評価規準新旧対照表

神奈川県立体育センター
事業部 指導研究課 研修指導班
平成23年３月

目

次

○評価の観点の趣旨

・・・

1

○評価の観点の趣旨（体育分野）

・・・

2

○評価の観点の趣旨（保健分野）

・・・

3

○評価規準に盛り込むべき事項（関心・意欲・態度）

・・・

4

○評価規準の設定例（関心・意欲・態度）

・・・

6

○評価規準に盛り込むべき事項（思考・判断）

・・・

10

○評価規準の設定例（思考・判断）

・・・

12

○評価規準に盛り込むべき事項（技能）

・・・

16

○評価規準の設定例（技能）

・・・

18

○評価規準に盛り込むべき事項（知識・理解）

・・・

22

○評価規準の設定例（知識・理解）

・・・

24

※比較した資料
新 ○評価規準の作成のための参考資料（小学校）

国立教育政策研究所

平成22年11月

○評価規準の作成のための参考資料（中学校）

国立教育政策研究所

平成22年11月

○小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）
各教科の評価の観点及びその趣旨（高等学校及び特別支援学校）

旧

文部科学省

１．各学科に共通する各教科・科目の学習の記録（保健体育）

○評価規準の作成、評価方法の工夫改善のための参考資料（小学校）

国立教育政策研究所

平成14年２月

○評価規準の作成、評価方法の工夫改善のための参考資料（中学校）

国立教育政策研究所

平成14年２月

○評価規準の作成、評価方法の工夫改善のための参考資料（高等学校）

国立教育政策研究所

平成16年３月

平成22年５月

評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度

小学校

中学校

高等学校

思考・判断

技能
新

知識・理解

新

旧

新

旧

運動に進んで取り組むとと
もに、友達と協力し、安全
に気を付けようとする。ま
た、身近な生活における健
康・安全について関心をも
ち、意欲的に学習に取り組
もうとする。

進んで楽しく運動しようと
する。また、身近な生活に
おける健康・安全に関心を
もち、進んで学習に取り組
もうとする。

自己の能力に適した課題の
解決を目指して、運動の仕
方を工夫している。また、
身近な生活における健康・
安全について、課題の解決
を目指して考え、判断し、
それらを表している。

運動の課題の解決を目指し 運動を楽しく行うための基 運動の楽しさや喜びを味わ 身近な生活における健康・ 身近な生活における健康・
て、活動の仕方を考え、工 本的な動きや技能を身に付 うために必要な動きや技能 安全について、課題の解決 安全に関して、課題の解決
夫している。また、身近な けている。
に役立つ基礎的な事項を理 に役立つ基礎的な事項を理
を身に付けている。
生活における健康や安全に
解している。
解し、知識を身に付けてい
ついて、課題の解決を目指
る。
して考え、判断している。

運動の楽しさや喜びを味わ
うことができるよう、運動
の合理的な実践に積極的に
取り組もうとする。また、
個人生活における健康・安
全について関心をもち、意
欲的に学習に取り組もうと
する。

自ら進んで運動を実施し、
運動の楽しさや喜びを体得
しようとする。また、個人
生活における健康・安全に
関心をもち、意欲的に学習
に取り組もうとする。

生涯にわたって運動に親し
むことを目指して、学習課
題に応じた運動の取り組み
方や健康の保持及び体力を
高めるための運動の組み合
わせ方を工夫している。ま
た、個人生活における健
康・安全について、課題の
解決を目指して考え、判断
し、それらを表している。

自己の能力に適した運動の
課題の解決を目指して、活
動の仕方を考え、工夫して
いる。また、個人生活にお
ける健康・安全について、
課題の解決を目指して考
え、判断している。

運動の合理的な実践を通し
て、運動の特性に応じた基
本的な技能を身に付けてい
る。

運動の楽しさや喜びを味わ
うために必要な技能や体力
を高めるための運動の合理
的な行い方を身に付けてい
る。

運動の合理的な実践に関す
る具体的な事項及び生涯に
わたって運動に親しむため
の理論について理解してい
る。また、個人生活におけ
る健康・安全について、課
題の解決に役立つ基礎的な
事項を理解している。

運動の特性と運動の合理的
な実践に関する基礎的な事
項や生活における運動の意
義を理解し、知識を身に付
けている。また、個人生活
における健康・安全につい
て、課題の解決に役立つ基
礎的な事項を理解し、知識
を身に付けている。

運動の楽しさや喜びを深く
味わうことができるよう、
運動の合理的、計画的な実
践に主体的に取り組もうと
する。また、個人生活及び
社会生活における健康・安
全について関心をもち、意
欲的に学習に取り組もうと
する。

運動の楽しさや喜びを深く
味わうことができるよう自
ら進んで計画的に運動をし
ようとする。また、個人生
活や社会生活における健
康・安全に関心をもち、意
欲的に学習に取り組もうと
する。

生涯にわたる豊かなスポー
ツライフの実現を目指し
て、自己や仲間の課題に応
じた運動の取り組み方や健
康の保持及び体力を高める
ための運動の計画を工夫し
ている。また、個人生活及
び社会生活における健康・
安全について、課題の解決
を目指して考え、判断し、
それらを表している。

自己の能力と運動の特性に
応じた課題の解決を目指し
て、運動の合理的な行い方
や計画的な活動の仕方を考
え、工夫している。また、
個人生活や社会生活におけ
る健康・安全について、課
題の解決を目指して考え、
判断している。

運動の合理的な実践を通し
て、運動の特性に応じた段
階的な技能を身に付けてい
る。

自己の能力と各種の運動の
特性に応じた技能を高め、
運動の楽しさや喜びを深く
味わうとともに、体力を高
めるための運動の合理的な
行い方を身に付けている。

運動の合理的、計画的な実
践に関する具体的な事項及
び生涯にわたって豊かなス
ポーツライフを継続するた
めの理論について理解して
いる。また、個人生活及び
社会生活における健康・安
全について、課題の解決に
役立つ基礎的な事項を理解
している。

生活における運動の意義や
必要性及び運動の特性と合
理的な行い方を理解し、知
識を身に付けている。ま
た、個人生活及び社会生活
における健康・安全につい
て、課題の解決に役立つ基
礎的な事項を理解し、知識
を身に付けている。

1

旧

新

旧

評価の観点の趣旨
体育分野
関心・意欲・態度
新
小学校
１・２年

小学校
３・４年

小学校
５・６年

中学校
１・２年

中学校
３年

高等学校
入学年次

思考・判断
旧

新

運動に進んで取り組むとと だれとでも仲よく、健康・ 運動の仕方を工夫してい
もに、だれとでも仲よく、 安全に留意して、進んで楽 る。
健康・安全に留意しようと しく運動をしようとする。
する。

技能
旧

新

知識・理解
旧

進んで楽しく運動をしよう 自己の能力に適した課題を 運動の特性に応じた課題を 運動を楽しく行うための基 運動の特性に応じた技能を
とする。また、約束やきま もち、運動の仕方を工夫し もち、活動の仕方を考え、 本的な動きや技能を身に付 身に付けている。
りを守り、互いに協力し、 ている。
けている。
工夫している。
健康・安全に留意して運動
をしようとする。

運動の楽しさや喜びを味わ
うことができるよう、進ん
で運動に取り組むととも
に、協力、公正などの態度
を身に付け、健康・安全に
留意しようとする。

進んで運動の楽しさや喜び 自己の能力に適した課題の 運動の特性に応じた自己の 運動の特性に応じた基本的 自己の能力に応じた課題を
を求めるとともに、協力、 解決の仕方や運動の取り組 課題の解決を目指して、活 な技能を身に付けている。 理解して、運動を行うとと
もに、運動の特性に応じた
公正などの態度を身に付
み方を工夫している。
動の仕方を考え、工夫して
技能を身に付けている。
け、健康・安全に留意して
いる。
運動をしようとする。

運動の楽しさや喜びを味わ
うことができるよう、公
正、協力、責任などに対す
る意欲をもち、健康・安全
に留意して、学習に積極的
に取り組もうとする。

自ら進んで運動の楽しさや
喜びを体得しようとする。
また、公正、協力、責任な
どの態度を身に付けるとと
もに、健康・安全に留意し
て運動をしようとする。

運動の楽しさや喜びを味わ
うことができるよう、公
正、協力、責任、参画など
に対する意欲をもち、健
康・安全を確保して、学習
に自主的に取り組もうとす
る。

運動の特性に応じて、自己
やグループの能力に適した
課題の解決を目指して、活
動の仕方を考え、工夫して
いる。

運動の合理的な実践を通し
て、勝敗を競ったり、攻防
を展開したり、表現したり
するための各領域の運動の
特性に応じた基本的な技能
を身に付けている。

自己の能力に適した課題の
解決を目指して運動を行う
とともに、運動の特性に応
じた技能を身に付けてい
る。また、自己の体力や生
活に応じて体力を高めるた
めの運動の合理的な行い方
を身に付けている。

各運動の特性や成り立ち、
技の名称や行い方、伝統的
な考え方、各領域に関連し
て高まる体力、健康・安全
の留意点についての具体的
な方法及び運動やスポーツ
の多様性、運動やスポーツ
が心身の発達に与える効果
についての考え方を理解し
ている。

運動の特性と学び方、安全
の確保の仕方、生活におけ
る運動の意義、体ほぐし・
体力の意義及び運動の心身
にわたる効果に関する基礎
的な事項を理解し、知識を
身に付けている。

選択した運動の技の名称や
行い方、体力の高め方、運
動観察の方法、スポーツを
行う際の健康・安全の確保
の仕方についての具体的な
方法及び文化としてのス
ポーツの意義の考え方を理
解している。

運動の合理的な実践を通し
て、運動の特性に応じて勝
敗を競ったり、攻防を展開
したり、表現したりするた
めの各領域の運動の特性に
応じた段階的な技能を身に
付けている。

生涯にわたって運動を豊か
に実践するための自己の課
題に応じた運動の取り組み
方を工夫している。また、
自己の状況に応じて体力を
高めるための運動の計画を
工夫している。

運動の楽しさや喜びを深く
味わうことができるよう、
公正、協力、責任などの態
度を身に付けるとともに、
健康・安全に留意して自ら
運動をしようとする。

旧

基本の運動やゲームの仕方 運動を楽しく行うための基 基本の運動やゲームを楽し
を考え、工夫している。
本的な動きを身に付けてい く行うために必要な動きを
る。
身に付けている。

運動に進んで取り組むとと
もに、きまりを守り互いに
協力し、健康・安全に留意
しようとする。

運動を豊かに実践するため
の課題に応じた運動の取り
組み方を工夫している。ま
た、体力を高めるための運
動の組み合わせ方を工夫し
ている。

新

自己やグループの能力と運
動の特性に応じた課題の解
決を目指して、活動の仕方
を考え、工夫している。

高等学校
その次の年次以降

2

自己の能力と運動の特性に
応じた課題の解決を目指し
て運動を行うとともに、運
動の技能を高めている。ま
た、自己の体力や生活に応
じて体力を高めるための運
動の合理的な行い方を身に
付けている。

社会の変化とスポーツ、運
動技能の構造と運動の学び
方、体ほぐしの意義と体力
の高め方に関する基礎的な
事項を理解し、知識を身に
付けている。

評価の観点の趣旨
保健分野
関心・意欲・態度
新

思考・判断
旧

新

技能
旧

新

知識・理解
旧

新

旧

小学校１年

小学校２年
健康な生活について関心を 毎日の生活と健康とのかか 健康な生活について、課題 毎日の生活と健康とのかか
もち、意欲的に学習に取り わりについて関心をもち、 の解決を目指して実践的に わりについて、課題の解決
組もうとする。
自ら健康的な生活を送るた 考え、判断し、それらを表 を目指して考え、判断して
め、進んで学習に取り組も している。
いる。
うとする。

健康な生活について、課題 毎日の生活と健康とのかか
の解決に役立つ基礎的な事 わりについて、課題の解決
項を理解している。
に役立つ基礎的な事項を理
解し、知識を身に付けてい
る。

体の発育・発達について関 体の発育・発達に関心をも 体の発育・発達について、 体の発育・発達について、
心をもち、意欲的に学習に ち、自ら健康的な生活を送 課題の解決を目指して実践 課題の解決を目指して考
取り組もうとする。
るため、進んで学習に取り 的に考え、判断し、それら え、判断している。
組もうとする。
を表している。

体の発育・発達について、 体の発育・発達について、
課題の解決に役立つ基礎的 課題の解決に役立つ基礎的
な事項を理解している。
な事項を理解し、知識を身
に付けている。

小学校５年

心の健康やけがの防止につ 心の健康やけがの防止につ 心の健康やけがの防止につ 心の健康やけがの防止につ
いて関心をもち、意欲的に いて関心をもち、自ら健康 いて、課題の解決を目指し いて、課題の解決を目指し
学習に取り組もうとする。 で安全な生活を実践するた て実践的に考え、判断し、 て考え、判断している。
め、進んで学習に取り組も それらを表している。
うとする。

心の健康やけがの防止につ
いて、課題の解決に役立つ
基礎的な事項を理解してい
る。

小学校６年

病気の予防について関心を 病気の予防について関心を 病気の予防について、課題 病気の予防について、課題
もち、意欲的に学習に取り もち、自ら健康的な生活を の解決を目指して実践的に の解決を目指して考え、判
組もうとする。
実践するため、進んで学習 考え、判断し、それらを表 断している。
に取り組もうとする。
している。

病気の予防について、課題 健康の保持増進に必要な生
の解決に役立つ基礎的な事 活行動及び病気の起こり方
項を理解している。
とその予防について、課題
の解決に役立つ基礎的な事
項を理解し、知識を身に付
けている。

心身の機能の発達や心の健
康、健康と環境、傷害の防
止、健康な生活と疾病の予
防について関心をもち、意
欲的に学習に取り組もうと
する。

心身の機能の発達や心の健
康、健康と環境、傷害の防
止、健康な生活と疾病の予
防について、課題の解決に
役立つ基礎的な事項を理解
している。

小学校３年

小学校４年

中学校

高等学校

自他の心身の健康や安全に
関心をもち、自ら健康で安
全な生活を実践するため、
進んで学習に取り組もうと
する。

個人生活や社会生活におけ
る健康・安全に関心をも
ち、意欲的に学習に取り組
もうとする。

心身の機能の発達や心の健
康、健康と環境、傷害の防
止、健康な生活と疾病の予
防について、課題の解決を
目指して科学的に考え、判
断し、それらを表してい
る。

自他の心身の健康や安全に
関する課題の解決を目指し
て、科学的に考え、選択す
べき行動を適切に判断して
いる。

個人生活や社会生活におけ
る健康・安全について、課
題の解決を目指して考え、
判断している。

3

心の健康及びけがの原因と
その防止について、課題の
解決に役立つ基礎的な事項
を理解し、知識を身に付け
ている。

健康・安全の意義を理解す
るとともに、心身の機能の
発達や心の健康、健康と環
境、傷害の防止、健康な生
活と疾病の予防について、
課題の解決に役立つ基礎的
な事項を理解し、知識を身
に付けている。
個人生活及び社会生活にお
ける健康・安全について、
課題の解決に役立つ基礎的
な事項を理解し、知識を身
に付けている。

関心･意欲･態度
盛り込むべき事項
Ａ

小学校
１・２年

小学校
３・４年

小学校
５・６年

中学校
１・２年

中学校
３年

高等学校
入学年次

Ｂ

体つくり運動

器械運動

新

旧

新

体つくり運動に進んで取り
組むとともに、順番やきま
りを守り仲よく運動をしよ
うとしたり、運動をする場
の安全に気を付けようとし
たりしている。

（Ａ 基本の運動）
だれとでも仲よく基本の運
動としてのいろいろな運動
遊びに進んで取り組もうと
する。また、順番やきまり
を守って仲よく運動をしよ
うとしたり、運動をする場
所や器械・器具の安全に気
を付けながら運動をしたり
しようとする。

（器械・器具を使っての運
動遊び）
器械・器具を使っての運動
遊びに進んで取り組むとと
もに、順番やきまりを守り
仲よく運動をしようとした
り、運動をする場の安全に
気を付けようとしたりして
いる。

体つくり運動に進んで取り
組むとともに、きまりを守
り、仲よく運動をしようと
したり、運動をする場や用
具の安全を確かめようとし
たりしている。

（Ａ 基本の運動）
基本の運動としてのいろい
ろな運動に進んで楽しく取
り組もうとする。また、順
番やきまりを守って仲よく
運動をしようとしたり、運
動をする場所や器械・器具
の安全に気を付けながら運
動をしたりしようとする。

器械運動の楽しさや喜びに
触れることができるよう、
進んで取り組むとともに、
きまりを守り、仲よく運動
をしようとしたり、運動す
る場や器械・器具の安全を
確かめようとしたりしてい
る。

体を動かす楽しさや心地よ
さを味わったり、体力を高
めたりすることができるよ
う、進んで取り組むととも
に、約束を守り助け合って
運動をしようとしたり、運
動する場や用具の安全に気
を配ろうとしたりしてい
る。

自分の体に関心をもち、体
ほぐしの運動や体力を高め
る運動に進んで取り組もう
とする。また、互いに協力
し、安全に気を付けて運動
をしようとする。

体つくり運動の楽しさや心
地よさを味わうことができ
るよう、分担した役割を果
たそうとすることなどや、
健康・安全に留意して、学
習に積極的に取り組もうと
している。

体つくり運動に対する関心
や意欲をもって互いに協力
して運動をしようとする。
また、健康や安全に留意し
て運動をしようとする。

体つくり運動の楽しさや心
地よさを味わうことができ
るよう、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
して、学習に自主的に取り
組もうとしている。

Ｃ
旧

新

Ｄ
旧

水泳

新

旧
（Ｂ ゲーム）
だれとでも仲よくゲームに
進んで取り組もうとする。
また、互いに協力してゲー
ムを行い、勝敗を素直に認
めようとする。役割を分担
し、安全に気を付けて運動
をしようとする。

（第４学年）
水泳に進んで楽しく取り組
もうとする。また、協力し
合ったり、水泳プールのき
まりや水泳の心得を守った
りして、安全に水泳をしよ
うとする。

（ゲーム）
ゲームに進んで取り組むと
ともに、規則を守り勝敗を
受け入れて仲よく運動しよ
うとしたり、運動する場や
用具の安全を確かめようと
したりしている。

（Ｂ ゲーム）
みんなとゲームに進んで楽
しく取り組もうとする。ま
た、互いに役割を分担し、
協力して練習やゲームを行
うとともに、勝敗を素直に
認めようとする。さらに、
安全に気を付けて運動をし
ようとする。

水泳の楽しさや喜びに触れ
ることができるよう、進ん
で取り組むとともに、友達
と助け合って水泳をしよう
としたり、水泳の心得を
守って安全に気を配ろうと
したりしている。

水泳の楽しさや喜びを求め
て進んで取り組もうとす
る。また、協力し合った
り、水泳プールのきまりや
水泳の心得を守ったりし
て、安全に水泳をしようと
する。

（ボール運動）
ボール運動の楽しさや喜び
に触れることができるよ
う、進んで取り組むととも
に、ルールを守り助け合っ
て運動をしようとしたり、
運動する場や用具の安全に
気を配ろうとしたりしてい
る。

（ボール運動）
友達とともに、ボール運動
の楽しさや喜びを求めて進
んで取り組もうとする。ま
た、勝敗に対して正しい態
度をとろうとするととも
に、安全に練習やゲームを
しようとする。

水泳の楽しさや喜びを味わ
うことができるよう、勝敗
などを認め、ルールやマ
ナーを守ろうとすること、
分担した役割を果たそうと
することなどや、水泳の事
故防止に関する心得など健
康・安全に留意して、学習
に積極的に取り組もうとし
ている。

水泳の特性に関心をもち、
楽しさや喜びを味わえるよ
うに進んで取り組もうとす
る。また、互いに協力して
練習ができるようにすると
ともに、水泳の事故防止に
関する心得を守り、健康・
安全に留意して練習をしよ
うとする。

球技の楽しさや喜びを味わ
うことができるよう、フェ
アなプレイを守ろうとする
こと、分担した役割を果た
そうとすること、作戦など
についての話合いに参加し
ようとすることなどや、健
康・安全に留意して、学習
に積極的に取り組もうとし
ている。

（４学年）
器械運動に進んで楽しく取
り組もうとする。また、互
いに励まし合って運動をし
たり、器械・器具の安全に
気を付けて運動をしたりし
ようとする。

（走・跳の運動）
走・跳の運動に進んで取り
組むとともに、きまりを守
り勝敗を受け入れて仲よく
運動をしようとしたり、運
動する場や用具の安全を確
かめようとしたりしてい
る。

（浮く・泳ぐ運動）
浮く・泳ぐ運動に進んで取
り組むとともに、仲よく運
動をしようとしたり、水泳
の心得を守って安全を確か
めようとしたりしている。

器械運動の楽しさや喜びに
触れることができるよう、
進んで取り組むとともに、
約束を守り助け合って運動
をしようとしたり、運動す
る場や器械・器具の安全に
気を配ろうとしたりしてい
る。

器械運動の楽しさや喜びを
求めて進んで取り組もうと
する。また、互いに協力し
て運動をしたり、器械・器
具の安全な使い方に注意し
て運動をしたりしようとす
る。

（陸上運動）
陸上運動の楽しさや喜びに
触れることができるよう、
進んで取り組むとともに、
約束を守り助け合って運動
をしようとしたり、運動す
る場や用具の安全に気を配
ろうとしたりしている。

（陸上運動）
陸上運動の楽しさや喜びを
求めて進んで取り組もうと
する。また、勝敗に対して
正しい態度をとろうとする
とともに、安全に留意して
運動をしようとする。

器械運動の楽しさや喜びを
味わうことができるよう、
よい演技を認めようとする
こと、分担した役割を果た
そうとすることなどや、健
康・安全に留意して、学習
に積極的に取り組もうとし
ている。

器械運動の特性に関心をも
ち、楽しさや喜びを味わえ
るように進んで取り組もう
とする。また、互いに協力
して練習しようとするとと
もに、器械・器具を点検
し、安全に留意して練習を
しようとする。

陸上競技の楽しさや喜びを
味わうことができるよう、
勝敗などを認め、ルールや
マナーを守ろうとするこ
と、分担した役割を果たそ
うとすることなどや、健
康・安全に留意して、学習
に積極的に取り組もうとし
ている。

陸上競技の特性に関心をも
ち、楽しさや喜びを味わえ
るように進んで取り組もう
とする。また、互いに協力
して練習や競技をしようと
し、勝敗に対して公正な態
度をとろうとするととも
に、練習場の安全や体の調
子など、健康・安全に留意
して練習や競技をしようと
する。

水泳の楽しさや喜びを味わ
うことができるよう、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な
どや、水泳の事故防止に関
する心得など健康・安全を
確保して、学習に自主的に
取り組もうとしている。
陸上競技の特性に関心をも
ち、楽しさや喜びを味わえ
るよう互いに協力して進ん
で練習や競技に取り組もう
とするとともに、勝敗に対
して公正な態度をとろうと
する。また、体の調子や活
動場所及び器具など、健
康・安全に留意して練習や
競技をしようとする。

器械運動の特性に関心をも
ち、楽しさや喜びを味わえ
るよう互いに協力して進ん
で練習に取り組もうとす
る。また、器械・器具を点
検し、安全に留意して練習
や発表をしようとする。

高等学校
その次の年次以降

4

旧

球技

新

（水遊び）
水遊びに進んで取り組むと
ともに、順番やきまりを守
り仲よく運動をしようとし
たり、水遊びの心得を守っ
て安全に気を付けようとし
たりしている。

陸上競技の楽しさや喜びを
味わうことができるよう、
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
となどや、健康・安全を確
保して、学習に自主的に取
り組もうとしている。

Ｅ

（ゲーム）
ゲームに進んで取り組むと
ともに、順番やきまりを守
り、勝敗を受け入れて仲よ
く運動をしようとしたり、
運動をする場の安全に気を
付けようとしたりしてい
る。

（走・跳の運動遊び）
走・跳の運動遊びに進んで
取り組むとともに、順番や
きまりを守り勝敗を受け入
れて仲よく運動をしようと
したり、運動をする場の安
全に気を付けようとしたり
している。

器械運動の楽しさや喜びを
味わうことができるよう、
よい演技を讃えようとする
こと、自己の責任を果たそ
うとすることなどや、健
康・安全を確保して、学習
に自主的に取り組もうとし
ている。

体つくり運動に対する関心
や意欲を高めるとともに、
楽しさや心地よさを味わえ
るよう互いに協力して進ん
で運動をしようとする。ま
た、健康や安全に留意して
運動をしようとする。

陸上競技

水泳の特性に関心をもち、
楽しさや喜びを味わえるよ
う互いに協力して進んで練
習に取り組もうとするとと
もに、勝敗に対して公正な
態度をとろうとする。ま
た、水泳の事故防止に関す
る心得を守り、健康・安全
に留意して練習や競泳をし
ようとする。

球技の特性に関心をもち、
楽しさや喜びが味わえるよ
うに進んで取り組もうとす
る。また、チームにおける
自分の役割を自覚して、そ
の責任を果たし、互いに協
力して練習やゲームをしよ
うとするとともに、勝敗に
対して公正な態度をとろう
とする。さらに、練習場な
どの安全を確かめ、健康・
球技の楽しさや喜びを味わ 安全に留意して練習やゲー
うことができるよう、フェ ムをしようとする。
アなプレイを大切にしよう
とすること、自己の責任を
果たそうとすること、作戦
などについての話合いに貢
献しようとすることなど
や、健康・安全を確保し
て、学習に自主的に取り組
もうとしている。
球技の特性に関心をもち、
楽しさや喜びを味わえるよ
うチームにおける自分の役
割を自覚して、その責任を
果たし、互いに協力して進
んで練習やゲームに取り組
もうとするとともに、勝敗
に対して公正な態度をとろ
うとする。また、練習場な
どの安全を確かめ、健康・
安全に留意して練習やゲー
ムをしようとする。

Ｆ

武道

新

Ｇ
旧

ダンス

新

Ｈ
旧

体育理論

新

保健
旧

新

旧

（表現リズム遊び）
表現リズム遊びに進んで取
り組むとともに、だれとで
も仲よく踊ろうとしたり、
運動をする場の安全に気を
付けようとしたりしてい
る。

武道の楽しさや喜びを味わ
うことができるよう、相手
を尊重し、伝統的な行動の
仕方を守ろうとすること、
分担した役割を果たそうと
することなどや、禁じ技を
用いないなど健康・安全に
留意して、学習に積極的に
取り組もうとしている。

武道の特性に関心をもち、
楽しさや喜びが味わえるよ
うに進んで取り組もうとす
る。また、伝統的な行動の
仕方に留意して、互いに相
手を尊重し、練習や試合を
しようとするとともに、勝
敗に対して公正な態度をと
ろうとする。さらに、禁じ
技を用いないなど安全に留
意して練習や試合をしよう
武道の楽しさや喜びを味わ とする。
うことができるよう、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
うとすることなどや、健
康・安全を確保して、学習
に自主的に取り組もうとし
ている。
武道の特性に関心をもち、
楽しさや喜びを味わえるよ
う伝統的な行動の仕方に留
意して、互いに相手を尊重
し、進んで練習や試合に取
り組もうとするとともに、
勝敗に対して公正な態度を
とろうとする。また、禁じ
技を用いないなど、安全に
留意して練習や試合をしよ
うとする。

（表現運動）
表現運動の楽しさや喜びに
触れることができるよう、
進んで取り組むとともに、
だれとでも仲よく運動をし
ようとしたり、運動する場
の安全を確かめようとした
りしている。

（表現運動）
表現運動に進んで楽しく取
り組もうとする。また、互
いのよさを認め合い、協力
して練習したり、見せ合い
をしたりしようとする。

（第３学年）
健康な生活
（第４学年）
体の発育・発達
（共通）
～について関心をもち、学
習活動に意欲的に取り組も
うとしている。

（第３学年）
一日の生活の仕方、身の回
りの清潔や生活環境、学校
の保健活動について、進ん
で課題を見つけたり、課題
について調べたり、わかっ
たことを発表したり、友達
の発表を真剣に聞いたりし
ようとしている。

（第４学年）
体の発育・発達について、
進んで課題を見つけたり、
課題を調べたり、わかった
ことを発表したり、友達の
発表を真剣に聞いたりしよ
うとしている。

（表現運動）
表現運動の楽しさや喜びに
触れることができるよう、
進んで取り組むとともに、
互いのよさを認め合い助け
合って練習や発表をしよう
としたり、運動する場の安
全に気を配ろうとしたりし
ている。

（表現運動）
表現運動の楽しさや喜びを
求めて進んで取り組もうと
する。また、互いのよさを
認め合い、協力して練習し
たり、発表をしたりしよう
とする。

（第５学年）
・心の健康
・けがの防止
（第６学年）
病気の予防
（共通）
～について関心をもち、学
習活動に意欲的に取り組も
うとしている。

（第５学年）
・身近な生活におけるけが
の原因やその防止、手当に
ついて
・心の発達、心と体とのか
かわり、不安や悩みへの対
処の仕方に
（共通）
～関心をもち、進んで課題
を見つけようとしたり、意
欲的に課題解決に取り組ん
だりしようとしている。

（第６学年）
病気の起こり方と予防の方
法について関心をもち、進
んで課題を見つけようとし
たり、意欲的に課題解決に
取り組んだりしようとして
いる。

ダンスの楽しさや喜びを味
わうことができるよう、よ
さを認め合おうとするこ
と、分担した役割を果たそ
うとすることなどや、健
康・安全に留意して、学習
に積極的に取り組もうとし
ている。

ダンスの特性に関心をも
ち、楽しさや喜びを味わえ
るように進んで取り組もう
とする。また、互いのよさ
を認め合い、協力して練習
したり発表したりしようと
する。

（第１学年）
心身の機能の発達と心の健
康
（第２学年）
・健康と環境
・傷害の防止
（第３学年）
健康な生活と疾病の予防
（共通）
～について関心をもち、学
習活動に意欲的に取り組も
うとしている。

（第１学年）
年齢に伴う身体機能の発達
や心身の調和と心の健康な
ど
（第２学年）
・身体の環境に対する適応
能力、空気・飲料水の衛生
的管理や廃棄物の適切な処
理と人間の健康
・自然災害及び交通事故な
どによる傷害の発生要因や
その防止対策、応急手当
（第３学年）
健康の保持増進のために必
要な生活行動や疾病の予防
（共通）
～について関心をもち、仲
間と協力して資料を集めた
り、意見を交換したりしな
がら課題をみつけ、意欲的
に学習しようとしている。

運動やスポーツが多様であ
ること、運動やスポーツの
意義や効果などについて関
心をもち、学習に積極的に
取り組もうとしている。

（体育に関する知識）
運動の特性と学び方、体ほ
ぐし・体力の意義と運動の
効果について関心をもち、
運動の実践や生活に生かそ
うと進んで学習に取り組も
うとする。

文化としてのスポーツの意
義について、課題を解決す
るための活動などを通し
て、学習に自主的に取り組
もうとしている。

ダンスの楽しさや喜びを味
わうことができるよう、互
いの違いやよさを認め合お
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・安全を確保し
て、学習に自主的に取り組
もうとしている。

ダンスの特性に関心をも
ち、楽しさや喜びを味わえ
るよう互いのよさを認め合
い、協力して進んで練習や
発表に取り組もうとする。

社会の変化とスポーツ、運
動技能の構造と運動の学び
方、体ほぐしの意義と体力
の高め方について関心をも
ち、生涯にわたって運動に
親しみ運動の実践に生かそ
うと進んで学習に取り組も
うとする。

5

（現代社会と健康）健康の
保持増進に必要な事柄につ
いて、
（生涯を通じる健康）生涯
の各段階における健康の課
題に応じた自己の健康管理
の必要性及び保健医療機関
の活用について関心をも
ち、
（社会生活と健康）環境と
健康、環境と食品の保健、
労働と健康について関心を
もち、
（共通）
仲間と協力し、資料を集め
たり、意見を交換したり、
課題について調べたりし
て、意欲的に学習しようと
している。

関心･意欲･態度
評価規準の設定例
Ａ
新

体つくり運動

Ｂ
旧

・運動の順番やきまりを守 ・基本の運動としての易し ・器械・器具を使っての運
り、友達と仲よく運動をし い運動遊びを楽しむための 動遊びに進んで取り組もう
ようとしている。
活動や競争に進んで取り組 としている。
もうとする。

・走・跳の運動遊びに進ん
で取り組もうとしている。

・水遊びに進んで取り組も
うとしている。

・ゲームに進んで取り組も ・楽しいゲームの遊び方が
うとしている。
できるように、約束を決め
てみんなと仲よく進んで
ゲームをしようとする。

・友達と協力して、用具の ・運動の順番を守ったり、 ・運動の順番やきまりを守
準備や片付けをしようとし 固定施設、器械・器具など り、友達と仲よく運動をし
ている。
の使い方のきまりや運動の ようとしている。
仕方のきまりを守ったりし
て、仲よく運動をしようと
する。
・運動をする場や用具の使 ・固定施設、器械・器具な ・友達と協力して、器械・
い方などの安全に気を付け どの安全を確かめようとす 器具の準備や片付けをしよ
ようとしている。
る。
うとしている。
・水泳プールのきまりや水 ・運動をする場や器械・器
遊びの心得を守ろうとす
具の使い方などの安全に気
る。
を付けようとしている。

・運動の順番やきまりを守
り、勝敗の結果を受け入れ
て、友達と仲よく運動をし
ようとしている。

・運動の順番を守り、友達
と仲よく運動をしようとし
ている。

・運動の順番やきまりを守 ・それぞれの役割を分担し
り、勝敗の結果を受け入れ てゲームの準備や後始末を
て、友達と仲よく運動をし しようとする。
ようとしている。

・友達と協力して、用具の
準備や片付けをしようとし
ている。
・運動をする場や用具の使
い方などの安全に気を付け
ようとしている。

・友達と協力して、補助具
の準備や片付けをしようと
している。
・水遊びの心得を守り、安
全に気を付けようとしてい
る。

・友達と協力して、用具の
準備や片付けをしようとし
ている。
・ゲームを行う場や用具の
使い方などの安全に気を付
けようとしている。

（走・跳の運動）

（浮く・泳ぐ運動）

小学校
３・４年

小学校
５・６年

（４学年）

・器械運動の楽しさを味わ ・走・跳の運動に進んで取
うために、自分の力に合っ り組もうとしている。
た課題をもって進んで取り
組もうとする。

旧

球技
旧

・技ができる楽しさや喜び
に触れることができるよ
う、器械運動に進んで取り
組もうとしている。
・用具の使い方や運動の行 ・基本の運動としての易し ・器械・器具の使い方や運
い方のきまりを守り、友達 い運動を楽しむための活動 動の行い方のきまりを守
と励まし合って運動をしよ や競争に進んで取り組もう り、友達と励まし合って運
うとしている。
とする。
動をしようとしている。

新

Ｅ

（Ｂ

基本の運動）

旧

水泳

新

（器械・器具を使っての運
動遊び）

新

Ｄ

（ゲーム）

基本の運動）

旧

陸上競技

（水遊び）

・体つくり運動に進んで取 （Ａ
り組もうとしている。

新

Ｃ

（走・跳の運動遊び）

・体つくり運動に進んで取 （Ａ
り組もうとしている。

小学校
１・２年

器械運動

（第４学年）

（ゲーム）

・浮く・泳ぐ運動に進んで ・泳ぐことの楽しさを味わ ・ゲームに進んで取り組も
取り組もうとしている。
うために、自分の力に合っ うとしている。
た課題をもって進んで取り
組もうとする。

ゲーム）

・規則を守り、勝敗を素直
に認めようとする。
・ゲームを行う場所の安全
に気を付けようとする。

（Ｂ

ゲーム）

・ゲームの楽しさを味わう
ために、チームの力に合っ
た課題をもって進んで練習
やゲームに取り組もうとす
る。

・友達と協力して、用具の ・運動の順番を守ったり、 ・友達と協力して、器械・ ・友達と励まし合って運動
準備や片付けをしようとし 器械・器具の準備や後始末 器具の準備や片付けをしよ をしたり、協力して器械・
ている。
についてのきまりや運動の うとしている。
器具の準備・片付けをした
仕方のきまりを守ったりし
りしようとする。
て、仲よく運動をしようと
する。
・運動する場や用具の使い ・運動する場所の整備をす ・運動する場や器械・器具 ・約束を守って安全に気を
方などの安全を確かめよう るなど安全を確かめようと の使い方などの安全を確か 付けようとする。
としている。
する。
めようとしている。

・運動の行い方のきまりを
守り、友達と励まし合って
練習や競走（争）をしよう
としたり、勝敗の結果を受
け入れようとしたりしてい
る。
・友達と協力して、用具の
準備や片付けをしようとし
ている。

・友達と励まし合ったり、 ・友達と励まし合ったり、 ・規則を守り、友達と励ま ・友達と教え合い励まし
補助し合ったりして練習を 補助し合ったりするなど協 し合って練習やゲームをし 合って運動をしたり、協力
しようとしている。
力して練習をしようとす
ようとしたり、勝敗の結果 して用具の準備や後始末を
る。
を受け入れようとしたりし したりしようとする。
ている。

・水泳プールのきまりや浮
く・泳ぐ運動の心得を守ろ
うとする。
・体を動かす楽しさや心地 ・体を動かす楽しさや心地 ・技を高めたり、組み合わ ・自分の力に合った課題を
よさを味わったり、自分の よさを分かって進んで取り せたりする楽しさや喜びに もって進んで取り組み、器
体力に応じて体力を高めた 組もうとする。
触れることができるよう、 械運動の楽しさや喜びを味
りすることができるよう、
器械運動に進んで取り組も わおうとする。
体つくり運動に進んで取り
うとしている。
組もうとしている。

・運動する場や用具の使い
方などの安全を確かめよう
としている。
（陸上運動）
（陸上運動）

・浮く・泳ぐ運動の心得を
守り、安全を確かめようと
している。
・続けて長く泳ぐ楽しさや
喜びに触れることができる
よう、水泳に進んで取り組
もうとしている。

・約束を守り、仲間と助け ・計画的に体力を高めてい ・約束を守り、友達と助け ・友達と励まし合って仲よ
合って運動をしようとして くよさを分かって進んで取 合って技の練習をしようと く運動をしたり、協力して
いる。
り組もうとする。
している。
器械・器具の準備・片付け
をしたりしようとする。

・競争したり、目標記録に
挑戦したりする楽しさや喜
びに触れることができるよ
う、陸上運動に進んで取り
組もうとしている。

・友達と協力して、補助具 ・プールサイドを走らな
・友達と協力して、用具の ・規則を守り、審判の判定
などの準備や片付けをしよ い、準備運動を行うなど、 準備や片付けをしようとし や勝敗を素直に認めようと
うとしている。
水泳プールのきまりや水泳 ている。
する。
の心得を守り、安全に気を
付けようとする。

・用具の準備や片付け、計
測や記録などで、分担され
た役割を果たそうとしてい
る。
・運動する場を整備した
り、用具の安全を保持した
りすることに気を配ろうと
している。
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・ゲームをする場所や用具
の安全を確かめようとす
る。
（ボール運動）

・自分の力に合った課題を ・友達と助け合いながら協 ・友達と励まし合い、教え ・集団対集団で競い合う楽 ・チームに適した課題を
もって進んで取り組み、競 力して練習をしようとして 合いながら協力して練習を しさや喜びに触れることが もって、練習やゲームに進
争の楽しさや目標記録に挑 いる。
しようとする。
できるよう、ボール運動に んで取り組もうとする。
戦する楽しさや喜びを味わ
進んで取り組もうとしてい
おうとする。
る。

・用具の準備や片付けで、 ・運動のねらいが達成でき ・器械・器具の準備や片付 ・試技の開始前や終了後に ・約束を守り、友達と助け ・計時や記録などの役割を ・補助具の準備や片付けな
分担された役割を果たそう るように、互いの体の状態 けで、分担された役割を果 おいても安全に気を付けよ 合って練習や競走（争）を 分担し、互いに協力して運 ど、分担された役割を果た
としている。
に気付こうとしたり、計
たそうとしている。
うとする。
しようとしている。
動をしようとする。
そうとしている。
測・記録などの役割を分担
しようとする。
・運動する場を整備した
・互いに励まし合ったり、 ・運動する場を整備した
り、用具の安全を保持した 力を合わせたりしようとす り、器械・器具の安全を保
りすることに気を配ろうと る。
持したりすることに気を配
している。
ろうとしている。
・運動する場や用具などの
安全に気を付けようとす
る。

・ゲームを行う場や用具の
使い方などの安全を確かめ
ようとしている。
・自分の力に合った課題を （ボール運動）
もって進んで取り組み、泳
ぐことの楽しさや喜びを味
わおうとする。

・ルールを守り、勝敗に対 ・体の調子を確かめてから
して公正な態度をとろうと 泳ぐなど水泳の心得を守
する。
り、安全を保持することに
気を配ろうとしている。
・走路や跳躍場、器具など
の安全を確かめようとす
る。

・自分の体の調子を確かめ
るとともに、プールサイド
を走らない、準備運動を行
うなど、水泳プールのきま
りや水泳の心得を守り、安
全に気を付けようとする。

・ルールやマナーを守り、 ・ルール・マナーを守り、
友達と助け合って練習や
審判の判定に従おうとす
ゲームをしようとしてい
る。
る。

・用具の準備や片付けで、 ・友達と協力し合い、練習
分担された役割を果たそう の場をつくろうとしたり、
としている。
用具の準備をしたりしよう
とする。
・運動をする場を整備した ・運動をする場や用具の安
り、用具の安全を保持した 全を確かめようとする。
りすることに気を配ろうと
している。

Ｆ
新

武道

Ｇ
旧

ダンス

新

Ｈ
旧

新

体育理論

保健
旧

新

旧

（表現リズム遊び）
・表現リズム遊びに進んで
取り組もうとしている。

・きまりを守り、だれとで
も仲よく踊ろうとしてい
る。

・運動をする場の安全に気
を付けようとしている。

（表現運動）

（表現運動）

（第３学年）
健康な生活

（第３学年）

（第４学年）

・表したい感じを表現した
りリズムの特徴をとらえた
りして踊る楽しさや喜びに
触れることができるよう、
表現運動に進んで取り組も
うとしている。

・感じを込めて踊ったり、
リズムに乗って踊ったりす
るなど、友達と気持ちを合
わせて進んで楽しく踊ろう
とする。

（第４学年）
体の発育・発達

・健康に関する資料を見た
り、自分の生活を振り返っ
たりして、課題を見つけよ
うとしている。

・体の発育・発達につい
て、今までの自分の成長を
見つめながら、課題を見つ
けようとしている。

・運動の行い方のきまりを ・友達の動きや活動のよい
守り、友達と励まし合って ところを見つけ、認め合お
練習や発表、交流をしよう うとする。
としている。

（第５学年）
・心の健康
・けがの防止

・教師や友達と共に、教科 ・教科書などの資料を読ん
書などの資料や実験、
だりして課題について調べ
フィールドワークで課題を ようとしている。
調べようとしている。

・運動する場の安全を確か ・互いに協力して練習した
めようとしている。
り、簡単な見せ合いや交流
の場をつくったりしようと
する。

（第６学年）
病気の予防

・健康な生活の仕方につい ・体の発育・発達につい
て、自分の考えや意見を言 て、友達の意見を聞いた
おうとしている。
り、自分の考えや意見を
言ったりしようとしてい
る。

（共通）
（表現運動）

（表現運動）

・表したい感じを表現した
り踊りの特徴をとらえたり
して踊る楽しさや喜びに触
れることができるよう、表
現運動に進んで取り組もう
としている。

・感じを込めて踊る、地域
や世界の踊りを仲よく踊る
など、友達と気持ちを合わ
せて進んで楽しく踊ろうと
する。

（第５学年）
・事故やけがについて話を
聞き、その例を挙げたり、
課題を見つけようとしてい
る。
・事故やけがの原因や防止
の方法について、よりよい
・～について、課題の解決 解決のために情報を集めた
に向けての話し合いや発表 り、考えを出し合ったりし
などの学習活動に進んで取 ようとしている。
・事故やけがの防止の方法
り組もうとしている。
について、友達の意見を聞
いたり、自分の考えや意見
を言ったりしようとしてい
る。
・～について、教科書や資
料などを見たり、自分の生
活を振り返ったりするなど
の学習活動に進んで取り組
もうとしている。

（共通）
心の発達、心と体とのかか
わり、不安や悩みへの対処
の仕方について、
・自分の生活を振り返って
課題を見つけようとしてい
る。
・感じたことや考えたこと
を発表しようとしている。
・自分の考えや意見を言お
うとしている。

・約束を守り、友達と助け ・友達の動きや活動のよい
合って練習や発表、交流を ところを見つけ、認め合お
うとする。
しようとしている。

・運動をする場の安全を保 ・互いに協力して練習した
持することに気を配ろうと り、交流や発表をしたりし
ようとする。
している。

7

（第６学年）
（共通）
病気の起こり方や予防の方
法について、
・自分や身近な人の経験し
た病気の例などを元に課題
を見つけようとしている。
・人に聞いたり、教科書な
どの資料を元にしたりして
調べようとしている。
・調べたことや考えたこと
を発表したり、友達の意見
を聞いたりしようとする。

Ａ
新

体つくり運動

・体つくり運動の学習に積
極的に取り組もうとしてい
る。
・分担した役割を果たそう
としている。

中学校
１・２年

旧

Ｂ
新

器械運動
旧

Ｃ
新

陸上競技
旧

・自分の体の状態や変化に ・器械運動の学習に積極的 ・技がよりよくできたり、 ・陸上競技の学習に積極的
気付き、体を動かす楽しさ に取り組もうとしている。 自分に適した新しい技を習 に取り組もうとしている。
や心地よさを味わおうとす
得したりする器械運動の楽
る。
・よい演技を認めようとし しさや喜びを味わおうとす ・勝敗などを認め、ルール
る。
ている。
やマナーを守ろうとしてい
る。

・仲間の学習を援助しよう ・仲間と協力して互いに補 ・分担した役割を果たそう
としている。
助し合ったり、反復したり としている。
して進んで運動に取り組も
・健康・安全に留意してい うとする。
・仲間の学習を援助しよう
る。
としている。

・仲間と協力して教え合っ
たり、練習の場を整えた
り、補助し合ったりして進
んで運動に取り組もうとす
る。

Ｄ
新

水泳
旧

Ｅ
新

球技
旧

・水泳の学習に積極的に取 ・続けて長く泳いだり、速 ・球技の学習に積極的に取 ・ルールや作戦に応じて勝
・全力を出して競争した
く泳いだり、あるいは、競 り組もうとしている。
り、記録を向上させたりす り組もうとしている。
敗を競い合う球技の楽しさ
い合ったりする水泳の楽し
る陸上競技の楽しさや喜び
や喜びを味わおうとする。
を味わおうとする。
・勝敗などを認め、ルール さや喜びを味わおうとす
・フェアなプレイを守ろう
やマナーを守ろうとしてい る。
としている。
る。

・分担した役割を果たそう ・互いに協力し、励まし合 ・分担した役割を果たそう ・仲間と協力し、励まし合 ・分担した役割を果たそう
としている。
いながら進んで練習や競技 としている。
いながら進んで練習をしよ としている。
を行おうとする。
うとする。
・仲間の学習を援助しよう
・仲間の学習を援助しよう
・作戦などについての話合
としている。
としている。
いに参加しようとしてい
る。

・チームにおける自分の役
割を自覚して責任を果たし
たり、教え合ったりして互
いに協力しながら、進んで
練習やゲームをしようとす
る。

・体つくり運動の必要性を ・健康・安全に留意してい ・集団で技を発表する場合 ・健康・安全に留意してい ・勝敗や記録の結果を受け ・水泳の事故防止に関する ・水泳の事故防止の心得や ・仲間の学習を援助しよう ・ルールを守り、審判の判
入れようとする。
心得など健康・安全に留意 練習・運動をする上での
としている。
定や指示に従い、勝敗や結
には、個のよさが生かされ る。
正しく受け止め、進んで体 る。
している。
ルールを守るなど、健康・
果を受け入れようとする。
るようにみんなで楽しもう
力を高めようとする。
安全に留意しようとする。 ・健康・安全に留意してい
とする。
る。

中学校
３年

・体つくり運動の学習に自 ・お互いの体の状態を意識 ・器械運動の学習に自主的 ・器械・器具の安全を確か
主的に取り組もうとしてい したり、気を配ったりし
に取り組もうとしている。 めたり、適切な場づくりや
る。
補助など、練習をする上で
て、運動する上での安全に
留意しようとする。
・体力の違いに配慮しよう
・よい演技を讃えようとし の周囲の安全に気を配ろう
とする。
としている。
ている。

・陸上競技の学習に自主的 ・体の調子や練習場などの ・水泳の学習に自主的に取
に取り組もうとしている。 安全を確かめるなど、練習 り組もうとしている。
をする上での健康・安全に
・勝敗などを冷静に受け止 留意しようとする。
・勝敗などを冷静に受け止
め、ルールやマナーを大切
にしようとしている。

め、ルールやマナーを大切
にしようとしている。

・自己の責任を果たそうと
している。

・自己の責任を果たそうと
している。

・自己の責任を果たそうと
している。

・自己の責任を果たそうと
している。

・自己の責任を果たそうと
している。

・互いに助け合い教え合お
うとしている。

・互いに助け合い教え合お
うとしている。

・互いに助け合い教え合お
うとしている。

・互いに助け合い教え合お
うとしている。

・作戦などについての話合
いに貢献しようとしてい
る。

・健康・安全を確保してい
る。

・健康・安全を確保してい
る。

・健康・安全を確保してい
る。

・水泳の事故防止に関する
心得など健康・安全を確保
している。

・互いに助け合い教え合お
うとしている。

・球技の学習に自主的に取 ・施設・設備の安全や用具
り組もうとしている。
の管理をする、危険なプ
レーをしないで練習やゲー
・フェアなプレイを大切に ムをするなど、健康・安全
に留意しようとする。
しようとしている。

・健康・安全を確保してい
る。

高等学校
入学年次

高等学校
その次の年次以降

・自分や仲間の体や心の状
態に気付き、体の調子を整
え、仲間と交流することを
大切にして体を動かす楽し
さや心地よさを味わおうと
する。

・技の達成や演技のできば
えを求める器械運動の楽し
さや喜びを味わおうとす
る。

・全力をつくして競争した
り、記録を向上させたりす
る陸上競技の楽しさや喜び
を味わおうとする。

・速く泳いだり、続けて長
く泳いだり、競泳をしたり
する水泳の楽しさや喜びを
味わおうとする。

・技能の段階に応じて、作
戦を立てて勝敗を競い合う
球技の楽しさや喜びを味わ
おうとする。

・仲間と協力して、互いに
思いやりながら、進んで運
動に取り組もうとする。

・仲間と協力して補助し
合ったり、教え合ったりし
ようとする。

・練習や競技で、よりよい
記録がでるように、互いに
励まし合ったり、協力をし
たりしようとする。

・練習や競泳で、仲間と互
いに協力して補助し合った
り、励まし合ったりしよう
とする。

・練習やゲームで、チーム
における自分の役割を果た
し、協力して教え合った
り、励まし合ったりしよう
とする。

・体つくり運動の必要性を
意識し、正しく受け止め、
進んで体力を高めようとす
る。

・練習や発表で、お互いの
技や演技のできばえのよさ
を認め合おうとする。

・自分や仲間の勝敗や記録
の結果を受け入れようとす
る。

・競泳のルールを守り、勝
敗の結果を受け入れようと
する。

・練習やゲームで、審判の
判定や指示に従い、ルール
を守り、勝敗や結果を受け
入れようとする。

・自分や仲間の体の状態を
意識するとともに、運動を
する上で施設や用具の安全
に留意しようとする。

・器械・器具の状態を確か
めるとともに、適切な場づ
くりや体の調子に気付くな
ど、安全に気を配ろうとす
る。

・体の調子を確かめ合った
り、練習や競技場所及び器
具の安全を確かめたりする
など、健康・安全に留意し
ようとする。

・水泳の事故防止の心得を
守り、練習や競泳をする上
でのルールを守るなど、互
いの健康・安全に留意しよ
うとする。

・練習やゲームの場所の安
全を確かめ、安全な練習方
法で行おうとし、危険なプ
レーをしないなど、健康・
安全に留意しようとする。
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Ｆ
新

武道
旧

・武道の学習に積極的に取 ・自分に適した技を習得
り組もうとしている。
し、相手の動きや技に対応
した攻防や勝敗を競い合う
・相手を尊重し、伝統的な 武道の楽しさや喜びを味わ
行動の仕方を守ろうとして おうとする。
いる。
・分担した役割を果たそう ・礼儀作法を重んじて相手
としている。
を尊重し、自分で自分を律
する態度をとろうとする。
・仲間の学習を援助しよう
としている。
・禁じ技を用いないなど健 ・勝敗や結果を受け入れよ
康・安全に留意している。 うとする。

Ｇ
新

ダンス
旧

・自己の責任を果たそうと
している。

・自己の責任を果たそうと
している。

・互いに助け合い教え合お
うとしている。

・互いに助け合い教え合お
うとしている。

・健康・安全を確保してい
る。

・健康・安全を確保してい
る。

・練習や試合で、審判の判
定や指示に従うとともに、
勝敗や結果を受け入れた
り、礼儀作法を重視したり
しようとする。
・用具や服装、練習場など
の安全を確かめたり、禁じ
技を用いないなど、自他の
安全に留意しようとする。

保健
新

旧
（体育に関する知識）

・各種の運動の特性と学び
方や安全の確保の仕方、体
ほぐしの意義と行い方、体
力の意義と体力の高め方、
運動の心身にわたる効果に
ついて関心をもち、進んで
学習に取り組もうとする。

（第３学年）
・文化としてのスポーツの
意義について、（意見を交
換したり、自分の考えを発
表したりするなどの）活動
を通して、学習に自主的に
取り組もうとしている。

としている。

・練習や試合で、仲間と協
力して教え合おうとする。

体育理論

・ダンスの学習に積極的に ・思い切り動く、感じを込 （第１学年）
取り組もうとしている。
めて動く、リズムに乗って ・運動やスポーツが多様で
動く、みんなでかかわりを あることについて、（情報
・よさを認め合おうとして もって動くなどのダンスの を集めたり、意見を交換し
楽しさや喜びを味わおうと たりするなどの）活動を通
いる。
して、学習に積極的に取り
する。
組もうとしている。
・分担した役割を果たそう ・互いの動きのよさ、感じ
としている。
方や表現のよさなどを認め
合って、誰とでも楽しく踊
・仲間の学習を援助しよう ろうとする。
（第２学年）
としている。
・運動やスポーツの意義や
効果などについて、（情報
を集めたり、意見を交換し
・健康・安全に留意してい ・互いの動きをよりよくし
たりするなどの）活動を通
る。
ようと協力しながら、進ん
して、学習に積極的に取り
で練習や発表を行おうとす
組もうとしている。
る。

・武道の学習に自主的に取 ・用具や服装、練習場など ・ダンスの学習に自主的に
り組もうとしている。
の安全を確かめたり、禁じ 取り組もうとしている。
技を用いないなど、練習や
・相手を尊重し、伝統的な 試合をする上での安全に留 ・互いの違いやよさを認め
行動の仕方を大切にしよう 意しようとする。
合おうとしている。

・自分の能力に応じた技を
習得する喜びや、相手の動
きや技に対応した攻防を展
開して競い合う武道の楽し
さを味わおうとする。

Ｈ
新

旧
（第１学年）
（共通）
心身の機能の発達や、心の
健康などについて、
・～自分の経験や、資料な
どをもとに、課題を見つけ
ようとしている。
・～教科書などの資料から
課題を解決するための情報
を集めたり、課題について
調べようとしている。
・～仲間の考えや意見を聞
いたり、集めた資料を活用
したりして、自分の意見を
発表しようとしている。

（第３学年）
・健康の保持増進のために
必要な生活行動や疾病の予
防について、資料を見た
り、自分の日常生活を振り
返りながら課題を発見しよ
うとしている。
・教師や仲間と共に活動し
たり、教科書などの資料を
読んだりして、課題につい
て調べようとしている。
・教科書などの資料を元に
自分の考えや意見をまとめ
ようとしている。

・心身を解き放して、全身
で思いっきり動く、感じを
込めて動く、リズムに乗っ
て動く、仲間とかかわりを
もって動くなどのダンスの
楽しさや喜びを味わおうと
する。

・社会の変化に伴うスポー
ツの必要性や意義、運動の
歴史的経緯や文化的特徴に
関心をもち、生涯にわたっ
てスポーツにかかわってい
こうと進んで学習に取り組
もうとする。

・仲間とかかわりをもって
踊り、互いの動きのよさ、
感じ方や表現のよさなどを
認め合って、誰とでも楽し
もうとする。

・運動技能の構造と運動の
学び方について関心をも
ち、技能の上達を目指した
り、運動の楽しさや喜びを
味わおうと進んで学習に取
り組もうとする。

・練習や発表交流会で、気
持ちを合わせて、グループ
で協力しようとする。

（第１学年）
心身の機能の発達と心の健
康
（第２学年）
・健康と環境
・傷害の防止
（第３学年）
健康な生活と疾病の予防
（共通）
・～について、健康に関す
る資料を見たり、自分たち
の生活を振り返ったりする
などの学習活動に意欲的に
取り組もうとしている。
・～について、課題課題の
解決に向けての話合いや意
見交換などの学習活動に意
欲的に取り組もうとしてい
る。

・体ほぐしの意義と体力の
高め方に関心をもち、運動
を行って自分や仲間の心身
の状況に気付いたり、自分
の体力向上を図ろうと進ん
で学習に取り組もうとす
る。
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（共通）
・～について、仲間と協力
し、資料を集めたり、調べ
たことを記録したりしよう
としている。
・～について、仲間と意見
を交換したり、発表したり
しようとしている。

（第２学年）
・健康と環境とのかかわり
について資料を見たり、自
分の日常生活を振り返りな
がら課題を発見しようとし
ている。
・教師や仲間と共に活動し
たり、教科書などの資料を
読んだりして課題の解決に
取り組み、課題について調
べようとしている。
・教科書などの資料を元
に、自分の考えや意見をま
とめ、発表しようとしてい
る。
・傷害の防止について、資
料を見たり、自分の日常生
活を振り返りながら課題を
発見しようとしている。
・教師や仲間と共に活動し
たり、教科書などの資料を
読み、課題について調べた
り、応急手当の実習に取り
組んでいる。
・教科書などの資料を元
に、自分の考えや意見をま
とめようとしている。

思考・判断
盛り込むべき事項
Ａ

体つくり運動

新

小学校
１・２年

Ｂ
旧

器械運動

新

体つくりのための運動の行 （Ａ 基本の運動）
い方を工夫している。
基本の運動としてのいろい
ろな運動遊びの仕方を知
り、活動を工夫している。

（器械・器具を使っての運
動遊び）
器械・器具を用いた運動遊
びの行い方を工夫してい
る。

運動のねらいに合った課題
をもち、体つくりのための
運動の行い方を工夫してい
る。

自分の力に合った課題をも
ち、技ができるようにする
ための運動の行い方を工夫
している。

Ｃ
旧

中学校
１・２年

中学校
３年

高等学校
入学年次

新

Ｄ
旧

水泳

新

（走・跳の運動遊び）
走ったり、跳んだりする運
動遊びの行い方を工夫して
いる。

（水遊び）
水中での運動遊びの行い方
を工夫している。

（４学年）
自分の力に合った課題をも
ち、練習の仕方を工夫して
いる。

（走・跳の運動）
自分の力に合った課題をも
ち、動きを身に付けるため
の運動の行い方や競走(争)
の仕方を工夫している。

（浮く・泳ぐ運動）
自分の力に合った課題をも
ち、動きを身に付けるため
の運動の行い方を工夫して
いる。

自分の体の状態や体力に応 体ほぐしの行い方や体力の 自分の力に合った課題の解 自分の力に合った課題の解
じて、運動の行い方を工夫 高め方を考えたり、自己の 決を目指して、練習の仕方 決を目指して、練習の仕方
している。
体や体力の状態に応じて、 や技の組み合わせ方を工夫 を工夫している。
その行い方を工夫してい
している。
る。また、ねらいをもって
それにふさわしい運動を工
夫している。

（陸上運動）
自分の力に合った課題の解
決を目指して、練習や競走
(争)の仕方、記録への挑戦
の仕方を工夫している。

（Ａ 基本の運動）
基本の運動としてのいろい
ろな運動の課題をもち、活
動を工夫している。

小学校
３・４年

小学校
５・６年

陸上競技

ねらいに応じて、体の柔ら
かさ、巧みな動き、力強い
動き、動きを持続する能力
を高めるための運動を組み
合わせるとともに、学習課
題に応じた運動の取り組み
方を工夫している。

自分の体力や生活に応じ
て、体ほぐしの行い方と体
力の高め方を工夫してい
る。

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
計画を立てるとともに、自
己の課題に応じた運動の取
り組み方を工夫している。

旧

球技

新

旧

（ゲーム）
（Ｂ ゲーム）
簡単なゲームの規則を工夫 ゲームの仕方を考え、簡単
したり、攻め方を決めたり な規則を工夫している。
している。

（第４学年）
自分の力に合った課題をも
ち、練習の仕方を工夫して
いる。

（ゲーム）
（Ｂ ゲーム）
規則を工夫したり、ゲーム チームの課題をもち、簡単
の型に応じた簡単な作戦を なゲームを工夫している。
立てたりしている。

自分の力に合った課題の解 自分の力に合った課題の解 （ボール運動）
（ボール運動）
決を目指して、練習の仕方 決を目指して、練習の仕方 ルールを工夫したり、自分 チームの特徴を知り、作戦
や記録への挑戦の仕方を工 を工夫している。
のチームの特徴に合った作 を立てたり、ルールを工夫
夫している。
戦を立てたりしている。
したりしている。

器械運動を豊かに実践する 自分の能力に適した技を習 陸上競技を豊かに実践する 自分の能力に適した課題を 水泳を豊かに実践するため 自分の能力に適した課題の 球技を豊かに実践するため チームの課題や自分の能力
ための学習課題に応じた運 得するための練習の仕方を ための学習課題に応じた運 もち、その解決を目指し
の学習課題に応じた運動の 解決を目指して、練習の仕 の学習課題に応じた運動の に適した課題の解決を目指
動の取り組み方を工夫して 工夫している。
動の取り組み方を工夫して て、練習の仕方や競技の仕 取り組み方を工夫してい
方を工夫している。
取り組み方を工夫してい
して、ルールを工夫したり
いる。
いる。
方を工夫している。
る。
る。
作戦を立てたりして練習の
仕方やゲームの仕方を工夫
している。

生涯にわたって器械運動を
豊かに実践するための自己
の課題に応じた運動の取り
組み方を工夫している。

自分の体力や生活に応じ
て、体ほぐしの行い方と体
力の高め方を工夫してい
る。

（陸上運動）
自分の力に合った課題の解
決を目指して、練習の仕方
を工夫している。

Ｅ

生涯にわたって陸上競技を
豊かに実践するための自己
の課題に応じた運動の取り
組み方を工夫している。

自分の能力に応じた技を習
得するための課題を設定
し、その解決を目指して、
練習の仕方や演技の構成、
発表の仕方を工夫してい
る。

生涯にわたって水泳を豊か
に実践するための自己の課
題に応じた運動の取り組み
方を工夫している。

自分の能力に応じた課題を
設定し、その解決を目指し
て、練習の仕方や競技の仕
方を工夫している。

高等学校
その次の年次以降
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生涯にわたって球技を豊か
に実践するための自己の課
題に応じた運動の取り組み
方を工夫している。

自分の能力に応じた課題を
設定し、その解決を目指し
て、練習の仕方や競泳の仕
方を工夫している。

チームや自分の能力に応じ
た課題を設定し、その解決
を目指して、練習の仕方や
ゲームの仕方を工夫してい
る。

Ｆ

武道

新

Ｇ
旧

ダンス

新

Ｈ
旧

体育理論

新

保健
旧

新

旧

（表現リズム遊び）
簡単な踊り方を工夫してい
る。

武道を豊かに実践するため
の学習課題に応じた運動の
取り組み方を工夫してい
る。

自分の能力に適した技を習
得するための練習の仕方や
試合の仕方を工夫してい
る。

生涯にわたって武道を豊か
に実践するための自己の課
題に応じた運動の取り組み
方を工夫している。

（表現運動）
自分の力に合った課題をも
ち、練習や発表の仕方を工
夫している。

（表現運動）
表したい内容にふさわしい
動きやリズムに乗って踊る
ための活動を工夫してい
る。

（第３学年）
健康な生活
（第４学年）
体の発育・発達
（共通）
～について、課題の解決を
目指して、知識を活用した
学習活動などにより、実践
的に考え、判断し、それら
を表している。

（第３学年）
一日の生活の仕方、身の回
りの清潔や生活環境につい
て、自分の生活を見直すこ
とを通して課題を設定し、
解決の方法を考えたり、判
断したりできる。

（第４学年）
体の発育・発達について、
自分の成長を振り返りなが
ら課題を設定し、これから
の自分の生活を予想しなが
ら、よりよい発育・発達を
目指して解決の方法を考え
たり、判断したりできる。

（表現運動）
自分やグループの課題の解
決を目指して、練習や発表
の仕方を工夫している。

（表現運動）
自分やグループの特徴を生
かした表現や踊りに取り組
んだり、練習や発表の仕方
を工夫したりしている。

（第５学年）
・心の健康
・けがの防止
（第６学年）
病気の予防
（共通）
～について、課題の解決を
目指して、知識を活用した
学習活動などにより、実践
的に考え、判断し、それら
を表している。

（第５学年）
・身近な生活におけるけが
の原因やその防止、簡単な
手当
・心の発達、心と体とのか
かわり、不安や悩みへの対
処の仕方
（共通）
～について課題を設定し、
解決の方法を考えたり、判
断したりできる。

（第６学年）
病気の起こり方や予防の方
法について、課題を設定
し、解決の方法を考えた
り、判断したりできる。

ダンスを豊かに実践するた
めの学習課題に応じた運動
の取り組み方を工夫してい
る。

グループの課題や自分の能
力に適した課題の解決を目
指して、練習の仕方や発表
の仕方を工夫している。

（第１学年）
心身の機能の発達と心の健
康
（第２学年）
・健康と環境
・傷害の防止
（第３学年）
健康な生活と疾病の予防
（共通）
～について、課題の解決を
目指して、知識を活用した
学習活動などにより、科学
的に考え、判断し、それら
を表している。

（第１学年）
年齢に伴う身体機能の発達
や心身の調和などについ
て、自分の知識や経験を、
資料、仲間の意見や考えな
どを元に、課題の設定や解
決の方法を考え、判断でき
る。

（第２学年）
・身体の環境に対する適応
能力、空気・飲料水の衛生
的管理や廃棄物の適切な処
理と人間の健康について、
自分の知識や経験、資料、
仲間の意見や考えなどをも
とに課題を設定し、適切な
課題解決の方法を考え、判
断できる。
・自然災害及び交通事故な
どによる傷害の発生要因や
その防止対策、応急手当に
ついて、自分の知識や経
験、資料、仲間の意見や考
えなどを元に、科学的に考
え、選択すべき行動を判断
できる。

（体育に関する知識）
運動の特性と学び方、体ほ
ぐし・体力の意義と運動の
効果について、運動の実践
や生活と結びつけて考え、
工夫している。

文化としてのスポーツの意
義について、学習した知識
を活用したり応用したりし
ている。

生涯にわたってダンスを豊
かに実践するための自己の
課題に応じた運動の取り組
み方を工夫している。

自分の能力に応じた技を習
得するための課題を設定
し、その解決を目指して、
練習の仕方や試合の仕方を
工夫している。

運動やスポーツが多様であ
ること、運動やスポーツの
意義や効果などについて、
学習した知識を活用したり
応用したりしている。

グループの課題や自分の能
力に応じた課題を設定し、
その解決を目指して、練習
の仕方や発表の仕方を工夫
している。

社会の変化とスポーツ、運
動技能の構造と運動の学び
方、体ほぐしの意義と体力
の高め方について、スポー
ツの意義や学び方を考え、
自己の体力向上に効果的な
運動の構成を作成でき、生
涯にわたって実践しようと
考え、工夫している。
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（第３学年）
健康の保持増進のために必
要な生活行動や疾病の予防
について、自分の知識や経
験、資料、仲間の意見や考
えなどを元にして、科学的
に考え、選択すべき行動を
判断できる。
（現代社会と健康）健康の
保持増進に必要な事柄につ
いて、
（生涯を通じる健康）生涯
の各段階における健康の課
題や自己管理の重要性、保
健・医療機関の活用につい
て、
（社会生活と健康）環境と
健康、環境と食品の保健、
労働と健康について、
（共通）
自分の(これまでの)学習や
経験をもとにしたり、資料
や仲間の意見(や考え)など
を参考にしたりして、課題
の設定や解決の方法を考
え、選択すべき行動を判断
している。

思考・判断
評価規準の設定例
Ａ

体つくり運動

新

Ｂ
旧

旧
（Ｂ

・多様な動きをつくる運動
遊びの行い方を知るととも
に、運動をする場や使用す
る用具などを変えながら、
いろいろな運動の仕方を見
付けている。

・基本の運動としての易し
い運動遊びが楽しくできる
ように、仲間との競争の仕
方やいろいろな運動遊びの
行い方を知っている。

・固定施設や器械・器具を
使った運動遊びの行い方を
知るとともに、運動をする
場や使用する器械・器具な
どを変えながら、いろいろ
な運動の仕方を見付けてい
る。

・走の運動遊びや跳の運動
遊びの行い方を知るととも
に、運動をする場や使用す
る用具などを変えながら、
いろいろな運動の仕方を見
付けたり、競走(争)の仕方
を選んだりしている。

・水に慣れる遊びや浮く・
もぐる遊びの行い方を知る
とともに、運動をする場や
使用する用具などを変えな
がら、いろいろな運動の仕
方を見付けている。

・ボールゲームや鬼遊びの ・ゲームが楽しくできるよ
行い方を知るとともに、得 うに簡単な活動の場を選ん
点の方法などの規則を選ん でいる。
でいる。

・多様な動きをつくる運動
遊びの動き方を知るととも
に、友達のよい動きを見付
けている。

・競争や運動が楽しくでき
るように運動遊びの行い方
を考えたり決めたりしてい
る。

・器械・器具を使っての運
動遊びの動き方を知るとと
もに、友達のよい動きを見
付けている。

・走ったり跳んだりする動
き方を知るとともに、友達
のよい動きを見付けてい
る。

・水につかったときの動き
方や水に浮いたりもぐった
りする動き方を知るととも
に、友達のよい動きを見付
けている。

・ボールゲームや鬼遊びの ・ゲームが楽しくできるよ
動き方を知るとともに、攻 うに得点の方法を考えてい
め方を選んだり見付けたり る。
している。

小学校
３・４年

（走・跳の運動）

（浮く・泳ぐ運動）

（第４学年）

（ゲーム）

（Ｂ

ゲーム）

ゲーム）

・浮く運動や泳ぐ運動の動 ・泳ぎ方や目標距離など、 ・ゴール型ゲームやネット ・ゲームが楽しくなるよう
き方や動きのポイントを知 自分の力に合った課題を選 型ゲーム、ベースボール型 にルールや活動の場を選ん
んでいる。
ゲームの行い方を知るとと だり考えたりしている。
るとともに、自分の力に
合った課題を選んでいる。
もに、易しいゲームを行う
ためのゲームの規則を選ん
でいる。

・基本的な技の動き方や技 ・自分の力に合った技を選 ・走の運動や跳の運動の動
のポイントを知るととも
んでいる。
き方や動きのポイントを知
に、自分の力に合った課題
るとともに、自分の力に
合った課題を選んでいる。
を選んでいる。

・多様な動きをつくる運動 ・競争や運動を楽しむため ・基本的な技の練習の仕方 ・学習カードや補助具を活
の行い方を知るとともに、 の活動や場を選んだり考え を知るとともに、自分の力 用して、練習の場を選んで
友達のよい動きを見付け自 たりしている。
に合った練習方法や練習の いる。
分の運動に取り入れたり、
場を選んでいる。
動きの組み合わせ方を選ん
だりしている。

旧

球技

新

（４学年）

新

Ｅ

（ゲーム）

基本の運動）

旧

水泳

（水遊び）

・基本の運動としての易し
い運動が楽しくできるよう
に、自分の力に合った競争
や運動の仕方を知ってい
る。

新

Ｄ

（走・跳の運動遊び）

（Ａ

旧

陸上競技

（器械・器具を使っての運
動遊び）

・体ほぐしの運動の行い方
を知るとともに、友達と一
緒に運動をしたり用具を
使って運動をしたりするな
ど、運動の行い方を選んで
いる。

新

Ｃ

基本の運動）

・体ほぐしの運動の行い方 （Ａ
を知るとともに、友達と一
緒に運動をしたり用具を
使って運動をしたりするな
ど、運動の行い方を選んで
いる。

小学校
１・２年

器械運動

・走の運動や跳の運動の動
きを身に付けるための練習
の仕方を知るとともに、自
分の力に合った練習方法や
練習の場を選んでいる。

・浮く運動や泳ぐ運動の動 ・学習カードや補助具を活 ・ゲームの型の特徴に合っ ・ゲームが楽しくなるよう
きを身に付けるための練習 用して泳ぎの技能のポイン た攻め方を知るとともに、 にチームで簡単な作戦を立
の仕方を知るとともに、自 トが分かっている。
簡単な作戦を立てている。 てている。
分の力に合った練習方法や
練習の場を選んでいる。

・技のポイントについて考 ・仲間との競走(争)の仕方
え、自分のめあてがもてて を知るとともに、競走(争)
いる。
の規則を選んでいる。

小学校
５・６年

（陸上運動）
・課題の解決の仕方を知る ・自分の力に合った技を選 ・課題の解決の仕方を知る
とともに、自分の課題に
んでいる。
とともに、自分の課題に
合った練習の場や方法を選
合った練習の場や方法を選
んでいる。
んでいる。

（陸上運動）
（ボール運動）
（ボール運動）
・競走を楽しむ場では、
・課題の解決の仕方を知る ・泳ぎ方や目標距離など自 ・ゴール型やネット型、
・自分のチームのよさを生
ルールや競争の仕方、作戦 とともに、自分の課題に
分に合った課題をもち、そ ベースボール型のゲームの かした作戦を立てている。
を決めている。
合った練習の場や方法を選 の解決に向けて練習の仕方 行い方を知るとともに、簡
んでいる。
を選んでいる。
易化されたゲームを行うた
めのルールを選んでいる。

・体ほぐしの運動のねらい
を知るとともに、ねらいに
応じた運動の行い方を選ん
でいる。

・手軽な運動や律動的な運
動が体ほぐしのねらいにど
のように役立つか考えた
り、自己の体の状態に合わ
せた体ほぐしの行い方を考
えている。

・体力を高める運動のねら
いや行い方を知るととも
に、自分の体力に合った運
動の行い方を選んでいる。

・意図的・計画的に行う運 ・技をつなぐ方法を知ると ・学習カードや補助具を活 ・仲間との競走(争)や自分 ・自分の力に合った目標記 ・記録への挑戦の仕方を知
動が、体の柔らかさや巧み ともに、自分の力に合った 用して、自分に適した練習 の記録への挑戦の仕方を知 録や課題の解決の仕方が分 るとともに、自分の力に
の場や練習の仕方を選んで るとともに、自分の力に
かっている。
合った距離や記録への挑戦
な動き、力強い動きや動き 技を組み合わせている。
いる。
合った競走(争)のルールや
の仕方を選んでいる。
を持続する能力を高めるこ
記録への挑戦の仕方を選ん
とに役立つことが分かって
でいる。
いる。
・ねらいに合った運動を選
んでいる。

・技のポイントや自分の課
題について考え、自分のめ
あてがもてている。

・学習カードやビデオなど
を使って、練習方法を選ん
だり考えたりしている。

12

・学習カードや補助具を活
用して、自分のできそうな
泳ぎ方をできるようにする
ための練習方法や泳ぎの技
能のポイントが分かってい
る。

・チームの特徴に応じた攻 ・作戦を成功させるための
め方を知るとともに、自分 練習を選んでいる。
のチームの特徴に合った作
戦を立てている。

・人数やコートの大きさな
どのルールを選んだり考え
たりしている。

Ｆ
新

武道

Ｇ
旧

ダンス

新

Ｈ
旧

新

体育理論

保健
旧

新

旧

（第３学年）
①健康な生活について、教
科書や資料など
②健康な生活について、学
習したことを自分の
（第４学年）
①体の発育・発達につい
て、教科書や友達の話など
②体の発育・発達につい
て、学習したことを自分の
成長や
（第５学年）
①心の健康について、教科
書や友達の話など
②心の健康について、学習
したことを自分の
①けがの防止について、教
科書や資料
②けがの防止について、学
習したことを自分の
（第６学年）
①病気の予防について、教
科書や調べたこと
②病気の予防について、学
習したことを自分の
（共通）
①～を基に、課題や解決の
方法を見付けたり、選んだ
りするなどして、それらを
説明している。
②～生活と比べたり、関係
を見付けたりするなどし
て、それらを説明してい
る。

（第３学年）

（第４学年）

・毎日の健康な生活につい
て、自分の生活を振り返
り、よい点や問題点を見つ
けることができる。

・体の発育・発達につい
て、自分の成長や資料など
を元に問題点を見つけるこ
とができる。

・毎日の健康な生活と保健
活動とのかかわりについて
教科書や実験結果などの資
料を元に予想したり、関係
を見つけたりすることがで
きる。

・体の発育・発達の仕方や
食事、運動、休養及び運動
について教科書などの資料
を元に予想したり、関係を
見つけることができる。

・毎日の健康な生活につい
て、学習したことを自分の
生活に当てはめることがで
きる。

・体の発育・発達や思春期
の体の変化などについて、
自分のことに当てはめるこ
とができる。

（第５学年）
・事故やけががどんな原因
で起こるかについて、自分
たちの生活を振り返り、問
題点を見つけることができ
る。

・心の発達、心と体とのか
かわり、不安や悩みへの対
処の仕方について、自分を
振り返りながら、問題点を
見つけることができる。

（第６学年）
・病気の起こり方や予防の
方法について、自分の経験
や友達、家族など身近な
人々の生活などを振り返
り、問題点を見つけること
ができる。

・課題解決に向けて、具体
的な生活場面や資料をもと
に、けがの原因やその防止
の方法を関連付けて整理す
ることができる。

・心の発達、心と体とのか
かわり、不安や悩みへの対
処の仕方について、資料や
友達の話を元に予想した
り、比べたりできる。

・病気の起こり方や予防の
方法について、人に聞いた
り、資料を元に予想した
り、関係を見つけたりする
ことができる。

・けがの原因やその防止に
ついて、自他の考えの違い
やよさを見つけたり、自分
の生活に当てはめたりする
ことができる。

・心の発達、心と体とのか
かわり、不安や悩みへの対
処の仕方について、学習し
たことを自分の生活に当て
はめることができる。

・病気の起こり方や予防の
方法について学習したこと
を、自分の生活に当てはめ
ることができる。

（表現リズム遊び）

・表現遊びやリズム遊びの
行い方を知るとともに、動
きを広げるためのいろいろ
な動きをを見付けている。

・題材やリズムの特徴を知
るとともに、それに合った
動きを選んだり、友達のよ
い動きを見付けたりしてい
る。
（表現運動）

（表現運動）

・表現やリズムダンスの動 ・自分の力に合った題材や
きのポイントを知るととも リズムを選んでいる。
に、自分に合った課題や題
材を選んでいる。

・よい動きを知るととも
・楽しく踊るための動きや
に、友達のよい動きを自分 活動の仕方を見つけてい
の踊りに取り入れている。 る。

（表現運動）
・課題の解決の仕方を知る
とともに、自分やグループ
の課題に応じた動きを選ん
だり、構成を変えたりして
いる。

（表現運動）
・自分やグループの力に
合った題材や踊りを選び、
元気いっぱいに踊る、コミ
カルに踊るなど、自分や自
分たちの持ち味を生かすよ
うな課題に取り組んでい
る。

・自分やグループのよさを
知るとともに、練習や発表
会、交流会で自分やグルー
プのよさを生かす動きを見
付けている。

・課題の解決のための活動
の場を決めたり、動きを教
え合ったりして、練習や発
表の仕方を考えている。
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Ａ
新

体つくり運動

・体ほぐしのねらいである
「心と体の関係に気付
く」、「体の調子を整え
る」、「仲間と交流する」
ことを踏まえて、課題に応
じた活動を選んでいる。

中学校
１・２年

中学校
３年

旧

Ｂ
新

器械運動
旧

Ｃ
新

陸上競技
旧

Ｄ
新

水泳
旧

Ｅ
新

球技
旧

・体ほぐしの運動や体力を ・学習する技の合理的な動 ・自分の能力に適した技を ・技術を身に付けるため運 ・自分の能力に適した目標 ・泳法を身に付けるための ・自分の能力に適した泳法 ・ボール操作やボールを持 ・今もっている自分（自分
高める運動の中から、自分 き方のポイントを見付けて 選び、課題をもっている。 動の行い方のポイントを見 記録や課題を設定してい
運動の行い方のポイントを を選択している。
たないときの動きなどの技 のチーム）や相手（相手
の体力や生活の実状を踏ま いる。
付けている。
る。
見付けている。
術を身に付けるための運動 チーム）の技能の程度など
えて、目的にあった運動を
の行い方のポイントを見付 を的確に把握し、それに応
選び、構成し活用してい
けている。
じた作戦を立てている。
る。

・関節や筋肉の働きに合っ ・グループで運動を構成し ・課題に応じて、技の習得 ・練習の進め方や場づくり ・課題に応じた練習方法を ・課題解決のために効果的 ・課題に応じた練習方法を
な練習の仕方を選んだり、 選んでいる。
た合理的な運動の行い方を たり、施設や用具を効果的 に適した練習方法を選んで の方法を選んだり、技ので 選んでいる。
記録の向上に合わせて効果
きばえを確かめたりしてい
選んでいる。
に利用している。
いる。
・ねらいや体力に応じて効
・学習した技から、「はじ る。
・仲間と協力する場面で、 的な練習の仕方や競技の仕 ・仲間と協力する場面で、
率よく高める運動例やバラ
め－なか－おわり」などの
分担した役割に応じた活動 方を選んだり見つけたりし 分担した役割に応じた協力
ている。
ンスよく高める運動例の組
構成に適した技の組み合わ
の仕方を見付けている。
の仕方を見付けている。
み合わせ方を見付けてい
せ方を見付けている。
る。
・学習した安全上の留意点
・学習した安全上の留意点
・仲間と学習する場面で、
・仲間と協力する場面で、
を他の練習場面に当てはめ
を他の練習や競争場面に当
分担した役割に応じた活動
仲間のよい動きなどを指摘
ている。
てはめている。
の仕方を見付けている。
している。

・続けて長く泳いだり、速 ・自己やチームの課題を見 ・ゲームを通してチームや
自分の課題を明らかにし、
く泳いだりするための目標 付けている。
その課題の解決の仕方を選
記録や課題を設定してい
んでいる。
る。
・提供された練習方法か
ら、自己やチームの課題に
応じた練習方法を選んでい
る。

・設定した課題を解決する ・仲間と協力する場面で、 ・ゲームの結果から、チー
ための、練習や競争の仕方 分担した役割に応じた協力 ムや自分の新たな課題を明
を選んだりしている。
らかにし、技能の向上に伴
の仕方を見付けている。
う新たな練習の仕方を選ん
・学習した安全上の留意点 だり作戦を立てたりしてい
を他の練習場面や試合場面 る。
に当てはめている。
・提供された作戦や戦術か
・選択した泳法について、
自己の改善すべきポイント
ら自己のチームや相手チー
を見付けている。
ムの特徴を踏まえた作戦や
戦術を選んでいる。

・仲間と学習する場面で、
学習した安全上の留意点を
当てはめている。
・体ほぐしのねらいを踏ま
えて、自己の課題に応じた
活動を選んでいる。

・仲間と学習する場面で、
学習した安全上の留意点を
当てはめている。
・自己の課題に応じて、学
習する技の合理的な動き方
の改善すべきポイントを見
付けている。

・ねらいや体力の程度に応
じて強度、時間、回数、頻
度を設定している。

・自己の課題に応じて、適
切な練習方法を選んでい
る。

・自己の課題に応じて、適
切な練習方法を選んでい
る。

・自己の課題に応じて、適
切な練習方法を選んでい
る。

・仲間に対して、技術的な
課題や有効な練習方法の選
択について指摘している。

・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。

・自己の技能・体力の程度
に応じて、目指す技や技の
の組み合わせ方を見付けて
いる。
・仲間と学習する場面で、
仲間の動きと自己の動きの
違いなどを指摘している。

・仲間に対して、技術的な
課題や有効な練習方法の選
択に関して指摘している。

・仲間に対して、技術的な
課題や有効な練習方法の選
択について指摘している。

・健康や安全を確保するた
めに、体調に応じて適切な
練習方法を選んでいる。

・健康や安全を確保するた
めに、体調に応じて適切な
練習方法を選んでいる。

・作戦などの話合いの場面
で、合意を形成するための
適切なかかわり方を見付け
ている。
・健康や安全を確保するた
めに、体調に応じて適切な
練習方法を選んでいる。

・健康や安全を確保するた
めに、体調に応じて適切な
練習方法を選んでいる。

・陸上競技を継続して楽し
むための自己に適したかか
わり方を見付けている。

・水泳を継続して楽しむた
めの自己に適したかかわり
方を見付けている。

・球技を継続して楽しむた
めの自己に適したかかわり
方を見付けている。

・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てい
る。
・実生活で継続しやすい運
動例を選んでいる。

・自己の課題に応じた運動
の行い方の改善すべきポイ
ントを見付けている。

・器械運動を継続して楽し
むための自己に適したかか
わり方を見付けている。

高等学校
入学年次

・自分の体力水準や健康状
態に適した運動を選び、構
成している。

・自分の技能に応じた技を
選択したり、組み合わせた
りして技を円滑に行うため
の課題を設定している。

・自分の能力に応じた目標
記録や課題を定めている。

・泳法ごとに、自分の能力
に応じた目標記録や課題を
定めている。

・チームや自分の能力に応
じた適切な課題を設定して
いる。

・グループで運動を構成し
たり、施設や用具を効果的
に利用したりしている。

・課題解決に必要な、練習
や場づくりの仕方を選んだ
り、見付けたりしている。

・課題解決に必要な、合理
的な練習や競技の方法を選
んだり、見付けたりしてい
る。

・課題解決に必要な、練習
や競泳の方法を選んだり、
見付けたりしている。

・チームや自分の課題を解
決するための適切な練習の
方法などを選んだり、見付
けたりしている。

・実践内容やその効果をと
らえ、運動の内容や方法を
見直したり、新しい運動を
選んだりしている。

・課題の達成状況をとら
え、練習や発表の仕方を見
直したり、新しい課題を選
んだりしている。

・課題の達成状況をとら
え、練習や競技の仕方を見
直したり、新しい課題を選
んだりしている。

・課題の達成状況をとら
え、練習や競泳の仕方を見
直したり、新しい課題を選
んだりしている。

・技能の段階に応じて相手
との攻防に合った作戦を立
てている。

・チームや自分の課題の達
成状況をとらえ、練習や
ゲームの仕方を見直した
り、新しい課題を選んだり
している。

高等学校
その次の年次以降
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Ｆ
新

武道
旧

Ｇ
新

ダンス
旧

・技を身に付けるための運 ・基本動作と対人的な技能 ・自分の興味や関心に合っ ・テーマ設定では、グルー
動の行い方のポイントを見 との関連を図っている。
たテーマや踊りを設定して プや自分に適した課題をも
付けている。
いる。
ち、その解決を目指して、
踊って確かめたり、見せ
合ったりして動き方を選ん
だり、動きを見つけたりし
ている。

Ｈ
新

体育理論

（第１学年）
（体育に関する知識）
・運動やスポーツが多様で
あることについて、出され
た意見や集めた情報を分析
したり、整理したりしてい
る。

・課題に応じた練習方法を ・得意技を身に付けること ・課題に応じた練習方法を
選んでいる。
ができるよう、練習や試合 選んでいる。
の中で、すきやくずす（打
・仲間と協力する場面で、 突する）方法を見つけてい ・発表の場面で、仲間のよ
分担した役割に応じた協力 る。
い動きや表現などを指摘し

・踊り込みでは、テーマに
合った動きを構成したり、
踊り方の課題をとらえた
り、動きに変化を付けたり （第２学年）
している。
・運動やスポーツの意義や
効果などについて、出され
の仕方を見付けている。
ている。
た意見や集めた情報を分析
したり、整理したりしてい
・学習した安全上の留意点 ・試合では、個人・団体形 ・学習した安全上の留意点 ・見せ合いや発表では、よ る。
を仲間と学習する場面に当 いところを感じ取って成果
を他の練習場面に当てはめ 式や体格別などを踏まえ
を確かめ合っている。
ている。
て、それぞれ判定の基準な てはめている。
どを選んだりしている。

・自己の技能・体力の程度
に応じた得意技を見付けて
いる。

・表したいテーマにふさわ
しいイメージを見付けてい
る。

・提供された攻防の仕方か
ら、自己に適した攻防の仕
方を選んでいる。

・それぞれのダンスの特徴
に合った踊りの構成を見付
けている。

・仲間に対して、技術的な
課題や有効な練習方法の選
択について指摘している。

・発表や仲間との交流の場
面では、互いの違いやよさ
を指摘している。

・健康や安全を確保するた
めに、体調に応じて適切な
練習方法を選んでいる。

・健康や安全を確保するた
めに、体調に応じて適切な
練習方法を選んでいる。

・武道を継続して楽しむた
めの自己に適したかかわり
方を見付けている。

・ダンスを継続して楽しむ
ための自己に適したかかわ
り方を見付けている。

保健
新

旧

・文化としてのスポーツの
意義について、必要な情報
を比較したり、分析したり
してまとめた考えを説明し
ている。

・運動の特性に応じた学び
方があることを、実技の学
習と関連づけて、けがやス
ポーツ障害への対処の仕方
を見つけたり、日常生活に
おける運動の生かし方を整
理したりしている。
・体ほぐしの意義をふまえ
て活動を選んだり、体力の
要素や体力を高める運動の
理論と方法を、生活に結び
つけて見つけたり、運動の
心身にわたる効果を実技の
経験から整理したりしてい
る。

（第１学年）
心身の機能の発達と心の健
康
（第２学年）
・健康と環境
・傷害の防止
（第３学年）
健康な生活と疾病の予防
（共通）
・～について、健康に関す
る資料等で調べたことを基
に課題や解決の方法を見付
けたり、選んだりするなど
して、それらを説明してい
る。
・～について、学習したこ
とを自分たちの生活や事例
などと比較したり、関係を
見付けたりするなどして、
筋道を立ててそれらを説明
している。

旧
（第１学年）

・テーマ設定するときに、
グループや自分の能力に応
じた課題を把握し、その解
決を目指して、イメージを
出し合ったり、表現したい
内容を選んだりしている。

・社会の変化に伴うスポー
ツの必要性や意義、歴史的
に見たスポーツの文化的特
徴、生涯スポーツへのかか
わり方について、自分の考
えを整理している。

・試合で、自分や相手の能
力、学習段階を把握して、
使える技や判定の仕方など
を選んでいる。

・踊ったり、創作したりす
るときに、テーマなどにふ
さわしい動きを見付けだし
たり、さまざまに変化させ
て構成したりしている。

・運動を実践するための運
動技能の構造を整理した
り、自分に適した運動及び
学び方の方法を見付けたり
している。

・相手の動きや体勢等に応
じて、有効な技や技をかけ
る機会などを見付けてい
る。

・見せ合いや発表の場で、
互いのよいところや成果を
とらえ、踊り方や表現の仕
方を見直したり、新しい動
きを選んだりしている。

・体ほぐしの意義をふまえ
て運動を選んだり、体力の
向上を図るための運動の理
論や方法を見付けたりして
いる。

・課題の達成状況をとら
え、練習や試合の仕方を見
直したり、新しい課題を選
んだりしている。
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（共通）

・心身の機能の発達や心の ・健康と環境について、自 Ａ 問題点を見つけること
健康などについて、自分の 分の日常生活等を振り返
ができる。
知識や経験をもとに、Ａ
り、Ａ
・健康と環境について、自 Ｂ 資料(など)を元に、予
分の経験やＢ
想したり、整理したりする
ことができる。

・心身の機能の発達や心の ・健康と環境についてＣ
健康などについて、Ｂ

・心身の機能の発達や心の ・傷害の防止について、自
健康などについて、Ｃ
分の経験や地域の生活等を
振り返り、Ａ
（第３学年）
・教師や仲間と共に、自分
の経験や教科書などの資
料、話し合いなどを元に、
予想したり、分析したりす
ることができる。
・健康な生活の仕方や疾病 ・学習したことを元に、日
の予防について、自分の知 常生活に当てはめることが
識や日常生活等を振り返
できる。
り、Ａ
・健康な生活の仕方や疾病
の予防の方法について、Ｂ

・健康な生活や疾病予防に
ついてＣ

・自分に合った技を選び、
得意技として身に付けるた
めの課題を設定し、課題解
決に適した練習方法や学習
の場を選択している。

（第２学年）

（共通）
・～について、(資料など
をもとに、)(整理し、分析
して)課題を見付けてい
る。
・～について、自分の経験
や仲間との意見交換(、資
料など)をもとに、課題の
解決方法を考えたり、日常
生活に当てはめたりして、
選択すべき行動を判断して
いる。

Ｃ 学習したことを日常生
活に当てはめることができ
る。

技能
盛り込むべき事項
Ａ

小学校
１・２年

小学校
３・４年

小学校
５・６年

中学校
１・２年

体つくり運動

Ｂ

器械運動

Ｃ
旧

陸上競技
旧

水泳

新

旧

新

多様な動きをつくる運動遊
びを楽しく行うための体の
基本的な動きや各種の運動
の基礎となる動きを身に付
けている。

（Ａ 基本の運動）
基本の運動としてのいろい
ろな運動遊びを楽しく行う
ための体の基本的な動きや
各種の運動の基礎となる動
きを身に付けている。

（器械・器具を使っての運
動遊び）
器械・器具を使っての運動
遊びを楽しく行うための基
本的な動きや各種の運動の
基礎となる動きを身に付け
ている。

（走・跳の運動遊び）
走・跳の運動遊びを楽しく
行うための基本的な動きや
各種の運動の基礎となる動
きを身に付けている。

（水遊び）
水遊びを楽しく行うための
基本的な動きや各種の運動
の基礎となる動きを身に付
けている。

多様な動きをつくる運動を
楽しく行うための体の基本
的な動きやそれらを組み合
わせた動き、各種の運動の
基礎となるよい動きを身に
付けている。

（Ａ 基本の運動）
（走・跳の運動）
器械運動の基本的な技を身 （４学年）
マット運動、鉄棒運動、跳 走・跳の運動を楽しく行う
基本の運動としてのいろい に付けている。
び箱運動の特性に応じた簡 ための基本的な動きや各種
ろな運動を楽しく行うため
単な技能を身に付けてい
の体の基本的な動きや各種
の運動の基礎となるよい動
る。
の運動の基礎となるよい動
きを身に付けている。
きを身に付けている。

（浮く・泳ぐ運動）
浮く・泳ぐ運動を楽しく行
うための基本的な動きや各
種の運動の基礎となるよい
動きを身に付けている。

体力を高める運動につい
体力を高める運動のねらい マット運動、鉄棒運動、跳 マット運動、鉄棒運動、跳
て、ねらいに合った動き
に合った動き（動作）がで び箱運動について、安定し び箱運動の特性に応じた技
(動作)を身に付けている。 きる。
た基本的な技やその発展技 能を身に付けている。
を身に付けている。

新

Ｄ

（陸上運動）
短距離走・リレー、ハード
ル走、走り幅跳び、走り高
跳びについて、競走(争)し
たり、記録を高めたりする
ための基本的な技能を身に
付けている。

自分の体力や生活に応じ
器械運動の特性に応じた技 器械運動の特性に応じた技 陸上競技の特性に応じて基
て、体力を合理的に高める を身に付けている。
能を身に付けるとともに、 本的な動きや効率のよい動
ための運動ができる。
その技能を高めて運動する きを身に付けている。
ことができる。

器械運動の特性に応じて演
技するための、自己に適し
た技を身に付けている。

（陸上運動）
短距離走・リレー、ハード
ル走、走り幅跳び、走り高
跳びについて、競争した
り、記録を高めたりするた
めの技能を身に付けてい
る。

新

Ｅ
旧

（第４学年）
クロール及び平泳ぎについ
て、ある程度続けて泳ぐた
めの簡単な技能を身に付け
ている。

水泳の特性に応じた、効率
的な泳法を身に付けてい
る。

陸上競技の選択した種目の
特性に応じた技能を身に付
けるとともに、その技能を
高め、競技をしたり記録を
高めたりすることができ
る。

高等学校
入学年次

高等学校
その次の年次以降
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旧
（Ｂ ゲーム）
ボールゲームや鬼遊びを楽
しく行うための易しい遊び
方を身に付けている。

（ゲーム）
易しいゲームを楽しく行う
ための基本的なボール操作
や簡単な動きを身に付けて
いる。

（Ｂ ゲーム）
バスケットボール型ゲー
ム、サッカー型ゲーム及び
ベースボール型ゲームを楽
しく行うための簡単な技能
を身に付けている。

陸上競技の選択した種目の 水泳の特性に応じた泳法を 水泳の特性に応じた技能を 球技の特性に応じて、ゲー 選択した球技種目の特性に
特性に応じた技能を身に付 身に付けている。
身に付けるとともに、その ムを展開するための基本的 応じた技能を身に付け、作
けるとともに、その技能を
技能を高め、続けて長く泳 な技能や仲間と連携した動 戦を生かした攻防を展開し
高め、競技したり記録を高
いだり、速く泳いだりする きを身に付けている。
てゲームができる。
めたりすることができる。
ことができる。

陸上競技の特性に応じた、
各種目特有の技能を身に付
けている。

器械運動の特性に応じた技
能を身に付け高め、技を組
み合わせて演技ができる。

新
（ゲーム）
ゲームを楽しく行うための
簡単なボール操作や動きを
身に付けている。

クロール、平泳ぎについ
クロール及び平泳ぎについ （ボール運動）
（ボール運動）
て、続けて長く泳ぐための て、続けて長く泳ぐための ゴール型、ネット型、ベー バスケットボール、サッ
スボール型について、簡易 カー、ソフトボール又はソ
基本的な技能を身に付けて 技能を身に付けている。
化されたゲームで攻防をす フトバレーボールについ
いる。
るためのボール操作やボー て、簡単な作戦を生かして
ルを持たないときの動きを ゲームをするための技能を
身に付けている。
身に付けている。

球技の特性に応じて、ゲー
ムを展開するための作戦に
応じた技能と仲間と連携し
た動きを身に付けている。

中学校
３年

自分の体力や生活に応じ
て、体力を合理的に高める
ための運動ができる。

球技

水泳の特性に応じた技能を
身に付けるとともに、その
技能を高め、速く泳いだ
り、続けて長く泳いだり、
競泳をしたりすることがで
きる。

チームの課題や自分の能力
に応じて、選択した球技種
目の特性に応じた技能を身
に付け、作戦を生かした攻
防を展開してゲームができ
る。

Ｆ

武道

新

Ｇ
旧

ダンス

新

Ｈ
旧

新

体育理論

保健
旧

新

（表現リズム遊び）
題材になりきったりリズム
に乗ったりして楽しく踊る
ための動きや各種の運動の
基礎となる動きを身に付け
ている。

武道の特性に応じて、攻防
を展開するための基本動作
や基本となる技を身に付け
ている。

武道の選択した種目の特性
に応じた技能を身に付け、
相手の動きに対応した攻防
を展開して練習や試合がで
きる。

武道の特性に応じて、攻防
を展開するための得意技を
身に付けている。

（表現運動）
表したい感じを表現したり
リズムの特徴をとらえたり
して踊るための動きを身に
付けている。

（表現運動）
表現やリズムダンスで、身
近な生活の中から題材を選
んでその主な特徴や感じを
とらえて表現したり、軽快
なリズムに乗って踊ったり
して、みんなで踊りを楽し
むことができる。

（表現運動）
表現やフォークダンスにつ
いて、表したい感じを表現
したり踊りの特徴をとらえ
たりして踊るための動きを
身に付けている。

（表現運動）
表現やフォークダンスで、
身近な生活の中から題材を
選んで動きに変化と起伏を
つけて表現したり、地域の
踊りや世界の踊りを身に付
けて踊ったりして、みんな
で踊りを楽しむことができ
る。

ダンスの特性に応じて、交
流ができるよう、イメージ
をとらえた表現や踊りをす
るための動きを身に付けて
いる。

自分の感じ方や工夫を率直
に表現し、感じを込めて
踊ったり、みんなでかかわ
りをもって踊ったりするこ
とができる。

ダンスの特性に応じて、交
流や発表ができるよう、イ
メージを深めた表現や踊り
をするための動きを身に付
けている。

選択した武道種目の特性に
応じた技能を身に付けると
ともに、その技能を高め、
相手の動きに対応した攻防
を展開して練習や試合がで
きる。

自分の感じたままを素直に
表現したり、感じを込めて
踊ったり、仲間とかかわり
をもって踊ったりすること
ができる。
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旧

技能
評価規準の設定例
Ａ

体つくり運動

Ｂ

新

旧

・多様な動きをつくる運動
遊びでは、体のバランスを
とったり移動をしたりする
動きや用具を操作したり力
試しをしたりする動きがで
きる。

（Ａ

小学校
１・２年

・多様な動きをつくる運動
では、体のバランスや移
動、用具の操作、力試しの
動きとともに、それらを組
み合わせた動きができる。

器械運動

新

Ｃ
旧

陸上競技

新

旧

（水遊び）

（ゲーム）

（Ｂ

・走の運動遊びでは、いろ
いろな方向に走ったり、低
い障害物を走り越えたりす
ることなどができる。

・水に慣れる遊びでは、水
につかったり移動したりす
ることなどができる。

・ボールゲームでは、的に
当てるゲームや攻めと守り
のあるゲームにおいて、簡
単なボール操作やボールを
持たないときの動きができ
る。

・ボールゲームでは、いろ
いろなボールで、ボールを
つく、転がす、投げる、当
てる、捕らえる、蹴る、止
めるなどをして、易しい遊
び方でゲームができる。

・水遊びでは、水中を歩い
たり、走ったりすることや
水に顔をつけたり、水中で
目を開けたり、息を吐いた
り、水に浮いたりすること
ができる。

・鉄棒を使った運動遊びで
は、支持しての上がり下
り、ぶら下がりや易しい回
転などができる。
・跳び箱を使った運動遊び
では、跳び乗りや跳び下
り、手を着いてのまたぎ乗
りや跳び乗りなどができ
る。

・跳の運動遊びでは、前方
や上方に跳んだり、連続し
て跳んだりすることなどが
できる。

（Ａ

・マット運動では、自分の （４学年）
力に合った基本的な回転技
・マット運動、鉄棒運動に
や倒立技ができる。
ついては、自分の力に合っ
た新しい技に取り組んだ
り、今できる技を繰り返し
たり組み合わせたりするこ
・鉄棒運動では、自分の力 とができる。
に合った基本的な上がり技
や支持回転技、下り技がで
きる。

（走・跳の運動）

（浮く・泳ぐ運動）

・かけっこ・リレーでは、
調子よく走ることができ
る。

・浮く運動では、いろいろ ・クロールについて、呼吸 ・ゴール型ゲームでは、易 ・バスケットボール型ゲー
な浮き方やけ伸びをするこ をしながらある程度続けて しいゲームにおいて、基本 ム、サッカー型ゲームで
泳ぐことができる。
的なボール操作やボールを は、空いているところに動
とができる。
持たないときの動きができ いてパスをしたり、ドリブ
ルをしたり、シュートをし
る。
・泳ぐ運動では、補助具を ・平泳ぎについて、呼吸を ・ネット型ゲームでは、易 たりするなどの簡単な技能
を身に付けてゲームができ
使ってのキックやストロー しながらある程度続けて泳 しいゲームにおいて、ラ
ク、呼吸をしながらの初歩 ぐことができる。
リーを続けたり、ボールを る。
的な泳ぎができる。
つないだりするための動き
ができる。
・ベースボール型ゲームで ・ベースボール型ゲームで
は、ボールを打ったり、
は、易しいゲームにおい
て、蹴る、打つ、捕る、投 捕ったり、投げたりするな
げるなどの動きができる。 どの簡単な技能を身に付け
てゲームができる。

・用具を操作する運動で
は、なわ、輪などの各種の
用具を素早く操作したり、
用具の動きに合わせて自分
の体をいろいろに動かした
りすることができる。

小学校
３・４年

新

旧

球技

（走・跳の運動遊び）

基本の運動）

旧

Ｅ

水泳

（器械・器具を使っての運
動遊び）
・器械・器具を使っての運 ・固定施設を使った運動遊
動遊びでは、鉄棒、平均
びでは、登り下りや懸垂移
台、跳び箱などを使って、 行、渡り歩きや跳び下りな
自分の体をいろいろに動か どができる。
すことができる。
・マットを使った運動遊び
では、いろいろな方向への
転がり、手で支えての体の
保持や回転などができる。

基本の運動）

新

Ｄ

・浮く・もぐる遊びでは、
水に浮いたりもぐったり、
水中で息を吐いたりするこ
となどができる。

ゲーム）

・鬼遊びでは、一定の区域
で、逃げる、追いかける、
陣地を取り合うなどの動き
ができる。
・鬼遊びでは、追いかけ
る、逃げるなどをして、易
しい遊びができる。

・小型ハードル走では、小
型ハードルを調子よく走り
越えることができる。

・浮く・泳ぐ運動では、水 ・跳び箱運動では、自分の ・跳び箱運動については、 ・幅跳びでは、短い助走か
にもぐったり浮いたり、補 力に合った基本的な支持跳 新しい技に取り組んだり、 ら調子よく踏み切って遠く
助具を使って泳いだりする び越し技ができる。
自分の力に合った技で簡単 へ跳ぶことができる。
ことができる。
な支持跳び越しができる。

（第４学年）

（ゲーム）

（Ｂ

ゲーム）

・これらの運動について技 ・高跳びでは、短い助走か
に関連した易しい運動遊び ら調子よく踏み切って高く
ができる。
跳ぶことができる。
・体力を高める運動では、
体の柔らかさ及び巧みな動
きを高めるための運動、力
強い動き及び動きを持続す
る能力を高めるための運動
のねらいに合った動きがで
きる。

小学校
５・６年

・体の柔らかさや巧みな動
き、力強い動きや動きを持
続する能力を高める運動が
できる。

・マット運動では、繰り返
したり組み合わせたりする
ための自分の力に合った安
定した基本的な回転技や倒
立技、及びその発展技がで
きる。

・マット運動及び鉄棒運動
については、自分の力に
合った今できる技や新しい
技に取り組み、できるよう
になったら、その技も加え
て繰り返したり組み合わせ
たりすることができる。

（陸上運動）

・鉄棒運動では、繰り返し
たり組み合わせたりするた
めの自分の力に合った安定
した基本的な上がり技や支
持回転技、下り技、及びそ
の発展技ができる。

・跳び箱運動については、
自分の力に合った新しい技
に取り組んだり、安定した
動作で今できる技の支持跳
び越しができる。

・ハードル走では、ハード
ルをリズミカルに走り越え
ることができる。
・走り幅跳びでは、リズミ
カルな助走から踏み切って
跳ぶことができる。

・跳び箱運動では、自分の
力に合った安定した基本的
な支持跳び越し技、及びそ
の発展技ができる。

・短距離走・リレーでは、
一定の距離を全力で走るこ
とができる。

・走り高跳びでは、リズミ
カルな助走から踏み切って
跳ぶことができる。

18

・クロールでは、手と足の ・クロールについて、呼吸 （ボール運動）
（ボール運動）
動きに呼吸を合わせなが
をしながら続けて長く泳ぐ
ら、続けて長く泳ぐことが ことができる。
・「速く走る」「高く跳
・ゴール型では、簡易化さ ・バスケットボールやサッ
ぶ」「遠くへ跳ぶ」など、 できる。
れたゲームで、攻守が入り カーでは、状況に応じたパ
それぞれの運動の特性に応
交じった攻防をするための スやドリブル、シュートな
じた技能を身に付け、ルー
ボール操作やボールを受け どの技能を身に付けてゲー
ルを定めて競争したり、自
るための動きができる。
ムができる。
分の目標記録に挑戦したり
することができる。
・平泳ぎでは、手と足の動 ・平泳ぎについて、呼吸を ・ネット型では、簡易化さ ・ソフトボールでは、状況
きに呼吸を合わせながら、 しながら続けて長く泳ぐこ れたゲームで、チームの連 に応じたバッティングや走
続けて長く泳ぐことができ とができる。
係による攻撃や守備をする 塁、捕球や送球の技能を身
る。
ための動きができる。
に付けてゲームができる。
（陸上運動）

・ベースボール型では、簡
易化されたゲームで、ボー
ルを打ち返す攻撃や隊形を
とった守備をするための動
きができる。

・ソフトバレーボールで
は、ボールを両手や片手で
操作し、相手コートの空い
ているところにボールを落
とすなど、状況に応じた技
能を身に付けてゲームがで
きる。

Ｆ
新

武道

Ｇ
旧

ダンス

新

Ｈ
旧

新

体育理論

保健
旧

新

（表現リズム遊び）
・表現遊びでは、身近な題
材の特徴をとらえ全身で踊
ることができる。
・リズム遊びでは、軽快な
リズムに乗って踊ることが
できる。

（表現運動）

（表現運動）

・表現では、身近な生活な
どの題材からその主な特徴
をとらえ、対比する動きを
組み合わせたり繰り返した
りして踊ることができる。

・表現では、身近な生活や
空想の世界などから選んだ
題材で、その主な特徴や感
じをとらえて即興的に表現
したり、表したい感じをひ
と流れの動きにして表現し
たりすることができる。

・リズムダンスでは、軽快 ・リズムダンスでは、軽快
なリズムに乗って全身で踊 なロックやサンバなどのリ
ることができる。
ズムの音楽に乗って全身で
弾んで踊ったり、友達と自
由にかかわり合ったりして
楽しく踊ることができる。

（表現運動）

（表現運動）

・表現では、いろいろな題
材から表したいイメージを
とらえ、即興的な表現や簡
単なひとまとまりの表現で
踊ることができる。

・表現では、身近な生活の
中から選んだ題材で、表し
たい感じを強調するように
動きに変化と起伏をつけた
り、簡単な群（集団）の動
きを工夫したりして表現す
ることができる。

・フォークダンスでは、踊
り方の特徴をとらえ、音楽
に合わせて簡単なステップ
や動きで踊ることができ
る。

・フォークダンスでは、地
域で伝承されてきた踊りや
世界の代表的なフォークダ
ンスを身に付け、みんなで
楽しくかかわり合って踊る
ことができる。

19

旧

Ａ 体つくり運動
新

旧
・体力を高める運動を身に
付けたり、合理的に体力を
高めたりすることができ
る。

Ｂ
新

器械運動
旧

旧

・長距離走では、ペースを
守り一定の距離を走ること
ができる。

・平均台運動では、体操系 ・ある程度できる技や新し ・ハードル走では、リズミ
やバランス系の技を組み合 く身に付けた技を組み合わ カルな走りから滑らかに
わせるための、滑らかな基 せてできる。
ハードルを越すことができ
本的な技、条件を変えた
る。
技、発展技のいずれかがで
きる。
・跳び箱運動では、切り返
・走り幅跳びでは、スピー
し系や回転系の滑らかな基
ドに乗った助走から素早く
本的な技、条件を変えた
踏み切って跳ぶことができ
技、発展技のいずれかがで
る。
きる。
・走り高跳びでは、リズミ
カルな助走から力強く踏み
切って大きな動作で跳ぶこ
とができる。
・マット運動では、回転系
・短距離走・リレーでは、
や巧技系の技で構成し演技
中間走へのつなぎを滑らか
するための、滑らかに安定
にするなどして速く走るこ
した基本的な技、条件を変
とができる。
えた技、発展技のいずれか
ができる。

中学校
３年

・各種の運動に関連する体
力及び健康に関連する体力
の向上に必要な運動を身に
付けたり、合理的に体力を
高めたりすることができ
る。

高等学校
入学年次

陸上競技

Ｄ
新

水泳
旧

Ｅ
新

球技
旧

・マット運動では、回転系 ・ある程度できる技は、同 ・短距離走・リレーでは、 ・選択した種目の特性に応 ・クロールでは、手と足、 ・選択した泳法の特性に応 ・ゴール型では、ゴール前 ・今もっている技能を発揮
や巧技系の技を組み合わせ じ技を繰り返したり、条件 滑らかな動きで速く走るこ じた技能で、練習や競技を 呼吸のバランスをとり速く じた技能で、泳ぐことがで での攻防を展開するための してゲームを行うことがで
るための、滑らかな基本的 を変えたりしてできる。
きる。
することができる。
とができる。
泳ぐことができる。
ボール操作と空間に走り込 きる。
な技、条件を変えた技、発
むなどの動きができる。
展技のいずれかができる。

・鉄棒運動では、支持系や
懸垂系の技を組み合わせる
ための、滑らかな基本的な
技、条件を変えた技、発展
技のいずれかができる。

中学校
１・２年

Ｃ
新

・平泳ぎでは、手と足、呼
吸のバランスをとり長く泳
ぐことができる。

・ネット型では、空いた場
所をめぐる攻防を展開する
ためのボールや用具の操作
と定位置に戻るなどの動き
ができる。

・自分の能力に適した技能 ・背泳ぎでは、手と足、呼 ・自分の能力に適した技能 ・ベースボール型では、攻 ・チームや自分の能力に適
について、動きのポイント 吸のバランスをとり泳ぐこ について、動きのポイント 防を展開するための基本的 した課題の練習やゲームを
を身に付け、その技能を高 とができる。
を身に付け、その技能を高 なバット操作、走塁での攻 通して集団的技能や個人的
め、競技したり記録を高め
め、続けて長く泳いだり、 撃、ボール操作、定位置で 技能を高めることができ
たりすることができる。
速く泳いだりすることがで の守備などの動きができ
る。
きる。
る。
・バタフライでは、手と
足、呼吸のバランスをとり
泳ぐことができる。

・クロールでは、手と足、
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。

・ゴール型では、ゴール前 ・相手チームに対応した作
への侵入などから攻防を展 戦でゲームができる。
開するための安定したボー
ル操作と空間を作りだすな
どの動きができる。

・鉄棒運動では、支持系や
懸垂系の技で構成し演技す
るための、滑らかに安定し
た基本的な技、条件を変え
た技、発展技のいずれかが
できる。

・長距離走では、自己に適
したペースを維持して走る
ことができる。

・平泳ぎでは、手と足、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。

・ネット型では、空いた場
所をめぐる攻防を展開する
ための役割に応じたボール
操作や安定した用具の操作
と連携した動きができる。

・平均台運動では、体操系
やバランス系の技で構成し
演技するための、滑らかに
安定した基本的な技、条件
を変えた技、発展技のいず
れかができる。

・ハードル走では、スピー
ドを維持した走りからハー
ドルを低く越すことができ
る。

・背泳ぎでは、手と足、呼
吸のバランスを保ち、安定
したペースで泳ぐことがで
きる。

・ベースボール型では、攻
防を展開するための安定し
たバット操作と走塁での攻
撃、ボール操作、連携した
守備などの動きができる。

・跳び箱運動では、切り返
し系や回転系の滑らかに安
定した基本的な技、条件を
変えた技、発展技のいずれ
かができる。

・走り幅跳びでは、スピー
ドに乗った助走から力強く
踏み切って跳ぶことができ
る。

・バタフライでは、手と
足、呼吸のバランスを保
ち、安定したペースで泳ぐ
ことができる。

・走り高跳びでは、リズミ
カルな助走から力強く踏み
切り滑らかな空間動作で跳
ぶことができる。

・複数の泳法で泳ぐこと、
又はリレーをすることがで
きる。

・自分の能力に応じた技を
身に付け高めるとともに、
できる技を繰り返して技を
安定させることができる。

・自分の能力に応じた技能
で、速く走ったり、遠くへ
(高く)跳んだり、遠くへ投
げたりすることができる。

・自分の能力に応じた泳法
で、速く泳いだり、続けて
長く泳いだりすることがで
きる。

・チームの課題や自分の能
力に応じて、選択した種目
の特性に応じた技能を身に
付け、ゲームをすることが
できる。

・できる技や新しく身に付
けた技を組み合わせて演技
をすることができる。

・選択した種目について特
徴的な動きを身に付け、競
技したり記録を高めたりす
ることができる。

・選択した泳法について特
徴的な動きを身に付けて泳
ぐことができる。

・身に付けた個人的技能や
集団的技能を高めたり、新
たに身に付けた技能で攻防
を展開したりしてゲームを
することができる。

・選択した種目に必要なス
タートや加速、助走や踏
切、構えや突き出しなどが
できる。

・速く泳いだり、続けて長
く泳いだりするために必要
なターンや加速などができ
る。

・技能の段階に応じて、相
手との攻防に合った作戦で
練習やゲームをすることが
できる。

高等学校
その次の年次以降
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Ｆ
新

武道
旧

Ｇ
新

ダンス
旧

Ｈ
新

体育理論

保健
新

旧

・柔道では、投げたり抑え ・基本動作と自分の能力に ・創作ダンスでは、多様な ・イメージにふさわしい動
たりするなどの攻防を展開 適した対人的技能で練習す テーマから表したいイメー きや体で感じたリズムなど
するための相手の動きに応 ることができる。
ジをとらえ、動きに変化を を率直に表現し、大きな動
じた基本動作から、基本と
き、リズムに乗った動きな
付けて即興的に表現した
なる技ができる。
り、変化のあるひとまとま どで感じを込めて踊った
りの表現にしたりして踊る り、みんなで動きを合わせ
る、調子を合わせるなど、
ための動きができる。
仲間とのかかわりをもって
・剣道では、打ったり受け
・フォークダンスでは、踊 踊ったりすることができ
たりするなどの攻防を展開
り方の特徴をとらえ、音楽 る。
するための相手の動きに応
に合わせて特徴的なステッ
じた基本動作から、基本と
プや動きで踊るための動き
なる技ができる。
ができる。
・相撲では、押したり寄っ ・自分の能力に適した対人 ・現代的なリズムのダンス
たりするなどの攻防を展開 的技能のうちから得意技と では、リズムの特徴をとら
するための相手の動きに応 することができる。
え、変化のある動きを組み
じた基本動作から、基本と
合わせて、リズムに乗って
なる技ができる。
全身で踊るための動きがで
きる。

・得意技で相手の動きに対
応した練習や試合をするこ
とができる。
・柔道では、相手を崩して
投げたり、抑えたりするな
どの攻防を展開するための
相手の動きの変化に応じた
基本動作から、基本となる
技、得意技、連絡技のいず
れかができる。

・創作ダンスでは、表した
いテーマにふさわしいイ
メージをとらえ、個や群
で、緩急強弱のある動きや
空間の使い方で変化を付け
て即興的に表現したり、簡
単な作品にまとめたりして
踊るための動きができる。

・剣道では、相手の構えを
崩し、しかけたり応じたり
するなどの攻防を展開する
ための相手の動きの変化に
応じた基本動作から、基本
となる技、得意技のいずれ
かができる。

・フォークダンスでは、踊
り方の特徴をとらえ、音楽
に合わせて特徴的なステッ
プや動きと組み方で踊るた
めの動きができる。

・相撲では、相手を崩し、
投げたりひねったりするな
どの攻防を展開するための
相手の動きの変化に応じた
基本動作から、基本となる
技、得意技のいずれかがで
きる。

・現代的なリズムのダンス
では、リズムの特徴をとら
え、変化とまとまりを付け
て、リズムに乗って全身で
踊るための動きができる。

・練習するときに、身に付
けた基本動作と対人的技能
で攻撃をしたり、相手の技
をかわしたりすることがで
きる。

・イメージにふさわしい動
きや体で感じたリズムなど
を素直に表現し、全身で踊
ることができる。

・自分の能力に応じて、身
に付けた得意技で練習や試
合をすることができる。

・繰り返して強調したり、
動きにめりはりを付けたり
して、感じを込めて踊るこ
とができる。

・試合で、相手の動きや技
に応じ、技をかける、防
ぐ、返すなどをすることが
できる。

・リズムの取り方、動き方
など、相手や仲間と調子を
合わせて、かかわりをもっ
て踊ることができる。
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旧

知識・理解
盛り込むべき事項
Ａ

体つくり運動

新

Ｂ
旧

器械運動

新

（Ａ

基本の運動）

（Ａ

基本の運動）

小学校
１・２年

Ｃ
旧

（器械・器具を使っての運
動遊び）

（４学年）

陸上競技

新

Ｄ
旧

水泳

新

（走・跳の運動遊び）

（水遊び）

（走・跳の運動）

（浮く・泳ぐ運動）

Ｅ
旧

（第４学年）

球技

新

旧

（ゲーム）

（Ｂ

ゲーム）

（ゲーム）

（Ｂ

ゲーム）

（ボール運動）

（ボール運動）

球技の特性や成り立ち、技
術の名称や行い方、関連し
て高まる体力、試合の行い
方を理解している。

選択した球技種目の特性や
学び方、技術の構造、合理
的な練習の仕方を理解する
とともに、競技や審判の方
法を理解し、知識を身に付
けている。

小学校
３・４年

（陸上運動）

（陸上運動）

器械運動の特性や学び方、
体つくり運動の意義と行い 体つくり運動の必要性や運 器械運動の特性や成り立
方、運動の計画の立て方な 動の行い方、心身への効果 ち、技の名称や行い方、関 技術の構造を理解するとと
どを理解している。
を理解するとともに、課題 連して高まる体力を理解し もに、練習の仕方や技ので
きばえの確かめ方を理解
に応じた体つくり運動の構 ている。
し、知識を身に付けてい
成の仕方を理解し、知識を
る。
身に付けている。

陸上競技の特性や成り立
ち、技術の名称や行い方、
関連して高まる体力を理解
している。

陸上競技の選択した種目の
特性や学び方、技術の構
造、合理的な練習の仕方な
どを理解するとともに、競
技や審判の方法を理解し、
知識を身に付けている。

運動を継続する意義、体の
構造、運動の原則などを理
解している。

技術の名称や行い方、体力
の高め方、運動観察の方法
を理解している。

小学校
５・６年

中学校
１・２年

技の名称や行い方、体力の
高め方、運動観察の方法、
発表会や競技会の仕方を理
解している。

中学校
３年

高等学校
入学年次

体つくり運動の意義や適切
な行い方、心身への効果を
理解するとともに、ねらい
に即した体つくり運動の組
み立て方を理解し、知識を
身に付けている。

器械運動の特性や技術の構
造を理解するとともに、技
の確かめ方、補助の仕方、
練習の計画的な行い方、演
技構成の仕方を理解し、知
識を身に付けている。
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水泳の特性や学び方、各泳
法の技術の構造、合理的な
練習の仕方などを理解する
とともに、競技や審判の方
法を理解している。また、
水泳の事故防止の心得を実
践的行動に結びつけて理解
し、知識を身に付けてい
る。

技術の名称や行い方、体力
の高め方、運動観察の方法
を理解している。

陸上競技の選択した種目の
特性や技術の構造、合理的
な練習方法、正しい競技方
法、競技規則や審判法及び
競技会の企画や運営の方法
を理解し、知識を身に付け
ている。

高等学校
その次の年次以降

水泳の特性や成り立ち、技
術の名称や行い方、関連し
て高まる体力を理解してい
る。

技術の名称や行い方、体力
の高め方、運動観察の方
法、試合の行い方を理解し
ている。

水泳の特性や学び方を理解
するとともに、各泳法の技
術の構造、競泳の行い方、
水泳の事故防止について理
解し、知識を身に付けてい
る。

選択した球技種目の特性に
応じた技術の構造や技能を
高めるための効果的な練習
の仕方、ルール、審判法及
び競技会の企画や運営の仕
方を理解し、知識を身に付
けている。

Ｆ

武道

新

Ｇ
旧

ダンス

新

Ｈ
旧

体育理論

新

保健
旧

新

旧

（表現リズム遊び）

武道の特性や成り立ち、伝
統的な考え方、技の名称や
行い方、関連して高まる体
力、試合の行い方を理解し
ている。

武道の選択した種目の特性
や学び方、技術の系統性・
構造、合理的な練習の仕方
を理解するとともに、試合
や審判の方法を理解し、知
識を身に付けている。

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、運動観察の方
法、試合の行い方を理解し
ている。

（表現運動）

（表現運動）

（第３学年）
（第４学年）
健康の状態、１日の生活の 体の年齢に伴う変化や個人
仕方、身の回りの環境
差、思春期の体の変化、よ
りよく発育・発達させるた
（共通）
めの生活
～について、課題の解決に
役立つ基礎的な事項を理解
している。

（第３学年）
毎日を健康に過ごすために
は、一日の生活の仕方が深
くかかわっていること、体
を清潔に保ち、生活環境を
整える必要があることを理
解し、知識を身に付けてい
る。

（第４学年）
体の発育・発達の現象や思
春期の変化を理解し、体を
よりよく発育・発達させる
ための生活の仕方を理解
し、知識を身に付けてい
る。

（表現運動）

（表現運動）

（第５学年）
（第６学年）
・心の発達、心と体の相互 病気の起こり方とその予防
の影響、不安や悩みへの対 の方法、地域の保健活動
処
・交通事故や身の回りの生
活の危険が原因となって起
こるけがの防止、けがの手
当

（第５学年）
・身近な生活におけるけが
の原因やその防止、手当に
ついて、課題解決を通して
・心の発達、心と体とのか
かわり、不安や悩みへの対
処の仕方について、
（共通）
～実践的に理解し、自分の
生活に役立つ知識を身に付
けている。

（第６学年）
病気の起こり方や予防の方
法について、実践的に理解
し、自分の生活に役立つ知
識を身に付けている。

ダンスの特性、踊りの由来
と表現の仕方、関連して高
まる体力などを理解してい
る。

ダンスの特性や学び方、歴
史を理解するとともに、発
表の仕方や鑑賞の仕方を理
解し、知識を身に付けてい
る。

ダンスの名称や用語、踊り
の特徴と表現の仕方、体力
の高め方、交流や発表の仕
方などを理解している。

選択した武道種目の特性や
学び方、技術の系統性・構
造、合理的な練習の仕方を
理解するとともに、試合や
審判の方法を理解し、知識
を身に付けている。

運動やスポーツが多様であ
ること、運動やスポーツの
意義や効果などについて理
解している。

（体育に関する知識）
運動の特性と学び方、体ほ
ぐし・体力の意義と運動の
効果について理解するとと
もに、運動の生活の中での
生かし方や、運動の心身に
わたる効果を理解し、知識
を身に付けている。

文化としてのスポーツの意
義について理解している。

ダンスの特性や学び方、文
化的背景や動きの特徴を理
解するとともに、創作の手
順や発表、鑑賞の仕方を理
解し、知識を身に付けてい
る。

社会の変化とスポーツ、運
動技能の構造と運動の学び
方、体ほぐしの意義と体力
の高め方について理解する
とともに、スポーツの必要
性や体つくり運動の実践の
効果、運動の学び方を理解
し、知識を身に付けてい
る。
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（第２学年）
・人間の健康は環境と深く
かかわって成立しており、
身体には環境に対する適応
能力があること、空気・飲
料水の衛生的管理や廃棄物
の適切な処理が必要である
ことを
・自然災害及び交通事故な
どによる傷害の発生要因や
その防止対策、応急手当の
意義や手順について、課題
（第３学年）
（第３学年）
（共通）
健康の成り立ちと疾病の発 ～について、課題の解決に ・健康の保持増進のために 解決を通して
生要因、生活行動・生活習 役立つ基礎的な事項（※及 必要な生活行動や疾病の予
慣と健康、喫煙、飲酒、薬 びそれらと生活とのかかわ 防について、
物乱用と健康、感染症の予 り）を理解している。
防、保健・医療機関や医薬
品の有効利用、個人の健康
（共通）
を守る社会の取組※
～科学的に理解し、日常生活の課題解決に役立つ知識を
身に付けている。
（第１学年）
身体機能の発達、生殖にか
かわる機能の成熟、精神機
能の発達と自己形成、欲求
やストレスへの対処と心の
健康

（第２学年）
・身体の環境に対する適応
能力や至適範囲、飲料水や
空気の衛生的管理、生活に
伴う廃棄物の衛生的管理
・交通事故や自然災害など
による傷害の発生要因やそ
れらによる傷害の防止、応
急手当※

（第１学年）
・心身の機能は生活経験な
どの影響を受けながら発達
すること、身体と精神は互
いに密接な関係にあること
を

（現代社会と健康）健康の
保持増進に必要な事柄につ
いて、健康を保持増進する
ためには、適切な生活行動
を選択すること及び環境を
改善していく努力が必要で
あることを
（生涯を通じる健康）生涯
の各段階における健康の課
題や自己管理の重要性、保
健・医療機関の活用につい
て、各段階における健康課
題や保健・医療機関の活用
などについて
（社会生活と健康）環境と
健康、環境と食品の保健、
労働と健康について、学校
や地域、労働の環境を健康
に適したものにすること、
食品の安全性を確保する必
要があることを
（共通）
～理解し、課題解決に役立
つ知識を身に付けている。

知識・理解
評価規準の設定例
Ａ

体つくり運動

Ｂ

新

旧

・

（Ａ

器械運動

新
基本の運動）

・

Ｃ
旧

陸上競技
旧

Ｅ

水泳

新

旧

球技

新

旧

（走・跳の運動遊び）

（水遊び）

（ゲーム）

（Ｂ

・

・

・

・

（４学年）

（走・跳の運動）

（浮く・泳ぐ運動）

（第４学年）

（ゲーム）

（Ｂ

・

・

・

・

・

・

・

（陸上運動）

（陸上運動）

（ボール運動）

（ボール運動）

・

・

・

・

（器械・器具を使っての運
動遊び）
・

新

Ｄ

ゲーム）

小学校
１・２年

・

（Ａ

基本の運動）

・

・

ゲーム）

小学校
３・４年

・

・

小学校
５・６年
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・

Ｆ
新

武道

Ｇ
旧

ダンス

新

Ｈ
旧

新

体育理論

保健
旧

新

旧

（表現リズム遊び）
・

（表現運動）

（表現運動）

（第３学年）

（第４学年）

（第３学年）

（第４学年）

・

・

・健康の状態は、主体の要 ・体の年齢に伴う変化や個 ・毎日を健康に過ごすため ・体の発育・発達の一般的
因や周囲の環境の要因がか 人差
に、食事、運動、休養およ な現象や思春期の体の変化
かわっていること
び睡眠の調和のとれた生活 について知っている。
を続けることを知ってい
る。
・１日の生活の仕方

・思春期の体の変化

・毎日を健康に過ごすため ・体の発育・発達、思春期
の体を清潔に保つ方法、換 の体の変化には個人差があ
気や部屋の明るさの調節の ることを知っている。
仕方を知っている。

・身の回りの環境

・体をよりよく発育・発達 ・毎日を健康に過ごすため ・体をよりよく発育・発達
させるための生活
に、学校では保健室の活動 させるための生活の仕方に
を初め様々な保健活動が行 ついて知っている。
われていることを知ってい
る。

（共通）
～について理解したことを
言ったり、書いたりしてい
る。
・

（表現運動）

（表現運動）

・

・

・

（第５学年）

（第６学年）

（第５学年）

・心の発達

・病気の起こり方

・けがの原因について、人
の行動やまわりの環境がか
かわっていることを知って
いる。

・心と体の相互の影響

・病原体がもとになって起 ・けがの原因と防ぎ方を関 ・心の状態が体に影響し、 ・病原体が主な要因と
こる病気の予防
連付けて知っている。
体の状態が心に影響を及ぼ なって起こる病気とその
すことを知っている。
予防の仕方について知っ
ている。

・不安や悩みの対処

・生活行動がかかわって起 ・簡単なけがの手当の意義 ・不安や悩みは誰でも経験
こる病気の予防
や方法について知ってい
することであり、その対処
る。
の仕方にはいろいろな方法
があることを知っている。

・交通事故や身の回りの生 ・喫煙、飲酒、薬物乱用と
活の危険が原因となって起 健康
こるけがとその防止
・けがの手当
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・地域の様々な保健活動の
取組

（第６学年）
・心は、いろいろな生活経
験を通して、年齢とともに
発達することを知ってい
る。

・病気は、病原体、体の
抵抗力、生活行動、環境
がかかわり合って起こる
ことを知っている。

・生活習慣が主な要因と
なって起こる病気や、そ
の予防の仕方、喫煙、飲
酒、薬物乱用の健康への
影響について知ってい
る。

Ａ
新

体つくり運動
旧

Ｂ
新

器械運動
旧

Ｃ
新

陸上競技
旧

Ｄ
新

水泳

・体つくり運動の意義Ａ

・体ほぐしの運動の意義と ・器械運動の特性や成り立 ・器械運動の楽しみ方や学 ・陸上競技の特性や成り立 ・選択した種目の特性や学 ・水泳の特性や成り立ちＢ
その行い方を知っている。 ちＢ
習の進め方、技の系、技
ちＢ
習の進め方及び自分の能力
群、グループの構造など
に適した課題の選び方、及 ・技術の名称や行い方Ｂ
・体つくり運動の行い方Ｂ
・技の名称や行い方Ｂ
・技術の名称や行い方Ｂ
の、技の系統性や発展性を
びそれに合わせた練習や競
知っている。
技の仕方を知っている。
・運動の計画の立て方Ａ

中学校
１・２年

・体力を高める運動の意義 ・器械運動に関連して高ま
る体力Ｂ
と高め方を知っている。

・陸上競技に関連して高ま
る体力Ｂ

旧

Ａ＝～について、理解した ・練習の仕方や場づくりの Ａ＝～について、理解した ・選択した種目のルール、
ことを言ったり書き出した 方法、練習計画の立て方、 ことを言ったり書き出した 競技や審判の方法を知って
いる。
りしている。
技のできばえの確かめ方を りしている。
知っている。
Ｂ＝～について、学習した ・体ほぐしの運動や体力を Ｂ＝～について、学習した
Ｂ＝～について、学習した
高める運動の構成の仕方や 具体例を挙げている。
具体例を挙げている。
具体例を挙げている。
活用の仕方を知っている。

球技
旧

・水泳の特性や学習の進め ・球技の特性や成り立ちＢ ・選択した種目の特性や学
方、各泳法の技術の構造、
習の進め方、集団的な技術
合理的な練習の仕方、練習 ・技術の名称や行い方Ｂ
や個人的な技術の構造、合
計画の立て方を知ってい
理的な練習の仕方、練習計
る。
画の立て方を知っている。

・関連して高まる体力Ｂ

Ａ＝～について、理解した
ことを言ったり書き出した
りしている。

Ｅ
新

・球技に関連して高まる体
力Ｂ

Ａ＝～について、理解した ・競技やルール、審判の方 ・試合の行い方Ｂ
ことを言ったり書き出した 法を知っている。
りしている。

・競技の運営やルール、審
判の方法を知っている。

Ｂ＝～について、学習した ・水泳の事故防止の心得や Ａ＝～について、理解した
練習場のルールを守るなど ことを言ったり書き出した
具体例を挙げている。
安全な行動の仕方を知って りしている。
いる。
Ｂ＝～について、学習した
具体例を挙げている。

・運動を継続する意義Ａ

・技の名称や行い方Ｂ

・技術の名称や行い方Ｂ

・技術の名称や行い方Ｂ

・技術の名称や行い方Ｂ

・運動を安全に行う上で必
要となる体の構造Ａ

・器械運動に関連した体力
の高め方Ｂ

・陸上競技に関連した体力
の高め方Ｂ

・水泳に関連した体力の高
め方Ｂ

・球技に関連した体力の高
め方Ｂ

・運動の原則があることＡ

・運動観察の方法Ａ

・運動観察の方法Ａ

・運動観察の方法Ａ

・運動観察の方法Ａ

・発表会や競技会の仕方Ｂ

中学校
３年

高等学校
入学年次

・試合の行い方Ｂ

・体ほぐしの運動、体力を
高める運動の意義Ａ

・器械運動の技の系・技
群・グループの構造、技の
系統性や発展性Ａ

・陸上競技の選択した種目
の特性や技術の構造Ａ

・水泳の特性や技術の構
造、競泳のルール、審判法
Ａ

・選択した球技種目の特性
に応じた集団的技術や個人
的技術の構造Ａ

・体ほぐしの運動の行い
方、体力を高める運動の行
い方及び体力の高め方Ｂ

・器械運動の楽しみ方や学
習の進め方、練習の仕方や
場づくりの方法、練習計画
の立て方、技のできばえの
確かめ方Ｂ
・技の特徴や運動種目ごと
の特性に合った演技構成の
仕方、発表の仕方Ｂ

・選択した種目の課題解決
のための練習方法や学習の
進め方Ｂ

・学習の進め方、各泳法の
動き方、合理的な練習の方
法や練習計画の立て方Ｂ

・技能を高めるための合理
的な練習の仕方、練習計画
の立て方Ｂ

・選択した種目のルール、
審判法Ａ

・競争の方法、作戦の立て
方Ｂ

・選択した球技種目のルー
ル、審判法Ａ

Ａ＝～について、言った
り、書き出したりしてい
る。
Ｂ＝～について、具体例を
挙げている。

・競技会の企画・運営の方
法Ｂ

・水泳の事故防止の心得や
練習場のルール、事故がお
きたときの対処Ａ
Ａ＝～について、言った
り、書き出したりしてい
る。
Ｂ＝～について、具体例を
挙げている。

・競技会の企画や運営の仕
方Ｂ

・体ほぐしの運動や体力を
高める運動のねらいに即し
た運動の多種多様な組み立
て方、活用の仕方Ｂ

Ａ＝～について、言った
り、書き出したりしてい
る。
Ｂ＝～について、具体例を
挙げている。

Ａ＝～について、言った
り、書き出したりしてい
る。
Ｂ＝～について、具体例を
挙げている。

高等学校
その次の年次以降
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Ａ＝～について、言った
り、書き出したりしてい
る。
Ｂ＝～について、具体例を
挙げている。

Ｆ
新

武道
旧

Ｇ
新

ダンス

・武道の特性や成り立ちＢ ・武道の特性や学習の進め ・ダンスの特性Ｂ
方、基本動作や対人的な技
・武道の伝統的な考え方Ａ 術の構造、自分や相手の課 ・踊りの由来Ｂ
題にあった練習や試合の仕
方、練習計画の立て方を
知っている。
・技の名称や行い方Ｂ
・表現の仕方Ｂ

旧

Ｈ
新

体育理論

・ダンスは、集団や個人で （第１学年）
踊り、表現したり交流した
りすることが楽しい運動で ・運動やスポーツの必要性
あるという特性や、学習の と楽しさ
進め方、フォークダンスの
由来を知っている。
・運動やスポーツへの多様
なかかわり方

旧

保健
新

（体育に関する知識）

（第１学年）

・運動の特性と学び方で
は、特性に応じて課題設定
の仕方や解決の仕方が異
なっていることや練習に
伴って発生しやすいけが、
スポーツ障害への対処の仕
・運動やスポーツの学び方 方、予防の方法を知ってい
る。

・武道に関連して高まる体 ・選択した種目の礼儀作
・ダンスに関連して高まる
力Ｂ
法、試合の運営やルール、 体力Ｂ
審判の方法を知っている。

旧
（第２学年）

（第１学年）

（第２学年）

・身体機能の発達

・身体の環境に対する適応 ・年齢に伴う身体の各器官 ・人間の健康は環境と深く
能力や至適範囲
の発達の傾向や性差、個人 かかわって成立しており、
差などがあることを知って 身体には環境に対する適応
能力があることを知ってい
・生殖にかかわる機能の成 ・飲料水や空気の衛生的管 いる。
る。
熟
理

（第３学年）
・健康は主体と環境から
成り立ち、疾病はそれら
の要因がかかわりあって
起こることを知ってい
る。

・精神機能の発達と自己形 ・生活に伴う廃棄物の衛生 ・思春期に起こる心身の変
成
的管理
化や思春期が生殖機能の成
熟や自己の認識が深まる重
要な時期であることを知っ
・人間の生命の維持や健康 ・健康の保持増進には、
・欲求やストレスの対処と ・交通事故や自然災害など ている。
心の健康
による傷害の発生要因
に密接なかかわりのある空 生活習慣が深くかかわっ
気・飲料水の条件について ていること、それが主な
知っている。
要因となって起こる疾病
やその予防の仕方につい
・交通事故などによる傷害 ・心の健康を保つため、心
て知っている。
の防止
身の調和を保つことの大切

・試合の行い方Ｂ

Ａ＝～について、理解した ・いろいろなダンスの、発 （第２学年）
ことを言ったり書き出した 表の仕方やよい動き、共
感、感動するなどの鑑賞の
りしている。
仕方を知っている。

Ａ＝～について、理解した
ことを言ったり書き出した
りしている。

Ｂ＝～について、学習した
具体例を挙げている。

・運動やスポーツが心身に
及ぼす効果

・武道の伝統的な考え方Ａ

・ダンスの名称や用語Ｂ

・技の名称や見取り稽古の
仕方Ｂ

・踊りの特徴と表現の仕方
Ｂ

・武道に関連した体力の高
め方Ｂ

・ダンスに関連した体力の
高め方Ｂ

さや欲求やストレスに適切
に対処する方法を知ってい
（共通）
・運動やスポーツが社会性
～について理解したことを ・自然災害による傷害の防 る。
・心身の健康を保持増進す ・喫煙、飲酒、薬物乱用
の発達に及ぼす効果
言ったり、書き出したりし 止
るため、生活に伴って生じ の健康への影響と乱用し
ている。
る廃棄物を適切に処理し、 てはいけないことを理解
環境を衛生的に保つ必要が し、知識を身に付けてい
・安全な運動やスポーツの ・体ほぐし・体力の意義と （第３学年）
・応急手当
あることを知っている。
る。
行い方
運動の効果では、手軽な運
動や律動的な運動の意義と ・健康の成り立ちと疾病の
（第３学年）
・感染症の要因とその予
行い方、体力の意義と高め 発生要因
防の方法について知って
方、運動と心身の働きとの
いる。
・現代社会におけるスポー 関係や運動の心身にわたる ・生活行動・生活習慣と健
効果を知っている。
ツの文化的意義
康

・運動観察の方法Ａ

・交流や発表の仕方Ｂ

・国際的なスポーツ大会な
どが果たす文化的な意義や
役割

・喫煙、飲酒、薬物乱用と
健康

・試合の行い方Ｂ

・運動観察の方法Ａ

・人々を結び付けるスポー
ツの文化的な働き

・感染症の予防

Ｂ＝～について、学習した
具体例を挙げている。

・自然災害や交通事故など
による傷害の発生要因や防
止対策について知ってい
る。

・保健・医療機関や医薬品
の有効利用

（共通）
～について、言ったり書き
出したりしている。

・応急手当の意義と方法に
ついて知っている。

・個人の健康を守る社会の
取組

・武道の伝統的な考え方、
武道の特性、技の系統性、
基本動作や対人的技能の構
造Ａ

・ダンスは、心身を解き放
してリズムやイメージの世
界に没入して踊ることが楽
しい運動で、仲間とかかわ
りをもって踊ったり、発表
し合ったりする楽しさや喜
びを味わうことができる運
動であるという特性Ａ

・スポーツの意義や必要
性、生涯にわたってスポー
ツとどのようにかかわって
いけばよいかＢ

・自分や相手の課題に合っ
た練習や試合の仕方、練習
計画の立て方、試合の運営
の仕方Ｂ

・フォークダンスの文化的
背景や動きの特徴Ａ

・選択した運動種目の技術
や戦術、規則などが歴史
的・文化的に変化している
ことＡ

・選択した種目の礼儀作
法、ルール、審判法Ａ

・いろいろなダンスの学習
の進め方、発表の仕方、相
手のよさを見分けたり感じ
取ったりする発表交流会の
行い方、共感、感動するな
どの鑑賞の仕方Ｂ

・運動技能の構造と学び
方、運動実践のための目標
設定や課題の把握、練習計
画の立案、成果の確認方法
等Ｂ

Ａ＝～について、言った
り、書き出したりしてい
る。
Ｂ＝～について、具体例を
挙げている。

Ａ＝～について、言った
り、書き出したりしてい
る。
Ｂ＝～について、具体例を
挙げている。

・体ほぐしの運動の意義Ａ
・体ほぐしの運動の行い方
Ｂ
・体力の向上を図る運動の
構成や運動プログラムを作
成・修正する方法Ｂ
Ａ＝～について、言った
り、書き出したりしてい
る。
Ｂ＝～について、具体例を
挙げている。
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（共通）
・～について、具体例を挙
げている。
・～について、学習した内
容を、言ったり、書き出し
たりしている。

・個人の健康と集団の健
康は密接な関係があるこ
と、健康を保持増進する
ためには、保健・医療機
関の有効な利用が必要で
あることを知っている。

