
体育科指導計画・評価計画（第２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，体力
テストの種目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
反復横跳び，立ち幅跳び，シャトルランの練
習。

○

○集団を意識しながら，行動
しようとしている。　（関・観
察・観察）
○体力テストの練習に，意欲
的に取り組んでいる。（関・観
察・観察）

・なわとび運動，柔軟
（補）

全校朝会，運動会，
遠足など

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。

3
【多様な動きをつくる運動】
バランスをとったり，物を使ったりし
て，いろいろな動きをして遊ぶ。

◎いろいろな動きつくり遊び
■やってみる（1・2/3）
○できるかどうかやってみよう。
・１年生のときに行ったバランスをとる運動
遊びや用具を使った運動遊びを行う。
・教師が○○ランドで行う手本を見せて，み
んなで行う（クルリンランド，アップダウンラ
ンド，ボールランド，竹馬ランド）。
■ひろげる（3/3）
○動きを工夫して，できるかどうかやってみ
よう。
・グループでもう一度やってみたい○○ラン
ドへ行き，動きを工夫しながら行う。

○
○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）

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）

○ ○

○１年生の見本となることを
意識して，活動することがで
きている。（関）
○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

6

2

2

【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２３回，女子１９
回。

陸上競技大会

2

4

○いろいろなボールの投げ
方やルールを工夫している。
（思・観察）

・なわとび運動（補）
※スローゴルフゲーム
ルールはゴルフと同じ。
ボールを投げて的に当て
る。

5

【ジグザグ走】
いろいろなジグザグコースをつくって
走ったり，友達と競走やリレーをした
りして遊ぶ。

◎ジグザグ走
■やってみる（1・2/5）
○ジグザグコースをつくって走ったり，友達
と競走したりしよう。
■ひろげる（3～5/5）
○自分たちや友達のつくったコースで，リ
レーをしよう。

○

4

【ボール遊び】
いろいろなボールでスローゴルフ
ゲームをして遊ぶ。

◎スローゴルフゲーム
■やってみる（1～4/4）
○ボールの投げ方やルールを工夫してス
ローゴルフゲームをしよう。

○

○いろいろなコースで体を傾
けて走ったり、まっすぐに
走ったりすることができる。
（技・観察）

運動会
陸上競技大会

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（1～4/7）
○いろいろな転がり遊びや逆立ち遊びをし
よう。
■ひろげる（5～7/7）
○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、前転がり、後ろ転
がり、丸太転がり／かえ
るの足打ち、ブリッジ、川
跳び、背支持倒立、壁登
り逆立ち、など

7

約束を守りいろいろな水遊びをして
遊ぶ。

水遊び
■やってみる（1～4/4）
○水中で息をはいたり，水に浮いたりして遊
ぼう。
■ひろげる
○（5～8/8）いろいろな浮き方で浮いたりけ
伸びをしたりしよう。

○
○水に潜って息をはいたり目
を開けたりすることができる。
（技・観察）

※レベル毎に分けて習す
る。レベルの目安は、
A…泳ぎにつながる遊び
B…水中で息をはいたり
水に浮いたりする遊び
C…水に慣れる遊び
※水遊びの例…潜りっ
こ、棒くぐり、輪くぐり、石
拾い、ロケット跳び／だる
ま浮き、伏し浮き、背浮
き、くらげ浮き／けのび、
ばた足

8

【鬼遊び】
いろいろな鬼遊びをして遊ぶ。

◎鬼遊び
■やってみる（1～6/6）
○遊ぶ範囲を決めて，いろいろな鬼遊びを
しよう。

○
○楽しくできるように、ルール
や対戦相手などを工夫して
いる。（思・観察）

・なわとび運動（補）
※鬼遊びの例…ねことね
ずみ、ボール運び鬼、な
ど
※ねことねずみ…ねこ
チームとねずみチームに
分かれて行う。教師が
「ねこ」「ねずみ」の声を
かけ、呼ばれたチームは
相手チームの児童をか
わしながら１０ｍ前方の
ラインまで走り抜ける。呼
ばれなかったチームは
走ってきた相手チームの
児童にタッチする。
※ボール運び鬼…５～６
人１グループで行う。コー
トを６分割し、間４箇所に
以下のように２チーム交
互に入る。
G／白／赤／白／赤／S

スタートからボールを
持ったりパスしたりしなが
ら進む。自陣に入ってい
る間はボールを取られな
い。防御側にボールを取

9



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）
○新しい遊び方に挑戦し，できる遊び方と
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

・なわとび運動（補）
※鉄棒遊びの例…跳び
上がり,つばめ、跳びおり
／しり上がり、こうもり振
り懸垂移動、ぶらんこ。
前振り跳び降り、片膝か
け振り／さか上がり、片
膝かけ振り上がり、後ろ
回りおり、など

2

4

5

3

6
【虫たちの冒険！】
いろいろな虫になって，楽しく踊る。

◎虫たちの冒険
■やってみる（1～3/6）
○いろいろな虫の様子や感じを見つけて踊
ろう。
■ひろげる…（4～6/6）
○好きな虫を選んで，動きに変化をつけて
踊ろう。

○
○虫たちの生活や行動を思
い浮かべて、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

3

3

1 6
【スケート】
いろいろな滑り方をして楽しむ。

◎スケート
■やってみる（1～3/8）
○歩いたり滑ったりしよう。
■ひろげる（4～6/8）
○両足滑りや片足滑りをしよう。

2 氷上運動会（7・8/8）

4

2

4
【ボール運びゲーム】
パスのしかたや守り方を工夫してダ
ンクボールをする。

◎ボール運びゲーム
■やってみる（1・2/4）
○シュートをさせないように工夫してダンク
ボールをしよう。
■ひろげる（3・4/4）
○どちらが多く得点できるか，攻め方・守り
方を工夫してダンクボールをしよう。

○

○ボールの運び方やシュー
トの防ぎ方などがわかり、攻
め方・守り方を工夫してい
る。（思・観察）

・なわとび運動（補）
※ダンクボール…基本的
なルールはバスケット
ボールと同じ。ゴールは
児童がダンクシュートを
決められる程度の高さの
物を用いる。

105

total 105

標準 105

余剰 0

9

【ボールけりゲーム】
いろいろなキックベースボールをし
て遊ぶ。

◎キックベースボール
■やってみる（1～3/6）
○塁をとったりとられないように工夫して，
キックベースボールをしよう。
■ひろげる（4～6/6）
○ルールや攻め方・守り方を工夫して，キッ
クベースボールをしよう。

○
○ボールのけり方、止め方な
どがわかり、攻め方・守り方
を工夫している。（思・観察）

・なわとび運動（補）

10

【高跳び遊び】
（高跳び遊び）
いろいろな跳び方で，高く跳んで遊
ぶ。
【ハードルリレー】
いろいろなコースをつくって走って跳
び越したり，自分や友達のつくった
コースでリレーをしたりして遊ぶ。

◎高跳び遊び
■やってみる（1・2/8）
○片足や両足でいろいろなものを跳んでみ
よう。
■ひろげる（3・4/8）
○高く跳んで跳び比べをしよう。
◎ハードルリレー
■やってみる（5・6/8）
○いろいろなコースをつくって，ハードルリ
レーをしよう。
■ひろげる（7・8/8）
○自分たちや友達のつくったコースでハード
ルリレーをしよう。

○

○助走して片足や両足で高く
跳ぶことができる。（技・観
察）
○調子よく、輪やハードルな
どを跳び越して走ることがで
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。
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【ボール投げゲーム】
いろいろなドッジボールをして遊ぶ。

◎ドッチボール
■やってみる（1～3/6）
○投げ方やかわし方を工夫して，円形ドッジ
ボールをしよう。
■ひろげる（4～6/6）
○攻め方を工夫して，四角ドッジボールをし
よう。

○

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

・なわとび運動（補）

12
【多様な動きをつくる運動遊び】
移動したり，力試しをしたりして，い
ろいろな動きをして遊ぶ。

◎いろいろな動きつくり遊び
■やってみる（1・2/6）
○できるかどうかやってみよう。
■ひろげる（3～6/6）
○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）

○
○いろいろな滑り方で滑るこ
とができる。（技・観察）

※氷上運動会は２時間。
※町リンクを使用しても
よい。

3

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
跳び越してみよう。
■ひろげる（4～6/6）
○新しい跳び方に挑戦しよう。

○ ○ ○

○いろいろな跳び箱遊びに
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、馬乗
りなどができる。（技・学習
カード）

・かえる、かえる倒立
（補）
※跳び箱遊びの例…踏
み越し跳び、またぎ乗り、
またぎ下り、支持で跳び
上がり・跳びおり／横跳
び、開脚跳び、かかえこ
み跳び、など


