
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： 3 単位

対象学年組：第 1 学年 A 組～ EK 組

教科担当者：

使用教科書： （ ）

教科 の目標：

科目 の目標：

体つくり運動（男女１単位）
【知識・技能】
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，運動を継続する意義，体の構造，運動の原則などを
理解するとともに，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ができるや心身の状態に気付
き，仲間と自主的に関わり合うこと。
　イ 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。
【思考・判断・表現】
　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，自己や仲間の考え
たことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，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ができる，話合いに貢献しようとすることができるなどや，健康・
安全を確保することができる。

【知識・技能】
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，運動を継続する意義，体の構造，運動の原則などを理解する
とともに，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。
　イ 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。
【思考・判断・表現】
　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，自己や仲間の考えたことを
他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。
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器械運動・マット運動（女子１単位）
【知識・技能】
　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ができる。
　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ができる。
【思考・判断・表現】
　技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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，互いに助け合い教え合おうとすることが
できる，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ができるなどや，健康・安全を確保することができ
る。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　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。
　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。
【思考・判断・表現】
　技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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

○ ○ ○

○

球技・バスケットボール（男子2単位）
【知識・技能】
　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を展開することができる。
　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
ることができる。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，作戦などについての
話合いに貢献しようとすることができる，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ができ
る，互いに助け合い教え合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
　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を展開すること。
　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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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
うとすること，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。

○

【知識・技能】
　次の運動について，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。
ア 柔道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技，連絡技を用いて，相手を崩して投げたり，抑えたり
するなどの攻防をすること。
イ 剣道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技を用いて，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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

ダンス・創作ダンス　（女子１単位）
【知識・技能】
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をすることができる
　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捉え，個や群で，緩急強弱のある動きや空間の使い方で変化を
付けて即興的に表現したり，簡単な作品にまとめたりして踊ること。。
【思考・判断・表現】
　表現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，自己や仲間の考
えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，作品や発表などの話合いに貢献しよ
うとすることができる，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ができるなどや，健康・安全を確保す
ることができる。

【知識・技能】
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をすること
　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捉え，個や群で，緩急強弱のある動きや空間の使い方で変化
を付けて即興的に表現したり，簡単な作品にまとめたりして踊ること。。
【思考・判断・表現】
　表現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，自己や仲間の考
えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

○ ○ ○
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球技・ソフトボール（女子2単位）
【知識・技能】
　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を展開することができる。
　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，ボール操作と連携した守備などによって攻防をす
ることができる。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，作戦などについての
話合いに貢献しようとすることができる，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ができ
る，互いに助け合い教え合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　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を展開すること。
　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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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
うとすること，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。

○ ○ ○

水泳（男女2単位）
【知識・技能】
　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
とができる。
　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
とができる。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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が
できる，自己の責任を果たそうとすることができる，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
ことができるなどや，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る。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

○ ○ ○ 4
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○ ○

器械運動・マット運動（男１単位）
【知識・技能】
　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ができる。
　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ができる。
【思考・判断・表現】
　技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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，互いに助け合い教え合おう
とすることができる，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ができるなどや，健康・安
全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　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。
　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。
【思考・判断・表現】
　技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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

○ ○ ○

保健体育 体育
保健体育 体育

（　A組：前川・高橋・鈴木） （　B組：前川・高橋・鈴木） （　E・K組：前川・高橋・鈴木）

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】

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができる
ようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解するとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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，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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度
を養う。

現代高等保健体育

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解す
るとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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，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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。

【思考力、判断力、表現力等】

【学びに向かう力、人間性等】

態 配当
時数

１

学

期

球技・ソフトボール（男子2単位）
【知識・技能】
　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を展開することができる。
　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，ボール操作と連携した守備などによって攻防をす
ることができる。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に自主的に取り組むことができるとともに，フェアなプレイを大切にしようとすることができる，作戦な
どについての話合いに貢献しようとすることができる，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
ることができる，互いに助け合い教え合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　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を展開すること。
　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，ボール操作と連携した守備などによって攻防をすること。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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
うとすること，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。

○ ○ ○

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思

球技・バレーボール（女子2単位）
【知識・技能】
　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を展開することができる。
　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
防をすることができる。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に自主的に取り組むことができるとともに，フェアなプレイを大切にしようとすることができる，作戦な
どについての話合いに貢献しようとすることができる，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
ることができる，互いに助け合い教え合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　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を展開すること。
　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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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
うとすること，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。

○ ○ ○

5

水泳（男女2単位）
【知識・技能】
　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
とができる。
　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
とができる。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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が
できる，自己の責任を果たそうとすることができる，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
ことができるなどや，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る。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

○ ○ ○

選択体育　武道・柔道・剣道（女子1単位）
【知識・技能】
　次の運動について，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ができる。
ア 柔道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技，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をすることができる。
イ 剣道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技を用いて，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ができる。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，
自己の責任を果たそうとすることができる，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がで
きるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，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。
ア 柔道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技，連絡技を用いて，相手を崩して投げたり，抑えたり
するなどの攻防をすること。
イ 剣道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技を用いて，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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

○

２

学

期

82

陸上競技・長距離走（男女１単位＋1単位）
【知識・技能】
　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。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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
とができる，自己の責任を果たそうとすることができる，一人一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にしようと
することができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
　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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

〇 〇 〇

合計

○ ○

球技・サッカー（男子2単位）
【知識・技能】
　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を展開することができる。
　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
ることができる。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，作戦などについての
話合いに貢献しようとすることができる，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ができ
る，互いに助け合い教え合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

10

〇 ○

球技・バスケットボール（女子2単位）
【知識・技能】
　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を展開することができる。
　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
ることができる。
【思考・判断・表現】
　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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，作戦などについての
話合いに貢献しようとすることができる，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ができ
る，互いに助け合い教え合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
　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を展開すること。
　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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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
うとすること，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。

【知識・技能】
　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を展開すること。
　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。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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
うとすること，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。

○ ○

○

選択体育　武道・柔道・剣道（男子1単位）
【知識・技能】
　次の運動について，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ができる。
ア 柔道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技，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をすることができる。
イ 剣道では，相手の動きの変化に応じた基本動作や基本となる技を用いて，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ができる。
【思考・判断・表現】
　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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができる，
自己の責任を果たそうとすることができる，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がで
きるなどや，健康・安全を確保することができる。



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 A 組～ EK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：

（　A組：前川　　　　） （　B組：前川　　） （　EK組：前川　　）（　組：　　　　） （　組：　　　　） （　組：　　　　）

保健体育 保健
保健体育 保健 1

保健

【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】

個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるとともに，技能を身に付けるようにする。 健康についての自他や社会の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて思考し判断すると
ともに，目的や状況に応じて他者に伝える力を養う。

生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくりを目指し，明るく豊かで活力ある
生活を営む態度を養う。

現代高等保健体育

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解するとともに，それ
らの技能を身に付けるようにする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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，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
涯にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。

配当
時数

１

学

期

保健編　1単元　現代社会と健康
健康の考え方と成り立ち・私たちの健康のすがた
【知識・技能】
"・我が国の死亡率，受療率，平均寿命，健康寿命など各種の指標や疾病構造の変化を通して国民の健康課題について，理解
したことを言ったり書いたりすることができる。
・健康水準，及び疾病構造の変化には，科学技術の発達，及び生活様式や労働形態を含む社会の状況が関わっていることに
ついて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。"
"・健康水準の向上，疾病構造の変化に伴い，個人や集団の健康についての考え方も変化してきていることについて，理解し
たことを言ったり書いたりすることができる。
・免疫，遺伝，生活行動などの主体要因と，自然，経済，文化，保健・医療サービスなどの環境要因が互いに影響し合いな
がら健康の成立に関わっていることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。"
【思考・判断・表現】
・健康の考え方について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会
の課題を発見することができる。
・国民の健康課題について，我が国の健康水準の向上や疾病構造の変化に関するデータや資料に基づいて分析し，生活の質
の向上に向けた課題解決の方法をヘルスプロモーションの考え方を踏まえて整理することができる。
・健康の考え方について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述し
たりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
・健康の考え方について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　1単元　現代社会と健康
健康の考え方と成り立ち・私たちの健康のすがた
【知識・技能】
・我が国の死亡率，受療率，平均寿命，健康寿命など各種の指標や疾病構造の変化を通して国民の健康課題について，理解したことを言ったり書いた
りしている。
・健康水準，及び疾病構造の変化には，科学技術の発達，及び生活様式や労働形態を含む社会の状況が関わっていることについて，理解したことを
言ったり書いたりしている。
"・健康水準の向上，疾病構造の変化に伴い，個人や集団の健康についての考え方も変化してきていることについて，理解したことを言ったり書いた
りしている。
・免疫，遺伝，生活行動などの主体要因と，自然，経済，文化，保健・医療サービスなどの環境要因が互いに影響し合いながら健康の成立に関わって
いることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。"
【思考・判断・表現】
・健康の考え方について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見している。
・国民の健康課題について，我が国の健康水準の向上や疾病構造の変化に関するデータや資料に基づいて分析し，生活の質の向上に向けた課題解決の
方法をヘルスプロモーションの考え方を踏まえて整理している。
・健康の考え方について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説
明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
・健康の考え方について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

○ ○ ○ 3

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思

8

〇 〇

保健編　1単元　現代社会と健康
生活習慣病の予防と回復・がんの原因と予防・がんの治療と回復・運動と健康・食事と健康・休養・睡眠と健康
【知識・技能】
　・がん，脳血管疾患，虚血性心疾患，高血圧症，脂質異常症，糖尿病などを適宜取り上げ，これらの生活習慣病などのリ
スクを軽減し予防するには，適切な運動，食事，休養及び睡眠など，調和のとれた健康的な生活を続けることが必要である
こと，定期的な健康診断やがん検診などを受診することが必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりする
ことができる。
・がんは，肺がん，大腸がん，胃がんなど様々な種類があり，生活習慣のみならず細菌やウイルスの感染などの原因もある
ことについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・生活習慣病などの予防と回復には，個人の取組とともに，健康診断やがん検診の普及，正しい情報の発信など社会的な対
策が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・生活習慣病などの予防と回復について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりし
て，自他や社会の課題を発見することができる。
・生活習慣病などの予防と回復について，習得した知識を基に自他の生活習慣や社会環境を分析し，リスクの軽減と生活の
質の向上に必要な個人の取組や社会的な対策を整理することができる。
・生活習慣病などの予防と回復について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノー
トなどに記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
生活習慣病とその予防について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　1単元　現代社会と健康
生活習慣病の予防と回復・がんの原因と予防・がんの治療と回復・運動と健康・食事と健康・休養・睡眠と健康
【知識・技能】
　・がん，脳血管疾患，虚血性心疾患，高血圧症，脂質異常症，糖尿病などを適宜取り上げ，これらの生活習慣病などのリスクを軽減し予防するに
は，適切な運動，食事，休養及び睡眠など，調和のとれた健康的な生活を続けることが必要であること，定期的な健康診断やがん検診などを受診する
ことが必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・がんは，肺がん，大腸がん，胃がんなど様々な種類があり，生活習慣のみならず細菌やウイルスの感染などの原因もあることについて，理解したこ
とを言ったり書いたりしている。
・生活習慣病などの予防と回復には，個人の取組とともに，健康診断やがん検診の普及，正しい情報の発信など社会的な対策が必要であることについ
て，理解したことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・生活習慣病などの予防と回復について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発
見している。
・生活習慣病などの予防と回復について，習得した知識を基に自他の生活習慣や社会環境を分析し，リスクの軽減と生活の質の向上に必要な個人の取
組や社会的な対策を整理している。
・生活習慣病などの予防と回復について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，
筋道を立てて説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
生活習慣病とその予防について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

○ ○ ○

態

保健編　1単元　現代社会と健康
精神疾患の特徴・精神疾患の予防・精神疾患からの回復
【知識・技能】
・精神疾患は，精神機能の基盤となる心理的，生物的，または社会的な機能の障害などが原因となり，認知，情動，行動な
どの不調により，精神活動が不全になった状態であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・うつ病，統合失調症，不安症，摂食障害などは，誰もが罹患しうること，若年で発症する疾患が多いこと，適切な対処に
より回復し生活の質の向上が可能であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・精神疾患の予防と回復には，身体の健康と同じく，適切な運動，食事，休養及び睡眠など，調和のとれた生活を実践する
こと，早期に心身の不調に気付くこと，心身に起こった反応については体ほぐしの運動などのリラクセーションの方法でス
トレスを緩和することなどが重要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・心身の不調時には，不安，抑うつ，焦燥，不眠などの精神活動の変化が，通常時より強く，持続的に生じること，心身の
不調の早期発見と治療や支援の早期の開始によって回復可能性が高まることについて，理解したことを言ったり書いたりす
ることができる。
・人々が精神疾患について正しく理解するとともに，専門家への相談や早期の治療などを受けやすい社会環境を整えること
が重要であること，偏見や差別の対象ではないことについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・精神疾患の予防と回復について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自
他や社会の課題を発見することができる。
・精神疾患の予防と回復について，習得した知識を基に，心身の健康を保ち，不調に早く気付くために必要な個人の取組や
社会的な対策を整理することができる。
・精神疾患の予防と回復について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなど
に記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
精神疾患の予防とその回復について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

保健編　1単元　現代社会と健康
健康に関する意思決定・行動選択・健康に関する環境づくり
【知識・技能】
・健康を保持増進するには，ヘルスプロモーションの考え方に基づき，適切な意思決定や行動選択により，疾病等のリスク
を軽減することを含め，自らの健康を適切に管理することが必要であるとともに，環境づくりが重要であることについて，
理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・適切な意思決定や行動選択には，個人の知識，価値観，心理状態，及び人間関係などを含む社会環境が関連することがで
きることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・健康を保持増進するための環境には，自然環境，及び政策や制度，地域活動などの様々な社会環境があることについて，
理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・健康の考え方について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会
の課題を発見することができる。
・国民の健康課題について，我が国の健康水準の向上や疾病構造の変化に関するデータや資料に基づいて分析し，生活の質
の向上に向けた課題解決の方法をヘルスプロモーションの考え方を踏まえて整理することができる。
・健康の考え方について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述し
たりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
健康の考え方について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

保健編　1単元　現代社会と健康
精神疾患の特徴・精神疾患の予防・精神疾患からの回復
【知識・技能】
・精神疾患は，精神機能の基盤となる心理的，生物的，または社会的な機能の障害などが原因となり，認知，情動，行動などの不調により，精神活動
が不全になった状態であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・うつ病，統合失調症，不安症，摂食障害などは，誰もが罹患しうること，若年で発症する疾患が多いこと，適切な対処により回復し生活の質の向上
が可能であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・精神疾患の予防と回復には，身体の健康と同じく，適切な運動，食事，休養及び睡眠など，調和のとれた生活を実践すること，早期に心身の不調に
気付くこと，心身に起こった反応については体ほぐしの運動などのリラクセーションの方法でストレスを緩和することなどが重要であることについ
て，理解したことを言ったり書いたりしている。
・心身の不調時には，不安，抑うつ，焦燥，不眠などの精神活動の変化が，通常時より強く，持続的に生じること，心身の不調の早期発見と治療や支
援の早期の開始によって回復可能性が高まることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・人々が精神疾患について正しく理解するとともに，専門家への相談や早期の治療などを受けやすい社会環境を整えることが重要であること，偏見や
差別の対象ではないことについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・精神疾患の予防と回復について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見して
いる。
・精神疾患の予防と回復について，習得した知識を基に，心身の健康を保ち，不調に早く気付くために必要な個人の取組や社会的な対策を整理してい
る。
・精神疾患の予防と回復について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を
立てて説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
精神疾患の予防とその回復について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　1単元　現代社会と健康
健康に関する意思決定・行動選択・健康に関する環境づくり
【知識・技能】
・健康を保持増進するには，ヘルスプロモーションの考え方に基づき，適切な意思決定や行動選択により，疾病等のリスクを軽減することを含め，自
らの健康を適切に管理することが必要であるとともに，環境づくりが重要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・適切な意思決定や行動選択には，個人の知識，価値観，心理状態，及び人間関係などを含む社会環境が関連していることについて，理解したことを
言ったり書いたりしている。
・健康を保持増進するための環境には，自然環境，及び政策や制度，地域活動などの様々な社会環境があることについて，理解したことを言ったり書
いたりしている。
【思考・判断・表現】
・健康の考え方について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見している。
・国民の健康課題について，我が国の健康水準の向上や疾病構造の変化に関するデータや資料に基づいて分析し，生活の質の向上に向けた課題解決の
方法をヘルスプロモーションの考え方を踏まえて整理している。
・健康の考え方について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説
明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
健康の考え方について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

1

２

学

期

保健編　1単元　現代社会と健康
喫煙と健康・飲酒と健康・薬物乱用と健康
【知識・技能】
　・喫煙や飲酒は，生活習慣病などの要因となり心身の健康を損ねること，喫煙や飲酒による健康課題を防止するには，正
しい知識の普及，健全な価値観の育成などの個人への働きかけ，及び法的な整備も含めた社会環境への適切な対策が必要で
あることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・コカイン，MDMA などの麻薬，覚醒剤，大麻，など，薬物の乱用は，心身の健康，社会の安全などに対して深刻な影響を及
ぼすことから，決して行ってはならないことについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・薬物乱用を防止するには，正しい知識の普及，健全な価値観や規範意識の育成などの個人への働きかけ，及び法的な規制
や行政的な対応など社会環境への対策が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・喫煙，飲酒，薬物乱用の防止について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりし
て，自他や社会の課題を発見することができる。
・喫煙，飲酒，薬物乱用の防止について，我が国のこれまでの取組を個人への働きかけと社会環境への対策の面から分析し
たり，諸外国と比較したりして，防止策を評価することができる。
・喫煙，飲酒，薬物乱用の防止について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノー
トなどに記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
・生活習慣病などの予防と回復について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノー
トなどに記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
喫煙，飲酒，薬物乱用について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　1単元　現代社会と健康
喫煙と健康・飲酒と健康・薬物乱用と健康
【知識・技能】
　・喫煙や飲酒は，生活習慣病などの要因となり心身の健康を損ねること，喫煙や飲酒による健康課題を防止するには，正しい知識の普及，健全な価
値観の育成などの個人への働きかけ，及び法的な整備も含めた社会環境への適切な対策が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたり
している。
・コカイン，MDMA などの麻薬，覚醒剤，大麻，など，薬物の乱用は，心身の健康，社会の安全などに対して深刻な影響を及ぼすことから，決して
行ってはならないことについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・薬物乱用を防止するには，正しい知識の普及，健全な価値観や規範意識の育成などの個人への働きかけ，及び法的な規制や行政的な対応など社会環
境への対策が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・喫煙，飲酒，薬物乱用の防止について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発
見している。
・喫煙，飲酒，薬物乱用の防止について，我が国のこれまでの取組を個人への働きかけと社会環境への対策の面から分析したり，諸外国と比較したり
して，防止策を評価している。
・喫煙，飲酒，薬物乱用の防止について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，
筋道を立てて説明している。
・生活習慣病などの予防と回復について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，
筋道を立てて説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
喫煙，飲酒，薬物乱用について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇 〇 〇 4

定期考査 ○ ○

保健編　1単元　現代社会と健康
現代の感染症・感染症の予防・性感染症・エイズとその予防
【知識・技能】
・感染症は，時代や地域によって自然環境や社会環境の影響を受け，発生や流行に違いが見られること，その際，交通網の発達により短時間で広がり
やすくなっていること，また，新たな病原体の出現，感染症に対する社会の意識の変化等によって，腸管出血性大腸菌（Ｏ 157 等）感染症，結核な
どの新興感染症や再興感染症の発生や流行が見られることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・感染症のリスクを軽減し予防するには，衛生的な環境の整備や検疫，正しい情報の発信，予防接種の普及など社会的な対策とともに，それらを前提
とした個人の取組が必要であること，エイズ及び性感染症についても，その原因，及び予防のための個人の行動選択や社会の対策について，理解した
ことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・現代の感染症とその予防について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見し
ている。
・感染症の発生や流行には時代や地域によって違いがみられることについて，事例を通して整理し，感染のリスクを軽減するための個人の取組及び社
会的な対策に応用している。
・現代の感染症とその予防について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道
を立てて説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
現代の感染症とその予防について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

保健編　1単元　現代社会と健康
現代の感染症・感染症の予防・性感染症・エイズとその予防
【知識・技能】
・感染症は，時代や地域によって自然環境や社会環境の影響を受け，発生や流行に違いが見られること，その際，交通網の
発達により短時間で広がりやすくなっていること，また，新たな病原体の出現，感染症に対する社会の意識の変化等によっ
て，腸管出血性大腸菌（Ｏ 157 等）感染症，結核などの新興感染症や再興感染症の発生や流行が見られることについて，理
解したことを言ったり書いたりすることができる。
・感染症のリスクを軽減し予防するには，衛生的な環境の整備や検疫，正しい情報の発信，予防接種の普及など社会的な対
策とともに，それらを前提とした個人の取組が必要であること，エイズ及び性感染症についても，その原因，及び予防のた
めの個人の行動選択や社会の対策について，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・現代の感染症とその予防について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，
自他や社会の課題を発見することができる。
・感染症の発生や流行には時代や地域によって違いがみられることについて，事例を通して整理し，感染のリスクを軽減す
るための個人の取組及び社会的な対策に応用することができる。
・現代の感染症とその予防について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートな
どに記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
現代の感染症とその予防について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

〇

定期考査

4

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

〇 〇 1

〇 〇 〇 4

〇 〇 〇 3



〇 〇

合計

保健編　２単元　安全な社会生活
事故の現状と発生要因・安全な社会の形成・交通における安全
【知識・技能】
・事故は，地域，職場，家庭，学校など様々な場面において発生することができること，事故の発生には，周りの状況の把
握及び判断，行動や心理などの人的要因，気象条件，施設・設備，車両，法令，制度，情報体制などの環境要因などが関連
することができることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・事故を防止したり事故の発生に伴う傷害等を軽減したりすることを目指す安全な社会の形成には，交通安全，防災，防犯
などを取り上げて，法的な整備などの環境の整備，環境や状況に応じた適切な行動などの個人の取組，及び地域の連携など
が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・交通事故を防止するには，自他の生命を尊重するとともに，自分自身の心身の状態や周りの環境，車両の特性などを把握
すること，及び個人の適切な行動，交通環境の整備が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすること
ができる。
【思考・判断・表現】
・適切な応急手当は，傷害や疾病の悪化を防いだり，傷病者の苦痛を緩和したりすることについて，理解したことを言った
り書いたりすることができる。
・自他の生命や身体を守り，不慮の事故災害に対応できる社会をつくるには，一人一人が適切な連絡・通報や運搬も含む応
急手当の手順や方法を身に付けるとともに，自ら進んで行う態度が必要であること，さらに，社会の救急体制の整備を進め
ること，救急体制を適切に利用することが必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・安全な社会づくりについて，安全に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や
社会の課題を発見することができる。
・安全な社会づくりについて，様々な事故や災害の事例から，安全に関する情報を整理し，環境の整備に応用することがで
きる。
・交通安全について，習得した知識を基に，事故につながる危険を予測し回避するための自他や社会の取組を評価すること
ができる。
・安全な社会づくりについて，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記
述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
応急手当について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　２単元　安全な社会生活
事故の現状と発生要因・安全な社会の形成・交通における安全
【知識・技能】
・事故は，地域，職場，家庭，学校など様々な場面において発生していること，事故の発生には，周りの状況の把握及び判断，行動や心理などの人的
要因，気象条件，施設・設備，車両，法令，制度，情報体制などの環境要因などが関連していることについて，理解したことを言ったり書いたりして
いる。
・事故を防止したり事故の発生に伴う傷害等を軽減したりすることを目指す安全な社会の形成には，交通安全，防災，防犯などを取り上げて，法的な
整備などの環境の整備，環境や状況に応じた適切な行動などの個人の取組，及び地域の連携などが必要であることについて，理解したことを言ったり
書いたりしている。
・交通事故を防止するには，自他の生命を尊重するとともに，自分自身の心身の状態や周りの環境，車両の特性などを把握すること，及び個人の適切
な行動，交通環境の整備が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・安全な社会づくりについて，安全に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見してい
る。
・安全な社会づくりについて，様々な事故や災害の事例から，安全に関する情報を整理し，環境の整備に応用している。
・交通安全について，習得した知識を基に，事故につながる危険を予測し回避するための自他や社会の取組を評価している。
・安全な社会づくりについて，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を立て
て説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
安全な社会づくりについて，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇 〇

4

定期考査
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保健編　２単元　安全な社会生活
応急手当の意義とその基本・日常的な応急手当・心肺蘇生法
【知識・技能】
"・適切な応急手当は，傷害や疾病の悪化を防いだり，傷病者の苦痛を緩和したりすることについて，理解したことを言った
り書いたりすることができる。
・自他の生命や身体を守り，不慮の事故災害に対応できる社会をつくるには，一人一人が適切な連絡・通報や運搬も含む応
急手当の手順や方法を身に付けるとともに，自ら進んで行う態度が必要であること，さらに，社会の救急体制の整備を進め
ること，救急体制を適切に利用することが必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。"
・日常生活で起こる傷害や，熱中症などの疾病の際には，それに応じた体位の確保・止血・固定などの基本的な応急手当の
方法や手順があることを，実習を通して理解し，応急手当ができるようにする。
・心肺停止状態においては，急速に回復の可能性が失われつつあり，速やかな気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫，AED（自動体
外式除細動器）の使用などが必要であること，及び方法や手順について，実習を通して理解したことを言ったり書いたり
し，AED などを用いて心肺蘇生法ができる。
【思考・判断・表現】
・応急手当について，安全に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課
題を発見することができる。
・応急手当について，習得した知識や技能を事故や災害で生じる傷害や疾病に関連付けて，悪化防止のための適切な方法に
応用することができる。
・応急手当について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したり
して，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
応急手当について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　1単元　現代社会と健康
応急手当の意義とその基本・日常的な応急手当・心肺蘇生法
【知識・技能】
・適切な応急手当は，傷害や疾病の悪化を防いだり，傷病者の苦痛を緩和したりすることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・自他の生命や身体を守り，不慮の事故災害に対応できる社会をつくるには，一人一人が適切な連絡・通報や運搬も含む応急手当の手順や方法を身に
付けるとともに，自ら進んで行う態度が必要であること，さらに，社会の救急体制の整備を進めること，救急体制を適切に利用することが必要である
ことについて，理解したことを言ったり書いたりしている。"
・日常生活で起こる傷害や，熱中症などの疾病の際には，それに応じた体位の確保・止血・固定などの基本的な応急手当の方法や手順があることを，
実習を通して理解し，応急手当ができるようにする。
・心肺停止状態においては，急速に回復の可能性が失われつつあり，速やかな気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫，AED（自動体外式除細動器）の使用な
どが必要であること，及び方法や手順について，実習を通して理解したことを言ったり書いたりし，AED などを用いて心肺蘇生法ができる。
【思考・判断・表現】
・応急手当について，安全に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見している。
・応急手当について，習得した知識や技能を事故や災害で生じる傷害や疾病に関連付けて，悪化防止のための適切な方法に応用している。
・応急手当について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説明し
ている。
【主体的に学習に取り組む態度】
応急手当について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇



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２ 2 学年 A 組～ B 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：

思

8

水泳
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上
や競争及び自己や仲間の課題を解
決するなどの多様な楽しさや喜び
を味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，
競技会の仕方などを理解するとと
もに，自己に適した泳法の効率を
高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動
き，呼吸のバランスを保ち，伸び
のある動作と安定したペースで長
く泳いだり速く泳いだりすること
ができる。
　イ 平泳ぎでは，手と足の動き，
呼吸のバランスを保ち，伸びのあ
る動作と安定したペースで長く泳
いだり速く泳いだりすることがで
きる。
　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
ペースで長く泳いだり速く泳いだ
りすることができる。
　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
したペースで長く泳いだり速く泳
いだりすることができる。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと
又はリレーをすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継
続するための自己や仲間の課題を
発見し，合理的，計画的な解決に
向けて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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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
することができる，役割を積極的
に引き受け自己の責任を果たそう
とすることができる，一人一人の
違いに応じた課題や挑戦を大切に
しようとすることができるなど
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
することができる

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び
自己や仲間の課題を解決するなどの多様な楽
しさや喜びを味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕
方などを理解するとともに，自己に適した泳
法の効率を高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動き，呼吸の
バランスを保ち，伸びのある動作と安定した
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，伸びのある動作と安定した
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，安定したペースで長く泳いだ
り速く泳いだりすること。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸
のバランスを保ち，安定したペースで長く泳
いだり速く泳いだりすること。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレー
をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するため
の自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画
的な解決に向けて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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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，役割を積極的に引き受
け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

○ ○ ○

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
にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。

態
配当
時数

１
学
期

選択　球技・バドミントン、ト
レーニング
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競っ
たりチームや自己の課題を解決し
たりするなどの多様な楽しさや喜
びを味わい，技術などの名称や行
い方，体力の高め方，課題解決の
方法，競技会の仕方などを理解す
るとともに，作戦や状況に応じた
技能で仲間と連携しゲームを展開
することができる。
　ネット型では，状況に応じた
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間を作
り出すなどの攻防をすることがで
きる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継
続するためのチームや自己の課題
を発見し，合理的，計画的な解決
に向けて取り組み方を工夫すると
ともに，自己やチームの考えたこ
とを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体的に取り組むととも
に，フェアなプレイを大切にしよ
うとすることができる，合意形成
に貢献しようとすることができ
る，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
ができる，互いに助け合い高め合
おうとすることができるなどや，
健康・安全を確保することができ
る。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチーム
や自己の課題を解決したりするなどの多様な
楽しさや喜びを味わい，技術などの名称や行
い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技
会の仕方などを理解するとともに，作戦や状
況に応じた技能で仲間と連携しゲームを展開
すること。
　ネット型では，状況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
空間を作り出すなどの攻防をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するため
のチームや自己の課題を発見し，合理的，計
画的な解決に向けて取り組み方を工夫すると
ともに，自己やチームの考えたことを他者に
伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形
成に貢献しようとすること，一人一人の違い
に応じたプレイなどを大切にしようとするこ
と，互いに助け合い高め合おうとすることな
どや，健康・安全を確保すること。

○ ○ ○ 14

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知

現代高等保健体育

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，生涯にわたって運動を豊かに
継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解するとともに，それら
の技能を身に付けるようにする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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。

保健体育 体育
保健体育 体育

（A組：高橋京平　　　　）（　組：　　　　） （B組：高橋京平　　　　）（　組：　　　　） （　組：　　　　） （　組：　　　　）

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】

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，生涯にわたって運
動を豊かに継続することができるようにするた
め，運動の多様性や体力の必要性について理解
するとともに，それらの技能を身に付けるよう
にする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課
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，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，生涯にわたって継続して運動
に親しむ態度を養う。



4

２
学
期

水泳
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上
や競争及び自己や仲間の課題を解
決するなどの多様な楽しさや喜び
を味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，
競技会の仕方などを理解するとと
もに，自己に適した泳法の効率を
高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動
き，呼吸のバランスを保ち，伸び
のある動作と安定したペースで長
く泳いだり速く泳いだりすること
ができる。
　イ 平泳ぎでは，手と足の動き，
呼吸のバランスを保ち，伸びのあ
る動作と安定したペースで長く泳
いだり速く泳いだりすることがで
きる。
　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
ペースで長く泳いだり速く泳いだ
りすることができる。
　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
したペースで長く泳いだり速く泳
いだりすることができる。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと
又はリレーをすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継
続するための自己や仲間の課題を
発見し，合理的，計画的な解決に
向けて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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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
することができる，役割を積極的
に引き受け自己の責任を果たそう
とすることができる，一人一人の
違いに応じた課題や挑戦を大切に
しようとすることができるなど
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
することができる

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び
自己や仲間の課題を解決するなどの多様な楽
しさや喜びを味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕
方などを理解するとともに，自己に適した泳
法の効率を高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動き，呼吸の
バランスを保ち，伸びのある動作と安定した
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，伸びのある動作と安定した
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，安定したペースで長く泳いだ
り速く泳いだりすること。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸
のバランスを保ち，安定したペースで長く泳
いだり速く泳いだりすること。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレー
をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するため
の自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画
的な解決に向けて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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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，役割を積極的に引き受
け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

○ ○ ○

8

水泳
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上
や競争及び自己や仲間の課題を解
決するなどの多様な楽しさや喜び
を味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，
競技会の仕方などを理解するとと
もに，自己に適した泳法の効率を
高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動
き，呼吸のバランスを保ち，伸び
のある動作と安定したペースで長
く泳いだり速く泳いだりすること
ができる。
　イ 平泳ぎでは，手と足の動き，
呼吸のバランスを保ち，伸びのあ
る動作と安定したペースで長く泳
いだり速く泳いだりすることがで
きる。
　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
ペースで長く泳いだり速く泳いだ
りすることができる。
　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
したペースで長く泳いだり速く泳
いだりすることができる。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと
又はリレーをすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継
続するための自己や仲間の課題を
発見し，合理的，計画的な解決に
向けて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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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
することができる，役割を積極的
に引き受け自己の責任を果たそう
とすることができる，一人一人の
違いに応じた課題や挑戦を大切に
しようとすることができるなど
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
することができる

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び
自己や仲間の課題を解決するなどの多様な楽
しさや喜びを味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕
方などを理解するとともに，自己に適した泳
法の効率を高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動き，呼吸の
バランスを保ち，伸びのある動作と安定した
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，伸びのある動作と安定した
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，安定したペースで長く泳いだ
り速く泳いだりすること。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸
のバランスを保ち，安定したペースで長く泳
いだり速く泳いだりすること。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレー
をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するため
の自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画
的な解決に向けて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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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，役割を積極的に引き受
け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

○ ○ ○

１
学
期



○ ○【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや
自己の課題を解決したりするなどの多様な楽
しさや喜びを味わい，技術などの名称や行い
方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会
の仕方などを理解するとともに，作戦や状況
に応じた技能で仲間と連携しゲームを展開す
ること。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と
空間を埋めるなどの動きによって空間への侵
入などから攻防をすること。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するための
チームや自己の課題を発見し，合理的，計画
的な解決に向けて取り組み方を工夫するとと
もに，自己やチームの考えたことを他者に伝
えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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，合意形成
に貢献しようとすること，一人一人の違いに
応じたプレイなどを大切にしようとするこ
と，互いに助け合い高め合おうとすることな
どや，健康・安全を確保すること。

4

球技・サッカー
【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競った
りチームや自己の課題を解決した
りするなどの多様な楽しさや喜び
を味わい，技術などの名称や行い
方，体力の高め方，課題解決の方
法，競技会の仕方などを理解する
とともに，作戦や状況に応じた技
能で仲間と連携しゲームを展開す
ることができる。
　ゴール型では，状況に応じた
ボール操作と空間を埋めるなどの
動きによって空間への侵入などか
ら攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続
するためのチームや自己の課題を
発見し，合理的，計画的な解決に
向けて取り組み方を工夫するとと
もに，自己やチームの考えたこと
を他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体的に取り組むととも
に，フェアなプレイを大切にしよ
うとすることができる，合意形成
に貢献しようとすることができ
る，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
ができる，互いに助け合い高め合
おうとすることができるなどや，
健康・安全を確保することができ
る。

球技・バスケ
【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競った
りチームや自己の課題を解決した
りするなどの多様な楽しさや喜び
を味わい，技術などの名称や行い
方，体力の高め方，課題解決の方
法，競技会の仕方などを理解する
とともに，作戦や状況に応じた技
能で仲間と連携しゲームを展開す
ることができる。
　ゴール型では，状況に応じた
ボール操作と空間を埋めるなどの
動きによって空間への侵入などか
ら攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続
するためのチームや自己の課題を
発見し，合理的，計画的な解決に
向けて取り組み方を工夫するとと
もに，自己やチームの考えたこと
を他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体的に取り組むととも
に，フェアなプレイを大切にしよ
うとすることができる，合意形成
に貢献しようとすることができ
る，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
ができる，互いに助け合い高め合
おうとすることができるなどや，
健康・安全を確保することができ
る。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや
自己の課題を解決したりするなどの多様な楽
しさや喜びを味わい，技術などの名称や行い
方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会
の仕方などを理解するとともに，作戦や状況
に応じた技能で仲間と連携しゲームを展開す
ること。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と
空間を埋めるなどの動きによって空間への侵
入などから攻防をすること。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するための
チームや自己の課題を発見し，合理的，計画
的な解決に向けて取り組み方を工夫するとと
もに，自己やチームの考えたことを他者に伝
えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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，合意形成
に貢献しようとすること，一人一人の違いに
応じたプレイなどを大切にしようとするこ
と，互いに助け合い高め合おうとすることな
どや，健康・安全を確保すること。

○

２
学
期

水泳
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上
や競争及び自己や仲間の課題を解
決するなどの多様な楽しさや喜び
を味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，
競技会の仕方などを理解するとと
もに，自己に適した泳法の効率を
高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動
き，呼吸のバランスを保ち，伸び
のある動作と安定したペースで長
く泳いだり速く泳いだりすること
ができる。
　イ 平泳ぎでは，手と足の動き，
呼吸のバランスを保ち，伸びのあ
る動作と安定したペースで長く泳
いだり速く泳いだりすることがで
きる。
　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
ペースで長く泳いだり速く泳いだ
りすることができる。
　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
したペースで長く泳いだり速く泳
いだりすることができる。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと
又はリレーをすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継
続するための自己や仲間の課題を
発見し，合理的，計画的な解決に
向けて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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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
することができる，役割を積極的
に引き受け自己の責任を果たそう
とすることができる，一人一人の
違いに応じた課題や挑戦を大切に
しようとすることができるなど
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
することができる

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び
自己や仲間の課題を解決するなどの多様な楽
しさや喜びを味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕
方などを理解するとともに，自己に適した泳
法の効率を高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動き，呼吸の
バランスを保ち，伸びのある動作と安定した
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，伸びのある動作と安定した
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，安定したペースで長く泳いだ
り速く泳いだりすること。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸
のバランスを保ち，安定したペースで長く泳
いだり速く泳いだりすること。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレー
をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するため
の自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画
的な解決に向けて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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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，役割を積極的に引き受
け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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○
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○ 10

合計

３
学
期

陸上競技・長距離走
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上
や競争及び自己や仲間の課題を解
決するなどの多様な楽しさや喜び
を味わい，技術の名称や行い方，
体力の高め方，課題解決の方法，
競技会の仕方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。
 長距離走では，ペースの変化に対
応して走ること，
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継
続するための自己や仲間の課題を
発見し，合理的，計画的な解決に
向けて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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　陸上競技に主体的に取り組むと
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
うとすることができる，役割を積
極的に引き受け自己の責任を果た
そうとすることができる，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ができるな
どや，健康・安全を確保すること
ができる。

【知識・技能】
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，体つくり運動の行い方，体力
の構成要素，実生活への取り入れ方などを理
解するとともに，自己の体力や生活に応じた
継続的な運動の計画を立て，実生活に役立て
ること。
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，仲間と主体的に関わり合
うこと。
イ 実生活に生かす運動の計画では，自己の
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継続的な運動の
計画を立て取り組むこと。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するため
の自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画
的な解決に向けて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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　体つくり運動に主体的に取り組むととも
に，互いに助け合い高め合おうとすること，
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，合意形成に貢献しようとす
ることなどや，健康・安全を確保すること。

○



年間授業計画　新様式例

高等学校 令和４年度（２学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 2 単位

対象学年組：第 2 学年 A 組～ EK 組

教科担当者：

使用教科書： （ ）

教科 の目標：

科目 の目標：

合計

45

〇 5

体つくり運動（男女１単位）
【知識・技能】
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，体つくり運動の行い方，体力の構成要素，実生活へ
の取り入れ方などを理解するとともに，自己の体力や生活に応じた継続的な運動の計画を立て，実生活に役立て
ること。
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ができるや心身の状態に気付
き，仲間と主体的に関わり合うこと。
イ 実生活に生かす運動の計画では，自己のねらいに応じて，健康の保持増進や調和のとれた体力の向上を図るた
めの継続的な運動の計画を立て取り組むこと。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　体つくり運動に主体的に取り組むとともに，互いに助け合い高め合おうとすることができる，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ができる，合意形成に貢献しようとすることができるなどや，健
康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
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，体つくり運動の行い方，体力の構成要素，実生活への取り入
れ方などを理解するとともに，自己の体力や生活に応じた継続的な運動の計画を立て，実生活に役立てること。
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，仲間と主体的
に関わり合うこと。
イ 実生活に生かす運動の計画では，自己のねらいに応じて，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継
続的な運動の計画を立て取り組むこと。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　体つくり運動に主体的に取り組むとともに，互いに助け合い高め合おうとすること，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，合意形成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。

〇 〇 〇 5

10
球技・バスケットボール（女子2単位）
【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，
技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況
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る。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をする
ことができる。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよう
とすることができる，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ができる，互いに助け合い
高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術など
の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で仲
間と連携しゲームを展開すること。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をすること。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一人
一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全を
確保すること。

〇 ○ ○

球技・サッカー（男子2単位）
【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，
技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況
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る。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をする
ことができる。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよう
とすることができる，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ができる，互いに助け合い
高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術など
の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で仲
間と連携しゲームを展開すること。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をすること。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一人
一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全を
確保すること。

○ ○ ○

３

学

期

陸上競技・長距離走（男女１単位）
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方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。
 長距離走では，ペースの変化に対応して走ること，
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　陸上競技に主体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
とができる，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとすることができる，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ができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方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。
 長距離走では，ペースの変化に対応して走ること，
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　陸上競技に主体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，役割
を積極的に引き受け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。

〇 〇

２

学

期

水泳（男女2単位）
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，自己に適した泳
法の効率を高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安定したペースで長く泳いだり速
く泳いだりすることができる。
　イ 平泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安定したペースで長く泳いだり速く
泳いだりすることができる。
　ウ 背泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること
ができる。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりする
ことができる。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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が
できる，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとすることができる，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ができるなどや，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

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，自己に適した泳法の効率を高めて
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，伸びのある動作と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，伸びのある動作と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，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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，役割を積
極的に引き受け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

○ ○ 4

水泳（男女2単位）
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，自己に適した泳
法の効率を高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安定したペースで長く泳いだり速
く泳いだりすることができる。
　イ 平泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安定したペースで長く泳いだり速く
泳いだりすることができる。
　ウ 背泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること
ができる。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりする
ことができる。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
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る。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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が
できる，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとすることができる，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ができるなどや，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
ることができる

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，自己に適した泳法の効率を高めて
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，伸びのある動作と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，伸びのある動作と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，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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，役割を積
極的に引き受け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

○ ○ ○

8球技・ソフトボール（女子2単位）
【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，
技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況
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る。
　ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボール操作と状況に応じた守備など
によって攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよう
とすることができる，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ができる，互いに助け合い
高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術など
の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で仲
間と連携しゲームを展開すること。
　ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボール操作と状況に応じた守備などによって
攻防をすること。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一人
一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全を
確保すること。

○ ○ ○

球技・バスケットボール（男子2単位]
【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，
技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況
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る。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をする
ことができる。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよう
とすることができる，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ができる，互いに助け合い
高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術など
の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で仲
間と連携しゲームを展開すること。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をすること。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一人
一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全を
確保すること。

○ ○ ○

○

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術など
の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で仲
間と連携しゲームを展開すること。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの攻防をす
ること。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一人
一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全を
確保すること。

○ ○ ○

配当
時数

１

学

期

球技・ソフトボール（男子2単位）
【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，
技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況
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る。
　ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボール操作と状況に応じた守備など
によって攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよう
とすることができる，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ができる，互いに助け合い
高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術など
の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で仲
間と連携しゲームを展開すること。
　ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボール操作と状況に応じた守備などによって
攻防をすること。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一人
一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全を
確保すること。

○ ○ ○

8
球技・バレーボール（女子2単位）
【知識・技能】
次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，
技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況
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る。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの
攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよう
とすることができる，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ができる，互いに助け合い
高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

5

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができる
ようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解するとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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，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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度
を養う。

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思 態

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】

（　A組：前川・高橋・鈴木） （　B組：前川・高橋・鈴木） （　E・K組：前川・高橋・鈴木）

現代高等保健体育

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解す
るとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

保健体育 体育
保健体育 体育

【思考力、判断力、表現力等】 生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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。

【学びに向かう力、人間性等】 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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。



年間授業計画　新様式例

高等学校 令和４年度（２学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 単位

対象学年組：第 2 学年 A 組～ EK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：

保健体育 保健
保健体育 保健 1

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
涯にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。

（　A組：高橋　　　　） （　B組：高橋　　） （　EK組：高橋v　　）（　組：　　　　） （　組：　　　　） （　組：　　　　）

現代高等保健体育

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解するとともに，それ
らの技能を身に付けるようにする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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。

知 思

保健

【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】

個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるとともに，技能を身に付けるようにする。 健康についての自他や社会の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて思考し判断すると
ともに，目的や状況に応じて他者に伝える力を養う。

生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくりを目指し，明るく豊かで活力ある
生活を営む態度を養う。

1

態 配当
時数

１

学

期

保健編　３単元　生涯を通じる健康
ライフステージと健康・思春期と健康・性意識と性行動の選択・妊娠・出産と健康・避妊法と人工妊娠中絶・結婚生活と健
康・中高年期と健康
【知識・技能】
・思春期における心身の発達や性的成熟に伴う身体面，心理面，行動面などの変化に関わり，健康課題が生じることがある
ことについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・思春期の心身の変化に対応して，自分の行動への責任感や異性を理解したり尊重したりする態度が必要であること，及び
性に関する情報等への適切な対処が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・結婚生活について，心身の発達や健康の保持増進の観点から理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・受精，妊娠，出産とそれに伴う健康課題について，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身への影響などについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・結婚生活を健康に過ごすには，自他の健康に対する責任感，良好な人間関係や家族や周りの人からの支援，及び母子の健
康診査の利用や保健相談などの様々な保健・医療サービスの活用が必要であることについて，理解したことを言ったり書い
たりすることができる。
・中高年期を健やかに過ごすためには，若いときから，健康診断の定期的な受診などの自己管理を行うこと，生きがいをも
つこと，運動やスポーツに取り組むこと，家族や友人などとの良好な関係を保つこと，地域における交流をもつことなどが
関係することについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・高齢期には，加齢に伴い，心身の機能や形態が変化すること，その変化には個人差があること，疾病や事故のリスクが高
まること，健康の回復が長期化する傾向にあることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・高齢社会では，認知症を含む疾病等への対処，事故の防止，生活の質の保持，介護などの必要性が高まることなどから，
保健・医療・福祉の連携と総合的な対策が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・生涯の各段階における健康について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりし
て，自他や社会の課題を発見することができる。
・思春期と健康について，習得した知識を基に，心身の発達や性的成熟に伴う健康課題を解決するために，性に関わる情報
を適切に整理することができる。
・結婚生活と健康について，習得した知識を基に，結婚生活に伴う健康課題の解決や生活の質の向上に向けて，保健・医療
サービスの活用方法を整理することができる。
・加齢と健康について，習得した知識を基に，中高年期の疾病や事故のリスク軽減のための個人の取組と社会的対策を評価
することができる。
・生涯の各段階における健康について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノート
などに記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
生涯の各段階における健康について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　３単元　生涯を通じる健康
ライフステージと健康・思春期と健康・性意識と性行動の選択・妊娠・出産と健康・避妊法と人工妊娠中絶・結婚生活と健康・中高年期と健康
【知識・技能】
・思春期における心身の発達や性的成熟に伴う身体面，心理面，行動面などの変化に関わり，健康課題が生じることがあることについて，理解したこ
とを言ったり書いたりしている。
・思春期の心身の変化に対応して，自分の行動への責任感や異性を理解したり尊重したりする態度が必要であること，及び性に関する情報等への適切
な対処が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・結婚生活について，心身の発達や健康の保持増進の観点から理解したことを言ったり書いたりしている。
・受精，妊娠，出産とそれに伴う健康課題について，理解したことを言ったり書いたりしている。
・家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身への影響などについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・結婚生活を健康に過ごすには，自他の健康に対する責任感，良好な人間関係や家族や周りの人からの支援，及び母子の健康診査の利用や保健相談な
どの様々な保健・医療サービスの活用が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・中高年期を健やかに過ごすためには，若いときから，健康診断の定期的な受診などの自己管理を行うこと，生きがいをもつこと，運動やスポーツに
取り組むこと，家族や友人などとの良好な関係を保つこと，地域における交流をもつことなどが関係することについて，理解したことを言ったり書い
たりしている。
・高齢期には，加齢に伴い，心身の機能や形態が変化すること，その変化には個人差があること，疾病や事故のリスクが高まること，健康の回復が長
期化する傾向にあることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・高齢社会では，認知症を含む疾病等への対処，事故の防止，生活の質の保持，介護などの必要性が高まることなどから，保健・医療・福祉の連携と
総合的な対策が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・生涯の各段階における健康について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見
している。
・思春期と健康について，習得した知識を基に，心身の発達や性的成熟に伴う健康課題を解決するために，性に関わる情報を適切に整理している。
・結婚生活と健康について，習得した知識を基に，結婚生活に伴う健康課題の解決や生活の質の向上に向けて，保健・医療サービスの活用方法を整理
している。
・加齢と健康について，習得した知識を基に，中高年期の疾病や事故のリスク軽減のための個人の取組と社会的対策を評価している。
・生涯の各段階における健康について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋
道を立てて説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
生涯の各段階における健康について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

○ ○ ○ 12

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準

定期考査 ○ ○

２

学

期

保健編　３単元　生涯を通じる健康
働くことと健康・労働災害と健康・健康的な職業生活
【知識・技能】
・労働による傷害や職業病などの労働災害は，作業形態や作業環境の変化に伴い質や量が変化してきたことについて，理解
したことを言ったり書いたりすることができる。
・労働災害を防止するには，作業形態や作業環境の改善，長時間労働をはじめとする過重労働の防止を含む健康管理と安全
管理が必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・働く人の健康の保持増進は，職場の健康管理や安全管理とともに，心身両面にわたる総合的，積極的な対策の推進が図ら
れることで成り立つことについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・働く人の日常生活においては，積極的に余暇を活用するなどして生活の質の向上を図ることなどで健康の保持増進を図っ
ていくことが重要であることについて，を理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・労働と健康について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の
課題を発見することができる。
・働く人の健康の保持増進について，習得した知識を基に，生活の質の向上を図ることと関連付けて，課題解決の方法に応
用することができる。
・労働災害と健康について，習得した知識を基に，労働災害の防止に向けて，個人の取組と社会的対策を整理することがで
きる。
・労働と健康について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述した
りして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
労働と健康について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　３単元　生涯を通じる健康
働くことと健康・労働災害と健康・健康的な職業生活
【知識・技能】
・労働による傷害や職業病などの労働災害は，作業形態や作業環境の変化に伴い質や量が変化してきたことについて，理解したことを言ったり書いた
りしている。
・労働災害を防止するには，作業形態や作業環境の改善，長時間労働をはじめとする過重労働の防止を含む健康管理と安全管理が必要であることにつ
いて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・働く人の健康の保持増進は，職場の健康管理や安全管理とともに，心身両面にわたる総合的，積極的な対策の推進が図られることで成り立つことに
ついて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・働く人の日常生活においては，積極的に余暇を活用するなどして生活の質の向上を図ることなどで健康の保持増進を図っていくことが重要であるこ
とについて，を理解したことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・労働と健康について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見している。
・働く人の健康の保持増進について，習得した知識を基に，生活の質の向上を図ることと関連付けて，課題解決の方法に応用している。
・労働災害と健康について，習得した知識を基に，労働災害の防止に向けて，個人の取組と社会的対策を整理している。
・労働と健康について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説明
している。
【主体的に学習に取り組む態度】
労働と健康について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
食品の安全性・食品衛生にかかわる活動
【知識・技能】
・人々の健康を支えるためには，食品の安全性を確保することが重要であり，食品の安全性が損なわれると，健康に深刻な
被害をもたらすことがあり，食品の安全性を確保することは健康の保持増進にとって重要であることについて，理解したこ
とを言ったり書いたりすることができる。
"・食品の安全性を確保するために，食品衛生法などの法律等が制定されており，様々な基準に基づいて食品衛生活動が行わ
れていることや，食品の製造・加工・保存・流通など，各段階での適切な管理が重要であることについて，理解したことを
言ったり書いたりすることができる。
・食品衛生に関わる健康被害の防止と健康の保持増進には，適切に情報を公開，活用するなど行政・生産者・製造者・消費
者などが互いに関係を保ちながら，それぞれの役割を果たすことが重要であることについて，理解したことを言ったり書い
たりすることができる。"
【思考・判断・表現】
・食品と健康について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の
課題を発見することができる。
・食品の安全性と食品衛生に関わる活動について，習得した知識を自他の日常生活に適用して，健康被害の防止と健康を保
持増進するための計画を立てている。
・食品と健康について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述した
りして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
食品と健康について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
食品の安全性・食品衛生にかかわる活動
【知識・技能】
・人々の健康を支えるためには，食品の安全性を確保することが重要であり，食品の安全性が損なわれると，健康に深刻な被害をもたらすことがあ
り，食品の安全性を確保することは健康の保持増進にとって重要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
"・食品の安全性を確保するために，食品衛生法などの法律等が制定されており，様々な基準に基づいて食品衛生活動が行われていることや，食品の
製造・加工・保存・流通など，各段階での適切な管理が重要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・食品衛生に関わる健康被害の防止と健康の保持増進には，適切に情報を公開，活用するなど行政・生産者・製造者・消費者などが互いに関係を保ち
ながら，それぞれの役割を果たすことが重要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。"
【思考・判断・表現】
・食品と健康について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見している。
・食品の安全性と食品衛生に関わる活動について，習得した知識を自他の日常生活に適用して，健康被害の防止と健康を保持増進するための計画を立
てている。
・食品と健康について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説明
している。
【主体的に学習に取り組む態度】
食品と健康について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
大気汚染と健康・水質汚濁，土壌汚染と健康・環境と健康にかかわる対策・ごみの処理と上下水道の整備
【知識・技能】
・人間の生活や産業活動は，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染などの自然環境汚染を引き起こし，健康に影響を及ぼしたり被
害をもたらしたりすることがあるということについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・健康への影響や被害を防止するためには，汚染物質の排出をできるだけ抑制したり，排出された汚染物質を適切に処理し
たりすることなどが必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・健康への影響や被害を防止するために環境基本法などの法律等が制定されており，環境基準の設定，排出物の規制，監視
体制の整備などの総合的・計画的対策が講じられていることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができ
る。
・上下水道の整備，ごみやし尿などの廃棄物を適切に処理する等の環境衛生活動は，自然環境や学校・地域などの社会生活
における環境，及び人々の健康を守るために行われていることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができ
る。
【思考・判断・表現】
・環境と健康について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の
課題を発見することができる。
・人間の生活や産業活動などによって引き起こされる自然環境汚染について，事例を通して整理し，疾病等のリスクを軽減
するために，環境汚染の防止や改善の方策に応用することができる。
・環境と健康について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述した
りして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
環境と健康について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
大気汚染と健康・水質汚濁，土壌汚染と健康・環境と健康にかかわる対策・ごみの処理と上下水道の整備
【知識・技能】
・人間の生活や産業活動は，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染などの自然環境汚染を引き起こし，健康に影響を及ぼしたり被害をもたらしたりすること
があるということについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・健康への影響や被害を防止するためには，汚染物質の排出をできるだけ抑制したり，排出された汚染物質を適切に処理したりすることなどが必要で
あることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・健康への影響や被害を防止するために環境基本法などの法律等が制定されており，環境基準の設定，排出物の規制，監視体制の整備などの総合的・
計画的対策が講じられていることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・上下水道の整備，ごみやし尿などの廃棄物を適切に処理する等の環境衛生活動は，自然環境や学校・地域などの社会生活における環境，及び人々の
健康を守るために行われていることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・環境と健康について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発見している。
・人間の生活や産業活動などによって引き起こされる自然環境汚染について，事例を通して整理し，疾病等のリスクを軽減するために，環境汚染の防
止や改善の方策に応用している。
・環境と健康について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説明
している。
【主体的に学習に取り組む態度】
環境と健康について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇

定期考査 〇

〇

〇 〇 5

〇 6

〇 6

〇

〇 1



３

学

期

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
保健サービスとその活用・医療サービスとその活用・医療品の制度とその活用
【知識・技能】
・我が国には，人々の健康を支えるための保健・医療制度が存在し，行政及びその他の機関などから健康に関する情報，医
療の供給，医療費の保障も含めた保健・医療サービスなどが提供されていることについて，理解したことを言ったり書いた
りすることができる。
・健康を保持増進するためには，検診などを通して自己の健康上の課題を的確に把握し，地域の保健所や保健センターなど
の保健機関，病院や診療所などの医療機関，及び保健・医療サービスなどを適切に活用していくことなどが必要であること
について，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・医薬品は，医療用医薬品，要指導医薬品，一般用医薬品の三つに大別され，承認制度によってその有効性や安全性が審査
されており，販売に規制が設けられていることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・疾病からの回復や悪化の防止には，個々の医薬品の特性を理解した上で，使用法に関する注意を守り，正しく使うことが
必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。"
【思考・判断・表現】
・保健・医療制度及び地域の保健・医療機関について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関
連付けたりして，自他や社会の課題を発見することができる。
・医薬品の制度とその活用について，医薬品には承認制度があり，販売に規制が設けられていることと関連付けながら，生
活の質の向上のために利用の仕方を整理することができる。
・保健・医療制度及び地域の保健・医療機関について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し
合ったり，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
保健・医療制度及び地域の保健・医療機関について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
保健サービスとその活用・医療サービスとその活用・医療品の制度とその活用
【知識・技能】
・我が国には，人々の健康を支えるための保健・医療制度が存在し，行政及びその他の機関などから健康に関する情報，医療の供給，医療費の保障も
含めた保健・医療サービスなどが提供されていることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・健康を保持増進するためには，検診などを通して自己の健康上の課題を的確に把握し，地域の保健所や保健センターなどの保健機関，病院や診療所
などの医療機関，及び保健・医療サービスなどを適切に活用していくことなどが必要であることについて，理解したことを言ったり書いたりしてい
る。
・医薬品は，医療用医薬品，要指導医薬品，一般用医薬品の三つに大別され，承認制度によってその有効性や安全性が審査されており，販売に規制が
設けられていることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
・疾病からの回復や悪化の防止には，個々の医薬品の特性を理解した上で，使用法に関する注意を守り，正しく使うことが必要であることについて，
理解したことを言ったり書いたりしている。"
【思考・判断・表現】
・保健・医療制度及び地域の保健・医療機関について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社
会の課題を発見している。
・医薬品の制度とその活用について，医薬品には承認制度があり，販売に規制が設けられていることと関連付けながら，生活の質の向上のために利用
の仕方を整理している。
・保健・医療制度及び地域の保健・医療機関について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述
したりして，筋道を立てて説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
保健・医療制度及び地域の保健・医療機関について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
さまざまな保健活動や社会的対策
【知識・技能】
・我が国や世界では，健康を支えるために，健康課題に対応して各種の保健活動や社会的対策が行われていることについ
て，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・様々な保健活動や社会的対策について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりし
て，自他や社会の課題を発見することができる。
・地域の保健・医療機関やスポーツ施設の活用の仕方について，関連した情報を整理し，生活の質の向上に向けた課題解決
に応用することができる。
・様々な保健活動や社会的対策について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノー
トなどに記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
様々な保健活動や社会的対策について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
さまざまな保健活動や社会的対策
【知識・技能】
・我が国や世界では，健康を支えるために，健康課題に対応して各種の保健活動や社会的対策が行われていることについて，理解したことを言ったり
書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・様々な保健活動や社会的対策について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課題を発
見している。
・地域の保健・医療機関やスポーツ施設の活用の仕方について，関連した情報を整理し，生活の質の向上に向けた課題解決に応用している。
・様々な保健活動や社会的対策について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したりして，
筋道を立てて説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
様々な保健活動や社会的対策について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇

定期考査

〇 〇

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
保健サービスとその活用・医療サービスとその活用・医療品の制度とその活用
【知識・技能】
・自他の健康を保持増進するには，ヘルスプロモーションの考え方に基づいた，健康に関する環境づくりが重要であること
について，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
・一人一人が健康に関心をもち，健康を支える適切な環境づくりに積極的に参加していくことが必要であり，そのことが自
分を含めた世界の人々の健康の保持増進につながることについて，理解したことを言ったり書いたりすることができる。
【思考・判断・表現】
・健康に関する環境づくりと社会参加について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付け
たりして，自他や社会の課題を発見することができる。
・ヘルスプロモーションの考え方に基づいた，健康に関する環境づくりへ積極的に参加していくために，適切な情報を選
択・収集して，分析・評価し計画を立てている。
・健康に関する環境づくりと社会参加について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合った
り，ノートなどに記述したりして，筋道を立てて説明することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
健康に関する環境づくりと社会参加について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むことができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活
用　等

保健編　４単元　健康を支える環境づくり
保健サービスとその活用・医療サービスとその活用・医療品の制度とその活用
【知識・技能】
・自他の健康を保持増進するには，ヘルスプロモーションの考え方に基づいた，健康に関する環境づくりが重要であることについて，理解したことを
言ったり書いたりしている。
・一人一人が健康に関心をもち，健康を支える適切な環境づくりに積極的に参加していくことが必要であり，そのことが自分を含めた世界の人々の健
康の保持増進につながることについて，理解したことを言ったり書いたりしている。
【思考・判断・表現】
・健康に関する環境づくりと社会参加について，健康に関わる原則や概念を基に整理したり，個人及び社会生活と関連付けたりして，自他や社会の課
題を発見している。
・ヘルスプロモーションの考え方に基づいた，健康に関する環境づくりへ積極的に参加していくために，適切な情報を選択・収集して，分析・評価し
計画を立てている。
・健康に関する環境づくりと社会参加について，自他や社会の課題の解決方法と，それを選択した理由などを話し合ったり，ノートなどに記述したり
して，筋道を立てて説明している。
【主体的に学習に取り組む態度】
健康に関する環境づくりと社会参加について，課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしている。

〇

35

〇 〇 3

〇

1

〇 3

合計



年間授業計画　新様式例

高等学校 令和４年度（３学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 3 単位

対象学年組：第 3 学年 A 組～ EK 組

教科担当者：

使用教科書： （ ）

教科 の目標：

科目 の目標：

保健体育 保健体育総合
保健体育 保健体育総合

【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】

（　A組：前川・鈴木） （　B組：前川・鈴木）

現代高等保健体育

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解す
るとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

【思考力、判断力、表現力等】 生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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。

【学びに向かう力、人間性等】 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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。

保健体育総合

スポーツの多様な意義やスポーツの推進及び発展の仕方について理解するとともに、スポーツの推進及び発展に必要な技能を身
につける。
個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるとともに，技能を身に付けるようにする。

スポーツの推進及び発展に必要な自他や社会の課題を発見し、思考し判断するととも
に、他者に伝える力を養う。
健康についての自他や社会の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて思考し判断
するとともに，目的や状況に応じて他者に伝える力を養う。

生涯を通してスポーツの推進及び発展に寄与するための課題研究に主体的に取り組
む態度を養う。
生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくりを目指し，明るく豊
かで活力ある生活を営む態度を養う。

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思 態 配当
時数

１

学

期

スポーツの多様な理論や実践・指導に関する課題研究（3単位）
【知識・技能】
　スポーツの多様な意義やスポーツの推進及び発展の仕方について理解するとともに、スポーツの推進及び発展
に必要な技能を身につけられる。
【思考・判断・表現】
　スポーツの推進及び発展に必要な自他や社会の課題を発見し、思考し判断するとともに、他者に伝える力を養
うことができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　生涯を通してスポーツの推進及び発展に寄与するための課題研究に主体的に取り組む態度を養うことができ
る。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　スポーツの多様な意義やスポーツの推進及び発展の仕方について理解するとともに、スポーツの推進及び発展に必要な
技能を身につけること。
【思考・判断・表現】
　スポーツの推進及び発展に必要な自他や社会の課題を発見し、思考し判断するとともに、他者に伝える力を養うこと。
【主体的に学習に取り組む態度】
　生涯を通してスポーツの推進及び発展に寄与するための課題研究に主体的に取り組む態度を養うこと。

○ ○ ○ 30

２

学

期

八丈町における健康・環境・医療・生活など保健分野における課題研究（３単位）
【知識・技能】
　八丈町における健康・環境・医療・生活など保健分野における課題を発見し、自他の健康やそれを支える環境
づくり、医療体制など個人だけでなく社会生活について総合的に理解できるようにするとともに、これらの内容
に関わる技能を身につけることができる。
【思考・判断・表現】
　健康にかかわる事象や健康情報などから自他や八丈町の課題を発見し、よりよい解決に向けて思考したり、
様々な解決方法の中から適切な方法を選択するなどの判断をしたりするとともに、それらを他者にパワーポイン
トを使って表現することができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　八丈町における健康・環境・医療・生活など保健分野における課題の解決に向けた学習に主体的に取り組むこ
とができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　八丈町における健康・環境・医療・生活など保健分野における課題を発見し、自他の健康やそれを支える環境づくり、
医療体制など個人だけでなく社会生活について総合的に理解できるようにするとともに、これらの内容に関わる技能を身
につけること。
【思考・判断・表現】
　健康にかかわる事象や健康情報などから自他や八丈町の課題を発見し、よりよい解決に向けて思考したり、様々な解決
方法の中から適切な方法を選択するなどの判断をしたりするとともに、それらを他者にパワーポイントを使って表現する
こと。
【主体的に学習に取り組む態度】
　八丈町における健康・環境・医療・生活など保健分野における課題の解決に向けた学習に主体的に取り組もうとしてい
る。

○ ○ 38○

合計

68



年間授業計画　新様式例

高等学校 令和４年度（３学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 3 単位

対象学年組：第 3 学年 A 組～ EK 組

教科担当者：

使用教科書： （ ）

教科 の目標：

科目 の目標：

保健体育 A群体育
保健体育 A群体育

【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】

（　A組：鈴木） （　B組：鈴木） （　E・K組：鈴木）

現代高等保健体育

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解す
るとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

【思考力、判断力、表現力等】 生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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。

【学びに向かう力、人間性等】 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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。

A群体育

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができる
ようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解するとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し、主体的、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，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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度
を養う。

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思 態

11

配当
時数

１

学

期

選択　球技・バレーボール、トレーニング（2単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの
攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの攻防をす
ること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。

○ ○ ○ 10

選択　球技・バドミントン、トレーニング（３単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの
攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの攻防をす
ること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。

○ ○ ○

２

学

期

選択　球技・バスケットボール、トレーニング（３単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をする
ことができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。 ○

選択　球技・サッカー、トレーニング（３単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ア ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をす
ることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　ア ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をするこ
と。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。

○

選択　球技・テニス、トレーニング（３単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの
攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　 ネット型では，状況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間を作り出すなどの攻防を
すること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。

○

○ 9

選択　球技・ハンドボール、トレーニング（３単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をする
ことができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　 ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。

○ ○ ○ 9

○

○ ○ 10

合計

58

○ ○ 9



年間授業計画　新様式例

高等学校 令和４年度（３学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 2 単位

対象学年組：第 3 学年 A 組～ EK 組

教科担当者：

使用教科書： （ ）

教科 の目標：

科目 の目標：

合計

36

体つくり運動（男女１単位）
【知識・技能】
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，運動を継続する意義，体の構造，運動の原則などを
理解するとともに，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ができるができるや心身の状
態に気付き，仲間と自主的に関わり合うこと。
　イ 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。
【思考・判断・表現】
　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，自己や仲間の考え
たことを他者に伝えることができるができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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ができるができる，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ができるができる，話合いに貢献しようとすることができ
るができるなどや，健康・安全を確保することができるができる。

【知識・技能】
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，運動を継続する意義，体の構造，運動の原則などを理解する
とともに，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。
　イ 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。
【思考・判断・表現】
　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，自己や仲間の考えたことを
他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　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。

〇 〇 〇 6

○ ○

12

選択体育Ⅱ期　球技・サッカー・テニス・バレー（男女2単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ア ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をす
ることができる。
イ ネット型では，状況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間を作り出すなどの
攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　ア ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をするこ
と。
　イ ネット型では，状況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間を作り出すなどの攻防
をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。

○ ○ ○

２

学

期

水泳（男女2単位）
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，自己に適した泳
法の効率を高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安定したペースで長く泳いだり速
く泳いだりすることができるができる。
　イ 平泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安定したペースで長く泳いだり速く
泳いだりすることができるができる。
　ウ 背泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること
ができるができる。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりする
ことができるができる。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすることができるができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
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るができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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が
できるができる，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとすることができるができる，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ができるができるなどや，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るができる

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，自己に適した泳法の効率を高めて
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，伸びのある動作と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，伸びのある動作と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，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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，役割を積
極的に引き受け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

○

選択体育Ⅰ期　球技・バレーボール・バドミントン・ソフトボール（男女2単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの
攻防をすることができる。
　ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボール操作と状況に応じた守備など
によって攻防をすることができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

○ ○ 6

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの攻防をす
ること。
　ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボール操作と状況に応じた守備などによって
攻防をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。

○ ○ ○ 6

4

○ ○ 2

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，自己に適した泳法の効率を高めて
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，伸びのある動作と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，伸びのある動作と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，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を
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。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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，役割を積
極的に引き受け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

○

１

学

期

選択体育Ⅰ期　球技・バスケットボール・バドミントン・ソフトボール（男女2単位）
【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わ
い，技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や
状況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る。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの
攻防をすることができる。
　ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボール操作と状況に応じた守備など
によって攻防をすることができる。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をする
ことができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取
り組み方を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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ができる，合意形成に貢献しよ
うとすることができる，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ができる，互いに助け合
い高め合おうとすることができるなどや，健康・安全を確保することができる。

・指導事項
・教材
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
　次の運動について，勝敗を競ったりチームや自己の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや喜びを味わい，技術な
どの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，作戦や状況に応じた技能で
仲間と連携しゲームを展開すること。
　ネット型では，状況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間を作り出すなどの攻防をす
ること。
　ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボール操作と状況に応じた守備などによって
攻防をすること。
　ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動きによって空間への侵入などから攻防をすること。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方
を工夫するとともに，自己やチームの考えたことを他者に伝えること。
【主体的に学習に取り組む態度】
　球技に主体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，合意形成に貢献しようとすること，一
人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高め合おうとすることなどや，健康・安全
を確保すること。

○

水泳（男女2単位）
【知識・技能】
　次の運動について，記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な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，課題解決の方法，競技会の仕方などを理解するとともに，自己に適した泳
法の効率を高めて泳ぐこと。
　ア クロールでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安定したペースで長く泳いだり速
く泳いだりすることができるができる。
　イ 平泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安定したペースで長く泳いだり速く
泳いだりすることができるができる。
　ウ 背泳ぎでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること
ができるができる。
　エ バタフライでは，手と足の動き，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりする
ことができるができる。
　オ　複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすることができるができる。
【思考・判断・表現】
　生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り
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るができる。
【主体的に学習に取り組む態度】
　水泳に主体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が
できるができる，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとすることができるができる，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ができるができるなどや，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るができる

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができる
ようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解するとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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，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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度
を養う。

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思 態 配当
時数

【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】

（　A組：前川・高橋・鈴木） （　B組：前川・高橋・鈴木） （　E・K組：前川・高橋・鈴木）

現代高等保健体育

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，生涯にわたって運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性について理解す
るとともに，それらの技能を身に付けるようにする。

【思考力、判断力、表現力等】 生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，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。

【学びに向かう力、人間性等】 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，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。

体育

保健体育 体育
保健体育 体育
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