
体育科指導計画・評価計画（第３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。

4

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

【リズムダンス】
ロックやサンバのリズムにのって弾
んで踊ったり，動きに変化をつけた
り，友達とかかわり合って踊ったりす
る。

◎リズムダンス（よさこい）
■やってみる（1～3/7）
○「よさこいソーラン」をおどろう。
①振り付けを覚える。
■ひろげる（4～7/7）
○体形移動など，ダイナミックに踊る。

○ ○

○リズムに乗って全身で踊っ
て楽しもうとする。（関・観察）
○リズムに乗って，全身で踊
ることができる。（技・観察）

・なわとび運動（補） 運動会

3

2

8
【浮く・泳ぐ運動】
いろいろな浮き方をしたり面かぶり
でクロールや平泳ぎをしたりする。

○水泳
■やってみる（1～4/8）
○いろいろな浮き方で浮いたり，け伸びをし
たりしよう。
①どこに注意して練習をするかなどのめあ
てを立てる。
②補助具を使ったり，バディと協力し合った
りして練習する。
■ひろげる（5～8/8）
○面かぶりでクロールや平泳ぎをしよう。
①どこに注意して練習をするか，どういう順
で練習するかなどのめあてを立てる。
②補助具を使ったり，バディと協力し合った
りして練習する。

○
○いろいろな浮き方ができ
る。（技・観察）

※浮き方の例…くらげ浮
き、伏し浮き、背浮き／
伏し浮きから背浮き、け
伸び

1

①けんこうというたからもの
・健康とは，心や体の調子がよいなどの状
態をいうこと。
・健康の状態には，１日の生活のしかたなど
の主体の要因や，身の回りの環境の要因
が関係していること。
・心や体が健康だと，毎日を元気に楽しく過
ごせること。

○ ○

○健康な心身の状態や健康
のよさについて考えている。
（思・単元テスト他）
○健康の状態や保持増進の
ための環境整備について理
解している。（知・単元テスト）

1

②けんこうによい１日の生活
・健康には，１日の生活のしかたが深くかか
わっており，１日の生活リズムに合わせて，
食事，運動，休養・睡眠をとることが必要で
あること。

○ ○

○自分に合った生活のリズ
ムを考えている。（思・単元テ
スト他）
○健康には1日の生活のし
かたが深くかかわっているこ
とを理解している。（知・単元
テスト）

1
③体のせいけつとけんこう
・健康には，体や衣服などの清潔を保つこと
が必要であること。

○ ○

○体や衣服などの清潔を保
つ必要性について考えてい
る。（思・単元テスト他）
○健康の保持増進には、身
体や衣服の清潔が関わって
いることを理解している。
（知・単元テスト）

1

④けんこうによいかんきょう
・健康には，部屋の明るさの調節や換気な
どの生活環境を整えることが必要であるこ
と。

○ ○
○健康に良い環境を整える
ことの必要性を理解してい
る。（知・単元テスト）

○腕を前後に大きく振り、膝
を前に振り上げるようにして
調子よく走ることができる。
（技・観察）

・なわとび運動（補）
運動会
陸上競技大会

6

【リングゲーム】
みんなで攻め方・守り方を工夫し
て，リングゲームをする。

◎リングゲーム
■やってみる（1～3/7）
○シュートをさせないように工夫して，ハー
フ・リングゲームをしよう。
　①練習（３分）
　②ゲーム１（前半：３分）
　③話し合い・練習（５分）
　④ゲーム２（後半：３分）
■ひろげる（4～7/7）
○チームで攻め方・守り方を工夫して，リン
グゲームをしよう。
　①練習（３分）
　②ゲーム１（前半：３分）
　③話し合い・練習（５分）
　④ゲーム２（後半：３分）

○

○自チームや相手チームの
特徴を理解し、チームで簡単
な作戦（攻め方・守り方）を立
ててゲームをしている。（思・
観察）

・なわとび運動（補）
※リングゲーム…基本的
なルールはバスケット
ボールと同じ。シュートの
経験保障のため、バス
ケットゴールの代わりに
ボールが入りやすい大き
めのリングを使用。

7～8

【健康って、なに？】
１．健康の状態には，気持ちが意欲
的であること，元気なこと，具合の悪
いところがないことなどの状態があ
ることを理解できるようにする。ま
た，健康には１日の生活のしかたな
どの主体の要因や，身のまわりの環
境の要因がかかわっていることを理
解できるようにする。
２．健康の保持増進には，１日の生
活のしかたが深くかかわっており，1
日の生活リズムに合わせて，食事，
運動，休養・睡眠をとることが必要で
あることを理解できるようにする。
【体の清潔】
　健康の保持増進には、体や衣服な
どの清潔を保つことが必要であるこ
とを理解できるようにする。

【部屋の明るさと空気】
１．健康の保持増進には，生活環境
がかかわっており，部屋の明るさの
調節や換気などの生活環境を整え
ることなどが必要であることを理解
できるようにする。

○自分に合っためあてをもっ
て、意欲的にマット運動に取
り組んで楽しもうとする。（関・
学習カード）
○基本的な技の動き方や技
のポイントがわかる。（思・学
習カード）
○平らなマットの上で回転技
や倒立技ができる。（技・学
習カード）

・柔軟，かえるの足打ち，
かえる倒立（補）
※回転技…前転、後転
／開脚前転、開脚後転な
ど　　　　　　　　　　　※倒
立技…腕立て横跳び越
し（川跳び）、壁倒立／ブ
リッジ、など

5

【かけっこ・リレー】
いろいろなくねくねコースで競走した
り，きまりを決めてリレーをしたりす
る。

◎かけっこ・リレー
■やってみる（1～3/5）
○くねくねコースをつくって競走しよう。
■ひろげる（4・5/5）
○きまりを決めていろいろなチームとリレー
をしよう。

○

4

【マット運動】
「基本の技」や「進んだ技」に挑戦し
たり，できる技を組み合わせたりす
る。

◎マット運動
■やってみる（1～3/6）
○「基本の技」に挑戦しよう。
■ひろげる（4～6/6）
○「進んだ技」に挑戦したり，できる技と組み
合わせたりしよう。

○ ○ ○



２．自分の生活を見直すことを通し
て，健康によい１日の生活のしかた
を実践する意欲や，生活環境を整え
るために自分でできることを実践す
る意欲をもてるようにする。

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３３回，女子２６
回。

陸上競技大会

7

【鉄棒運動】
「基本の技」や「進んだ技」に挑戦し
たり，できる技を組み合わせたりす
る。

◎鉄棒運動
■やってみる（1～4/7）
○「基本の技」に挑戦しよう。
①自分に合った「めあて」と「練習のしかた」
を考え，学習カードやノートに記録する。
②練習に適した高さの鉄棒で，そこに集まっ
た仲間と教え合ったり協力し合ったりして練
習する。
■ひろげる（5～7/7）
○「進んだ技」に挑戦したり，できる技を組
み合わせたりしよう。
①進んだ技や，できる技を組み合わせたり
して，自分に合っためあてを立てる。
②同じ鉄棒に集まった仲間と，見合ったり教
え合ったりして挑戦する。

○ ○ ○

○自分に合っためあてをもっ
て、意欲的に鉄棒運動に取
り組んで楽しもうとする。（関・
学習カード）
○基本的な技の動き方や技
のポイントがわかる。（思・学
習カード）
○上がり技、回転技、おり技
ができる。（技・学習カード）

・なわとび運動（補）
※上がり技…膝かけ振り
上がり、補助さか上がり
／さか上がり、膝かけ上
がり、など
※回転技…後方片膝か
け回転、後方かかえこみ
回り、前方かかえこみ回
り／前方片膝かけ回転、
前方支持回転、後方支
持回転、など
※おり技…転向前おり、
両膝かけ倒立おり、前回
りおり／片足ふみこしお
り、など

6

【小型ハードル走】
いろいろなリズムで小型ハードルを
走り越したり，自分に合ったリズムで
走り越したりして競走する。

◎小型ハードル走
■やってみる（1～3/6）
○いろいろなコースをつくって走り越そう。
①グループで，気持ちよく走れるコースをつ
くって走ってみる。
②他のグループの人がつくったコースを
走ってみる。
■ひろげる（4～6/6）
○自分に合ったコースで，競走しよう。
①いろいろなハードルを３台，いろいろなイ
ンターバルで置く。
②クループ内やグループ対抗で，１人対１
人の競走をする。

○

○いろいろな小型ハードルの
コースをリズムにのって調子
よく走りながら、小型ハード
ルを走り越すことができる。
（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。

6

【走り幅跳び、高跳び】
リズミカルな助走で調子よく踏みき
り，遠くへ跳んだり高く跳んだりす
る。

◎幅跳び
■やってみる（1/6）
○７～９ｍの助走で，いろいろな幅跳び競争
をしよう。
①競争のしかたを決めて，跳び比べをす
る。
■ひろげる（2・3/6）
○自分のめあてに合った場を選んで，点数
アップに挑戦しよう。
①遠くへ跳ぶための自分のめあてを決め
る。
②めあてに合った練習の場で練習し，点数
アップに挑戦する。
◎高跳び
■やってみる（4/6）
○３歩や５歩のリズムにのった助走で気持
ちよく跳んでみよう。
①自分に合った助走の方向（斜め助走）や
リズムで跳んでみる。
■ひろげる（5・6/6）
○自分に合った助走でいろいろな高跳び競
争をしたり，跳べそうな高さに挑戦したりしよ
う。
①グループの中で跳び比べをしたり，２つの
グループ対抗で跳び比べをしたりする。
②めやす記録を決め，自分の記録に挑戦
する。

○
○スピードを落とさないでリ
ズミカルな助走ができる。
（技・観察）

・なわとび運動（補）

3

【体ほぐしの運動】
いろいろな体ほぐしの運動を行い，
体を動かす楽しさや心地よさを味わ
う。

◎体ほぐしの運動
■やってみる（1/3）
○いろいろな運動をみんなで楽しくやってみ
よう。
①グループで，「用具を使った運動」や「歩
いたり走ったりする運動」「リズムにのって弾
んだりする運動」「リラックスして行うストレッ
チ運動」「集まってする伝承遊び」など，遊び
の順番など大まかな見通しを立てる。
②その場に集まったグループと見合ったり
協力し合ったり，集団になったりして行う。
■ひろげる（2・3/3）
○もっと楽しくなるように工夫してみよう。
○やってみた運動の動き方を変えたり，人
数を増やしたりして，グループで工夫して行

○
○いろいろな体ほぐしの運動
に進んで取り組もうとする。
（関・観察）

・なわとび運動（補）

6

【ハンドボール】
攻め方・守り方を工夫して，逆向き
ゴールハンドボールやハンドボール
をする。

◎ハンドボール
■やってみる（1～3/6）
○運び方，かわし方，シュートのしかたを工
夫して，逆向ゴールハンドボールをしよう。
・毎時間の進め方
　練習（３分）→ゲーム１→話し合い・練習
（５分）→ゲーム２
■ひろげる（4～6/6）
○チームで攻め方・守り方を工夫して，ハン
ドボールをしよう。
・毎時間の進め方
　練習（３分）→ゲーム１→話し合い・練習
（５分）→ゲーム２

○

○自チームや相手チームの
特徴を理解し、チームで簡単
な作戦（攻め方・守り方）を立
ててゲームをしている。（思・
観察）

・なわとび運動（補）

9

10

11

7～8



6
【ちびっこ忍者の対決！】
忍者の忍びや，対決などの特徴をと
らえて，表したい感じを踊る。

◎ちびっこ忍者の対決
■やってみる（1～3/6）
○忍者の特徴のある動きや場面をみんなで
一緒に全身で大げさに踊ろう。
①イメージバスケットを手がかりに，忍者の
いろいろな動きや場面を，動きに変化をつ
けて大げさに踊る。
■ひろげる（4～6/6）
○２人組で好きな場面の表したい感じを，
「ひと流れの動き」にして踊ろう。
①２人組で表したい感じが生きるように「ひ
と流れの動き」で踊る。
②踊りを見せ合って感じを確かめ合う。

○
○ペアやグループの仲間と
かかわりあって、楽しく踊ろう
とする。（関・観察）

・なわとび運動（補）

3

1 6

◎スケート
■やってみる（1～3/8）
○両足滑りや片足滑りで長く滑ろう。
※リンクを使って両足滑りや片足滑り，コー
ナーの滑り方などの練習。
※リンクの中では，両足滑りや片足滑りで
競走する。
■ひろげる（4～6/8）
○直線コースでリレーをしよう。
※引き継ぎの線を通過したら，次の人がス
タートする。

2 氷上運動会（7・8/8）

4

2

4
【ボール運びゲーム】
タグをとられないように工夫してボー
ル運びゲームをする。

◎ボール運びゲーム
■やってみる（1～2/4）
○相手をかわしてボールを運ぶ，ボール運
びゲームをしよう。
・毎時間の進め方…練習（３分）→ゲーム①
→話し合い・練習（５分）→ゲーム②
■ひろげる（3～4/4）
○チームで攻め方・守り方を工夫してボー
ル運びゲームをしよう。
・毎時間の進め方…練習（３分）→ゲーム①
→話し合い・練習（５分）→ゲーム②

○

○自チームや相手チームの
特徴を理解し、チームで簡単
な作戦（攻め方・守り方）を立
ててゲームをしている。（思・
観察）

・なわとび運動（補）

105

total 105

標準 105

余剰 0

・なわとび運動（補）
※プレルボール…基本
的なルールはバレー
ボールと同じ。トスの代
わりに、ボールをげんこ
つで床に打ちつけて味方
にパスをしたり相手コート
に返したりする。

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
【プレルボール】
みんなで攻め方・守り方を工夫し
て，プレルボールやアタックプレル
ボールをする。

◎プレルボール
■やってみる（1～3/6）
○打ち返し方を工夫して，プレルボールをし
よう。
・毎時間の進め方
練習（３分）→ゲーム①（前半５分）→話し合
い・練習（５分）→ゲーム②（後半５分）
■ひろげる（4～6/6）
○チームで攻め方・守り方を工夫して，ア
タックプレルボールをしよう。
・毎時間の進め方
練習（３分）→ゲーム①（前半５分）→話し合
い・練習（５分）→ゲーム②（後半５分）

○

○自チームや相手チームの
特徴を理解し、チームで簡単
な作戦（攻め方・守り方）を立
ててゲームをしている。（思・
観察）

【スケート】
両足滑りや片足滑りで長く滑ったり，
競走したりする。

○
○両足や片足で長く滑ること
ができる。（技・観察）

○ ○

○自分に合っためあてをもっ
て、意欲的に跳び箱運動に
取り組んで楽しもうとする。
（関・学習カード）
○基本的な技の動き方や技
のポイントがわかる。（思・学
習カード）
○切り返し系の技や回転系
の技ができる。（技・学習カー
ド）

・柔軟，かえるの足打ち，
かえる倒立（補）
※切り返し系…開脚跳び
／大きな開脚跳び、かか
えこみ跳び、など
※回転系…台上前転／
大きな台上前転など
※評価は３学期の通知
表に記入する。
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【跳び箱運動】
「基本の技」に挑戦したり，「進んだ
技」に挑戦したりする。

◎跳び箱運動
■やってみる（1～5/9）
○「基本の技」に挑戦しよう。
①自分に合った「めあて」と「練習のしかた」
を考え，学習カードやノートに記録する。
②練習に合った場で，そこに集まった仲間と
教え合ったり協力し合ったりして練習する。
■ひろげる（6～9/9）
○「進んだ技」に挑戦しよう。
①自分に合った挑戦技を選び，新しいめあ
てを立てる。
②練習の場に集まった仲間と見合ったり教
え合ったりして挑戦する。

○
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