
令和４年度体育授業力アップモデル校事業
実践報告

「運動の楽しさを感じ、伸びを
実感できる体育の授業づくり」

津山市立清泉小学校
教諭 今井 眞之介
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1 学校概要

○全校５２名（男子３１名 女子２１名）

○７学級（１～６年：各１学級、特別支援１学級）

○教職員数１５名

○合同体育（低・中・高）

○学校の特色

学校教育目標

「自ら学び 心豊かに

たくましく生きる 清泉の子を育成する」

・すすんで学ぶ子 ・思いやりのある子 ・郷土を愛する子
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２ 取組時の課題と目的

○取組時の課題
・児童アンケート「運動が好きでよく運動をしている」の肯
定的回答（A評価）が６２％だった。（令和３年度末）
・休み時間の運動の固定化が見られる。→鬼ごっこ、サッカーが多い。

・体力テストの得点が低い種目（R３年１０月実施）
→握力 男15.5kg 6点 女14.6kg 6点

全校平均 １５.１kg
ソフトボール投げ 男19.8ｍ 6点 女14.7ｍ ７点

全校平均 １７.２ｍ

・習慣的に運動をしている児童は、あまり多くない。
・校内研修での体育の授業の研修機会があまりなかった。
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２ 取組時の課題と目的

○取組の目的

（１）運動の楽しさを感じることのできる児童を増やし、
運動をする習慣を身につけさせる。

・児童アンケートによる評価（学期に１回実施）

「運動が好きでよく運動をしている」

→肯定的回答(A評価）７５％以上目標。

（２）体育の授業についての研修を行い、児童が「でき
るようになった」と実感できる授業づくりをおこなう。

・児童アンケートによる評価（学期に１回実施）

「体育の授業が楽しい」 →肯定的回答

「できるようになったことが増えた」 ８０％以上目標。
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３ 取組の内容

(1)運動する場の設置

（握力、ソフトボール投げに関する場）

(2)岡山県体育事業の取り組み

（いきいき岡山っ子、みんなでチャレンジランキング、

体力アップ・マイベストチャレンジ！）

(3)授業内容の工夫

（準備運動、児童が選択できる場、視覚化）

(4)体育の授業研修

(体育の授業公開、外部講師による校内研修）
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３ 取組の内容

（１）運動する場の設置①

○握力コーナーの設置 ○投げるグッズの設置
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３ 取組の内容
(1)運動する場の設置②

授業の様子

休み時間の体育館開放もあり、
投げる遊びが増えてきました！

毎週木曜日に全校
で行う「朝の運動」
でも、体力アップ
フェスティバルをし

ました！
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３ 取組の内容

(２)岡山県体育事業の取組
○いきいき岡山っ子（６月１０月１月実施） ○みんなでチャレンジランキング

○体力アップ・マイベストチャレンジ！
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３ 取組の内容

（３）授業内容の工夫①
○準備運動

リズムジャンプ

主運動につながる準備運動
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３ 取組の内容
（３）授業内容の工夫②

○児童が選択できる場

グループで決めた

準備運動

ペアで考えた

技の発表

自分のレベルに合わせて場を選択する
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３ 取組の内容

（３）授業内容の工夫③

○視覚化（掲示）

前時までの授業の軌跡、授業のめあて、指導のポイントなどを掲示

→指示や指導が明確に伝えられる。児童の達成感にもつながる。
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３ 取組の内容
（３）授業内容の工夫④
○視覚化（ICT、ホワイトボード）

タブレット端末で動画を撮影し、自分の動きを確認する。

→・自分の動きを客観的、継続的に見ることができる。

・グループで情報を共有し、交流しながら活動することができる。

動画の撮り方や場
所など各グループ
で工夫して、取り組
む。
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３ 取組の内容

（４）体育の授業研修①
○体育の授業公開（年２回）

５・６年 「ボール運動」１・２年 「水あそび」
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３ 取組の内容

（４）体育の授業研修②
○外部講師による校内研修

「岡山県教育庁保健体育課 学校体育班

大和 知矢 指導主事による校内研修」

①体育の授業作りについて

②器械運動、ボール運動（苦手な児童に対する支援）
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４ 取組の成果

（１）運動する場の設置

・よく目につく場所（廊下）に握力コーナーを設置した
ので、短い休み時間でも取り組むことができた。

・的に向かって投げたり、遠くに投げたりなど、目的を
もって楽しく取り組むことができた。

・朝の運動を通して、全校で握力や投げる運動をする
ことができた。

・投げる道具を用いて、体育の授業の投げる運動の単
元などで主運動につながる準備運動を取り入れること
ができた。
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４ 取組の成果

○握力「体力テストより」

R３年１０月 男15.5kg 6点 女14.6kg 6点

全校平均 １５.１kg

R４年１０月 男17.0kg 7点 女14.7kg 6点

全校平均 １５.７kg

男子 1.5kg アップ！ 女子 0.1kg アップ！

全校平均 0.6kg アップ！

記録が伸びた割合（１年生を除く）

☆全校で７８％の児童が記録更新！
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４ 取組の成果

○ソフトボール投げ 「体力テストより」

R３年１０月 男19.8m 6点 女14.7m 7点

全校平均 １７.２m

R４年１０月 男24.3m 7点 女16.2m 7点

全校平均 １９.９m

男子 4.5m アップ！ 女子 1.5m アップ！

全校平均 2.7m アップ！

記録が伸びた割合（１年生を除く）

☆全校で８６％の児童が記録更新！
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４ 取組の成果

（２）岡山県体育事業の取組
○いきいき岡山っ子（６月１０月１月実施）
☆９４％の児童が１６ビンゴ２回達成！（１０月時点）

・児童アンケートより
「運動が好きでよく運動をしている」の肯定的回答（A評価）
４月６７.３％、７月５６.９％、１２月６３.５％
肯定的回答（A＋B評価）で見ると
４月81.6％、７月８６.３％、１２月84.7％

→学校だけでなく、家庭でも意識して運動に取り組むことが
できた。
→教室に掲示をしたり、教員から声掛けをしたりすることで、
児童が意欲的に取り組むことができた。
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４ 取組の成果

○みんなでチャレンジランキング

→朝の運動（毎週木曜日）にも取り入れることができ、各学

年や縦割り班で目標をもって取り組むことができた。

☆全学年がランキング上位に入ったことで、達成感や今後のや

る気にもつながった。（２学期時点）

○体力アップ・マイベストチャレンジ！

→記録伸ばしたい種目の目標をもって取り組むことができた。

→種目を選ぶ時に、児童が伸ばしやすい種目をアドバイスした。

☆全校で７８％の児童が目標を達成することができた。
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４ 取組の成果

（３）授業内容の工夫（４）体育の授業研修

・児童アンケートより

「体育の授業が楽しい」の肯定的回答

４月９３.９％ → １２月９６.１％

「できるようになったことが増えた」の肯定的回答

４月８５.７％ → １２月９２.３％

・リズムジャンプや主運動につながる動きを取り入れること
で、楽しみながら主運動につなげることができた。

・指導案検討、公開授業を通して、活動内容や場の設定な
どを共有することができた。

・公開授業の指導講評、講義を受けて、体育の授業作りに
ついて学ぶことができた。
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５ 今後の課題

◎握力グッズや投げるグッズの活用法。

→あきさせないために、これからの活動内容を工夫していく。

◎運動の習慣化

→いきいき岡山っ子の期間外でも、習慣的に運動ができるようにする。

◎みんなでチャレンジランキングへの挑戦。

→朝の運動だけでなく、クラスでの取り組みに挑戦。

◎授業内容の工夫

→準備運動や選択の場の工夫、視覚化の継続。

◎体育の授業研修

→公開授業や外部講師による講義などの継続。
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６ 体育授業の充実がもたらす波及効果

○授業で行った活動を休み時間にも行う姿が見られた。

○体育の授業の指導案検討や公開授業、講義を通して、
職員の体育に対する意識が変わった。

○運動することが好きになり、運動する機会が増えたこ
とによって、肥満傾向の児童の肥満度が下がった。

○授業でできるようになったと実感することで、自分に
自信を持つことができる。
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ご清聴
ありがとうございました
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