
体育科指導計画・評価計画（第５学年）

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
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

○

○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

2

4

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

3

4

5

【短距離走】
いろいろな短距離走をしたり，作戦
を工夫してチーム対抗のリレーを
したりする。

◎短距離走（運動会練習）
■やってみる（1/5）
○いろいろなコースで競走しよう。
①50ｍ走の記録をとり，めやすにする。
②いろいろなコースでめやすが同じくらいの
人と競走する
■ひろげる（2～5）
○作戦を工夫してチーム対抗のリレーをし
よう。
①４人でチームをつくり，対戦するチームを
決める。
②きまりを決める。
③チームのメンバーの特徴を知り，作戦を
立てる。
④１回目のリレーをする。
⑤１回目のリレーを振り返り，作戦や練習の
しかたを工夫して，同じチームと２回目のリ
レーをする。

○ ○

○リレーでのきまりや作戦を
決めている。（考・観察）
○ももを高く上げ，前傾姿勢
で，最後までスピードを落とさ
ないで走ることができる。
（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

4
【水泳】
クロールや平泳ぎで，続けて長く泳
ぐ。

◎水泳
■やってみる（1～4/8）
○クロールや平泳ぎに挑戦しよう。
①どちらから先に挑戦するかを決める。
②どこに注意して練習をするかなどのめあ
てを立てる。
③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。

○
○クロールや平泳ぎで泳ぐこ
とができる。（技・テスト）

※コース毎に分けて練習
する。レベルの目安は，
Ａ…平泳ぎ，Ｂ…クロー
ル，Ｃ…初級コース
※最終的な評価は二学
期で行う。

4

【走り幅跳び】
リズミカルな助走から遠くへ跳び，走
り幅跳びや走り高跳びの競争をした
り自分の記録に挑戦したりする。

◎幅跳び
■やってみる（1/4）
○立ち幅跳びと比べて，５ｍ助走でどのくら
い跳べるかやってみよう。
①立ち幅跳びと５ｍ助走幅跳びをして，得
点をつける。
■ひろげる（2/4）
○リズミカル助走でいろいろな走り幅跳びの
競争をしよう。
■ふかめる（3・4/4）
○記録会をしよう。

○
○短い助走（５ｍ）から思い
切ってジャンプして，遠くへ跳
ぶことができる。（技）

※記録会は，幅跳びと高
跳びの両方の記録をと
り，陸上競技大会の選考
記録とする。

標茶町小学生陸上
競技大会選手選考

1
①心の発達
・心は，いろいろな生活経験や学習を通し
て，年齢に伴って発達すること。

○ ○

○いろいろな経験や人との
かかわりを通して，心が発達
してきたことに気づくことがで
きる。（考）
○心が発達することは，感
情，社会性，思考力などのは
たきが発達することであるこ
とがわかる。（知）

1
②心と体のつながり
・心と体は互いに影響し合っていること。

○
○心とからだが互いに影響し
合っていることがわかる。

1
③不安やなやみがあるとき
・不安や悩みへの対処には，いろいろな方
法があり，自分に合った方法で対処できる

○
○不安や悩みには．自分に
合ったいろいろな方法で対処
できることがわかる。（知）

4
【水泳】
クロールや平泳ぎで，続けて長く泳
ぐ。

◎水泳
■ひろげる（5～8//8）
○クロールや平泳ぎで，ターンをして長く泳
ごう。
①どちらから先に挑戦するかを決める。
②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。
③バディと協力し合ったりして練習する。

○
○息継ぎとターンをして，ク
ロールや平泳ぎで泳ぐことが
できる。（技・テスト）

※コース毎に分けて練習
する。レベルの目安は，
Ａ…ターン練習，Ｂ…息
継ぎ練習，Ｃ…初級コー
ス

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・タイム測定）

・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45回，女子36

標茶町小学生陸上
競技大会選手選考

運動会（スタンツ）

運動会（スタンツ）

※日程を決め，１～３時
間目に実施。

・柔軟，かえるの足打ち，
かえる倒立（補）
※回転技…前転，開脚
前転，後転，開脚後転/
跳び前転，伸膝後転
※倒立技…腕立て横飛
び越し，側方倒立回転，
頭倒立，壁倒立，壁のぼ
り倒立，倒立，ブリッジ
※スタンツの１人技や２
人技の練習もする。

・なわとび運動（補）

○体力テストに意欲的に取り
組んでいる。（関・観察）

○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）
○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・テスト）

○１人技，２人技ができる。
（技・観察）

○

○

○

○

○

◎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

◎マット運動
■やってみる（1・2/7）
○基本的な回転技、倒立技に挑戦しよう。
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（3～7/7）
○技を組み合わせて，連続技に挑戦しよ
う。

◎スタンツ（表現運動）
■やってみる（1～3/7）
○基本的な技ができるようになろう。
■ひろげる（4～7）

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。

【マット運動】
できそうないろいろな技に挑戦した
り，できる技を組み合わせたりする。

【体作りの運動：スタンツ】
表したいイメージをとらえ，表現す
る。

【心の健康】
１．心は，人とのかかわりや自然と
のふれ合いなど，いろいろな生活経
験や学習を通して，年齢に伴って発
達することを理解できるようにする。
２．心と体は互いに深く影響し合って
いることを理解できるようにする。
３．不安や悩みがある場合には，身
近な人と話したり相談したりする，仲
間と遊ぶ，運動するなど，いろいろな
対処方法があり，自分にあった方法
で対処できることを理解できるように
する。

4

5

6

7

8



9 6
【ソフトボール】
ルールや攻め方・守り方を工夫し
て，ソフトボールをする。

◎ソフトボール
■やってみる（1・2/6）
○塁をとったり，とられないように工夫して
ティーボールをしよう。
・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（3～6/6）
○ルールや攻め方・守り方を工夫してソフト
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

○

○ルールに応じて攻め方や
守り方を工夫し，ソフトボー
ルに取り組んでいる。
（考・観察）

・なわとび運動（補）
※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

9～10 6

【鉄棒運動】
できそうな技に挑戦したり，できる技
を繰り返したり組み合わせたりす
る。

◎鉄棒運動
■やってみる（1・2/6）
○できそうな技に挑戦しよう。
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（3～6/6）
○できる技を繰り返したり，組み合わせたり
してみよう。
①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
回転技，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
※回転技…後方片膝か
け回転，後方支持回転，
前方片膝かけ回転，前
方支持回転
※おり技…両膝かけ振
動おり，両膝かけ倒立お
り，片足ふみこしおり

9～10 6

【ハードル走】
ハードルの間を３歩のリズムで調子
よく走って，競走したり記録に挑戦し
たりする。

◎ハードル走
■やってみる（1～3/6）
○いろいろなインターバルのコースを走っ
て，自分に合ったコースを見つけよう。
①各コースの記録をとり，ちばん速く走れた
コースを知る。
■ひろげる（4～6）
○自分に合ったコースで競走しよう。
①競走のしかたを決める。
②自分に合ったコースを走って，グループ
対抗戦を行う。

○
○３～５歩のリズムで調子よ
くインターバルを走ることが
できる。（技・テスト）

・なわとび運動（補）
※50ｍのタイムを計測
し，保体部に報告。

体力アッププラン

10～11 6

【バスケットボール】
ルールや 攻め方・守り方を工夫し
たり，相手チームに応じた作戦を
立てたりしてバスケットボールをす
る。

◎バスケットボール
■やってみる（1・2/6）
○シュートを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…練習（３分）→ゲーム①
→話し合い・練習（５分）→ゲーム②
■ひろげる（3～6/6）
○チームで攻め方・守り方を工夫してバス
ケットボールをしよう。
・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

○
○攻め方・守り方を工夫し
て，バスケットボールに取り
組んでいる。（考・観察）

・なわとび運動（補）

11 3

【フォークダンス】
「ソーラン節」「エイサー」など，日本
の踊りの特徴をとらえて，
みんなで踊る。

◎フォークダンス（1～3/3）
○日本の踊りをみんなで踊ろう。
①日本の踊りから踊りたい踊りを１～２つ選
ぶ。
②選んだ踊りの由来や踊り方を知る。
③基本となる手振り，身振り，足どり，隊形
を覚えて踊る。

○
○友達と気持ちを合わせて，
楽しく踊ろうとする。
（関・観察）

・なわとび運動（補）

1

②学校や地域でのけがの防止
・学校や地域での事故を防止するには，安
全に行動することや，環境を安全に整える
ことが必要であること。

○ ○

○学校や地域でのけがを防
止するには，安全に行動す
ることや，環境を安全に整え
ることが必要なことがわか
る。（知）
○例で示された場面につい
て，どうすればけがを防止す
ることができたか，「人の行
動」と「環境」の両方から考
え，表現することができる。
（考）

1

③交通事故の防止
・交通事故を防止するには，安全に行動す
ることや，安全施設などの環境の整備や交
通規制が必要であること。

○ ○

○交通事故の防止には，安
全な行動，環境の整備，交
通規制が必要であることが
わかる。（知）
○例で示された場面につい
て，どうすればけがを防止す
ることができたか，「人の行
動」と「環境」の両方から考
え，表現することができる。
（考）

1

④犯罪被害の防止
・犯罪被害を防止するためには，犯罪が起
こりやすい場所を避けたり，犯罪に巻き込ま
れそうになったらすぐに助けを求めたりする
ことが必要であること。

○ ○

○犯罪被害にあわずに，安
全に生活するための環境と
行動がどんなことかわかる。
（知）
○犯罪が起こりやすい危険
な場所について，本時の学
習をふまえて考え，表現する
ことができる。（考）

⑤自然災害によるけがの防止
（発展的な学習）
・自然災害によるけがを防止するためには，
安全に行動をすることや，日ごろから備えを
しておくことが必要であること。

1

⑥けがの手当
・けがをしたときには，けがの状況を速やか
に把握して処置すること，近くの大人に知ら
せることが大切であること。
・自分でできる簡単なけがの手当には，清
潔にする，止血する，冷やすなどの方法が
あること。

○ ○

○けがの程度，出血量など
から，自分で手当ができるけ
がなのかどうか，判断するこ
との必要性に気づくことがで
きる。（考）
○簡単なけがの手当には，
傷口を清潔にする，圧迫して
出血を止める，患部を冷や

○事故やけがは「人の行動」
と「環境」がかかわり合って
起こることがわかる。（知）
○事故やけがの原因につい
て，「人の行動」と「環境」の
両方から考え，表現すること
ができる。（考）

○○

①事故やけがの原因
・毎年多くの事故が起こっていること。
・事故やけがは，人の行動の仕方とまわり
の環境がかかわり合って起こること。

12

1

【けがの防止】
１．毎年多くの事故が起こり，けがを
する人や死亡する人が少なくないこ
とを理解できるようにする。また，事
故やけがは，人の行動の仕方とま
わりの環境がかかわり合って起こる
ことを理解できるようにする。
２．事故やけがを防止するには，危
険に早く気づき，的確な判断のもと
に安全に行動することが必要である
ことや，施設・設備など，安全な環境
を整えることが必要であることを理
解できるようにする。
３．犯罪被害を防止するためには，
犯罪が起こりやすい場所を避けた
り，犯罪に巻き込まれそうになったら
すぐに助けを求めたりすることが必
要であることを理解できるようにす
る。
４．けがをしたときには，けがの種類
や程度などの状況を速やかに把握
して処置すること，また自分でできる
簡単なけがの手当のしかたを理解
できるようにする。



1～2 5

◎スケート
■やってみる（1～4/7）
○続けて長く滑り，距離やタイムに挑戦しよ
う。
①リンクを使い，フラットを使って続けて長く
滑る。
■ひろげる（5/7）
○きまりを決めてリレーをしよう。

2 2 氷上運動会（6・7/7）

2～3 4
【ソフトバレーボール】
ルールや攻め方・守り方，作戦を工
夫して，ソフトバレーボールをする。

◎ソフトバレーボール
■やってみる（1/4）
○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たりして，
キャッチバレーボールをしよう。
・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（2～4/4）
○チームで攻め方・守り方を工夫して，ソフ
トバレーボールをしよう。
・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

○
○攻め方・守り方を工夫し
て，ソフトバレーボールに取
り組んでいる。（考・観察）

・なわとび運動（補）
※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
に上にトスし，キャッチ１
回まで，３回以内返球。
※ソフトバレーボール…
バドミントンコート，ソフト
バレーボールを使用。返
球の回数は実態に応じ
て工夫。

3 5

【跳び箱運動】
「基本の技」や「進んだ技」に挑戦
し，大きく安定したとび方ができるよ
うにする。

◎跳び箱運動
■やってみる（1/5）
○「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（2～5/5）
○「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。

○ ○ ○

○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）
○跳び箱で，切り返し系の技
や回転系の技ができる。
（技・テスト）

・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，
横跳びこし/首はね跳
び，頭はね跳び，ひじ曲
げ前方倒立回転跳び

90

total 90

標準 90

余剰 0

氷上運動会
※氷上運動会は２時間。
※町リンクを使用しても
よい。

○続けて長く滑ることができ
る。（技・テスト）

○
【スケート】
記録やタイムに挑戦したり，リレーを
したりする。


