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健康教育推進校 

仙台市立田子小学校 

１．平成２５年度の研究の概要について  
 

（１） 研究主題 

「いきいき すくすく もりもり 元気な田子っ子」（３年次） 
～健康の大切さに気づき，実践する児童を目指して～ 

 
（２） 研究の目的 

○「一日３食，調和のとれた食事」「体力向上につながる運動や遊び」「十分な休養・睡眠」の重要性

の意識を高め，実践する習慣を身に付けさせ，毎日の生活を明るく，楽しく，生き生きと過ごすこ

とができる児童を育てる。 

 

（３） 研究の基本的な考え方 

◇【研究の方向】 

◎健康の大切さに気づかせ，意識を高め，実践する児童の育成 

自分の健康についてのふり返り・気づき→見直し・目標の設定→実践→ふり返り 

 

◇【目指す児童の姿】 

○いろいろな運動や遊びに親しみ，いきいきと活動する田子っ子 

○早寝，早起き，たっぷり睡眠をとり，すくすく育つ田子っ子 

○好き嫌いなく ３食をしっかり，もりもり食べる，元気な田子っ子 

 

◇【研究の重点】 

＜重点１＞ 

○食育・保健・体育学習の充実 

① 主体的に健康な生活や運動に取り組もうとする学びの工夫 

② 体力向上を目指した運動の継続 

③ 学校栄養職員・養護教諭との連携による学習の充実 

④ 児童実態調査・学習カードの活用 

＜重点２＞ 

○日常化を図るための環境づくりの工夫 

① 委員会活動との連携・活性化（給食，保健，体育，図書） 

② なかよしタイムの充実 

③ 運動する場の環境整備 

④ 取り組みカードの活用 

◇【研究の視点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 「できた」「わかった」運動の楽しさ，食・健康の大切さに気づかせるための具体的な手

だての工夫（食育・体育・保健学習の充実） 

○食育・・食の大切さを理解し，好き嫌いなく３食しっかりバランスよく食べようとする意識

を高め，実践へつなげる授業の工夫。（文科省食生活学習教材の活用） 

○体育・・授業の中での豊富な運動量の確保，多種多様な運動の経験，「できた」「わかった」

喜び，楽しさを味わわせ，「運動好きな子」を育てる指導の工夫。 

○保健・・自分の体や健康に関心を持ち，睡眠，排便等健康に関わる生活習慣の確立，自分の

体や健康に対する意識と管理能力を高める指導の工夫。 

視点２ 日常生活につながる学習展開・環境づくりの工夫 

 ○学習後の気づきを実践へと結びつけ，継続させ，習慣化を図るための手立ての工夫。 

 ○家庭への情報発信，学校と家庭が連携した取り組みの工夫 

 ○意識を向上させるための環境づくり（ふり返りシートの活用，掲示，運動の場の設置） 
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◇【３つの柱】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．視点１ 「できた」「わかった」運動の楽しさ，健康の大切さに気づかせるための具体的な手だて

の工夫・・・・・・意欲を高め，日常化へつなげる授業実践 

（１）体育学習の授業実践  

  ○授業の中での豊富な運動量の確保，多種多様な運動の経験，「できた」「わかった」喜び，楽しさ

を味わわせ，「運動好きな子」を育てる指導の工夫。 

   

①運動量の確保と多種多様な運動を経験させるため

に 

  １）サーキットトレーニング 

   ・校庭・体育館基本コース版を学年・領域に応じた

内容の構成にして活用 

  ２）補助運動 

   ・準備運動や体ほぐしの運動・多様な動きをつくる

運動遊びの中で，基礎感覚を養う・主運動に関わ

る補助運動の導入。 

   

②「できた」「わかった」喜び，楽しさを味わわせる

ために 

  １）場の工夫 

   ・たくさんの動きを経験させるための多くの場の設

定（低学年） 

   ・技の習得に必要な練習方法をスモールステップで

示し，自分のめあて，習熟度に応じた練習の場の

設定。 

  ２）視聴覚教材の活用と資料の提示 

   ・技の習得と児童同士が関わり合う言語活動の充実

と技のポイントの理解と意識化を図るための ICT

の活用と資料の掲示。 

  ３）児童同士の関わり合う場の確保 

   ○グループでの関わり合い 

   ・立つ位置と見る視点を確認し，友達同士アドバイスし合う。 

   ○全体での関わり合い 

   ・グループの代表が全体で発表，友達の良いところを話し合う。 

   

③意欲の向上と日常化へつなげるために 

  １）学習カードの工夫 

   ・次時のめあての記入。 

   ・教師のコメントの記入より，意欲の向上を図る 

健康三原則「よく食べ・よく運動し・よく眠り」 

生活リズム「規則正しい生活習慣の確立」 

もりもり 

食習慣 

いきいき 

運動習慣 

すくすく 

生活習慣 
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（２）食育指導・保健学習の授業実践 

   ○「食育」 食の大切さを理解し，好き嫌いなく三食しっかりバランスよく食べようとする意識

を高め，実践へつなげる授業の工夫。（文科省食生活学習教材の活用） 

○「保健」 自分の体や健康に関心を持ち，睡眠，排便等，健康に関わる生活習慣の確立，自分

の体や健康に対する意識と管理能力を高める指導の工夫。 

 

  ①自分の生活をふり返り，気づきを持たせるために 

  １）チェックシート，事前調査，資料の活用 

   ○「生活チェックシート」「生活をふりかえろう」等の実態調査から，児童の実態を把握し，授

業の構想に役立てる。児童に気づきを持たせる資料として活用。 

   ○自分の生活をふり返り，見直し，今後の生活の改善とする資料として活用。 

 

②意識を高め，自分の食・生活習慣を見直す力（管理する力）を高めるために 

 １）学校栄養職員・養護教諭との連携 

  ○専門的な視点からのアドバイスと確かな理解を目指した指導。 

 ２）資料等の教材の工夫 

  ○実物・具体物・資料等の視覚的教材を提示し，児童の知識理解を助け，気づきと実践意欲の向上

へとつなげていく。 

 

③実践化を図るために 

 １）学習カードの工夫 

  ○児童のふり返り・気づきから見直し，自分の「めあて」「改善点」を記入させることで，実践意

欲を持たせる。 

  ○家庭からの感想を記入してもらう等，家庭と学校の情報交換が図られるような工夫。 

 

３．視点２ 日常生活につながる学習展開・環境づくりの工夫・・意識の高まりを継続させ，実践へと

つなげる環境づくり（日常化・継続化） 

（１）「いきいきタイム」・・・（時間をかけず負担の少ない長期的に継続できる活動） 

○目的：体を動かすことが苦手な子供にも運動習慣を身に付けさせる手だての一つとして，朝の時

間を活用して長期的に継続し，体幹を鍛え「未来の体を整える」「いろいろな体の動きを

高める」など，様々な運動能力の基礎を養うきっかけと運動に親しむ態度を養う。 

 

①「いきいきストレッチ」・・・（毎日の朝の会の中で） 

  ・毎日の朝の会のプログラムの中に位置付け，教師と子供が取り組む内容を決めるなど，学級で簡

単な体操やストレッチに挑戦。 

 

②「元気アップタイム」・・・（毎週火曜日 8：３０～8：４０） 

 ・「みやぎっ子！元気アップエクササイズ」のビデオの動きに合わせ，楽しく体を動かすことで，

様々な動きを体験させ，体の動きを高める。 

 ・「ドローイン」「ストレッチ」体幹を継続的に鍛えることにより，「未来の体」を整え，けがの

しにくい健康な体作りを行う。 
 
③内 容 

  ・毎週火曜日 ８：３０～８：４０ 

 １・３・５年 ２・４・６年 

１ 週 元気アップエクササイズ（体育館） 元気アップエクササイズ（教室） 

２ 週 ド ロ ー イ ン（教室） 

３ 週 元気アップエクササイズ（教室） 元気アップエクササイズ（体育館） 

４，５週 ド ロ ー イ ン（教室） 
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（２）運動・遊びの場の設置 

○一輪車，竹馬，フラフープ，ドッジボールコート，ケンパーロード，ラダー，反復横跳び等の場の

設置 

 

（３）校内「いきいきコーナー」の設置 

○運動の継続（習慣化）を図るために校内３カ所にコー

ナーを設け「軽い運動」を掲示した。児童は，通りす

がりに気軽に運動していた。 

 

（４）業間なかよしタイム 

○年間１０回の中に「なわとび」「一輪車」「竹馬」や基

本的な運動である「ボールの投げ方」「ボールのけり

方」を含めたいくつかの基本的な運動を取り入れた活

動を計画的に提示し，縦割り活動の中での基礎運動の

教え合いの場を確保した。 

 

（５）毎月１９日「食育の日」 

 ○各学級担任が毎月１９日を「食育の日」として，給食

前の１０分間当日の献立を基に食材や栄養など食に

関する知識を指導する。また，「給食一口メモ」と共

に給食室前に行事や献立に関係する食材を展示する

ことで，児童の関心を高める工夫をしている。給食後，

「給食もりもりカード」を使用し，今月の給食目標及

び当日の給食の食べた量についてのふり返りを行っ

ている。給食目標については，月初めに指導（確認）

し，一月を通し継続して目標を意識することができる

ようにしている。学校全体の目標と各学年の発達段階

に応じた１年の目標，２～４年の目標，５・６年の目

標をそれぞれ設定し，児童が目標を意識して給食に取

り組んできたかどうかをふり返ることができるようになっている。また「給食全部食べたかな」の

項目を設け，「食育の日」当日の給食をどのくらい食べたか食べた量の分だけ色を塗ってふり返る

活動も併せて行っている。 

 

（６）給食一口メモ 

○月数回，給食栄養職員が献立に関する食材の紹介や伝統的な日本や宮城の行事に関連した食の紹

介をした「給食一口メモ」を発行学級担任が読み上げ，食に関心を持たせ，残さず食べることへ

の意欲の喚起を図っている。 

 

【意識の継続化のために】 

（７）いきいき すくすく もりもり 元気生活チェック 

○すくすくシート（市教育委員会作成）を参考に「食べる」「動く」「休む」を，いきいき（運動），

すくすく（生活），もりもり（食育）の３つのチェック項目に分けて作成した。いきいき（運動）

の項目では，学校で取り組んでいる体を動かす掃除の仕方やいきいきコーナーでのストレッチも

運動に含まれることを意識させる項目になっている。すくすく（生活）項目では，寝起き時間の

目安を知らせた上で，家庭で時間を決め，その時間を守るように意識させた。また，運動と食育

に関係のある排便の項目を加えた。もりもり（食育）では，バランス良く食事をとることと，お

やつの食べ方を項目に入れた。実施回数は，年度始め，夏休み前，夏休み明け，冬休み明け，年

度末の計 5回を計画し，児童自身の変容の確認と励みになるように，自己採点した点数を裏面の

グラフに書き込めるようにした。 
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（８）めざせ！いきいき すくすく もりもり 元気な田子っ子オリエンテーリング 

  ○休み時間を利用し，子どもたちが校内の決まったコースを歩いて回った。コースの途中にある５

つのチェックポイントで，運動・生活・食に関する知識を学びながら，楽しく歩く児童の姿が見

られた。 
（９）いきいき すくすく もりもり 元気チェック 

○３つの習慣の意識を継続させるために，自分の生 

 活の様子を毎朝，自己チェックさせた。曜日ごと 

に決められた目標を達成できた児童は，昇降口に 

設置されている，「いきいき すくすく もりもり 

 元気ポール」に元気玉（ビー玉）を入れてから， 

教室へ入る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）運動のはげみに 

○めざせ！一輪車マスター，竹馬名人，フラフープの

達人，校長先生から与えられたノルマを達成すると合格証がもらえる。児童は，合格証をゲット

するために日々練習に励んでいる。 

 

（11）委員会を中心とした児童主体の活動 

  ①体育委員会 

１）なわ跳び台の準備 

２）イベントの計画 

5月 リレー大会  １１月 ドッジボール大会  １月 なわとび，長なわとびの紹介 

○体育委員会が中心になり，学校全体で運動する機会を作っていった。定期的に大会を開くことで

学年内での運動への意識が高まり，自発的に練習する姿が見られ，運動する機会の少なかった児

童が外に出るきっかけにもなった。 

②図書委員会 

○健康教育に関する本を選んで展示し，全校児童に紹介。 

③給食委員会 

１）給食目標の掲示  ２）次の日の献立掲示 
②保健委員会 

１）すくすく検査「みんなげんき」の実施 

  ○毎週金曜日，朝の時間を活用し生活習慣について調査する。結果は１か月毎にまとめ，昼の放送

で学年毎に発表する。その際には頑張るポイントなどを児童の言葉で伝え，問題を共有し意識を

高めることを目的とする。また，調査時に保健委員会の児童が「体に関するお話」を読み，体に

関する知識を増やすこともねらいとする。 
２）キャラクターコンテスト 

○「いきいきすくすくもりもり元気な田子っ子」の意識を浸透させるた

めに，児童からキャラクターを募集し，人気投票で決定。 
 
③キャラクターゴム印の作製 

  ○健康チェックシートの確認印や学級でのがんばったご褒美の印として 

   活用。児童の「いきいき すくすく もりもり」の印をもらおうと 

意欲的に取り組む励みの一つとして作製。 

月 朝ごはんを残さず食べてきた人 

火 笑顔で，元気よく，あいさつできた人 

水 昨日，校内いきいきコーナーや外で 
元気に運動遊びをした人 

木 １０時前に 寝た人 
金 ６時３０分前にスッキリおきた人 
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【生活の中での運動の意識づけ】 

（12）日常生活を意識した取組 

○学習中や清掃活動の中での意識化を図るために教室に掲示し，普段の生活の中での体力向上につ

なげている。 

 

（14）校内掲示 

昨年度までの研究の課題の一つに「継続性・日常化を図るための環境づくり」がある。児童に日常的

な活動への意識をさせることや，より良い習慣の意識付けをすることが目的である。そこで，三つの習

慣に関する校内掲示を日常的に行い，児童の意欲を喚起させる工夫を行った。 

                               朝ごはんの大切さ」の掲示 

（15）家庭への発信・連携 

①健康 UP通信「いきいき すくすく もりもり 元気」 

  ○毎月１９日「食育の日」に発行。 

  ○運動習慣，食習慣，生活習慣の大切さや日常の児童の様子について家庭へ発信し，健康な生活に

ついて家族で考えるきっかけとする。 

 

②給食だより，保健だより， 

  ○学校栄養職員，養護教諭が給食，保健に関する情報を月 1回発信し，健康に対する意識を高める。 

 

③「生活ふり返りチェックシート」 

  ○児童の生活の様子を学校と家庭が共有。 


