
豊豊後後高高田田市市立立
高高田田小小学学校校

時時枝枝　　博博文文 池池園園　　達達也也
〒〒887799‐‐00662277
豊豊後後高高田田市市新新地地11446600番番地地

（（00997788））
2222－－22007711

「「元元気気いいっっぱぱいい、、運運動動大大好好きき」」なな高高田田っっ子子のの育育成成
～～ココロロナナ禍禍のの中中ででのの体体力力向向上上をを目目指指ししてて～～

永永野野　　琢琢也也

荒荒木木　　　　茂茂

髙髙井井　　克克己己

由由迫迫　　英英恭恭

酒酒井井　　静静女女

伊伊東東　　雅雅弘弘

朝朝久久野野　　圭圭一一

伊伊藤藤　　　　寛寛

三三好好　　　　寛寛

廣廣田田　　哲哲也也

安安東東　　友友美美

川川野野　　祐祐二二

江江良良　　信信司司
〒〒887799‐‐55550022
由由布布市市挟挟間間町町向向原原8899番番地地

（（009977））
558833－－00002299

「「仲仲間間ととととももにに、、運運動動のの楽楽ししささやや喜喜びびをを味味わわいい、、生生活活にに生生ききるる体体
育育学学習習」」をを目目指指すすここととでで、、運運動動好好ききなな児児童童をを育育ててるる。。
～～「「１１日日１１回回外外遊遊びび」」でで体体力力向向上上～～

〒〒887799‐‐44441133
玖玖珠珠郡郡玖玖珠珠町町大大字字塚塚脇脇
119988番番地地

（（00997733））
7722－－00223322

運運動動へへのの興興味味関関心心をを高高めめ、、習習慣慣化化ささせせるるたためめのの指指導導のの工工夫夫とと、、
偏偏りりののなないい体体力力をを高高めめるる運運動動のの継継続続的的なな取取組組

〒〒887799‐‐77113311
豊豊後後大大野野市市三三重重町町市市場場
11006622－－11

由由布布市市立立
挾挾間間小小学学校校

清清水水　　　　聡聡

（（00997744））
2222－－00004499

組組織織的的なな取取りり組組みみにによよるる運運動動意意欲欲のの向向上上

竹竹田田市市立立
南南部部小小学学校校

加加藤藤　　陽陽一一
〒〒887788‐‐00002233
竹竹田田市市大大字字君君ヶヶ園園11001144番番
地地

（（00997744））
6633－－11006644

体体力力向向上上にに努努めめ、、すすすすんんでで外外遊遊びびやや運運動動ををすするる子子どどもものの育育成成

佐佐伯伯市市立立
鶴鶴岡岡小小学学校校

佐佐藤藤　　英英幸幸
〒〒887766‐‐00883355
佐佐伯伯市市鶴鶴岡岡町町33丁丁目目77番番11号号

津津久久見見市市立立
津津久久見見小小学学校校

徳徳丸丸　　克克己己

体体力力向向上上・・健健康康増増進進行行動動のの日日常常化化
～～子子どどもものの生生活活にに浸浸みみ込込まませせてていいくくよよううにに～～

大大分分市市立立
宗宗方方小小学学校校

栗栗林林　　正正一一
〒〒887700‐‐11116688
大大分分市市松松がが丘丘11丁丁目目2244番番11
号号

（（009977））
554411－－44449999

進進んんでで体体づづくくりりやや体体力力のの向向上上にに取取りり組組むむ子子どどもものの育育成成

大大分分市市立立
桃桃園園小小学学校校

野野尻尻　　卓卓宏宏
〒〒887700‐‐00113366
大大分分市市山山津津町町22丁丁目目77番番11号号

〒〒887799‐‐22443344
津津久久見見市市立立花花町町11番番77号号

（（00997722））
8822－－55220011

児児童童がが運運動動のの楽楽ししささややででききたた喜喜びびをを味味わわううここととががででききるる体体育育授授業業
のの構構築築

臼臼杵杵市市立立
市市浜浜小小学学校校

川川野野　　京京二二
〒〒887755‐‐00005511
臼臼杵杵市市大大字字戸戸室室550033番番地地

（（00997722））
6622－－22336699

「「わわかかるる」」「「ででききるる」」「「楽楽ししいい」」をを実実感感ししななががらら、、進進んんでで運運動動にに取取りり組組
むむ児児童童のの育育成成

大大分分市市立立
日日岡岡小小学学校校

安安藤藤　　　　稔稔
〒〒887700‐‐00991144
大大分分市市日日岡岡22丁丁目目22--11

（（009977））
555588－－33336633

３３　　令令和和３３年年度度体体力力アアッッププおおおおいいたた推推進進事事業業
（１）体育専科教員活用推進校

杵杵築築市市立立
杵杵築築小小学学校校

河河野野　　邦邦房房
〒〒887733‐‐00000011
杵杵築築市市大大字字杵杵築築221166番番地地

（（00997788））
6622－－22005599

「「学学びび合合いい・・教教ええ合合いい・・励励まましし合合いい」」をを大大切切ににししたた
運運動動好好ききなな子子どどもものの育育成成

別別府府市市立立
境境川川小小学学校校

藤藤川川　　明明文文
〒〒887744‐‐00991100
別別府府市市石石垣垣西西11丁丁目目22番番2244
号号

（（00997777））
2211－－00007744

中中津津市市立立
大大幡幡小小学学校校

折折本本　　篤篤紀紀
〒〒887711‐‐00115533
中中津津市市大大字字大大貞貞220099番番地地22--
11

（（00997799））
3322－－22330088

「「体体育育・・ススポポーーツツををすするるこことと」」やや「「汗汗をを流流すすこことと」」がが好好ききなな子子どどもものの
育育成成

「「元元気気いいっっぱぱいい、、運運動動大大好好きき」」なな児児童童のの育育成成

学校名 校長名 学校所在地 電話

玖玖珠珠町町立立
塚塚脇脇小小学学校校

中中村村　　周周市市

研究主題

国国東東市市立立
伊伊美美小小学学校校

丹丹田田　　康康彦彦
〒〒887722‐‐11440022
国国東東市市国国見見町町中中885500番番地地

（（00997788））
8822－－00000044

運運動動をを楽楽ししみみ、、健健康康にに気気ををつつけけてて生生活活すするる伊伊美美っっ子子のの育育成成

宇宇佐佐市市立立
四四日日市市北北小小学学校校

時時枝枝　　　　篤篤
〒〒887799‐‐00447711
宇宇佐佐市市大大字字四四日日市市11335511番番
地地のの１１

（（00997788））
3322－－00004499

健健康康ででたたくくままししいい身身体体のの育育成成
～～運運動動のの楽楽ししささとと体体力力のの伸伸びびをを実実感感ででききるる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体体育育授授業業のの在在りり方方～～

中中津津市市立立
鶴鶴居居小小学学校校

芝芝原原　　弘弘明明

豊豊後後高高田田市市立立
桂桂陽陽小小学学校校

吉吉村村　　郁郁子子
〒〒887799‐‐00660066
豊豊後後高高田田市市玉玉津津11005533

（（00997788））
2222－－22007755

〒〒887711‐‐00002233
中中津津市市大大字字湯湯屋屋220022番番地地22

（（00997799））
2222－－11443344

考考ええやや思思いいをを伝伝ええ合合いい、、共共にに高高めめ合合うう子子どどもものの育育成成

体育専科教員

伊伊藤藤　　　　滋滋

藤藤原原    昭昭治治

桑桑原原　　正正純純

（（00997722））
2233－－00226677

体体力力づづくくりりにに進進んんでで取取りり組組むむ運運動動好好きき、、体体育育好好ききなな元元気気っっここのの育育
成成

山山本本　　靖靖子子

児児玉玉　　敬敬則則

麻麻生生　　秀秀作作

秋秋篠篠　　大大和和

九九重重町町立立
淮淮園園小小学学校校

湯湯浅浅　　　　優優
〒〒887799‐‐44772244
玖玖珠珠郡郡九九重重町町菅菅原原11227744

（（00997733））
7788－－88881122

共共にに学学びび、、高高めめ合合いい、、挑挑戦戦すするる淮淮園園っっここのの育育成成

中中島島　　　　卓卓
〒〒887777‐‐00005566
日日田田市市誠誠和和町町778811--22番番地地

（（00997733））
2233－－66224411

運運動動好好ききなな子子どどもものの育育成成
～～感感染染症症対対策策をを踏踏ままええてて～～

豊豊後後大大野野市市立立
三三重重第第一一小小学学校校

山山田田　　忠忠司司

佐佐伯伯市市立立
佐佐伯伯小小学学校校

川川野野　　　　剛剛
〒〒887766‐‐00884477
佐佐伯伯市市城城下下西西町町22--2222

（（00997722））
2233－－00225533

仲仲間間とと協協力力しし合合いい、、意意欲欲的的・・主主体体的的にに取取りり組組むむ体体育育学学習習ののあありり
方方

日日田田市市立立
高高瀬瀬小小学学校校

岩岩﨑﨑　　　　敬敬

日日出出町町立立
大大神神小小学学校校

松松本本　　靖靖治治 糸糸長長　　啓啓二二
〒〒887799‐‐11550044
速速見見郡郡日日出出町町大大字字大大神神
33113399番番地地11

（（00997777））
7722－－22881122

動動ききをを高高めめ合合ううここととをを通通ししてて、、運運動動のの楽楽ししささをを味味わわわわせせるる
体体育育授授業業ののあありり方方

（（009977））
555588－－77663388

体体力力向向上上とと健健康康増増進進にに主主体体的的にに取取りり組組むむ児児童童のの育育成成

大大分分市市立立
別別保保小小学学校校

野野村村　　尚尚生生
〒〒887700‐‐00112277
大大分分市市大大字字森森町町996633番番地地のの
11

（（009977））
552277－－33001111

子子どどももとと教教師師がが「「楽楽ししくく」」運運動動にに参参加加しし、、「「わわかかるる」」「「ででききるる」」体体育育学学
習習

一一生生懸懸命命、、運運動動にに取取りり組組むむ子子どどもものの育育成成

別別府府市市立立
上上人人小小学学校校

田田邉邉　　久久教教
〒〒887744‐‐00003355
別別府府市市北北石石垣垣117711番番地地

（（00997777））
6677－－22227788

運運動動にに親親ししみみ心心身身をを鍛鍛ええるる子子どどもものの育育成成荒荒金金　　和和彦彦

− 53 −− 53 −



　
 ※体育専科教員活用推進校及び中学校体力向上推進校の実践報告書は、大分県教育委員会のホームページに掲載されています。

体育推進教員

松松永永　　恭恭明明

和和田田　　福福登登

藤藤岡岡　　　　強強

西西村村　　光光博博

江江藤藤　　孝孝司司

沢沢田田　　隆隆明明

小小田田　　　　恵恵

畑畑中中　　実実穂穂

石石川川　　雄雄二二

佐佐藤藤　　翔翔太太郎郎

竹竹田田市市立立
緑緑ヶヶ丘丘中中学学校校

佐佐竹竹　　正正敏敏
〒〒887799‐‐66111155
竹竹田田市市荻荻町町馬馬場場885511--11

（（00997744））
6688－－22001122

体体をを動動かかすすここととのの楽楽ししささをを実実感感しし、、健健康康・・体体力力づづくくりりにに励励むむ生生徒徒
のの育育成成

豊豊後後大大野野市市立立
清清川川中中学学校校

日日田田市市立立
三三隈隈中中学学校校

江江嶋嶋　　久久典典
〒〒887777‐‐00007766
日日田田市市亀亀川川町町440022のの11

小小田田部部　　剛剛

九九重重町町立立
ここここののええ緑緑陽陽中中学学
校校

時時松松　　栄栄子子

（（00997733））
2233－－66223377

進進んんでで体体をを動動かかしし、、体体力力のの向向上上にに向向けけてて意意欲欲的的にに取取りり組組むむ生生徒徒
のの育育成成
～～低低下下傾傾向向ににああるる体体力力のの向向上上をを目目指指ししてて～～

〒〒887799‐‐44880033
玖玖珠珠郡郡九九重重町町大大字字後後野野上上
1177番番地地のの33

（（00997733））
7733－－22666611

自自ららのの体体力力にに関関心心をを持持ちち、、体体力力のの維維持持・・向向上上をを目目指指ししてて運運動動にに
取取りり組組むむ生生徒徒のの育育成成

運運動動がが好好ききににななるる授授業業づづくくりり
～～教教材材・・教教具具・・指指導導法法のの工工夫夫をを通通ししてて～～

後後藤藤　　修修一一郎郎
〒〒887799‐‐66990033
豊豊後後大大野野市市清清川川町町砂砂田田
11779955

（（00997744））
3355－－22335500

（２）中学校体力向上推進校
学校名 校長名 学校所在地 電話 研究主題

宇宇佐佐市市立立
北北部部中中学学校校

今今永永　　英英俊俊
〒〒887799‐‐00331166
宇宇佐佐市市大大字字下下時時枝枝336699番番地地
のの11

（（00997788））
3322－－00332266

学学習習のの成成果果をを生生活活にに活活かかししてて、、豊豊かかななススポポーーツツラライイフフをを実実現現すするる
生生徒徒のの育育成成

国国東東市市立立
国国東東中中学学校校

末末綱綱　　文文雄雄

中中津津市市立立
城城北北中中学学校校

岩岩﨑﨑　　　　勉勉
〒〒887711‐‐00007788
中中津津市市字字小小祝祝552255番番地地1111

（（00997799））
2222－－00778800

主主体体的的にに体体力力向向上上をを目目指指すす生生徒徒のの育育成成

豊豊後後高高田田市市立立
高高田田中中学学校校

古古野野　　光光博博
〒〒887799‐‐00660066
豊豊後後高高田田市市玉玉津津447733番番地地

（（00997788））
2222－－33117700

自自らら課課題題をを見見つつけけ「「健健ややかかなな体体つつくくりり」」にに取取りり組組むむ生生徒徒のの育育成成

〒〒887733‐‐00550022
国国東東市市国国東東町町田田深深11442222番番
地地

（（00997788））
7722－－11333355

運運動動へへのの関関心心・・意意欲欲をを高高めめ、、日日常常的的にに運運動動にに親親ししむむ生生徒徒のの育育成成
～～運運動動へへのの愛愛好好度度をを高高めめるる～～

〒〒887744‐‐00990011
別別府府市市中中島島町町77番番4499号号

（（00997777））
2222－－55334455

運運動動をを好好ききとと捉捉ええ、、日日常常的的にに体体をを動動かかそそううととすするる生生徒徒のの育育成成

大大分分市市立立
大大東東中中学学校校

阿阿部部　　　　方方
〒〒887700‐‐00113300
大大分分市市横横尾尾東東町町11丁丁目目2233番番
11号号

（（009977））
552200－－22770022

自自己己のの体体力力をを知知りり運運動動にに親親ししみみ、、積積極極的的にに運運動動にに取取りり組組むむ生生徒徒
のの育育成成

杵杵築築市市立立
杵杵築築中中学学校校

佐佐々々木木　　潤潤一一郎郎
〒〒887733‐‐00000011
杵杵築築市市大大字字杵杵築築11番番地地

（（00997788））
6622－－22007700

自自己己のの体体力力をを知知りり、、主主体体的的にに体体力力向向上上をを図図るるここととががででききるる生生徒徒
のの育育成成

日日出出町町立立
日日出出中中学学校校

藤藤原原　　　　健健
〒〒887799‐‐11550066
速速見見郡郡日日出出町町22662277番番地地

（（00997777））
7722－－22110077

自自主主的的にに健健康康・・体体力力づづくくりりにに励励むむ生生徒徒のの育育成成
～～体体力力向向上上とと望望ままししいい生生活活習習慣慣のの確確立立～～

安安藤藤　　　　剛剛

石石井井　　伸伸幸幸

岩岩下下　　太太郎郎

田田中中　　亜亜紀紀子子

別別府府市市立立
別別府府西西中中学学校校

杉杉原原　　　　勉勉

（（00997777））
8844－－22002266

運運動動にに親親ししみみ、、主主体体的的にに体体力力向向上上にに取取りり組組むむ生生徒徒のの育育成成

佐佐伯伯市市立立
米米水水津津中中学学校校

阿阿南南　　義義則則
〒〒887766‐‐11440011
佐佐伯伯市市米米水水津津大大字字浦浦代代浦浦
11770077--33

（（00997722））
3355－－33220000

意意欲欲的的・・自自主主的的にに体体力力向向上上をを図図るる生生徒徒のの育育成成

臼臼杵杵市市立立
北北中中学学校校

亀亀井井　　真真也也
〒〒887755‐‐00002233
臼臼杵杵市市大大字字江江無無田田113322--11

（（00997722））
6622－－33660077

運運動動好好ききででたたくくままししいい生生徒徒のの育育成成

津津久久見見市市立立
第第二二中中学学校校

重重松松　　弘弘樹樹
〒〒887799‐‐22444444
津津久久見見市市元元町町1111番番2299号号

（（00997722））
8822－－22226600

主主体体的的にに体体力力向向上上をを目目指指すす生生徒徒のの育育成成

大大崎崎　　慶慶史史郎郎

由由布布市市立立
湯湯布布院院中中学学校校

安安東東　　勝勝利利
〒〒887799‐‐55111144
由由布布市市湯湯布布院院町町川川北北11117799
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