
体育科指導計画・評価計画（第４学年）

月 時数 単元のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 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）　　　　　　　　　　　　
　　　　○体力テストの練習
に，意欲的に取り組んでい
る。　　　　　（関・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。

5
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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。　　　　　　　　　　　　　　　
②３年生の見本となる。
■ひろげる（4～7/7）
○体形移動など，ダイナミックに踊る。

○ ○

○３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・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
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2
【体ほぐしの運動】　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　陸上競技大会に
向けた，練習を行う。

◎持久走（1・2/2）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　○自分のペースで長い時間を走ろ
う。

○
○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）

※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

陸上競技大会

2
【かけっこ・リレー】　　　　　　　　　　　　
　　　　　より速く走れるよう，工夫し
て練習に取り組む。

◎かけっこ（1・2/2）
①スタート姿勢から素早く走り出す。　　　　　
　②前傾姿勢で走る。

○
○スタートは素早く，その後，
前傾姿勢で走ることができ
る。（技・タイム計測）

・なわとび運動（補）　　　　
　　※50ｍのタイムを計
測して保体部に報告。

陸上競技大会

6

【鉄棒運動】　　　　　　　　　　　　　　　　
　「基本の技」や「進んだ技」に挑戦
したり，できる技の組み合わせに挑
戦したりする。

◎鉄棒運動
■やってみる（1～3/6）　　　　　　　　　　　　　　
　　　○「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（4～6/6）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　○「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。

○ ○ ○

○同じ挑戦の場に集まった
仲間と見合ったり，教えった
りして練習している。　　　　
（関・観察，カード）　　　　　　　
　　　　○自分に合った「めあ
て」や「練習のしかた」を考え
て記録し，工夫して練習に取
り組んでいる。（考・カード）　　
　　　　　　　　　　○鉄棒を
使って，上がり技や回り技，
おり技が安定してできる。
（技・テスト）

・なわとび運動（補）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　※上がり技…膝かけ上
がり，さか上がり　　　　　　
　　　　　※回り技…後方
片膝かけ回転，後方か
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　　　　　
　　　　　　　※おり技…両
膝かけ倒立おり，前回り
おり/両膝かけ振動おり　　
　　　　　　※連続技…「膝
かけ上がり⇒後方片膝
かけ回転⇒両膝かけ倒9

○ルールに応じて攻め方・守
り方を工夫し，ベースボール
型ゲームに取り組んでいる。
（考・観察）

・なわとび運動（補）　　　　
　　　　　　※バットレス
ベースボール…バットは
使わず，ボールを手で投
げ入れる。１塁のみ。塁
間は18～20ｍ。塁を踏ん
だ数が得点。全員が投げ
たら攻守交替。　　　　　　　
　　　　　　※ティーボール
…ティースタンドにボー
ルを置き，バットでボール
を打つ。　　　　※工夫…
２塁を置く。（三角ベース
まで）

7 【水泳】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　面かぶりでクロールや
平泳ぎをしたり，呼吸に気をつけて
クロールや平泳ぎをしたりする。

◎水泳
■やってみる（1～4/8）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　○面かぶりでクロールをしよう。
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）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　○呼吸に気をつけてクロールに挑戦
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。

○
○面かぶりクロールで泳ぐこ
とができる。（技・技能テスト）

※レベル毎に分けて練習
する。レベルの目安は，
Ａ…息継ぎをしてばた
足，Ｂ…面かぶりクロー
ル，Ｃ…ビート板を使った
クロール
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○競争のしかた（きまり）につ
いて知り，バトンゾーンの使
い方を工夫している。　　　　　
（思・観察）　　　　　　　　　　　　
　　　○腕を前後に大きく振
り，調子よく走るくことができ
る。（技・テスト）

・なわとび運動，あひる，
各種スキップ（補）　　　　　
　　　※100ｍタイムを計
測

運動会，陸上競技大
会

6

【バットレスベースボール】　　　　　　　
　　　　　　　　　ルールを工夫して，い
ろいろなベースボール型ゲームをす
る。

◎バットレスベースボール（1～4/7）
■やってみる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　○塁をとったり，とられないように工夫し
て，バットレスベースボールをしよう。
・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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　◎ティーボール（5～7/7）
■ひろげる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　○ルールに応じた攻め方・守り方を工夫し
て，ティーボールをしよう。
・毎時間の進め方
　（「やってみる」に同じ）

○

○同じ挑戦の場に集まった
仲間と見合ったり，教えった
りして練習している。　　　　
（関・カード，観察）　　　　　　　
　　　○自分に合った「めあ
て」や「練習のしかた」を考え
て記録し，工夫して練習に取
り組んでいる。（考・カード）　　
　　　　　　　　　　○平らなマッ
トの上で，回転技や倒立技
がなめらかにできる。（技・観
察，テスト）

・柔軟，かえるの足打ち，
かえる倒立（補）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
※回転技…前転，大きな
前転，開脚前転/後転，
開脚後転　　　　　　　　　　
　※倒立技…壁倒立，補
助倒立，頭倒立，ブリッ
ジ/腕立て横飛び越し，
側方倒立回転　　　　　　　
　　　　※連続技…「前転
⇒足交差⇒後転」「倒立
⇒前転」など

5

【かけっこ・リレー】　　　　　　　　　　　　
　　　　　いろいろなかけっこをした
り，きまりを工夫してチーム対抗のリ
レーをしたりする。

◎かけっこ・リレー
■やってみる（1・2/5）　　　　　　　　　　　　　　
○いろいろなかけっこをしよう。
①８秒間走をする。
②２人で，追いかけ競走をする。
■ひろげる（3～5/5）○　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　きまりを決めてチーム対抗の
リレーをしよう。
①競走のしかたときまりを決める。
②チーム対抗のリレーをする。
③リレーの合間にチーム対抗のバトンパス

○ ○

4

【マット運動】　　　　　　　　　　　　　　
できそうないろいろな技に挑戦した
り，できる技の繰り返しや組み合わ
せに挑戦したりする。

◎マット運動
■やってみる（1～3/7）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　○できそうないろいろな技に挑戦
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練習に合ったマットの場で，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（4～7/7）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　○できる技を繰り返したり，組み合
わせたりしてやってみよう。
①できる技の繰り返しや組み合わせで，
自分に合っためあてを立てる。
②同じ挑戦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。

○ ○ ○



6

【小型ハードル走】　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　いろいろなコースで，
リズムを感じながら走り越したり，自
分に合ったリズムで競走したりする。

◎小型ハードル
■やってみる（1～3/6）　　　　　　　　　　　　　　
　　○リズムを感じるコースを友達とつくって
走ろう。
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１人対１人の競走
をしよう。
①40ｍコースに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

○

○一定間隔に並べれたハー
ドルの間を３歩か５歩の一定
のリズムで走り越すことがで
きる。（技・観察，テスト）

・なわとび運動（補）　　　　
※50ｍのタイムを計測し
て，保体部に報告。

体力アッププラン

6
【走り高跳び】　　　　　　　　　　　　　　　
　　　短い助走で調子よく踏みきり，
高く跳ぶ。

◎走り高跳び
■やってみる（1～3/6）　　　　　　　　　　　　　　
　　　○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。
○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（4～6/6）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　○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。

○
○３～５歩でリズミカルに助
走し，踏み切って跳ぶことが
できる。（技・観察，テスト）

・なわとび運動（補）

1

①大きくなってきたわたし
・体は年齢に伴って発育・発達し，変化する
こと。
・体の発育・発達のしかたや時期には，個人
差があること。

○ ○ ○

○身長・体重など，からだは
年齢に伴って変化することが
わかる。（知）　　　　　　　　　　
　　○からだの発育・発達の
しかたは，人によって違いが
あることに気づくことができ

1
②思春期にあらわれる変化１
・思春期には体つきに変化が起こり，男女
の特徴が現れること。

○ ○

○思春期に表れる男女のか
らだつきの特徴に気づくこと
ができる。（考）　　　　　　　　　
　　　○思春期に表れるから

1

③思春期にあらわれる変化２
・思春期には初経，精通などが起こったり，
異性への関心が芽生えたりすること。
・思春期の変化は，だれにでも起こる，おと
なの体に近づいているしるしであること。

○ ○

○思春期に表れるからだの
はたらきの変化は，だれにで
も起こるおとなのからだに近
づいたしるりであることがわ
かる。（知）　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　○思春期に表
れる変化や，その個人差に

1

④よりよく育つための生活
・体がよりよく育つためには，調和のとれた
食事，適切な運動，じゅうぶんな休養・睡眠
が必要であること。

○ ○ ○

○からだがよりよく育つのに
必要なのはどんなことか，既
習事項を生かしながら，考え
ようとしている。（関）　　　　　　
　○からだをよりよく発育・発

8

【ハーフバスケットボール】　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　守り方や攻め方を工夫
したり，相手チームに応じた作戦を
立てたりしてハーフバスケットボール
をする。

◎ハーフバスケットボール
■やってみる（1～4/8）　　　　　　　　　　　　　　
　　○シュートさせないように工夫してハーフ
バスケットボールをしよう。
・毎時間の進め方…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（5～8/8）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　○自分のチームや相手チーム
の特徴に応じた作戦を立ててゲームをしよ
う。
・毎時間の進め方…
（「やってみる」に同じ）

○

○自分のチームや相手チー
ムの特徴に応じた作戦を立
ててゲームをすることができ
る。（考・観察）

・なわとび運動（補）　　　　
　　　　　　　※ハーフバス
ケットボール…バスケット
コートの半分を使用。
ボールをとられたら，攻
守交代。「やってみよう」
ではディフェンス重視，
「ひろげる」ではオフェン
スを重視。

3

【表現運動】　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　ジャングル探検や宇宙
探検などのいろいろな場面の特徴を
とらえて，表したい感じを踊る。

◎表現運動（1～3/3）
○みんなで一緒に全身で大げさに踊ろう。
①グループで○○探検のイメージや動きを
出し合う。
②いろいろな場面の動きに変化をつけて大
げさに踊る。

○

○イメージや動きを出し合
い，場面の動きに変化をつけ
て大げさに踊ろうとしている。
（関・観察）

・なわとび運動（補）
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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（1～4/9）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　○「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（5～9）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　○「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

○ ○ ○

○同じ挑戦の場に集まった
仲間と見合ったり，教えった
りして練習している。　　　　　　
（関・観察）　　　　　　　　　　　　
○自分に合った「めあて」や
「練習のしかた」を考えて記
録し，工夫して練習に取り組
んでいる。（考・カード）　　　　　
　　　　　　　○跳び箱で，切り
返し系の技や回転系の技が
安定してできる。（技・テスト） 
   　　　　　　　　　　　　　　　※
評価は３学期へ

・かえる，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　
　　　　　　　　　　※回転
系…台上前転/大きな台
上前転

1 6

◎スケート
■やってみる（1～3/8）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　○両足滑りや片足滑りで，
直線や曲線を続けて滑り，競争しよう。
①リンクを使って直線滑りや曲線滑り（コー
ナー）の練習をする。
②リンクの中では，直線滑りの練習や片足
滑りで競争などをする。
■ひろげる（4～6/8）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　○チームを組んでリレーをしよう。
①個人の力に合わせ，１人が半周や１周し
てリレーをする。
②引き継ぎ方は手タッチ。

2 氷上運動会（7・8/8）

4

氷上運動会

2

【キャッチバレーボール】　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ルールや攻め方・守り方を工夫し
て，キャッチバレーボールをする。

◎キャッチバレーボール
■やってみる（1～3/6）　　　　　　　　　　　　　　
　　○ボールを相手コートに落としたり，自
分たちのコートに落とさせないようにして，
キャッチバレーボールをしよう。
・毎時間の進め方
①簡単な練習（３分）→②第１ゲーム（10分）
→③話し合い（３分）→④第２ゲーム（10分）
■ひろげる（4～6/6）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　○チームで攻め方・守り方を工夫し
て，キャッチバレーボールをしよう。
・ゲームとゲームの間に，話し合いと練習の
時間を設ける。

○

○
○曲線滑り（コーナー）や片
足滑りが安定してできる。
（技・テスト）

※氷上運動会は２時間。　
　　※町リンクを使用して
もよい。

○チームで攻め方・守り方を
工夫して，キャッチバレー
ボールをすることができる。
（考・観察）

・なわとび運動　　　　　　　
　　　　※キャッチバレー
ボール…バドミントンコー
トを使用。ボールを両手
キャッチしてもＯＫ。ただ
しすぐに上にトス。４回以
内に返球。「ひろげる」で
はキャッチ１回まで，３回
以内返球など，ルールを
工夫する。

10 【育ちゆくからだとわたし】　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　１．体は年齢に伴って変化
することを理解できるようにするとと
もに，発育・発達のしかたや時期に
は，個人差があることを理解できる
ようにする。
２．思春期には体つきに変化があら
われ，男女の特徴が現れることを理
解できるようにする。
３．思春期には初経，精通，変声，
発毛が起こったり，異性への関心が
芽生えたりし，これらの変化は，おと
なの体に近づいているしるしである
ことを理解できるようにする。
４．体がよりよく育つためには，調和
のとれた食事，適切な運動を続ける
こと，休養・睡眠をじゅうぶんにとる
ことが必要であることを理解できるよ
うにする。

11

【スケート】　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　直線や曲線を滑ったり，リレーを
したりする。

9
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【サッカー】　　　　　　　　　　　　　　み
んなで攻め方・守り方を工夫して，グ
リッドサッカーやスモールサッカーを
する。

◎サッカー
■やってみる（1・2/4）　　　　　　　　　　　　　　
○シュートチャンスをつくったり，シュートの
しかたを工夫したりしてグリッドサッカーをし
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，
スモールサッカーをしよう。
・毎時間の進め方

○

○チームで攻め方・守り方を
工夫して，スモールサッカー
をすることができる。　　　　　
（考・観察）

・なわとび運動               
      ※グリッドサッカー…
動ける範囲を制限する
サッカー。　一チーム３～
４人程度。　　　　　　　　　　
　　　　　　※スモールサッ
カー…コートが通常より
狭いサッカー。一チーム
７～８人程度。

105

total 105

標準 105

余剰 0

【キャッチバレーボール】　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ルールや攻め方・守り方を工夫し
て，キャッチバレーボールをする。

◎キャッチバレーボール
■やってみる（1～3/6）　　　　　　　　　　　　　　
　　○ボールを相手コートに落としたり，自
分たちのコートに落とさせないようにして，
キャッチバレーボールをしよう。
・毎時間の進め方
①簡単な練習（３分）→②第１ゲーム（10分）
→③話し合い（３分）→④第２ゲーム（10分）
■ひろげる（4～6/6）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　○チームで攻め方・守り方を工夫し
て，キャッチバレーボールをしよう。
・ゲームとゲームの間に，話し合いと練習の
時間を設ける。

○

3

○チームで攻め方・守り方を
工夫して，キャッチバレー
ボールをすることができる。
（考・観察）

・なわとび運動　　　　　　　
　　　　※キャッチバレー
ボール…バドミントンコー
トを使用。ボールを両手
キャッチしてもＯＫ。ただ
しすぐに上にトス。４回以
内に返球。「ひろげる」で
はキャッチ１回まで，３回
以内返球など，ルールを
工夫する。


