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Ⅳ 土佐市の取組 

１ はじめに 

土佐市における平成２１年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の調査結果から、体力テスト

において全国水準に満たないものや生活習慣等における課題が明らかとなった。 

こうした課題を解決するために、土佐单中学校区（土佐单中学校・宇佐小学校・新居小学校）をモデ

ル地区として「土佐市体力向上地域協議会」を立ち上げることとした。土佐单中学校区は昨年度から新

しく小中学校が連携して９年間を見据えた子どもの学力・健康づくりに取り組むために「土佐单中学校

区小中連携推進協議会」を設置しており、２１年度の生活調査や体力テストの結果から全国と比較して

解決すべき課題も明確となっていた。そこで、土佐单中学校区における小・中学校と保護者・地域が連

携協力し、子どもたちの体力・運動能力の向上と生活習慣の改善を行う具体的な取組を進めることとし

た。 

 

（１）実践地域の紹介 

実践地域である土佐单中学校区は高知県の中央部、土佐市の单部に位置しており、北側には山、单

に太平洋を臨む自然豊かな地域である。校区に新居地区と宇佐地区の２地区を持ち、新居地区では、

主に温暖な気候を利用したハウス園芸が盛んに行われている。一方、宇佐地区では近海漁業を中心に

かつお節の製造やあさり貝の採集でにぎわっていたが、最近では漁業に携わる者も年々尐なくなって

おり、人口も減尐し高齢化の傾向も見られる。 

子どもたちは、それぞれ新居小学校と宇佐小学校から土佐单中学校に進学し、共に３年間を学問・

スポーツに励み、成長する。児童生徒は、非常に明るく元気で、活発である。また、地域や保護者も

協力的で、学校行事やＰＴＡ活動等にも積極的に参加してくれる。 

 

（２）実践地域の体力実態 

実践地域を体育・スポーツ的側面から見ると、宇佐小学校では子どもの地域スポーツとして野球・

剣道・バレーボール・バスケットボール・陸上・卓球などがあり、全校児童の半分近くが何らかの地

域スポーツに属している。また、新居小学校にも地域スポーツとしての尐年野球が存在し、男子児童

の多数が参加していたが、近年児童数の減尐に伴い宇佐小学校の尐年野球と合併し合同で活動してい

る。 

土佐单中学校は全校部活制ではないが、男子２（野球・バスケ）女子２（バレー・バスケ）の４つ

の校内運動部があり、校外で活動している運動部として陸上・水泳・新体操・相撲・空手に、全校生

徒１１８名の約７０％が入部し、日々熱心に活動している。 

 体力・運動能力の実態については、平成２１年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」におい

て、新居小学校・宇佐小学校共に体力合計点のＴスコアを見ると全国レベルに僅かながら達していな

い。また、土佐单中学校の男女ともいくつかの項目では全国レベルを上回っているが、全国レベルに

達していないものも多く、体力合計点のＴスコアにおいても男女とも全国をわずかに下回っていた。 

 

２ 取組の内容 

（１）取組の概要 

 実践地域では、土佐市体力向上地域協議会と土佐单中学校区小中連携推進協議会ならびに小中学校

（宇佐小・新居小・土佐单中）が連携し、児童生徒の実態を把握するとともに、その課題解決と併せ

て健康づくり・体力向上に向けた取組を行うこととした。 

４月より、各校において生活点検・体力テストの実施、朝食や生活リズムについての学習、高知県

教育委員会が作成した「子どもの体力向上５分間プログラム」「体力アップ７５プログラム」を取り入

れた体育の授業や部活動での体力づくり、食育や生活習慣の講演会など様々な取組を計画し、実施し
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てきた。 

同時に、保護者や地域には「健康づくり通信」「小中連携だより」を配付し、児童生徒の取組や実態

を知らせるとともに、家庭での協力をお願いしてきた。 

 

（２）目標 

 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 全国平均値に近づける。（Ｔスコアで検証） 

 生活実態調査 全学年  朝食摂取 １００％を目指す。 

 

（３）実施内容 

①高知大学神家一成教授の助言・指導のもと、魅力ある体育の授業づくりに努める。 

②生活実態調査アンケートにより、児童生徒の生活実態を把握する。 

③高知県教育委員会から配付された「体力アップ７５プログラム」「子どもの体力向上５分間プログ

ラム」を体育の授業の中に組み込み、授業の質の向上を目指す。 

④相撲、陸上専門の地域人材を活用し、専門的な技術指導により、競技のおもしろさや魅力に児童

を触れさせることで、体の上手な使い方や運動習慣への関心を高める。 

⑤外部から講師を招き、小学生・中学生および保護者に向け、体力の向上・体の成長に必要な運動

や食事、生活習慣等々について即実践につながる話をしていただき、児童・生徒・保護者の体力

向上・生活リズム改善への意識を高める。 

⑥体力・運動能力調査を年間２回（５月と１１月）に実施し、取組の効果を検証する。 

 

（４）具体的な取組 

① 土佐市体力向上地域協議会 

   構成委員 

学識経験者（１名） 

実践地域 PTA 役員（１名） 

実践地域学校長（３名） 

実践地域学校教頭代表（１名） 

高知県教育委員会事務局（１名） 

土佐市教育研究所(１名) 

土佐市教育委員会事務局（４名） 

 

   実践地域における小中学生の児童生徒の体力や生活リズムの実態から、課題を明らかにし、保護

者、地域、学校が一体となって体力向上及び生活リズムの改善に取り組むために協議を行った。 

第１回（平成２２年１０月５日） 

○土佐单中学校区３校の平成２１年度・平成２２年度（５月分）体力・運動能力、運動習慣等

の結果から課題を確認し、今年度の取組の確認 

第２回（平成２３年２月１５日） 

○平成２２年度における体力テストの５月と１１月の結果から成果と課題の確認 

第３回（平成２３年２月２４日） 

○全国体力・運動能力、運動習慣等調査に基づく子どもの体力向上支援事業（学校における支

援事業、地域と連携した支援事業）全国連絡会議の報告 

○今年度のまとめ及び今後の取組について 
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図２ 起床時刻 

② 生活実態調査アンケート（調査対象：土佐单中学校区全小・中学生） 

土佐单中学校区児童生徒の現状を把握し、生活改善に役立てるために、生活実態調査アンケート

を実施した。調査にあたっては、３校の養護教諭が連携し、設問内容の検討や実施後の合同分析に

取り組んだ。 

調査を１学期に同時期に実施することで、校区児童生徒の生活リズムの乱れを把握するとともに、

生活リズムの見直しや各校での保健指導に役立てることができた。 

（下記に「健康づくり通信」に掲載した、調査による実態と分析の一部を抜粋） 

 

 ア 就寝時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校１年生～３年生で９時までに寝る児童は、１４％で昨年度（平成２１年度）より４ポイ

ント減尐している。また、４年生～６年生でも１０時までに寝る児童は４３％で４ポイント減尐

しており、若干就寝時刻が遅くなっているようだ。（小学校低学年でも１０時以降に寝る子が１

８％いる。） 

一方、中学生では、１１時までに寝る生徒は４２％で２ポイント増加した。（１２時以降に寝る

生徒は昨年度同様２１％と変化が見られない。） 

１２時以降に寝ている児童生徒は、宿題や勉強をしている（３６％）よりテレビ・ゲーム・パ

ソコン等をしている児童生徒（５６％）の割合が多くなっているとともに、就寝時刻の遅さが睡

眠不足につながり、それが児童生徒の「家を出るころの体の具合」にも現れている。 

発達段階に応じた、理想とされる時刻には寝るという習慣を、付けていかなくてはならない。 

 

イ 起床時刻 

午前７時までに起床している児童生徒の

割合は全体の８７％であり、昨年度と比較す

ると７ポイント増加している。 

また、７時半以降に起床する児童生徒の割

合が昨年度は４％だったのが今年度は１％

と減尐しており、一層早起きの傾向が見られ

る。 

 

 ウ 朝食 

小学校では朝食を「まったく食べない」児童が２年連続で０％であった。「毎日食べる」児童は

９３％で昨年度より１ポイント減尐した。 

図１ 就寝時間 
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図３ 朝食の摂取率（小学校） 図４ 朝食の摂取率（中学校） 

図５ 食べない理由 

陸上練習 

業間体育 

中学校では「毎日食べる」生徒が８６％で昨年度より６ポイント増加しており、全体的に「朝

食をとる」傾向が尐し見えてきた。また、小中学校全体で見ると昨年度より１ポイント増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 朝食を食べない理由（図５）については昨年度と同様に「食べる時間がない」が半数を超えて

いる。朝食を「食べない日が多い」「食べない」という回答をした児童生徒に体調を崩す割合が高

く、起床時刻も７時以降にずれている傾向が

見られる。 

また、朝食の内容についても、パンだけ・

ごはんだけという「主食だけ」の児童生徒が

おり、朝ごはんは 1日のエネルギー源であり、

今後は毎日主食・主菜・副菜がそろったバラ

ンスの良い朝食を目指して、しっかり食べて

登校することを家庭へ協力を依頼した。 

 

③ 学校における体育の授業改善 

 ア 「体力アップ７５プログラム」等の活用 

今回の事業を受けたことで、年間９０時間程度という限られた体育・保健体育の授業時間の質を

向上させようと土佐单中学校区の全教職員（中学校では保健体育科教員）が高知県教育委員会から

配付された「子どもの体力向上５分間プログラム」「体力アップ７５プログラム」を積極的に体育の

授業に取り入れ、体育の授業の質の向上、授業をとおした体力づくりに取り組むことができた。 

実際の授業では、プログラムの導入とともに「活動する時間」「運動量」の増加に意識的に取り組

むことで、児童生徒の体力向上を目指した。その結果、授業評価等でも児童生徒の満足度が向上し

てきた。また、教師全体での体育授業への興味・関心も高まり、児童生徒の動きも良くなってきた。 

 

イ 業間体育等の取組 

   小学校では、校時表を工夫して「持久走」「コーンタッチ走」「長縄と

び」等の敏捷性や持久力を高める運動遊びを業間体育に取り入れた。ま

た、休み時間は全員が外に出て遊ぶように推奨し、体育の授業以外で子

どもたちが体を動かす時間の確保に努めた。 

  こうした、日常の体を動かす時間の積み重ねが、体力向上につながっ 

 ていると感じた。 

 

 ④ 地域の人材の活用 

ア 小学校陸上練習 

毎年行われている「土佐市小学生陸上記録会」に向けて、２小学校が



17 

陸上練習 

ふれあい体育 

ふれあい体育 

親子運動教室 

相撲教室 

取り組んでいる練習に中学校陸上部のメンバーがサポーターとして参加し、後輩たちの指導を行っ

た。 

中学生は自分たちで事前に指導内容の打ち合わせをしたり、自分が競 

技をするうえで普段気をつけていることなど、小学生に熱心に指導した。 

（指導には地域陸上指導者の方も参加していただいた）また、記録大会 

当日は新居小学校・宇佐小学校の２校でお弁当を食べ、小学校どうしの 

交流も深めることができた。 

 

イ 小学生と中学生の「ふれあい体育」 

宇佐小学校では、１年生と中学生とのふれあい体育を実施した。 

最初はお互いに緊張気味だった雰囲気も、ペアになって逆立ちをした 

り、肩車をしたりするうちにだんだんとうち解け合い、非常に盛り上が 

った。 

 また、新居小学校でも、同じく４年生と中学生とのふれあい体育を行 

った。ドリブルやボールを使った鬼ごっこなどをとおして、楽しく交流 

をすることができた。 

中学生にとっては、年の大きく離れた後輩に体をあずけられ、頼られ 

るなかで、相手をケアする心が育まれるとともに自尊感情の高まりが感 

じられた。また、小学生にとっても中学生のこうした優しい態度が自分 

たちの将来の上級生モデルとして根付いていくように感じられた。 

 

ウ 親子運動教室及び相撲教室 

新居小学校では横田明彦氏を講師に迎えて、３年生親子が一緒に体づ 

くりをする授業を実施した。子どもも大人も、日頃、体を使って触れ合 

う機会がないので、非常に良い機会が持ててよかったと好評であった。 

また、宇佐小学校では中川守氏を講師に４年生で相撲教室を行った。 

地域的に相撲が盛んであった宇佐地区には、土俵が各地域にあり、子ど 

もたちも興味深く取り組んだ。 

 授業では、四股の踏み方や押し方、組み方など、まわしをまかなくて 

も男女に関係なくできる相撲の授業ということで、子どもたちは非常に 

楽しみながら活動することができた。講師の方もこうした地域に残る伝 

統的なスポーツを子どもたちに残していきたいということであった。 

 

 ⑤ 外部の人材の活用（講演会） 

子ども達にとって、健康な食生活や生活リズム、体力の向上は勉強や学校生活を支える重要なも

のである。しかしながら、学校現場・教員の知識だけでそれを改善していくことは困難である。 

そこで、各小中学校において、下記のように運動能力や体力向上、健康づくりについて各専門家

の方々を講師にお招きし、専門的な視点からの講演会を児童生徒・保護者・地域を対象に実施した。 

 

  ア 宇佐小学校 

講師：高知大学教育学部環境生理学 竹内 日登美 先生 

講演：「心身ともに健康な体づくり」 

４・５・６年生の児童と保護者を対象に健康な体づくりについて、どうすれば良いのかというお

話をしていただいた。 
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児童へのアンケートをもとに生活リズムを含めた健康な体づくりについて具体的な話をしてもら

い、親子で考えることのできる良い機会が持てた。 

 

  イ 土佐单中学校 

講師：田中整形外科 管理栄養士 大坪 豊寿 先生 

講演：「スポーツや運動ができる 健康な子どもの食生活」 

講演では、「運動能力や体力向上を支える食事の大切さ」、「野菜などいろんな栄養素の大事な役割」、

「食事や水分をとるタイミング」などを、現役Ｊリーガーや高校生選手の実際の食事データをもと

に、大変わかりやすくお話していただいた。子ども達にとって、健康な食生活は、体力だけでなく

勉強や学校生活を支える重要なものだということを学ぶことができた。 

 

 

 
 

⑥ 新体力テスト（２回実施） 

土佐单中学校・宇佐小学校・新居小学校の児童生徒に新体力テストを年間２回実施し、今年度の体

力向上に取り組んだ効果の検証を行った。 

 

３ 取組の成果 

宇佐小学校においては反復横とびなどの敏捷性の部分についての伸長が見られた。体力合計点におい

ても５月と比較すると男女ともに伸びが見られ、全国レベルを超えている。 

新居小学校の男子では握力・５０ｍ走・立ち幅とびの種目において伸びが見られた。また、女子につ

いては握力・上体おこし・５０ｍ走・立ち幅とび・ソフトボール投げで伸長が見られ、体力合計点でも

向上が見られた。 

土佐单中学校においては５月と比較すると男子は反復横とびを除く全ての項目で伸長が見られ、体力

合計点も全国レベルを上回った。女子は反復横とび・シャトルラン・５０ｍ走で低下が見られたものの、

その他の項目については向上が見られた。体力合計点においても更に全国レベルを上回った。 

小学校においては１０月には土佐市の小学生陸上記録会もあり、体育の授業改善と相まって全体的に

５月と比較すると体力の向上が伺えた。また、女子で下がった種目があったものの、中学校においても

○ 私は３食ちゃんと食べているけど、今までバランスを考えずに食べていました。炭水化物を

食べないと集中力がなくなり、勉強の効率も悪くなることやカルシウムの役割などたくさん勉

強になりました。 

○ 私は部の試合で何度か足がつったことがありますが、そんな日はやはり朝食や水分をしっか

りとっていませんでした… 朝食は１日のスタミナだということを知りました。 

○ 成長ホルモンがでる時間帯に、睡眠をとれていない自分の生活リズムを変えていきたいです。 

○ 私は高校へ行っても部活を続けたいので、先生が最後に言った「明日からできること」をや

ってみようと思いました。 

講演会後の生徒の感想から（抜粋） 

講演会（土佐单中学校） 
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全体的には全国レベルを大きく上回っている。 

春の体力テストの結果を土佐单中学校区の各校で分析・共有し、課題に対して共通認識を持って、一

体となって具体的な課題改善に向けて取り組んだ。その効果が秋の体力テストで全体的な向上に作用し、

目標としていた全国レベルに達したのではないかと考える。 

以下は各小学校５年生と中学校２年生の体力テストの結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 体力テスト比較（宇佐小５男子）     図７ 体力テスト比較（宇佐小５女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 体力テスト比較（新居小５男子）     図９ 体力テスト比較（新居小５女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 体力テスト比較（土佐单中２男子）   図１１ 体力テスト比較（土佐单中２女子） 
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４ 課題 

今回の事業を受けたことにより、学校・家庭・地域において意識して子どもたちの体力向上・生活リ

ズムの改善に取り組み、多くの成果を上げることができた。 

しかし、今後の課題として以下のような点があげられる。 

 体育の授業の質の向上に全教職員で取り組んだ。しかし、まだまだ改善をしていかなくてはなら

ない部分が多々あり、今後も継続していくことが必要である。 

 児童生徒の体力の二極化への対応が必要である。特に小学生においては地域のスポーツクラブに

属している児童とそうでない児童では、放課後の体を動かす時間に大きな差がある。このことか

ら放課後の時間をどのように活用していくのかも考えていかなくてはならない。 

 生活アンケートによって保護者や児童生徒の意識も高まりつつあり、目標とする朝食の１００％

摂取にもあと一息である。こうした生活リズムの改善には家庭の協力が不可欠である。しかし、

実際に朝食をとってきていない生徒については個々の家庭の生活的な事情もあり、今後、このよ

うな家庭にどのように対応していくのかは小・中学校そして地域の大きな課題である。 

 本年度はこの事業を実施することで集中的に体力向上・生活リズム改善に取り組んだが、来年度

以降は「土佐单中学校区小中連携推進協議会」を中心に、本年度の取組を基盤として、学校と地

域、保護者が一体となって取組を継続していくことが必要である。 

 

５ まとめ 

 一年間を通じて、土佐单中学校区で子どもたちの体力向上と生活リズムの改善に向けて連携協力し、

共通認識を持って取組を進めることにより一定の成果を上げることができた。経年比較をしても、生活

改善のアンケートや体力テストの結果も向上していく傾向が見られる。 

 また、「土佐单中学校区小中連携推進協議会」を中心に子どもたちの体力と生活の現状を広く地域の方

にも知っていただき、学校・地域・保護者が一体となって学力向上・体力向上及び生活リズムの改善に

向けて取り組んでいく基盤をつくることができた。 

 今回の取組の成果を今後、他の中学校区に広げ、土佐市全体で子どもたちの体力向上と生活リズムの

改善に役立てていきたい。 

 


