体育科 教科等経営案
１．学校教育目標
「９年間の小中一貫教育を通して、優しさと確かな学力を身につけ、未来に向かってたくましく生き抜く梼原人の育成」
２．教科の目標
１～６年：心と体を一体としてとらえ，適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態
度を育てる。
７～９年：心と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り，明
るく豊かな生活を営む態度を育てる。
３．重点指導項目
１～６年：体力向上が課題なので、体つくり、走・跳などバランスよく向上を図れることに重点を置いている。
７～９年：体力の向上を図るとともに、基礎的な技術を習得して運動が楽しいと感じられる活動にする。
４．学年別指導内容
１・２年

１ 目標
(1) 簡単なきまりや動
を工夫して各種の運動
を楽しくできるように
するとともに，その基
本的な動きを身に付
け，体力を養う。
(2) だれとでも仲よく
し，健康・安全に留意
して意欲的に運動をす
る態度を育てる。

３・４年

１ 目標
(1) 活動を工夫して各
種の運動を楽しくでき
るようにするととも
に，その基本的な動き
や技能を身に付け，体
力を養う。
(2) 協力，公正などの
態度を育てるととも

Ａ 体つくり運動
(1) 次の運動を行い，
体を動かす楽しさや
心地よさを味わうと
ともに，体の基本的な
動きができるように
する。
ア体ほぐしの運動で
は，心と体の変化に気
付いたり，体の調子を
整えたり，みんなでか
かわり合ったりする
ための手軽な運動や
律動的な運動をする
こと。
イ多様な動きをつく
る運動遊びでは，体の
バランスをとったり
移動をしたりすると
ともに，用具の操作な
どをすること。
(2) 運動に進んで取
り組み，きまりを守り
仲よく運動をしたり，
場の安全に気を付け
たりすることができ
るようにする。
(3) 体 つ く り の た め
の簡単な運動の行い
方を工夫できるよう
にする。

Ｂ 器械・器具を使っての
運動遊び
(1) 次の運動を楽しく行
い，その動きができるよう
にする。
ア固定施設を使った運動
遊びでは，登り下りや懸垂
移行，渡り歩きや跳び下り
をすること。
イマットを使った運動遊
びでは，いろいろな方向へ
の転がり，手で支えての体
の保持や回転をすること。
ウ鉄棒を使った運動遊び
では，支持しての上がり下
り，ぶら下がりや易しい回
転をすること。
エ跳び箱を使った運動遊
びでは，跳び乗りや跳び下
り，手を着いてのまたぎ乗
りや跳び乗りをすること。

Ａ 体つくり運動
(1) 次の運動を行い，
体を動かす楽しさや
心地よさを味わうと
ともに，体の基本的な
動きができるように
する。
ア体ほぐしの運動で
は，心と体の変化に気
付いたり，体の調子を

Ｂ 器械運動
(1) 次の運動の楽しさや
喜びに触れ，その技ができ
るようにする。
アマット運動では，基本的
な回転技や倒立技をする
こと。
イ鉄棒運動では，基本的な
上がり技や支持回転技，下
り技をすること。

(2) 運動に進んで取り組
み，きまりを守り仲よく運
動をしたり，場の安全に気
を付けたりすることがで
きるようにする。

Ｃ 走・跳の運動遊び
(1) 次の運動を楽しく
行い，その動きができる
ようにする。
ア走の運動遊びでは，い
ろいろな方向に走った
り，低い障害物を走り越
えたりすること。
イ跳の運動遊びでは，前
方や上方に跳んだり，連
続して跳んだりするこ
と
(2) 運動に進んで取り
組み，きまりを守り仲よ
く運動をしたり，勝敗を
受け入れたり，場の安全
に気を付けたりするこ
とができるようにする。

Ｄ 水遊び
(1) 次の運動を楽しく行
い，その動きができるよう
にする。
ア水に慣れる遊びでは，水
につかったり移動したりす
ること。
イ浮く・もぐる遊びでは，
水に浮いたりもぐったり，
水中で息を吐いたりするこ
と
(2) 運動に進んで取り組
み，仲よく運動をしたり，
水遊びの心得を守って安全
に気を付けたりすることが
できるようにする。
(3) 水中での簡単な遊び方
を工夫できるようにする。

Ｅ ゲーム
(1) 次の運動を楽しく行い，その動き
ができるようにする。
アボールゲームでは，簡単なボール操
作やボールを持たないときの動きに
よって，的に当てるゲームや攻めと守
りのあるゲームをすること。
イ鬼遊びでは，一定の区域で，逃げる，
追いかける，陣地を取り合うなどをす
ること。
(2) 運動に進んで取り組み，きまりを
守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け
入れたり，場の安全に気を付けたりす
ることができるようにする。
(3) 簡単な規則を工夫したり，攻め方
を決めたりすることができるように
する。

Ｆ 表現リズム遊び
(1) 次の運動を楽しく行
い，題材になりきったり
リズムに乗ったりして踊
ることができるようにす
る。
ア表現遊びでは，身近な
題材の特徴をとらえ全身
で踊ること。
イリズム遊びでは，軽快
なリズムに乗って踊るこ
と。
(2) 運動に進んで取り組
み，だれとでも仲よく踊
ったり，場の安全に気を
付けたりすることができ
るようにする。
(3) 簡単な踊り方を工夫
できるようにする。

(3) 走 っ た り 跳 ん だ り
する簡単な遊び方を工
夫できるようにする。

(3) 器械・器具を用いた簡
単な遊び方を工夫できる
ようにする。
Ｃ 走・跳の運動
(1) 次の運動を楽しく
行い，その動きができる
ようにする。
アかけっこ・リレーで
は，調子よく走ること。
イ小型ハードル走では，
小型ハードルを調子よ
く走り越えること。
ウ幅跳びでは，短い助走

Ｄ 浮く・泳ぐ運動
(1) 次の運動を楽しく行
い，その動きができるよう
にする。
ア浮く運動では，いろいろ
な浮き方やけ伸びをするこ
と。
イ泳ぐ運動では，補助具を
使ってのキックやストロー
ク，呼吸をしながらの初歩
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Ｅ ゲーム
(1) 次の運動を楽しく行い，その動き
ができるようにする。
アゴール型ゲームでは，基本的なボー
ル操作やボールを持たないときの動
きによって，易しいゲームをするこ
と。
イネット型ゲームでは，ラリーを続け
たり，ボールをつないだりして易しい
ゲームをすること

Ｆ 表現運動
(1) 次の運動の楽しさや
喜びに触れ，表したい感
じを表現したりリズムの
特徴をとらえたりして踊
ることができるようにす
る。
ア表現では，身近な生活
などの題材からその主な
特徴をとらえ，対比する

Ｇ 保健
(1) 健康の大切さを認識すると
ともに，健康によい生活につい
て理解できるようにする。
ア心や体の調子がよいなどの健
康の状態は，主体の要因や周囲
の環境の要因がかかわっている
こと。
イ毎日を健康に過ごすには，食
事，運動，休養及び睡眠の調和

に，健康・安全に留意
し，最後まで努力して
運動をする態度を育て
る。
(3) 健康な生活及び体
の発育・発達について
理解できるようにし，
身近な生活において健
康で安全な生活を営む
資質や能力を育てる。

５・６年

１ 目標
(1) 活動を工夫して各
種の運動の楽しさや喜
びを味わうことができ
るようにするととも
に，その特性に応じた
基本的な技能を身に付
け，体力を高める。
(2) 協力，公正などの
態度を育てるととも
に，健康・安全に留意
し，自己の最善を尽く
して運動をする態度を
育てる。
(3) 心の健康，けがの
防止及び病気の予防に
ついて理解できるよう
にし，健康で安全な生
活を営む資質や能力を
育てる。

整えたり，みんなでか
かわり合ったりする
ための手軽な運動や
律動的な運動をする
こと。
イ多様な動きをつく
る運動では，体のバラ
ンスや移動，用具の操
作などとともに，それ
らを組み合わせるこ
と。
(2) 運動に進んで取
り組み，きまりを守り
仲よく運動をしたり，
場や用具の安全に気
を付けたりすること
ができるようにする。
(3) 体 つ く り の た め
の運動の行い方を工
夫できるようにする。

ウ跳び箱運動では，基本的
な支持跳び越し技をする
こと。

Ａ 体つくり運動
(1) 次の運動を行い，
体を動かす楽しさや
心地よさを味わうと
ともに，体力を高める
ことができるように
する。
ア体ほぐしの運動で
は，心と体の関係に気
付いたり，体の調子を
整えたり，仲間と交流
したりするための手
軽な運動や律動的な
運動をすること。
イ体力を高める運動
では，ねらいに応じ
て，体の柔らかさ及び
巧みな動きを高める
ための運動，力強い動
き及び動きを持続す
る能力を高めるため
の運動をすること。

Ｂ 器械運動
(1) 次の運動の楽しさや
喜びに触れ，その技ができ
るようにする。
アマット運動では，基本的
な回転技や倒立技を安定
して行うとともに，
その発展技を行ったり，そ
れらを繰り返したり組み
合わせたりすること。
イ鉄棒運動では，基本的な
上がり技や支持回転技，下
り技を安定して
行うとともに，その発展技
を行ったり，それらを繰り
返したり組み合わせたり
すること。
ウ跳び箱運動では，基本的
な支持跳び越し技を安定
して行うとともに，その発
展技を行うこと。

(2) 運動に進んで取
り組み，助け合って運
動をしたり，場や用具
の安全に気を配った
りすることができる
ようにする。
(3) 自己の体の状態
や体力に応じて，運動
の行い方を工夫でき
るようにする。

(2) 運動に進んで取り組
み，きまりを守り仲よく運
動をしたり，場や器械・器
具の安全に気を付けたり
することができるように
する。
(3) 自己の能力に適した
課題をもち，技ができるよ
うにするための活動を工
夫できるようにする。

から踏み切って跳ぶこ
と
エ高跳びでは，短い助走
から踏み切って跳ぶこ
と
(2) 運動に進んで取り
組み，きまりを守り仲よ
く運動をしたり，勝敗を
受
け入れたり，場や用具の
安全に気を付けたりす
ることができるように
する

的な泳ぎをすること。
(2) 運動に進んで取り組
み，仲よく運動をしたり，
浮く・泳ぐ運動の心得を守
って安全に気を付けたりす
ることができるようにする
(3) 自己の能力に適した課
題をもち，動きを身に付け
るための活動を工夫できる
ようにする。

ウベースボール型ゲームでは，蹴る，
打つ，捕る，投げるなどの動きによっ
て，易しいゲームをすること。
(2) 運動に進んで取り組み，規則を守
り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入
れたり，場や用具の安全に気を付けた
りすることができるようにする。
(3) 規則を工夫したり，ゲームの型に
応じた簡単な作戦を立てたりするこ
とができるようにする。

(2) 運動に進んで取り
組み，約束を守り助け合
って運動をしたり，場や
用
(2) 運動に進んで取り組
み，約束を守り助け合って 具の安全に気を配った
運動をしたり，場や器械・ りすることができるよ
うにする。
器具の安全に気を配った
りすることができるよう
(3) 自己の能力に適し
にする。
た課題の解決の仕方，競
争や記録への挑戦の仕
(3) 自己の能力に適した
方を
課題の解決の仕方や技の
工夫できるようにする。
組み合わせ方を工夫でき
るようにする。

(2) 運動に進んで取り組
み，だれとでも仲よく練
習や発表をしたり，場の
安全に気を付けたりする
ことができるようにす
る。
(3) 自己の能力に適した
課題を見付け，練習や発
表の仕方を工夫できるよ
うにする。

(3) 自己の能力に適し
た課題をもち，動きを身
に付けるための活動や
競争
の仕方を工夫できるよ
うにする。
Ｃ 陸上運動
(1) 次の運動の楽しさ
や喜びに触れ，その技能
を身に付けることがで
きる
ようにする。
ア短距離走・リレーで
は，一定の距離を全力で
走ること。
イハードル走では，ハー
ドルをリズミカルに走
り越えること。
ウ走り幅跳びでは，リズ
ミカルな助走から踏み
切って跳ぶこと。
エ走り高跳びでは，リズ
ミカルな助走から踏み
切って跳ぶこと。

動きを組み合わせたり繰
り返したりして踊るこ
と。
イリズムダンスでは，軽
快なリズムに乗って全身
で踊ること。

Ｄ 水泳
(1) 次の運動の楽しさや喜
びに触れ，その技能を身に
付けることができる
ようにする。
アクロールでは，続けて長
く泳ぐこと。
イ平泳ぎでは，続けて長く
泳ぐこと。
(2) 運動に進んで取り組
み，助け合って水泳をした
り，水泳の心得を守って安
全に気を配ったりすること
ができるようにする。
(3) 自己の能力に適した課
題の解決の仕方や記録への
挑戦の仕方を工夫で
きるようにする。
Ｅ ボール運動

Ｅ ボール運動
(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，
その技能を身に付けることができる
ようにする。
アゴール型では，簡易化されたゲーム
で，ボール操作やボールを受けるため
の動きによって，攻防をすること。
イネット型では，簡易化されたゲーム
で，チームの連係による攻撃や守備に
よって，攻防をすること。
ウベースボール型では，簡易化された
ゲームで，ボールを打ち返す攻撃や隊
形をとった守備によって，攻防をする
こと。
(2) 運動に進んで取り組み，ルールを
守り助け合って運動をしたり，場や用
具の安全に気を配ったりすることが
できるようにする。
(3) ルールを工夫したり，自分のチー
ムの特徴に応じた作戦を立てたりす
ることができるようにする。

Ｆ 表現運動
(1) 次の運動の楽しさや
喜びに触れ，表したい感
じを表現したり踊りの特
徴をとらえたりして踊る
ことができるようにす
る。
ア表現では，いろいろな
題材から表したいイメー
ジをとらえ，即興的な表
現や簡単なひとまとまり
の表現で踊ること。
イフォークダンスでは，
踊り方の特徴をとらえ，
音楽に合わせて簡単なス
テップや動きで踊るこ
と。
(2) 運動に進んで取り組
み，互いのよさを認め合
い助け合って練習や発表
をしたり，場の安全に気
を配ったりすることがで
きるようにする。
(3) 自分やグループの課
題の解決に向けて，練習
や発表の仕方を工夫でき
るようにする。
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のとれた生活を続けること，ま
た，体の清潔を保つことなどが
必要であること。
ウ毎日を健康に過ごすには，明
るさの調節，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。
(2) 体の発育・発達について理
解できるようにする。
ア体は，年齢に伴って変化する
こと。また，体の発育・発達に
は，個人差があること。
イ体は，思春期になると次第に
大人の体に近づき，体つきが変
わったり，初経，精通などが起
こったりすること。また，異性
への関心が芽生えること。
ウ体をよりよく発育・発達させ
るには，調和のとれた食事，適
切な運動，休養及び睡眠が必要
であること。
Ｇ 保健
(1) 心の発達及び不安，悩みへ
の対処について理解できるよう
にする。
ア心は，いろいろな生活経験を
通して，年齢に伴って発達する
こと。
イ心と体は，相互に影響し合う
こと。
ウ不安や悩みへの対処には，大
人や友達に相談する，仲間と遊
ぶ，運
動をするなどいろいろな方法が
あること。
(2) けがの防止について理解す
るとともに，けがなどの簡単な
手当ができるようにする。
ア交通事故や身の回りの生活の
危険が原因となって起こるけが
の防止には，周囲の危険に気付
くこと，的確な判断の下に安全
に行動すること，環境を安全に
整えることが必要であること。
イけがの簡単な手当は，速やか
に行う必要があること。
(3) 病気の予防について理解で
きるようにする。
ア病気は，病原体，体の抵抗力，
生活行動，環境がかかわり合っ
て起
こること。
イ病原体が主な要因となって起

こる病気の予防には，病原体が
体に入
るのを防ぐことや病原体に対す
る体の抵抗力を高めることが必
要であること。
ウ生活習慣病など生活行動が主
な要因となって起こる病気の予
防に
は，栄養の偏りのない食事をと
ること，口腔の衛生を保つこと
など，
くう望ましい生活習慣を身に付
ける必要があること。
エ喫煙，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。
オ地域では，保健にかかわる
様々な活動が行われているこ
と。
７・８年

１ 目標
(1)運動の合理的な実
践を通して，運動の楽
しさや喜びを味わい、
運動を豊かに実践する
ことができるようにす
るため、運動、体力の
必要性について理解す
るとともに、基本的な
技能を身に付けるよう
にする。
(2) 運動についての事
故課題を発見し、合理
的な解決に向けて思考
し判断するとともに、
自己や仲間の考えたこ
とを他者に伝える力を
養う。
(3) 運動における競争
や協同の経験を通し
て，公正に取り組む，
互いに協力する，自己
の役割を果たす、一人
一人の違いを認めよう
とするなどの意欲を育
てるとともに、健康・
安全に留意し、自己の
最善を尽くして運動を
する態度を養う。

Ａ 体つくり運動
(1) 次の運動を通し
て，体を動かす楽しさ
や心地よさを味わい，
体つくり運動の意義
と行い方、体の動きを
高める方法などを理
解し、目的に適した運
動を身に付け、組み合
わせること。
ア体ほぐしの運動で
は，手軽な運動を行
い、心と体の関係や心
身の状態に気付き、仲
間と積極的に関わり
合うこと。
イ体の動きを高める
運動では、ねらいに応
じて、体の柔らかさ、
巧みな動き、力強い動
き、動きを持続する能
力を高めるための運
動を行うとともに、そ
れらを組み合わせる
こと。
(2) 自己の課題を発
見し、合理的な解決に
向けて運動の取り組
み方を工夫するとと
もに、自己や仲間の考
えたことを他者に伝
えること。
(3) 体つくり運動に
積極的に取り組むと
ともに、仲間の学習を
援助しようとするこ

Ｂ 器械運動
(1) 次の運動について，技
ができる楽しさや喜びを
味わい，器械運動の特性や
成り立ち、技の名称や行い
方、その運動に関連して高
まる体力などを理解する
とともに、技をよりよく行
うこと。
ア マット運動では回転
系や巧技系の基本的な技
を滑らかに行うこと、条件
を変えた技や発展技を行
うこと及びそれらを組み
合わせること。
イ鉄棒運動では，支持系や
懸垂系の基本的な技を滑
らかに行うこと，条件を変
えた技や発展技を行うこ
と及びそれらを組み合わ
せること。
ウ平均台運動では，体操系
やバランス系の基本的な
技を滑らかに行うこと，条
件を変えた技，発展技を行
うこと及びそれらを組み
合わせること。
エ跳び箱運動では，切り返
し系や回転系の基本的な
技を滑らかに行うこと，条
件を変えた技や発展技を
行うこと。
(2) 技などの自己の課題
を発見し、合理的な解決に
向けて運動の取り組み方
を工夫するとともに、自己

Ｃ 陸上競技
(1) 次の運動について，
記録の向上や競争の楽
しさや喜びを味わい，陸
上競技の特性や成り立
ち、技術の名称や行い
方、その運動に関連して
高まる体力などを理解
するとともに、基本的な
動きや効率のよい動き
を身に付けること。
ア短距離走・リレーで
は，滑らかな動きで速く
走ること，長距離走で
は，ペースを守って走る
こと、ハードル走では，
リズミカルな走りから
滑らかにハードルを越
すこと。
イ走り幅跳びでは，スピ
ードに乗った助走から
素早く踏み切って跳ぶ
こと，走り高跳びでは，
リズミカルな助走から
力強く踏み切って大き
な動作で跳ぶこと。
(2)動きなどの自己の課
題を発見し、合理的な解
決に向けて運動の取り
組み方を工夫するとと
もに、自己の考えたこと
を他者に伝えること。
(3) 陸上競技に積極的
に取り組むとともに、勝
敗などを認め、ルールや
マナーを守ろうとする

Ｄ 水泳
(1) 次の運動について，記
録の向上や競争の楽しさや
喜びを味わい，水泳の特性
や成り立ち、技術の名称や
行い方、その運動に関連し
て高まる体力などを理解す
るとともに、泳法を身に付
けること。
アクロールでは，手と足の
動き、呼吸のバランスをと
り速く泳ぐこと。
イ平泳ぎでは，手と足の動
き、呼吸のバランスをとり
長く泳ぐこと。
ウ背泳ぎでは，手と足の動
き、呼吸のバランスをとり
泳ぐこと。
エバタフライでは，手と足
の動き、呼吸のバランスを
とり泳ぐこと。
(2)泳法などの自己の課題
を発見し、合理的な解決に
向けて運動の取り組み方を
工夫するとともに、自己の
考えたことを他者に伝える
こと。
(3) 水泳に積極的に取り組
むとともに，勝敗などを認
め，ルールやマナーを守ろ
うとすること，分担した役
割を果たそうとすること、
一人一人の違いに応じた課
題や挑戦を認めようとする
ことなどや、水泳の事故防
止に関する心得を遵守する
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Ｅ 球技
(1) 次の運動につい
て，勝敗を競う楽しさ
や喜びを味わい，球技
の特性や成り立ち、技
術の名称や行い方、そ
の運動に関連して高ま
る体力などを理解する
とともに、基本的な技
能や仲間と連携した動
きでゲームが展開でき
るようにすること。
アゴール型では，ボー
ル操作と空間に走り込
むなどの動きによって
ゴール前での攻防をす
ること。
イネット型では，ボー
ルや用具の操作と定位
置に戻るなどの動きに
よって空いた場所をめ
ぐる攻防をすること。
ウベースボール型で
は，基本的なバット操
作と走塁での攻撃，ボ
ール操作と定位置での
守備などによって攻防
すること。
(2)攻防などの自己の
課題を発見し、合理的
な解決に向けて運動の
取り組み方を工夫する
とともに、自己や仲間
の考えたことを他者に
伝えること。
(3) 球技に積極的に取

Ｆ 武道
(1) 次の運動につい
て，技ができる楽しさ
や喜びを味わい、武道
の特性や成り立ち、伝
統的な考え方、技の名
称や行い方、その運動
に関連して高まる体力
などを理解するととも
に、基本動作
や基本となる技を用い
て簡易な攻防を展開す
ること。
ア柔道では，相手の動
きに応じた基本動作か
ら，基本となる技を用
いて，投げたり抑えた
りするなどの攻防をす
ること。
イ剣道では，相手の動
きに応じた基本動作か
ら，基本となる技を用
いて，打ったり受けた
りするなどの攻防をす
ること。
ウ相撲では，相手の動
きに応じた基本動作か
ら，基本となる技を用
いて，押したり寄った
りするなどの攻防をす
ること。
(2)攻防などの自己の
課題を発見し、合理的
な解決に向けて運動の
取り組み方を工夫する
とともに、自己の考え

Ｇ ダンス
(1) 次の運動につい
て，感じを込めて踊っ
たりみんなで踊った
りする楽しさや喜び
を味わい，ダンスの特
性や由来、表現の仕
方、その運動に関連し
て高まる体力などを
理解するとともに、イ
メージをとらえた表
現や踊りを通した交
流をすること。
ア創作ダンスでは，多
様なテーマから表し
たいイメージをとら
え，動きに変化を付け
て即興的に表現した
り，変化のあるひとま
とまりの表現にした
りして踊ること。
イフォークダンスで
は，踊り方の特徴をと
らえ，音楽に合わせて
特徴的なステップや
動きで踊ること。
ウ現代的なリズムの
ダンスでは，リズムの
特徴をとらえ，変化の
ある動きを組み合わ
せて，リズムに乗って
全身で踊ること。
（2）表現などの自己
の課題を発見し、合理
的な解決に向けて運
動の取り組み方を工

Ｈ 体育理論
(1) 運動やスポーツが多
様であることについて理
解できるようにする。
ア運動やスポーツは，
体を
動かしたり，健康を維持し
たりするなどの必要性や，
競技に応じた力を試すな
どの楽しさから生みださ
れ発展してきたこと。
イ運動やスポーツには，
行
うこと，見ること，支える
こと及び知ることなどの
多様な関わり方があるこ
と。
ウ世代や機会に応じて、
生
涯にわたって運動やスポ
ーツを楽しむためには、
自
己に適した多様な楽しみ
方を見付けたり、
工夫した
りすることが大切である。
イ 運動やスポーツが多
様であることについて、
自
己の課題を発見し、よりよ
い解決に向けて思考し判
断するとともに、
他者に伝
えること。
ウ 運動やスポーツが多
様であることについての
学習に積極的に取り組む
こと。

９年

１ 目標
(1) 運動の合理的な実
践を通して，運動の楽
しさや喜びを味わい、
生涯にわたって運動を
豊かに実践することが
できるようにするた
め、運動、体力の必要
性について理解すると
ともに、基本的な技能
を身に付けるようにす
る。
(2) 運動についての
自己や仲間の課題を発
見し、合理的な解決に
向けて思考し判断する
とともに、自己や仲間
の考えたことを他者に
伝える力を養う。
(3) 運動における競争
や協働の経験を通し
て、公正に取り組む，
互いに協力する，自己
の責任を果たす，参画
する、一人一人の違い
を大切にしようとする
などの意欲を育てると
ともに、健康・安全を
確保して，生涯にわた
って運動に親しむ態度
を養う。

と、一人一人の違いに
応じた動きなどを認
めようとすること、話
し合いに参加しよう
とすることなどや、健
康・安全に気を配るこ
と。

の考えたことを他者に伝
えること。
(3) 器械運動に積極的に
取り組むとともに、よい演
技を認めようとすること、
仲間の学習を援助しよう
とすることなどや、健康・
安全に気を配ること。

こと、分担した役割を果
たそうとすること、一人
一人の違いに応じた課
題や挑戦を認めようと
することなどや、健康・
安全に気を配ること。

など健康・安全に気を配る
こと。

り組むとともに，フェ
アなプレイを守ろうと
すること，作戦などに
ついての話し合いに参
加しようとすること、
一人一人の違いに応じ
たプレイなどを認めよ
うとすること、仲間の
学習を援助しようとす
ることなどや、健康・
安全に気を配ること。

Ａ 体つくり運動
(1) 次の運動を通し
て，体を動かす楽しさ
や心地よさを味わい，
健康の保持増進や体
力の向上を目指し，目
的に適した運動の計
画を立て取り組むこ
と。
ア体ほぐしの運動で
は，手軽な運動を行
い、心と体は互いに影
響し変化することや
心身の状態に気付き、
仲間と自主的に関わ
り合うこと。
ィ 実生活に生かす
運動の計画では、ねら
いに応じて、健康の保
持増進や調和のとれ
た体力の向上を図る
ための運動の計画を
立て取り組むこと。
(2) 自己の課題を発
見し、合理的な解決に
向けて運動の取り組
み方を工夫するとと
もに、自己や仲間の考
えたことを他者に伝
えること。
(3) 体 つ く り 運 動 に
自主的に取り組むと
ともに、互いに助け合
い教え合おうとする
こと、一人一人の違い
に応じた動きなどを
大切にしようとする
こと、話し合いに貢献
しようとすることな
どや、健康・安全を確
保すること。

Ｂ 器械運動
(1) 次の運動について，技
ができる楽しさや喜びを
味わい，技の名称や行い
方、運動観察の方法、体力
の高め方などを理解する
とともに、自己に適した技
で演技すること。
アマット運動では，回転系
や巧技系の基本的な技を
滑らかに安定して行うこ
と，条件を変えた技や発展
技を行うこと及びそれら
を構成し演技すること。
イ鉄棒運動では，支持系や
懸垂系の基本的な技を滑
らかに安定して行うこと，
条件を変えた技や発展技
を行うこと及びそれらを
構成し演技すること。
ウ平均台運動では，体操系
やバランス系の基本的な
技を滑らかに安定して行
うこと，条件を変えた技，
発展技を行うこと及びそ
れらを構成し演技するこ
と。
エ跳び箱運動では，切り返
し系や回転系の基本的な
技を滑らかに安定して行
うこと，条件を変えた技，
発展技を行うこと。
(2) 技などの自己の課題
を発見し、合理的な解決に
向けて運動の取り組み方
を工夫するとともに、自己
の考えたことを他者に伝
えること。
(3) 器械運動に自主的に
取り組むとともに、よい演
技を讃えようとすること、
互いに助け合い教え合お

Ｃ 陸上競技
(1) 次の運動について，
記録の向上や競争の楽
しさや喜びを味わい，技
術の名称や行い方、体力
の高め方、運動観察の方
法などを理解するとと
もに、各種目特有の技能
を身に付けること。
ア短距離走・リレーで
は，中間走へのつなぎを
滑らかにして速く走る
ことやバトンの受渡し
で次走者のスピードを
十分高めること、長距離
走では，自己に適したペ
ースを維持して走るこ
と，ハードル走では，ス
ピードを維持した走り
からハードルを低く越
すこと。
イ走り幅跳びでは，スピ
ードに乗った助走から
力強く踏み切って跳ぶ
こと，走り高跳びでは，
リズミカルな助走から
力強く踏み切り滑らか
な空間動作で跳ぶこと。
(2) 動きなどの自己の
課題を発見し、合理的な
解決に向けて運動の取
り組み方を工夫すると
ともに、自己の考えたこ
とを他者に伝えること。
（3）陸上競技に自主的
に取り組むとともに、勝
敗などを冷静に受け止
め、ルールやマナーを大
切にしようとすること、
自己の責任を果たそう
とすること、一人一人の
違いに応じた課題や挑

Ｄ 水泳
(1) 次の運動について，記
録の向上や競争の楽しさや
喜びを味わい，技術の名称
や行い方、体力の高め方、
運動観察の方法などを理解
するとともに、効率的に泳
ぐこと。
アクロールでは，手と足の
動き、呼吸のバランスを保
ち，安定したペースで長く
泳いだり速く泳いだりする
こと。
イ平泳ぎでは，手と足の動
き、呼吸のバランスを保ち，
安定したペースで長く泳い
だり速く泳いだりするこ
と。
ウ背泳ぎでは，手と足の動
き、呼吸のバランスを保ち，
安定したペースで泳ぐこ
と。
エバタフライでは，手と足
の動き、呼吸のバランスを
保ち，安定したペースで泳
ぐこと。
オ複数の泳法で泳ぐこと，
又はリレーをすること。
(2) 泳法などの自己の課題
を発見し、合理的な解決に
向けて運動の取り組み方を
工夫するとともに、自己の
考えたことを他者に伝える
こと。
(3) 水泳に自主的に取り組
むとともに，勝敗などを冷
静に受け止め，ルールやマ
ナーを大切にしようとする
こと，自己の責任を果たそ
うとすること一人一人の違
いに応じた課題や挑戦を大
切にしようとすることなど

Ｅ 球技
(1) 次の運動につい
て，勝敗を競う楽しさ
や喜びを味わい，技術
の名称や行い方、体力
の高め方、運動観察の
方法などを理解すると
ともに、作戦に応じた
技能で仲間と連携しゲ
ームが展開する。
アゴール型では，安定
したボール操作と空間
を作りだすなどの動き
によってゴール前への
侵入などから攻防をす
ること。
イネット型では，役割
に応じたボール操作や
安定した用具の操作と
連携した動きによって
空いた場所をめぐる攻
防をすること。
ウベースボール型で
は，安定したバット操
作と走塁での攻撃，ボ
ール操作，連携した守
備などによって攻防を
すること。
(2)攻防などの自己の
課題を発見し、合理的
な解決に向けて運動の
取り組み方を工夫する
とともに、自己や仲間
の考えたことを他者に
伝えること。
(3) 球技に自主的に取
り組むとともに，フェ
アなプレイを大切にし
ようとすること、作戦
などについての話し合
いに貢献しようとする
こと、一人一人の違い
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たことを他者に伝える
こと。
(3)武道に積極的に取
り組むとともに，相手
を尊重し，伝統的な行
動の仕方を守ろうとす
ること，分担した役割
を果たそうとするこ
と、一人一人の違いに
応じた課題や挑戦を認
めようとすることなど
や、禁じ技を用いない
など健康・安全に気を
配ること。
Ｆ 武道
(1) 次の運動につい
て，技を高め勝敗を競
い合う楽しさや喜びを
味わい、伝統的な考え
方、技の名称や見取り
稽古の仕方、体力の高
め方などを理解すると
ともに、基本動作や基
本となる技を用いて攻
防すること。
ア柔道では，相手の動
きの変化に応じた基本
動作から，基本となる
技，得意技や連絡技を
用いて，相手を崩して
投げたり，抑えたりす
るなどの攻防するこ
と。
イ剣道では，相手の動
きの変化に応じた基本
動作から，基本となる
技や得意技を用いて，
相手の構えを崩し，し
かけたり応じたりする
などの攻防をするこ
と。
ウ相撲では，相手の動
きの変化に応じた基本
動作から，基本となる
技や得意技を用いて，
相手を崩し，投げたり
ひねったりするなどの
攻防をすること。
（2）攻防などの自己の
課題を発見し、合理的
な解決に向けて運動の
取り組み方を工夫する
とともに、自己の考え
たことを他者に伝える
こと。
(3) 武道に自主的に取

夫するとともに、自己
の考えたことを他者
に伝えること。
(3) ダンスに積極的
に取り組むとともに，
仲間を援助しようと
すること、交流などの
話し合いに参加しよ
うとすること、一人一
人の違いに応じた表
現や役割を認めよう
とすることなどや、健
康・安全に気を配るこ
と。
Ｇ ダンス
(1) 次の運動につい
て感じを込めて踊っ
たり，みんなで自由に
踊ったりする楽しさ
や喜びを味わい，ダン
スの名称や用語、踊り
の特徴と表現の仕方、
交流や発表の仕方、運
動観察の方法、体力の
高め方などを理解す
るとともに、イメージ
を深めた表現や踊り
を通した交流や発表
すること。
ア創作ダンスでは，表
したいテーマにふさ
わしいイメージをと
らえ,個や群で緩急強
弱のある動きや空間
の使い方で変化をつ
けて即興的に表現し
たり簡単な作品にま
とめたりし踊ること。
イフォークダンスで
は，踊り方の特徴をと
らえ，音楽に合わせて
特徴的なステップや
動きと組み方で踊る
こと。
ウ現代的なリズムの
ダンスでは，リズムの
特徴をとらえ，変化と
まとまりを付けて，リ
ズムに乗って全身で
踊ること。
(2) 表現などの自己
の課題を発見し、合理
的な解決に向けて運
動の取り組み方を工
夫するとともに、自己
の考えたことを他者

Ｈ 体育理論
ア 文化としてのスポー
ツの意義について理解す
ること。
（ア）スポーツは文化的な
生活を営み，よりよく生き
ていくために重要である
こと。
（イ）オリンピックや国際
的なスポーツ大会などは，
国際親善や世界平和に大
きな役割を果たしている
こと。
（ウ）スポーツは，民族や
国，人種や性，障害の違い
などを超えて人々を結び
付けていること。
ィ 文化としてのスポー
ツの意義について、自己の
課題を発見し、
よりよい解
決に向けて思考し判断す
るとともに、他者に伝える
こと。
ウ 文化としてのスポー
ツの意義についての学習
に自主的に取り組むこと。

うとすること、一人一人の
違いに応じた課題や挑戦
を大切にしようとするこ
となどや、健康・安全を確
保すること。

戦を大切にしようとす
ることなどや、健康・安
全を確保すること。

や、水泳の事故防止に関す
る心得を遵守するなど健
康・安全を確保すること。

Ⅱ－体－5

に応じたプレイなどを
大切にしようとするこ
と、互いに助け合い教
え合おうとすることな
どや、健康・安全を確
保すること。

り組むとともに，相手
を尊重し，伝統的な行
動の仕方を大切にしよ
うとすること，自己の
責任を果たそうとする
こと、一人一人の違い
に応じた課題や挑戦を
大切にしようとするこ
となどや、健康・安全
を確保すること。

に伝えること。
(3) ダンスに自主的
に取り組むとともに，
互いに助け合い教え
合おうとすること、作
品や発表などの話し
合いに貢献しようと
すること、一人一人の
違いに応じた表現や
役割を大切にしよう
とすることなどや、健
康・安全を確保するこ
と。

