
様式１

学校名

校長名

有

室井　登美子

）　←有・無のどちらかを記入

・たてわり活動で体力向上につながる遊びを取り入れる。
・休み時間の体育館や運動場、オープンスペースやメモリアルガーデン（中庭）の使用割を
見直し、よりよい環境で体を動かすことができるようにする。
・体育委員会を中心に、スポーツイベントを企画したり、運動環境を整えたりする。

評価方法

体力テストの結果分析
スポチャレいしかわの登録

前年度からの
変更点

・体育の準備運動に、年間を通しておにごっこを取り入れる。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・体育の準備運動に、年間を通しておにごっこを取り入れる。
・縄跳び月間を中心に、体育の準備運動として短縄・長縄に取り組む。
・トライアスロンカード（なわとび・水泳・鉄棒・持久走の記録カード）を活用し、各学年の目標
を設定し、チャレンジ賞の達成に向けて意欲付けする。

特別
活動

その他

トライアスロンカード（なわとび・水泳・鉄棒・持久走の記録カード）を年度当初に配布し、年
間を通して取り組んだり、わたしの健康に体力テストの記録を記入したりして、自分の頑張り
が分かるようにする。
掲示板を作成し、各クラスの8の字の記録が見えるようにする。

スポチャレいしかわの取組予定（

目標指標・数値

体力テスト　各学年体力合計点向上（前年度比）
スポチャレいしかわ　8の字跳び　学年×50回

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

◆今年度のプラン

プラン名
Tag＆8JUMP 123（いずみ）

現状・課題

　３年前は、ボール投げと長座体前屈が全学年で県平均を下回り、握力や５０ｍ走も県平均を下回る
学年が多かった。一昨年は、コロナウィルスの影響下で運動の制限があったとともに、体力テストも行
われなかったために体力の低下が懸念された。昨年行われた体力テストでは、予想以上の運動能力
の低下がみられた。数値のみならず、Ａ群の大幅な減少２３→15.6（マイナス7.4）、Ｄ＋Ｅ群の20.2→
25.5（プラス5.3）の増加など顕著に運動制限による運動の二極化が進んだと考えられる。学校以外で
のスポーツクラブなどでの運動する児童と、そうでない児童の差が顕著に表れたのでないかと思われ
る。学校でも、休み時間、体育館や運動場で積極的に遊んでいる児童は一部であり、体を動かす児童
とそうではない児童とで差が生まれている。

金沢市立泉小学校

【
記
入
例
】
（



学校名

校長名

有

・スポチャレに積極的に取り組めるように取り組み方を掲示し、結果やランキングを放送す
る。
・体力テストの学校平均や県平均を掲示することで目標を持って取り組めるようにする。
・運動やスポーツのこつを伝え合うことで、児童の意欲を向上する。（短期的手立て）

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法
・１学期と３学期にシャトルランの記録を全児童記録する。
・スポチャレの記録で評価する（ベスト部門）。

前年度からの
変更点

・短期、中期、長期の手立てを明確に設定した。
・県内児童共通の課題である全身持久力の低下の改善を重点とした。

現状・課題

　新体力テストの結果から、本校の児童は学校集団や個人経年変化の観点から見ても、体力向上の
ペースが鈍化している。コロナ禍において、以前のような運動する機会を得ることができずに過ごして
きた生活様式と様々な制限等により、長時間継続する運動実施頻度の低下による影響が考えられ
る。
　運動・スポーツの機会・頻度・時間が多さには、体力と大きな相関関係がある。そこで本校では、日
常的に運動する機会を増やす手立てを講じていきたい。具体的には、まず、健康委員会が中心となっ
て｢運動遊び｣を数多く紹介し広め、運動遊びの伝承を促す。次に、特別活動委員会が中心となって｢
走れ中村っ子｣、｢泳げ中村っ子｣、｢跳べ中村っ子｣等のイベントに取り組ませる。さらに、担任と児童ら
が中心となって｢スポチャレいしかわ｣の運動種目に取り組み、ランキングに参加する。
　このような取り組みに参加する中で、児童一人ひとりの意識や主体性を育んでいきたい。

目標指標・数値
重点として全身持久力の向上を目指す。
目標：全児童８割のシャトルランの記録更新

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・授業の準備運動で柔軟運動とラジオ体操を全クラスで取り入れる。
・休み時間や体育の時間を活用しスポチャレいしかわ（８の字とび・シャトルボール・４０ｍ・
長なわ）やシャトルランに取り組む。（中期的な手立て）

特別
活動

・健康委員会が運動遊びを紹介し広める。運動遊びを伝承する。（長期的な手立て）
・泳げ！中村っ子（水泳）、走れ！中村っ子（持久走）、跳べ！中村っ子（縄跳び）にめあてを
もって取り組む。（中期的な手立て）

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立中村町小学校

◆今年度のプラン

プラン名 健康・体力アップ大作戦！！

河村　真吾



学校名

校長名

有

・休み時間の「縄跳びチャレンジ」に合わせて、ジャンピングボードの設置、「ランランタイム」
の意欲向上のための音楽準備など、場の工夫をしていく。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・１学期新体力テストによる追跡調査。
・運動に対しての意識調査を行う。

前年度からの
変更点

・昨年度は「力」「柔軟」という点で向上を目指し評価をしていたが、全体的な体力向上、また
意識の向上を目指し本年度のプランを実施していく。

現状・課題

・本校は「体力・運動能力調査」で県平均を下回る数値が多い。特に５年男子では６／７が
県平均以下である。また「体育の授業が楽しい」と回答した児童も高学年になるほど下がる
傾向にある。
・体力向上のためには、「全体的な向上を目指す視点」と「楽しさを感じさせる工夫」が重要
であると考える。

目標指標・数値

・「体力・運動能力調査」で県平均値を、半分以上の種目で上回ることを目標とする。
・「体育が楽しい」の割合を８０％に近づける。（R３年度６９％）

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・「授業での工夫」を教職員間で共有するOJTを実施する。
・教育課程に合わせて、スポチャレいしかわ（８の字跳び）に取り組む。

特別
活動

・秋に、休み時間の「ランランタイム」、成果を確かめる「チャレンジランニング（持久走記録
会）」の全校取組を実施する。
・１２月、１月に「なわとび記録会」を全校で取り組む。縄跳び交流会で学年間の教え合い
や、休み時間の縄跳びチャレンジも行う。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立十一屋小学校

◆今年度のプラン

プラン名 「わかたけっ子」体力アップ計画

小泉　敦嗣



学校名

校長名

有

・体力テストの練習で一定の距離に達成しなかった児童を中心に集め、ボールの握り方や
フォームを学ぶ機会を与える。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・体力テストの結果を使用する
・スポチャレいしかわを使用し、記録を更新していく。
・体育委員会がシャトルボールの記録表を作成し、全児童がいつでも記録を見れるように
し、記録を達成したクラスには表彰する。また、新記録が出た際に掲示を更新し児童の意欲
を高める取り組みを、1年間を通して続ける。

前年度からの
変更点

・学期に１度強化週間を設け、中だるみを避けつつ意欲を継続させていきたい。
・昨年度はシャトルボールの記録の掲示を年間で行ったが、児童の意欲継続は難しかった。
そのため、強化週間を中心に体育の授業の始め5分程度をシャトルボールにすることで、児
童の目的意識にメリハリを付けさせ意欲継続を図りたい。掲示更新は、新記録が出た際に
する。

現状・課題

・本校の児童は、以前より投力が低下している傾向にある。しかし例年の取り組みで少しず
つ向上してきており、前年度はほぼ全てのクラスが体力テストのソフトボール投げで県平均
を上回った。この伸び率を維持することを目標とし、継続することが必要である。また、休み
時間の活動を見ていても、ボールを投げる運動は一定の児童に限られている。そこで、体育
の授業や委員会活動を中心とし、年間を通して全児童がボールを投げる機会を増やしてい
きたいと考える。

目標指標・数値

・体力テストでソフトボール投げの記録が県平均以上になることをめざす
・シャトルボールではスポチャレいしかわを使用する。昨年度19クラス中15クラスがシルバー
記録を達成した。今年度は全クラスシルバー記録を達成できることを目標とする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・年間を通じて授業の準備運動として5分間走、シャトルボール、８の字を選択し行う。
・シャトルボールは年間を通して記録を掲示し、全児童がボールを投げる機会を得るように
する。
・体力テスト前に各クラスでボールの持ち方、投げ方を指導する。

特別
活動

・体育委員会を中心に投力強化のイベントを行う。例年シャトルボールの強化週間に記録表
を作り、レベル別に取り組んだクラスに対して表彰を行ってきたが、今年度は例年の活動を
続けながらも、投的ロケットなどを使い活動に参加した児童が投げることへの楽しさを実感
できるような活動をさせていきたい。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立泉野小学校

◆今年度のプラン

プラン名 　　　　　投力

中村　晶子



学校名

校長名

有

・各教科の授業の開始及び終了時の号令後に柔軟運動に取り組む場面を設定し、継続的
に柔軟運動に取り組ませ、柔軟性の向上を図る。
・学校便りや学校ホームページ等で、学校での体力向上の取り組みを紹介しつつ、柔軟性
向上や跳躍力向上に繋がる運動を紹介し、各家庭でも可能な限り実施してもらう。
・「さいおう元気ファイル」を児童一人一人に持たせ、自分の体力向上の変化を意識できるよ
うにする。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法
・今年度の体力・運動能力調査の結果から評価する。
・2学期後半に犀桜小学校独自の体力・運動能力調査の結果から評価する。
・縄跳びカードの取り組み結果から評価する。

前年度からの
変更点

・昨年度は、筋力と走能力と持久力の向上を計画したが、本年度は、柔軟性と跳躍力の向
上を中心に計画した。
・家庭との連携を強化する。

現状・課題

　本校は、2022年4月から旧菊川町小学校跡地に建設した新校舎での運用が始まったが、
運動場の整備工事が2022年8月末に完了する。そのため1学期の間は、児童が運動したり
遊んだりする場所は体育館のみであり、児童の運動量の確保に課題がある。
　令和3年度の体力・運動能力調査の結果から本校の児童は、筋力や走能力、瞬発力、持
久力が優れ、柔軟性や跳躍力に課題が残ることが判明した。この現状を踏まえ、柔軟性や
跳躍力の向上を図るために、運動に取り組む場づくりを工夫したり、児童を意図的に運動に
取り組ませたりする機会を設定することが大切である。

目標指標・数値

・今年度の6月の体力・運動能力調査で、総合評価のA群とB群の合計の割合が全体の
50％以上となるようにする。
・2学期後半に犀桜小学校独自の体力・運動能力調査を設定し、柔軟性や跳躍力に関する
種目である「長座体前屈」と「立ち幅跳び」の測定を行い、6月の体力・運動能力調査から双
方の記録が向上した児童の割合が70％以上になるようにする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・準備体操の場面で、ストレッチ体操に取り組ませ、柔軟性の向上を図る。
・主運動に繋がる準備運動として、スポチャレいしかわの種目である8の字跳びに取り組み、
跳躍力の向上を図る。

特別
活動

・5月から6月にかけてマラソン週間を設定し、犀川河川敷を利用して児童が継続的に持久
走に取り組む機会を設定し持久力の向上を図る。
・1月に縄跳び週間を設定し、児童が継続的に縄跳び運動に取り組む機会を設定したり、縦
割り班で8の字跳びに取り組む「なかよし8の字」の活動を設定したりするなどして、跳躍力の
向上を図る。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立犀桜小学校

◆今年度のプラン

プラン名 犀桜体力アップ大作戦２０２２

辻　和久



学校名

校長名

有

・OJTによる体育授業の実技研修
・体力テスト時に昨年度の記録をもとにして目標回数を個人で設定する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・体力テストアンケート　「体育の授業は楽しいか」の肯定的な回答の割合
・体力テスト　シャトルランの記録の伸びの平均（5・6年）

前年度からの
変更点

【前年度】
体力テストシャトルランで、5年・6年において、昨年度からの伸びが県の平均を超える。（目
標6年男子19回、6年女子17回）
【今年度】
体力テストシャトルランで、5年・6年において、昨年度の記録を5回上回る。

現状・課題

 昨年度の体力テストの結果から、48項目中39項目が県平均を上回ることからも、体力面で
高水準であることがわかる。これは、業間体育で行う縄跳び、スポチャレの取り組み、体育
科の授業においての主運動につながる準備運動の充実などの成果と思われる。
 体力面の課題としては、持久力があげられる。
 体育科においては学級間での指導の差の大きさ，児童の運動量の確保，児童の運動意欲
の向上が課題である。

目標指標・数値

・体力テストアンケート項目「体育の授業は楽しいか」の回答で、肯定的な回答の割合で９
０％以上
・体力テストシャトルランで、5年・6年において、昨年度の記録を5回上回る。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・個人の課題を明確にする。
・二学年くくりで準備運動を共通理解しそろえる。
・体育時の運動量を確保する。

特別
活動

・準備運動モデルの掲示・活用
・児童会との連携を進め、体育的行事の取り組みを活性化させる。(体育委員会による大縄
大会・シャトルボール大会等）

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立小立野小学校

◆今年度のプラン

プラン名

めあてに向かってみんなで楽しく体力アップ

沖田　拓



学校名

校長名

有

・マラソンタイムとなわとびタイムには、「兼六っ子チャレンジ賞」を設定し、児童個人が目標
周数・回数を達成する意欲が持てるようにする。
・OJTで持久力を高める運動のよりよい指導法を学び、指導に活かす。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

年度末にシャトルランの記録を計測し、新体力テストの結果と比較して、持久力の伸びを評
価する。

前年度からの
変更点

・昨年度、感染症対策として長なわを使った取組ができなかったが、今年度は感染症対策を
行った上で取り組んでいく。短なわを使ったリズムなわとびと合わせて、時期により体育の
導入を切り替えて、より全身持久力の向上につながるようにする。

現状・課題

昨年度の児童アンケートの結果から、「体育の時間、体を動かすことが楽しい」の項目では、多くの児
童が肯定的な意見であった。この結果から、本校の児童は運動が好きな児童、体育科の授業が好き
な児童が多く、運動に対して前向きな児童が多いことが分かる。また休み時間は、多くの児童が体育
館やピロティで遊んでおり、体を動かしている児童は多い。だが、昨年度のスポーツテストの結果で
は、学年によって差はあるものの、多くの項目で県平均を下回っている。特に20mシャトルラン(全身持
久力)に課題が見られる。そのため、体力の底上げとして、低学年から様々な運動に親しめる方策を
考えることが本校の課題としてあげられる。体力はあまり向上していないことから、運動を楽しむ心情
を大切にしながらも、体力向上への効果的な取組が望まれる。

目標指標・数値

①　昨年度の本校の各学年の体力テスト結果（20mシャトルラン）を上回る。
②　「体育が好き」と答える児童の割合を９５％以上にする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

時期に応じて、全クラスが体育の授業導入時に3分間走やリズムなわとびに取り組み、多く
の児童が年間を通して楽しく体を動かす機会を作る。

特別
活動

・年間を通して、体育委員会主催のボール投げ大会や鬼ごっこ大会を企画したり、さまざま
な運動を紹介したりして、遊びの中で体を動かす機会を確保する。
・マラソン大会に向けてのマラソンタイムやなわとびタイム（長休み）を全校で一斉に取り組
む。
・遠足を通して体力強化を行うとともに心の面の自信をつけさせる。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立兼六小学校

◆今年度のプラン

プラン名

リズムに合わせて楽しく動こう！兼六っ子体力アップ大作戦２０２２

山岸　茂義



学校名

校長名

有

橘　陽子

・クラスの記録を全校に見える化し、意欲喚起を行う。
・シャトルボールについて、職員で指導法やルールの共通理解を図り、全校で取り組む体制
を整える。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・スポチャレいしかわのシャトルボールの記録

前年度からの
変更点

　投げる力の目標設定は過去の記録を基にして、少し高く設定することで、児童の意欲を喚
起し取り組んでいく。また、昨年度までの積み上げを生かし、各学年の実践を共有する中
で、教員の指導の向上にも取り組んでいきたい。新たに、体育委員会を中心に校内大会の
実施や、体育館に各種記録や投げ方の資料を作成し掲示する。

現状・課題

本校の児童は，体を動かす遊びが好きな児童と読書等の室内遊びを好む児童に，二分化
されている。体を動かす遊びでは，ボール運動や鬼ごっこが多い。令和３年度の新体力テス
トの結果では，握力で新５年生と新６年生男子，ボール投げで新５，６年生の男子の記録で
県平均を下回っている。体力テストを総合的（県平均比較）にみると，新６年生の男子は多く
の項目で劣っているものが多い。昨年度は全校でシャトルボールの記録を掲示し、各クラス
の記録を意識しながら体力の向上に励んできた。今年度もシャトルボールを全校で行い、投
げる力の向上に取り組みたい。また、児童が楽しみながら、様々なボール遊びや運動を日
常的に行えるようにしていきたい。

目標指標・数値

・シャトルボールの記録を７割の学級でシルバー賞以上を達成する。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・週に１回授業の初めにシャトルボールを実施する。（特別な体力強化週間やプールなどの
期間を除く）

特別
活動

・体育委員会を中心に、ボール投げに関する校内大会を企画し、投げる力向上の啓発をし
ていく。　同じく、世界記録や投げ方に関する資料を作成し、体育館に掲示する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立中央小学校

◆今年度のプラン

プラン名

伸ばせ新記録！近づけ世界記録！中央っこ体力アッププラン２０２２



学校名

校長名

有

・水泳、なわとび、マラソンにおいて、チャレンジカードを用いて全校で取り組む。
・「投げる力」の強化に向けて、ボールを投げる姿の連続写真やポイントを校内に貼るなど、
掲示を　豊かにする。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・新体力テストの結果で評価する。
・年度末に再測定し、その結果で評価する。

前年度からの
変更点

・体育の準備運動では前年度の立ち五段跳びに加え、今年度購入したボール当てに使用
する用具を活用し、的当てやドッジボールなどを積極的に取り入れ「投げる」力の向上に努
める。
・昨年度の新体力テストの結果からわかった学校の現状と課題について指導のポイントを
職員間で共通理解し、体力向上に取り組む。

現状・課題

　本校のほとんどの児童が体育の授業を楽しいと感じており、一日の運動・スポーツを１時
間以上取り組んでいる割合も高い。休み時間にはなわとびカード、マラソン大会の練習にも
意欲的に参加する児童が多い。昨年度の新体力テストでは、現在の５年女子の結果が県の
平均値と比較してほとんどの種目で概ね良好であった。
　一方で、立ち幅跳びとソフトボール投げの結果がほとんど全ての学年で県の平均値を下
回る結果となった。跳ぶ・投げるタイミングの良さや、力強さに課題がある。

目標指標・数値

・新体力テストのソフトボール投げにおいて、全学年が市の平均値を上回る。
・新体力テストの立ち幅跳びを年度末に再測定し、全校児童が自分の記録を上回る。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・準備運動として立ち五段跳びを取り入れる。（昨年度までの取り組みを継続）
・各学年のベースボール型運動の際には「投げる」を意識させた指導を行う。

特別
活動

・１校１プランのめあてを児童と共有することで、体力向上に対して意欲的に取り組ませる。
・スポチャレいしかわの記録を校内で掲示して、全クラスに啓発する。
・体育委員会による体力向上に繋がるイベントを実施する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立長田町小学校

◆今年度のプラン

プラン名

やる気もりもり長田っ子　～見せてやれ、底力～

中川　佳美



学校名

校長名

有

・休み時間に「新体力テスト」の種目に挑戦できる場や担当教諭が指導助言する時間を確
保する。
・「スポチャレいしかわ」に取り組みやすいように場作り等の環境を整備し、記録の掲示を行
うなど意欲付けを行う。
・１０月に休み時間に「走ろう運動」を全校で行い、期間後には各学年で記録会を行う。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・新体力テストの結果
・「スポチャレいしかわ」への記録登録クラス数
・「チャレンジ賞」の達成者数の割合

前年度からの
変更点

・前年度は、１年を通して同じ取り組みを行ったが、今年度はステップアップを大切にし、１学
期「高める」、２学期「広げる」、３学期「生かす」に沿って取り組みを行う。

現状・課題

立ち幅跳びでは、長座体前屈では、多くの学年で県平均を上回っている。その他の上体起
こし、２０ｍシャトルラン、握力、５０ｍ走、ソフトボール投げでは、県平均を上回った学年もあ
るが差が大きい。体力合計点で見ると、学年が上がるにつれて県平均を超えることができ
た。
成績の良い種目もあり、全体的に見て県平均に近い力があると考えられる。平均との差な
どから見ると、特に弱いのは、ソフトボール投げ、５０ｍ走、立ち幅跳びと言うことができる。

目標指標・数値

・体力運動能力調査「新体力テスト」の総合評価でＡ及びＢの合計が５４％を越える。
・全学級が積極的に「スポチャレいしかわ」に取り組み、記録の登録をする。
・全校で「チャレンジ賞」に取り組み、達成者が７割を越える。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・授業での準備運動、補助運動を工夫し、主運動や体力テストにつながるようにしていく。
・運動量を確保した授業作り、指導のポイントについての情報交換などが行えるようにして
いく。
・「チャレンジ賞」を基準にして、個人の目標を設定し水泳、持久走、なわとびに取り組む。
・準備運動で、スポチャレの「シャトルボール」、「八の字跳び」、「４０ｍリレー」に積極的に取
り組む。

特別
活動

・児童の体育委員会が主催する、楽しみながら体を動かせる企画を行う。特に投げる、走る
の向上につながる企画を考える。
・体育委員会を中心に「明成リレー大会」や「明成シャトルボール大会」を行う。
・体育委員会が、１学期は「高める」運動として「力強さアップ」や「すばやさアップ」のトレーニ
ング方法を紹介し、２学期は「広げる」運動として様々な運動の記録会を行い、３学期は「生
かす」運動として「クラス対抗ゲーム大会」を行う。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立明成小学校

◆今年度のプラン

プラン名

明成っ子　体力アッププラン　２０２２　～投げて・走ってパワーアップ！～

諸江　真美



学校名

校長名

有

・器械運動やボール運動などの授業研修を行う。
・体を動かす意識を高めるために、体を動かしながら楽しむことができる遊びを体育館前の
掲示板を使って紹介する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・「チャレンジ賞」の達成者数の割合
・児童アンケートの集計結果
・体力運動能力調査の結果

前年度からの
変更点

特になし。

現状・課題

　本校では、「体育の授業が楽しい・やや楽しい」と回答した児童は、男女ともに80％以上で
ある。運動クラブに所属する児童は５０％前後であるが、週に1日以上運動に親しむ児童が
男女ともに８５パーセント以上いることから、自ら体を動かす習慣のある児童が多いと考えら
れる。しかし、昨年度の新体力テストの結果より、筋力・敏捷性に課題が見られることが分
かった。年間を通して、授業内での運動に取り組む時間を十分確保することで、基礎体力が
向上し改善が見られると考える。

目標指標・数値

・なわとび・水泳・持久走のそれぞれについて、各学年のチャレンジ賞達成率70％以上を目
指す。
・「週に1回以上体を動かしている」児童９０％以上を目指す。
・握力と反復横とびで、県平均を上回ることを目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・「チャレンジ賞」を基準として、個人目標を設定し、水泳・持久走・なわとびに取り組む。
・授業の導入部分で、主運動につながる準備運動・３分間走・なわとびなどを行う。
・授業の始めに諸江町小学校独自の準備体操に取り組む。
・鉄棒運動を重点として、ぶらさがったり、回転したりする動きを通して筋力の向上を図る。

特別
活動

・長休みや昼休みの時間を利用した、持久走運動やなわとび運動の強化月間を設定し、全
校的に行う。特に、なわとび週間は、昨年度より強化月間を増やして敏捷性を高める。
・運動委員会を中心に休み時間に楽しめる運動を紹介したり、イベントを企画したりする。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立諸江町小学校

◆今年度のプラン

プラン名

諸江っ子　パワフルアクションプラン

大井川　久



学校名

校長名

有

・業間体育に取り組み、運動能力の向上を図る。6月には、鉄棒運動での握力の強化、
　10月～11月にはマラソンによる持久力の強化、1月～2月にはなわとびによる協調動作の
強化をねらう。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法
・4～6年生の体力テストの結果で評価を行う。
・全校でチャレンジ賞に取り組み、達成者の割合で評価を行う。
・握力、柔軟性の記録シートを集計し、伸び率を見て評価を行う。

前年度からの
変更点

・体育の従業での3分間走の取り組みの導入
・月ごとの握力・柔軟性の測定と記録

現状・課題

　本校児童は継続的に持久力に課題を抱えている。、また、新型コロナウイルス感染症の流
行によって十分な運動の機会を確保できていないことなどから、筋持久力、瞬発力にも低下
の傾向がみられる。
　毎年行っているチャレンジ賞の取り組みでは、高学年の達成率が平均よりやや低いことが
課題として挙げられる。これは、その運動の基本的な動作が十分に身についていないまま
であることが原因として考えられる。

目標指標・数値
・体力テストAB群55％以上
・水泳、持久走、なわとびのチャレンジ賞達成者85％以上
・２０ｍシャトルランでの記録の伸びが見られた児童80％以上

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・3分間走の運動を行い、基礎持久力の強化を目指す。
・体を伸ばす運動や、関節の可動域を広げる運動を紹介し、柔軟性の強化を目指す。
・各運動領域の基礎動作に繰り返し取り組み、正しい動作が行えるようにする。
・月ごとに握力、柔軟性を計測し、記録していくことで、トレーニングによる伸びを実感させ
る。

特別
活動

・各種チャレンジ賞の結果やスポチャレの取り組みの様子などを全校に紹介し、意欲を高め
る。
・各学級の到達度が見えるように掲示物を工夫し、校内の意識を高める。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立馬場小学校

◆今年度のプラン

プラン名 たまみず子体力アップ大作戦！

國分　孝二



学校名

校長名

有

・スポチャレ種目の８の字では、各学年で回数目標を決め、その目標が達成できるように、
児童会で８の字に取り組むなどの企画を実施する。
・各クラスに8の字の縄やサッカーボールを配置し、いつでも運動できるようにする
・森山町小学校の歴代の体力テストの記録を掲示し、記録について意識できるようにする

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・新体力テストの結果
・スポチャレの結果

前年度からの
変更点

・体育の準備体操時に肋木、ラダーに取り組むこと
・スポチャレにおいて各学年で目標設定を行うこと

現状・課題

握力の平均値は、県平均を上回ることができなかった。そこで、今年度は、握力アップに向
けた取組を体育の時間に設けてもらえるようにOJTを行い、学校全体で取り組んでいきた
い。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもたちの持久力や俊敏性が落ちてきて
いること、本校でもその傾向が見られることから、ラダーの取組も全校で実施し、子どもの俊
敏性や持久力の向上を図りたい。
昨年度はスポチャレ8の字を積極的に行い、金沢市や県でよい成績を得られ、子どもたちの
意欲が上がってるいるので、今年度も8の字にも重点を置いていく。

目標指標・数値

・体力テストの総合Ｄ，Ｅ評価の児童を合わせて6％以下にする。
・握力の学校平均を県平均以上にする。
・スポチャレ8の字で各学年で目標回数を決めて実施する。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・準備運動時に肋木にぶら下がるなどの力強さが身につく運動を取り入れる。
・運動量を確保する。
・授業の初めに5分間走に取り組んだり、なわとび週間でなわとびに積極的に取り組み、全
身の持久力をあげる。
・ラダーの実施

特別
活動

・異学年での８の字跳びやなわとびなどを教え合う機会をとる。
・運動委員会や運営委員会が企画した全校遊びに取り組む。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立森山町小学校

◆今年度のプラン

プラン名

もりもり体力アップ2022

高橋　ひろ美



学校名

校長名

有

・スポチャレいしかわに、全校で積極的に取り組む。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・今年度の新体力テストの結果と、昨年度の結果を比較して評価する。

前年度からの
変更点

・低い傾向にある種目のみを重点的に強化するのではなく、総合的な運動能力を高めること
に取り組む。
・握力向上のために、鉄棒運動を重点的に取り組む。

現状・課題

・全体的に、休み時間に外遊びをしている児童が少なく、運動をする機会が少ない。今後は
外遊びを推奨し、多くの児童が体を動かして遊べる環境、機会を設けることが必要である。
・瞬発力、握力、投力が全体的に弱い。

目標指標・数値

・４、５、６年男女ともに、反復横跳び、握力、ソフトボール投げで県平均を上回る数値を目標
とする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・校内研修などを通して、全職員で共通して取り組めるような効果的な運動を紹介し、実践
する。
・体育の学習の最初5分を体力づくり・スポチャレの時間にする。

特別
活動

・体力テスト実施の前に、各種目の練習を行える場を体育委員会が休み時間に設ける。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立浅野町小学校

◆今年度のプラン

プラン名

あさのっ子　パワーアップ作戦

松原　靖子



学校名

校長名

有

・全校朝会やお昼の校内放送を利用して、楽しみながら体力アップできる運動や縄跳びの
技の紹介を行う。
・持久走記録会や縄跳び期間を利用して、各学年で縄跳び大会などの関連行事を行う。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・今年度の体力テストの結果と令和３年度の県平均を比較、評価する。
・スポチャレいしかわ「８の字とび」は各クラスの目標達成状況で評価する。

前年度からの
変更点

・「運動大好き、いしかわっ子！いろんな運動に楽しくチャレンジ！」の資料を参考に、準備
運動の内容を作成し、各クラス担任に配付する。また、体育館にも拡大して掲示をし、いつ
でも取り組めるようにする。

現状・課題

近年は、投げる能力の強化に継続的に取り組み、結果として、体力テストの「ボール投げ」
の数値は県平均を上回り、改善が見られている。一方で「シャトルラン」、「立ち幅跳び」、「反
復横跳び」の記録は県平均を下回っている。それは、その運動に慣れていないこと、体力や
気力が低下していること等が要因と考えられるため、練習時間を確保したり、体育の準備運
動の時間に、全身持久力や筋持久力、瞬発力を高める運動を取り入れたりして、体力向上
に取り組む必要がある。

目標指標・数値

・シャトルラン、立ち幅跳び、反復横跳びにおいて、すべての学年、男女で令和３年度の県
平均を超える。
・2学期後半～3学期はスポチャレいしかわの「８の字とび」に取り組む。全クラスで目標回数
を話し合い、目標回数が達成できるようにする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・体育の時間、準備運動として始めの３分間走など、持久力が高まる運動に取り組む。また
「運動大好き、いしかわっ子！いろんな運動に楽しくチャレンジ！」を活用し「じゃんけんバラ
ンス」や「ジャンプ鬼ごっこ」など児童が楽しみながら取り組める運動を取り入れ、全校で取り
組む。
・スポチャレいしかわ「８の字とび」に取り組み、筋持久力や瞬発力の向上を図る。

特別
活動

・短い時間で、どこでもできて、楽しみながらできる簡単な運動のレパートリーを増やす。休
み時間に楽しみながら運動に取り組める場づくりを行う。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立小坂小学校

◆今年度のプラン

プラン名

小坂っ子パワーアッププラン

西田　素子



学校名

校長名

有

・走れ千坂っ子（体育の時間等での5分間走）・・・１０月
・とべ千坂っ子（縄跳び業間運動）・・・１～２月
・スポチャレいしかわの取り組みでは、標準記録や取り組み状況、記録の達成状況を伝える
等して、児童の意欲を喚起する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法
・体力テストの結果（各種目、総合評価）
・スポチャレいしかわの取り組み状況及び記録の達成状況
・各種チャレンジ賞、マラソンカードの達成状況

前年度からの
変更点

水泳（６～７月）、マラソン（１０月）、なわとび（１～２月）の目標指標・数値を、新型コロナウイ
ルスによる制限を想定して調整した。（「達成できそう。」と思える目標になるようにした。）
児童がめあてや目標をたてるための情報を提供することについて明記した。

現状・課題

　本校の児童は運動場でサッカーや遊具を使ったり、体育館でボール運動をしたりして、元
気よく身体を動かして遊ぶ。新体力テストの体力合計点で県平均を上回る学年が多く、総合
評価では（A＋B）群－（D+E)群が50.4で、R02年度（38.0）を上回った。（D+E）群の割合も、
18.0（R02年度）が13.9（R03年度）になっている。ただし、握力など、筋力に関わる種目で下
回る学年がある。
　そこで今年度の課題は、総合評価の（D+E）群をさらに少なくし、より多くの種目で県平均を
上回るようにするために、学校全体で運動に取り組むことを続けることであると考えた。児童
が「頑張ろう」と思えるように目標をもたせること、楽しく運動し続けられること、教員間の共
通理解を図ることを、今年度も大切にしていく。

目標指標・数値

・新体力テストの総合評価（D+E）群の値を13.9よりも低くする。
・全学年・学級が、スポチャレいしかわの種目に取り組む。
・水泳、なわとびのチャレンジ賞の、各学年の目標の達成率を50%以上にする。
・マラソンカードの、各自の目標の達成率を70%以上にする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・準備運動や体つくり運動等で活用できる運動を教員間で共通理解し、年間を通して取り組
む。握力など、課題となっている種目が改善するような運動に取り組む。
・児童にめあてや目標をもたせて取り組むようにする。（めあてや目標には、個人のものだけ
でなく、学級やチーム等のものが含まれる。）児童が「達成できそう。達成したい。」と思える
めあてや目標をたてられるよう、必要な情報を提供する。

特別
活動

・運動委員会がスポーツのイベント（大会等）を企画・実施する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立千坂小学校

◆今年度のプラン

プラン名 みんな元気！　運動大好き！　千坂っ子チャレンジ！

本間　啓子



学校名

校長名

有

・「効果のあった取組」を、学年会やＯＪＴなどで広めていくよう、職員に声かけを行っていく。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

新体力テストにおいて県・全国平均記録と本校の記録の比較による。

前年度からの
変更点

「ソフトボール投げ」の力を高めるための手立てをより明確にした点。

現状・課題

＜現状＞
①　Ａ・Ｂ評価の児童の割合は６２．９％（R１）→６５．４％（R３）と２．５％増加した。
②　Ｄ・Ｅ評価の児童の割合は１３．５％（R１）→１４．６％（R３）と１．１％増加した。
③　「５０ｍ走」「反復横跳び」「シャトルラン」「立ち幅跳び」がほとんどの学年において県平
均を上回っている。
＜課題＞
④　「ソフトボール投げ」で多くの学年が県平均を下回っている。

目標指標・数値

体力テストで、「ソフトボール投げ」の平均値を前年度よりプラス３ｍにする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

「体つくり運動」や「体力を高める運動」の時間で、「小学生まるわかりハンドブック」を参考
に、引き続き「ソフトボール投げ（投げる力）」を意識した授業を構成していく。具体的には、
フォームロケット、ドッジボール、ドッジビー、シャトルボール等を積極的に行っていく。

特別
活動

スポチャレいしかわの「シャトルボール」「８の字跳び」の取り組みを全校に広げるために、ク
ラス別の記録や県ランキングなどの掲示をし、児童の意欲の啓発を行う。また今後は児童
委員会主催のシャトルボール大会（１学期開催予定）や８の字とび大会（３学期開催予定）を
設定する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立夕日寺小学校

◆今年度のプラン

プラン名 夕日っ子チャレンジ　２０２２

山口　久代



学校名

校長名

有

加藤　雄一

・水泳や持久走、なわとびのチャレンジカードでは、昨年度の記録をもとに、今年度の目標を
設定することで、意欲を持って取り組めるようにする。
・スポチャレ8の字に取り組み、記録の表彰や異学年交流を行い、楽しみながら素早い運動
に取り組む機会を増やす。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

反復横跳びにおける本校の平均値と県平均値の比較。

前年度からの
変更点

・指標とする項目をソフトボール投げから反復横跳びに変更した。

現状・課題

・休み時間には、運動場や体育館などで男女問わず活発に遊んでいる。
・令和３年度１２月の児童アンケートでは、「体育でたくさん運動している」のA評価が84.8％
であり、多くの児童が体育の時間に十分に運動していると感じている。
・令和３年度の体力テストの総合評価はA評価24.7%　、B評価27.1%　、C評価28.9%　、D評価
14%　、E評価3.7%であり、おおむね高い水準であるといえる。しかし、種目別に見ると、反復
横跳びが4，5年の男女ともに県平均に達していない。
・低下が見られる種目としてあげられた「20ｍシャトルラン」についても、目立った課題は見ら
れない。

目標指標・数値

反復横跳びの平均値をすべての学年、性別で県平均以上にする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・研究主題が「前のめりになって学ぶ子」、副題は「つけたい力を明確にして」とし、体育科の
授業力向上を図る。運動の特性を意識した教材研究を進め、教員間でその成果と課題を共
有することで、運動が苦手な子でも前のめりになって学ぶ姿を目指す。

特別
活動

・月に１回程度、昼休みと掃除の時間を利用して「わっくわくタイム」を実施し、主に体を動か
す遊びを通して、共感的人間関係や異学年と運動する機会を確保する。
・朝学習の時間を利用して、月に数回程度、主にクラス単位で体を動かすことを通して、共
感的人間関係や体力の向上をめざす「あそびの時間」を設ける。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立大浦小学校

◆今年度のプラン

プラン名

おおうらっ子体力アッププロジェクト



学校名

校長名

有

・スポチャレいしかわに全校をあげて取り組む。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・新体力テストの実施(12月)
・該当項目の質問を実施する。（12月）

前年度からの
変更点

・子どもたちのモチベーションにつながるような企画を随時提案していく。

現状・課題

・学校全体の総合評価は全国平均を上回っていた。
・種目別に見ると、４年女子では握力、２０Mシャトルラン、長座体前屈で、５年男子の５０ｍ
走で県の平均を下回っていた。その他の評価は全国・県の平均値以上ではあったが、柔軟
性、持久力に課題が見られた。
運動時間が１日１時間未満、「体育の授業が楽しいか」という質問の否定的な回答が女子に
多く見られた。

目標指標・数値

・長座体前屈・２０Mシャトルランで前年度の学校平均を上回る。
・学校全体でアンケートの「体育の授業が楽しいか」の質問の肯定的な回答の割合を増や
す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・基礎体力の向上を目指し、活動量が上がる「おにごっこ」やゲームなど,楽しみながら行うこ
とができる活動を取り入れる。
・クラス、学年で協力し、仲間と運動する楽しさを味わうために、学年ごとに距離、目標タイム
を設定し、クラス全員でリレーをする。

特別
活動

・休み時間にクラス全員で運動する時間を設け、普段遊ばない児童も、クラスのみんなと一
緒に遊ばせることで体力の向上を目指す。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立浅野川小学校

◆今年度のプラン

プラン名

浅野川っ子体力アップ２０２２

山岸　朋子



学校名

校長名

有

○６月の全校朝会で鞍月っ子の体力の現状についてのプレゼンをして、課題意識をもって改善意欲をもた
せる。
○体力テスト後には全校朝会で結果を紹介し、投力が国平均を上回っていいれば2学期からは握力向上
の取り組みを行っていく。しかし、平均を下回っていいればシャトルボールを継続して行っていく。
○握力向上につながる、雲梯やウォンキーロープの遊びを紹介する。
○シャトルボール及び握力の各学年の目標数値や歴代の最高点を掲示する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・新体力テスト　　ソフトボール投げ　握力
・年度末に抽出学級によるソフトボール投げ及び握力の再測定
　→昨年度と今年度の体力テストの結果、そして再測定した結果の３つのデータの比較

前年度からの
変更点

○昨年度は年間を通してシャトルボールに取り組み、投力の向上に焦点を当てていたが、
今年度は１学期にシャトルボールに取り組み、その結果投力が県や国の平均を上回れば、2
学期以降は握力に焦点を充てた取り組みを行っていく。

現状・課題

[投力]R1年度からの取り組みによってどの学年も前年度の平均値を上回る結果を出している。これ
は学校全体でシャトルボールに取り組んでいることが一つの要因だと考えられる。しかし、クラスに
よって取り組みの量にバラつきがあり、取り組みの少ないクラスを減らすことが課題となっている。
［握力］R3年度は、男子では4年生と5年生、女子では4年生が県平均を下回っている。またそれ以前
の年度ではさらに多くのところで県平均を下回っている。握力を向上させるために取り組みをしておら
ず、学校全体でできる取り組みを企画することが課題となっている。

目標指標・数値

ボール投げ及び握力について、全学年男女とも県平均・国平均を超えること

具
体
的
な
取
組

教科
体育

教科体育の中に全校を挙げて取り組む時間を設定し「みんな」で取り組む意識をもたせる。
○投げる運動を継続して行えるように、1学期の間は全クラスが体育の準備運動にシャトル
ボールを行う。
〇シャトルボールができない場合は、準備運動に握力向上につながる運動を取り入れる。
○体育設備や用具を十分に活用できるようにし、様々な運動を楽しめるようにする。

特別
活動

○シャトルボールの取り組みの結果を月２回、給食時間に放送＋体育館前に掲示する。
〇児童が自分で握力を測ることができるように握力計を設置＋自分の握力がどれくらいな
のか比較できるように教師の握力を掲示する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立鞍月小学校

◆今年度のプラン

プラン名
男女みんなで投力＆握力アップ

石田　浩二



学校名

校長名

有

・なわとび運動期間を設ける。（12月～1月）
・持久力アップ期間を設ける。（10月）
・投力アップ期間を設ける。（5月～6月）
・職員向けの研修を行い、体育授業の進め方や効果的な「投げ方指導」について共有する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法 ・新体力テストによる数値評価をする。（ソフトボール投げ、２０mシャトルラン）

前年度からの
変更点

　職員向けの体育研修を、年間計画に位置づけた。
　授業における運動量の増やし方や、正しいボールの投げ方について共有し、授業の導入
などで全校一斉に体力アップに取り組めるようにする。

現状・課題

　昨年度の新体力テストの結果から、全体的な体力低下が見られた。
　要因として、新型コロナウイルス感染症の影響下で室内遊び、外遊びの機会が減ったこと
が挙げられる。本校は、休み時間の交流を極力下げることをねらいとして、休み時間を短縮
した日課を実施してきた。また、体育授業における運動量も減っている。密を避けるために、
少人数でのゲーム、運動内容を制限してきたためである。
　特に、「投力の向上」は昨年度の重点課題に挙げていたにも関わらず、目に見えるかたち
で達成感を与えることができなかった。

目標指標・数値 新体力テストの「ソフトボール投げ」「２０mシャトルラン」で、県の平均記録を上回る。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・授業のウォームアップで、「スポチャレシャトルボール」や」スポチャレ8の字」に取り組む。
・各学級の記録を掲示することで、記録更新に向けて意欲的に運動することができるように
する。

特別
活動

・運動衛生委員会を中心に、スポチャレのボール投げやなわとびの良いお手本を示し、下級
生が上級生をモデルとしながら取り組めるようにする。
・上級生には、下級生の良いお手本となれるよう目的意識をもたせて運動に取り組ませるよ
うにする。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立粟崎小学校

◆今年度のプラン

プラン名 走って！投げて！粟っ子タイム

長田　博美



学校名

校長名

有

・マラソンカード、水泳カード、縄跳びカードによる体力向上を図る。
・マラソンや８の字とびの記録を校内で掲示し、記録を意識して取り組めるようにする。
・職員会議等で周知を図るとともに、進捗状況をこまめに確認する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

長座体前屈と立ち幅跳びの記録をR３年度の県平均と比べる。

前年度からの
変更点

Ｒ３年度の体力テストの結果から、現状・課題に合わせて長座体前屈と立ち幅跳びに絞った
ものに変更した。

現状・課題

・R３年度の本校の新体力テストの合計点結果から、県平均を上回った学年は６年男子のみ
である。
・長座体前屈の県平均を上回った学年も６年男子のみであり、立ち幅跳びの県平均を上
回った学年はなかった。
・R３年度の体力テストをもとにした本校の課題は、体力合計点と長座体前屈と立ち幅跳び
とである。

目標指標・数値

・長座体前屈と立ち幅跳びでR３年度の県平均を上回る。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・授業の時間に、体をゆっくり曲げるストレッチや股関節を動かす運動を取入れ、柔軟性の
　アップにつなげる。
・授業の時間に、両腕を振る運動や大きく弾む運動（スキップなど）、遠くへ着地する運動、
　ラダーを使用した運動などを取り入れ、跳躍力のアップにつなげる。
・楽しみながら運動に取り組めるように仲間とのかかわりを大事にしながら学習を進める。

特別
活動

・５月をマラソン月間とし６月にマラソン記録会を開くことで、基礎体力、持久力を養う。
・12月、1月になわとび月間、縄跳び交流会を企画して、基礎体力、敏捷性を養う。
・委員会の企画として、長座体前屈や立ち幅跳びに関わる動きを取り入れた活動を計画す
る。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立大野町小学校

◆今年度のプラン

プラン名 毎日運動、楽しく運動

鶴岡　美津代



学校名

校長名

有

・跳躍力を向上させるために、気軽に練習できる環境を整える。
・けんぱコーナーを体育館とピロティの入り口、多目的室に設置。
・立ち幅跳びや垂直跳びコーナーを多目的室に設置。
・全校でスポチャレの「長なわ」に挑戦する。
・１２月から１月にかけて、「なわとび強化月間」を設定し、長休みに全校で短縄に取り組む
期間を設ける。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・１２月の校内体力テスト（実施方法等は新体力テストと同様）の立ち幅跳びの結果によって
評価する。

前年度からの
変更点

気軽に跳躍力を向上させるための運動ができる環境を整える。
・垂直跳びコーナーも設置する。
・けんぱコーナーを体育館の入り口に複数設置する。

現状・課題

・休み時間には運動場でサッカーや鬼ごっこをして走ったり、体育館でボールを使ってドッジ
ボールやバスケットボールをしたりする姿が見られる。
・スポーツ少年団に所属している児童の体力テストの結果は高い。一方で、そうでない児童
との差も見られる。
・昨年度の体力テストの結果から、立ち幅跳びの結果が全国平均より下回っていることがわ
かった。

目標指標・数値

・４０ｍリレーに全クラスで取り組み、全クラスブロンズ賞を目指す。
・１２月に校内体力テスト（実施方法等は新体力テストと同様）を行い、6月に実施した立ち幅
跳びの記録を上回ることを目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・6月初旬に実施予定の新体力テストの前に、立ち幅跳びの練習を実施することで正しい方
法での調査ができるようにする。
・準備運動に跳躍の要素を取り入れた運動を行う。

特別
活動

・金沢市のなわとびチャレンジカードを活用し、なわとびチャレンジ月間に学年ごとの目標を
設け、児童の跳躍力や持久力、俊敏性の向上を図る。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立金石町小学校

◆今年度のプラン

プラン名

たくさん跳んで　金石ジャンピング

清水　憲之



学校名

校長名

有

・全校で運動月間（１０月ジョギング）、（１～２月縄跳び）を設定し、運動に取り組む。
・教科体育や業間体育でＤーチャレンジカード（水泳、マラソン、なわとび）を活用し運動に
　取り組む。
・スポチャレへの参加を奨励し、学級単位で行うシャトルボールや８の字とびの記録を
　校内掲示し、競い合って取り組める環境を整える。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

Dーチャレンジの学年目標達成率を調査する。

前年度からの
変更点

現状・課題に合わせた目標の設定や取り組みの見直し

現状・課題

　本校のＲ３年度の体力・運動能力調査の結果は、総合評価ではAB群が高く、体力合計点
も多くの学年で男女共に県平均を上回っている。しかし、種目別では上体起こし、反復横跳
び、ボール投げが男女ともにほとんどの学年で下回った。
　学校生活の中では休み時間に運動遊び・スポーツを実施する児童の割合は高いとは言え
ない。ボール遊びができる２階体育館を２４クラス交代で使用していたり、運動場まで距離が
あったりするなど施設面にも様々な要因があり、感染症対策のための様々な制約ともあわ
さって児童の運動に対する意欲や意識が高いとは言えない状況であるといえる。

目標指標・数値

Dーチャレンジ（水泳・ジョギング・なわとび）の学年目標達成率７５％以上を目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・毎時間の体育の授業において、児童の運動時間を３０分以上確保できるように授業を組み
　立てる。
・Ｄーチャレンジカード（水泳・ジョギング・なわとび）を使い、学年目標の達成率７５％超えを
　めざす。
・ウォーミングアップに3分間走を取り入れ、継続して持久力アップに取り組む。
・若プロでは体育実技研修を計画的に実施することで体育の授業力向上を図る。

特別
活動

・マラソン大会を実施する。
・なわとび大会を実施する。
・年2回の遠足を実施する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立大徳小学校

◆今年度のプラン

プラン名

Ｄーチャレンジ

島倉　晴信



学校名

校長名

有

　清掃活動において、握力、腕力の向上を目指すために、机・いすは持ち上げて移動するよ
うに声かけをする。
　運営委員会が中心となって休み時間に全校や学年で外で遊ぶように呼びかける。学校全
体で共通理解し、晴れた日の休み時間には外で遊ぶように声かけをする。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

　学校独自で「握力」を６月と１月の２回行い評価する。
　スポチャレいしかわ・チャレンジカードの達成率や参加率で評価する。

前年度からの
変更点

学校独自の「戸板体操」を考え、筋力、柔軟、敏捷性を取り入れた体操を全校で取りくみ、い
ろいろな動きの経験を低学年から身につけさせ、運動能力のボトムアップを目指す。

現状・課題

　総合評価では、A+B群がR３年度は５１．３で県の平均を上回っている。また、D+E群はR３
年度では２１．３と県の平均を下回った。このことから学校全体では少しずつ運動が得意な
児童や平均的な運動能力の児童も多くなってきている。
　種目別では、すべての学年で「長座体前屈」が県の平均を上回っていた。その反面「握力」
ではすべての学年で県の平均を下回っていた。「上体起こし」「20mｼｬﾄﾙﾗﾝ」「立ち幅跳び」
「ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ」がまだ県平均を下回っている学年がある。

目標指標・数値

　全校で基礎体力（握力・投力）のアップを目指し、すべての種目で県平均を超える。
　スポチャレいしかわを全校での取組とし、ランキング上位を目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

　体育科の授業の始めに学校独自の「戸板体操」を行い、筋力、柔軟、敏捷性を取り入れた
体操を全校で取り組んでいく。ボール運動では投力を高める準備運動として「バトンスロー」
を取り入れる。

特別
活動

　運動能力の向上を目指すために、体育の授業や休み時間を活用し、スポチャレいしかわ
やチャレンジカードの種目に全校で取り組む。
スポチャレいしかわ・・・８の字跳び（１２月）
チャレンジカード・・・水泳（６～９月）　　走ろう月間（１１月）　　短縄（１月）

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立戸板小学校

◆今年度のプラン

プラン名
「戸板体操」でパワーアップ！

～握力・投力～

寺井　義春



学校名

校長名

有

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立緑小学校

◆今年度のプラン

プラン名 スポチャレで体力アップ大作戦

平野　友昭

現状・課題

・「現状」２０ｍシャトルランは、県平均を上回っている。その他の種目については、県平均を
下回る学年、男女が多い。コロナ禍で児童の行動も制限されているため、全体的な体力低
下、運動への意欲の低下が懸念される。
・「課題」ソフトバール投げでは、全学年が県平均を下回ったため、投力アップの取り組みは
必須である、また、上体起こしや反復横跳びでも県平均を下回った学年が多かったため、体
の力強さや体の体の柔軟性の向上にも力を入れる必要がある。休み時間等を使い、投げる
場や筋力を使う場、柔らかさを試す場など、児童が楽しく体力を向上できる場を作る必要が
ある。

目標指標・数値

スポチャレいしかわ（8の字跳び）の全クラスがシルバー記録突破

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・カリキュラムに合わせ、スポチャレの各種目を準備運動等にうまく取り入れ、継続して取り
組む。
・いしかわ版スプリント検定のラーダーや縄跳びを準備運動に取り入れ、継続して取り組
む。
・器械運動の準備運動として、金沢市小教研体育部会作成の準備運動を取り入れる。
・異学年交流を通して、運動の仕方、こつやポイントを教え合い、全校で楽しんで上達できる
ようにする。

特別
活動

・体育委員会主催による、スポチャレの種目：8の字跳びで行う大会（年２回）を通して、集団
で目標に向かって運動する楽しさを感じさせながら、体力を高めていく。
・異学年交流遊びを年に５回行ったり、定期的に交流の機会を設けたりして、体を動かす楽
しさやグループで活動する楽しさを味わわせる。

その他

・校内マラソン記録会に向けて、学校全体で持久走強化週間（マラソンタイム）を設定し取り
組んでいく。
・１学期：８の字、２学期：短なわ、３学期：８の字　月間を設定する。また、カードを使用する
ことで児童が自らの目標を持って取り組めるようにする。
・スポチャレいしかわの記録が見えるように、廊下に記録を掲示し、すぐに書き換えられるよ
うにする。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・8の字跳びに取り組んだら、校内に掲示し、記録は随時更新していく。記録登録最終日まで
取り組み、集計・評価する。

前年度からの
変更点

全クラスの目標がブロンズ記録からシルバー記録に設定。
８の字跳び大会の年２回実施。



学校名

校長名

有

○記録の掲示
　体力テストの上位者の記録を掲示することで意欲づけを図る
　スポチャレいしかわの全校の記録を記入するスペースを確保し、記録の伸びを実感できる
ようにする

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

体力テストの結果・考察

前年度からの
変更点

県平均を目指す項目を「５０ｍ走」から「反復横跳び」に変更する

現状・課題

　本校の児童は、体を動かすことが好きで、休み時間には運動場や体育館で体を動かして
遊ぶ児童が多く見られる。しかし、その一方で、運動に関心が持てず、休み時間は読書をし
たり友だちとお話をしたりして過ごす児童もおり、二極化が見られる。

　前年度の体力テストの結果から、本校の児童は「握力」が優れており、「反復横跳び」と「ソ
フトボール投げ」（昨年度に引き続き）に課題が残ることが分かった。

目標指標・数値

体力・運動能力テスト「反復横跳び」と「ソフトボール投げ」の項目で、県平均を目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

○学期に１種目のスポチャレいしかわへの全学級の参加
　１学期：シャトルボール　２学期：スポチャレ４０ｍ　３学期：８の字とび
○環境の整備
　ロープロケットゾーンやラダーゾーンなどを常設し、授業で活用できるようにする
○校内ＯＪＴの実施
　スポチャレいしかわの種目の説明や場の確認などを紹介し、授業で活用できるようにする

特別
活動

○体育的行事の取り組み
　運動会やチャレンジ持久走、なわとび月間などでは、楽しみながら体力向上が図れるよう
に指導していく
○児童会との連携
　体育委員会を中心に、全校のみんなが楽しく体を動かせるような企画を考える

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立押野小学校

◆今年度のプラン

プラン名 おしのっこ体力アッププラン２０２２

村上　誠



学校名

校長名

有

嶋﨑　和良

１．なわとび運動の取組期間中は、長休みには全員が行う時間とする。また学年でのなわ
　　とび大会や、体育委員会によるなわとび大会も計画している。
２．子ども達が意欲的に体を動かすことができるよう、体育館の環境整備を行い、筋力（握
　　力）や跳躍力（立ち幅跳び）の向上を目指す。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

１．R３年度と今年度の体力テストの結果を比較し評価する。
２．スポチャレ挑戦期間中には、新記録が出たときに、クラス毎の表に記録し掲示するとと
　　もに、全校ベスト３の発表をしていく。スポチャレ挑戦期間中の記録カードの記録やスポ
　　チャレいしかわのランキングにより、子ども達の伸びを評価する。
３．児童アンケートの「休み時間に体を動かしてしていますか」の結果と数値の推移から評
　　価する。

前年度からの
変更点

体力テスト前に経験を積ませておく。「遠くに跳ぶ」「遠くに投げる」「強くにぎる」場（常設）を
作り、遊び感覚で自然と運動に慣れさせる。

現状・課題

本校の児童は運動好きな子が多く、体育の時間を楽しみにしている。また、休み時間になる
と運動場や体育館で元気に体を動かしている様子がよく見られる。しかし、社会や地域の環
境の変化、子ども達自身の生活リズムの変化などにより、体力や運動技能の低下、運動や
遊びに広がりが見られない状況もある。運動が好きな子とそうでない子、運動クラブ所属者
とそうでない者の運動経験の二極化が顕著になってきているという課題がある。

目標指標・数値

新体力テストの総合評価ＤＥ群が合わせて２２．４％（県平均）以下にする。
※米丸小２５．５％（令和３年度）

具
体
的
な
取
組

教科
体育

１．運動量を確保し、正しい技能を身に付けさせるために、「考えたくなる」「動きたくなる」し
　　かけを工夫する。また、校内OJTとして、授業実践の講義・演習を行う。
２．チャレンジ賞（水泳・なわとび運動）・スポチャレを全校で取り組み、各学年の実態に応じ
　　て種目を設定する。また、記録を掲示・登録することにより、子ども達の意欲付けにもす
　　る。

特別
活動

１．縦割り遊びや縦割りハイクを計画的に実施することで、異学年が交流し、１つのことに協
　　働して取り組むことの楽しさを味わわせる。
２．体育委員会が主体的に企画（８の字跳び大会等）し、昼休みに運動遊びを行う。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立米丸小学校

◆今年度のプラン

プラン名

米丸小パワーアッププラン



学校名

校長名

有

チャレンジマラソン（１０月実施予定）
チャレンジ縄跳び（１月実施予定）
スポチャレ８の字（１２月実施予定）

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

スポチャレいしかわシャトルボールで全クラス標準記録（ブロンズ）達成。さらに、全クラス中
５０％以上シルバー達成。

前年度からの
変更点

委員会と連携して取り組んでいく。

現状・課題

三馬小学校の児童の体力の課題は、スポーツテストの結果から、｢投げる力｣｢俊敏性｣｢持
久力｣だと考える。今年度も、ここ数年継続して取り組んでいるスポチャレいしかわシャトル
ボールの取組を中心に、体力アップにつなげていく。

目標指標・数値

スポチャレいしかわシャトルボールで全クラス標準記録（ブロンズ）達成。さらに、全クラス中
５０％以上シルバー達成。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

期間を決め、スポチャレいしかわシャトルボールに学校全体で取り組む。投げる･捕るの機
会を増やすために、クラスを小グループにわけ、投げる･捕る回数を確保する。また、｢モン
スター的当て｣など教材･教具を工夫することで児童の学習意欲を高める。

特別
活動

委員会の創造的活動で、クラス対抗の大会を企画するなど、モチベーションを高める手立て
を工夫する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立三馬小学校

◆今年度のプラン

プラン名 投げる･捕るの技能アップ

井表　照雄



学校名

校長名

有

・体育的行事として、伏見川沿いでキッズランニング（全校マラソン）を行う。（１２月）
・長休みに全学年７分間走（ランランタイム）を行う。（１０、１１月）
・長休みに全校なわとびタイム（ぴょんぴょんタイム）を行う。（１２、１月）

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・２０２２年度体力テストの結果分析
・２０２２年度キッズランニング１ｋｍあたりのタイム（経年比較）
・２０２２年度なわとびチャレンジ賞の達成割合

前年度からの
変更点

・なわとびの計画実施
・縄跳びチャレンジ賞の活用

現状・課題

昨年度の体力・運動能力調査の結果を見ると、上体起こしやシャトルランなど、粘り強さに
関わる種目で記録を落としている。児童の様子を観察すると「諦めやすい。諦めることが早
い。」傾向があると考えられる。また、運動状況調査では、１日の運動時間が３０分を切る児
童が数多く見られていた。新型コロナウィルス感染症の影響もあると考えられるが、児童の
運動への意欲が低い現状が見られた。

目標指標・数値

・ソフトボール投げの平均を、県水準まで引き上げる。
・体力テストの総合評価E・D群を合わせた割合が、県平均を下回るようにする。
・なわとびチャレンジ賞の達成割合を昨年度同学年以上にする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・一人一人の運動時間を延ばすための場の設定や活動の仕方などを工夫する。
・準備運動に、主運動につながる動きや簡単で楽しいゲームなどを取り入れる。
・なわとびを行う期間には、短縄、長縄の双方を全クラスで実施する。

特別
活動

・縦割りなかよし活動を行い、異学年での交流を図りながら、遊びの幅を広げる。
・さわやか集会で、縄跳びの技の紹介を行う。（体育委員会）
・チャレンジカードの種目に全校で取り組む。（水泳、マラソン、縄跳び）
・縄跳びやシャトルボール等で学年間での交流を行う。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立富樫小学校

◆今年度のプラン

プラン名

「富樫っ子体力アッププラン２０２２」

佐南谷　弥生



学校名

校長名

有

・「シャトルボール」の各学年の目標数値を掲示し、児童に意欲を持たせる
・「シャトルボール」の各クラスの記録を掲示し、児童が頑張りを認め合えるようにする
・児童が休み時間にも気軽に取り組めるように、説明の掲示と共に「的あて」を設置

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

シャトルボールの回数を記録し比較する。

前年度からの
変更点

前年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、全校で「シャトルボール」に取り組むこと
が厳しく、クラス間で取り組みの頻度に差が見られた。今年度は、昨年度実施できなかった
「シャトルボール大会」を実施したり、全校で各クラスのがんばりを認め合える掲示をしたり
することで、どのクラスも意欲的に取り組めるようにしたい。また、コロナ禍で運動経験の低
下が著しいことから、全校で意欲的に運動に取り組める雰囲気をつくることをめざす。

現状・課題

本校児童の実態として、長座体前屈の結果から柔軟性が高いことがわかる。また、その他
の種目においては、ほぼ県平均を上回っているか、もしくは同等の結果が得られた。しか
し、投力、ソフトボール投げにおいては、昨年度の結果に限らず、ここ数年、特に男子におい
ては県平均を大幅に下回っている状況にあり、投力に課題があるといえる。昨年度も投力
向上の取り組みを行ったが、目標指標である県平均に達していない学年もあったことから、
今年度も引き続き、投力向上にむけて継続的に取り組む必要があるといえる。

目標指標・数値

ソフトボール投げの数値を、全学年男女ともに県平均以上にすることをめざす。昨年度の本
校の記録は、４年男子１４．６９ｍ、５年男子１８．８２m、６年男子２７．３５m・４年女子１３．５
０m、５年女子１１．９３m、６年女子１５．１３mであった。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・投力アップにつながる運動をＯＪＴとして広め、よさと必要性・及び効果的指導法を教職員
で共通理解する
・体育の準備運動に、「シャトルボール」や「しめだま投げゲーム」の運動を取り入れる
・「ロングスローゲーム」の運動とラインに沿ってテニスボールを思い切り投げる運動を適宜
取り入れる

特別
活動

・体育委員会を中心に「シャトルボール大会」を企画する
・ドッジボールの普及をめざし、ルールの掲示をしたり場を体育館内に設置するなどする

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立額小学校

◆今年度のプラン

プラン名

ぬかっこ投力アップ計画２０２２

中村　健司



学校名

校長名

有

・体力アップ啓発プリント「親子でできる体力アップ運動遊び」(裏面「新体力テスト(お家で挑
戦できる運動などが書かれた物)」を配布し、体力アップをはかるとともに、新体力テストへの
関心を高める。
・全校体育でも準備運動に柔軟運動や立ち幅跳びを取り入れる。
・コミュニティバスや自家用車の降車場所を学校から公民館(学校の約６００ｍ手前)での降
車に変更し、登り坂道を歩いて登校させる。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

2学期の終わりと、３学期にも「長座体前屈」｢立ち幅跳び｣に取り組み、数字の伸びを掲示す
る。

前年度からの
変更点

前年度は｢上体起こし｣に重点をおいていたが、体力テストである程度の改善が見られたた
め、今年度は｢長座体前屈｣や｢立ち幅跳び｣に重点をおいた。

現状・課題

　内川小学校は、小中併設の小規模校で、金沢市南部の山間地に位置する自然豊かな場
所にある。小規模校ゆえに1学年に男子１名のみの学年もあり、個人の結果が、調査結果に
大きく影響している面がある。また、小規模特認校制度を利用して転入してくる児童も多く、
４・５・６年では、２４名中６名がこの制度を利用し転入してきている。
　小学校3年生以上の体育授業では、小中併設校の利点を生かし、中学校の教員が受け持
ち、より専門的な授業を受けている。昨年度の体力テストの結果を見ると、体力合計点で
は、県平均を上回っているものが多いが、「長座体前屈」は、ほぼ県平均を下回っている。ま
た、男子は「立ち幅跳び」が全て平均を下回っている。

目標指標・数値

「長座体前屈」｢立ち幅跳び｣の項目で県平均に近づく。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・準備運動に柔軟体操をより取り入れる。その際に、体の使い方・動かし方を指導する。
・各学年、男女別の県平均回数や得点表を掲示し、意欲を高める。

特別
活動

・全校体育(朝学習や昼休み、月2回程度)で、鬼ごっこやドッジボールなどを取り入れて、楽
しみながら体力向上を図る。
・１クラスの構成人数が少ない欠点を補うために、クラブ数を１つにして取り組む。普段、活
動できないボール運動などを通して、体力を高める。
・教室空きスペースに｢立ち幅跳び｣県平均などのテープを貼り、日々手軽に跳べる環境を
作り意識付けを行う。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立内川小学校

◆今年度のプラン

プラン名

うちかわ　体力向上プラン

小竹　淳夫



学校名

校長名

有

・秋期は持久走月間を、冬期はなわとび月間を設定し、全校で取り組む。
・持久走、なわとびの個人カードを作成し、チャレンジ賞、さいがわっ子がんばり賞の達成に
向けて意欲的に取り組むことが出来るようにする。また、全校の取り組みとなるよう掲示を
工夫する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

チャレンジ賞の８割の達成者（さいがわっ子がんばり賞達成者）数によって評価する。

前年度からの
変更点

教科体育において、教職員に向けた準備運動や主運動の案の紹介を強化する。

現状・課題

　令和３年度の新体力テストの結果から、総合評価の割合は県平均と同等であった。種目
別では、特にシャトルランが課題としてあげられる。また、体力合計点が県平均を下回った５
年男子、４年女子、５年女子では、運動部やスポーツクラブ所属状況が６７％、２８％、４６％
と他と比べても低く、日常的な運動機会も少ないことが分かる。

目標指標・数値

・持久走・なわとびの取り組みにおいて、全校児童が『チャレンジ賞』基準の８割到達を目指
す。（８割到達児童には、「さいがわっ子がんばり賞」を授与する。）

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・用具庫の整理整頓を心がけ、気持ちよく教材研究を行うことが出来るようにする。
・主運動や児童の実態に合った準備運動や主運動の案を教職員に紹介するなどして、児童
が運動の楽しさを味わうことが出来るようにする。

特別
活動

・体育委員会を中心に創造的な活動を企画し全校が運動を楽しむ場を設定する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立犀川小学校

◆今年度のプラン

プラン名

さいがわっ子がんばり賞プラン

青山　昌美



学校名

校長名

有

朝礼前と昼休みに、体育館や運動場を開放しボールなどを貸し出し、運動を奨励している。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

学期のはじめと終わりに２０ｍシャトルランの計測を行い評価する。
①１学期＝５月・７月
②２学期＝９月・１２月
③３学期＝１月・３月　　の計６回

前年度からの
変更点

前年度は、令和元年の同学年の県平均を超えようであったが、今年度は、コロナで全国的
に体力低下が目立っていることと、１つ上の学年と言うことで、目標を高くしてそれに近づけ
るために、令和３年度で１つ上の学年の２０ｍシャトルラン県平均を目指そうに変更した。

現状・課題

　昨年の体力種目では、ソフトボール投げが全学年男女で、県平均を上回ることができた。
それは、低学年の頃から授業で、投げる動作の練習を多く取り入れたためと考えられる。そ
して、６年生で男女ともに県平均を超える種目が増えた。それ以外の学年は、県平均を下回
る種目が多くなった。また、本校で取り組んでいる２０ｍシャトルランでは、６年男女だけが県
平均を超えており、他学年では平均達していないことが課題である。

目標指標・数値

①４年男子目標＝５２回（Ｒ３年度．男子県平均）※４年男子数（１人）
②５年男子目標＝６１回（Ｒ３年度．男子県平均）※５年男子数（０人）
③６年男子目標＝６７回（Ｒ３年度．男子県平均）※６年男子数（３人）
④４年女子目標＝４３回（Ｒ３年度．女子県平均）※４年女子数（３人）
⑤５年女子目標＝４８回（Ｒ３年度．女子県平均）※５年女子数（２人）
⑥６年女子目標＝５０回（Ｒ３年度．女子県平均）※６年女子数（３人）

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・授業の始めに野外ではグラウンドトラック、体育館では２０ｍシャトルランの３分間走を実施
し、目標を記したワークシートに走った距離を記入していく。
・水泳の授業で、ゆっくり長く泳ぐことに重点をおいた指導をする。
・持久走の練習やタイムトライアルで、体力アップを目指す。

特別
活動

・運動会に向けて、昼休みに若い力の練習をする。
・マラソン大会の練習で、運動場やランニングコースを走る。
・縄跳びチャレンジ賞に向けて、長休みや昼休みに練習する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立湯涌小学校

◆今年度のプラン

プラン名 １年間でどこまで走れるかチャレンジしよう！

中村　由恵



学校名

校長名

有

・校内OJTで、学校独自の準備体操や準備運動の取り組み方や指導のポイントについて共
通理解を図る。また、技能の習得や運動量の確保につながる体育授業の展開例についても
共通理解を図る。
・体育主任や体育部員の職員を中心にして、ICTを活用した体育授業の展開例について学
年会等で共有を図る。また、スポーツ庁のウェブサイトに紹介されているコロナ感染症に配
慮した体育授業の展開例についても、適宜、周知し共有を図る。
・良い姿勢などの講演会を実施し、健康への意識を高める。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・新体力テストの結果
・スポチャレの取組結果
・教員アンケートの結果

前年度からの
変更点

・コロナ感染症により、学校行事の有無が不明確であるため、主に体育の授業を中心として
体力アップを図っていくようにした。
・ICTを活用することにより運動のポイントが分かる授業展開や、コロナ感染症に配慮した安
心・安全な授業展開が各学級で行われるようにした。

現状・課題

・学級数が２８学級と多い一方で、日常的に運動する場所が１階の体育館と運動場のみに
限られており、体育の学習もスペースが限られている。そのため、普段の授業において安全
に配慮しながら、十分な運動量を確保した授業を行い、体力や運動技能を向上させていく必
要がある。
・令和３年度の新体力テストの結果より、本校の児童は特に筋力や投力に課題が見られ
る。
・体育館専用の大型ディスプレイがあり、ICTを活用した授業が可能な環境となった。

目標指標・数値

・筋力及び投力の記録を県平均に近づける。
・新体力テストにおいて、総合評価DとE群の児童を２０％以下にする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・体育館では、学校独自の準備体操を行ったり、体幹運動を全学級で行ったりする。また、ラ
ダーを使った準備運動にも取り組む。
・運動場では、トラックの外周を様々な動きを取り入れて走ることを全学級で行う。
・運動量が減少すると予想される冬期を中心に、学校独自の縄跳びカード（冬期休業中も使
用可）を使用しながら、縄跳び運動に取り組む。また、スポチャレ（８の字）に全校で取り組
む。

特別
活動

・運動会でも、学校独自の準備体操を取り入れ、全校で同じ運動に取り組む良さ（一体感）を
味わわせる。
・体育委員会が全校の体力アップを目指し、昼の校内放送を使って様々な運動遊びを紹介
する。
・より良い体の使い方として、時期に合わせた運動の仕方（縄跳びの技など）の紹介を体育
委員会が企画し実施する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立田上小学校

◆今年度のプラン

プラン名

パワーアップ田上っ子２０２２

押野　正憲



学校名

校長名

有

長休み、昼休みなどで、遊びの環境整備や時間の確保を行い、継続して観察、支援
する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・体育の活動内容の充実、クラブや縄跳び週間などの活動の観察により把握する。
また、休み時間の遊び方等も確保・保障する。
・体力テストを2回実施する。2回目に向けて補強運動を取り入れつつ、体力要素の
向上を図る

前年度からの
変更点

全体を通して、体力の継続を中心で向上を図る。また、運動内容を提示したことを児
童同士が工夫できるように支援を図る。

現状・課題

昨年度の総合評価では、（A+B）群-（D+E）群で県平均より-13.1と大幅に下回る結果
であった。4年男子は種目全てで県平均を下回った。他の学年も種目の半分以上が
平均よりも下回る結果となった。体力項目別に限らず、全てに焦点を当てて向上が
課題といえる。

目標指標・数値
・各児童が自分に合わせて目標や課題を持ち、体力向上の手立てとする。
・筋持久力や敏捷性の向上を中心とした運動を取り入れ、体力テストの1回目の実施
と2回目の実施を比較してD群を16％以下、E群を6％以下にする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

準備運動時に持久力につながる補強運動を行い、2学期の初めの体つくり運動でも
体力テストをして、1回目との比較を図る。

特別
活動

クラブ活動を中心に、遊びや様々な競技のゲームを体育からも取り入れてもらい、児
童同士で体力向上の手立てを行っていく。
また、縄跳び週間や秋期にランラントレーニング（持久走）など継続的に児童の運動
状況を確認できるようにする。（チャレンジカードなど作成）

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立医王山小学校

◆今年度のプラン

プラン名 元気に楽しく仲間同士で高め合って体力アップ

田中　宏志



学校名

校長名

有

邑井　裕和

・スポチャレいしかわへの積極的な参加の呼びかけを行う。（各クラス1回以上は参加する）
・チャレンジ賞をとれる児童を増やすように、声をかけたり、掲示などで視覚化をしたりして
関心をもって取り組めようにする。
・補助運動や体の使い方の研修を行う。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

体力テストの結果をもとに評価を行う。

前年度からの
変更点

・3分間走や補助運動を取り入れる。
・チャレンジ賞への取り組みの強化。

現状・課題

　昨年度の体力テストの結果から、握力や長座体前屈では県の平均を大きく上回っている。そのた
め、握る力が強く柔軟性があるため、鉄棒運動での落下や運動における捻挫などのけがが少ない。
一方でボールを投げる力においてはすべての学年で平均を大きく下回っている。コロナ禍において物
を介する運動が十分に行えないこともあり、ボール投げの力はますます低下したと考えられる。また、
立ち幅跳びでも数値では少しではあるが全学年において平均を下回っている。上半身と下半身の使う
タイミングや使い方がわかっていないと考えられる。全般的にみると、学年が下がるとともに県平均を
上回る項目が増えていることから、コロナ感染症の影響で運動制限をしていた高学年が運動経験が
減り体力の低下傾向にあると考えられる。本校の児童は基本的には体を動かすことの好きな児童は
多く、休み時間はたくさんの児童が運動場や体育館で体を動かしている。感染対策を講じながらでき
る運動や遊びの幅を広げてあげることで体力の向上、回復につながると考えられる。

目標指標・数値

体力テストのすべての項目で平均値５０を超えるようにする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・体育の授業をパターン化することで３０分の体を動かせる時間を確保する。
・授業の始めに3分間走を行い、持久力の向上を図る。
・主運動に入る前の補助運動で、体の使い方やタイミングをアドバイスする。

特別
活動

・委員会活動でスポーツ大会の企画を行う。
・マラソンや縄跳びの行間運動の成果を発揮できる、ミニ大会を開催する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立森本小学校

◆今年度のプラン

プラン名

投げて・跳んで・走って運動大好き森本っ子



学校名

校長名

有

・他の教科の学習の際にも、「グーピタピン」を合い言葉に正しい姿勢を意識させる。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・新体力テストの「シャトルラン」「上体起こし」の記録を昨年度の結果、今年度の県平均と比
較する。

前年度からの
変更点

・体育の準備運動に走る活動を全校で行う。

現状・課題

・昨年度の体力・運動能力調査の結果、県・全国平均を上回っている種目はボール投げ、長
座体前屈である。しかし、シャトルランは全学年、上体起こしはほぼ全学年で県・全国平均を
下回っている。
・コロナ禍の影響もあってか、全体的に体力が低下している。また、習い事などで運動する
機会が多い子と運動する機会が少ない子の体力の個人差が大きい。

目標指標・数値

・新体力テストの「シャトルラン」「上体起こし」の記録を全学年で県平均を越える、または、平
均に近づける。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・持久力を高めるために、毎回の準備運動に３分間走る活動を取り入れる。その際に児童
が楽しく走れるように、スキップやサイドステップ、障害物をよけて走る動きを組み合わせて
取り組ませる。
・筋力・筋持久力を高めるためのポーズをとる準備運動に取り組む。

特別
活動

・マラソンチャレンジ週間を設け、マラソン記録会を行う。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立花園小学校

◆今年度のプラン

プラン名

花園っ子　体力アップ大作戦！
（持久力・筋力・筋持久力）

濱田　貴宏



学校名

校長名

有

感染症対策を行い，スポチャレ種目に全校共通で取り組む。児童の体力を高めるとともに，
学級の団結を深める。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法
１学期の体力テストだけでなく，２学期，３学期にもシャトルランの記録を測定し，児童の持
久力の伸びを分析する。
本校児童の体力テストの結果とＲ３年度の本校児童の体力テストの結果を比較する。

前年度からの
変更点

児童に目標をもたせ，達成感を得られるようにするために、各チャレンジ賞の取組を行った
後，記録会，表彰を実施する。

現状・課題
力強さ，ねばり強さの2項目の運動特性に課題が見られる。
令和３年度の体力テストの結果より，握力，上体起こし，シャトルランの３種目で，どの学年
も全国平均，県平均を下回った。

目標指標・数値
特に本校児童の課題が顕著であるシャトルランの種目において，昨年度の本校の記録を上
回ることを目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

準備運動では全校共通で「わくわくストレッチ」に取り組む。その後，主運動につながる準備
運動(走力に関わる運動を重点的に行う）を取り入れ，系統性を意識しながら児童の体力
アップを目指す。

特別
活動

体力アップの方策として，１学期水泳チャレンジ，２学期マラソンチャレンジ，３学期なわとび
チャレンジの取組を行う。取組の最後には，記録会，表彰を実施し，児童が目標をもって取
り組み，体力アップできるようにする。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立不動寺小学校

◆今年度のプラン

プラン名 不動寺っ子体力アップ大作戦！２０２２

輪田　靖欣



学校名

校長名

有

・１２月の体力テストに向けて、体力テストの歴代記録を掲示して児童の意欲を高める。
・運動会でソーランを踊ることで、下半身の強化につなげる。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法 ５月と１２月に体力テストを行って比較する

前年度からの
変更点

昨年度は握力、一昨年度は柔軟性と本校の課題からみえる課題の向上に努めた。その結
果特定の力は向上したが、体全体の力が向上したとは言いがたかった。今年度は、体全体
の力を向上させるため、体幹を中心に鍛えたり外遊びを推奨したりする。

現状・課題

校区がたいへん広く、全員がスクールバスで通学している。また家同士が離れているため、
放課後に友達同士で外遊びをする機会も少ない。そのため、日常的に体を動かす習慣が少
ない。昨年度の体力テストでは、３割がA群である一方、D、E群も３割を超えている。放課後
等にスポーツ教室に通っている児童とそうでない児童に明らかな差がみられる。

目標指標・数値 全校児童１６名の体力テスト全ての数字を向上させる

具
体
的
な
取
組

教科
体育

体幹の力向上のため、森本中学校小中一貫教育で取り組んできたハッピーポーズがある。
昨年度までは週に１回程度実施していた。このポーズに曲をつけ、ハッピーポーズダンスを
作成する。それを体育の準備運動として毎時間取り入れ、体幹の力の向上を図る。

特別
活動

本校児童が好きな休み時間の遊びは、ドッジボールである。様子を見ていると、積極的に投
げる児童とよける児童に二極化している。そこで児童会と連携し、外遊び週間を設けて鬼
ごっこ大会等で体全体を動かす機会を作る。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立三谷小学校

◆今年度のプラン

プラン名 体全体を鍛えて体力アップ大作戦

山田　宏人



学校名

校長名

有

１学期にスポチャレシャトルボール、２学期にスポチャレ４０ｍ、３学期にスポチャレ長なわを
強化月間をそれぞれもうけて実施する。
実施した記録を体育館前に掲示し、評価するとともに、各クラスのやる気を高める。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

取り組み期間内における記録の数値や伸びを記録し，良い記録を出したクラスには賞状を
贈り表彰する。

前年度からの
変更点

前年度は，体力テストの投力アップを目標に取り組んだが，今年度はスポチャレいしかわの
種目を通して体力アップを目指していく。

現状・課題

・学校全体として多くの児童が運動を好み，休み時間には多くの児童が運動場などで体を
動かす姿がよく見られる。しかし仲間とともに目標に向かってやりきる力がやや弱い。また，
本校の児童は近年の体力テストの傾向として，ソフトボール投げの投げる力や正確さに課
題が見られる。
　そこで，スポチャレいしかわに取り組み，記録の伸びを実感することで，自分たちの体力向
上を客観的に捉え，楽しみながら取り組むことができるのではないかと考える。

目標指標・数値

・スポチャレいしかわの種目を，毎学期ごと違う種目に取り組み，その期間内における数値
の伸びを目指す。
・スポチャレいしかわのホームページに記録をその都度登録し，上位を目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

授業の導入や終末に行う。１回でも良いので毎時間行うことで，習慣化させ記録の向上を図
る。

特別
活動

体育委員会と連携し，委員会の児童に模範の動きを披露させたり，一緒に取り組む場を企
画したりする。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立南小立野小学校

◆今年度のプラン

プラン名 スポチャレで楽しみながら体力アップ大作戦！

清水　　彰子



学校名

校長名

有

・運動の記録を掲示して、児童に体力が高まっていることを実感させたり、投げることや跳ぶ
ことへの意欲が高められるようにする。さらに歴代の記録やゴールド賞からブロンズ賞まで
の記録を掲示することで意欲の向上を目指す。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・シャトルボール強化月間の各クラスでの取組回数を評価する。また、シャトルボールの記
録の達成割合を評価する
・ぴょんぴょんタイムの実施期間を通じて、取組回数や記録の達成割合を評価する。

前年度からの
変更点

・スポチャレシャトルボールの記録を各クラスの最初の記録をもとにして増やす目標から、ブ
ロンズ賞達成割合を7０％以上の目標に設定。
・スポチャレ・８の字の記録を各クラスの最初の記録をもとにして２０％増やす目標を設定。
・体育委員会と連携し、全校に啓発活動をする。
・昨年度の記録やゴールド賞からブロンズ賞までの記録をを掲示することで、児童の意欲の
向上を目指す。

現状・課題

種目別の結果から、全ての学年・性別で市平均を下回った種目が、反復横跳び、ボール投
げ、上体起こしである。総合的に体力が低い傾向にあるが、敏捷性・巧緻性・筋パワーに課
題が見られる。その中でも特に投げる力が低い傾向にあるため、数年前から投げる力に重
点をおき取組を続けているおり、少しずつ改善が見られている。
今年度も年間を通して、基礎的な体力アップを図り、投げる力や巧緻性を高められるよう取
り組んでいく。

目標指標・数値

・「シャトルボール」のブロンズ賞の達成クラスの割合が7０％以上。
・「スポチャレ・８の字」の記録を各クラスの最初の記録をもとにして２０％増やす。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・スポチャレの取組をいかした運動を教科体育にも取り入れて、継続的に投げることや跳ぶ
ことに親しみ、楽しみながら体力を高められるようにする。
・ラダーを取り入れたサーキットトレーニングで、調整力を高め、合わせて基礎的な体力の向
上も図っていく。

特別
活動

・体育委員会と連携し、ランランタイムやぴょんぴょんタイムなどの体力アップにつながる活
動を行い、意欲や体力アップをねらう。また、シャトルボール大会の記録を掲示したり、紹介
したりすることで児童が意欲的に取り組めるようにしていく。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立伏見台小学校

◆今年度のプラン

プラン名

みんなでチャレンジ、体力アップ！

山崎　貴史



学校名

校長名

有

○休み時間に測定ができる場の設置
・・・児童同士で安全に測定できる場を設け運動経験の蓄積や意欲喚起につなげる。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

　５月実施予定の新体力テストの記録と再測定(シャトルラン・反復横跳び)の記録を比較す
る。再測定の時期は、以下のようにする。
　シャトルラン：１０月～１１月に実施する『レッツランニング』の後
　反復横跳び：１２月～１月に実施する『チャレンジなわとび』の後

前年度からの
変更点

〇昨年度の新体力テストの結果から実態を考慮し、重点的に取り組む種目を「シャトルラン」
「反復横跳び」の2つとした。
〇教科体育に「異学年交流体育」を加えた。

現状・課題

本校の児童は、積極的に体を動かす意欲のある児童がいる一方で、体をほとんど動かさな
い運動に消極的な児童の姿もあり、運動に対しての二極化傾向が懸念されている。昨年度
はサードチャレンジ(3度目の再測定)を全校規模で催したり、番付表を掲示したりすること
で、中・上位層の意欲を喚起することができた。
　昨年度の新体力テスト(4学年以上)では、｢長座体前屈｣｢ソフトボール投げ｣｢50ｍ走｣の一
部を除く全ての種目において、全学年男女ともに県平均を下回る結果となった。中でも、｢
シャトルラン｣｢立ち幅跳び｣｢反復横跳び」が著しく弱く課題が浮き彫りとなった。
　また、総合評価がE判定児童の割合は15.8％と、県平均の6.1％を約10％上回った。Ｅ判定
児童を抽出し分析したところ｢反復横跳び｣の記録が弱い傾向にあることが明らかとなった。
　これらの現状を踏まえ、以下の3つを本校の課題とする。
　①下位層の児童の意欲の向上
　②Ｅ判定児童の記録の向上
　③県平均を上回る種目を増やすこと

目標指標・数値
再測定シャトルラン＋３回　達成割合８０％
再測定反復横跳び＋３回　達成割合８０％

具
体
的
な
取
組

教科
体育

○サードチャレンジ
・・・再測定後、希望者による３度目の測定機会を設ける。昼休み全学年混合で実施するこ
とで意欲の喚起をねらう。感染対策のため人数を限定し、定員を超えた場合は日を分けて
実施する。
○扇台レコードの掲示
・・・再測定種目における学校記録と学年毎の上位１０人までを体育館通路に張り出す。
○単元に合わせた準備運動
・・・３分間走、３分間八の字跳び、ラダートレーニングなど、授業の冒頭で簡単にできるもの
を提案し、全学級で実施する。
〇異学年交流体育
・・・異学年交流で教え合いをする中で、運動への意欲喚起、技能向上をねらう。

特別
活動

○レッツランニング（持久力強化月間）
・・・長休みに全校児童(学年毎)が校庭を走る日を設ける。
     自分のペースで走りきることを目標に行う。
　   また、マラソンカードを用意し、走距離の記録を行う。
○チャレンジなわとび（なわとび月間）
・・・週に3回長休みに全校児童でなわとび(短なわ、大なわ)をする日を設ける。
　　 なわとびカードを配付し、技や回数に進んでチャレンジできるようにする。
○運動委員会が『スポチャレいしかわ』にチャレンジする大会(８の字跳び)を実施する。
・・・全校児童が参加できるようにする。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立扇台小学校

◆今年度のプラン

プラン名 自分を超えろ！1回でも多く！

内田　圭志



学校名

校長名

有

・走ろう運動（９月～１０月長休み）
・縄跳び運動（１２月～２月休み時間、１月は１日置きに全校縄跳び）
・８の字大会（２月頃）
・スポチャレいしかわ「４０ｍ走」「8の字」の取り組み

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

11月にシャトルランのみ実施し、今年度の体力テストの結果と比較して評価する。

前年度からの
変更点

前年度はボールを投げる運動に重点を置いた取り組みを行ったが、今年度は持久力に重
点を置いた取り組みに変更した。

現状・課題

体力テストの結果を県と比較すると、男子では４～６年すべての学年で「長座体前屈」「５０
ｍ走」「立ち幅跳び」の項目が上回った。一方で、「握力」「上体起こし」「シャトルラン」の項目
が下回っている。
女子では４～６年すべての学年で「長座体前屈」の項目が上回った。一方で、「握力」「上体
起こし」「シャトルラン」「反復横跳び」の項目はすべての学年が下回った。
男女ともに「握力」「上体起こし」「シャトルラン」が課題であるといえる。

目標指標・数値

６月に行う体力テスト２０ｍシャトルランの各学年男女別の平均よりも、取り組みを通して＋
４回上回れるようにする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・３分間の持久力を高める運動（通年）
・運動量確保のための場づくりや授業展開の工夫・改善
・領域に応じた準備運動と予備運動の工夫

特別
活動

・異学年交流（集団遊び、縄跳び交流）
・運動委員会によるスポーツ大会

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立木曳野小学校

◆今年度のプラン

プラン名

木曳野パワー

森　裕之



学校名

校長名

有

三野　陽子

・育友会の協力を得て、スポーツ教室などを行う。
・スクールフォーラムや保健だより、個人懇談等を通し、体力向上について啓発していく。
・外遊びをしやすいように、1年生は下足置き教室近くに設置する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・２０ｍシャトルランを2回計測し、記録の伸びを確かめる。
・スポチャレいしかわの記録を確かめる。

前年度からの
変更点

・目標記録を1回目より＋5回とした。
・体育の授業開始時に3分間走を行うこととした。

現状・課題

・休み時間に運動場や体育館で遊ぶ児童が限られており、運動をする子とそうでない子の
　差がある。
・令和３年度新体力テストのアンケート「1日の運動・スポーツ実施時間」から、４、５、６年生
　の半数近くが運動時間1時間未満であった。
・新体力テストのほとんどの項目が平均よりも低く、特に「ソフトボール投げ」「シャトルラン」
　の項目が低いことからも投力、持久力が低い。
・普段の学校生活でも、すぐにあきらめてしまい、粘り強く取り組むことを苦手とする児童が
多い。

目標指標・数値

・６月と11月に20ｍシャトルランに取り組み、2回目測定時に1回目より＋5回を目標とし、達
　成児童の割合80％を目指す。
・スポチャレ「8の字」「シャトルボール」を全クラス実施。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・授業開始時3分間走を行う。
・授業での運動量を十分に確保する。
・投げる指導を行い、タオル投げ振りや投力を鍛える場を校内につくる。
・体育の時間の際に、上体起こしを行う。

特別
活動

・10月に体力づくり週間として、休み時間に運動場を走る期間を設ける。
・マラソン記録会を企画する。
・スポチャレ「シャトルボール」や「８の字」に全校で取り組み、県ランキングに登録したり、ク
　ラスや学年で目標を設定したりして、それを突破できるように取り組む。
・長縄を跳んだり、ボールを投げたりする時のポイントを指導する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立三和小学校

◆今年度のプラン

プラン名 三和っ子　RUN　RUN　RUN　チャレンジ！



学校名

校長名

有

・冬季にはなわとびを活用して、チャレンジ賞を設定することで、敏捷さと持久力の向上を目
指す。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・令和４年度体力・運動能力調査の結果
・学校アンケート

前年度からの
変更点

学校での環境作りや教科体育だけでなく、家庭や休み時間に気軽に取り組めることを児童
にアプローチし、自主的に運動に親しむ態度を育てるところが前年度からの変更点である。
また、その評価方法として、体力テストだけでなくそれぞれのレベルにあった運動に取り組
めたことを評価できるアンケートを実施することも付け加えた。

現状・課題

　昨年度の体力テストの結果から、本校は多くの学年で「立ち幅跳び」「反復横飛び」の記録
が県平均より下回っていた。また、アンケートの結果から児童の体育以外での運動習慣が、
月に１～３回、ほとんどしないと回答する児童が全体の２０％近くいることが分かった。
　このことから、本校児童は身体を素早く動かすことや瞬発力、身体を動かすタイミングの良
さに課題があること。運動する機会が少ない児童が多くいることであると考える。

目標指標・数値

・今年度の体力・運動能力調査において、「立ち幅跳び」「反復横跳び」の記録が県平均を上
回ること。
・全体の運動能力評価でAB群が６０％を上回ること。
・夏休み明けのアンケートで運動習慣が月に１～３回、ほとんどしないと回答する児童が１
０％未満になること。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・運動量を確保するだけでなく、敏捷性を高める動きを取り入れた準備運動を継続する。
・一人でも気軽に取り組める動きを紹介することで、家庭でも実施できる機会を作る。
例：グーチョキパーステップ　アンクルホップ（エア縄跳び）　等

特別
活動

・休み時間に遊びの１つとして選択できるように環境を作る。
例：フォームロケットを使用した宇宙旅行チャレンジ　ターゲットを使用した的当て等
・委員会活動による企画。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立長坂台小学校

◆今年度のプラン

プラン名 長坂台小体力アップ２０２２

中本　武美



学校名

校長名

有

・体力・運動能力調査に向けて、練習会を設ける。
・11月実施のマラソン大会に向けて、長休みに「エンジョイランニング」タイムを設ける。
・「スポチャレいしかわ」の長縄の取組を、２学期から開始する。
・3学期の始めから、「なわとび月間」を設定する。
　縄跳びカードの活用等を図ることで、筋持久力の向上を目指す。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法
・今年度の体力・運動能力調査の調査結果を分析することで、評価する。

前年度からの
変更点

変更点は、授業導入に、短縄跳びを取り入れることである。

現状・課題

＜現状＞（R3年度の体力・運動能力調査の結果から）
・「反復横跳び」では、６年男子以外、全ての学年において平均値を下回っている。
・「20mシャトルラン」「立ち幅跳び」では、全ての学年において平均値を下回っている。
・質問紙調査では、「体育の授業は楽しい」と回答した児童は、全校で90％であった。
＜課題＞
・運動特性に関連して、すばやさ、ねばり強さの向上。
　つまり、筋持久力、俊敏性の２つの向上が課題である。
・「体育の授業は楽しい」と感じる児童を、増やすこと。

目標指標・数値

体力・運動能力調査（各種目・体力合計点）に関して、
「反復横跳び」、「20シャトルラン」、「立ち幅跳び」の結果が、県平均を上回ること。
体力・運動能力調査（質問紙調査）に関して、
「体育の授業は楽しい」と感じる児童を、全校で95％以上。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・筋持久力、俊敏性の向上のために、授業前、授業の導入において短縄跳びを取り入れる。
・学年別にメニューを用意し、発達段階に合わせた練習ができるようにする。
・チャレンジタイム（自らが挑戦したい技に挑戦する時間）を設定し、自己決定を大切にする。
・水泳やマラソン等に、全校で取り組む。
・11月実施のマラソン大会に向けて、10月頃から、5分間走に取り組む場を用意する。

特別
活動

・児童会の体育委員会を中心とした取組を行う。
　「スポチャレいしかわ」の種目に即したものや、教え方教室などである。
　いずれにしても、企画、運営、すべてにおいて、児童自身の自己決定を大切にする。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立新神田小学校

◆今年度のプラン

プラン名

めざせ、新神田っ子　体力アップ！

山村　薫



学校名

校長名

有

・全学級でのスポチャレの実施。
・学級の希望に応じたクラスボールの配布。
・体育用具の整備、点検の徹底。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

学期ごとの児童アンケートにおいて「授業や特別活動を通して運動する楽しさ、大切さを感
じている」という項目を設定する。

前年度からの
変更点

前年度は「運動における自分の課題、能力の向上を客観的に見るために数値、映像、画像
等を活用する取り組み」を行った。今年度は、自分だけでなく他者との比較も行い、ミライ
シード、グーグルクラスルームで優れた運動動作や指導法を共有することで、運動意欲や
技術の向上を目指したい。

現状・課題

　昨年度、体力合計点では、５年男子を除き、市平均を下回っている。項目ごとに比較する
と、ほとんどの項目で県平均を下回っており、特に２０ｍシャトルランは差が大きい。また学
年、男女、個人記録から総合的に判断すると、運動が好きで活発な児童とそうでない児童
の体力の差が広がっているといえる。
　課題としては、運動に対し苦手意識をもっている児童の底上げが必要だと考える。

目標指標・数値

児童アンケートにおいて「授業や特別活動を通して運動する楽しさ、大切さを感じている」と
いう質問に対して、肯定的な評価の割合が90％以上。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・主運動につながる予備動作を準備運動に取り入れ、全体的な体力の向上を図る。
・数値に注目させ、自分の能力が向上したことを実感できるようにする。
・タブレット等を用いて、自分の動きの変容を客観的に観察・交流できるようにする。

特別
活動

・児童（委員会活動など）が主体となって運営する運動イベント。
・休み時間中の複数学年での遊びの奨励。
・たてわり遊びなど、他学年と運動を通じた交流の場を設定（大なわ・リズム縄跳び）。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立西南部小学校

◆今年度のプラン

プラン名 運動大好き　西南部っ子　２０２２

　南　昭広



学校名

校長名

有

・投げ方の指導について校内研修を実施する。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

コロナウィルス感染症予防の観点から、安全に記録測定ができる時期を2回設定し、記録の
伸びで評価する。

前年度からの
変更点

前年度は感染対策で後半企画していた委員会の取り組みができなかったため、今年度も主
に投げる力を重点として行う。

現状・課題

昨年度の体力テストの結果をみると、｢長座前屈｣｢上体起こし｣｢ボール投げ｣が県の平均を
特に下回り、本校児童は、主に上半身の筋力や柔軟性を要する項目に課題が見られること
が分かる。

目標指標・数値

投力を年２回測定し、一人当たり平均３％アップを目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・体育の授業で準備運動の際に、音楽に合わせて楽しく様々な動きを取り入れた｢米泉っ子
　リズム体操｣や柔軟体操に取り組む。
・運動量を確保した授業をする。
・片手でボールを投げる投げ方を重点的に指導する。

特別
活動

・運動委員会が、投げる力を試すイベントを企画して、児童の意欲を高める。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立米泉小学校

◆今年度のプラン

プラン名 楽しくリズムで体力アップ米泉っ子！

北野　勝久



学校名

校長名

有

・毎週水曜日（昼休み）に、全校児童が外遊びをする時間を設定する。
　このときに、体育委員会主催のイベントを行う。
・握力アップのために、家や学校でもできる「握力パワーアップ大作戦」の取り組みを行う。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・握力の学年平均値（６月・１１月で比較）

前年度からの
変更点

・２０ｍシャトルランと握力を重点的に取り組んでいたが、握力に重点を変更した点

現状・課題

　全国平均を５０とした指数平均では、平成３０年度（５２．１）、令和元年度（５２．８）と年々
記録が伸びてきたが、令和３年度（５０．７）と低下傾向にある。近年課題であったソフトボー
ル投げも、全校的に全国・県平均を上回るなど改善が見られ、昨年度課題として取り組んだ
２０ｍシャトルランでは、６年女子以外のすべてのカテゴリーで全国・県平均を上回ることが
できた。
　一方、４年・６年の男女共に、全国平均を下回る種目が複数ある。特に、握力では、４年男
子（４８．３）４年女子（４９．８）６年男子（４９．９）６年女子（４６．０）と多くのカテゴリーで下
回っている。また、上体起こしでは、４年男子（４８．０）４年女子（４７．９）５年男子（４８．１）６
年男子（４８．７）６年女子（４６．５）などの筋力に課題が見られている。

目標指標・数値

握力の測定を６月と１１月に実施し、１１月の平均値が６月の平均値を上回るようにする。ま
た取り組みについての評価を行う。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・ジャングルジムや雲梯、鉄棒などの固定遊具を活用した補助運動や主運動に積極的に取
り組むことで、握力を使う機会を増やす（全学年）
・体育時の体操で、３０回程度の「グーパー」を行う

特別
活動

・全校児童が楽しめるような握力イベントを企画する。
・体育委員会でスポーツイベントを企画し、運動の機会を作る。
（ドッジボール大会前期後期・大縄８の字大会後期など）
・マラソン記録会に向けて１ヶ月間、長休み全校でマラソンタイムに取り組む。
・縄跳び月間をもうけ、１体力作りとしてカードを利用し取り組む。長休み全校で一斉に取り
組む「なわとびタイム」を実施する。たてわりやクラス対抗で８の字大会を行う。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立四十万小学校

◆今年度のプラン

プラン名
握力アップ大作戦

脇田　誉志昭



学校名

校長名

有

・日課を変更し昼休みの時間に運動の時間を確保し、感染症対策をしっかりと行いながら、体育館や
運動場で体を動かす時間と機会を保障する。
・水泳、マラソン、縄跳びで学年ごとに金沢市のチャレンジ賞に挑戦をしていく。チャレンジ目標達成者
には、チャレンジ賞を配布するとともに、全体で表彰する場を設ける。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・児童アンケートで「運動に自ら参加し進んで取り組んだり参加したりして、自分の体力向上に努めて
いる」の肯定的な評価の割合が８０％以上。

前年度からの
変更点

・昨年度は体育の時間のウォーミングアップに持久走を取り入れていたが、楽しみながら体を動かし
全身持久力を向上できるよう、鬼遊びなど学年の実態に応じたものに変更した。
・昼休みの時間を３０分間に設定し、毎日児童が体を動かす時間をしっかりと確保した。

現状・課題

・長座体前屈を除き、多くの項目で県の平均を下回っている。
・握力（力強さ）反復横跳び（敏捷性）ソフトボール投げ（巧緻性）については全学年の男女で県の平均
を下回っており、シャトルラン（全身持久力）についても4年男子以外、県の平均を下回っている。
・児童一人ひとりが、コロナ禍で行事の縮小や体を動かす機会の減少により全体的に体力が低下して
いる傾向が見受けられる。感染症の状況を見極めながら、対策を徹底しながら体を動かす機会を保
障・充実させていく必要がある。

目標指標・数値

・年間を通して計画的にスポチャレに取り組んだり、体育の時間のウォーミングアップで鬼ごっこや持
久走などを取り入れたりするなど、全身持久力をつける取り組みを継続的に行い、全校平均を2％アッ
プさせる。
・体育委員会主催の体育的行事を学期に1回以上企画し、全校児童が運動に親しみながら楽しく体を
動かす環境をつくり、敏捷性や巧緻性を２％以上アップさせる。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

・ウォーミングアップとして鬼ごっこや持久走などを取り入れ持久力の向上をはかる。
・体育の時間に３０分以上は体を動かす時間を設け、運動量を確保する。
・児童が運動の楽しさや自分の動きに興味関心を持たせるため、ICT機器を活用し自分の動きを映像
で確かめたり、動きのポイントを調べたりする場を設けていく。

特別
活動

・年間を通して全校でスポチャレいしかわに取り組んでいくために、掲示板に全校の取り組み状況が
わかるようにする。
・マラソンタイムや縄跳びタイムなどを期間を決めて行い、全校が体を動かす機会を設定する。
・体育員会主催の全校行事を学期に１回以上行い、楽しく体を動かす機会を設ける。
・運動会や遠足などの行事を通して、目標を定め協力したり競い合ったりしながら心身の強化をはか
る。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立西小学校

◆今年度のプラン

プラン名
体力アップ　　ウエスト西　２０２２

後山　利佳



学校名

校長名

有

目標に達した児童を表彰し、達成感を味わえるようにする。
また、持久走での走り方やなわとびが上手な児童の様子をビデオで放送することで、運動
のコツを全校で共有することができるようにする。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

持久走・なわとびに取り組む期間に、目標となるチャレンジ賞の数値が書かれたカードを児
童に配付し、記録する。
カードは次年度以降にも続けて使用し、前年度と比較することができる。

前年度からの
変更点

前年度までは投力が課題であったので、投力の向上を図ってきた。それにより一定の改善
が見られたが、走力や持久力に課題が残った。
前年度は持久走・なわとびともにチャレンジ賞の到達率が４割ほどであったので、今年度は
５割以上を目標に取り組んでいきたい。

現状・課題

本校の児童は休み時間になると運動場でサッカーをしたり、中庭で鬼ごっこをしたり等、体を
動かして遊ぶことが多く、運動への意欲は高い。
しかし、令和３年度体力・運動能力調査では、５０ｍ走や２０ｍシャトルランで県の平均値を
下回る学年が、令和元年度と比べて増えた。
また、持久走・なわとびともにチャレンジ賞の到達率が４割ほどであった。

目標指標・数値

持久走・なわとびに取り組む期間を設定し、走力や全身持久力の向上を図る。
全校でチャレンジ賞の到達率を５割以上を目指す。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

授業で５分間走に取り組む期間や、なわとびに取り組む期間を設定する。
それぞれの学年で目標の数値を定め、到達を目指す。

特別
活動

児童が体力向上を目指す目標として、持久走の大会である「体力記録会」を実施する。
また、「なわとび大会」を実施する。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立安原小学校

◆今年度のプラン

プラン名

やすはらリンピック２０２２

濱嵜　紀世美



学校名

校長名

有

・スポチャレの結果を記録し、各学級の伸びを可視化することで児童の運動することへの意
欲向上を図る。

スポチャレいしかわの取組予定（ ）　←有・無のどちらかを記入

評価方法

・体力テスト及びスポチャレ、学校評価アンケートの結果から分析を行う。

前年度からの
変更点

・反復横跳びの正しい動き方を全員が知り活動することや、新聞ボールなどの教具を増や
すことによって運動を十分に経験する機会を与える。

現状・課題

　R3年度の体力テストの結果では上体起こし、長座体前屈はどの学年においても県の指数
を大きく上回る結果が見られた。今回はコロナの影響で足押さえを肋木で行ったのが多少
影響しているのかもしれない。
 反復横跳び、ソフトボール投げはほとんどの学年の男女で平均を下回った。反復横跳びで
は、敏捷性を伴う運動やサイドステップの動きに慣れていないとみられる。ボール投げも同
様に、全身を使った投の運動に慣れていない。いずれも「児童生徒の体力・運動能力調査
報告書」における体力の要素の１つである「タイミングの良さ」に属する項目である。

目標指標・数値

　体力テストの反復横跳びからの測定値＋4点（5ヶ月ののびの平均値）を目指す。またソフ
トボール投げからの測定値＋3点を目指す。
　関心・意欲面に関しては、昨年度に引き続き、学校で実施している児童アンケートの体育
が「楽しい・とても楽しい」と感じる児童を９５％にするとともに、「運動すること・体を動かすこ
とが好きか」という項目への否定的回答を5％以下にする。

具
体
的
な
取
組

教科
体育

　反復横跳びの正しいやり方を教え、経験させる。また、新聞ボールを使って1人1ボールを
持てるようにし、運動量の確保する。どちらも不慣れな動きを経験することを大切にする。
　スポチャレの「8の字」、「シャトルボール」の取り組み週間を設け、体育の準備運動等で実
施することで「タイミングのよさ」の特性を高める運動に継続して取り組むことができるように
する。
　運動が進んで行えるように、反復横跳びができる場の設定などを行い、主体的に体育の
学習ができるような工夫を取り入れる。

特別
活動

・委員会主体となり「跳躍力」に関わるなわとびイベントを設け、全校児童が運動に参加でき
る機会の増加を図る。
・全校児童が縄跳びに取り組む機会を設け、目標を意識して楽しんで体を動かす機会を増
やす。

その他

令和４年度　体力アップ１校１プラン計画書（小学校）

金沢市立杜の里小学校

◆今年度のプラン

プラン名

もりもり体力アップ大作戦！ ver.2022

寺西　陽一


