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【取組内容】運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

体力向上コーナーを新設するとともに、児童

会が中心となり、全校児童が参加した手つなぎ

鬼など、運動に親しむ時間を設定しています。 

【成果】 

 運動に親しむ習慣が身に付き、児童が運動に

対し自ら取り組む姿が見受けられるようにな

りました。 

取組の概要 

音更町立下音更小学校 
校 長 名  原見 寿史 

全校児童数  285名（男子136名 女子149名）  

【取組内容】授業以外での運動への取組 

【取組のポイント】 

持久力を高めるために、朝や休み時間に持久

走を行っています。個々の児童の目標タイムを

設定し、取組への意欲の向上を図っています。 

【成果】 

 記録を更新することにより、児童は持久走に

対して意欲を高め、振り返りシートには、「休

まず走ろう」という記述が多く見られました。 

取組の概要 

音更町立下士幌小学校 
校 長 名  舘田  真 

全校児童数  38名（男子20名 女子18名）  

音更町立音更小学校 
校 長 名  沼田 拓己 

全校児童数  504名（男子250名 女子254名）  

【取組内容】走り方の技能を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育専科教諭が持久走の単元計画を作成し、

児童の自己設定目標に基づく個に応じた指導

により、持久力の向上を図っています。 

【成果】 

 きめ細かに走り方のポイントを指導するこ

とで、児童は自らの成長を実感し、走ることに

ついて意欲を高めることができました。 

取組の概要 

音更町立駒場小学校 
校 長 名  栗原 賢次 

全校児童数  103名（男子47名 女子56名）  

【取組内容】柔軟性を高める継続的な取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業において、身体の動きの可動域

を広げるため、児童の柔軟性を高める運動に重

点的に取り組みました。 

【成果】 

 体育科の授業で継続することで、自らの身体

について関心をもったり、柔軟性を高めたりす

ることができました。 

取組の概要 
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音更町立東士幌小学校 
校 長 名  谷口 大樹 

全校児童数  22名（男子10名 女子12名）  

【取組内容】敏捷性を育む運動への取組 

【取組のポイント】 

児童会が中心となり、体力づくりのためのト

レーニングに計画的に取り組んでいます。 

【成果】 

 ラダー等を取り入れた活動により、素早い動

きを意識することで、敏捷性が身に付き、走力

の向上が見られました。 

音更町立西中音更小学校 
校 長 名  山本 裕之 

全校児童数  20名（男子７名 女子13名）  

【取組内容】走り方の技能を向上させる取組 

【取組のポイント】 

粘り強く諦めずに持久走の自己記録の更新

を目指す取組を毎年継続しています。 

【成果】 

 走り方のポイントを、体育科の授業や放課後

のトレーニングで習得し、手足の効果的な動か

し方を実感することによって、走ることへの意

欲を高めることができました。 

取組の概要 

音更町立東士狩小学校 
校 長 名  吾妻 昌三 

全校児童数  21名（男子12名 女子9名）  

【取組内容】走力の向上を目指した取組 

【取組のポイント】 

縄跳び検定期間を設けることにより、休み時

間や体育科の授業において、児童が主体的に継

続して練習に取り組みました。 

【成果】 

 走力の向上に向け、縄跳びを継続して取り組

んだことにより、持久力・敏捷性・跳躍力が向

上しました。 

取組の概要 

取組の概要 

音更町立昭和小学校 
校 長 名  大庭 奈穂子 

全校児童数  13名（男子７名 女子６名）  

【取組内容】朝学習の時間を活用した取組 

【取組のポイント】 

児童の持久力を高めるために、朝学習の時間

において、体育専科教員のアドバイスを受けな

がら、継続的に持久走に取り組みました。 

【成果】 

 継続して行うことにより、児童が走る距離や

記録の向上を実感し、取組への意欲を高めるこ

とができました。 

取組の概要 
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【取組内容】走り方の技能を高める取組 

【取組のポイント】 

児童会の体育委員会が、「50ｍ走イベント」

を実施し、走り方の技能を高めています。 

【成果】 

 児童にイベントを行うことを周知すること

で、授業において、走り方のポイントを再確認

したり、休み時間に練習をしたりするなど、走

の運動への意欲を高めることができました。 

音更町立南中音更小学校 
校 長 名  水口  一 

全校児童数  ９名（男子４名 女子５名）  

【取組内容】持久力を高める取組 

【取組のポイント】 

朝の体力づくりの時間を設け、「マラソン」

や「柔軟体操」等の取組を行っています。特に

「マラソン」は、数値目標を設定して行ってい

ます。 

【成果】 

 体力テストの「50ｍ走」や「20ｍシャトル

ラン」の数値が年々上昇傾向にあります。 

取組の概要 

音更町立木野東小学校 
校 長 名  小松 淳一 

全校児童数  616名（男子318名 女子298名）  

取組の概要 

音更町立柳町小学校 
校 長 名  伊藤 道彦 

全校児童数  280名（男子138名 女子142名）  

【取組内容】俊敏性を高める冬期間の取組 

【取組のポイント】 

本校では、新体力テストの結果を踏まえ設定

した課題「すばやさ」を高めるため、「長縄跳

び」等に全校で取り組みました。 

【成果】 

 運動不足になりがちな冬季において、児童は

遊びを通して、運動に親しむとともに敏捷性、

持久力が高まりました。 

取組の概要 

音更町立緑陽台小学校 
校 長 名  森本  聡 

全校児童数  150名（男子81名 女子69名）  

【取組内容】持久力を高める日常の取組 

【取組のポイント】 

児童の走力を高めるために、登校後の時間や

休み時間に、持久走に取り組みました。 

【成果】 

 記録カードを児童に配付し、記入させ、自身

の記録向上を実感させることにより、走の運動

に対する意欲とともに、走力や持久力も高まり

ました。 

取組の概要 
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音更町立鈴蘭小学校 
校 長 名  宮村 久美子 

全校児童数  515名（男子257名 女子258名）  

【取組内容】目標をもって持久力を高める取組 
【取組のポイント】 
マラソン記録会を開催することにより、児童

は個々の目標に向けて、体育科の授業や休み時
間を活用して練習に取り組みました。 
【成果】 
 児童が目標を設定することで、達成感を味わ
うことができたとともに、全国体力・運動能力、
運動習慣等調査においてシャトルラン及び
「50ｍ走」で全国平均を上回りました。 

取組の概要 

音更町立音更中学校 
校 長 名  杉本  聡 

全校生徒数  270名（男子143名 女子127名）  

【取組内容】持久力を高める取組 

【取組のポイント】 

長距離走の単元の最後に「校内駅伝・マラソ

ン大会」を学級対抗で実施しています。 

【成果】 

 各自で目標タイムを設定し、その達成に向け

て練習に取り組んだり、学級全体で励まし合い

ながら取り組んだりすることで、持久力の向上

を図ることができました。 

取組の概要 

音更町立下音更中学校 
校 長 名  山本  尚 

全校生徒数  399名（男子200名 女子199名）  

【取組内容】走り方の技能を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科の授業の導入場面で、正しいフォ

ームを指導した上でランニングを行っている。

その他にも、補強運動を毎回行っています。 

【成果】 

 保健体育科の授業において、継続的に取り組

んだ結果、「上体起こし」や「20ｍシャトルラ

ン」で、全国平均を上回る結果となりました。 

取組の概要 

音更町立駒場中学校 
校 長 名  島村 雅樹 

全校生徒数  74名（男子34名 女子40名）  

【取組内容】瞬発力を高める取組 

【取組のポイント】 

生徒の走力を高めるために、保健体育科の授

業において、縄跳びを３分間で300回跳ぶ取

組を継続的に行っています。 

【成果】 

 保健体育科の授業で縄跳びを取り入れたこ

とで、跳躍力や瞬発力が高まるなど、脚部の筋

力が強化され、走力の向上が見られました。 

取組の概要 
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音更町立緑南中学校 
校 長 名  橋本 靖宏 

全校生徒数  403名（男子203名 女子200名）  

【取組内容】運動に親しむための環境整備 

【取組のポイント】 

構内球技大会の実施を通して、日常的に運動

に親しむ場と時間を設定しました。 

【成果】 

取組を通じて、生徒が日常的に仲間と協力し

て体を動かすことの楽しさを実感することが

できたとともに、日常的に運動に親しむように

なりました。 
  

取組の概要 

音更町立共栄中学校 
校 長 名  阿部  立 

全校生徒数  280名（男子155名 女子125名）  

【取組内容】走り方の技能を高める取組 

【取組のポイント】 

走力の向上を目指し、そのために必要な体力

を高める運動に継続的に取り組んでいます。 

【成果】 

 継続して行うことにより、保健体育科の充

実、体力向上に向けた生徒の自主的な取組が見

られるようになりました。また新体力テストに

おいて走力の向上が見られました。 

取組の概要 

士幌町立士幌小学校 
校 長 名  佐藤 育子 

全校児童数 229名（男子126名 女子103名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

児童の持久力を高めるために、マラソン記録

会を設定しました。記録と目標を記入する「マ

ラソンマップ」を活用し、体育科の時間だけで

なく、休み時間にも取り組みました。 

【成果】 

 児童が達成感や自分の成長を感じながら取

り組むことができました。 

取組の概要 

士幌町立中士幌小学校 
校 長 名  山本 瑞聡 

全校児童数  38名（男子18名 女子20名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

準備運動において、校舎周辺のコースを走

ることを取り入れています。 

【成果】 

 冬季に屋外を走り、不安定な地面を走るこ

とで、体幹を鍛えることにつなげています。ス

ケート学習での自己記録の更新に向け、意欲

的に取り組む姿が見られています。 

取組の概要 
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士幌立上居辺小学校 
校 長 名  溝口 勝彦 

全校児童数  29名（男子16名 女子13名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

全クラスが体育の準備運動の一つとして縄

跳びを５分間行うことで、持久力や筋力の向上

に努めています。 

【成果】 

 年齢を問わず、縄跳びはいつでも楽しくどこ

でも簡単に行うことができるので、続けること

で効果が表れてきました。 

取組の概要 

士幌町立佐倉小学校 
校   長   名  小西 一寿 

全校児童（生徒）数  17名（男子９名 女子８名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

児童会の取組の「保体イベント」では、ゲー

ム的要素を取り入れた体力づくりを定期的に

開催しています。 

【成果】 

 継続的に取り組むとともに、楽しみの中に目

標をもたせることで、持久力をつけさせること

ができました。 

取組の概要 

士幌町立士幌町中央中学校 
校 長 名  上田 禎子 

全校生徒数  186名（男子101名 女子85名）  

 

 

 

 

【取組内容】個々の運動課題への取組 

【取組のポイント】 

１学期に行った体力テストと同じ種目を昼

休みにクラスごとに行い、体力向上と運動への

関心を高めました。 

【成果】 

 新記録を目指して気軽にチャレンジするこ

とで、運動への意欲付けとなり、体力向上にも

繋がりました。 

取組の概要 

上士幌町立糠平小学校 
校 長 名  目黒 雅博 

全校児童数  ４名（男子２名 女子２名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

継続的に 50m走や 100m走、持久走のタ

イムを計測し、記録の向上を実感させました。 

【成果】 

 走り方のポイントを継続的に指導し、課題を

意識して取り組んでいる姿が見られた。回を重

ねるごとに、タイムが縮まりました。 

取組の概要 
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上士幌町立上士幌中学校 
校 長 名  伊澤 理紀 

全校生徒数  140名（男子78名 女子62名）  

【取組内容】運動能力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

「握力」、「立ち幅跳び」、「長座体前屈」の測

定ブースを設置し、測定ポイントや得点表を掲

示しました。 

【成果】 

 休み時間や放課後に、多くの生徒が「運動ブ

ース」に集まり、目標をもって楽しみながら体

を動かす姿が見られました。 

取組の概要 

鹿追町立鹿追小学校 
校 長 名  小野 正一 

全校児童数  214名（男子113名 女子101名）  

【取組内容】敏捷性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の準備運動として、敏捷性を高める運

動をゲームとして取り入れています。 

【成果】 

授業の導入として、「通り抜け宝物取り」な

どのゲームに継続的に取り組んだことにより、

意欲的に敏捷性を高めることができました。 

取組の概要 

鹿追町立瓜幕小学校 
校 長 名  小林 善仁 

全校児童数  44名（男子２５名 女子１９名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境 

【取組のポイント】 

休み時間等に、全校で一輪車による運動に取

り組んでいます。 

【成果】 

 学習発表会で、児童が練習の成果を発表する

など、意欲的に繰り返し練習することで、児童

は、日常的に運動に親しむようになりました。 

取組の概要 

鹿追町立通明小学校 
校 長 名  小野田 年克 

全校児童数  16名（男子４名 女子12名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

マラソン大会に向けて、目標を設定して記録

カードに記入するなど、児童が意欲的に取り組

める工夫をしています。 

【成果】 

 持久力が向上したことで、マラソン以外の競

技でも、粘り強く取り組む姿が見られました。 

取組の概要 
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鹿追町立上幌内小学校 
校 長 名  稲葉 珠樹 

全校児童数  12名（男子８名 女子４名）  

【取組内容】運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

縄跳びやボルダリングなど、日常的に遊びを

通じて様々な運動で体を動かす機会を増やし

ています。 

【成果】 

アンケートで、「運動が好き」と回答した児

童が増え、意欲の向上が見られました。 

取組の概要 

鹿追町立笹川小学校 
校 長 名  佐藤 正由 

全校児童数  16名（男子10名 女子６名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

毎週火曜日の始業前に体力づくりとして縄

跳びに取り組んでいます。 

【成果】 

 継続的に取り組んだことで持久力が高まり、

蓄積した記録から経年変化でも児童の運動機

能の向上が見られました。 

取組の概要 

鹿追町立鹿追中学校 
校 長 名  中村 宏喜 

全校生徒数  142名（男子74名 女子68名）  

【取組内容】持久力・握力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体力テストの結果を受けて、男子は持久力、

女子は握力の向上を図るための競技を保健体

育科の授業に取り入れています。 

【成果】 

 課題を生徒に伝えて取り組んだことで意識

が高まり、持久走や握力が向上しました。 

取組の概要 

鹿追町立瓜幕中学校 
校 長 名  玉川 弘幸 

全校生徒数  34名（男子14名 女子20名）  

【取組内容】持久力・瞬発力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

スケート大会に向け、保健体育科の授業や放

課後に段階的・集中的にスケートに取り組みま

した。 

【成果】 

地域の行事として、スケート大会に向けて地

域が一体となって取り組むことにより、持久力

や瞬発力が全国平均を上回りました。 

取組の概要 
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新得町立新得小学校 
校 長 名 髙瀨 悟史 

全校児童数 202名（男子114名 女子88名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ取組 

【取組のポイント】 

健康委員会の取組等において、全校児童が短

い助走とジャンプを組合せた運動や、ラダート

レーニングに挑戦しています。 

【成果】 

全校児童で取り組むことにより、楽しみなが

ら、敏捷性や瞬発力が向上しました。 

取組の概要 

新得町立屈足南小学校 
校 長 名  髙  充慶 

全校児童数  43名（男子25名 女子18名）  

【取組内容】走り方の技能を高める取組 

【取組のポイント】 

体育科において町社会教育課スポーツ普及

専門員を講師に招き、上体を上手く使って走る

ポイントを指導していただいています。 

【成果】 

 スタート時の姿勢や、手の振り方等が改善さ

れ、児童の巧緻性や瞬発力が向上しました。 

取組の概要 

新得町立富村牛小学校 
校 長 名  新倉 忠司 

全校児童数  11名（男子７名 女子４名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科において、４月から継続して「縄跳び」

に取り組み、個人の課題に応じて回数を増やし

たり、技の難易度を上げたりしています。 

【成果】 

 長い時間跳び続けるための持久力や、様々な

技を行うための巧緻性等が向上しました。 

取組の概要 

【取組内容】走り方の技能を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科において、走り方のポイントを指

導し、生徒が授業の導入の５分間に体育館の走

路等を走る活動を行っています。 

【成果】 

生徒一人一人が腕の振り方等の課題を意識し

て走ることで、巧緻性等が向上しました。 

新得町立新得中学校 
校 長 名  内田 得裕 

全校生徒数  95名（男子52名 女子43名）  

取組の概要 
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新得町立屈足中学校 
校 長 名  山下 英男 

全校生徒数  21名（男子10名 女子11名）  

【取組内容】走力向上を目指した取組 

【取組のポイント】 

保健体育科において、生徒一人一人が動画を

活用して走り方のポイントを確認し、走力の向

上に係る運動を多く取り入れています。 

【成果】 

 動画を活用することにより、個々の課題が明

確になり、巧緻性等の向上につながりました。 

取組の概要 
【取組内容】走力の向上を目指した取組 

【取組のポイント】 

保健体育科の導入において、４月から継続し

てランニングと柔軟体操に取り組んでいます。 

【成果】 

 継続した取組により、持久力が向上するとと

もに、関節の可動域が広がり、走る際の体の動

きがスムーズにできるようになりました。 

取組の概要 

新得町立富村牛中学校 
校 長 名  新倉 忠司 

全校生徒数  ５名（男子２名 女子３名）  

清水町立清水小学校 
校 長 名 髙井 正樹 

全校児童数 305名（男子162名 女子143名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

「明治北海道十勝オーバル授業開放事業」を

活用し、少年団以外の児童も、よりよい環境で

滑る機会を設定し、指導しています。 

【成果】 

 学校のリンクでも、スケート学習への意欲が

向上し、持久力の向上につながりました。 

取組の概要 

清水町立御影小学校 
校 長 名 清水  弘 

全校児童数 135名（男子72名 女子63名）  

【取組内容】走り方の技能を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業において、多様な運動を通じて

走り方のポイントを指導しています。 

【成果】 

 走り方のポイントを踏まえた運動を行うこ

とにより、児童は腕の振りや足の動きを意識し

た走り方を身に付けることができました。 

取組の概要 
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清水町立清水中学校 
校 長 名  尾崎 俊明 

全校生徒数  138名（男子82名 女子56名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

運動部活動の準備運動において、10分間走

や階段の上り下りなど、工夫して走力を高める

運動を取り入れています。 

【成果】 

自主的にタイムを計測するなど、走ることへ

の意欲が高まり、走力の向上につながりまし

た。 

取組の概要 

清水町立御影中学校 
校 長 名  塚原 雄二 

全校生徒数  75名（男子41名 女子34名）  

【取組内容】運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

起伏のある中庭を開放し、走力に関わる数種

類の屋外活動を紹介することにより、楽しみな

がら走力の向上を図るよう工夫しています。 

【成果】 

 気軽に運動に親しむ姿が増えるとともに、自

主的に運動に向かう意識が向上しました。 

取組の概要 

芽室町立芽室小学校 
校 長 名  吉藤 清孝 

全校児童数  701名（男子327名 女子374名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

児童会の呼びかけで、休み時間に「走る遊び」

を取り入れています。 

【成果】 

 全国平均を上回ることを目標に取組を進め

てきた結果、男女とも「２０ｍシャトルラン」

において全国平均を上回ることができました。 

取組の概要 

芽室町立上美生小学校 
校 長 名  松井 眞治 

全校児童数  35名（男子28名 女子 ７名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

月１回の全校集会で、楽しみながら走力を鍛

える児童会主催のゲームを取り入れています。 

【成果】 

 ゲームとして「楽しみながら」取り組むこと

により、児童が抵抗感なく走ることができ、走

力が高まりました。 

取組の概要 
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芽室町立芽室西小学校 
校 長 名  大村 篤志 

全校児童数  285名（男子151名 女子134名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ取組 

【取組のポイント】 

児童会の体育委員会が中心となり、校内「ド

ッジボール大会」を行っています。 

【成果】 

 異学年との対戦を取り入れる等の工夫によ

り、自主的に運動に親しもうとする意欲の向上

が見られました。 

取組の概要 

芽室町立芽室南小学校 
校 長 名  吉本  徹 

全校児童数  107名（男子64名 女子43名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

授業に３分間走を取り入れ、９月から10月

は持久力向上強化期間を設定しています。 

【成果】 

 児童質問紙において「体力・運動能力向上の

目標を立てている」と回答した児童が100％

となり、持久力の向上が見られました。 

取組の概要 

芽室町立芽室中学校 
校 長 名  小澤 一記 

全校生徒数  422名（男子217名 女子205名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

跳力を高めるため、「JumpTouch」エリア

を体育館に設置しています。 

【成果】 

 保健体育科の授業前に、生徒が自己記録の更

新を目指して取り組むことにより、跳躍力が向

上しました。 

取組の概要 

芽室町立上美生中学校 
校 長 名  竹田 義隆 

全校生徒数  29名（男子９名 女子20名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科の授業の準備運動において、毎回

距離を設定し、走る運動を取り入れています。 

【成果】 

 毎回タイムを記録したり、長距離走記録会に

向けて目標を設定したりすることにより、生徒

が意欲的に取り組む姿が見られました。 

取組の概要 
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芽室町立芽室西中学校 
校 長 名  久保 睦則 

全校生徒数  169名（男子91名 女子78名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

持久力を高めるために、保健体育科の授業

で、継続的に縄跳びの指導を行っています。 

【成果】 

 継続的な取組の結果、持続時間が増えて持久

力が向上し、男子の「20ｍシャトルラン」が

全国平均を上回ることにつながりました。 

取組の概要 

中札内村立中札内小学校 
校 長 名  大熊 孝史 

全校児童数  215名（男子 106名 女子 109名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業において、先頭の児童に合わせ

て走る「ペースメーカー走」を行っています。 

【成果】 

 先頭を交替で担当するなど、グループの友達

と粘り強く走る運動に取り組む姿が見られ、走

力・持久力を高めることができました。 

取組の概要 

中札内村立上札内小学校 
校 長 名  加藤 淳子 

全校児童数  17名（男子 ６名 女子11名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

運動機会確保のため、多目的スペースにラダ

ーとジャンピングボトルを設置しています。 

【成果】 

日常的な遊びの中で多くの児童が継続的に

走る運動と跳ぶ運動に取り組む姿が見られ、立

ち幅跳びの記録が向上しました。 

取組の概要 

中札内村立中札内中学校 
校 長 名  中村 俊緒 

全校生徒数  105名（男子48名 女子57名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

持久走の取組において、個の目標に応じた呼

吸法や走り方を継続的に指導しています。 

【成果】 

 生徒が効果的な呼吸法やペース配分の設定

を理解して、計画的に持久走に取り組んだこと

で、走力が向上しました。 

取組の概要 
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更別村立更別小学校 
校 長 名  水野 豊昭 

全校児童数  148名（男子83名 女子65名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業で、個に応じて距離や目標タイ

ムを設定し、長距離走に取り組んでいます。 

【成果】 

 ペース配分や走り方を指導し、児童が意欲的

に長距離走に取り組めるよう工夫することに

より、持久力が高まりました。 

取組の概要 

更別村立上更別小学校 
校 長 名  中村 秀明 

全校児童数  22名（男子13名 女子９名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

休み時間に、教師やＡＬＴを交え、学年を越

えて運動できるように取り組んでいます。 

【成果】 

 ＡＬＴが来る日を「サッカーの日」として、

児童が運動を楽しみにするなど、日常的に運動

に親しむ姿が見られるようになりました。 

取組の概要 

更別村立更別中央中学校 
校 長 名  宝輪 祐子 

全校生徒数  １０１名（男子５０名 女子５１名）  

 

 

【取組内容】持久力の向上 

【取組のポイント】 

保健体育科のクロスカントリースキーにお

いて持久筋力の向上を図る指導しています。 

【成果】 

 クロスカントリーに継続して取り組むこと

により、生徒が全身を使った運動方法を身に付

け、持久力を高めることができました。 

取組の概要 

大樹町立大樹小学校 
校 長 名  山下  勇 

全校児童数  278名（男子129名 女子149名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

日常的に運動する機会を確保するため、体育

館にアスレチックコースを設置しています。 

【成果】 

 これまで運動量が減っていた冬季期間も児

童が楽しみながら運動する姿が見られ、筋力・

瞬発力を高めることができました。 

取組の概要 
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大樹町立大樹中学校 
校 長 名  宮村 孝雄 

全校生徒数  124名（男子62名 女子62名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

冬季間の取組として、保健体育科の授業で、

雪上サッカーを行っています。 

【成果】 

 サッカーを通して、楽しみながら運動量を確

保することができ、持久力を高めることができ

ました。 

取組の概要 

広尾町立広尾小学校 
校 長 名  高橋 敏宏 

全校児童数  230名（男子111名 女子119名） 

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業で、持久力向上を目指し、マラ

ソンを取り入れて継続的に取り組んでいます。 

【成果】 

 児童全員で取り組むことにより、友達を意識

して粘り強く走り続ける姿が見られるように

なり、持久力を高めることができました。 

取組の概要 

広尾町立豊似小学校 
校 長 名  野田  淳 

全校児童数  31名（男子23名 女子８名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業において、５～10分程度のラ

ンニングに全学年で取り組んでいます。 

【成果】 

継続的に取り組むことにより、運動に親しむ 

習慣が身に付き、取組の前よりも速く走ること

ができる児童が増えました。 

取組の概要 

広尾町立広尾中学校 
校 長 名  松橋 達美 

全校生徒数  156名（男子72名 女子84名） 

【取組内容】平衡感覚を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科の授業において、定期的に体幹ト

レーニングを取り入れています。 

【成果】 

 継続的なトレーニングを行った結果、平衡感

覚の向上が図られるとともに、生徒が自分の運

動技能の向上を実感することできました。 

取組の概要 
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幕別町立幕別小学校 
校 長 名 山田  洋 

全校児童数 157名（男子72名 女子85名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

児童会活動で運動のチャレンジコーナーを

作成し、休み時間にラダーや垂直跳びなどで楽

しみながら運動に取り組んでいます。 

【成果】 

取組を継続的に行うことにより、特に低学年

の児童の運動の日常化につながりました。 

  

取組の概要 

幕別町立糠内小学校 
校 長 名  能代 雅彦 

全校児童数  23名（男子８名 女子15名） 

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

休み時間に歩いた距離でカードスタンプを

貼るスタンプラリーを実施し、校舎の周りを

15分間動き回る活動をしています。 

【成果】 

スタンプラリー形式で実施したことにより、

児童は楽しみながら運動への意欲を高めまし

た。 

取組の概要 

幕別町立古舞小学校 
校 長 名  合掌 浩孝 

全校児童数  18名（男子10名 女子８名）  

【取組内容】瞬発力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科において、教材を活用し、跳んだりく

ぐったりする動きを意図的に位置付けて、体づ

くりを行っています。 

【成果】 

 多様な動きにより、児童にバランス感覚が育

ち、楽しみながら体を動かす姿が増えました。 

取組の概要 

幕別町立明倫小学校 
校 長 名  袴田  孔 

全校児童数  ６名（男子２名 女子４名）  

【取組内容】敏捷性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

朝の体力づくりや体育科において、ラダーを

使った多様なプログラムの運動を継続的に指

導しています。 

【成果】 

 楽しみながらリズムよく足を運べるように

なるとともに、敏捷性も向上しました。 

取組の概要 
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幕別町立途別小学校 
校 長 名  長尾 全雅 

全校児童数  27名（男子10名 女子17名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の準備体操において、発達の段階を踏

まえた短距離走の運動を取り入れています。 

【成果】 

 体育科で継続的に走力に係る運動を位置付

けることにより、正しい走り方が身に付くとと

もに、走力が向上しました。 

取組の概要 

幕別町立白人小学校 
校 長 名  山田 知史      

全校児童数  202名（男子108名 女子94名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

 マラソン記録会に合わせ、体力向上週間の取

組を行い、各学年で目的意識をもたせて持久力

の向上を図っています。 

【成果】 

 取組後のアンケートの結果、自主的に取り組

んだと回答した割合が 80％を越えました。 

取組の概要 

幕別町立札内南小学校 
校 長 名  山川  修 

全校児童数  649名（男子349名 女子300名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科における、持久走では、順位を競うの

ではなく、過去の自らの記録と比較し、振り返

りを行う取組を継続的に行っています。 

【成果】 

 児童一人一人が目標をもって努力する姿が

見られるとともに、持久力が向上しました。 

取組の概要 

幕別町立札内北小学校 
校 長 名  真下 正則 

全校児童数  245名（男子118名 女子127名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

 児童会が主体となり、児童に目標をもたせな

がら朝の時間にランニングを継続的に行って

います。 

【成果】 

 休み時間に外で遊ぶ児童が増えるとともに、

持久力の向上につながりました。 

取組の概要 
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幕別町立忠類小学校 
校 長 名  仲  敏行 

全校児童数  73名（男子39名 女子34名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

秋のマラソン記録会を目標に、フォームや呼

吸法のポイントを体育科で学ぶとともに、休み

時間に全校児童が持久走に取り組んでいます。 

【成果】 

 取組のポイントを意識して走ることで、持久

走への意欲が高まり、持久力も向上しました。 

取組の概要 

幕別町立幕別中学校 
校 長 名  喜多  敦 

全校生徒数  94名（男子52名 女子42名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

休み時間等に、ホールにある新体力テストの

器具を使用し、自分の体力を知ったり、走力等

に係る課題を見つけたりしています。 

【成果】 

多くの生徒が自分の体力を知るとともに、走

力につながる体力向上への意欲を高めました。 

取組の概要 

幕別町立糠内中学校 
校 長 名  中村 浩幸 

全校生徒数  14名（男子８名 女子６名）  

 

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科の準備運動で、「なわとびトライ」

を行い、一人一人が目標を設定し、記録更新に

向けて取り組んでいます。 

【成果】 

 休み時間にも縄跳びに親しむ姿が増え、走力

につながる持久力や瞬発力が向上しました。 

取組の概要 

 

幕別町立立札内中学校 
校 長 名  福田  茂 

全校生徒数  308名（男子159名 女子149名）  

 

 

 

（写真） 

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

 全校生徒でストレッチを行う活動に取り組

んだり、保体委員会が主体となり、朝の会で柔

軟体操を行う活動に取り組んだりしています。 

【成果】 

柔軟性を高めたことにより、関節の可動域が

広がり、走力の向上につながりました。 

取組の概要 
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幕別町立札内東中学校 
校 長 名  秦  公一 

全校生徒数  260名（男子122名 女子138名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科において、毎時間、準備運動にラ

ンニングを取り入れています。 

【成果】 

 準備運動で継続して行うことにより、持久走

において、全国平均を男女とも上回ることがで

きました。 

取組の概要 

幕別町立忠類中学校 
校 長 名  佐々木 典郎 

全校生徒数  46名（男子21名 女子25名）  

【取組内容】冬期間の体力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

地元のスキー場、スキー学校の協力の下、保

健体育科でスキーに取り組み、体力の向上を図

っています。 

【成果】 

 継続してスキーに取り組むことにより、持久

力や柔軟性が向上しました。 

取組の概要 

池田町立池田小学校 
校 長 名  渋谷  浩 

全校児童数  146名（男子65名 女子81名）  

【取組内容】瞬発力、持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業の導入において、縄跳びに取り

組んでいます。 

【成果】 

 瞬発力・持久力を高めるために、体育科の授

業において縄跳び等を行うことで、多くの児童

にスムーズな手足の動きや走力の改善が見ら

れました。 

取組の概要 

池田町立高島小学校 
校 長 名  森  浩嘉 

全校児童数  15名（男子５名 女子 10名）  

 

 

 

（写真） 

【取組内容】走力の向上を目指した取組 

【取組のポイント】 

走力の向上を目指し、楽しみながらできる運

動を児童会が考え、実践しています。 

【成果】 

 児童会の企画を継続することで、児童が意欲

的に取り組み、多くの児童が新体力テストにお

いて、昨年度のTスコアを上回りました。 

取組の概要 
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池田町立利別小学校 
校 長 名  猪股 宏亮 

全校児童数  64名（男子44名 女子20名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

持久力強化のために、マラソン記録会を実施

しています。 

【成果】 

 記録会に向けて練習を積み重ねることで記

録が向上し、さらなる記録更新を目指して意欲

的に取り組む児童の姿が見られ、このことが持

久力向上につながりました。 

取組の概要 

池田町立池田中学校 
校 長 名  豊田 利一 

全校生徒数  135名（男子74名 女子61名）  

 

 

 

（写真） 

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

マラソン大会に向けて、走り方やペース配分

などの理論を学習し、実践に活かしています。 

【成果】 

 生徒がペース配分を考えて走るようになり、

完走率が高くなりました。毎時間の練習の成果

として記録の向上が見られるとともに、運動へ

の意欲も高まりました。 

取組の概要 

豊頃町立豊頃小学校 
校 長 名  中村 真也 

全校児童数  111名（男子54名 女子57名）  

【取組内容】持久力を高める取組 

【取組のポイント】 

児童の持久力を高めるために、体育科の授業

において、持久走に取り組んでいます。 

【成果】 

 自分に適した距離と目標タイムを設定し、繰

り返し取り組むことで記録が向上し、走ること

への意欲が高まるとともに、持久力の向上が見

られました。 

取組の概要 

豊頃町立大津小学校 
校 長 名  小室 彰人 

全校児童数  ６名（男子５名 女子１名）  

【取組内容】日常的に持久力を高める取組 

【取組のポイント】 

週１回定期的に５分間走を行うことによっ

て、無理なく体力の向上を図るとともに、継続

した取組を行いました。 

【成果】 

持久走が好きな児童が増加し、記録におい

ても上昇傾向が見られます。 

取組の概要 
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豊頃町立豊頃中学校 
校 長 名  服部 和樹 

全校児童数  64名（男子36名 女子28名）  

【取組内容】持久力や柔軟性を高める取組 

【取組のポイント】 

生徒の持久力、柔軟性を高めるために、保健

体育科の授業において、導入で全身運動のダン

スを取り入れ継続的に取り組みました。 

【成果】 

 継続的に取り組んだことで、持久力の向上に

つながり、生徒は主体的に運動に取り組むよう

になりました。 

取組の概要 

浦幌町立浦幌小学校 
校 長 名  横山 利幸 

全校児童数  174名（男子91名 女子83名）  

 

 

 

（写真） 

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

冬季間でも、児童が主体的に走る運動を楽し

めるよう、児童会を中心に運動を取り入れた交

流集会を計画し、実施しています。 

【成果】 

 異学年交流を図りながら、児童が走ることの

楽しさに気付くことができました。 

取組の概要 

浦幌町立上浦幌中央小学校 
校 長 名  都鳥 秀史 

全校児童数  32名（男子10名 女子22名） 

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業を中心にマラソンの練習を行

いました。「マラソンカード」を活用すること

で、児童が積極的に取り組むことができまし

た。 

【成果】 

目標をもって継続した取組により、児童のタ

イムが向上し、走れる距離も長くなりました。 

取組の概要 

浦幌町立浦幌中学校 
校 長 名  池田  哲 

全校生徒数  76名（男子40名 女子36名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

 保健体育科の授業において、毎時間 800ｍ

走、馬跳び、倒立、ストリズム体操を行いまし

た。 

【成果】 

 毎時間取り組むことで、苦手な生徒もしっか

り走りきるようになり、体幹を鍛えることで走

る姿勢が安定し、走力が高まりました。 

取組の概要 
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浦幌町立上浦幌中学校 
校 長 名  白井 将之 

全校生徒数  12名（男子７名 女子５名）  

【取組内容】体力・運動能力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

小学校高学年及び中学校全校生徒が合同で

新体力テストを実施しました。 

【成果】 

 合同実施したことで、自身の設定した目標を

超えるよう意欲的に各種目に取り組み、多くの

生徒が記録を更新することができました。 

取組の概要 

本別町立中央小学校 
校 長 名  式見 祝賀 
全校児童数  199名（男子101名 女子98名） 

【取組内容】敏捷性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

敏捷性を高めるために、体育科の授業にミニ

バレーを取り入れ、指導しています。 

【成果】 

ゲームをする中で、ボールに素早く反応でき

るようになり、新体力テストにおいて敏捷性の

向上が見られました。 

取組の概要 

本別町立勇足小学校 
校 長 名  橋本 知洋 

全校児童数  45名（男子26名 女子19名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

児童が自ら進んでスポーツに親しむことが

できる環境を整え、継続的に指導しています。 

【成果】 

 体を上手に動かすための運動を体育科の授

業で取り入れるとともに、廊下等に器具を設置

することで、休み時間にもスポーツに親しむよ

うになりました。 

取組の概要 

本別町立仙美里小学校 
校 長 名  東森 誠記 

全校児童数  27名（男子13名 女子14名）  

【取組内容】瞬発力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

児童の走力を高めるために、「ミニ陸上記録

会」を実施しました。 

【成果】 

 走り方及び跳び方等を学ぶとともに、自分の

記録の伸びを確認しながら、次への目標数値が

設定することで、走力が高まりました。 

取組の概要 
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本別町立本別中学校 
校 長 名  寺島 康博 

全校生徒数  120名（男子62名 女子58名） 

【取組内容】柔軟性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科の授業の準備運動において、ストレ

ッチ運動の時間を十分に確保し、怪我の防止とと

もに、柔軟性の向上に取り組みました。 

【成果】 

柔軟性を高めたことで、運動の可動域が広が

り、体力の向上につながりました。 

取組の概要 

本別町立勇足中学校 
校 長 名  椿 原 雅 章 

全校生徒数  24名（男子11名 女子13名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

持久力の向上に向けて、全校生徒を縦割りの

チームに分け、「駅伝記録会」を実施していま

す。 

【成果】 

 チームで協力し、励まし合い、助け合う姿勢

が身に付くとともに、自己記録を更新した生徒

がでるなど、持久力の向上が見られました。 

取組の概要 

足寄町立足寄小学校 
校 長 名  鈴木 洋孝 

全校児童数  252名（男子127名 女子125名）  

 

 

 

 

【取組内容】瞬発力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

児童の瞬発力を高めるために、腕の振りや足

の運びを意識して、全力ダッシュを継続的に取

り組みました。 

【成果】 

 継続して取り組むことで、フォームが改善さ

れるとともに、「50ｍ走」の記録の向上が見ら

れました。 

取組の概要 

足寄町立大誉地小学校 
校   名  野村  勉 

全校児童数  14名（男子12名 女子２名）  

【取組内容】巧緻性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

大谷短期大学からを講師を招き、専門的な指

導を行っています。 

【成果】 

 講師のの専門的な指導により、児童が体の使

い方を理解し、巧緻性を高めることができまし

た。 

取組の概要 
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足寄町立芽登小学校 
校 長 名  林   正 浩 

全校児童数  24名（男子８名 女子16名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

持久力の向上に向けて、体育科の授業や朝のチ

ャレンジタイムにおいて、ランニング及び縄跳

びに取り組んでいます。 

【成果】 

 目標を意識して運動を継続することにより、

持久力の向上が図られました。 

取組の概要 

足寄町立螺湾小学校 
校 長 名  牧  伊津子 

全校児童数  12名（男子 ４名 女子 ８名）  

【取組内容】握力、敏捷性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

握力及び敏捷性を向上させるために、自己目

標を設定し、週３回、朝の体力づくりに取り組

みました。 

【成果】 

 目標を設定し、取組を継続することで、握力

や敏捷性において、新体力テストの結果が向上

しました。 

取組の概要 

足寄町立足寄中学校 
校 長 名  長江 教貴 

全校生徒数  176名（男子93名 女子83名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

生徒の持久力を高めるために、保健体育科の

授業で５分間走を取り入れました。 

【成果】 

 取組を継続することにより、改善が見られ、

新体力テストでは、20ｍシャトルランにおい

て、全道・全国平均を上回る結果となりました。 

取組の概要 

陸別町立陸別小学校 
校 長 名  桜井 紀夫 

全校児童数  109名（男子52名 女子57名）  

【取組内容】体力向上に向けた授業改善の取組 

【取組のポイント】 

新体力テストを年間２回実施し、体力の向上

の比較を行いました。 

【成果】 

 ６月の結果を踏まえ、体育科の授業改善に取

り組んできた結果、児童は記録の向上がみられ

ました。 

取組の概要 
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陸別町立陸別中学校 
校 長 名  濱田 和光 

全校生徒数  40名（男子20名 女子20名）  

【取組内容】柔軟性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体力づくりをテーマに、動物の動きを基にし

た「アニマルサーキット」を取り入れています。 

【成果】 

 継続して導入部分に取り入れることで、柔軟

性が高まり、新体力テストにおける記録が向上

しました。 

取組の概要 
 

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】  

「遊びの中で体力を向上させる」ことを目標

に、遊び方を掲示し、クラスごとに遊んだ数を

チェックするなど意欲の向上を図りました。 

【成果】 

意欲的に屋外や体育館で、投てき運動や走る

運動に取り組む児童が増えました。 

取組の概要 

帯広市立帯広小学校 
校 長 名  石井 範之 

全校児童数  200名（男子101名 女子99名）  

 

 

 

 

帯広市立西小学校 
校 長 名  下坂 吉彦 

全校児童数  218名（男子126名 女子92名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

外部講師による走り方教室を行い、体育の授

業等で意図的に走る取組を行いました。 

【成果】  

児童のフォームへの意識が高まり、走る姿勢

に変化が見られました。新体力テストにおける

「50ｍ走」の記録向上にも繋がりました。 

取組の概要 

帯広市立柏小学校 
校 長 名  鈴木 義秋 

全校児童数  427名（男子206名 女子221名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

視聴覚室等を解放し、「縄跳びカード」を使

用した縄跳び運動を全校で取り組んでいます。 

【成果】 

児童は、積極的に体を動かすようになったと

ともに、新体力テストでは「持久力」に改善が

見られました。 

取組の概要 
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帯広市立明星小学校 
校 長 名  杉本 伸子 

全校児童数  440名（男子208名 女子232名）  

【取組内容】体力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

児童会企画「星の子☆体力UP」として、休

み時間に「走り方教室」（写真）や、「ドッジボ

ール」、「サッカー」等に取り組んでいます。 

【成果】 

運動に親しむ児童が増え、体の動かし方等を

知ることで児童の運動意欲が向上しました。 

取組の概要 

帯広市立緑丘小学校 
校 長 名  澤田  靖 

全校児童数  500名（男子259名 女子241名）  

【取組内容】瞬発力・持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

休み時間を利用し、児童会主催で異学年によ

る鬼ごっこ（増え鬼）を実施しています。 

【成果】 

 グラウンドでの鬼ごっこは活動範囲が広い

ため、児童が楽しみながら瞬発力や持久力の向

上に取り組むことができました。 

取組の概要 

帯広市立北栄小学校 
校 長 名  池下 栄里子 

全校児童数  358名（男子189名 女子169名）  

【取組内容】跳力・持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育館に縄跳びコーナーを設置し、児童は

「なわとびがんばりカード」の取得を目標に、

楽しみながら縄跳びに取り組んでいます。 

【成果】 

 日常的に縄跳びに親しむ態度が育まれ、跳力

と持久力の向上が見られました。 

取組の概要 

帯広市立光南小学校 
校 長 名  上坂 寛 

全校児童数  353名（男子175名 女子178名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育の授業の準備体操後に「なわとび」や「サ

ーキット運動」を取り入れ、持久力向上や体つ

くり運動に取り組んでいます。 

【成果】 

音楽に合わせて楽しく体を動かすなど、児童

は意欲的に取り組み、持久力が向上しました。 

取組の概要 
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帯広市立東小学校 
校 長 名  菅原 優博 

全校児童数  198名（男子105名 女子93名）  

【取組内容】走力、俊敏性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

「タグラグビー」を取り入れ、走力や俊敏性

の向上を目指しました。 

【成果】 

 運動が苦手な児童も関心をもって、積極的に

取り組むなど、楽しみながら走力や俊敏性の向

上を図ることができました。 

取組の概要 

帯広市立啓西小学校 
校 長 名  橋場  仁 

全校児童数  370名（男子180名 女子190名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

外部講師を招き、リズムよく走るポイントや

継続的に実践できる工夫を学びました。 

【成果】 

 走り方のポイントやリズムよく走る練習方

法を学ぶことで、児童が腕の振りや足の動きを

意識し、走力の向上につながりました。 

取組の概要 

帯広市立稲田小学校 
校 長 名  伊賀 真美 

全校児童数  568名（男子290名 女子278名） 

 

 

 

（写真） 

【取組内容】瞬発力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

授業の導入時に様々な姿勢から短距離走を

する「変形ダッシュ」を取り入れています。 

【成果】 

 様々な姿勢から短距離走を繰り返し行うこ

とで、児童は運動を楽しみながら瞬発力を高め

ることができました。 

取組の概要 

帯広市立豊成小学校 
校 長 名  高原 茂雄 

全校児童数  750名（男子382名 女子368名） 

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

「レベル別けんけんぱロード」や「ドッヂボ

ールコート」を常設しました。 

【成果】 

 指導方法を工夫したことにより、児童が楽し

みながら意欲的に取り組み、瞬発力や投力を向

上させることができました。 

取組の概要 
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帯広市立大空小学校 
校 長 名  川上 裕明 

全校児童数  318名（男子181名 女子137名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

児童の動線上に体を動かしたくなる環境を

作ることで、跳ねる運動が日常化しました。 

【成果】 

 跳び方をアレンジして、楽しく跳ねる姿が見

られました。つま先でリズムよく跳ねること

で、瞬発力、敏捷性等も向上しています。 

取組の概要 

帯広市立栄小学校 
校 長 名  渡辺 教浩 

全校児童数  438名（男子233名 女子205名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育の授業の導入時に、クロスステップやス

キップ等、脚の動かし方とリズムをポイントに

継続的に指導しています。 

【成果】 

 脚の動かし方を意識することでリズムよく

走ることができ、走力の向上が見られました。 

取組の概要 

帯広市立若葉小学校 
校 長 名  早川 一之 

全校児童数  480名（男子245名 女子235名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

委員会の活動とも関連させ、休み時間を利用

して学年別に体育館で鬼ごっこを行いました。 

【成果】 

 普段運動をすることが少ない児童も積極的

に参加するなど、運動に対して前向きな気持ち

を育み、走力の向上につながりました。 

取組の概要 

帯広市立広陽小学校 
校 長 名  大嶋  健 

全校児童数  360名（男子191名 女子169名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

毎週金曜日の休み時間に全校児童で「リズム

なわとび」に取り組んでいます。 

【成果】 

 級の設定など、児童が意欲的に参加するよう

な工夫をすることで、短時間の取組でも児童の

持久力を向上させることができました。 

取組の概要 



 

29 

 

  

    

 

帯広市立花園小学校 
校 長 名  小澤 容子 

全校児童数  207名（男子108名 女子99名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

体育科の授業や休み時間に取り組めるよう

に、体育館に跳力の計測場を設置しています。 

【成果】 

 垂直に高く飛ぶ体の使い方が身に付き、跳力

が高まりました。新体力テストでは、立ち幅跳

び等において全国平均を上回りました。 

取組の概要 

帯広市立啓北小学校 
校 長 名  塩田 直之 

全校児童数  367名（男子183名 女子184名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

異学年交流による遊びの時間を設定し、上級

生が中心となって様々な遊びを行っています。 

【成果】 

 体を動かし、みんなで遊ぶ楽しみを味わい、

運動への興味・関心が高まりました。休み時間

に体育館等で積極的に遊ぶ児童が増えました。 

取組の概要 

帯広市立開西小学校 
校 長 名  野中 利晃 

全校児童数  258名（男子133名 女子125名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体育科の授業の導入時に走る運動を取り入

れています。 

【成果】 

 体育科の授業における導入として、継続的に

走の運動を取り入れたことにより、児童の走力

向上につながりました。 

取組の概要 

帯広市立明和小学校 
校 長 名  岸梅 哲郎 

全校児童数  341名（男子171名 女子170名）  

 

 

 

 

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

全学年の教室前プレールームに、立ち幅跳び

等の、体力向上コーナーを設置しました。 

【成果】 

 休み時間に多くの児童が挑戦し、記録更新を

喜んだり、友達と競い合いながら、互いの力を

認め合う児童の姿が多く見られました。 

取組の概要 
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帯広市立森の里小学校 
校 長 名  髙山 亮司 

全校児童数  269名（男子145名 女子124名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

体育館に、ラダー、的当て、ジャンプ、立ち

幅跳びのコーナーを常設しています。 

【成果】 

 体力測定の種目と連動させています。児童が

自分の数値目標を意識しながら休み時間等に

自主的、意欲的に取り組んでいます。 

取組の概要 

帯広市立つつじが丘小学校 
校 長 名  野上 泰宏 

全校児童数  223名（男子127名 女子96名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

体育館に、ラダー、的当て、ジャンプ、立ち

幅跳びのコーナーを常設しています。 

【成果】 

 児童の基礎体力の向上に繋がり、６年生の新

体力テストでは、男女とも50ｍ走、「20ｍシ

ャトルラン」において昨年度の結果を上回りま

した。 

取組の概要 

帯広市立川西小学校 
校 長 名  辻   勝 行 

全校児童数  183名（男子94名 女子89名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

マラソン記録会に向け、走った分のシールを

貼る「体力アップの木」の取組を行いました。 

【成果】 

 全校で取り組むことで児童の運動意欲を高

め、スクールバス利用で運動機会の少ない児童

の運動量増加、走力の向上につながりました。 

取組の概要 

帯広市立清川小学校 
校 長 名  鈴木 宏和 

全校児童数  70名（男子28名 女子42名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

休み時間にマラソン魔人に扮した教員と児

童が持久走対決を行っています。 

【成果】 

 持久走の苦手な児童も楽しみながら取り組

み、新体力テストの「20ｍシャトルラン」の

結果が向上しました。 

取組の概要 
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  帯広市立広野小学校 
校 長 名  中山 江里子 

全校児童数  32名（男子17名 女子15名）  

【取組内容】日常的に運動に親しむ環境づくり 

【取組のポイント】 

縄跳びによるトレーニングの実施や、卓球台

を常設するなど、クラブ活動と休み時間におい

て意欲的に運動できるように指導しました。 

【成果】 

 少人数でも取り組める運動環境を構築し、運

動習慣の定着を図ることができました。 

取組の概要 

帯広市立大正小学校 
校 長 名  和田 尚史 

全校児童数  110名（男子62名 女子48名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

腿上げや跳躍運動を取り入れたサーキット

コースを設置しています。 

【成果】 

 各種目で個々の力に合わせた目標を設定す

ることで、児童が意欲的に活動し、走力の向上

につなげることができました。 

取組の概要 

帯広市立愛国小学校 
校 長 名  森下  寛 

全校児童数  21名（男子 ９名 女子12名） 

【取組内容】走力・持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

マラソン記録会での記録更新を目標に、休み

時間を利用した「マラソンタイム」や、走った

距離を記録するカードを活用しています。 

【成果】 

 互いの走りについて意見交流を行うことで

意識を高め、走力の向上につながりました。 

取組の概要 

帯広市立帯広第一中学校 
校 長 名  石倉 貴浩 

全校生徒数  450名（男子218名   女子232名） 
 

【取組内容】持久力・瞬発力を向上させる 

【取組のポイント】 

生徒の持久力及び瞬発力を高めるために、体

育の授業の成果として球技大会等を計画的に

位置付けて実施しています。 

【成果】 

自主的に楽しみながら保健体育科の授業に

参加するとともに、持久力及び瞬発力を高め、

体幹をきたえることで、走力が向上しました。 

 

取組の概要 
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【取組内容】瞬発力・持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

「相撲」の基本的動作を習得し、体育の授業

以外でも相撲マットを活用して取り組むこと

で、筋力、瞬発力、持久力の向上を図りました。 

【成果】 

生徒同士互いに認め合い、励まし合い、教え

合うことで、筋力、瞬発力、持久力の向上につ

ながりました。 

  

 

帯広市立帯広第二中学校 
校 長 名  藤崎 禎人 

全校生徒数  262 名（男子139 名   女子123 名） 

 

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】  

保健体育科の授業で、ゲーム性をもたせた

「走力の向上」の時間を設け、持久力の向上を

図っています。 

【成果】 

一定の時間、持久力を必要とする運動を、継

続しようとする生徒が増えました。 

取組の概要 

帯広市立帯広第四中学校 
校 長 名  河端 則好 

全校生徒数  325名（男子172名 女子153名）  

取組の概要 

帯広市立帯広第五中学校 
校 長 名  川口  久 

全校生徒数  330名（男子164名 女子166名）  

【取組内容】持久力・瞬発力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

「持久力・瞬発力アップ週間」を作り、本校

の外周３周の持久走及び縄跳びを行っていま

す。 

【成果】 

継続して持久走及び縄跳びを行うことによ

り、持久力及び瞬発力の向上が見られるように

なりました。 

取組の概要 

帯広市立帯広第七中学校 
校 長 名  小玉  功 

全校生徒数  64名（男子３０名 女子34名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

持久力を向上させるために、保健体育科の授

業で、ウォーミングアップ時に持久走を取り入

れています。 

【成果】 

 毎回の様子で、持久走に取り組むことによ

り、持久力が向上し、シャトルランの平均回数

が増えました。 

取組の概要 
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帯広市立帯広第八中学校 
校 長 名  能戸 貴英 

全校生徒数  443名（男子239名 女子204名）  

【取組内容】運動能力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

新体力テストの各項目に該当する補強運動

を、保健体育科の授業の導入において、日替わ

りで取り組んでいます。 

【成果】 

継続した取組により、生徒が自分の体力・運

動能力の向上を実感することができました。 
 

取組の概要 

帯広市立大空中学校 
校 長 名  黒島 俊一 

全校生徒数  173名（男子89名 女子84名）  

【取組内容】柔軟性・持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科の授業の準備運動において、柔軟

性及び持久力を高めるために、「リズムウォー

ミングアップ」に取り組んでいます。 

【成果】 

 体温や心肺機能を高め、持久力の向上及びけ

がの防止に役立つとともに、上体おこしにおい

て男女ともに全国平均を上回りました。 

取組の概要 

帯広市立南町中学校 
校 長 名  東海林 弘哉 

全校生徒数  650名（男子333名 女子317名）  

【取組内容】柔軟性・持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

柔軟性と持久力を向上させるために、体をほ

ぐす「南中体操」を取り入れています。 

【成果】 

 リズムに合わせた体操を取り入れたことで、

柔軟性が高まるとともに持久力が高まり、

「20mシャトルラン」における記録が向上し

ました。 

 

取組の概要 

帯広市立西陵中学校 
校 長 名  春山 俊裕 

全校生徒数  364名（男子181名 女子183名）  

【取組内容】筋力・持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

生徒の筋力を高めるためのポイントについ

て、保健体育科の授業において毎時間、継続的

に指導しました。 

【成果】 

 保健体育科の授業で指導を継続したことで、

体全体の動きを効率的に動かすことができる

ようになり、筋力が高まりました。 

 

取組の概要 
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帯広市立緑園中学校 
校 長 名  海鋒 達也 

全校生徒数  297名（男子139名 女子158名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

持久力を高めるために、保健体育科の授業に

おいて、持久走に継続的に取り組んでいます。 

【成果】 

 長距離記録会を実施する等、目標を設定する

ことで、保健体育科の授業における意欲を高

め、持久力を向上することができました。 

取組の概要 

帯広市立翔陽中学校 
校 長 名  上田 和聡 

全校生徒数  473名（男子24７名 女子226名）  

【取組内容】瞬発力・柔軟性を向上させる取組 

【取組のポイント】 

柔軟性及び、瞬発力を高めるための準備運動

を保健体育科の授業の導入で取り組んでいま

す。 

【成果】 

 継続して取り組むことにより、瞬発力及び柔

軟性の向上を実感した生徒が増えました。 

取組の概要 

帯広市立川西中学校 
校 長 名  黒田 正則 

全校生徒数  64名（男子30名 女子34名）  

【取組内容】瞬発力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

 生徒の瞬発力を高めるために、各競技の特性

を踏まえた「走運動のウォーミングアップ」を

行っています。 

【成果】 

 様々な「走運動」を腕の振りや足の動きを意

識して行うことで、瞬発力が高まりました。 

取組の概要 

帯広市立清川中学校 
校 長 名  卯月 道彦 

全校生徒数  27名（男子16名 女子11名）  

【取組内容】瞬発力・持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

瞬発力及び持久力を高めるために、体育の授

業において、クロスカントリースキーに取り組

みました。 

【成果】 

 授業だけでなく、昼休みにも自主的に取り組

むことで、心肺機能が高まり、瞬発力と持久力

の向上を実感している生徒が増えました。 

取組の概要 
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帯広市立八千代中学校 
校 長 名  堂山 貴也 

全校生徒数  15名（男子10名 女子５名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

持久力を高めるために「マラソン大会」にお

ける５㎞の完走に向け、保健体育科の授業にお

いて、「持久走」を行っています。 

【成果】 

 個々の目標タイムを設定しながら取り組む

ことで、持久力の向上が見られ、「20ｍシャト

ルラン」において、全国平均を上回りました。 

取組の概要 

【取組内容】運動の習慣を身に付ける取組 

【取組のポイント】 

「朝の運動の時間」として、毎日、ランニン

グに取り組んでいます。 

【成果】 

 継続してランニングに取り組んだことによ

り、体力が向上し、陸上大会において自己記録

を更新するなどの成果が見られました。 

取組の概要 

北海道帯広盲学校（小・中学部） 
校  長  名  佐古 勝利 

全校児童生徒数  ７名（男子４名 女子３名）  

北海道帯広聾学校（小学部） 
校 長 名  菅野 弘尊 

児 童 数  19名（男子７名 女子12名）  

【取組内容】走力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

授業において、様々なルールがあるゲームを

取り入れて、体を動かしています。 

【成果】 

ゲームの中で児童が楽しく運動に取り組む

ことにより、休み時間にも意欲的に全力で走る

姿が見られるようになりました。 

取組の概要 

北海道帯広聾学校 中学部 
校 長 名  菅野 弘尊 

生 徒 数  ５名（男子１名 女子４名）  

【取組内容】平衡感覚を向上させる取組 

【取組のポイント】 

保健体育科の授業の導入時に、体幹の強化を

図るためのトレーニングを実施しています。 

【成果】 

 生徒が腕の振りや足の動きを意識するトレ

ーニングを継続して行ったことにより、体のバ

ランスがよくなり、平衡感覚が向上しました。 

取組の概要 



36 

 

  

 

北海道帯広養護学校（小学部） 
校 長 名  竹内  哲 

児 童 数  87名（男子66名 女子21名）  

【取組内容】持久力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体つくりの時間において、音楽を流しながら

10分間走に取り組んでいます。 

【成果】 

 継続して取り組むことで、10分間走り続け

ることができる児童が増えたり、周回の記録が

伸びたりするなど、持久力が向上しました。 

取組の概要 

北海道帯広養護学校（中学部） 
校 長 名  竹内  哲 

生 徒 数  37名（男子26名 女子11名）  

【取組内容】瞬発力を向上させる取組 

【取組のポイント】 

体力つくりの学習で、走力が近い生徒を２人 

１組とした短距離走に取り組んでいます。 

【成果】 

 仲間を意識して走る活動に継続的に取り組

んだことにより、走る意欲や正しいフォームへ

の意識が高まり、走力が向上しました。 

取組の概要 
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