
- 1 -

第３学年 保健体育科学習指導案
日 時 平成２３年１１月４日（金）５校時
対 象 ３年１組・５組

（男子４１名，女子３７名）
指導者 教 諭 佐 藤 秀 敏

教 諭 鈴 木 徹

１ 単元名 「体つくり運動」

２ 運動の特性
「体つくり運動」は，自他の心と体に向き合って，体を動かす楽しさや心地よさを味わい，心と体

をほぐしたり，体力を高めたりすることができる領域である。第３学年では，健康の保持増進や体力
の向上を図り，目的に適した運動の計画を立て取り組むことを学習のねらいとして取り組むことが求
められている。体つくり運動の学習に主体的に取り組み，体力の違いに配慮するなどに意欲をもち，
健康や安全を確保するともに，運動を継続するなどを理解し，日常的に取り組める運動の計画を立て
取り組むなどの自己の課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにすることが大切である。

「体力を高める運動」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て取り組むことが求められている。「ねらいに応じて」運動を行うとは，健康に
生活するための体力，運動を行うための体力を高めるなどの自己の体力に関するねらいを設定して，
自己の健康や体力の実態と実生活に応じて，運動の計画を立てて取り組むことである。

また，「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て取り組む」とは，
第１学年及び第２学年で学習した内容を踏まえて運動不足や疲労を解消する，体調を維持するなどの
健康に生活にするための体力や運動を行うための体力をバランスよく高めていく運動の計画を立てて
取り組むことである。

３ 生徒の実態
第１・２学年では、それぞれ７時間扱いで体つくり運動に取り組み，「体ほぐしの運動」「体力を高

める運動」に取り組んできた。「体ほぐしの運動」では，グループで取り組める運動やペアで取り組め
る運動を行い，心と体の関係に気づきながら仲間と交流することができるように行ってきた。「体力を
高める運動」では，体を動かすことの楽しさや心地よさを味わい，体力を高め，目的に適した運動を
身につけ，さらに組み合わせることをねらいとした学習に取り組んできた。とくに４つの運動の行い
方の例に沿った簡単な運動例をもとに，運動の行い方について学習し，それらを組み合わせて行う運
動の計画を立てること行い，実際に計画に沿った運動を行った。

昨年度，２年生時に実施した新体力テストの結果を分析してみると本校３年男子生徒の場合，８種
目中７種目において全国平均を上回っている。持久走（２０ m シャトルラン）において唯一全国平均
を下回っている。本校２年女子の場合，８種目中５種目において全国平均を上回っている。全国平均
を下回っている３種目は，上体起こし，持久走（２０ m シャトルラン），立ち幅とびである。持久走
（２０ｍシャトルラン）においては，男女どちらとも全国平均を下回っていることから，「動きを持
続する能力を高める運動」に対して，体育の学習において重点的な取り組みが求められている。

４ 教師の指導観
学習では，「健康に生活するための体力を高める運動の計画と実践」「運動を行うための体力を高め

る運動の計画と実践」と二つのコースを設定し，①だれのため，何のためか，②どのような運動を用
いるか，③いつ，どこで運動するか，④どの程度の運動強度，時間，回数で行うかなどに着目させ計
画を立てさせたいと考えている。また，「動きを持続する能力を高めるための運動」では，継続した取
り組みにより，体力の向上が図られることを実感させるため，体育の学習に中で継続して実施し，体
力を高められることを把握させたい。

健康関連コースについては，平成２２年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査活用シートを授業
に取り入れ，豊かなスポーツライフの実現に向けて，食事や睡眠などの生活習慣の改善も含めて，休
息時間，運動部の活動及び家庭などで日常的に行うことができる運動例を用いて計画を立てることに
取り組ませたい。

運動関連コースについては，第２学年（４月）及び第３学年（４月）で実施した新体力テストの結
果を分析し，自分の体力の実態をもとに課題を把握させ，生徒一人一人の課題を明確にさせるととも
に，体力の向上の必要性を理解させたい。

単元の中に，運動の日常的実践を取り入れるなど，日常的に取り組める運動の計画を立て取り組み
や自己の課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにすることで，学校の教育活動全体や実生
活の中で生かすことができるようにさせたい。

５ 単元の目標
（１）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図り，目的に適した運動の

計画を立てて取り組むことができるようにする。〔運動〕
（２）体つくり運動に主体的に取り組むとともに，体力の違いに配慮しようとすること，自己の責任を果

たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。〔態度〕
（３）運動を継続する意義，体の構造，運動の原則などを理解し，自己の課題に応じた運動の取り組み方

を工夫できるようにする。〔知識，思考・判断〕



6　学習指導要領の内容,内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

(1)rA　休つくり運動J

【学習指導要領の内容】

(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図り,

目的に適した運動の計画を立て取り組むことができるようにする｡

ア　体ほぐしの運動では,心と体は互いに影響し変化することに気付き,体の状態に応じて体の調

子を整え,仲間と祷極的に交流するための手軽な運動や律動的な運動を行うこと｡

イ　体力を高める運動では,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)体つくり運動に自主的に取り組むとともに,体力の違いに配慮しようとすること,自己の兼任を

果たそうとすることなどや,健康･安全を確保することができるようにする｡

(3)運動を継続する意義,体の構造,運動の原則などを理解し,自己の課題に応じた運動の取り組み

方を工夫できるようにする｡

【｢A　体っくり運動｣の評価規準に盛り込むべき事項】
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t｢A　体つくり運動｣の評価規準の設定例】
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※　なおT r体つくり運軌の体ほぐしの運動は,技能の習得･向上を直接のねらいとするものではな

いこと,体力を高める運動は,運動の計画を立てることが主な目的となることから,運動の技能は設

定せず, (1)運動については, ｢運動についての思考･判断｣に整理している｡

3



- 1 -

７ 単元計画と評価規準

学習活動における具体の評価規準
時間 ○ねらい ・学習活動

関心意欲態度 思考・判断 知識・理解

第１時 ○オリエンテーション，体ほぐしの運動を行い，学習のねらいや内容を理解する。 第１時 ② 第１時 ①

・体ほぐしの運動において，「気づき」，「調整」，「交流」などのねらいに応じた行い方を確認する。 体力の違いに配慮し 運動を継続する意義につ

とくに，仲間と交流を目的とした運動を行う。 ようとしようとして いて，理解したことを言

・体力の違いに配慮しようとし，けがを負わせないような取り組みについて知る。 いる。 ったり，書き出したりし

・体つくり運動について，心と体の健康や体力の保持などの様々な意義を言ったり，書き出したり ている。

している。
第２時 ○仲間と学習する場面で，体力の違いに配慮した補助の仕方などを見付けることができる。 第２時 ⑤ 第２時 ④

・体ほぐしの運動において，「気づき」，「調整」，「交流」などのねらいに応じた行い方を確認する。 健康・安全を確保と 仲間と学習する場面で，

とくに，心と体は互いに変化することに気付くことや体と心の調子が整うことを目的とした運動 している。 体力の違いに配慮した補

を行う。 助の仕方などを見付けて

・運動を行うための体力を高める運動と健康に生活するための体力を高める運動の内容を知る。 いる。

・用具を目的に応じて使用すること，場所の安全を確認しながら運動を行うとしている。ペアでス
体 トレッチをしたり，緊張を解いて脱力したりする運動を行う。
つ ・仲間と学習する場面で，体力の違いに配慮した補助の仕方について考える。
く 第３時 ○体ほぐしのねらいを踏まえて，自己の課題に応じた活動を選ぶことができる。 第３時 ① 第３時 ②

り ・運動を行うための体力を高める運動の計画と実践を行う。 体ほぐしのねらいを踏ま 運動を安全に行う上で必要

運 ・健康に生活するための体力を高める運動の計画と実践を行う。 えて，自己の課題に応じ となる体の構造について，

動 ・関節や関節の可動範囲について知る。 た活動を選んでいる。 理解したことを言ったり，

・自分の課題に応じた活動の選び方について考える。 書き出したりしている。

７ 第４時 ○自己の責任を果たす場面でねらいに応じた活動の仕方を見付けている。 第４時 ④ 第４時 ③

時 （本時） ・運動を行うための体力を高める運動の計画と実践を行う。 互いに助け合い教え 自己の責任を果たす場面

間 ・健康に生活するための体力を高める運動の計画と実践を行う。 合おうとしている。 でねらいに応じた活動の

・互いに助け合おうとし，心と体の変化や段階的な運動への取り組みに気をつけながら運動を行う 仕方を見付けている。

ことについて確認する。
・ねらいに応じた活動の仕方について考える。

第５時 ○ねらいや体力の程度に応じて強度，時間，回数，頻度を設定することができる。 第５時 ① 第５時 ② 第５時 ③

・運動を行うための体力を高める運動の計画と実践を行う。 体つくり運動に主体 ねらいや体力の程度に応 運動の原則があることに

・健康に生活するための体力を高める運動の計画と実践を行う。 的に取り組もうとし じて強度，時間，回数， ついて，理解したことを

・運動を計画して行う際の原則について知る。 ている。 頻度を設定している。 言ったり，書き出したり

・強度，時間，回数，頻度の設定の仕方について考える。 している。

運 動 の 日 常 的 実 践

第６時 ○実生活で継続しやすい運動例を選ぶことができる。 第６時 ③ 第７時 ⑤

第７時 ・運動を行うための体力を高める運動の計画と実践を行う。 自己の責任を果たそ 実生活で継続しやすい運

・健康に生活するための体力を高める運動の計画と実践を行う。 うとしている。 動例を選んでいる。

・仲間と合意した責任を果たそうとし，安全や準備・片付け・記録などの役割分担して主体的に行
おうとしている。

・実生活ので継続しやすい運動例の選択の仕方について考えている。
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７ 本時の学習（４／７）

（１）ねらい
健康に生活するための体力を高める運動，運動を行うための体力を高める運動のそれぞれの目的

に適した運動の計画を立てることができる。

（２）学習過程

○指導上の留意点・支援
段階 学習内容・学習方法 ◎つまずきと手立て 【評価の観点】

１ グループやペアで体ほぐしの運動を行う。
（１）リズムダンス ○心と体によって他者と

・心も体も弾ませ，リズムに乗ったダンスを行う。 コミュニケーションが
導入 （２）地蔵倒し とれる運動を行うよう

(15 分) ・相手を信頼しながら，３人組で行う。 にする。
（３）ＥＴゲーム

・割りばしを操作することで相手の心の動きを感
じ取る。

○体ほぐしの運動を通し
体ほぐしの運動から「気付き」「調整」「交流」 て、「気付き」「調整」「交
を意識した心の動きを感じ取ろう。 流」の内容について、

発問により引き出す。

２ 挨拶・集合を行う。

３ 本時のねらいと学習内容を確認する。
【具体の評価

展開 健康に生活するための体力を高める運動， 規準】
(30 分) 運動を行うための体力を高める運動の ・健康に生活

それぞれの目的に適した運動の計画を立てよう。 するための体
力を高める運

○運動例や事例を準備し 動，運動を行
４ 運動の計画について話し合う。 計画を立てる際の参考 うための体力

（１）運動例を示した資料や事例を参考とし，運動 にする。 を高める運動
の計画を立てる。 ○例として，「何を」「ど のそれぞれの

（２）ねらいを実現するため以下のことについて考 のように」という視点 目的に適した
える。 から具体的な運動例を 運動の計画を

示す。 立てることが
運動関連コース ◎計画の立て方が分から できる。
・新体力テストの比較分析 ない (学習シート・
・一人一人の課題を明確化 →運動例を参考にさせ， 観察）

日常的に行うことがで
健康関連コース きる運動例を紹介する。
・食事や睡眠などの生活習慣の改善 →どんな運動をどのよう
・休息時間 に行っていくか，どの
・運動部の活動及び家庭などで日常的に行う 程度行うかなどに着目
ことができる運動例の参照 させ計画を立てさせた

い。

５ 体力を高める運動を行う。 ◎組み合わせた動き方が
（１）運動の計画の中から実践できる内容の運動を 分からない

１０分程度行う。 →基本の動き方や組み合
（２）振り返り わせ方やねらいに応じ

た運動例を確認し，ね
らいに迫ることができ
るように指示する。

終末 ６ 学習のまとめをすること。 ○学習課題に対する自分
(5 分) ・学習課題に対する振り返りを行う。 の取組を振り返る。

・それぞれの成果と課題を確認し合う。 ○次時への課題を共有で
・次時の活動の見通しをもち，挨拶をする。 きるようにする。


