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高等学校 第２学年 保健体育科 学習指導案 

 

 

日 時 平成 29年○月○日（○）第○校時 

対 象 第２学年○組 

男子○○名 

学校名 都立○○中等教育学校（後期課程） 

授業者 ○○○○ 

 

 

１ 単元名 球技 ゴール型 「バスケットボール」 

 

２ 単元の目標 

（１） 勝敗を競う楽しさや喜びを味わい、作戦や状況に応じた技能や仲間と連携した動きを高めてゲームが展

開できるようにする。 

バスケットボールでは、状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの連携した動きによって空間への

侵入などから攻防を展開できるようにする。 

（２） 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、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チームや自己の

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 

球技の楽しさや喜びを深く味

わうことができるよう、フェ

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。 

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。 

球技の特性に応じ

て、ゲームを展開

するための作戦に

応じた技能や仲間

と連携した動きを

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、試合の行い方を理

解している。 

 



2 

学
習
活
動
に
即
し
た 

具
体
的
な
評
価
規
準 

①学習に主体的に取り組もう

としている。 

②互いに助け合い教え合おう

としている。 

③作戦などについての話し合

いに貢献しようとしてい

る。 

④健康・安全を確保している。 

①チームの仲間の技術的

な課題や有効な練習方

法の選択について指摘

している。 

②課題解決の過程を踏ま

えて、取り組んできた

チームや自己の目標と

成果を検証し、課題を

見直している。 

① 空間への侵入

などから攻防

を展開するた

めの状況に応

じたボール操

作と空間を埋

めるなどの動

きができる。 

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試合の行い方について

学習した具体例を挙げ

ている。 

 

４ 指導観 

 （１）単元観 

バスケットボールはゴール型のスポーツに分類され、パスやドリブルでボールを進め、相手ゴールに

シュートしたり、相手のシュートを防いだりして勝敗を争うところに楽しさがある運動である。仲間と

連携してゴール前の空間を使ったり、ゴール前の空間を作りだしたり攻防を展開するといったボールを

持たないときの動きからも楽しさを味わうことができる運動である。 

しかし、生徒がボールの扱い方（パス・ドリブル）やシュートなどの基本的な技術を十分に身に付け

ていないと、積極的なプレーにならない場合がある。そのため、基本的な技術を習得するための反復練

習を重視するとともに、バスケットボールの楽しさを体験させ、ゲームなどで積極的なプレーができる

ようにしていきたい。 

 （２）教材観 

     本校のメインアリーナにはバスケットゴールが六つあるので、３グループがそれぞれゴール一つを使

用して活動することができる。しかし、それぞれの距離が近いので、接触などの事故が起こらないよう

に注意喚起をしていきたい。また、説明を聞いているときにもボールを地面につく生徒がいると、説明

を聞くことの妨げになってしまうので、説明を聞く際はボールをつかないなどのルールを徹底させる。

安全面に関しては、突き指や接触による転倒などによるけがが予想されるので、準備運動を十分に行う

ことや、声掛けをしっかり行い注意喚起をしていきたい。 

      

５ 単元の指導計画と評価計画（全６回） ※１回 ５０分×２コマ 

 ねらい 学習内容・学習活動 評価規準・方法 

第１時 

ボールコントロール

ができるとともに、

様々なシュートを打

てるようにしよう。 

・様々なボールタッチをしてボールに慣れ

る。 

・グループに分かれてシュート練習をする。 

イ－①（活動の観察・学習カード） 

エ－①（活動の観察） 

 

第２時 

マンツーマンＤＦを

学び、試合で生かして

みよう。 

・ＤＦの基礎を学び、それをマンツーマン

ＤＦにつなげていく。 

・マンツーマンＤＦをオールコートで行う

のか、自陣側のコートのみで行うのかを

グループで考え、試合に反映する。 

ア－①（活動の観察） 

イ－①（活動の観察・学習カード） 

 

第３時 
速攻などの攻撃方法

を学び、試合で生かし

・速攻の方法を学ぶ。 

・ボールを持っていない人がどのように空

ア－③（活動の観察） 

イ－②（活動の観察・学習カード） 
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てみよう。 間を作り、速攻につなげるかを学び、実

際のゲームで生かす。 

ウ－①（観察） 

第４時 

ゾーンＤＦを学び、試

合で生かしてみよう。

① 

・ゾーンＤＦを学び、グループの特性を考

慮したフォーメーションを考え、試合に

反映する。 

ア－②（活動の観察） 

イ－①（活動の観察・学習カード） 

第５時 

（本時） 

ゾーンＤＦを学び、試

合で生かしてみよう。

② 

・前回学んだゾーンＤＦを基に試合を行い、

自分たちの動きを再度確認して、更に効

果的なフォーメーションを考え、実践す

る。 

ア－③（活動の観察） 

イ－②（活動の観察・学習カード） 

第６時 

自分たちのチームの

作戦（フォーメーショ

ン、ＤＦ方法）を考え、

ゲームで生かしてみ

よう。 

・これまで学んできたことを生かし、各グ

ループに合ったＤＦ方法やフォーメーシ

ョンを決めて試合を行う。 

・リーグ戦を行い、運営などを自分たちで

行う。 

ア－④（活動の観察） 

イ－②（活動の観察・学習カード） 

エ－②（活動の観察） 

＊ＤＦとは、ディフェンスのことである。 

６ 指導に当たって 

グループをつくる際は１グループ５～６名とし、身体能力などのバランスを考慮し、グループ活動が活発

になるように工夫をしていく。また、学習カードを各グループ活動で使用し、グループごとのテーマを意識

して練習・試合が行えるようにする。さらに、１回が５０分×２の授業なので、前半の５０分は「ねらい」

を基にしたグループ主体の練習時間に当て、後半の５０分は試合を中心に行い、前半で練習したことが、実

際にゲームの中で生かせているかを確認していきたい。加えて毎時のウォーミングアップ＆スキルテストと

してゴール下からのシュートを３０秒で何本入るかを測定する。本時ではゲームの様子を撮影し、直後に観

ることによって、自分たちのチームの課題を再発見し、更に良いフォーメーションなどを考えられるように

していきたい。 

 

７ 本時（全 6時中の第 5時） 

（１）本時の目標 

ア 作戦などについての話合いに貢献することができるようにする。 

イ ゾーンＤＦについて、取り組んできたチームの目標と成果及び個人の目標と成果を検証し、課題を見直

すことができるようにする。 

（２）本時の展開（５０×２の前半の１コマ） 

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 

・本時の学習内容確認、課題の説明 

・準備運動、ドリブル３周 

・本時の学習内容、学習目標「ゾーンディフェンス」と

グループ学習について説明をする。 

・準備運動は全体で声出しができるように指導する。 
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展
開 

■六か所に分かれて、ゴール下シュー

トのスキルテストを行う。 

【スキルテスト：３０秒で何本決める

ことができるか】 

それぞれの本数はグループメンバー

がカウントして、学習カードに記入を

する。 

■ゾーンＤＦの説明を聞く。 

 

 

 

■チームごとにゾーンＤＦの確認を

行い、練習を行う。（７分） 

 

 

 

■簡易ゲーム（４分×３） 

・速攻は禁止して実施する。 

・ゾーンＤＦを意識する。 

・空いているチームは審判を行い、１

人がギャラリーから試合の様子を

撮影する。 

・試合後、録画した試合を観て、自分

たちの考えたゾーンＤＦが機能し

ているかなどの課題を再度確認し

て、次の試合に生かす。 

・話合いの中で出てきた意見や、改善

点などは学習カードにまとめる。 

 

■スキルテスト 

六か所、同時に行う。３０秒を測定し、回数をカード

へ記入させる。シュートに関しての助言などはせずに、

速やかに測定できるように促す。ゴール下のシュート

に関しては左右どちらからシュートしてもよいものと

する。 

 

■前時の授業の復習を含めて、再度ゾーンＤＦについて

の説明をするとともに、ホワイトボードを使用して、

フォーメーションやポジションを決める際の注意事項

を説明する。 

■学習カードを基にフォーメーションやポジションを決

め、簡単な練習を行わせる。１チーム５～６人しかい

ないため、２対３（もしくは２対４）で行わせる。各

チームの動き、様子を見ながら助言をしていく。 

 

■簡易ゲーム 

・効果的なゾーンＤＦが行えているかを確認するための

簡易ゲームなので、速攻を禁止して、攻撃に失敗した

ら、まず自分のコートに戻り、作戦どおりのフォーメ

ーションでゾーンＤＦが行えるように心掛けさせる。 

・ギャラリーからゲームの様子を撮影させることによっ

て、コート全体を上から観たときに自分たちのフォー

メーションがどのように機能して、またどのような場

面から崩されてしまうのかを発見させ、次の試合に向

けて改善をさせる。 

・振り返り及び反省・改善に関しては学習カードを基に

チーム全体で話し合うように指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア‐③ 

作戦などに

ついての話

し合いに貢

献しようと

している。 

（観察） 

イ‐② 

ゾーン DF に

ついて、取り

組んできた

チームや自

己の目標と

成果を検証

し、課題を見

直している。 

（観察・学習

カード） 

ま
と
め 

・整理運動 

・まとめ、反省 

・けがの有無確認 

・次回の予告 

 

■何人かの生徒に実際に自分たちのフォーメーションな

どを映像で観てみて、どのようなことを感じたかを発

表させる。 

■本時で得た、新しい課題を基に６時間目のゲームでは

その課題解決を目標にゲームを行わせる。 

 

 

 


