、投げる動作の習得やボールを投げる経験を 

積ませるために【図２８】のような的当てをネットに設置 

した。 

昼休みの「みんなで遊ぼう」や「縦割り班活動」の遊び、 

スポーツフェスティバルの練習会で投げる運動の機会が増 

え、投力が高まった。 

③ 視点２：学校・家庭・地域が連携した活動実践の工夫 

   ア すこやかカード・すこやかカレンダーを活用した運動習慣の改善 

     学校保健委員会の内容を踏まえて、児童一人一人の健康な体つくりの意識を継続できるよう 

にするためと、運動習慣の改善を図るために、「すこやかカード」や「すこやかカレンダー」を 

活用した。 

     本年度は、車の送迎で登下校する児 

    童も多いことや休み時間になかなか外 

    で遊ぶ児童が増えないといった課題が 

あったので、学校保健委員会や日常の 

指導の中で、「どうして歩いて登校す 

ることが大切なのか」「外で遊ぶこと 

が大切か」を考えた上で、「すこやか 

カード」【図２９赤枠】に「歩いて登 

校できましたか」「休み時間に外で遊 

ぶことができましたか」という項目を 【図２９ すこやかカード】 

【図２７ サーキットコース】 

【図２８ 的当て】 
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追加し、運動の継続を図っていった。しかし、呼びかけるだけではなかなか結果につなが 

らなかったので、さらなる工夫が求められた。 

そこで、児童が自ら取り組んでいくための手立てとして、朝登校時から下校して家に着くま

での間、万歩計を身につけ、毎日の歩数をすこやかカード【図２９黄枠】に記録することで自

分の運動量を歩数で知ることができた。外で遊ぶようになった児童や「今日は歩いて学校に来

ました」という児童が増えていったので、その効果は大きいといえる。 

 

７ 研究の成果と課題 

（１）児童の実態調査及びアンケート等の結果から 

すこやかカードの結果から見られる児童の変容は以下の通りである。 

 

月に１度、すこやか週間を設定し、生活面と運動面について児童自身が自分に合った健康目標を 

立てて取り組んだ。今年度は、「朝食」「登校の仕方」も振り返った。７月と１１月の「朝食」と 

「登校の仕方」は、大幅に改善された。８５％の児童が毎日朝食をとるようになり、朝食の習慣が 

ついている。登校の仕方についても、保護者の送迎の頻度が減少している。歩いて登校する児童が 

増え、登校班がそろうようになってきている。【図３０】 

アンケートの結果から見られるスマホ・タブレットの使用に関する変容は【図３１】の通りであ 

る。児童のメディアの使用時間は、昨年度の結果と比較すると減少している。長時間使用していた 

児童の数が減少しているとともに、適切な時間使用する児童が増えてきている。昨年度から取り組 

んでいる、スマホ・タブレットのルールづくりをしていった成果といえる。 

 

 

 

朝ごはんを食べることができた。 歩いて登校できた。 

Ｒ３ ７月          Ｒ３ １１月 

     

Ｒ３ ７月          Ｒ３ １１月 

     

：毎日達成 ：週６日達成 ：週５日達成 ：週４日達成 ：週３日以下達成 

一日でのゲームやアプリの使用時間 １日でのテレビやネット動画の視聴時間 

    

     は１日に２時間以上の使用 

    

は１日に２時間以上の使用 

【図３１ スマホ・タブレットの使用に関する児童の変容（実態調査の結果から）】 

【図３０ 令和３年度における児童の生活習慣の変容（すこやかカードの結果から）】 

R３ ７月 R２ ６月 R３ ７月 R２ ６月 
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体育の授業改善や日常 

的に運動に親しむことが 

できるための取組の結果、 

体育の授業における児童 

が好きな運動領域の変容 

は【図３２】の通りであ 

る。 

昨年度はボールを使っ 

た運動を好む児童の多さ 

が際立っていたが、今年 

度の取組の結果「鉄棒運 

動」、「跳び箱運動」、 

「マット運動」などを好きと回答した児童が増えている。また、「ボール運動」だけではなく、幅 

広く運動に親しむ意識が高まっている。 

 

（２）保護者アンケートの結果から 

保護者アンケートの結果、家庭での児童の生活習慣の変容 

は【図３３】のようになった。 

   「外遊び」「朝ごはん」「朝の起き方」の５月と１２月の結 

果を比較すると、「よくできている」との回答が微増した。し 

かし、「できていない」「すこしできている」の回答も増えて 

いる。「すこやかカードは、生活習慣改善に活用できたか」の 

回答に、約半数の家庭が十分に活用できていないと答えた。 

学校での取組を家庭につなげることに、まだ改善点が見られ 

るため、今後更なる工夫が必要である。 

 

（３）成果と課題（成果：〇 課題：●） 

① 視点１：児童が意欲的に活動する実践の工夫 

【生活面】 

〇 ＰＤＣＡサイクルに沿って繰り返し取り組んできたこ

とで回を重ねるごとに、自ら課題を見つけめあてを立て

修正し取り組む姿が見られるようになった。 

〇 食事・運動・睡眠について、学級活動の授業や学校保健

委員会で学んだことで健康な生活への関心が高まり、健

康な生活をしようとする意欲も高まった。それが、生活

習慣の改善へとつながっている。 

〇 学校保健委員会を、児童主体の会にしたことで、課題

を自分のこととしてとらえ、主体的に参加し考える姿が

見られた。学校全体で課題を共有し取り組むことで児童

の変容を促すことができた。 

家庭では、外で体を動かしているか。 

   

    は、よく体を動かしている。 

朝ごはんを食べているか。 

   
    は、しっかりと食べている。 

朝、すっきりと起きることができるか。 

   

    は、すっきりと起きることができている。 

すこやかカードは、生活習慣改善に活用できたか。 

 

R３１２月のみ実施 

【図３２ 体育授業で児童の好きな運動の調査（実態調査の結果から）】 

【図３３ 保護者アンケートの結果】 

R３・５月 

５９％ ５７％ 

R３・５月 R３・１２月 

R３・５月 R３・１２月 

５１％ 
４７％ 

R３・１２月 

３２％ ２８％ 

 はとても活用できた。 

 は活用できた。 

 は少し活用できた。 

 は活用できていない。 

４７％ 
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〇 実態調査、学級活動の授業、学校保健委員会のオンライン開催と、ICTを活用した取組ができ

、児童の実態や変容の把握、計画的な活動の運営をスムーズに行うことができた。 

● これまで取り組んできた活動は、児童に定着しつつある。しかし、一人一人の目標の達成度

を更に上げていくためには、活動を継続し、個別のアドバイスや保護者の協力が必要となる。

児童、保護者、教職員がスムーズに連携し取組を深め、継続していくことができる仕組みを考

え、取り組んでいく必要がある。 

【運動面】 

〇 意欲的に運動に取り組む児童が増加した。授業では、器械運動において「できた」「上手に

なった」体験を通して、「もっとできるようになりたい」と意欲的に授業に向かう姿が多く見

られるようになった。 

〇 昼休みの「みんなで遊ぼう」や「ロケットボール投げ大会」をきっかけとして、外で遊ぶ児

童が増えた。体力テストやスポーツフェスティバルでもその成果がみられた。 

● 授業でのICTの活用の仕方について、学び合いのツールとして使用することがまだ十分では

なかった。効果的に使用の仕方をさらに追究していきたい。 

② 視点２：学校・家庭・地域が連携した活動実践の工夫 

【生活面】 

〇 学校保健委員会への保護者の参加や地域人材の活用など家庭・地域が学校の取組に参加し、

学校だけの取組で終わらず、１年間を通した計画的な生活習慣の改善を行うことができた。家

庭の協力をもとに生活や運動を見直すことで家庭内での生活改善の意識も高まっている。「す

こやかカード」に保護者のコメントを書いてもらうことで、児童も月ごとの活動に対して、「

次はもっとよくしよう」｢次こそは目標を達成しよう」と意欲的に取り組む姿が見られた。 

● コロナ禍のため、保護者や地域の方々と直接触れ合いながらの交流や連携ができなかった。

今後は天明校区での取組の共有や発信を積極的に行い、取組を地域に広めていきたい。また、

学校・家庭・地域が連携しながら取組を行い、継続できる環境づくりを行う必要がある。 

【運動面】 

〇 タブレット端末を用いて、手本となる運動や家庭でもできる運動の動画を児童は見ることが

できた。そのことで各家庭でも運動に取り組むことができた。保護者にもどのような運動をす

ればよいのかを啓発することができ、家庭で体育の授業の練習をしている児童が増えてきた。 

● 「すこやかカード」の活用について、家庭の中でうまく活用することができないこともあっ

た。毎月の取組の中で、児童の課題をしっかりと伝えていく必要がある。各家庭の事情もある

ため、それぞれの児童の課題とニーズに合わせた取組を提案し、家庭にとって取り組みやすい

仕組みを作っていく必要がある。 

 

８ 引用文献・参考文献 

   ・文部科学省 「小学校学習指導要領解説 体育編」 平成２９年７月 

   ・文部科学省 「小学校体育（運動領域） まるわかりハンドブック」 

   ・文部科学省 「小学校体育（運動領域） デジタル教材」 

   ・香川靖雄・神山潤 「新 体と健康シリーズ 今すぐ始めよう！早起き 早寝 朝ごはん」 

少年写真新聞社 ２００９年 

・はらだゆうこ  「早ね 早おき 朝ごはん ①早ね 早おき」 汐文社 ２００８年 



１５ 

 

○ おわりに 

 

「おはようございます。」 

「一緒に遊びましょう。楽しいですよ。」 

「先生、○○ができるようになりました。見ていてください。」 

 

朝から元気が出る声がたくさん飛び交う。 

これは、登校後に運動場で元気よく遊ぶ子どもたちの声である。 

その他の学校生活や授業の中でも、子どもたちの生き生きと活動する姿が多く見られるようになっ

ている。 

また、学級の係活動や各委員会の活動等でも、個々の意見やアイデアを活かした子ども主体の活動

がいくつも提案され実現している。「家庭での過ごし方も考えて生活できるようになってきている」と

の保護者の声もたくさん聞かれるようになった。 

 

健康教育モデル校２年目として、昨年度の成果や課題を踏まえ、さらに研究テーマに迫れるように

仮説や視点に沿って検証してきた。そのことで、子どもたちは、何に対しても目当てをもって自ら考

え、課題解決に励む姿が多く見られるようになってきたこと、児童や保護者のアンケートからも多く

の成果が見られていることから、児童も教職員も自信をつけてきていることが大変嬉しい。 

しかし、まだまだのびしろがあると考える。今後も、子どもたち一人一人が、生涯に向けて主体的

に健康生活ができるよう研究を進めていきたい。 
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