
体育科指導計画・評価計画（第１学年）

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 思 技 知 具体の評価規準/評価方法 留意点/補強運動（補）
他教科・領域,行事等

との関連

2
【体ほぐしの運動】
望ましい集団行動を身につけ，体ほ
ぐしにつながる運動をする。

◎集団行動
２列～４列への体形移動。列を整えての行
進。
◎体ほぐしの運動
■やってみる（1・2/2）

○

○集団を意識しながら，行動
しようとしている。　（関・観
察）
○体を動かす楽しさや心地
よさをわかって、進んで取り

なわとび運動，柔軟（補）
全校朝会，運動会，
遠足など

2
【鬼遊び】
いろいろな鬼遊びをして遊ぶ。

◎鬼遊び
■やってみる（1/2）…逃げる範囲を決め
て，いろいろな鬼遊びをしよう。
■ひろげる（2/2）…それぞれの鬼遊びにつ
いて，最初はチーム内で遊んだあと，チー
ム対抗で相手を変えて遊ぶ。

○
○いろいろな鬼遊びの行い
方を知っている。（思・観察）

・なわとび運動（補）
※鬼遊び…手つなぎ鬼、
座り鬼、むかで鬼など
※座り鬼…子がしゃがん
でいる間、鬼はタッチで
きない。子がしゃがんで
いられるのは１０秒間
で、鬼が１０秒数える間
に移動しなければならな
い。
※子はムカデのように前
の児童の肩につかまって
連結する。鬼はムカデの
最後尾にいる児童を捕ま
える。

2

2

2
【多様な動きをつくる運動】
体力テストの外種目を行う。

◎体力テスト
ボール投げ,５０ｍ走

○
○体力テストに意欲的に取り
組んでいる。（関・観察）

※グラウンド整地後,日程
を決めて実施。

運動会

4

1

7
【リズム遊び】
リズムにのって弾んで踊ったり，友
達と一緒に踊ったりして遊ぶ。

◎リズム遊び（遊戯）
■やってみる（1～3/7）
○遊戯を踊ろう。
■ひろげる（4～7/7）

○
○軽快なリズムに乗って踊る
ことができる。（技・観察）

・なわとび運動（補） 運動会

4

3
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2
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【体力を高める運動】
体力を高めるためのいろいろな運動
を行ったり，自分の高めたい体力の
運動を選んで，工夫したりする。

◎持久走　（1/2）
○ペースをキープして５～６分走る。
◎50ｍ走（2/2）
○上体の余分な力を抜いて全力で走る。

○ ○

○自分のペースで，最後ま
で決められた時間を走ろうと
している。（関・観察）
○上体の余分な力を抜いて
全力で走ることができる。
（技・観察）

・なわとび運動（補）
※50ｍ走は，タイムを計
測して保体部に報告。
※持久走は，シャトルラ
ンＣＤを使い，目標の回
数を定めて取り組む。目
安は男子１５回，女子１４
回。

陸上競技大会

2

4

・なわとび運動（補）
※的当てゲーム…的に
向かってボールをける。
的に当たれば1点。防御
の児童は、ボールを止め
たりけり返したりしても良
い。一定時間経過で攻守
交代。

9

○水中を1人で歩いたり走っ
たりできる。（技・観察）

○ボールのけり方、はじき方
などがわかり、攻め方・守り
方を工夫している。（思・観
察）

○

※レベル毎に分けて習
する。レベルの目安は、
A…水に潜る遊び
B…潜りにつながる水遊
び
C…水に慣れる遊び
※水遊びの例…電車
ごっこ、ぐるぐる回り、カ
ニ歩き、ワニ歩き／水か
けっこ、鬼遊び／顔を水
につける、水中にらめっ
こ、水中じゃんけん、石
拾い、伏し浮き（補助）、
など

○いろいろなコースのロープ
に沿って体を傾けて走ること
ができる。（技・観察）

・なわとび運動（補）
運動会
陸上競技大会

6

【遊具の遊び】
みんなで仲よく遊ぶ。

◎遊具の遊び
※本単元は入学したばかりの子どもたちで
あるので，約束，マナー，安全面などを特に
おさえたうえで，遊び方をじっくり指導する。
■やってみる（1～3/7）
○いろいろな遊具で遊ぼう。
■ひろげる（4～7/7）
○グループのみんなと遊具で仲良く遊ぼ
う。

○ ○

7

【水遊び】
約束を守り，いろいろな水遊びをし
て遊ぶ。

8

【ボールけりゲーム】
いろいろな的当てゲームをして遊
ぶ。

◎的当てゲーム
■やってみる（1～3/6）
○けり方を工夫して，的当てゲームをしよ
う。
・毎時間の進め方
①１回目のゲームをする。
②ルールや約束について話し合う。
③同じ相手と２回目のゲームをする。
■ひろげる（4～6/6）
○攻め方・守り方を工夫して，的当てゲーム
をしよう。
・毎時間の進め方
①１回目のゲームをする。
②ルールや約束について話し合う。
③同じ相手と２回目のゲームをする。

○

水遊び
■やってみる（1～4/8）
○いろいろな水遊びをして，水に慣れよう。
■ひろげる（5～8/8）
○水に浮いたり，もぐったりして遊ぼう。

○

○順番を守って友達と仲よく
遊ぼうとする。（関・学習カー
ド）
○遊ぶ遊具を変えながら、い
ろいろな遊び方を見つけてい
る。（思・学習カード）
○登り下りや懸垂など、いろ
いろな動きができる。（技・学
習カード）

・なわとび運動（補）
※遊具の遊び
①雲てい遊び…足じゃん
けん／ぶらさがり渡り／
１つとばして移動
②ぶらんこ…止まったと
ころからこぐ／足を地面
につけないでこぐ
③鉄棒…ぶらさがり振
り，おさるさん
④タイヤ遊び…跳び移り
／跳びおり／馬跳び（縦
や横に）

○ボールのつき方やタッチさ
れないためのかわし方がわ
かる。（思・観察）

・なわとび運動（補）
※ボールキープゲーム
…鬼ごっこのボールつき
版。両手または片手で
ボールをつきながら移動
する。制止時はボールを
保持しても良い。

5

【くねくね走】
いろいろなくねくねコースをつくって
走ったり，友達のつくったコースで
走ったりして遊ぶ。

◎くねくね走
■やってみる（1・2/5）
○くねくねコースをつくって走ってみよう。
■ひろげる（3～5/5）
○いろいろなコースをつくったり，友達のつ
くったコースを走ったりしよう。

○

4

【ボール遊び】
いろいろなボールキープゲームをし
て遊ぶ。

◎ボールキープゲーム
■やってみる（1～4/4）…ボールのつき方
やかわし方を工夫してボールキープゲーム
をしよう。

○



6
【鉄棒遊び】
いろいろな鉄棒遊びをして遊ぶ。

◎鉄棒遊び
■やってみる（1～3/6）
○いろいろな高さの鉄棒で，いろいろな鉄
棒遊びをしよう。
■ひろげる（4～6/6）
○できる遊びをつないでみよう。

○ ○ ○

○いろいろな鉄棒遊びに進
んで取り組もうとする。（関・
学習カード）
○友達のよい動きを見つけ
ている。（思・学習カード）
○鉄棒を使って、跳び上がり
跳び下りをして遊んだり、ぶ
ら下がりや回転をしたりする
ことができる。（技・学習カー
ド）

・なわとび運動（補）
※鉄棒遊びの例…跳び
上がり,つばめ,ふとん干
し、後ろ跳びおり、おさる
さん、おさるさんのじゃん
けん、ぶらさがり、ぶらん
こ、片膝かけ振り、しり上
がり、こうもり振り／足抜
き回り、前回りおり、など

4
【多様な動きをつくる運動】
体力テストの室内種目の練習を行
う。

◎体力テストの練習
握力，上体起こし，長座体前屈，反復横跳
び，立ち幅跳び，２０ｍシャトルラン

○
○体力テストの練習に意欲
的に取り組んでいる。（関・観
察）

※50ｍのタイムを計測し
て保体部に報告。

体力テスト

3
【多様な動きをつくる運動】
体力テストの室内種目を行う。

◎体力テスト
握力，上体起こし，長座体前屈，反復横跳
び，立ち幅跳び，２０ｍシャトルラン

○
○体力テストに意欲的に取り
組んでいる。（関・観察）

※日程を決め，１～３時
間目に実施。

5
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6
【いろいろなものに　へんしーん！】
いろいろなものに変身して，楽しく踊
る。

◎表現遊び
■やってみる（1～3/6）
○いろいろなものの特徴を見つけて，なり
きって踊ろう。
■ひろげる（4～6/6）
○好きなものを選んで，変化をつけて続け
て踊ろう。

○

○変身してみたいおもしろそ
うなものを見つけて、楽しく表
現遊びをしようとする。（関・
観察）

・なわとび運動（補）

3

3

6
【マット遊び】
いろいろなマット遊びをして遊ぶ。

◎マット遊び
■やってみる（1～3/6）
○いろいろな転がり遊びや逆立ち遊びをし
よう。
■ひろげる（4～6/6）
○できる転がり方で，いろいろなマットに挑
戦しよう。

○ ○ ○

○いろいろなマット遊びに進
んで取り組もうとする。（関・
学習カード）
○自分の力に合った遊びを
選んでいる。（思・学習カー
ド）
○マットに背中や腹などをつ
けていろいろな方向へ転がっ
て遊んだり、手や背中で支持
して逆立ちなどをしたりする
ことができる。（技・学習カー
ド）

・柔軟、かえるの足打ち、
かえる倒立（補）
※マット遊びの例…ゆり
かご、おきあがりこぼし、
前転がり、後ろ転がり、
丸太転がり／かえるの足
打ち、川跳び、壁登り逆
立ち、など
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◎スケート
■やってみる（1～3/8）
○スケートをはいて，いろいろな遊びをしよ
う。
※前に歩く→横に歩く→前に歩く……や，い
す押し遊びをする。
■ひろげる（4～6/8）
○歩いたり滑ったりしよう。
※膝を曲げ，スケートの刃を立てて滑る。

2 氷上運動会（7・8/8）

4

2

3

※氷上運動会は２時間。
※町リンクを使用しても
よい。

氷上運動会

2
【跳び箱遊び】
いろいろな跳び箱遊びをして遊ぶ。

◎跳び箱遊び
■やってみる（1～3/6）
○いろいろな跳び方で，いろいろな跳び箱
を跳び越そう。
■ひろげる（4～6/6）
○高い跳び箱を跳んだり，新しい跳び方に
挑戦したりしよう。

○ ○ ○

○いろいろな跳び箱遊びに
進んで取り組もうとしている。
（関・学習カード）
○自分の力に合った遊び方
やできそうな跳び方に合った
場を選んでいる。（思・学習
カード）
○跳び乗りや跳び下り,手を
着いてのまたぎ乗りや馬乗り
などができる。（技・学習カー
ド）

【スケート】
スケートをはいて歩いたり，滑ったり
して遊ぶ。

○スケート靴を履いて歩いた
り滑ったりすることができる。
（技・観察）

○ボールの投げ方、捕り方
などがわかり、攻め方・守り
方を工夫している。（思・観
察）

・かえる、かえる倒立
（補）
※跳び箱遊びの例…踏
み越し跳び、またぎ越し
跳び、またぎ乗り、またぎ
下り、支持で跳び上が
り・跳びおり／開脚跳
び、など
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【幅跳び遊び】
いろいろな跳び方で遠くに跳んで遊
ぶ。

◎幅跳び遊び
■やってみる（1～4/8）
○片足や両足で，いろいろな場所を跳んで
みよう。
■ひろげる（5～8/8）
○片足跳びで遠くに跳んで跳び比べをしよ
う。

○

9

・なわとび運動（補）

12

○
○助走して片足や両足で遠
くへ跳ぶことができる。（技・
観察）

・なわとび運動（補）

11

【ボール投げゲーム】
いろいろな的当てゲームをして遊
ぶ。

◎的当てゲーム
■やってみる（1～3/6）
○投げ方や当て方を工夫して，的当てゲー
ムをしよう。
・毎時間の進め方
①１回目のゲームをする。
②ルールや約束について話し合う。
③同じ相手と２回目のゲームをする。
■ひろげる（4～6/6）
○攻め方・守り方を工夫して，的当てゲーム
をしよう。
・毎時間の進め方
①１回目のゲームをする。
②ルールや約束について話し合う。
③同じ相手と２回目のゲームをする。

○



4
【多様な動きをつくる運動】
移動したり，力を試したりして，いろ
いろな動きをして遊ぶ。

◎多様な動きをつくる運動
■やってみる（1・2/4）
○できるかどうかやってみよう。
■ひろげる（3・4/4）
○動きを工夫して，できるかどうかやってみ
よう。

○
○多様な動きをつくる運動遊
びに進んで取り組もうとす
る。（関・観察）

・なわとび運動（補）
※体のバランスをとる動
きの例…片足を軸にして
右回り左回り，起き上が
りこぼし，ペアで背中合
わせの状態から立ったり
座ったり，ボールを背中
に挟んで立ったり座った
り，片足で立ったり座っ
たり，など。
※跳ぶ，はねるなどの動
きの例…ケンパー跳び，
かけ足，ジャンプ向きか
え，リズムに合わせて
ジャンプ，など。
※用具を使った動きの例
…ボールを持ち上げたり
おろしたり，投げ上げて
とる，おなかにのせて運
ぶ，フラフープを転がす，
長なわを跳ぶ，補助付き
竹馬に乗る，など。
※支えたり力比べをした
りする動きの例…押し相
撲，引っ張り相撲，腕立
て姿勢で回る，友達運
び，もの運び，片手で押
し相撲，棒やロープで
引っ張り合う，など。

102

total 102

標準 102

余剰 0
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