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平成２５年度体力向上プランシート   
 

学校名 東小学校 実践Ｎｏ １ 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

ソフトボール投げ(投てき力) 
シャトルラン(持久力) 
握力(握力) 
５０ｍ走(敏捷性) 
反復横とび(巧緻性) 

 
（理由） 

前年度体力テスト結果は、柔軟性以外が全国の平均値を下回る

ものであった。そのため、年間の体育の授業を通して継続的にサ

ーキットトレーニングに取組み、体力の向上をめざした。 

２.プログラム所要時間  約１０分 

３.実施学年と実施期間  全学年（９月～３月実施） 

４.取組みの成果  半年間続けて取り組んできたが、子どもたちは意欲的に取り組

むことができた。１０分という短い時間だが、学校全体で共通理

解して、同じことに取り組めたことは大きな成果と言える。 
６学年での体育学習後のアンケートでは、約９割が楽しくでき

たと答えた。特に、フォームロケットを投げる活動が楽しかった

という感想が多く、投げる距離が伸びた児童は半数を超えていた。 
特にソフトボール投げの記録を比較するため、２月に６年生の

学級で２回目の記録計測を行った。全国平均には及ばないものの、

記録の伸びにくい冬の測定にも関わらず、男女ともに前回の平均

を上回った。これは、ロケット投げ等に継続的に取り組んできた

成果と考えている。 
ソフトボール投げ(投てき力) 男女別の平均値の比較 

 

ソフトボール投げ 男子の平均 女子の平均 

６年３組 １０月 20.9ｍ 12.9ｍ 

６年３組  ２月 22.6ｍ 13.5ｍ 

５.児童生徒の感想 ・ロケットがまとに当たったときはうれしかった。 
・最初は、前とびばかりだったけど、二重とびも入れられるよう

になった。 
・ラダーのやり方にはこんなにも種類があるなんてびっくりした。 

（別紙様式１） 



プログラムの流れ 
 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 

１  
○体下半身の筋力や心肺機能の向上 

（全身持久力）を高める。 
[指導内容] いろいろな跳び方で決められた

時間内に休憩を取らず何回跳ぶことができ

るかを目標にして取り組む。 

２ 

分 

  
２  

○体筋力、柔軟性、平衡性を高める。 

[指導内容] 肋木に、つかまったり、登ったり、

移動したりする運動を行う。 
 

２ 

分 

  
３  

○体スピードや敏捷性を高める。 

[指導内容] ラダーを使っていろんなメニュ

ーに取り組んでいく。 
 

２ 

分 

    

４  
○体投能力（投てき力）を高める。 

[指導内容] ボールやフォームロケットとい

うトレーニング用品を投げる運動を行う。 
 

２ 

分 

 
 
 
 
 
 
  



平成２５年度体力向上プランシート 
 

学校名 西小学校 実践Ｎｏ １ 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

反復横跳び（巧緻性） 

 
（理由） 

・児童の体力の状況について、体力テストの結果から、反復横跳

びの記録が全国平均を下回っており、課題となっている。 
 
西小 反復横跳びの記録（Ｈ２５ ５月） 

 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 
男子 23 26 29.5 30 38.4 39 

全国平均 27 31.5 35.5 38.3 42.7 46.6 
女子 21.6 24.4 27.6 29.3 36.9 36.8 

全国平均 26.4 30.5 33.5 36.7 40.2 43.3 
 

２.プログラム所要時間  約５分 

３.実施学年と実施期間  １年（10 月～実施） 

４.取組みの成果と課題  
西小１年 反復横跳びの記録（Ｈ２６ １月） 

 5 月 1 月  
男子 23 25.1 ＋2.1 
女子 21.6 22.4 ＋0.8 

 
 １月の計測では、５月と比較して、男子も女子も記録が向上す

る結果となった。児童の成長によるものもあると思われるが、取

組の成果も大きいと考えている。 
 全国平均にはまだまだ届かないが、継続して取り組むことによ

り、さらに児童の体力を高めたい。 
 また、児童の感想の中にもあるように、今までに経験したこと

のない運動に挑戦するきっかけにもなったと思われる。休み時間

にも児童同士でまねっこランニングやラダーで遊ぶ姿も見られ

た。遊びにつなげることで、さらなる体力の向上を期待したい。 
 次年度は１年生だけでなく、どの学年でも意欲的に、どの先生

（別紙様式１） 



でも簡単に取り組めるように、体力向上の取組を推進していきた

いと考えている。特に、本校の課題となっている反復横跳びはも

ちろん、握力にも大きな課題が見られたので、鉄棒やのぼり棒、

うんていなどを使ったサーキット型運動プログラムを体育の準備

運動に取り入れるなど、全学年で継続して取組み、体力向上につ

なげていきたいと考えている。 
５.児童生徒の感想 （まねっこランニング） 

・うしろについていくのがむずかしかった。だんだん上手になっ

てうれしかった。 
・自分で動き方を考えるのがおもしろかった。 
（ラダー） 
・いろんなやりかたをするのがおもしろかった。 
・ふまないようにすすむのがむずかしかった。 
・まえの人が上手やった。「じぶんもできるかな？がんばろう」と

おもった。 
・やったことないやりかたがどんどんできるようになって、たの

しかった。 
 
６．プログラムの流れ 

 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 
１ まねっこランニング 

 

○体反復横跳び（巧緻性） 

[指導内容] 
 教師の動きをまねて走る。大股、小股、ス

キップ、向きを変えて、などいろいろな走り

方をする。 

２ 

分 

  
２ ラダー 

 

○体反復横跳び（巧緻性） 

[指導内容] 
 2，3 種類の運動をする。チーム対抗で行

う場合もある。 

３ 

分 
 

 



平成２５年度体力向上プランシート 
 

学校名 南第一小学校 実践Ｎｏ １ 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

巧緻性（反復横とび） 
バランス力 

 
（理由） 

下の表は平成２５年度の南第一小の反復横跳びの記録であり、

下線は全国平均より低い数値である。この表から、南第一小学校

では、巧緻性に課題があることがわかる。 
表１：全国平均との比較 

 南一小 全国平均 

1年男子 23.67 27.17 

1年女子 22.61 26.25 

2年男子 26.03 31.32 

2年女子 25.2 30 

3年男子 31.24 35.24 

3年女子 27.1 33.57 

4年男子 31.53 38.62 

4年女子 29.96 37.13 

5年男子 45.23 43.11 

5年女子 38.26 39.74 

6年男子 46.22 45.86 

6年女子 44.63 42.98 

 この結果を受け、「体を動かす楽しさを知り、自分から進んで

運動に取り組む児童を増やす」ことを目標とし、運動する機会を

たくさん設けることで、全体的な体力の向上=巧緻性やバランス力

の向上という考えのもと、今年度は 5 年生でさまざまな取り組み

を実施する。 

２.プログラム所要時間  約１０分 

３.実施学年と実施期間  ５年（１０月～１月に実施）※体育館体育で実施 

４.取組みの成果 ５年生２学級で種目を少しずつ変えながら一定期間プログラム

を行った後、再び反復横跳びの記録会を行った。結果は以下の通

りである。 
表２：５月と２月の反復横とびの平均点数 

 ６月 ２月 
５年生男子 46.54 44.53 
５年生女子 38.15 41.61 

男子は平均記録が 2.01 ポイント下がり、女子は 3.46 ポイント

上昇した。 
成果として、個々で結果を比較すると、男女ともに普段あまり

外遊びを行っていない児童の記録が向上した。いろいろな種類の

運動を遊び感覚で楽しく行うことで、タイミングよく動いたり、

バランスをとって動いたりすることが次第にできるようになった

と考えられる。 
一方で、普段からよく外遊びを行っている男児の記録は同程度

か下がった。原因として、２月という寒さの厳しい時期に記録測

（別紙様式１） 



定を行ったことや、６月時点での記録計測の正確さに課題があっ

たと考えられる。（児童がペアで記録測定を行ったため、多少誤差

が生じたと思われる。） 
今年度の課題として、本プログラムを５年生だけでしか実施で

きず、学校全体に広めることができなかったことが挙げられる。

そのため、次年度は、６月に実施する体力テストの結果を集計し

てグラフ化したものを職員に配付し、各学年の担任が児童の体力

に関する課題を把握できるようにする予定である。その上で向上

させたい体力を各学年で決定し、児童の状況にあった運動プログ

ラムを実施していくことで、学校全体で体力向上に取り組めるよ

うにしていこうと考えている（担任の負担も考慮し、必ずしもサ

ーキット形式にこだわらない）。 
一定期間プログラムを行った後、１月～２月にもう一度記録会

を行うことで、全学年で記録の伸びを比較し、その効果を検証し

ていく。 
５.児童生徒の感想 ・トレジャーハンティングがきつくておもしろくて、勝ったら爽 

快感があってよかった。 
・的当てはあんまりおもしろくなかった。 
・平均台ジャンケンとトレジャーハンティングが楽しかった。 
・みんなで対決できると楽しいと思った。 
・おもしろかったけど、全部飽きてきたから他の遊びも出してほ 

しい。 
・いろいろなことをできるのですごくおもしろい。 
・体がすごく温まったので、とてもいいと思った。 

 
６プログラムの流れ 

 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 
１ とび下りジャンプ！ 

 
 
 
 

○体タイミング バランス 

[指導内容] 
跳び箱（５～８段）からフラフープの中に着地

する。３秒静止で合格。ジャンプを工夫すること

で意欲の持続につながる。 

２ 

分 

  
２   平均台ジャンケン 

 
 
 
 

○体バランス 

[指導内容] 
平均台を３台つなげて両側からスタートし、出

会ったらジャンケン。勝った方が先に進める。 

２ 

分 

  
３  スーパーマンジャンプ！ 

 
 
 
 

○体タイミング 力強さ 

[指導内容] 
ロイター板の両足踏切を習得させ、前方に体を

投げ出すための運動。ボールをキャッチすること

で、顔面からの着地の危険性を回避している。 

２ 

分 



    
４   ラダーで GO！ 

 
 
 
 

○体タイミング 巧緻性 

[指導内容] 
授業で習ったステップや自分たちで考えたステ

ップを行い、脳から体への伝達をスムーズにする。 

２ 

分 

    

５ トレジャーハンティング 
 
 
 
 

○体俊敏性  

[指導内容] 
赤玉を自分の枠（フラフープなど）に入れ、３

つ集めた人の勝ち！ 
玉の数は４人で６こ ５人で７こ 

２ 

分 

    

６   台車でゴー！ 
 
 
 
 

○体力強さ 筋持久力 

[指導内容] 
キャスター付きの台にお尻をついて足を上げ、

手のみでジグザグにコーンを進んでいく。 

２ 

分 

    

７ イレギュラーキャッチ 
 
 
 
 

○体俊敏性  

[指導内容] 
イレギュラーボールをフラフープ内に投げ、

ワンバウンドした後、キャッチする。 

２ 

分 

    

８ 波乗りジョニー 
 
 
 
 

○体力強さ バランス 

[指導内容] 
２本の棒とロープを使い友だちを引っ張る運

動タイムを測ったり、チームで競争したりして

意欲を高める。 

２ 

分 

 
 



平成２５年度体力向上プランシート 
 

学校名 南第二小学校 実践Ｎｏ １ 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

反復横とび（巧緻性）・持久力 

 
（理由） 

今年度の本校の体育目標は 
・体育の学習を中心に、体力の向上（特に俊敏性・持久力）を意識し

た学習を計画する。特に、体力テストの全国平均記録を全学年で下

回っている俊敏性と持久力の向上に重点的に取り組む。 
・学習時間以外でも、外遊び、様々な遊具・道具を使った遊びを通し

て体力向上につなげる。 
２.プログラム所要時間   約１０分 

３.実施学年と実施期間   ４年（９月～３月実施） 

４.取組みの成果 

 
以上のように、４年生のみの効果検証であるが、本校の重点課題で

ある、俊敏性と持久力の向上に関連する２種目の記録が向上してい

る。その要因として、①運動種目のポイントを子どもたちに指導した

②前回計測時の自分の記録を子どもたちに確認させた。友達と記録を

比べるのではなく、自分の記録と比べることで、子どもたちの運動意

欲が高まると考えている③短い時間でも、継続して同じ運動に一定期

間取り組んだ、以上３点について取り組んだことによる成果であると

考えている。 
 

 
反復横とび 

 
２０ｍシャトルラン 

 
男子平均（５月） ３２．１回 

 
３６．８回 

 
男子平均（１月） ３７．５回 ↑５．４回 ４５．１回 ↑８．３回 

女子平均（５月） ３２．１回 
 

２７．３回 
 

女子平均（１月） ３５  回 ↑２．９回 ３８．４回 ↑９．９回 

５.児童生徒の感想 ・運動が楽しかった。          
・体力がついた気がした。 
・苦手だった体育の記録が伸びたので楽しく思えるようになった。 
・これからも瞬発力を鍛えたい。 
・測定して５月の自分と比べ持久力がまだまだ足りないと思った。 
・次はジャンプ力をつけたいと思った。 

（別紙様式１） 



６プログラムの流れ 
 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 

１ 動物歩き 
 ○体 自分の体を支持する力 

[指導内容] 
かえるとび・アザラシ歩き・くま歩き・クモ歩

きなど、様々な歩き方で腕の力をつけ、体を支

えることができるように取り組んでいる 

２ 

分 

  
２ しっぽとり 

 ○体持久力・俊敏性 

[指導内容] 
・１分間でしっぽを競って取り合う。 
・個人→チーム→チーム（作戦あり）と進め

ていくことで、子どもたちの興味関心やチ

ームワークを高める。 

２ 

分 

  
３ イレギュラーボール 

 ○体俊敏性 

[指導内容] 
低学年：フラフープの中にイレギュラーボー 
ルを落とし、それをキャッチする。 
高学年：①３人が後ろを向き、コートに投げ 
入れられた２球のイレギュラーボールを競 
って取り合う。②壁にタッチした姿勢で待機 
し、「１１月生まれの人」などと指定された 
子どもが競って取りに行く。 

２ 

分 

    

４ 紅白ハンドテニス 
 ○体 巧緻性 

[指導内容] 
サイドステップで進んでいき、４色のボール

を投げ、右手だけ、左手だけ、両手でキャッ

チなど色ごとにキャッチの仕方を変える。取

れなければもう一度やり直し 

２ 

分 

 



平成２５年度体力向上プランシート 
 

学校名 南第三小学校 実践Ｎｏ １ 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

・筋持久力    ・バランス 
・全身持久力   ・敏捷性 

 
（理由） 

 第三小学校の児童のスポーツテストの結果を見てみると、「20
ｍシャトルラン」・「上体起こし」に課題が見られた。特に、20ｍ
シャトルランは前年度も含めて課題が顕著な項目である。 
 そこで、筋持久力をつけながら、全身持久力も高められるよう

な取組ができないかと考えた。その際、自分の体を思うように動

かすために重要な「バランス感覚」や「敏捷性」等の体力が、学

童期において効果的に高められることを考慮して、今回のような

サーキット型の運動プログラムを考えた。 

２.プログラム所要時間  約１０分 

３.実施学年と実施期間  第２学年（１０月末～実施） 

４.取組みの成果 ＜上体越こし＞ 
男子 6 月 1 月 
平均 13.4 17.9 
全国平均 14.2 14.2 

 
女子 6 月 1 月 
平均 12.2 17.0 
全国平均 13.7 13.7 

 
＜20ｍシャトルラン＞ 
男子 6 月 2 月 
平均 28.7 39.7 
全国平均 28.8 28.8 

 
女子 6 月 2 月 
平均 19.2 31.6 
全国平均 22.1 22.1 

 

（別紙様式１） 



 
＜反復横とび＞ 
男子 6 月 2 月 
平均 36.2 34.8 
全国平均 31.35 31.35 

 
女子 6 月 2 月 
平均 37 36.5 
全国平均 29.62 29.62 
 
今年度、体力向上のプログラムに取り組んだ成果を見るために、

【上体起こし】・【２０ｍシャトルラン】・【反復横とび】の３種目

について再計測を行った。 
その結果、上体起こしと２０ｍシャトルランについては、６月

時点での平均値よりも上回った。また、個人の結果についても、

６月時点よりも多くの児童が伸びていた。しかし、反復横とびに

ついては、６月時点よりも下回る結果となった。個人の結果につ

いても、大きく伸びた児童が少なかった。 
再計測の結果から、『持久力系』・『筋力系』の体力は短期間の取

組でも顕著な成果が見られた一方で、『敏捷性』等の神経を鍛える

ことで向上する体力については、今回の取組期間内には十分な成

果を上げることができなかった。 
今回の取組から、子どもたちの体力をさらに向上させていくた

めに、子どもたちが普段からどのような遊びをし、どのように体

を動かしているかということを、指導者が十分把握して指導方法

を工夫することが大切であることがわかった。来年度に向けて、

子どもたちの体力の状況に応じたサーキット型の運動プログラム

の開発に努めていきたい。 
また、子どもたちから『自分の回数が増えていてうれしい』『ま

た頑張りたい』等の前向きな意見を聞くことができたのも大きな

成果である。子どもたちの運動意欲を大切にしながら、来年度以

降も取組を進めていきたい。 
５.児童生徒の感想 ・ラダーが楽しい。 

・平均台が前よりいけた。 
・うんていが前よりすすんだ。 
・できなくて悔しかった。 



６プログラムの流れ 
 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 

１ 〈ラダートレーニング〉 
 
 

○体俊敏性 

[指導内容] 
・ラダーのマスを意識して正確にステップす

る。 
 
 

２ 

分 

            ＜駆け足移動＞ 
２ 〈のぼり棒〉 

 
 

○体筋持久力 

[指導内容] 
・手を離さないことを意識させる。 
 
 
 

２ 

分 

           ＜駆け足移動＞ 
３ 〈うんてい〉 

 ○体握力 

[指導内容] 
しっかり握ることを意識させる。 
 
 
 

２ 

分 

            ＜駆け足移動＞  

４ 〈平均台〉 
 
 

○体バランス 

[指導内容] 
友だちと協力しながら進む。 
 
 
 
 

２ 

分 

 



平成２５年度体力向上プランシート   
 

学校名 北小学校 実践Ｎｏ 1 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

ソフトボール投げ（投てき能力） 

 
（理由） 

 
児童の体力の状況について、今年度実施した体力テストの結果

から、ソフトボール投げの記録が全国平均を大きく下回っている 
ことがわかった。そこで、児童の投てき能力の向上に特に重点を

置いて取組みを行った。 
 
北小 ソフトボール投げの記録（平成２５年６月） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 
男子 8.4▼ 14.3 14.3▼ 17.7▼ 24.1▼ 25.8▼ 
女子 6.5 8.9 9.7▼ 10.2 12.9▼ 19.2 

 ▼・・・全国平均を下回っている 
 

２.プログラム所要時間  約２０分 

３.実施学年と実施期間  １～３年（７月～２月実施） 

４.取組みの成果  
１・２・３年生の取り組みの成果を確認するために、「ソフトボ

ール投げ」のテストを実施し、記録の比較を行った。 
 
北小 ソフトボール投げの記録（平成２６年１月） 

 １年 ３年 
男子 １０．８ ↑ １７．４↑ 
女子  ６．７ → １０．５↑ 

以上のように、数値が上昇しており、児童の投てき能力の向上が

見られた。 
５.児童生徒の感想 ・（スカッドボーイを使った運動について）遠くへ飛ばしたときに、

いい音が鳴っておもしろい。 
・友達と投げ合うのは、とても楽しい。 
・前より、ボールを遠くに飛ばすことができた。 

（別紙様式１） 



６プログラムの流れ （体育館体育での一例：１年生） 
 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 

１ 多種目ランニング 
ハーフダッシュ 
手押し車 
サイドステップ 
クモあるき 
スキップ バックスキップ 
回転ダッシュ 
バランスダッシュ等 

○体  俊敏性など 

[指導内容] 
音楽に合わせて、ダッシュ・サイドステッ

プ・手押し車などを行う。 

１
０ 

分 

  
２ スカッドボーイ 

 

 

 

○体  投てき能力 

[指導内容] 
３人一組になり、スカッドボーイを投げ合

う。プログラムの終わりを音楽の終了に合わ

せ、活動に見通しを持たせる。 
 
※指導上の留意点 
 「ひじをあげる」「肩を投げる方向に向け

る」「投げた後は腕をふりぬく」など、フォ

ームについて個別にアドバイスを行う。 

５ 

分 

  
３ 補助倒立 

 

 

○体  器械運動 

補助マットを用いて、補助倒立から逆さ感覚

を養う。 ５
分 

 



平成２５年度体力向上プランシート 
 

学校名 第七小学校 実践Ｎｏ １ 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

立ち幅跳び（跳ぶ力、巧緻性） 

 
（理由） 

６月の体力テストでは各学年とも全国平均値を上回る種目があ

ったものの、全体的に全国平均値を下回っていた。特に、立ち幅

跳びの結果がどの学年も全国平均値を下回っていた。 
 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

学年 
平均 

99.3 110.6 112.1 126.3 137.3 153.6 

全国 
平均 

115.3 126.8 136.1 147.1 154.5 164.6 

理由として、日頃から立ち幅跳びの様な「跳ぶ運動」に慣れて

いないことが考えられる。そこで、これまで２台設置していたな

わとび台を１０台に増やし、休み時間にたくさんの子どもたちが

利用できるようにした。また、なわとびカードを配付し、技の紹

介を下足室に掲示する等、子どもたちが積極的に「跳ぶ運動」に

取り組めるよう工夫した。 
 また、ミニハードルを活用した準備運動を体育の授業の初めに

取り入れている。ただまたぐだけではなく、サイドステップや両

足ジャンプを取り入れて、工夫して取り組むようにしている。 
２.プログラム所要時間  約１０分 

３.実施学年と実施期間  全学年（１１月～３月実施） 

４.取組みの成果 ①なわとび台を増やしたことで、休み時間になわとびをする子ど

もが増えた。またなわとびカードを配付したことで、様々な技に

チャレンジしている姿が見られた。 
②体育の準備運動の際にミニハードルを取り入れ、子どもたちは

様々なまたぎ方を行うことで、跳ぶ力や巧緻性を高めることがで

きた。 
③立ち幅跳びの測定（２月実施） 
５年生（男子平均記録）・・・１５７㎝ 
マットから砂場での測定に変更したため参考記録ではあるが、

子どもたちの跳ぶ力の向上が認められた。 

（別紙様式１） 



５.児童生徒の感想 ・ミニハードルはこわくないので楽しい。 
・なわとびカードの認定のためにがんばっている。 

 
６プログラムの流れ 

 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 
１  

○体なわとび（とぶ力、巧緻性） 

[指導内容] 
体育の準備運動時や休み時間に取り組む。全

校児童に「チャレンジおおさかなわとびカー

ド」を配付。 
 

 

３
分 

  
２  

○体ミニハードル（巧緻性） 

[指導内容] 
準備運動の中で、またぐだけではなく、両足

ジャンプやサイドステップを取り入れる。 
 

３
分 

  
３  

○体かけ足、マラソン（全学年、心肺機能、

走力） 
[指導内容] 
低・中・高別のトラックに分かれ、５分間曲

に合わせて走る。１分ごとに曲を変え、ペー

スを考えながら走る。 
 

５
分 

 

 



平成２５年度体力向上プランシート 
 

学校名 第七小学校 実践Ｎｏ ２ 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

立ち幅跳び（跳ぶ力、巧緻性） 

 
（理由） 

 
６月の体力テストでは各学年とも全国平均値を上回る種目があ

ったものの、全体的に全国平均値を下回っていた。特に、立ち幅

跳びの結果がどの学年も全国平均値を下回っていた。 

 
そこで、低学年期から跳ぶ力や体を巧みに動かす力を養うため

に、楽しみながら取り組めるサーキットトレーニングを実施した。 
 

 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

学年平均 99.3 110.6 112.1 126.3 137.3 153.6 

全国平均 115.3 126.8 136.1 147.1 154.5 164.6 

２.プログラム所要時間  約４分 

３.実施学年と実施期間  １・２年生（９月～１１月実施） 

４.取組みの成果 ①準備運動として忍者サーキットを取り入れたことで、楽しく体

を動かすことができた。低学年時からこのような運動を取り入れ

ることで、跳ぶ力や巧緻性を高めることができたと考えている。 
②立ち幅跳びの測定（２月下旬実施） 
２年生（平均記録）・・・１２８㎝ 
マットから砂場での測定に変更したため参考記録ではあるが、

サーキットトレーニングの成果もあり、跳ぶ力の向上が認められ

た。 
 

５.児童生徒の感想 ・忍者になった気分になって楽しい。 
・音楽に合わせてでできるので楽しい。 
 

 
 
 

（別紙様式１） 



６プログラムの流れ（忍者サーキット） 
 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 

１  
○体川渡りの術（とぶ力） 

[指導内容] 
ラダー、フラフープを川に見立て跳んでい

く。音楽に合わせてテンポよく跳んでい

く。 

 

１
分 

  
２  

○体木登りの術（握力、巧緻性） 

[指導内容] 
登木を一分以内に素早く登り、降りる。 

１
分 

  
３  

 ○体ぶら下がりの術（巧緻性） 

[指導内容] 
平均台にぶら下がりながら進む。落ちないよ

うに最後まで進む。 

１
分 

 

    

４  
 
 
 
 

○体忍びの術（跳ぶ力、巧緻性） 

[指導内容] 
舞台の上からセーフティマットに思い切り

ジャンプする。（指導者が補助を行う） 
 

１
分 

 



平成２５年度体力向上プランシート   
 

学校名 狭山中学校 実践Ｎｏ １ 

 
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

筋持久力・敏捷性・筋パワー・巧緻性 

 
（理由） 

・運動部に所属している生徒と、所属していない生徒の体力の二極化があ

る。 
・生徒アンケートから、体育の授業時間以外では運動していないという生

徒が半数以上いる。 
・スポーツテストの結果から特に筋持久力や筋パワーに課題がある。 

 
 

それを補うために、授業で行うトレーニングプランを作成した。 
また、短時間で効率的にできるものであるため、「家でもやってみようか」

というきっかけ作りにもなればと考えている。 
２.プログラム所要時間  約５分 
３.実施学年と実施期間  １～３年   ９月～ 
４.取組みの成果 ・腕立て伏せを３０秒間で３回程度しかできなかった生徒が３割ほどいた

が、継続的にトレーニングを行うことによって筋力・筋持久力が高まり、

１０回以上出来る生徒が増えた。 
・腹筋運動を全くできない生徒もいたが、継続的にトレーニングを行うこ

とによって筋力・筋持久力が高まり、できない生徒がいなくなった。 
・馬跳びを最初はスムーズに行うことができていなかったが、巧緻性・敏

捷性が増し着地してから足の間を通るまでの時間が早くなった。また筋パ

ワーも増し、足の間を通ってから立ちあがって馬を跳ぶまでの動作も早く

なった。 
・定量的検証として、筋持久力のテストである上体起こしを行った。プロ

グラム実施前の６月と実施後(実施中)の１月で比較すると、どのクラスも筋

持久力が増し、平均値が上昇した。(１年生女子) 
 
 

 

（別紙様式１） 

上体起こし平均値
６月 1月

AB組 21.8 28.5
CD組 21.9 26.8
EF組 22.7 29.6



６プログラムの流れ 
 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 

１ 腕立て伏せ 
○体筋持久力(上腕三頭筋・大胸筋等) 

[指導内容] 
体をまっすぐにする 

３
０
秒 

  
２ クランチ 

○体筋持久力(腹斜筋・腹直筋) 

[指導内容] 
手を頭の後ろに持っていき、腹筋を収縮させる 
膝を曲げる 

３
０
秒 

  
３ かかえこみ 

ジャンプ 
 
 

○体筋パワー(大腿筋等)・巧緻性 

[指導内容] リズミカルに跳ぶ 
３
０
秒 

    

４ バックエクスティション 
○体筋持久力(背筋) 

[指導内容] 
うつ伏せになり足首を持って背筋を収縮させる 

３
０
秒 

    

５ スクワット 
○体筋持久力(大腿筋等) 

[指導内容] 
ひざが前に出ないように、スクワットを行う 

３
０
秒 

    

６ ラダー 
○体敏捷性・巧緻性 

[指導内容] 
素早く行う 

３
０
秒 

    

７ 指立てふせ 
○体筋持久力(上腕筋・大胸筋) 

[指導内容] 
体をまっすぐにする 

３
０
秒 

    

８ 馬跳び 
○体筋パワー・敏捷性 

[指導内容] 
２人組で馬跳びをし、すぐに馬の脚の間を通る 

１
分 

 



平成２５年度体力向上プランシート 
 

学校名 南中学校 実践Ｎｏ 1 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

反復横跳び（巧緻性） 

 
（理由） 

どの学年においても反復横跳びの全国平均を下回っていること

から、反復横跳びの記録向上を目標とした運動プログラムに取り

組んだ。 
 
南中 反復横跳びの記録（平成２５年６月） 

 １年 ２年 ３年 
男子 46.58 50.38 50.16 
女子 40.55 43.00 43.39 

 
全国 反復横跳びの記録平均（平成２４年） 
 １年 ２年 ３年 
男子 49.71 52.92 55.65 
女子 45.10 47.01 47.97 

 

２.プログラム所要時間  約１５分 

３.実施学年と実施期間  ２年（１２月～１月実施） 

４.取組みの成果 ・抽出生徒による比較を行った結果（２年） 
 平成２５年６月 平成２６年１月 

男子 45.89 48.11 
女子 46.71 44.57 

・男子生徒については記録の向上がみられたが、１月の記録測定

ということもあり、女子生徒は前回の平均記録を上回ることがで

きなかった。 
５.児童生徒の感想  ほとんどの生徒が積極的に参加し、「楽しかった」「もっと長い

時間やりたい」といった感想を聞くことができた。また、授業の

準備運動として継続的に取り組むことで、十分な運動量を確保す

ることができた。今後も生徒が意欲的に取り組むことできるよう

な運動プログラムの工夫を進めていきたいと考えている。 

（別紙様式１） 



６プログラムの流れ 
 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 

１ ＜ランニング＞ 
 ○体 20ｍシャトルラン（全身持久力） 

[指導内容] 
掛け声をかけながらランニングを行う。 
 
 
 

３ 

分 

  
２ ＜南中ストレッチ＞ 

○体長座体前屈（柔軟性） 

[指導内容] 
南中オリジナルのストレッチ。 
 
 
 

３ 

分 

  
３ ＜補強運動＞ 

○体上体起こし（筋力・筋持久力） 

[指導内容] 
掛け声をかけながら三種類の補強運動を行

う。 
 
 

 

２ 

分 

    

４ ＜しっぽ取り＞ 
○体反復横とび（巧緻性） 

[指導内容] 
タグラグビーを使用した、しっぽ取り。 

５ 

分 
 

 



平成２５年度体力向上プランシート 
 

学校名 第三中学校 実践Ｎｏ １ 

      
１.本プログラムで 
向上させたい体力 

・反復横跳び（敏捷性） 
・立ち幅跳び（瞬発力) 
・握力（筋力） 
・２０ｍシャトルラン（全身持久力） 

 
（理由） 

平成２５年度体力テストの結果（５月時点） 
２年生（男子平均） 

 反復 立ち幅 握力 ｼｬﾄﾙﾗﾝ 
平均 25.32 192.94 23.48 78.89 

Ｔスコア 42.4 46.6 47.5 44.8 
 
 

２.プログラム所要時間  約５分（ﾐﾆﾊｰﾄﾞﾙ）／３分（補強）／１２分間走（2000ｍ走） 

３.実施学年と実施期間  １～３年（９月～３月実施） 

４.取組みの成果 ・年間３回記録測定を行っている２０ｍシャトルランの記録を比

較すると、 
 
1 年生 ｼｬﾄﾙﾗﾝ 平均記録（男子） 

５月 ６７．１回 
９月 ７３．５回 
１月 ７５．４回 

 
２年生 ｼｬﾄﾙﾗﾝ 平均記録（男子） 
 
 
 
 
以上のように、記録の伸びが見られた。 

５月 ７８．９回 
９月 ８６．２回 
１月 ８５．０回 

５.児童生徒の感想 生徒アンケートの結果から、 
・体力に自信がついた生徒の増加（ １１％→５９．９％ ） 
・スポーツをしない生徒の減少 （  ９％→ ２．８％） 
といった成果が認められた。 

（別紙様式１） 



６.プログラム 
 運動種目 向上させたい体力と指導内容 時間 

１ 〈ミニハードル〉 

 

○体反復横とび（敏捷性） 

○体立ち幅跳び（瞬発力） 

[指導内容] 
 ミニハードルを用いて様々な動

きに取り組む。「スピード」と「正

確さ」を求める。体育の授業の始

めに取り組んでいる。 

５ 

分 

  
２ 〈補強運動〉 

 

○体握力（筋力） 

[指導内容] 
 体育の授業の初めに取り組む。

正確な動きができるように指導す

る。 
３ 

分 

  
３ 〈持久走（１２分間走・2000ｍ走など）〉 

 ○体持久走（全身持久力） 

[指導内容] 
 体育の授業（冬季）で長距離走

に取り組む。自分の記録を伸ばす

工夫として、事前に走るタイムの

計画を立てさせる。その計画に基

づきペアで声を掛け合いながら授

業に臨む。自分の記録についても

ラップタイムをとるなど分析を行

い、運動意欲や記録の向上のため

に活用する。 

１２

分 

 


