
 

 

第２学年保健体育科学習指導案 

 

日 時：平成 28年◯月◯日（◯）第◯校時  

対 象：第２学年 女子◯名 

学校名：東京都立◯◯高等学校 

場 所：グラウンド 

 

１ 単元名  陸上競技 「長距離走」 

 

２ 単元の目標 

(１) 長距離走について、記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい、ペースの変化に対応するなど

して走り、長距離走特有の技能を高めることができるようにする。 

(２) 長距離走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、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ができるようにする。 

(３) 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し、自己

や仲間の課題に応じた運動を継続するための取り組み方を工夫できるようにする。 

 

３ 単元の評価規準 

 

 

 

          ア 

関心・意欲・態度 

イ 

思考・判断 

ウ 

運動の技能 

エ 

知識・理解 

単元の 
評価規準 

陸上競技(長距離走)の楽しさ

や喜びを深く味わうことがで

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、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、合意形成

に貢献しようとすることなど

や、健康・安全を確保して、学

習に主体的に取り組もうとし

ている。 

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

に応じた陸上競技(長距

離走)を継続するための

取り組み方を工夫してい

る。 

陸上競技(長距離

走)の特性に応じ

た、長距離走特有

の技能を高めて、

身に付けている。 

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

方などを理解してい

る。 

学習活動
に即した 
評価規準 

①陸上競技(長距離走)の学習

に主体的に取り組もうとして

いる。 

②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。 

③役割を積極的に引き受け、自

己の責任を果たそうとしてい

る。 

④合意形成に貢献しようとし

ている。 

⑤健康・安全を確保している。 

①これまでの学習を踏ま

えて、自己や仲間の挑戦

する課題を設定してい

る。 

②課題解決の過程を踏ま

えて、自己や仲間の課題

を見直している。 

③グループで活動する場

面で、状況に応じた自己

や仲間の役割を見付けて

いる。 

④陸上競技(長距離走)を

生涯にわたって楽しむた

めの自己に適した関わり

方を見付けている。 

①ペースの変化に

対応するなどして

走ることができ

る。 

②上下動の少ない

動きで、リラック

スしてリズミカル

に走ることができ

る。 

①技術の名称や行い方

について、学習した具

体例を挙げている。 

②長距離走に関連した

体力の高め方につい

て、学習した具体例を

挙げている。 

③課題解決の方法につ

いて、理解したことを

言ったり、書き出した

りしている。 

④競技会の仕方や運営

方法について、学習し

た具体例を挙げてい

る。 

観点 

評価 
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４ 指導観 

 (１)単元観 

  陸上競技は、「走る」「跳ぶ」「投げる」などの運動で構成され、日常生活に密着した人間の基礎的・

基本的運動を競技化したものであるため、誰でもどこでもできるスポーツである。また、それぞれの

種目において要求される動作を全力で取り組み、記録に挑戦したり、相手と競争したりする楽しさや

喜びを味わうことのできる個人的な運動であり、発育促進や心肺機能の維持、ストレス解消など効果

が期待できる。そのため、年齢や体力レベルに応じた健康づくり、体力づくりに適しており、生涯に

わたって楽しむことができる。 

高等学校では、これまでの学習を踏まえて、「各種目特有の技能を高めること」ができるようにす

ることが求められる。したがって、記録の向上や競争の楽しさや喜びを深く味わい、陸上競技の学習

に主体的に取り組むことができるようにするとともに、合理的な運動の技能を身に付け、個人のもっ

ている体力や運動能力をそれぞれの種目で十分に活かしていくことが大切である。そのためには、バ

イオメカニクスなどのスポーツ科学の視点から陸上競技を見たり、考えたり、実践していくことも有

効である。 

長距離走では、入学年次に「自己に適したペースを維持して走ること」をねらいとしており、自己

の技能や体力を把握して適切なペースを設定し、そのペースに応じたスピードを維持することが求め

られる。その次の年次以降は「ペースの変化に対応するなどして走ること」をねらいとしており、自

ら変化のあるペースを設定して走ったり、仲間のペースの変化に応じて走ったりすることが求められ

る。長距離走特有の技能としては、上下動の少ないリラックスしたフォームやリズミカルに走ること、

効果的な呼吸法をすること、適切なペースで走ることなどが挙げられ、それらの技能を高めることで

タイムを短縮したり、競争したりする長距離走の特性や魅力を深く味わえるようにすることが重要で

ある。 

しかし、個人の能力やもっている体力、運動能力の水準が記録に反映されやすく、運動が苦手な生

徒にとっては、興味・関心・意欲や達成感を得にくい運動種目である。そのため、段階的にいろいろ

な走り方を経験していく中で、距離に応じた自分のペースを見付けて、歩かずに走り続ける意識をも

たせる工夫を授業に取り入れることが重要である。 

加えて、個人で取り組む場面が多い運動種目のため、連携・協力・コミュニケーションが意識され

にくいスポーツである。そのため、自己の役割を果たし、協力して教え合ったり励まし合ったりしな

がらチームワークを発揮するといった、社会生活に必要な態度の育成ができるような活動を取り入れ

る必要性がある。 

なお、運動種目を取り上げる際は、学習の最終段階であることを踏まえて、卒業後も継続できるよ

う生涯スポーツの場面で運用される一般的ルールやトレーニング方法などを取り上げるようにする。 

 

(２) 教材観「教材の活用について」 

  学習指導要領では、小学校から高等学校までの１２年間を見通して、指導内容の明確化、体系化が

図られている。そのため、第１学年との接続を踏まえて、学習内容を特定していく。さらに、中学校

第３学年から領域選択が始まり、運動経験などに違いが生じることを踏まえ、既習状況の把握を十分

に行い、教材化していく。 

また、「ペースの変化に対応するなどして走ること」をねらいとしているため、自己や仲間の能力

に応じたペース設定を考えて、記録を向上させたり、勝敗を競う楽しさや喜びを深く味わったりでき

るようにする。その際、呼吸方法やストライド、腕振りなどの状況に応じた体の動きに着目させ学習

に取り組ませることが大切である。また、長距離走は幅広い年齢層で取り組まれている人気種目であ

るため、卒業後も継続して取り組むことができるように、ただ長い距離を走るのではなく、トレーニ
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ング方法や栄養管理などの知識、大会運営や企画、ルールの立案等を工夫し考えさせることも重要視

する。 

 

５ 年間指導計画における位置付け(第２学年３単位) 

＜科目 『体育』 年間指導計画＞ 

 １学期 ２学期 ３学期 

必
履
修 

第１学年 

(３単位) 

男子 体つくり運動 

陸上競技 

水泳 

球技(サッカー) 
陸上競技 

(長距離走) 

体つくり運動 
球技(バレーボール) 球技(バレーボール) 

武道(柔道・剣道) 武道(柔道・剣道) 体育理論 

女子 体つくり運動 

器械運動(マット運動) 

水泳 

球技(バドミントン) 
陸上競技 

(長距離走) 

体つくり運動 
陸上競技 球技(ハンドボール) 

球技(バレーボール) 球技(バレーボール) 体育理論 

 

第２学年 

(３単位) 

男子 体つくり運動 

陸上競技 

水泳 

球技(サッカー) 
陸上競技 

(長距離走) 

体つくり運動 
球技(バスケットボール) 球技(バドミントン) 

武道(柔道・剣道) 武道(柔道・剣道) 体育理論 

女子 体つくり運動 

球技(バスケットボール) 

水泳 

球技(バドミントン) 
陸上競技 

(長距離走) 

体つくり運動 
陸上競技 球技(サッカー) 

ダンス(現代的なリズム) ダンス(創作) 体育理論 

第３学年 

(２単位) 

男子 

女子 
体つくり運動 種目選択 水泳 種目選択 

選
択 

第３学年 

(２単位) 

男子 

女子 
各種運動の応用技能を習得し、発展的な内容のゲームを行う 

※第 3学年の「体育理論」に関しては、年度初め及び年度中に実施する 

 ・教育課程(体育)の単位数は、必履修として第１学年３単位、第２学年３単位、第３学年２単位をと

し、第３学年に必修選択科目として、科目「体育」２時間１講座を設置している。 

・第１、２学年の２月にマラソン大会を実施している。 

 
６ 単元の指導計画と評価計画 （８時間扱い） 

 ねらい 学習内容・学習活動 評価規準(評価方法) 

第１時 

第２時 

学習を確認し、単

元の見通しをも

つ。 

 

 

長距離走の基本

的な動作と自分

のペースを身に

付ける。 

活動Ⅰ オリエンテーションを通して学習の進め方を知る。 

 ●第１学年で行った学習内容を振り返る。 

 ●学習のねらい、授業の進め方、準備の仕方を理解し実行

する。 

 ●長距離走の基本的な知識とフォームを理解する。 

活動Ⅱ 基本的なフォームと自己に適したペース設定を身に

付ける。 

 ●呼吸法や腕振り、足の動きについて理解し実行する。 

●自分に合ったペース設定を理解し実行する。 

 ・腕振り動作、ランニングフォームの確認と実行 

 ・呼吸法と走りのリズムの確認と実行 

  ・ペース走による自分に適したペースの設定 

アー①(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

イー①(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

ウー②(授業中の取り組みを観察、映像資料) 

 

エー①(授業中の発言、学習カード) 

第３時 

(本時) 

第４時 

第５時 

自己に適したペ

ースを維持して

走ることができ

るようにする。 

 

設定されたペー

活動Ⅰ 自己に適したペース設定を維持して走る。 

 ●自己のペースの確認をし、そのペースを維持して走る 

  ・ペース設定ごとのグループで集団走(2500m) 

 ●設定ペースの善し悪しを判断し、改善する。 

  ・脈拍の測定をして、ペース設定が正しかったか確認 

活動Ⅱ ペースの変化に対応して走る。 

ア－③(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

ア－⑤(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

イ－②(授業中の取り組みを観察、学習カード) 
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スの変化に対応

して走ることが

できるようにす

る。 

 

自己の記録を向

上させることが

できるようにす

る。 

 ●ペース設定ごとのグループで、指定されたペースの変化

に対応して集団走をする。 

  ・500mごとのペース変化走(2000m) 

 ●他グループのメンバーからの自己の課題に対するアドバ

イスを聞き改善する。 

活動Ⅲ ペースを維持することやペースの変化に対応するこ

とで、記録の向上を目指す。 

 ●ペース設定ごとのグループで、タイムトライアルを行う。 

  ・3000mタイムトライアル 

 ●グループで課題を話し合い、自己の改善につなげる。 

ウ－①(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

エ－③(授業中の発言、学習カード) 

第６時 

第７時 

第８時 

集団や仲間のペ

ースの変化に対

応して走ること

ができるように

する。 

 

自己やグループ

の課題を見付け

て、解決する。 

 

自己やチームの

記録を向上させ

ることができる

ようにする。 

活動Ⅰ 集団や仲間のペースの変化に対応して走る。 

 ●ペース設定が異なる「チーム」で集団走を行い、競う。 

  ・3000m走で、チームの平均タイムを競う。 

 ●個人やチームで作戦や戦術を考えて実行する。 

 ●課題を話し合い改善する。 

 

活動Ⅱ 集団や仲間のペースの変化に対応して走る。 

 ●ペース設定が異なる「チーム」で集団走を行い、競う。 

  ・20分間走で、チームの合計周回数を競う。 

 ●個人やチームで作戦や戦術を考えて実行する。 

 ●課題を話し合い改善する。 

活動Ⅲ 学習のまとめとして、記録の向上を目指す。 

 ●全体でタイムトライアルを行う。 

  ・3000m走でチームの合計タイムを競う。 

 ●個人やチームで作戦や戦術を考えて実行する。 

 ●課題を話し合い、マラソン大会にどうつなげるか話し合

う。 

ア－②(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

ア－④(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

イ－③(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

イ－④(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

エ－②(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

エ－④(授業中の取り組みを観察、学習カード) 

 

７ 指導に当たって 

授業の振り返りや言語活動の充実を図るための「長距離走記録カード(学習カード)」を作成し、記録

やデータ収集・分析状況を把握する。その際、主運動の時間削減とならないよう、記入場所や内容、

量を工夫する。 

安全面には細心の注意を払い、グラウンドの整備、ショートカット防止、AED の設置場所の確認、養

護教諭との連携や協力を徹底する。 

・新体力テストの１０００ｍの測定結果を基に、チームや設定タイムのグループを分けることで、集団

やグループでペースを維持しながら走ることを意識させる。また、その中で生徒間のアドバイスなど

の作業を通して、チームにおける自己の役割を自覚させる。 

・ＩＣＴを用いた映像資料を積極的に活用し、チームの課題や自己の能力に応じた課題の解決を目指し

て、技能の改善や工夫をすることができるようにする。 

・ＩＣＴ機器を活用した授業を展開し、学習意欲を高めるようにするとともに、より分かりやすい資料

や情報を提示することで、資料から情報を読み取り、活用する能力を高める。 

・グループ内での意見交換やアドバイスを行うことで言語能力やコミュニケーション能力の向上を図る。 

 

８ 本時(全８時間中の３時間目) 

（１）本時の目標 

○仲間が適したペースを維持して走ることができているかアドバイスすることができる。 

○自己や仲間のペースや脈拍を正しく測定し、記録を記入することができる。 
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（２）本時の展開 

時 

間 
学習内容・活動 指導上の留意点 

評価規準 

(評価方法) 

導
入(

７
分) 

①集合・整列・挨拶をする。 

 

②出欠確認及び健康状態の確認を行う。 

 

③準備運動を体育委員の号令で行う。 

 

④本時の活動内容とねらいを確認する。 

 

 

 

 

 

 

○生徒の出欠状況、健康状態を確認する。 

○素早く集合・整列させ、点呼や準備運動を行う。 

○見学者は防寒をさせ、記録の測定や記入を行う。 

 

○怪我の無いように、特に使用する部位(脚部、股関

節周辺)を入念にストレッチさせる。 

○前回の活動内容を振り返りながら、本時の活動内

容とねらいを理解させる。 

○授業のルールを確認し、本時で注意すべき点を理

解させる。 

 

展
開
①(

８
分) 

⑤ウォーミングアップとペースの確認を行う。 

 ・250ｍコース１周 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥グループ設定の確認と、自分のペース設定を

確認し、チーム内での役割分担を決定する。 

＊チーム内でタイム測定、周回数測定をするペ

アを決めて測定する。 

   グループ設定の意義の確認と理解 

   各グループの特徴に応じた目標設定 

○体温を上昇させ、体の各機能を向上させるように

する。 

○前時で確認した、自己に適したペースに体を慣れ

させるようにする。 

○指導者は努力を要する生徒に適宜、指導・助言を

行う。 

 

 

 

 

 

 

○グループ設定や各自のペース設定を確認し、本時

の目標を明確にさせる。 

○本時の各グループや個人の目標を設定させること

で、課題意識をもって活動に取り組ませるように

する。 

○チーム内で役割を分担し、与えられた役割と責任

を果たすことを意識させる。 

 

展
開
②(

２
８
分) 

⑦グループ別集団走：Ａグループ(2500ｍ) 

＊設定タイムごとのグループに分かれて集団走

を行い、各自また、チームの課題を見付け改

善策をアドバイスし合う。 

＊チーム内のペアは周回数とタイムを１周ごと

に記録し学習カードに記入する。 

＊脈を測定し、設定タイムが自己に適している

かを確認する。 

 

⑧グループ別集団走：Ｂグループ(2500ｍ) 

＊設定タイムごとのグループに分かれて集団走

を行い、各自また、チームの課題を見付け改

善策をアドバイスし合う。 

＊チーム内のペアは周回数とタイムを１周ごと

に記録し学習カードに記入する。 

＊脈を測定し、設定タイムが自己に適している

かを確認する。 

 

 

⑨各チームで本時のまとめ、学習カードへの記

入を行う。 

○チーム内で積極的にコミュニケーションを取りな

がら活動が行われるように声掛けを行う。 

○課題を発見しやすいように、授業のねらいを常に

確認させるように声掛けを行う。 

○努力を要する生徒に適宜指導・助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○脈を測定することで、自分で設定した運動強度や

ペースが、自己に適しているかを判断させて、修

正・改善させる。 

○チームごとに本時の反省や次時への課題などを話

し合わせ、学習カードにまとめさせる。 

○各チームのミーティングを周り、課題を正しく把

握できているか確認する。 

イ③グループで活

躍する場面で、状

況に応じた自己や

仲間の役割を見つ

けている。 

ねらいⅠ：自分に適したペースを維持して走る 

ねらいⅡ：活動を通して、自己や仲間の課題を見直し改善する 

＜努力を要する生徒への手だて(技能)＞ 

ペース設定が苦手な生徒に対して、個別にストッ

プウォッチを渡し、ペースが分かるようにする。 

＜努力を要する生徒への手だて(話し合い)＞ 

・課題発見のきっかけとなるポイントやヒントを与

える。 

・改善点のみではなく、よい点の指摘もできるよう

にし、気付いたことを発言、記述しやすくする。 

・長距離走が得意なＡグループの生徒中心にお互い

でアドバイスをし合うように指導する。 

スタート・ゴール 

係生徒待機場所 
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ま
と
め(

７
分) 

⑩整理運動を全体で行う。 

 

⑪全体で本時のまとめを行う。 

＊本時のねらいを振り返りながら、自分のチー

ムの活動を振り返り、代表が発表する。 

 

⑫次時の確認、注意点を確認する。 

 

⑬集合・整列・挨拶を行う。 

 

⑭全体で片付けを行う。 

○主に使用した部位の運動・ストレッチを行わせる。 

 

○本時のねらいを再確認し、生徒の発言から達成度

を把握する。 

 

 

○次時の内容を確認し、今後の授業への展望をもた

せる。 

○素早く集合・整列させ、挨拶を行う。 

○生徒の健康状態を把握する。 

○全体で素早く協力して片付けを行わせる。 

 


