
年間授業計画　新様式例

高等学校 令和４年度（１学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 単位

対象学年組：第 1 学年 1 組～ 5 組

教科担当者：

使用教科書：（ ）

教科 の目標：

【思考力、判断力、表現力等】

【学びに向かう力、人間性等】

科目 の目標：

・柔道
【知識及び技能】
技を高め勝敗を競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
用いて攻防を展開すること。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己や仲間の課題を発見し，
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。

【学びに向かう力、人間性等】
武道に自主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。

○基本動作
・姿勢と組み方では，相手の動き
の変化に応じやすい自然体で組む
こと。
・ 崩しでは，相手の動きの変化に
応じて相手の体勢を不安定にし，
技をかけや
すい状態をつくること。
・ 進退動作では，相手の動きの変
化に応じたすり足，歩み足，継ぎ
足で，体の
移動をすること。
○受け身
・相手の投げ技に応じて横受け
身，後ろ受け身，前回り受け身を
とること。

・相手の動きの変化に応じた基本
動作，既習技，新たな基本となる
技及び連絡技の技能の上達を踏ま
えて，投げ技や固め技，また投げ
技から固め技への連絡を用いた自
由練習や簡易な試合での攻防

【知識及び技能】
技を高め勝敗を競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を展開
できている。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己や仲間の課題を発見し，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
ることができる。

【学びに向かう力、人間性等】
武道に自主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
確保している。

○ ○ ○ 12

・バレーボール
【知識及び技能】
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を展
開すること。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己やチームの課題を発見
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。

【学びに向かう力、人間性等】
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合いに貢献しよう
とすると，一人一人の違いに応じたプレ
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。

・サービスでは，ボールをねらっ
た場所に打つこと。
・ボールを相手側のコートの空い
た場所やねらった場所に打ち返す
こと。
・ 攻撃につなげるための次のプレ
イをしやすい高さと位置にボール
を上げること。
・ネット付近でボールの侵入を防
いだり，打ち返したりすること。
・ 腕やラケットを強く振って，
ネットより高い位置から相手側の
コートに打ち込むこと。
・ポジションの役割に応じて，
拾ったりつないだり打ち返したり
すること。
・ ラリーの中で，味方の動きに合
わせてコート上の空いている場所
をカバーすること。
・連携プレイのための基本的な
フォーメーションに応じた位置に
動くこと。

【知識及び技能】
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を展開することができ
ている。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己やチームの課題を発見し，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
者に伝えることができている。

【学びに向かう力、人間性等】
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
についての話合いに貢献しようとすると，一
人一人の違い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
とができている。

○ ○ ○

態
配当
時数

１
学
期

・陸上
【知識及び技能】
　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。

【思考力、判断力、表現力等】
　動きなどの自己や仲間の課題を発見
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。

【学びに向かう力、人間性等】
　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。

・スタートダッシュでは地面を力
強くキックして，徐々に上体を起
こしていき加速すること。
・後半でスピードが著しく低下し
ないよう，力みのないリズミカル
な動きで走ること。
・リレーでは，次走者はスタート
を切った後スムーズに加速して，
スピードを十分に高めること。

【知識及び技能】
　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ができてい
る。

【思考力、判断力、表現力等】
　動きなどの自己や仲間の課題を発見し，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
えることができている。

【学びに向かう力、人間性等】
　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ができている。

○ ○ ○ 12

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思

12

体育

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】 【学びに向かう力、人間性等】

基礎体力を向上と基本的な運動技能の習得を目
指し、運動の楽しさや喜びを味わおうとする。
運動の多様性や体力の必要性について理解し、
それらの技能を身につけようとする。

運動を通して自分を知り、自己の課題にあった
解決方法を見つけることができる。グループ活
動を通して、自己の考えを他者に伝える力を養
う。
これまでの活動を振り返り、改善策を考え実行

自ら進んで集団の中で役割を果たし、周りと協
力してスポーツを楽しみ、仲間を大切にでき
る。

使用教科書：大修館書店　ステップアップ高校スポーツ２０２２

保健体育

【 知　識　及　び　技　能 】運動の合理的、計画的な実践を通して運動の楽しさや喜びを深く味わい、体力の必要性について理解しようとする。

自己の課題を発見し、合理的、計画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。

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、一人ひとりの違いを大切にしようとする意欲を育て、生涯にわたって
継続して運動に親しむ態度を養う。

田中　翔太 諫見　雅隆 尾身　華子 花香　勇 山内　優人 古屋　一輝

保健体育 体育
保健体育 体育 3



２
学
期

・防御をかわして相手陣地やゴー
ルにボールを運ぶこと。
・味方が作り出した空間にパスを
送ること。
・空いた空間に向かってボールを
コントロールして運ぶこと。
・守備者とボールの間に自分の体
を入れて，味方と相手の動きを見
ながらボール
をキープすること。
・隊形を整えるためにボールを他
の空間へ動かすこと。

【知識及び技能】
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を展開することができ
ている。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己やチームの課題を発見し，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
者に伝えることができている。

【学びに向かう力、人間性等】
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
についての話合いに貢献しようとすると，一
人一人の違い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

○ ○ ○ 12

12

・バスケットボール
【知識及び技能】
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を展
開すること。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己やチームの課題を発見
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。

【学びに向かう力、人間性等】
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合いに貢献しよう
とすると，一人一人の違いに応じたプレ
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。

・防御をかわして相手陣地やゴー
ルにボールを運ぶこと。
・味方が作り出した空間にパスを
送ること。
・空いた空間に向かってボールを
コントロールして運ぶこと。
・守備者とボールの間に自分の体
を入れて，味方と相手の動きを見
ながらボール
をキープすること。
・隊形を整えるためにボールを他
の空間へ動かすこと。

【知識及び技能】
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を展開することができ
ている。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己やチームの課題を発見し，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
者に伝えることができている。

【学びに向かう力、人間性等】
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
についての話合いに貢献しようとすると，一
人一人の違い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

○ ○ ○ 9

・サッカー
【知識及び技能】
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を展
開すること。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己やチームの課題を発見
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。

【学びに向かう力、人間性等】
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合いに貢献しよう
とすると，一人一人の違いに応じたプレ
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。

・柔道
【知識及び技能】
技を高め勝敗を競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
用いて攻防を展開すること。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己や仲間の課題を発見し，
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。

【学びに向かう力、人間性等】
武道に自主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。

○基本動作
・姿勢と組み方では，相手の動き
の変化に応じやすい自然体で組む
こと。
・ 崩しでは，相手の動きの変化に
応じて相手の体勢を不安定にし，
技をかけや
すい状態をつくること。
・ 進退動作では，相手の動きの変
化に応じたすり足，歩み足，継ぎ
足で，体の
移動をすること。
○受け身
・相手の投げ技に応じて横受け
身，後ろ受け身，前回り受け身を
とること。

・相手の動きの変化に応じた基本
動作，既習技，新たな基本となる

【知識及び技能】
技を高め勝敗を競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を展開
できている。

【思考力、判断力、表現力等】
攻防などの自己や仲間の課題を発見し，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
ることができる。

【学びに向かう力、人間性等】
武道に自主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

○ ○ 12○

〇クロール
・手は遠くの水をつかむように前
方に伸ばすこと。
・肘を曲げて腕全体で水をとら
え，加速するようにかくこと。
・流線型の姿勢を維持して，しな
やかでリズミカルなキックを打つ
こと。
・肩のローリングを使って最小限
の頭の動きで呼吸を行うこと。

【知識及び技能】
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，
効率的に泳ぐとができている。

【思考力、判断力、表現力等】
泳法などの自己や仲間の課題を発見し，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
に伝えることができている。

【学びに向かう力、人間性等】
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
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ができて

○ ○ ○ 12

１
学
期

○○○

【知識】
スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発
展について理解できている。

【思考力、判断力、表現力等】
スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発
展について，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
ることができる。

【学びに向かう力、人間性等】
スポーツの文化的特性や現代のスポーツの発
展についての学習に自主的に取り組んでい
る。

・スポーツの歴史的発展と多様な
変化や現代のスや理念を整理した
り，自己のスポーツへの関わりを
見いだしたりして，自己や社会に
スポーツがもたらす影響について
課題を発見すること。

・スポーツの経済的効果と高潔さ
やスポーツが環境や社会へもたら
す影響について，習得した知識を
基に，持続可能なスポーツの発展
のための課題の解決に向けて，自
己の提案を言葉や文章などを通し
て他者に伝えること。

・体育理論
【知識】
スポーツの文化的特性や現代のスポーツ
の発展について理解すること。
スポーツは，人類の歴史とともに始ま
り，その理念が時代に応じて多様に変容
してきていること。また，我が国から世
界に普及し，発展しているスポーツがあ
ること。

【思考力、判断力、表現力等】
スポーツの文化的特性や現代のスポーツ
の発展について，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。

【学びに向かう力、人間性等】
スポーツの文化的特性や現代のスポーツ
の発展についての学習に自主的に取り組
むこと。

・水泳
【知識及び技能】
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，効率的に泳ぐと。

【思考力、判断力、表現力等】
泳法などの自己や仲間の課題を発見し，
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。

【学びに向かう力、人間性等】
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。
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・陸上（長距離走）
【知識及び技能】
　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。

【思考力、判断力、表現力等】
　動きなどの自己や仲間の課題を発見
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。

【学びに向かう力、人間性等】
　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

・目標タイムを達成するペース配
分を自己の体力や技能の程度に合
わせて設定し，そのペースに応じ
たスピードを維持して走ること。
・リズミカルに腕を振り，力みの
ないフォームで軽快に走ること。
・呼吸を楽にしたり，走りのリズ
ムを作ったりする呼吸法を取り入
れて走ること。
・自己の体力や技能の程度に合っ
たペースを維持して走ること。

知識及び技能】
　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
とができている。

【思考力、判断力、表現力等】
　動きなどの自己や仲間の課題を発見し，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ができている。

【学びに向かう力、人間性等】
　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ができている。

○ ○


