
単元の評価規準

単元名：サッカー（２１時間） 対象学年：第３学年

単元の目標

(1) ・チームにおける各自の役割を自覚して行動し、責任を果たすとともに、仲間と協力しなが

ら楽しんでゲームができる。

・勝敗やプレーに対して公正な態度をとることができる。

・活動場所や用具、仲間の安全・健康に留意して練習やゲームに取り組むことができる。

(2) ・自分やチームの能力に応じた課題を設定するとともに、課題に対して適切な練習方法を工

夫することができる。

・自チームや相手チームを分析し、適切な戦術やシステムを選択してゲームができる。

(3) ・個人的技能やチームの戦術に応じた技能を高め、ゲームに生かすことができる。

(4) ・サッカーのルールや審判法、戦術について理解し、書き出したり説明することができる。

関心・意欲・態度 思考・判断 運動の技能 知識・理解

サッカーの特性に関 自チームや他チーム 選択した戦術やシス サッカーのルールや

単 心をもち、チームの の分析を行い、適切 テムに応じた個人的 審判法を理解すると

元 一員としての責任や な戦術やシステムを 技能を高めることが ともに、分析や戦術

の 役割を果たす。また 選択する。また、ゲ できる。また、身に 選択の方法、効果的

評 自分や仲間の健康・ ームで見つけた課題 付けた技能をゲーム な練習計画の立て方

価 安全に気を配るとと を解決するために練 で発揮することがで を理解し、知識を身

規 もに、プレーに対し 習を工夫し、ゲーム きる。 に付けている。

準 て公正な態度をとろ で発揮しようと試み

うとする。 ている。

①サッカーに関心を ①メンバーの特性を ①攻撃・守備におけ ①サッカーの特性や

具 もつとともに、準 適切に分析する。 る基本的な技能を 楽しみ方を知って

体 備や片づけ、審判 ②チームの課題を適 身に付けている。 いる。

の などの役割を積極 切に見つけだし、 ②戦術・作戦に応じ ②ルールや審判法を

評 的に果たす。 練習の仕方を工夫 た個人的技能を身 理解している。

価 ②仲間からの助言を する。 に付けている。 ③自チーム及び相手

規 素直に受け入れ、 ③相手チームを分析 ③選択した戦術・作 チームの分析方法

準 安全に留意しなが し、チームの能力 戦に応じた技能を を理解している。

ら取り組む。 に応じた戦術・作 ゲームで発揮する ④分析した情報を練

③チームの課題解決 戦を立てようとす ことができる。 習方法やゲームに

のため積極的に意 る。 生かす手だてを知

見を出す。 ④自チームの戦術・ っている。

⑤ゲームでのマナーを④個人やチームの能 作戦をゲームで発

理解している。力に応じた戦術・ 揮できるよう試み

作戦でゲームを行 ている。

い、楽しさや喜び ⑤練習やゲームの結

を深く味わう。 果を受け入れ、自

⑤プレーやジャッジ 分や仲間の努力を

に対して公正な態 見つける。

度を取ろうとす

る。



単元指導計画

時 主な学習活動 学習活動における具体の評価規準
関心･意欲･態度 思考・判断 運動の技能 知識・理解間
①サッカーに ①メンバーの ①サッカーの○オリエンテーション・

導 関心をもつ 特性を適切 特性や楽し単元のねらい 学習過程、 、
とともに、 に分析する。 み方を知っ評価規準を理解する。

入 準備や片づ ている。○ルール・審判法の理解
け、審判な ②ルールや審○試しのゲーム
どの役割を 判法を理解○チーム分析(１)
積極的に果 している。・特に個人的技能を中心

３ たす。とした自チーム及び相手
チームの分析を行う。

②仲間からの ②チームの課 ①攻撃・守備○攻撃・守備における基
基 助言を素直 題を適切に における基本的技能の確認と向上
本 ＜攻撃＞ に受け入れ、 見つけだし、 本的な技能
練 安全に留意 練習の仕方 を身に付けシュート、ドリブル、
習 しながら取 を工夫する。 ている。フェイント、ターン、

り組む。スクリーン、
パス＆コン トロール

＜守備＞
クリア、ヘディング
ステップワーク

３ ＜攻守＞
１対１の攻防

③チームの課 ③相手チーム ②戦術・作戦 ③自チーム及○チーム戦術・作戦の選択
チ 題解決のた を分析し、 に応じた個 び相手チー・メンバーの個人的能力に

め積極的に チームの能 人的技能を ムの分析方

ー

応じた戦術・作戦を選択
ム 意見を出す。 力に応じた 身に付けて 法を理解しする。
練 戦術・作戦 いる。 ている。○チーム戦術・作戦に応じ
習 を立てようた個人的技能及びチーム

とする。力の向上
・チーム練習を工夫する。
○チーム分析(２)
・分析の観点、現状の結果

から自チーム及び相手チ
ームの分析を行う。

○チーム戦術・作戦の見直
し(対抗戦の進め方)

・分析結果を生かし、チー
７ ム戦術・作戦の見直し、

約束事の確認を行う。
○チーム戦術・作戦に応じ ④個人やチー ④自チームの ③選択した戦 ④分析した情

対 た個人的技能の発揮 ムの能力に 戦術・作戦 術・作戦に 報を練習方
抗 ・分析結果及びグループ練 応じた戦術 をゲームで 応じた技能 法やゲーム
戦 習で身に付けた技能を活 ・作戦でゲ 発揮できる をゲームで に生かす手

用し、戦術・作戦を生か ームを行い、 よう試みて 発揮するこ だてを知っ

（

公 したゲームを行う。 楽しさや喜 いる。 とができる。 ている。
⑤ゲームでのマ式 ・ゲームの結果を受け入れ びを味わお ⑤練習やゲー、
ナーを理解し戦 次のゲームに向けての分 うとする。 ムの結果を
ている。

）

析 練習方法を工夫する ⑤プレーやジ 受け入れ、、 。
○「支える」能力の向上 ャッジに対 自分や仲間
・ルールや審判法を理解し して公正な の努力を見、

監督、審判を行う。 態度をとろ つける。
７ うとする。

⑤プレーやジ ⑤練習やゲー ⑤ゲームでの○振り返り
ま ・練習・ゲームの結果から ャッジに対 ムの結果を マナーを理
と 自分及び仲間の努力や成 して公正な 受け入れ、 解している。
め 果を振り返る。 態度を取ろ 自分や仲間

○自己評価表記入 うとする。 の努力を見
１ つける。

行動観察 行動観察 行動観察 行動観察
、 、(準備・片づけ (練習 ゲーム (練習 ゲーム、 、 、 、 、 (練習 ゲーム

ミーティング)練習、ゲーム、 ミーティング) ミーティング)
評価方法等 チームノートミーティング) チームノート チームノート

質問に対する答チームノート 自己評価表
え
自己評価表



学習指導案

単元名：サッカー 本時の位置：13/21 チーム練習（対抗戦に向けた戦術・作戦の見直し）

本時の目標

(1) チームの課題解決のため積極的に意見を出す。

(2) 相手チームを分析し、チームの能力に応じた戦術・作戦を立てる。

(3) 戦術、作戦に応じた個人的技能を身に付けることができる。

(4) 自チーム及び相手チームの分析方法を理解する。

学習内容及び学習活動 学習活動の支援と評価時間

○Ｗ-up ○各チームごとにトラックをラン ○準備体操は、特に足、脚、股関節など、

導 準備体操 ニングで２周し、係を中心に準 サッカーで必要な各部位を意識して行う

入 補強運動 備体操と補強運動を行う。 よう助言する。

○集合挨拶 ○体育倉庫前にチームごとに整列 ○顔色を見るなど、体調不良者がいないか

５ 出欠確認 する。 チェックする。

分 ○本時の内容確認 ○本時の目標、内容とその流れを ○テーマと具体的内容及びその流れを分か

把握する。 りやすく説明する。

○ミーティング ○前回行ったチーム分析内容(味 ○ミーティングを観察し、必要に応じて以

チーム戦術、作 方・相手)とゲーム実践からチ 下の点について助言する。

戦の見直し ーム戦術・作戦を見直す。 ◇自チームと相手チームの分析ポイント

○意見を出し合い、攻守における ・システム

チームの成果や課題、相手チー ・攻守の中心選手(相手チーム)

ムのウィークポイントやストロ ・攻撃、守備のストロングポイント

ングポイントなどの情報を整理 ・攻撃、守備のウィークポイント

する。 ・得失点パターン

○情報を利用して、戦術を選択し ◇システム選択の方法

作戦(約束事)を立案する。 チームとしてどう攻めるか、どう守る

かという考え方を基準にシステムやポ

※チームノートの活用 ジションを工夫する。

◇各ポジションの役割を明確にする。

○チーム練習 ○対抗戦に向け、ゲーム前のウォ ○ゲーム前のウォーミングアップとして適

チームの戦術、 ーミングアップ(１０分間)の内 切な内容であるかを観察し、以下の点に

作戦に即した練 容を考える。 ついて助言する。

習内容 ○次時より円滑に行うことができ ◇チームの士気を高めるものであるか。

るようウォーミングアップとし ◇チームの戦術、作戦に即したものであ

て行う内容を実践し、チーム全 るか。

員が把握する。

〈評価の観点及びその方法〉○ゲーム ○チーム戦術、作戦(約束事)に応

【関心・意欲・態度】１０分×１回 じた個人的技能を発揮するよう

試みる。 ・チームの課題解決のため積極的に意見を

《行動観察》○ 出している。

【思考・判断】

・相手チームを分析し、チームの能力に応

じた戦術、作戦を立てようとしている。

《チームノート、行動観察》

【技能】

戦術、作戦に応じた個人的技能を身につ・

《行動観察》けている。

○クーリングダウ ○各チームでストレッチを行う。 ○係が中心となり、使用した部位の疲労を

整 ン 回復するよう助言する。

理 ○本時の評価 ○本時の成果 課題を明確にする ○次時から対抗戦に入ることを再度確認す、 。

、 、 、次時の予定確認 るとともに チーム戦術 作戦(約束事)

５ ウォーミングアップの内容が理解

分 できているか確認する。

○挨拶 片付け ○後片付け ○施設や道具の確認を行う。


