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1．担当者からのメッセージ (学習方法等)
スポーツを通じて、自己の能力に応じて基礎・基本的な運動技能・体力や筋力を高めていきましょう。また、仲間との活動を通して互いの運動を観察し分析し合うことで、興味を
高め、達成感や楽しさ、喜びを共に味わいましょう。様々な種目のスポーツを通じて、運動をする・見る・支える・調べるといった関わりを学び、自分にあったスポーツライフを考え
てみましょう。教室の中ではできない、思いっきり身体を動かしながら、多くの人とコミュニケーションをとり、「誰とでも、楽しみながら取り組むことのできる」心を養っていきましょ
う。

2．学習の到達目標
・心と体を一体として捉え、健康・安全に留意して運動する態度を育み、運動の合理的、計画的な実践を通して運動を習慣化する。・生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続
する資質や能力を運動場面だけでなく日常生活で生かせるよう、ライフステージと健康について知識や理解を深めるとともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の
向上を図り適切に判断する能力を養う。・グループ、もしくはチームでの課題に対して自身がどう集団に貢献しながら取り組むことができるのか、リーダーシップやコミュニケー
ション能力を高める。

3．学習評価(評価規準と評価方法)
観点

a：関心・意欲・態度

b：思考・判断・表現

c：運動の技能

d：知識・理解

観
点
の
主
旨

自ら進んで運動の楽 しさや喜
びを味わお うとする。 健康や
安全を確保し て学習に主体的
に取 り組もうとする。 結果や勝
敗を受け入 れ、自他の技能を
客観 的に判断できる。 公正・
協力・責任・参 画などの態度を
身に 付ける。

知識を活用し、技能向 上につ
なげる。 自己や仲間の課題に
応じた運動を継続す るための
取組みを工 夫できる。 運動を
継続したり、体 力や技能向上
をする ための計画を考える こ
とができる。 学習で得た成果を
自 ら応用・発展させ、実 生活
に生かせる。

記録や技能向上に挑 戦す
る。 運動の合理的な実践
を通して、種目特性 に応じ
て勝敗を競っ たり、攻防を
展開し たり、表現するため
の各領域の運動特性 に応
じた段階的な技 能を身に
付ける。 仲間と連携・協力
し て各種目を楽しむ。

運動の技術の名称や 行い方、体力
の高め 方、課題解決の方法、 練習
や発表の仕方、 スポーツを行う際の
健康・安全の確保の 仕方についての
具体 的な方法を理解して いる。 ス
ポーツの歴史、文 化的特性、スポー
ツ との関わり方につい て理解してい
る。

授業態度の観察
レポート

授業態度の観察
レポート
体育理論のテスト

技能観察
実技テスト

レポート
体育理論のテスト

評
価
方
法

上に示す観点に基づいて、学習のまとまりごとに評価し、学年末に５段階の評定にまとめます。学習内容に応じて、それぞれの観点を適切に配分し、評価します。

4．学習の活動
月

4/5

単元

集団行動/体つくり運動

学習内容

オリエンテーション
集団行動
体つくり運動
新体力テスト

主な評価の観点
a

◯

b

◯

c

◯

d

◯

6

陸上競技

短距離走・リレー

◯

◯

◯

◯

7

9
球技（ゴール型/ネット
型）
10

ハンドボール/バレーボール

◯

◯

◯

◯

単元(題材)の評価規準

評価方法

a:体つくり運動の楽しさや心地よさを味わうことができ
るよう、体力の違いに配慮しようとすること、自己の責
任を果たそうとすることなど、 健康・安全を確保して学
習に自主的に取組もうとしている。 b:ねらいに応じて健
康の保持増進や調和のとれた体力の向上を図るため
の運動の計画を立てるとともに、自己の課題に応じた
運動の取組み方を工夫している。 c:これまで培ってきた
運動能力を発揮する（新体力テスト） d:運動を継続する
意義、体の構造、運動の原則などを理解している。
a:陸上競技に主体的に取組むとともに、自身の記録向
上に向けて前向きに取り組もうとしている。勝敗などを
冷静に受け止め、ルールやマナーを大切にしようとす
ること、役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそ
うとすること ,合意形成に貢献しようとすることなどや、
健康・安全を確保することができている。 b:これまで学
習した知識や技能を活用して、自己の課題に応じた運
動の取組み方を工夫することができている。 c:スタート
ダッシュからの加速に伴って動きを変化させ 滑らかに
中間走につなげることができている。また、高いスピー
ドを維持する距離を長くすることができている。 d:それ
ぞれの技術には、記録の向上につながる重要な動き
のポイントがあること、それらを高めるための安全で合
理的な練習の仕方があることを理解できている。

授業態度の観察
レポート
新体力テスト

a:球技の楽しさや喜びを味わ うことができるよう、フェ
ア プレイを大切にしようとす ること、自己責任を果たそ
う とすること、作戦などについ ての話合いに貢献しよう
と することなどや、健康や安全 を確保して、自主的に
取組も うとしている。 b:生涯にわたって球技を豊か に
実践するための自己の課 題に応じた運動の取組み方
を工夫している。 c:球技の特性に応じてゲーム を展開
するための作戦に応 じた技能や仲間との連携し た動
きを身につけている。 d:技術や技の名称や行い方、体
力の高め方、運動観察の方法を理解している。

授業態度の観察
技能観察
実技テスト
ふりかえりレポー
ト

授業態度の観察
実技テスト

1人間にとって｢動く｣とは何
か/2スポーツのはじまりと変
遷/3スポーツ文化の楽しみ
方

10

体育理論

11

球技（ゴール型/ネット
型）

◯

1

1

2

3

球技（ゴール型/ネット
型）

陸上競技

4オリンピックと国際理解/5ス
ポーツと経済/6ドーピングと
スポーツ倫理

陸上競技

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

長距離走

球技（ゴール型）

※表中の観点について

◯

授業態度の観察
技能観察
実技テスト
ふりかえりレポー
ト
a:球技の楽しさや喜びを味わ うことができるよう、フェ
授業態度の観察
ア プレイを大切にしようとす ること、自己責任を果たそ 技能観察
う とすること、作戦などについ ての話合いに貢献しよう 実技テスト
と することなどや、健康や安全 を確保して、自主的に ふりかえりレポー
取組も うとしている。 b:生涯にわたって球技を豊か に ト
実践するための自己の課 題に応じた運動の取組み方
を工夫している。 c:球技の特性に応じてゲーム を展開
するための作戦に応 じた技能や仲間との連携し た動
きを身につけている。 d:技術や技の名称や行い方、体
力の高め方、運動観察の方法を理解している。

ハンドボール/バレーボール

長距離走

体育理論

◯

ハンドボール/バレーボール

◯
12

◯

a:人間にとっての運動の意味，人間とほかの体の動き 授業態度の観察
という観点からみた人間と動物の違いについて，ス
小テスト
ポーツの始まり，近代スポーツから国際スポーツへの
変遷，日本生まれのスポーツについて，スポーツの文
化的内容，スポーツ文化へのかかわり方について，資
料を探したり，見たり，読んだりするなどの学習活動に
意欲的に取り組もうとしている。 b:人間にとっての運動
の意味，人間とほかの体の動きという観点からみた人
間と動物の違いについて，スポーツの始まり，近代ス
ポーツから国際スポーツへの変遷，日本生まれのス
ポーツについて，スポーツの文化的内容，スポーツ文
化へのかかわり方について，課題を見つけたり，整理
したりするなどして，それらを説明している。 c:1動物の
生活行動は体の動きによって成り立っていること，人
間の文化は工夫された動きのによってつくりだされ，ス
ポーツもそのなかから生まれたということについて，ス
ポーツは遊びや労働などの生活から生まれたこと， 19
世紀にイギリスでおこなわれたスポーツが近代スポー
ツ，国際スポーツへと発展していったこと，日本生まれ
のスポーツがあることについて，スポーツの文化的内
容，スポーツ文化へのかかわり方，スポーツ文化とメ
ディアのかかわりについて，基礎的な事項を理解して
いる。

フットサル

◯

◯

◯

◯

a:陸上競技に主体的に取組むとともに、ルールやマ
ナーを大切にしようとすること、役割を積極的に引き受
け自己の責任を果たそうとすること、合意形成に貢献
しようとすることなどや、健康・安全を確保することがで
きるよ うにする。 c:記録の向上や競争の楽しさや喜び
を味わい、各種目特有の技能を高めることができるよ
うにする。

授業態度の観察
技能観察
実技テスト
ふりかえりレポー
ト

a:オリンピズム，オリンピックムーブメント，オリンピック
の変貌について，スポーツが経済活動におよぼす影
響，スポーツ産業におけるさまざまな職業について、
ドーピングがスポーツを滅ぼしてしまうこと，スポーツ倫
理が求められる理由について，探したり，見たり，読ん
だりするなどの学習活動に意欲的に取り組もうとしてい
る。b:オリンピズム，オリンピックムーブメント，オリン
ピックの変貌について，スポーツが経済活動におよぼ
す影響，スポーツ産業におけるさまざまな職業につい
て，ドーピングがスポーツを滅ぼしてしまうこと，スポー
ツ倫理が求められる理由について，課題を見つけた
り，整理したりするなどして，それらを説明している。 c:
オリンピズム，オリンピックムーブメント，オリンピックの
変貌について，スポーツが経済活動に大きな影響を及
ぼしていること，現代スポーツの発展がさまざまなス
ポーツ産業を発達させたことについて，ドーピングはス
ポーツ精神に反する卑劣な行為であり，世界中で撲滅
の取り組みがおこなわれていること，スポーツをフェア
におこなうためにはスポーツ倫理が求められることに
ついて，基礎的な事項を理解している。
a:陸上競技に主体的に取組む とともに、ルールやマ
ナーを 大切にしようとすること、役 割を積極的に引き
受け自己 の責任を果たそうとするこ と、合意形成に貢
献しようと することなどや、健康・安全 を確保すること
ができるよ うにする。 c:記録の向上や競争の楽しさ や
喜びを味わい、各種目特有 の技能を高めることができ
るようにする。

授業態度の観察
小テスト

a:球技の楽しさや喜びを味わ うことができるよう、フェ
ア プレイを大切にしようとす ること、自己責任を果たそ
う とすること、作戦などについ ての話合いに貢献しよう
と することなどや、健康や安全 を確保して、自主的に
取組も うとしている。 b:生涯にわたって球技を豊か に
実践するための自己の課 題に応じた運動の取組み方
を工夫している。 c:球技の特性に応じてゲーム を展開
するための作戦に応 じた技能や仲間との連携し た動
きを身につけている。 d:技術や技の名称や行い方、体
力の高め方、運動観察の方法を理解している。

授業態度の観察
技能観察
実技テスト
ふりかえりレポー
ト

a: 関心・意欲・態度 b: 思考・判断・表現 c:技能 d: 知識・理解

※ 原則として一つの単元 題材 で全ての観点について評価することとなるが、学習内容 小単元 の各項目において重点的に評価を行う観点
もしくは重み付けを行う観点 について○を付けている。

授業態度の観察
技能観察
実技テスト
ふりかえりレポー
ト

