
教科名 体育 科目名 生涯スポーツⅠ 単位数 ２単位 科目コード

科目の種類 学校設定科目 履修順序

科目の目標 ○スポーツを通して、各スポーツの持つ楽しさの体験と個々人の技能を向上させ、規律性、

責任感を培い、心身共に健全な人格の形成をめざす。

教科書 グループノート、個人ノート、各種目に応じた教材・教具及び視聴覚教材。

主な教材

学習の展開＜年間指導計画の概要＞

単元または項目 学習のねらい 主な学習活動（教材等）

体つくり運動 ・自己の体力や体の状態の応じて ・授業内容の提示。

体育理論 調子を整えたり、体力を高める （体育トレーニングの方法、運動技

前 ことが出来る。 能の練習方法）

期 球技（選択） ・自己の能力応じて技能を高めた ・体育館改築の為、運動場及び多目

り、競争したり、記録を高めた 的教室での活動です①～⑦から二

りすることができる。 種目を選択する。

・興味、関心のある種目を選択し、

運動の楽しみを味わい、気持ち ① バドミントン

いい汗を流す。 ② 卓球

・チームの課題や自己能力に応じ ③ バスケットボール

て作戦を生かし、それに応じた ④ バレーボール

攻防を展開しゲームができ、計 ⑤ グランドゴルフ

画的な練習の仕方やゲームの仕 ⑦ 軟式野球

方を工夫することができる。 ・授業内容の提示。

（体育トレーニングの方法、運動技

能の練習方法）

・講座の①～⑦から二種目を選択す

る。

科目の特色 ○様々な学習方法によって健康に関する各自の課題を発見し理解を深めていきます。

○自らが興味・関心を示した種目の中からスタートします。

評価の観点 「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の４観点を、「出席状況」

「授業への取り組み」「体育着の着替え」「自己評価」「相互評価」等を通して評価します。

履修希望者 ○前期・後期による単位認定です。後期からの選択や復学等の時は、内容を選んで登録して

へ 下さい。



教科名 体育 科目名 生涯スポーツⅠ 単位数 ２ 単位 科目コード

科目の種類 学校設定科目 履修順序

科目の目標 ○スポーツを通して、各スポーツの持つ楽しさの体験と個々人の技能を向上させ、規律性、

責任感を培い、心身共に健全な人格の形成をめざす。

教科書 グループノート、個人ノート、各種目に応じた教材・教具及び視聴覚教材。

主な教材

学習の展開＜年間指導計画の概要＞

単元または項目 学習のねらい 主な学習活動（教材等）

後 体つくり運動 ・自己の体力や体の状態の応じて ・授業内容の提示。

期 体育理論 調子を整えたり、体力を高める （体育トレーニングの方法、運動技

ことが出来る。 能の練習方法）

球技（選択） ・自己の能力応じて技能を高めた ・体育館改築の為、運動場及び多目

り、競争したり、記録を高めた 的教室での活動です①～⑦から二

りすることができる。 種目を選択する。

・興味、関心のある種目を選択し、

運動の楽しみを味わい、気持ち ① バドミントン

いい汗を流す。 ② 卓球

・チームの課題や自己能力に応じ ③ バスケットボール

て作戦を生かし、それに応じた ④ バレーボール

攻防を展開しゲームができ、計 ⑤ グランドゴルフ

画的な練習の仕方やゲームの仕 ⑦ 軟式野球

方を工夫することができる。 ・授業内容の提示。

（体育トレーニングの方法、運動技

能の練習方法）

・講座の①～⑦から二種目を選択す

る。

科目の特色 ○様々な学習方法によって健康に関する各自の課題を発見し理解を深めていきます。

○自らが興味・関心を示した種目の中からスタートします。

評価の観点 「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の４観点を、「出席状況」

「授業への取り組み」「体育着の着替え」「自己評価」「相互評価」等を通して評価します。

履修希望者 ○前期・後期による単位認定です。後期からの選択や復学等の時は、内容を選んで登録して

へ 下さい。



教科（体育）科目名（生涯スポーツⅠ）

授業時数 １ 単元名 オリエンテーション 本 時 スポーツ研究の授業について

学習 ・「スポーツ研究」学習の意義や内容、評価の方法を理解する。 ＜備考＞

目標

・スポーツ研究の目標について

・努力事項について

学習 ・年間計画について

内容 ・授業の流れについて

・評価について

副 教 材 スポーツ研究オリエンテーション資料、年間計画

評価観点 自己評価、アンケート実施

授業時数 ２～４ 単元名 体つくり運動 本 時 体ほぐし運動

学習 ・自己の体力や体の状態に応じて、調子を整えたり、体力を高めることが出来る。 ＜備考＞

目標

・オリエンテーション

・体ほぐしの運動

学習 ・持久的な運動

内容 ・グループの競争的な運動

・正しいウォーミングアップの方法

・柔軟性を伴った動きの養成

・筋持久力

副 教 材 体つくり運動の資料

評価観点 個人ノート



授業時数 ５～ ８ 単元名 球技（選択） 本 時

学習 ・自己の興味、関心や能力に応じた種目を選択し、楽しさや喜びを味わう。 ＜備考＞

目標

・選択種目希望調査

・興味や関心がある種目を選択し体験する。

学習 ・バスケットボール

内容 グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・バドミントン

グループ分け。試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・卓球

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・バレーボール

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・サッカー

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・グランドゴルフ

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・軟式野球

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のゲーム

副 教 材 選択種目希望調査用紙、各種目資料、ゲーム記録表

評価観点 グループノート、ゲーム記録表、個人ノート、自己評価表



授業時数 ９～３５ 単元名 球技（選択） 本 時

学習 ・チームの課題や自己の能力に応じて作戦を生かし、それに応じた攻防を展開して ＜備考＞

目標 ゲームができ、計画的に練習やゲームを工夫し、個人的技能や集団的技能を高める。

・種目別オリエンテーション

・バスケットボール

学習 グループ分け、ルールや作戦を工夫し審判法の理解、シュート・パス・ドリブル

内容 の練習、速攻の練習、１対１・２対２の簡易ゲーム、ピポット・フェイクの練習

ポストプレーの練習、５対５のゲーム、ゾーンディフェンス・マンツーマンディ

フェンスなどの作戦を立てる、リーグ戦

・バドミントン

グリップ、ラケット遊び、ロングサービスの練習、ストロークの練習、クリアー

ドライブの練習、ルールと審判法の学習、ショートサービスの練習。

ストローク主体の攻防を中心としたシングルスとダブルスのゲームをする。

リーグ戦

・卓球

フォアハンド、バックハンド、によるロング、ショート、カットなどの打法の練

習、サービス、レシーブの練習、ある程度ラリーを続けることができるようにす

る、ルールと審判法の学習、シングルスとダブルスのゲームをする。リーグ戦

・バレーボール

グループ分け、ルールや作戦を工夫し審判法の理解、個人、集団的技能として、

サービスやスパイクレシーブ、三段攻撃、二段攻撃、時間差攻撃とその防御を

ゲームで生かす、リーグ戦

・サッカー

チーム編成、学習計画の立案、段階に合わせた個人、チームの練習、速攻、遅攻、

マンツーマンディフェンス、ゾーンディフェンス、ゴールキーパーとの連携、パ

ス、トラッピング、ドリブル、ヘディング、シュート、スローイングなどを身に

つける。ゲーム

・グランドゴルフ

ルールと審判法の学習、

正しいパッティングの仕方

リーグ戦

・軟式野球

捕球と送球、スイングの仕方、ゴロ・フライの打球処理、打ち方とピッチング、

連係プレイの習得、トスバッティング、ハーフバッティング、シートバッティン

グ、ノック、フリーバッティング、シートノック、ゲーム

副 教 材 各種目資料、ゲーム記録表

評価観点 グループノート、ゲーム記録表、個人ノート、自己評価表



授業時数 ３６～３９ 単元名 体つくり運動 本 時 体ほぐし運動

学習 ・自己の体力や体の状態に応じて、調子を整えたり、体力を高めることが出来る。 ＜備考＞

目標

・オリエンテーション

・体ほぐしの運動

学習 ・持久的な運動

内容 ・グループの競争的な運動

・正しいウォーミングアップの方法

・柔軟性を伴った動きの養成

・筋持久力

副 教 材 体つくり運動の資料

評価観点 個人ノート

授業時数 ４０～４３ 単元名 球技（選択） 本 時

学習 ・自己の興味、関心や能力に応じた種目を選択し、楽しさや喜びを味わう。 ＜備考＞

目標

・選択種目希望調査

・興味や関心がある種目を選択し体験する。

学習 ・バスケットボール

内容 グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・バドミントン

グループ分け。試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・卓球

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・バレーボール

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・サッカー

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・グランドゴルフ

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のスキル

・軟式野球

グループ分け、試しのゲーム、初歩的段階のゲーム

副 教 材 選択種目希望調査用紙、各種目資料、ゲーム記録表

評価観点 グループノート、ゲーム記録表、個人ノート、自己評価表



授業時数 ４４～７０ 単元名 球技（選択） 本 時

学習 ・チームの課題や自己の能力に応じて作戦を生かし、それに応じた攻防を展開して ＜備考＞

目標 ゲームができ、計画的に練習やゲームを工夫し、個人的技能や集団的技能を高める。

・種目別オリエンテーション

・バスケットボール

学習 グループ分け、ルールや作戦を工夫し審判法の理解、シュート・パス・ドリブル

内容 の練習、速攻の練習、１対１・２対２の簡易ゲーム、ピポット・フェイクの練習

ポストプレーの練習、５対５のゲーム、ゾーンディフェンス・マンツーマンディ

フェンスなどの作戦を立てる、リーグ戦

・バドミントン

グリップ、ラケット遊び、ロングサービスの練習、ストロークの練習、クリアー

ドライブの練習、ルールと審判法の学習、ショートサービスの練習。

ストローク主体の攻防を中心としたシングルスとダブルスのゲームをする。

リーグ戦

・卓球

フォアハンド、バックハンド、によるロング、ショート、カットなどの打法の練

習、サービス、レシーブの練習、ある程度ラリーを続けることができるようにす

る、ルールと審判法の学習、シングルスとダブルスのゲームをする。リーグ戦

・バレーボール

グループ分け、ルールや作戦を工夫し審判法の理解、個人、集団的技能として、

サービスやスパイクレシーブ、三段攻撃、二段攻撃、時間差攻撃とその防御を

ゲームで生かす、リーグ戦

・サッカー

チーム編成、学習計画の立案、段階に合わせた個人、チームの練習、速攻、遅攻、

マンツーマンディフェンス、ゾーンディフェンス、ゴールキーパーとの連携、パ

ス、トラッピング、ドリブル、ヘディング、シュート、スローイングなどを身に

つける。ゲーム

・グランドゴルフ

ルールと審判法の学習、

正しいパッティングの仕方

リーグ戦

・軟式野球

捕球と送球、スイングの仕方、ゴロ・フライの打球処理、打ち方とピッチング、

連係プレイの習得、トスバッティング、ハーフバッティング、シートバッティン

グ、ノック、フリーバッティング、シートノック、ゲーム

副 教 材 各種目資料、ゲーム記録表

評価観点 グループノート、ゲーム記録表、個人ノート、自己評価表


