
体育科指導計画・評価計画（第６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

○

○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・

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

◎体力テスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　ボール投げ，50ｍ

○
○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】　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　短距離走の世界記録に挑戦し
たり，みんなの力を生かす作戦を工
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・2/5）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　○100ｍ走の世界記録に挑戦しよう。
①100ｍ走の世界記録で，自分は何ｍ走れ
るかを知る。
②走れた距離より，少し長い距離に挑戦す
る。
■ひろげる（3～5/5）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　○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

○ ○

○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
ピードを落とさずに上体の余
分な力を抜いて全力で走るこ
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

6
【水泳】クロールや平泳ぎ，背泳ぎ
で，続けて長く泳ぐ。

◎水泳
■やってみる（1～4）　　　　　　　　　　　　　　　
　　○クロールや平泳ぎ，背泳ぎに挑戦しよ
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。　　　　　　　　　　　　　　　　　
■ひろげる（5・6//8）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　○クロールや平泳ぎ，背泳ぎ
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。

○
○クロールや平泳ぎ，背泳ぎ
で長く泳ぐことができる。　　　
（技・テスト）

※コース毎に分けて練習
する。レベルの目安は，
Ａ…クロール，平泳ぎ，背
泳ぎでターンできる，Ｂ…
クロール，平泳ぎ，背泳
ぎができる，Ｃ…初級
コース　　　　　　　　　　　　
　　　※最終的な評価は
二学期で行う。

3

【走り高跳び】　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　リズミカルな助走から高くジャ
ンプして，高跳び・幅跳び競争をした
り自分の記録に挑戦したりする。

◎走り高跳び
■やってみる（1・/3）　　　　　　　　　　　　　　　
　　○いろいろな助走でリズミカルに跳んで
みよう。
①３歩助走，５歩助走，７歩助走の場でリズ
ミカルに跳ぶ。
②助走の歩数を決めて，距離を合わせる。

■ひろげる（2・3/3）　　　　　　　　　　　　　　　　

○
○自分に合った助走距離か
らリズミカルにバーを跳び越
すことができる。（技・テスト）

※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

2
【水泳】クロールや平泳ぎ，背泳ぎ
で，続けて長く泳ぐ。

◎水泳
■ひろげる（7・8//8）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　○クロールや平泳ぎ，背泳ぎ
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

○
○クロールや平泳ぎ，背泳ぎ
で長く泳ぐことができる。　　
（技・テスト）

※コース毎に分けて練習
する。レベルの目安は，
Ａ…クロール，平泳ぎ，背
泳ぎでターンできる，Ｂ…
クロール，平泳ぎ，背泳
ぎができる，Ｃ…初級
コース

3
【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
■ひろげる（1～3/5）　　　　　　　　　　　　　　　
　　○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
・練習（５分）→ゲーム②

○

○相手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）

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・タイム計測）

・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

2
【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
■ふかめる（4・5/5）　　　　　　　　　　　　　　　
　○相手に応じた攻め方・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

○

○相手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）

3

【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（1～3/6）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　○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。

○ ○ ○

○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。

・なわとび運動（補）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　※上がり技…膝かけ上
がり，さか上がり/ももか
け上がり　　　　　　　　　　　
　※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…
前回りおり，転向前おり，

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）　　　　　　

・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

○１人技，２人技ができる。
（技・観察）

○

○

○

○

○

◎体力テスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　握力，上体起こ
◎マット運動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　■やってみる（1・2/7）　　　　　　　

◎スタンツ（表現運動）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　■やってみる（1～3/7）　　　　　　　　　

【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

【スタンツ】　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　表したいイメージを
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3

【二種競技】　　　　　　　　　　　　　　　　
ハードル走と走り幅跳びの２種競技
をして，得点競争をしたり，記録に挑
戦したりする。

◎二種競技
■やってみる（1～3/6）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　○ハードル走と走り幅跳びのめや
す記録に挑戦しよう。
①２種目のめやす記録とめあてを立てる。
②めあてに合った場で練習する。
■ひろげる（2・3/3）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　○きまりを決めて，２種競技の得
点競争をしよう。
①競争のしかたを決める。
②練習してから記録をとって，得点競争をす
る。

○
○３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

3

【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
■ひろげる（4～6/6）　　　　　　　　　　　　　　
○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/ももか
け上がり　　　　　　　　　　　
　※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…
前回りおり，転向前おり，

3

【二種競技】　　　　　　　　　　　　　　　　
ハードル走と走り幅跳びの２種競技
をして，得点競争をしたり，記録に挑
戦したりする。

◎二種競技
■ひろげる（4～6/6）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　○きまりを決めて，二種競技の
得点競争をしよう。
①競争のしかたを決める。
②練習してから記録をとって，得点競争をす
る。

○

○３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）　　　　　　　　　
　　　　　　　　　○幅跳びで
は，助走距離で力強く踏み
切って，足を投げ出すように
して遠くに着地することがで

・なわとび運動（補）

3
4

①病気の起こりかた　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・病気は，病原体，からだの抵抗力，生
活行動，環境などがかかわり合って起こる
こと。

○ ○

○かぜはいろいろな原因が
重なり合って起こることに気
づくことができる。（考）　　　　　
　○病気が起こる原因には，
大きく分けて四つあり，それ
らがかかわり合って起こるこ
とがわかる。（知）

②感染症の予防　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　・感染症の予防には，病原体
がからだに入るのを防ぐことや，病原体に
対するからだの抵抗力を高めることが必要
であること。

○ ○

○感染症の感染経路を理解
し，その予防には「病原体を
なくす」「病原体のうつる道筋
を断ち切る」「からだの抵抗
力を高める」などがあること
がわかる。（知）　　　　　　　　　
　　　　　　　　○インフルエン
ザが流行しているときに，か
かる人とかからない人がいる
理由を，本時の学習をふまえ

3

【フォークダンス】　　　　　　　　　　　　　
　　　　　「マイムマイム」「コロブチカ」
など，世界の踊りの特徴をとらえて，
みんなで一緒に踊る。

◎フォークダンス
■やってみる（1～3/3）　　　　　　　　　　　　　　
○世界の踊りをみんなで踊ろう。
①世界のフォークダンスから踊りたいフォー
クダンスを１～２曲選ぶ。
②選んだフォークダンスの由来や踊り方を
知る。
③基本となるステップや動き方，隊列を覚え
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）

③生活習慣病の予防（１）　　　　　　　　　　　　
　　　　　・生活習慣病の予防には，望ましい
生活習慣を身につけることが必要であるこ
と。

○ ○

○生活習慣病の原因となる
生活う習慣が，からだにどん
な影響を与えているか，考え
ることができる。（考）　　　　　　
　　　　　　○生活習慣病を予
防するには，食事，運動，休
養・睡眠に気を配り，健康な
生活習慣を身につける必要
があることがわかる。（知）

④生活習慣病の予防（２）　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　・生活習慣病のうち，むし歯や歯
周病の予防には，口の中を清潔にしておく
ような生活習慣を身につけることが必要で
あること。

○ ○

○歯がとけやすい状態をそ
のままにしておくとむし歯に
なること，食事の後は歯みが
きなどをして，口の中を清潔
に保つことが必要であること
に気づくことができる。（考）　　
　　　○むし歯や歯周病を予
防するには，口の中を清潔
にしておくような生活習慣を
身につける必要があることが

⑤喫煙の害と健康　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　・喫煙により，呼吸や心臓のは
たらきに対する負担などがすぐに現れるこ
と。　　　　　　　　　・周囲の人も受動喫煙で
害を受けること。　　　　　・喫煙を長い間続
けると，病気にかかりやすくなること。

○ ○

○禁煙や分煙の取り組みの
理由を，たばこの煙には健
康に害のある物質が多く含
まれていることや，受動喫煙
防止の視点から考えることが
できる。（考）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　○喫煙や受動喫
煙による周りの人への悪影
響を理解し，長い期間や低
年齢からの喫煙は健康への

⑥飲酒の害と健康　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　・飲酒により，判断力が鈍る，呼吸
や心臓が苦しくなるなどの影響がすぐに現
れること。　　　　・飲酒を長い間続けると，病
気の原因になること。

○ ○

○長い期間多量の酒を飲み
続けると，脳や心臓などに害
が現れ，さまざまな病気にな
りやすくなることがわかる。
（知）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　○周りの人から喫煙や
飲酒をすすめられたときに，
どのようにして断ったらよい
か，学習をふまえて考え，表

⑦薬物乱用の害と健康　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　・薬物乱用は，１回の乱用でも死
に至ることがあること。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　・乱用を続けると止めら
れなくなり，心身の健康に大きな影響を及
ぼすこと。

○ ○

○シンナーなどの薬物の乱
用は，心やからだの健康に
大きな害を及ぼすことがわか
る。（知）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　○シンナーなどの
薬物の乱用を続けると，周り
にどのような影響を及ぼすか

・なわとび運動（補）
○攻め方・守り方を工夫し
て，サッカーに取り組んでい

○

【病気の予防】　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　３．生活習慣病の予防に
は，栄養の偏りのない食事や口腔
の衛生など，望ましい生活習慣を身
につけることが必要なことを理解で
きるようにする。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　４．喫煙や飲酒，
薬物乱用などの行為は，健康を損
なう原因となることを理解できるよう
にする。　　　　　　　　　　５．地域で
は人々の病気を予防するために，さ
まざまな保健活動が行われているこ
とを理解できるようにする。

◎サッカー
■やってみる（1・2/7）　　　　　　　　　　　　　　

【サッカー】　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　みんなで攻め方・守り方を工夫

【病気の予防】　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　１．病気は，病原体，から
だの抵抗力，生活行動，環境などが
かかわり合って起こることを理解で
きるようにする。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　２．感染症の予
防には，病原体がからだに入ること
を防ぐことや，病原体に対する抵抗
力を高めることが必要なことを理解
できるようにする。

2

6

9

10

11

12



⑧地域の保健活動　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・地域では，人々の病気を予防す
るために，さまざまな保健活動が行われて
いること。

○ ○

○地域ではさまざまな保健
活動が行われており，人々
の健康はそれらの保健活動
に支えられていることがわか
る。（知）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　○今後の健
康の保持増進のために，ど
のように地域の保健活動を
活用するか，本時の学習を

2

【体力を高めるための運動】　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　体力を高めるためのＧ
ボールを使った運動の行い方を理
解したり，自分の高めたい体力のた
めの運動を工夫したりする。

◎体力を高める運動（1・2/2）　　　　　　　　　　
　　　　　（①～④はＧボールを使って）
①体の柔らかさ…体を前に曲げる／背中を
反らせる／わきを伸ばす／肩のストレッチ
②力強い動き…片足や両足で弾む／おな
かや背中で弾む／
③巧みな動き…お尻でバランス／膝と手で
バランス／スーパーマン
④長く続ける力…弾んで鬼ごっこ／音楽に
合わせて

○
○運動する場や用具などの
安全に気をつけて活動しよう
としている。（関・観察）

・なわとび運動（補）　　　　
　※Ｇボール使用なの
で，２学級で時間をずら
す。

1

◎スケート
■やってみる（1～3/7）
○スタートダッシュのしかた
○スピードののり方…①フリーハンドで／②
ワンハンドで。
○リンクの使い方の例
・トラック…タイムや距離に挑戦
・リンク内…スタートダッシュの練習

○スタートダッシュを決めて，
スピードにのって滑ることが
できる。（技・テスト）

スケート
■ひろげる（4・5/7）
○リンクを使ったリレー
○バトンパスのしかたと練習の例…手のひ
らを下に向けてバトンを受ける。
氷上運動会（6・7/7）

4

【跳び箱運動】　　　　　　　　　　　　　　
　　　「基本の技」や「進んだ技」に挑
戦し，大きく，安定した跳び方ができ
るようにする。

◎跳び箱運動
■やってみる（1/4）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　○「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（2～4/4）　　　　　　　　　　　　　　　
　　○「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
安定してできる。（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，大きな台
上前転/横跳びこし，側
方倒立回転跳び，首は
ね跳び，頭はね跳び，ひ
じ曲げ前方倒立回転跳
び，前方倒立回転跳び

90

total 90
標準 90
余剰 0

氷上運動会

○攻め方・守り方を工夫し
て，ソフトバレーボールに取

※氷上運動会は２時間。
※町リンクの使用も可
能。

・なわとび運動（補）　　　　
　※キャッチバレーボー

○手のひらを下に向けて，バ
トンを受け，リレーに取り組
むことができる。（技・テスト）

○

○

【病気の予防】　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　３．生活習慣病の予防に
は，栄養の偏りのない食事や口腔
の衛生など，望ましい生活習慣を身
につけることが必要なことを理解で
きるようにする。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　４．喫煙や飲酒，
薬物乱用などの行為は，健康を損
なう原因となることを理解できるよう
にする。　　　　　　　　　　５．地域で
は人々の病気を予防するために，さ
まざまな保健活動が行われているこ
とを理解できるようにする。

【スケート】　　　　　　　　　　　　　　　　　
記録に挑戦したり，リレーをしたりす
る。

【ソフトバレーボール】　　　　　　　　　
ルールや攻め方・守り方，作戦を工

◎ソフトバレーボール
■やってみる（1/4）　　　　　　　　　　　　　　　　
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