
2019-A020000516-01ウェイトトレーニング演習「火2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片峯　隆、野口 安忠・岡部 優真

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、筋力トレーニングの基本的な理論をはじめ、ウェ
イトトレーニングの実践までを講義し、実技指導を行う。現
在、筋力トレーニングを実施する目的は、自分が行っているス
ポーツの競技に役立てるため、一般的且つ健康的な体力づくり
を目指すため、あるいは身体をたくましくするためなどさまざ
まである。静的、動的におけるレジスタンストレーニング等を
学ぶ。
　そこで筋力トレーニングの代表的なウェイトトレーニングに
ついて、基礎体力の重要性と関連づけ、筋強化の科学的基礎知
識を中心に授業を展開する。したがって、体力づくりや競技成
績向上のためのウェイトトレーニングが授業の内容となる。
　尚、自分の筋力や目的（筋アップ、筋力強化、筋肥大、パ
ワー・アップ、筋持久力）に応じたウェイトトレーニングがで
きるように、フリーウェイトによる最大筋力の測定理論と測定
の方法を理解させる。また、自ら安全で合理的に実践できる知
識を学び、ウェイトトレーニングの指導能力を養わせることを
本講の単元目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ウェイトトレーニングの正しい理論を理解し説明できる(知
識・理解)

ウェイトトレーニング技術を習得し専門競技に活かすことがで
きる(技能)

ウェイトトレーニングの技術を理解し指導することができる
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業最後にテストを実施するので、授業内容の予習・復習を
心がけ専門用語等の理解を深めること。(６０分）
・授業終了時に示す課題について、テーマに則したリポートを
作成すること。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ウェイトトレーニングの正しい合理的実践を修得できたかど
うか、また対象者や目的に合致したウェイトトレーニングの指
導能力を修得できたかどうかを評価の基準とする。
・原則として、授業時間内の最後のテスト、リポート及び測定
用紙の提出等で総合評価する。テスト成績９５％、リポート及
び提出測定用紙の５％で評価する。
・テスト、リポート及び提出測定用紙のフィードバックは、行
わない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは別になし。必要なものは、資料として配布す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義では必ずノートをとり、テスト前には配布資料を含
み復習することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　筋力トレーニングの目的と基本的理論
２　筋肉の種類と筋量に影響する要因
３　筋力に影響する要因(1)
４　筋力に影響する要因(2)
５　静的、動的筋力トレーニングについて
６　ウェイトトレーニングの魅力と目的
７　ウェイトトレーニングの原則
８　ウェイトトレーニングの基本動作と安全性
９　基本となるウェイトトレーニング種目
10　最大筋力の測定理論と測定
11　最大筋力の測定理論と測定
12　目的別によるウェイトトレーニングの実践
13　フリーウェイトとマシーンの各種ウェイトトレーニン
グの紹介
14　まとめ
15　テスト



2019-A020000516-01ウェイトトレーニング演習「火2」

片峯　隆、野口 安忠・岡部 優真

◎スポ:A-3,B-1,B-2

1.ウェイトトレーニングの正しい理論を理解し説明できる　(A-3)

2.ウェイトトレーニング技術を習得し専門競技に活かすことができる　(B-1)

3.ウェイトトレーニングの技術を理解し指導することができる　(B-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.ウェイトトレーニングの正しい理論を理解し説明できる　(B-3)

2.ウェイトトレーニング技術を習得し専門競技に活かすことができる　(B-1)

3.ウェイトトレーニングの技術を理解し指導することができる　(B-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000516-02ウェイトトレーニング演習「火3」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片峯　隆、野口 安忠・岡部 優真

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、筋力トレーニングの基本的な理論をはじめ、ウェ
イトトレーニングの実践までを講義し、実技指導を行う。現
在、筋力トレーニングを実施する目的は、自分が行っているス
ポーツの競技に役立てるため、一般的且つ健康的な体力づくり
を目指すため、あるいは身体をたくましくするためなどさまざ
まである。静的、動的におけるレジスタンストレーニング等を
学ぶ。
　そこで筋力トレーニングの代表的なウェイトトレーニングに
ついて、基礎体力の重要性と関連づけ、筋強化の科学的基礎知
識を中心に授業を展開する。したがって、体力づくりや競技成
績向上のためのウェイトトレーニングが授業の内容となる。
　尚、自分の筋力や目的（筋アップ、筋力強化、筋肥大、パ
ワー・アップ、筋持久力）に応じたウェイトトレーニングがで
きるように、フリーウェイトによる最大筋力の測定理論と測定
の方法を理解させる。また、自ら安全で合理的に実践できる知
識を学び、ウェイトトレーニングの指導能力を養わせることを
本講の単元目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ウェイトトレーニングの正しい理論を理解し説明できる(知
識・理解)

ウェイトトレーニング技術を習得し専門競技に活かすことがで
きる(技能)

ウェイトトレーニングの技術を理解し指導することができる
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業最後にテストを実施するので、授業内容の予習・復習を
心がけ専門用語等の理解を深めること。(６０分）
・授業終了時に示す課題について、テーマに則したリポートを
作成すること。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ウェイトトレーニングの正しい合理的実践を修得できたかど
うか、また対象者や目的に合致したウェイトトレーニングの指
導能力を修得できたかどうかを評価の基準とする。
・原則として、授業時間内の最後のテスト、リポート及び測定
用紙の提出等で総合評価します。テスト成績９５％、リポート
及び提出測定用紙の５％で評価する。
・テスト、リポート及び提出測定用紙のフィードバックは、行
わない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは別になし。必要なものは、資料として配布す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義では必ずノートをとり、テスト前には配布資料を含
み復習することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　筋力トレーニングの目的と基本的理論
２　筋肉の種類と筋量に影響する要因
３　筋力に影響する要因(1)
４　筋力に影響する要因(2)
５　静的、動的筋力トレーニングについて
６　ウェイトトレーニングの魅力と目的
７　ウェイトトレーニングの原則
８　ウェイトトレーニングの基本動作と安全性
９　基本となるウェイトトレーニング種目
10　最大筋力の測定理論と測定
11　最大筋力の測定理論と測定
12　目的別によるウェイトトレーニングの実践
13　フリーウェイトとマシーンの各種ウェイトトレーニン
グの紹介
14　まとめ
15　テスト



2019-A020000516-02ウェイトトレーニング演習「火3」

片峯　隆、野口 安忠・岡部 優真

◎スポ:A-3,B-1,B-2

1.ウェイトトレーニングの正しい理論を理解し説明できる　(A-3)

2.ウェイトトレーニング技術を習得し専門競技に活かすことができる　(B-1)

3.ウェイトトレーニングの技術を理解し指導することができる　(B-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.ウェイトトレーニングの正しい理論を理解し説明できる　(B-3)

2.ウェイトトレーニング技術を習得し専門競技に活かすことができる　(B-1)

3.ウェイトトレーニングの技術を理解し指導することができる　(B-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000657-01体つくり運動Ⅰ「水2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柿本　真弓

◎－－－　概要　－－－◎

　体つくり運動はルールに則って競われる競技スポーツと異なり、健康の
保持・増進や体力の向上を直接の目的として考え出された運動(exercise)で
ある。大別すると部分的体操と全身的体操に分けられ、その行い方は、静
的(static)なものと動的(dynamic)なものとに分類できる。また、一人、二
人、三人またはグループで動いたり、手具を用いて行う運動などがあり、
その実施に際しては、立位、座位、臥位等さまざまな体位が利用できる。
さらには、行う目的や対象に応じて内容が可変的で、そのため多彩な運動
や方法が存在し、また必要に応じて工夫や創作ができる。
　体つくり運動の内容は、体ほぐしの運動と体力を高める運動の二つから
構成されており、前者には、自己の体に気付き、体の調子を整えたり、仲
間と交流したりするためのいろいろな手軽な運動やリズミカルな運動、後
者には、体の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動、力強い動きを高める
運動、動きを持続する能力を高めるための運動が挙げられている。これら
の運動を生活の中で実践することができるようにすることを目指してい
る。
　本実習では、自他の心と体に向き合い、体を動かす楽しさや心地よさを
味わい、心と体をほぐしたり体力を高めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
(技能)

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できるようになる。
(技能)

他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようにな
る。さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

(技能)

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なる。
(技能)

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で行った動きのポイントや要点をノートにまとめて復習しておく。
（30分）
次回の授業で行う動きのポイントを調べ予習しておく。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになること
を評価の基準とする。

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できることを評価の基準とする。

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なることを評価の基準とする。

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになることを評価の基準とす
る。

評価方法：授業参加状況（60％）・実技テスト（20％）
　　　　　授業態度（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（保健体育編）文部科学省
 

   

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。
 

  

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

筆記用具を持参する。
指定されたユニフオームを着用する。　　　
第2記念会堂リハビリテーション室で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　体つくり運動の指導計画
2　学校体育における「体つくり運動」の位　
　 置づけとねらい
3　基本運動　「歩く」のバリエーション
4　基本運動　「走る」のバリエーション
5　基本運動　「跳ぶ」のバリエーション
6　基本運動　「振る」のバリエーション
7　基本運動　「まわる」のバリエーション
8　基本運動を組み合わせた動きのバリエーション
9　ラジオ体操第一の正しい動き方
10　ロープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
11　ボールを使った動き（一人で）
12　ボールを使った動き
　　　（二人でまたはグループで）
13　フープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
14　手具を組み合わせた動きのバリエーション
　　　（グループで）
15　実技テスト（ラジオ体操第一）



2019-A020000657-01体つくり運動Ⅰ「水2」

柿本　真弓

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
　(B-1)

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。
　(B-2)

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

　(B-3)

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。
　(B-3)

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
　(B-1)

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。
　(B-2)

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

　(B-3)

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。
　(B-3)

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000657-02体つくり運動Ⅰ「水3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柿本　真弓

◎－－－　概要　－－－◎

　体つくり運動はルールに則って競われる競技スポーツと異なり、健康の
保持・増進や体力の向上を直接の目的として考え出された運動(exercise)で
ある。大別すると部分的体操と全身的体操に分けられ、その行い方は、静
的(static)なものと動的(dynamic)なものとに分類できる。また、一人、二
人、三人またはグループで動いたり、手具を用いて行う運動などがあり、
その実施に際しては、立位、座位、臥位等さまざまな体位が利用できる。
さらには、行う目的や対象に応じて内容が可変的で、そのため多彩な運動
や方法が存在し、また必要に応じて工夫や創作ができる。
　体つくり運動の内容は、体ほぐしの運動と体力を高める運動の二つから
構成されており、前者には、自己の体に気付き、体の調子を整えたり、仲
間と交流したりするためのいろいろな手軽な運動やリズミカルな運動、後
者には、体の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動、力強い動きを高める
運動、動きを持続する能力を高めるための運動が挙げられている。これら
の運動を生活の中で実践することができるようにすることを目指してい
る。
　本実習では、自他の心と体に向き合い、体を動かす楽しさや心地よさを
味わい、心と体をほぐしたり体力を高めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
(技能)

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できるようになる。
(技能)

他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようにな
る。さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

(技能)

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なる。
(技能)

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で行った動きのポイントや要点をノートにまとめて復習しておく。
（30分）
次回の授業で行う動きのポイントを調べ予習しておく。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになること
を評価の基準とする。

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できることを評価の基準とする。

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なることを評価の基準とする。

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになることを評価の基準とす
る。

評価方法：授業参加状況（60％）・実技テスト（20％）
　　　　　授業態度（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（保健体育編）文部科学省
 

   

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。
 

  

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

筆記用具を持参する。
指定されたユニフオームを着用する。　　　
第2記念会堂リハビリテーション室で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　体つくり運動の指導計画
2　学校体育における「体つくり運動」の位　
　 置づけとねらい
3　基本運動　「歩く」のバリエーション
4　基本運動　「走る」のバリエーション
5　基本運動　「跳ぶ」のバリエーション
6　基本運動　「振る」のバリエーション
7　基本運動　「まわる」のバリエーション
8　基本運動を組み合わせた動きのバリエーション
9　ラジオ体操第一の正しい動き方
10　ロープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
11　ボールを使った動き（一人で）
12　ボールを使った動き
　　　（二人でまたはグループで）
13　フープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
14　手具を組み合わせた動きのバリエーション
　　　（グループで）
15　実技テスト（ラジオ体操第一）



2019-A020000657-02体つくり運動Ⅰ「水3」

柿本　真弓

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000657-03体つくり運動Ⅰ「金1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柿本　真弓

◎－－－　概要　－－－◎

　体つくり運動はルールに則って競われる競技スポーツと異なり、健康の
保持・増進や体力の向上を直接の目的として考え出された運動(exercise)で
ある。大別すると部分的体操と全身的体操に分けられ、その行い方は、静
的(static)なものと動的(dynamic)なものとに分類できる。また、一人、二
人、三人またはグループで動いたり、手具を用いて行う運動などがあり、
その実施に際しては、立位、座位、臥位等さまざまな体位が利用できる。
さらには、行う目的や対象に応じて内容が可変的で、そのため多彩な運動
や方法が存在し、また必要に応じて工夫や創作ができる。
　体つくり運動の内容は、体ほぐしの運動と体力を高める運動の二つから
構成されており、前者には、自己の体に気付き、体の調子を整えたり、仲
間と交流したりするためのいろいろな手軽な運動やリズミカルな運動、後
者には、体の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動、力強い動きを高める
運動、動きを持続する能力を高めるための運動が挙げられている。これら
の運動を生活の中で実践することができるようにすることを目指してい
る。
　本実習では、自他の心と体に向き合い、体を動かす楽しさや心地よさを
味わい、心と体をほぐしたり体力を高めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
(技能)

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できるようになる。
(技能)

他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようにな
る。さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

(技能)

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なる。
(技能)

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で行った動きのポイントや要点をノートにまとめて復習しておく。
（30分）
次回の授業で行う動きのポイントを調べ予習しておく。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになること
を評価の基準とする。

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できることを評価の基準とする。

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なることを評価の基準とする。

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになることを評価の基準とす
る。

評価方法：授業参加状況（60％）・実技テスト（20％）
　　　　　授業態度（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（保健体育編）文部科学省
 

   

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。
 

  

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

筆記用具を持参する。
指定されたユニフオームを着用する。　　　
第2記念会堂リハビリテーション室で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　体つくり運動の指導計画
2　学校体育における「体つくり運動」の位　
　 置づけとねらい
3　基本運動　「歩く」のバリエーション
4　基本運動　「走る」のバリエーション
5　基本運動　「跳ぶ」のバリエーション
6　基本運動　「振る」のバリエーション
7　基本運動　「まわる」のバリエーション
8　基本運動を組み合わせた動きのバリエーション
9　ラジオ体操第一の正しい動き方
10　ロープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
11　ボールを使った動き（一人で）
12　ボールを使った動き
　　　（二人でまたはグループで）
13　フープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
14　手具を組み合わせた動きのバリエーション
　　　（グループで）
15　実技テスト（ラジオ体操第一）



2019-A020000657-03体つくり運動Ⅰ「金1」

柿本　真弓

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000657-04体つくり運動Ⅰ「金2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柿本　真弓

◎－－－　概要　－－－◎

　体つくり運動はルールに則って競われる競技スポーツと異なり、健康の
保持・増進や体力の向上を直接の目的として考え出された運動(exercise)で
ある。大別すると部分的体操と全身的体操に分けられ、その行い方は、静
的(static)なものと動的(dynamic)なものとに分類できる。また、一人、二
人、三人またはグループで動いたり、手具を用いて行う運動などがあり、
その実施に際しては、立位、座位、臥位等さまざまな体位が利用できる。
さらには、行う目的や対象に応じて内容が可変的で、そのため多彩な運動
や方法が存在し、また必要に応じて工夫や創作ができる。
　体つくり運動の内容は、体ほぐしの運動と体力を高める運動の二つから
構成されており、前者には、自己の体に気付き、体の調子を整えたり、仲
間と交流したりするためのいろいろな手軽な運動やリズミカルな運動、後
者には、体の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動、力強い動きを高める
運動、動きを持続する能力を高めるための運動が挙げられている。これら
の運動を生活の中で実践することができるようにすることを目指してい
る。
　本実習では、自他の心と体に向き合い、体を動かす楽しさや心地よさを
味わい、心と体をほぐしたり体力を高めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
(技能)

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できるようになる。
(技能)

他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようにな
る。さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

(技能)

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なる。
(技能)

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で行った動きのポイントや要点をノートにまとめて復習しておく。
（30分）
次回の授業で行う動きのポイントを調べ予習しておく。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになること
を評価の基準とする。

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できることを評価の基準とする。

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なることを評価の基準とする。

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになることを評価の基準とす
る。

評価方法：授業参加状況（60％）・実技テスト（20％）
　　　　　授業態度（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（保健体育編）文部科学省
 

   

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。
 

  

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

筆記用具を持参する。
指定されたユニフオームを着用する。　　　
第2記念会堂リハビリテーション室で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　体つくり運動の指導計画
2　学校体育における「体つくり運動」の位　
　 置づけとねらい
3　基本運動　「歩く」のバリエーション
4　基本運動　「走る」のバリエーション
5　基本運動　「跳ぶ」のバリエーション
6　基本運動　「振る」のバリエーション
7　基本運動　「まわる」のバリエーション
8　基本運動を組み合わせた動きのバリエーション
9　ラジオ体操第一の正しい動き方
10　ロープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
11　ボールを使った動き（一人で）
12　ボールを使った動き
　　　（二人でまたはグループで）
13　フープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
14　手具を組み合わせた動きのバリエーション
　　　（グループで）
15　実技テスト（ラジオ体操第一）



2019-A020000657-04体つくり運動Ⅰ「金2」

柿本　真弓

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000657-05体つくり運動Ⅰ「金1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柿本　真弓

◎－－－　概要　－－－◎

　体つくり運動はルールに則って競われる競技スポーツと異なり、健康の
保持・増進や体力の向上を直接の目的として考え出された運動(exercise)で
ある。大別すると部分的体操と全身的体操に分けられ、その行い方は、静
的(static)なものと動的(dynamic)なものとに分類できる。また、一人、二
人、三人またはグループで動いたり、手具を用いて行う運動などがあり、
その実施に際しては、立位、座位、臥位等さまざまな体位が利用できる。
さらには、行う目的や対象に応じて内容が可変的で、そのため多彩な運動
や方法が存在し、また必要に応じて工夫や創作ができる。
　体つくり運動の内容は、体ほぐしの運動と体力を高める運動の二つから
構成されており、前者には、自己の体に気付き、体の調子を整えたり、仲
間と交流したりするためのいろいろな手軽な運動やリズミカルな運動、後
者には、体の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動、力強い動きを高める
運動、動きを持続する能力を高めるための運動が挙げられている。これら
の運動を生活の中で実践することができるようにすることを目指してい
る。
　本実習では、自他の心と体に向き合い、体を動かす楽しさや心地よさを
味わい、心と体をほぐしたり体力を高めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
(技能)

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できるようになる。
(技能)

他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようにな
る。さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

(技能)

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なる。
(技能)

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で行った動きのポイントや要点をノートにまとめて復習しておく。
（30分）
次回の授業で行う動きのポイントを調べ予習しておく。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになること
を評価の基準とする。

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できることを評価の基準とする。

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なることを評価の基準とする。

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになることを評価の基準とす
る。

評価方法：授業参加状況（60％）・実技テスト（20％）
　　　　　授業態度（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（保健体育編）文部科学省
 

   

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。
 

  

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

筆記用具を持参する。
指定されたユニフオームを着用する。　　　
第2記念会堂リハビリテーション室で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　体つくり運動の指導計画
2　学校体育における「体つくり運動」の位　
　 置づけとねらい
3　基本運動　「歩く」のバリエーション
4　基本運動　「走る」のバリエーション
5　基本運動　「跳ぶ」のバリエーション
6　基本運動　「振る」のバリエーション
7　基本運動　「まわる」のバリエーション
8　基本運動を組み合わせた動きのバリエーション
9　ラジオ体操第一の正しい動き方
10　ロープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
11　ボールを使った動き（一人で）
12　ボールを使った動き
　　　（二人でまたはグループで）
13　フープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
14　手具を組み合わせた動きのバリエーション
　　　（グループで）
15　実技テスト（ラジオ体操第一）



2019-A020000657-05体つくり運動Ⅰ「金1」

柿本　真弓

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000657-06体つくり運動Ⅰ「金2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柿本　真弓

◎－－－　概要　－－－◎

　体つくり運動はルールに則って競われる競技スポーツと異なり、健康の
保持・増進や体力の向上を直接の目的として考え出された運動(exercise)で
ある。大別すると部分的体操と全身的体操に分けられ、その行い方は、静
的(static)なものと動的(dynamic)なものとに分類できる。また、一人、二
人、三人またはグループで動いたり、手具を用いて行う運動などがあり、
その実施に際しては、立位、座位、臥位等さまざまな体位が利用できる。
さらには、行う目的や対象に応じて内容が可変的で、そのため多彩な運動
や方法が存在し、また必要に応じて工夫や創作ができる。
　体つくり運動の内容は、体ほぐしの運動と体力を高める運動の二つから
構成されており、前者には、自己の体に気付き、体の調子を整えたり、仲
間と交流したりするためのいろいろな手軽な運動やリズミカルな運動、後
者には、体の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動、力強い動きを高める
運動、動きを持続する能力を高めるための運動が挙げられている。これら
の運動を生活の中で実践することができるようにすることを目指してい
る。
　本実習では、自他の心と体に向き合い、体を動かす楽しさや心地よさを
味わい、心と体をほぐしたり体力を高めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
(技能)

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できるようになる。
(技能)

他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようにな
る。さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

(技能)

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なる。
(技能)

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で行った動きのポイントや要点をノートにまとめて復習しておく。
（30分）
次回の授業で行う動きのポイントを調べ予習しておく。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになること
を評価の基準とする。

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できることを評価の基準とする。

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なることを評価の基準とする。

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになることを評価の基準とす
る。

評価方法：授業参加状況（60％）・実技テスト（20％）
　　　　　授業態度（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（保健体育編）文部科学省
 

   

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。
 

  

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

筆記用具を持参する。
指定されたユニフオームを着用する。　　　
第2記念会堂リハビリテーション室で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　体つくり運動の指導計画
2　学校体育における「体つくり運動」の位　
　 置づけとねらい
3　基本運動　「歩く」のバリエーション
4　基本運動　「走る」のバリエーション
5　基本運動　「跳ぶ」のバリエーション
6　基本運動　「振る」のバリエーション
7　基本運動　「まわる」のバリエーション
8　基本運動を組み合わせた動きのバリエーション
9　ラジオ体操第一の正しい動き方
10　ロープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
11　ボールを使った動き（一人で）
12　ボールを使った動き
　　　（二人でまたはグループで）
13　フープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
14　手具を組み合わせた動きのバリエーション
　　　（グループで）
15　実技テスト（ラジオ体操第一）



2019-A020000657-06体つくり運動Ⅰ「金2」

柿本　真弓

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000657-07体つくり運動Ⅰ「金3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柿本　真弓

◎－－－　概要　－－－◎

　体つくり運動はルールに則って競われる競技スポーツと異なり、健康の
保持・増進や体力の向上を直接の目的として考え出された運動(exercise)で
ある。大別すると部分的体操と全身的体操に分けられ、その行い方は、静
的(static)なものと動的(dynamic)なものとに分類できる。また、一人、二
人、三人またはグループで動いたり、手具を用いて行う運動などがあり、
その実施に際しては、立位、座位、臥位等さまざまな体位が利用できる。
さらには、行う目的や対象に応じて内容が可変的で、そのため多彩な運動
や方法が存在し、また必要に応じて工夫や創作ができる。
　体つくり運動の内容は、体ほぐしの運動と体力を高める運動の二つから
構成されており、前者には、自己の体に気付き、体の調子を整えたり、仲
間と交流したりするためのいろいろな手軽な運動やリズミカルな運動、後
者には、体の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動、力強い動きを高める
運動、動きを持続する能力を高めるための運動が挙げられている。これら
の運動を生活の中で実践することができるようにすることを目指してい
る。
　本実習では、自他の心と体に向き合い、体を動かす楽しさや心地よさを
味わい、心と体をほぐしたり体力を高めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
(技能)

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できるようになる。
(技能)

他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようにな
る。さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

(技能)

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なる。
(技能)

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で行った動きのポイントや要点をノートにまとめて復習しておく。
（30分）
次回の授業で行う動きのポイントを調べ予習しておく。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになること
を評価の基準とする。

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できることを評価の基準とする。

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なることを評価の基準とする。

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになることを評価の基準とす
る。

評価方法：授業参加状況（60％）・実技テスト（20％）
　　　　　授業態度（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（保健体育編）文部科学省
 

   

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。
 

  

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

筆記用具を持参する。
指定されたユニフオームを着用する。　　　
第2記念会堂リハビリテーション室で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　体つくり運動の指導計画
2　学校体育における「体つくり運動」の位　
　 置づけとねらい
3　基本運動　「歩く」のバリエーション
4　基本運動　「走る」のバリエーション
5　基本運動　「跳ぶ」のバリエーション
6　基本運動　「振る」のバリエーション
7　基本運動　「まわる」のバリエーション
8　基本運動を組み合わせた動きのバリエーション
9　ラジオ体操第一の正しい動き方
10　ロープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
11　ボールを使った動き（一人で）
12　ボールを使った動き
　　　（二人でまたはグループで）
13　フープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
14　手具を組み合わせた動きのバリエーション
　　　（グループで）
15　実技テスト（ラジオ体操第一）



2019-A020000657-07体つくり運動Ⅰ「金3」

柿本　真弓

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000657-08体つくり運動Ⅰ「金3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柿本　真弓

◎－－－　概要　－－－◎

　体つくり運動はルールに則って競われる競技スポーツと異なり、健康の
保持・増進や体力の向上を直接の目的として考え出された運動(exercise)で
ある。大別すると部分的体操と全身的体操に分けられ、その行い方は、静
的(static)なものと動的(dynamic)なものとに分類できる。また、一人、二
人、三人またはグループで動いたり、手具を用いて行う運動などがあり、
その実施に際しては、立位、座位、臥位等さまざまな体位が利用できる。
さらには、行う目的や対象に応じて内容が可変的で、そのため多彩な運動
や方法が存在し、また必要に応じて工夫や創作ができる。
　体つくり運動の内容は、体ほぐしの運動と体力を高める運動の二つから
構成されており、前者には、自己の体に気付き、体の調子を整えたり、仲
間と交流したりするためのいろいろな手軽な運動やリズミカルな運動、後
者には、体の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動、力強い動きを高める
運動、動きを持続する能力を高めるための運動が挙げられている。これら
の運動を生活の中で実践することができるようにすることを目指してい
る。
　本実習では、自他の心と体に向き合い、体を動かす楽しさや心地よさを
味わい、心と体をほぐしたり体力を高めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。
(技能)

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できるようになる。
(技能)

他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようにな
る。さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

(技能)

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なる。
(技能)

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で行った動きのポイントや要点をノートにまとめて復習しておく。
（30分）
次回の授業で行う動きのポイントを調べ予習しておく。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになること
を評価の基準とする。

準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋
肉の名称を理解できることを評価の基準とする。

音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲
間との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるように
なることを評価の基準とする。

体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状
態も軽やかにし、ストレス発散ができるようになることを評価の基準とす
る。

評価方法：授業参加状況（60％）・実技テスト（20％）
　　　　　授業態度（20％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領（保健体育編）文部科学省
 

   

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。
 

  

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

筆記用具を持参する。
指定されたユニフオームを着用する。　　　
第2記念会堂リハビリテーション室で行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　体つくり運動の指導計画
2　学校体育における「体つくり運動」の位　
　 置づけとねらい
3　基本運動　「歩く」のバリエーション
4　基本運動　「走る」のバリエーション
5　基本運動　「跳ぶ」のバリエーション
6　基本運動　「振る」のバリエーション
7　基本運動　「まわる」のバリエーション
8　基本運動を組み合わせた動きのバリエーション
9　ラジオ体操第一の正しい動き方
10　ロープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
11　ボールを使った動き（一人で）
12　ボールを使った動き
　　　（二人でまたはグループで）
13　フープを使った動き
　　　（一人、二人、またはグループで）
14　手具を組み合わせた動きのバリエーション
　　　（グループで）
15　実技テスト（ラジオ体操第一）



2019-A020000657-08体つくり運動Ⅰ「金3」

柿本　真弓

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.
提示された動きのポイントを把握し、正しい動きができるようになる。

2.準備運動として行うストレッチの正しいフォームと弛緩している部位の筋肉
の名称を理解できるようになる。

3.他者の心と体とも関わりあっていることに気付くことができるようになる。
さらに他者の動きを正しく修正できるようになる。

4.音楽や手具を用いたり、二人、三人またはグループで動くことを通し、仲間
との関わりを大切にすることで、お互いを認め合うことができるようになる。

5.体つくり運動を通して、体の状態や身のこなしを整えるとともに、心の状態
も軽やかにし、ストレス発散ができるようになる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000130-01器械運動Ⅰ「月3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田口　晴康、佐野　智樹、貞方　浩二

◎－－－　概要　－－－◎

　器械運動は、マット、鉄棒、平均台、跳び箱などの器械、器
具を使った「技」によって構成されている運動である。各運動
種目では、自己の能力に応じて「技を習得する」「技が円滑に
できる」ことをねらいとし、様々な運動課題の解決に取り組む
学習指導が展開される。
　また、そこでの学習の対象となる運動は、非日常的驚異性と
姿勢的簡潔性を特徴として、誰にでも有効で客観的な技術を持
つ技が取り上げられる。特に、学習指導要領に提示されている
技を中心に練習、習得していく。
　授業の進め方としては、マット（平均台）および、跳び箱・
鉄棒をセットとして毎週2種目ずつローテーションして行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。(技
能)

技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。(技能)

技の補助や安全性について理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　柔軟運動及び器械運動の基本でもある倒立については授業以
外でも各人が意識して予習、復習しておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①マット、とび箱、鉄棒の3種目の技や動きのコツを身に付
け、動き方を改善できたかどうか、また、安全性に配慮し補助
を積極的に行っていたかなどを評価基準とする。
②評価方法としては、授業の中で行った技の中からノルマの技
を設定し、それらの技の習得状況をチェックして総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN978-4-8278-1463-　7C3037
高等学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN　978-4-8278-1481-1　C3037

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　マット運動の接転技
（前転、後転、側転）
２　マット運動の接転技
（開脚、伸膝、倒立前転）
３　マット運動の接転技
（開脚、伸膝後転、後転倒立）
４　マット運動の翻転技
（頭はねおき、側方倒立回転）
５　マット運動の翻転技
（前方倒立回転とび）
６　跳び箱の切り返し系の技
（開脚とび）
７　跳び箱の切り返し系の技
（かかえ込み、屈身とび）
８　跳び箱の回転系の技
（前方倒立回転とび）
９　鉄棒の支持系の技
（逆上がり、前、後転）
10　鉄棒の支持系の技
（片足、両足かけ前、後転、け上がり）
11　鉄棒の振動系の技
（前、後方振動からの発展技）
12　平均台の体操系の技
（歩、走、跳躍技）
13　平均台のバランス系の技
（バランス、ポーズ）
14　技の達成度テスト
15　発表会及び技の達成度テスト



2019-A020000130-01器械運動Ⅰ「月3」

田口　晴康、佐野　智樹、貞方　浩二

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000130-02器械運動Ⅰ「月4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎－－－　概要　－－－◎

　器械運動は、マット、鉄棒、平均台、跳び箱などの器械、器
具を使った「技」によって構成されている運動である。各運動
種目では、自己の能力に応じて「技を習得する」「技が円滑に
できる」ことをねらいとし、様々な運動課題の解決に取り組む
学習指導が展開される。
　また、そこでの学習の対象となる運動は、非日常的驚異性と
姿勢的簡潔性を特徴として、誰にでも有効で客観的な技術を持
つ技が取り上げられる。特に、学習指導要領に提示されている
技を中心に練習、習得していく。
　授業の進め方としては、マット（平均台）および、跳び箱・
鉄棒をセットとして毎週2種目ずつローテーションして行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。(技
能)

技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。(技能)

技の補助や安全性について理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　柔軟運動、および、器械運動の基本でもある倒立については
授業以外でも各人が意識して予習、復習しておくこと。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①マット、とび箱、鉄棒の3種目の技や動きのコツを身に付
け、動き方を改善できたかどうか、また、安全性に配慮し補助
を積極的に行っていたかなどを評価基準とする。
②評価方法としては、授業の中で行った技の中からノルマの技
を設定し、それらの技の習得状況をチェックして総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN978-4-8278-1463-　7C3037
高等学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN　978-4-8278-1481-1　C3037

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　マット運動の接転技
（前転、後転、側転）
２　マット運動の接転技
（開脚、伸膝、倒立前転）
３　マット運動の接転技
（開脚、伸膝後転、後転倒立）
４　マット運動の翻転技
（頭はねおき、側方倒立回転）
５　マット運動の翻転技
（前方倒立回転とび）
６　跳び箱の切り返し系の技
（開脚とび）
７　跳び箱の切り返し系の技
（かかえ込み、屈身とび）
８　跳び箱の回転系の技
（前方倒立回転とび）
９　鉄棒の支持系の技
（逆上がり、前、後転）
10　鉄棒の支持系の技
（片足、両足かけ前、後転、け上がり）
11　鉄棒の振動系の技
（前、後方振動からの発展技）
12　平均台の体操系の技
（歩、走、跳躍技）
13　平均台のバランス系の技
（バランス、ポーズ）
14　技の達成度テスト
15　発表会及び技の達成度テスト



2019-A020000130-02器械運動Ⅰ「月4」

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000130-03器械運動Ⅰ「水2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎－－－　概要　－－－◎

　器械運動は、マット、鉄棒、平均台、跳び箱などの器械、器
具を使った「技」によって構成されている運動である。各運動
種目では、自己の能力に応じて「技を習得する」「技が円滑に
できる」ことをねらいとし、様々な運動課題の解決に取り組む
学習指導が展開される。
　また、そこでの学習の対象となる運動は、非日常的驚異性と
姿勢的簡潔性を特徴として、誰にでも有効で客観的な技術を持
つ技が取り上げられる。特に、学習指導要領に提示されている
技を中心に練習、習得していく。
　授業の進め方としては、マット（平均台）および、跳び箱・
鉄棒をセットとして毎週2種目ずつローテーションして行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。(技
能)

技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。(技能)

技の補助や安全性について理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　柔軟運動、および、器械運動の基本でもある倒立については
授業以外でも各人が意識して予習、復習しておくこと。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①マット、とび箱、鉄棒の3種目の技や動きのコツを身に付
け、動き方を改善できたかどうか、また、安全性に配慮し補助
を積極的に行っていたかなどを評価基準とする。
②評価方法としては、授業の中で行った技の中からノルマの技
を設定し、それらの技の習得状況をチェックして総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN978-4-8278-1463-　7C3037
高等学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN　978-4-8278-1481-1　C3037

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業の場所は第2記念会堂体操場で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　マット運動の接転技
（前転、後転、側転）
２　マット運動の接転技
（開脚、伸膝、倒立前転）
３　マット運動の接転技
（開脚、伸膝後転、後転倒立）
４　マット運動の翻転技
（頭はねおき、側方倒立回転）
５　マット運動の翻転技
（前方倒立回転とび）
６　跳び箱の切り返し系の技
（開脚とび）
７　跳び箱の切り返し系の技
（かかえ込み、屈身とび）
８　跳び箱の回転系の技
（前方倒立回転とび）
９　鉄棒の支持系の技
（逆上がり、前、後転）
10　鉄棒の支持系の技
（片足、両足かけ前、後転、け上がり）
11　鉄棒の振動系の技
（前、後方振動からの発展技）
12　平均台の体操系の技
（歩、走、跳躍技）
13　平均台のバランス系の技
（バランス、ポーズ）
14　技の達成度テスト
15　発表会及び技の達成度テスト



2019-A020000130-03器械運動Ⅰ「水2」

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000130-05器械運動Ⅰ「水3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎－－－　概要　－－－◎

　器械運動は、マット、鉄棒、平均台、跳び箱などの器械、器
具を使った「技」によって構成されている運動である。各運動
種目では、自己の能力に応じて「技を習得する」「技が円滑に
できる」ことをねらいとし、様々な運動課題の解決に取り組む
学習指導が展開される。
　また、そこでの学習の対象となる運動は、非日常的驚異性と
姿勢的簡潔性を特徴として、誰にでも有効で客観的な技術を持
つ技が取り上げられる。特に、学習指導要領に提示されている
技を中心に練習、習得していく。
　授業の進め方としては、マット（平均台）および、跳び箱・
鉄棒をセットとして毎週2種目ずつローテーションして行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。(技
能)

技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。(技能)

技の補助や安全性について理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　柔軟運動、および、器械運動の基本でもある倒立については
授業以外でも各人が意識して予習、復習しておくこと。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①マット、とび箱、鉄棒の3種目の技や動きのコツを身に付
け、動き方を改善できたかどうか、また、安全性に配慮し補助
を積極的に行っていたかなどを評価基準とする。
②評価方法としては、授業の中で行った技の中からノルマの技
を設定し、それらの技の習得状況をチェックして総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN978-4-8278-1463-　7C3037
高等学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN　978-4-8278-1481-1　C3037

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業の場所は第2記念会堂体操場で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　器械運動のための体つくり運動
２　マット運動の接転技
（前転、後転、側転）
３　マット運動の接転技
（開脚、伸膝、とび、倒立前転）
４　マット運動の接転技
（開脚、伸膝後転）
５　マット運動の翻転技
（頭はねおき、側方倒立回転）
６　マット運動の翻転技
（前方倒立回転とび）
７　跳び箱の切り返し系の技
（開脚とび）
８　跳び箱の切り返し系の技
（かかえ込み）
９　跳び箱の回転系の技
（台上前転、前方倒立回転とび）
10　鉄棒の支持系の技
（逆上がり、前方支持回転）
11　鉄棒の支持系の技
（後方支持回転、足かけ上がり技）
12　平均台の体操系の技
（歩、走、跳躍技）
13　平均台のバランス系の技
（バランス、ポーズ）
14　技の達成度テスト
15　発表会及び技の達成度テスト



2019-A020000130-05器械運動Ⅰ「水3」

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000130-07器械運動Ⅰ「金1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎－－－　概要　－－－◎

　器械運動は、マット、鉄棒、平均台、跳び箱などの器械、器
具を使った「技」によって構成されている運動である。各運動
種目では、自己の能力に応じて「技を習得する」「技が円滑に
できる」ことをねらいとし、様々な運動課題の解決に取り組む
学習指導が展開される。
　また、そこでの学習の対象となる運動は、非日常的驚異性と
姿勢的簡潔性を特徴として、誰にでも有効で客観的な技術を持
つ技が取り上げられる。特に、学習指導要領に提示されている
技を中心に練習、習得していく。
　授業の進め方としては、マット（平均台）および、跳び箱・
鉄棒をセットとして毎週2種目ずつローテーションして行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。(技
能)

技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。(技能)

技の補助や安全性について理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　柔軟運動、および、器械運動の基本でもある倒立については
授業以外でも各人が意識して予習、復習しておくこと。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①マット、とび箱、鉄棒の3種目の技や動きのコツを身に付
け、動き方を改善できたかどうか、また、安全性に配慮し補助
を積極的に行っていたかなどを評価基準とする。
②評価方法としては、授業の中で行った技の中からノルマの技
を設定し、それらの技の習得状況をチェックして総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN978-4-8278-1463-　7C3037
高等学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN　978-4-8278-1481-1　C3037

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業の場所は第2記念会堂体操場で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　マット運動の接転技
（前転、後転、側転）
２　マット運動の接転技
（開脚、伸膝、倒立前転）
３　マット運動の接転技
（開脚、伸膝後転、後転倒立）
４　マット運動の翻転技
（頭はねおき、側方倒立回転）
５　マット運動の翻転技
（前方倒立回転とび）
６　跳び箱の切り返し系の技
（開脚とび）
７　跳び箱の切り返し系の技
（かかえ込み、屈身とび）
８　跳び箱の回転系の技
（前方倒立回転とび）
９　鉄棒の支持系の技
（逆上がり、前、後転）
10　鉄棒の支持系の技
（片足、両足かけ前、後転、け上がり）
11　鉄棒の振動系の技
（前、後方振動からの発展技）
12　平均台の体操系の技
（歩、走、跳躍技）
13　平均台のバランス系の技
（バランス、ポーズ）
14　技の達成度テスト
15　発表会及び技の達成度テスト



2019-A020000130-07器械運動Ⅰ「金1」

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000130-08器械運動Ⅰ「金2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎－－－　概要　－－－◎

　器械運動は、マット、鉄棒、平均台、跳び箱などの器械、器
具を使った「技」によって構成されている運動である。各運動
種目では、自己の能力に応じて「技を習得する」「技が円滑に
できる」ことをねらいとし、様々な運動課題の解決に取り組む
学習指導が展開される。
　また、そこでの学習の対象となる運動は、非日常的驚異性と
姿勢的簡潔性を特徴として、誰にでも有効で客観的な技術を持
つ技が取り上げられる。特に、学習指導要領に提示されている
技を中心に練習、習得していく。
　授業の進め方としては、マット（平均台）および、跳び箱・
鉄棒をセットとして毎週2種目ずつローテーションして行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。(技
能)

技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。(技能)

技の補助や安全性について理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　柔軟運動、および、器械運動の基本でもある倒立については
授業以外でも各人が意識して予習、復習しておくこと。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①マット、とび箱、鉄棒の3種目の技や動きのコツを身に付
け、動き方を改善できたかどうか、また、安全性に配慮し補助
を積極的に行っていたかなどを評価基準とする。
②評価方法としては、授業の中で行った技の中からノルマの技
を設定し、それらの技の習得状況をチェックして総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN978-4-8278-1463-　7C3037
高等学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN　978-4-8278-1481-1　C3037

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業の場所は第2記念会堂体操場で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　マット運動の接転技
（前転、後転、側転）
２　マット運動の接転技
（開脚、伸膝、倒立前転）
３　マット運動の接転技
（開脚、伸膝後転、後転倒立）
４　マット運動の翻転技
（頭はねおき、側方倒立回転）
５　マット運動の翻転技
（前方倒立回転とび）
６　跳び箱の切り返し系の技
（開脚とび）
７　跳び箱の切り返し系の技
（かかえ込み、屈身とび）
８　跳び箱の回転系の技
（前方倒立回転とび）
９　鉄棒の支持系の技
（逆上がり、前、後転）
10　鉄棒の支持系の技
（片足、両足かけ前、後転、け上がり）
11　鉄棒の振動系の技
（前、後方振動からの発展技）
12　平均台の体操系の技
（歩、走、跳躍技）
13　平均台のバランス系の技
（バランス、ポーズ）
14　技の達成度テスト
15　発表会及び技の達成度テスト



2019-A020000130-08器械運動Ⅰ「金2」

田口　晴康、貞方浩二・佐野智樹

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000130-12器械運動Ⅰ「月2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

貞方　浩二、佐野　智樹

◎－－－　概要　－－－◎

　器械運動は、マット、鉄棒、平均台、跳び箱などの器械、器
具を使った「技」によって構成されている運動である。各運動
種目では、自己の能力に応じて「技を習得する」「技が円滑に
できる」ことをねらいとし、様々な運動課題の解決に取り組む
学習指導が展開される。
　また、そこでの学習の対象となる運動は、非日常的驚異性と
姿勢的簡潔性を特徴として、誰にでも有効で客観的な技術を持
つ技が取り上げられる。特に、学習指導要領に提示されている
技を中心に練習、習得していく。
　授業の進め方としては、マット（平均台）および、跳び箱・
鉄棒をセットとして毎週2種目ずつローテーションして行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。(技
能)

技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。(技能)

技の補助や安全性について理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　柔軟運動、および、器械運動の基本でもある倒立については
授業以外でも各人が意識して予習、復習しておくこと。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①マット、とび箱、鉄棒の3種目の技や動きのコツを身に付
け、動き方を改善できたかどうか、また、安全性に配慮し補助
を積極的に行っていたかなどを評価基準とする。
②評価方法としては、授業の中で行った技の中からノルマの技
を設定し、それらの技の習得状況をチェックして総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN978-4-8278-1463-　7C3037
高等学校学習指導要領解説（保健体育編）文部科学省　
ISBN　978-4-8278-1481-1　C3037

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　マット運動の接転技
（前転、後転、側転）
２　マット運動の接転技
（開脚、伸膝、倒立前転）
３　マット運動の接転技
（開脚、伸膝後転、後転倒立）
４　マット運動の翻転技
（頭はねおき、側方倒立回転）
５　マット運動の翻転技
（前方倒立回転とび）
６　跳び箱の切り返し系の技
（開脚とび）
７　跳び箱の切り返し系の技
（かかえ込み、屈身とび）
８　跳び箱の回転系の技
（前方倒立回転とび）
９　鉄棒の支持系の技
（逆上がり、前、後転）
10　鉄棒の支持系の技
（片足、両足かけ前、後転、け上がり）
11　鉄棒の振動系の技
（前、後方振動からの発展技）
12　平均台の体操系の技
（歩、走、跳躍技）
13　平均台のバランス系の技
（バランス、ポーズ）
14　技の達成度テスト
15　発表会及び技の達成度テスト



2019-A020000130-12器械運動Ⅰ「月2」

貞方　浩二、佐野　智樹

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.学習指導要領に示されている各種目の技の習得ができる。　(B-1)

2.技の種類や体系、及び指導方法について理解できる。　(B-2)

3.技の補助や安全性について理解できる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000514-01生涯スポーツ論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

築山　泰典

◎－－－　概要　－－－◎

　「スポーツ=身体活動」といった認識が一般的かもしれない
が、この授業での目標は「スポーツの社会的役割を考える」で
ある。
　生涯スポーツという言葉は聞き慣れない言葉かもしれない。
そのため、「生涯スポーツとは何か？」から授業を始める。
　授業では、オリンピックに関する内容から展開を始める。そ
の後、サービスとしてのスポーツを解釈しながら、スポーツの
多様性を読み取ることを企図する。その後、近年アダプティッ
ドスポーツと表現される障害者スポーツを題材に、誰のための
スポーツなのかを考える。授業後半では、レクリエーションや
キャンプに関しての知見も深める。
　授業内では視聴覚教材を積極的に用いていく。また、毎回授
業の最後にレポートを作成する時間を設け、提出を求める。こ
の授業を通じて、スポーツを考えるということを受講生が自ら
気づく機会になるよう、積極的に授業展開を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多様なスポーツとの関わりの1つとして「考えること」が実践
できる(知識・理解)

スポーツと健康や教育の関わりについて興味を持ち理解し説明
することができる

スポーツやレクリエーションの技術ついて理解し、説明するこ
とができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回授業の最後に、次回講義内容の予告を行う。その内容に対
し、情報収集すると共に、自身の考えを明確にしておくこと
を、事前学習として求める。また、講義内容をプリントに整理
し、まとめることを事後の学習内容とする。
予習復習わせて30分程度の時間は確保すること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．学期末にテストを実施する。
２．受講態度を考慮する。
３．授業時の提出物も評価の対象となる。
原則として、定期試験7割、平常点2割、レポート等1割とする
が、授業態度などにより減点することもある。尚、定期試験に
より、知識の確認及び「スポーツを考えること」の定着度合い
を測る内容を組み入れる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリントをテキスト代わりとする

◎－－－　参考書　－－－◎

　特に指定しない。授業内で紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　詳しくは、ガイダンス時に言及するが、スポーツマン
（ウーマン）シップに則った受講態度を求める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　生涯スポーツの意味　
３　オリンピックを考える
４　スポーツとジェンダー
５　産業としてのスポーツ１
６　産業としてのスポーツ２
７　スポーツ指導者を考える
８　アダプティッドスポーツ1
９　アダプティッドスポーツ2
10　ドーピングを考える
11　生涯スポーツとしてのレクリエーション1
12　生涯スポーツとしてのレクリエーション
2
13　生涯スポーツとしての野外教育1
14　生涯スポーツとしての野外教育2
15　まとめ



2019-A020000514-01生涯スポーツ論

築山　泰典

◎スポ:A-1,A-2

1.多様なスポーツとの関わりの1つとして「考えること」が実践できる　(A-1)

2.スポーツと健康や教育の関わりについて興味を持ち理解し説明することがで
きる

3.スポーツやレクリエーションの技術ついて理解し、説明することができる　
(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.多様なスポーツとの関わりの1つとして「考えること」が実践できる　(A-1)

2.スポーツと健康や教育の関わりについて興味を持ち理解し説明することがで
きる　(A-3)

3.スポーツやレクリエーションの技術ついて理解し、説明することができる　
(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000010-01スポーツ史

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限　　

長島　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　授業ではスポーツ文化の成立と展開の過程を歴史学的に学ん
でいきます。その際、当該の時代および社会とスポーツとの関
わりに着目し、影響関係について構造的に理解していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツの歴史的な知識について理解し、そのうえで、わが国
にスポーツが受容された過程について説明できるようになる。
(知識・理解)

歴史的視点に立ち、スポーツの文化的構造について理解し、説
明できるようになる。(知識・理解)

個別種目史の研究動向について理解し、説明できるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　スポーツについての問題に関心を持ち、あるべきスポーツの
姿を自ら考える習慣を身に付けてください。予習に関しては30
分間を目安に、テーマに関する著書や論文を読んできてくださ
い。また復習についても30分間を目安に授業で習った内容を
ノートにまとめましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　時代および社会の変化とスポーツの変容を相関的にみる視点
を養い、現代のスポーツに関わる諸問題について、歴史的な視
点から考察できるようになったかを評価します。具体的には学
期末に行う試験で80％、授業毎に提出するレポートを20％の割
合で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じて資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

図説　スポーツ史　ISBN 4254690231
スポーツ文化論　ISBN 4764415364
スポーツ史講義　ISBN 4469262994

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　積極的に意見や考えを発言してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション　スポーツ史とは何か
2　未開社会の身体運動
3　古代の身体運動
4　中世の身体運動
5　近世の身体運動
6　近代スポーツの誕生と特質
7　近代スポーツの伝播と普及
8　日本における受容と展開（明治～戦前）
9　日本における受容と展開（戦後）
10　近代オリンピックと国際政治
11　明治・大正期の学校体育
12　戦前の学校体育
13　戦後の学校体育
14　現代の体育・スポーツ
15　まとめ



2019-A020000010-01スポーツ史

長島　和幸

◎スポ:A-1,A-2

1.スポーツの歴史的な知識について理解し、そのうえで、わが国にスポーツが
受容された過程について説明できるようになる。　(A-1)

2.歴史的視点に立ち、スポーツの文化的構造について理解し、説明できるよう
になる。　(A-2)

3.個別種目史の研究動向について理解し、説明できるようになる。　(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2

1.スポーツの歴史的な知識について理解し、そのうえで、わが国にスポーツが
受容された過程について説明できるようになる。　(A-1)

2.歴史的視点に立ち、スポーツの文化的構造について理解し、説明できるよう
になる。　(A-2)

3.個別種目史の研究動向について理解し、説明できるようになる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000010-02スポーツ史

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限　　

長島　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　授業ではスポーツ文化の成立と展開の過程を歴史学的に学ん
でいきます。その際、当該の時代および社会とスポーツとの関
わりに着目し、影響関係について構造的に理解していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツの歴史的な知識について理解し、そのうえで、わが国
にスポーツが受容された過程について説明できるようになる。
(知識・理解)

歴史的視点に立ち、スポーツの文化的構造について理解し、説
明できるようになる。(知識・理解)

個別種目史の研究動向について理解し、説明できるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　スポーツについての問題に関心を持ち、あるべきスポーツの
姿を自ら考える習慣を身に付けてください。予習に関しては30
分間を目安に、テーマに関する著書や論文を読んできてくださ
い。また復習についても30分間を目安に授業で習った内容を
ノートにまとめましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　時代および社会の変化とスポーツの変容を相関的にみる視点
を養い、現代のスポーツに関わる諸問題について、歴史的な視
点から考察できるようになったかを評価します。具体的には学
期末に行う試験で80％、授業毎に提出するレポートを20％の割
合で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要に応じて資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

図説　スポーツ史　ISBN 4254690231
スポーツ文化論　ISBN 4764415364
スポーツ史講義　ISBN 4469262994

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　積極的に意見や考えを発言してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション　スポーツ史とは何か
2　未開社会の身体運動
3　古代の身体運動
4　中世の身体運動
5　近世の身体運動
6　近代スポーツの誕生と特質
7　近代スポーツの伝播と普及
8　日本における受容と展開（明治～戦前）
9　日本における受容と展開（戦後）
10　近代オリンピックと国際政治
11　明治・大正期の学校体育
12　戦前の学校体育
13　戦後の学校体育
14　現代の体育・スポーツ
15　まとめ



2019-A020000010-02スポーツ史

長島　和幸

◎スポ:A-1,A-2

1.スポーツの歴史的な知識について理解し、そのうえで、わが国にスポーツが
受容された過程について説明できるようになる。　(A-1)

2.歴史的視点に立ち、スポーツの文化的構造について理解し、説明できるよう
になる。　(A-2)

3.個別種目史の研究動向について理解し、説明できるようになる。　(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2

1.スポーツの歴史的な知識について理解し、そのうえで、わが国にスポーツが
受容された過程について説明できるようになる。　(A-1)

2.歴史的視点に立ち、スポーツの文化的構造について理解し、説明できるよう
になる。　(A-2)

3.個別種目史の研究動向について理解し、説明できるようになる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000020-01スポーツ心理学「水1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

山口　幸生、下園博信

◎－－－　概要　－－－◎

　スポーツ心理学とは、多様な目的や広範囲な年齢を対象とし
た運動・スポーツ行動の基礎的・応用的研究を通して、その諸
現象や効用性を心理学的に分析し、運動・スポーツの実践や指
導法に科学的知識を与えるスポーツ科学の一分野である。
　本講義では、遊び・運動・スポーツ・体育の心理学的意味を
踏まえ、スポーツ心理学的概念の独自性について理解を深める
事を目的とする。具体的には、スポーツ・運動行動、認知と反
応、運動学習と指導、社会心理、メンタルヘルス、メンタルス
キルのトレーニングなどの関連性を学びながら、スポーツ心理
学的視点に基づいてスポーツ・運動行動について、概論的に進
める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ心理学が扱う領域と専門用語を理解できる(知識・理
解)

運動学習・運動行動およびスポーツパフォーマンスに関わる心
的過程について説明できる(知識・理解)

理論に基づいた運動指導の方法について理解し、説明できる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１）次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく
こと（30分）。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１）授業参加状況（30%）
２）スポーツ心理学が扱う領域と専門用語を理解でき、運動学
習・運動行動およびスポーツパフォーマンスにかかわる心理的
過程について説明できること（評価方法：期末試験－60%、小
レポート－10%）

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。随時資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新版運動心理学入門　ISBN ISBN4-469-26125-4
教養としてのスポーツ心理学　ISBN ISBN4-469-26577-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スポーツ科学分野におけるスポーツ心理学の意義（担
当:山口）
2. スポーツの動機づけⅠ （担当:山口）
3. スポーツの動機づけⅡ（担当:山口）
4. 認知と反応 （担当:山口）
5. 運動学習と指導Ⅰ（担当:山口）
6. 運動学習と指導Ⅱ（担当:山口）
7. スポーツ・運動の社会心理 （担当:山口）
8. 運動の発育・発達 （担当:山口）
9. スポーツ・運動とパーソナリティ
（担当:山口）
10.スポーツ・運動とメンタルヘルス
（担当:山口）
11.メンタルスキルのトレーニングⅠ
（担当：下園）
12.メンタルスキルのトレーニングⅡ
（担当：下園）
13. メンタルスキルのトレーニングⅢ
（担当：下園）
14. メンタルスキルのトレーニングⅣ
（担当：下園）
15. メンタルスキルのトレーニングⅤ
（担当：下園）



2019-A020000020-01スポーツ心理学「水1」

山口　幸生、下園博信

◎スポ:A-1,A-2

1.スポーツ心理学が扱う領域と専門用語を理解できる　(A-1)

2.運動学習・運動行動およびスポーツパフォーマンスに関わる心的過程につい
て説明できる　(A-2)

3.理論に基づいた運動指導の方法について理解し、説明できる

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ心理学が扱う領域と専門用語を理解できる　(A-1)

2.運動学習・運動行動およびスポーツパフォーマンスに関わる心的過程につい
て説明できる　(A-2)

3.理論に基づいた運動指導の方法について理解し、説明できる　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000020-02スポーツ心理学「水2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

山口　幸生、下園博信

◎－－－　概要　－－－◎

　スポーツ心理学とは、多様な目的や広範囲な年齢を対象とし
た運動・スポーツ行動の基礎的・応用的研究を通して、その諸
現象や効用性を心理学的に分析し、運動・スポーツの実践や指
導法に科学的知識を与えるスポーツ科学の一分野である。
　本講義では、遊び・運動・スポーツ・体育の心理学的意味を
踏まえ、スポーツ心理学的概念の独自性について理解を深める
事を目的とする。具体的には、スポーツ・運動行動、認知と反
応、運動学習と指導、社会心理、メンタルヘルス、メンタルス
キルのトレーニングなどの関連性を学びながら、スポーツ心理
学的視点に基づいてスポーツ・運動行動について、概論的に進
める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ心理学が扱う領域と専門用語を理解できる(知識・理
解)

運動学習・運動行動およびスポーツパフォーマンスに関わる心
的過程について説明できる(知識・理解)

理論に基づいた運動指導の方法について理解し、説明できる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１）次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく
こと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１）授業参加状況（30%）
２）スポーツ心理学が扱う領域と専門用語を理解でき、運動学
習・運動行動およびスポーツパフォーマンスにかかわる心理的
過程について説明できること（評価方法：期末試験－60%、小
レポート－10%）

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。随時資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新版運動心理学入門　ISBN ISBN4-469-26125-4
教養としてのスポーツ心理学　ISBN ISBN4-469-26577-2

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スポーツ科学分野におけるスポーツ心理学の意義（担
当:山口）
2. スポーツの動機づけⅠ （担当:山口）
3. スポーツの動機づけⅡ（担当:山口）
4. 認知と反応 （担当:山口）
5. 運動学習と指導Ⅰ（担当:山口）
6. 運動学習と指導Ⅱ（担当:山口）
7. スポーツ・運動の社会心理 （担当:山口）
8. 運動の発育・発達 （担当:山口）
9. スポーツ・運動とパーソナリティ
（担当:山口）
10.スポーツ・運動とメンタルヘルス
（担当:山口）
11.メンタルスキルのトレーニングⅠ
（担当：下園）
12.メンタルスキルのトレーニングⅡ
（担当：下園）
13. メンタルスキルのトレーニングⅢ
（担当：下園）
14. メンタルスキルのトレーニングⅣ
（担当：下園）
15. メンタルスキルのトレーニングⅤ
（担当：下園）



2019-A020000020-02スポーツ心理学「水2」

山口　幸生、下園博信

◎スポ:A-1,A-2

1.スポーツ心理学が扱う領域と専門用語を理解できる　(A-1)

2.運動学習・運動行動およびスポーツパフォーマンスに関わる心的過程につい
て説明できる　(A-2)

3.理論に基づいた運動指導の方法について理解し、説明できる

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ心理学が扱う領域と専門用語を理解できる　(A-1)

2.運動学習・運動行動およびスポーツパフォーマンスに関わる心的過程につい
て説明できる　(A-2)

3.理論に基づいた運動指導の方法について理解し、説明できる　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000040-01スポーツ哲学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

長島　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、スポーツを対象に哲学（倫理学）的な方法論お
よび枠組みを理解し、考察することの楽しさを学んでいきま
す。具体的には、まず、現代社会におけるスポーツの諸問題の
うち、ドーピングの問題を取り上げ、ドーピングの是非を哲学
的・倫理的な視点から考察します。さらに、ドーピング問題で
行った視点を用いながら、現代スポーツのあり方、スポーツの
概念やスポーツと人間の関わり、スポーツの科学論についても
検討します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドーピングの問題を対象にした分析・検討を通じ、現代スポー
ツの構造について理解し、説明できるようになる。(知識・理
解)

間違った勝利至上主義とは何か、という問いに対しての検討を
通じ、スポーツの構造について理解し、説明できるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　自身の競技経験を通して、また、現代スポーツの問題に関心
をもち、スポーツのあり方について考える習慣を身につけてく
ださい。予習に関しては30分間を目安に、テーマに関する教科
書の該当箇所を読んできてください。また復習についても30分
間を目安に授業で習った内容をノートにまとめましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　スポーツを対象にした原理的・根源的な洞察能力を評価しま
す。定期試験80％に加え、現代スポーツにおける諸問題を取り
上げ、その背景、解決方法などを論理的に提案していくレポー
ト20％の割合で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

書名：よくわかるスポーツ倫理学
編著者名：友添秀則
出版社：ミネルヴァ書房
発行年：2017年
ISBN：08013-7

◎－－－　参考書　－－－◎

教養としての体育原理　ISBN 4-469-26573-X
現代スポーツ評論23　スポーツ思想を学ぶ　ISBN
978-4-86413-008-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

発言を求めることがありますので、積極的に意見を述べて
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）オリエンテーション
２）スポーツ倫理学の基礎知識
３）ドーピングの倫理学
４）フェアプレイの精神とは何か
５）スポーツパーソンシップとは何か
６）勝敗の倫理学
７）ゲームの倫理学
８）スポーツと八百長の倫理学
９）社会からスポーツを倫理する
10）スポーツ組織の倫理学
11) オリンピックの倫理学
12）スポーツと差別の倫理学
13) スポーツと環境の倫理学
14）人物から学ぶスポーツ倫理学
15)　授業のまとめ



2019-A020000040-01スポーツ哲学

長島　和幸

◎スポ:A-1

1.ドーピングの問題を対象にした分析・検討を通じ、現代スポーツの構造につ
いて理解し、説明できるようになる。　(A-1)

2.間違った勝利至上主義とは何か、という問いに対しての検討を通じ、スポー
ツの構造について理解し、説明できるようになる。　(A-1)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2

1.ドーピングの問題を対象にした分析・検討を通じ、現代スポーツの構造につ
いて理解し、説明できるようになる。　(A-1)

2.間違った勝利至上主義とは何か、という問いに対しての検討を通じ、スポー
ツの構造について理解し、説明できるようになる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000040-02スポーツ哲学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

長島　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、スポーツを対象に哲学（倫理学）的な方法論お
よび枠組みを理解し、考察することの楽しさを学んでいきま
す。具体的には、まず、現代社会におけるスポーツの諸問題の
うち、ドーピングの問題を取り上げ、ドーピングの是非を哲学
的・倫理的な視点から考察します。さらに、ドーピング問題で
行った視点を用いながら、現代スポーツのあり方、スポーツの
概念やスポーツと人間の関わり、スポーツの科学論についても
検討します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドーピングの問題を対象にした分析・検討を通じ、現代スポー
ツの構造について理解し、説明できるようになる。(知識・理
解)

間違った勝利至上主義とは何か、という問いに対しての検討を
通じ、スポーツの構造について理解し、説明できるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　自身の競技経験を通して、また、現代スポーツの問題に関心
をもち、スポーツのあり方について考える習慣を身につけてく
ださい。予習に関しては30分間を目安に、テーマに関する教科
書の該当箇所を読んできてください。また復習についても30分
間を目安に授業で習った内容をノートにまとめましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　スポーツを対象にした原理的・根源的な洞察能力を評価しま
す。定期試験80％に加え、現代スポーツにおける諸問題を取り
上げ、その背景、解決方法などを論理的に提案していくレポー
ト20％の割合で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

書名：よくわかるスポーツ倫理学
編著者名：友添秀則
出版社：ミネルヴァ書房
発行年：2017年
ISBN：08013-7

◎－－－　参考書　－－－◎

教養としての体育原理　ISBN 4-469-26573-X
現代スポーツ評論23　スポーツ思想を学ぶ　ISBN
978-4-86413-008-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

発言を求めることがありますので、積極的に意見を述べて
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）オリエンテーション
２）スポーツ倫理学の基礎知識
３）ドーピングの倫理学
４）フェアプレイの精神とは何か
５）スポーツパーソンシップとは何か
６）勝敗の倫理学
７）ゲームの倫理学
８）スポーツと八百長の倫理学
９）社会からスポーツを倫理する
10）スポーツ組織の倫理学
11) オリンピックの倫理学
12）スポーツと差別の倫理学
13) スポーツと環境の倫理学
14）人物から学ぶスポーツ倫理学
15)　授業のまとめ



2019-A020000040-02スポーツ哲学

長島　和幸

◎スポ:A-1

1.ドーピングの問題を対象にした分析・検討を通じ、現代スポーツの構造につ
いて理解し、説明できるようになる。　(A-1)

2.間違った勝利至上主義とは何か、という問いに対しての検討を通じ、スポー
ツの構造について理解し、説明できるようになる。　(A-1)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2

1.ドーピングの問題を対象にした分析・検討を通じ、現代スポーツの構造につ
いて理解し、説明できるようになる。　(A-1)

2.間違った勝利至上主義とは何か、という問いに対しての検討を通じ、スポー
ツの構造について理解し、説明できるようになる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000511-01スポーツ方法学「(A)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/26　５時限　　

中原　一

◎－－－　概要　－－－◎

　体育・スポーツは運動実践という具体的経験によって行われ
るものである。しかも、大筋運動を主体とした身体活動が基底
となる。特に、運動の目的達成のため技術習得（望ましい身体
の変容）を中心として各種の身体的試み（練習）が行われる。
この試みを効率的に行ない目的達成を目指すには運動者の個体
的条件（知識、理解、体力、能力等）、環境的条件（コーチ、
仲間、施設、用具、経済力等）の適切な実態の把握こそ重要で
ある。この二つの条件は、常にバランスよく有機的に行われる
ことにより目的達成は可能となる。
　本講義においては、身体運動の抽象的法則性を自然科学的に
追求するだけでなく、それらの運動の構造や特性を把握するた
めの具体的な分析を行ない、さらに運動の意義や価値を人文、
社会科学的広範な視点から解明することにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明でき
る。(知識・理解)

専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
(知識・理解)

専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　スポーツに関する指導書、学習指導要領解説（保健体育科）
等を読み、指導者として学習する内容について理解できるよう
予習（60分間)・復習(60分間)すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験において「スポーツ実践に関わる指導方法を知識と
してどの程度
　まで理解しているのか」「個体的条件、環境的条件を知識と
してバランス
　よく理解したのか」を評価の基準とする。
　講義の１～８（５０％）、９～１５（５０％）とし、さらに
ミニッツペー　　パーや受講態度を重視する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　資料はプリントまたはスライド

◎－－－　参考書　－－－◎

序説運動学（大修館）岸野雄三、松田岩男、宇土正彦、ス
ポーツスキルの科学大修館）宮下充正、Ｃ級コーチ教本
（日本体育協会）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講議は、2名の教員で行うため８回目の講義から
（Ａ）（Ｂ）の担当者が入れ替わる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スポーツ方法学とは？
２　運動学について
３　スポーツ技術とは？
４　成長期に見られる随意動作の習熟
５　スポーツ指導論
６　学校体育としてのスポーツ指導
７　スポーツ技術と言語表現
８　スポーツ技術を成立させる要因
９　スポーツ種目の特性（個人的種目）、
　　スポーツ種目の特性（集団的種目）
10　チームゲームの特性
11　チームゲームの全体の動き
12　チームゲームの部分の動き
13　指導段階とその設定
14　指導人数とグループ指導
15　グループ指導とグループの分け方



2019-A020000511-01スポーツ方法学「(A)」

中原　一

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。　(A-1)

2.専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。　(A-2)

3.専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。　(A-1)

2.専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。　(A-2)

3.専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000511-02スポーツ方法学「(B)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/26　５時限　　

村上　純

◎－－－　概要　－－－◎

　体育・スポーツは運動実践という具体的経験によって行われ
るものである。しかも、大筋運動を主体とした身体活動が基底
となる。特に、運動の目的達成のため技術習得（望ましい身体
の変容）を中心として各種の身体的試み（練習）が行われる。
この試みを効率的に行ない目的達成を目指すには運動者の個体
的条件（知識、理解、体力、能力等）、環境的条件（コーチ、
仲間、施設、用具、経済力等）の適切な実態の把握こそ重要で
ある。この二つの条件は、常にバランスよく有機的に行われる
ことにより目的達成は可能となる。
　本講義においては、身体運動の抽象的法則性を自然科学的に
追求するだけでなく、それらの運動の構造や特性を把握するた
めの具体的な分析を行ない、さらに運動の意義や価値を人文、
社会科学的広範な視点から解明することにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明でき
る。(知識・理解)

専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
(知識・理解)

専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業内容を予習し、専門用語等の意味を理解しておくこ
と（30分）。
配布資料等を参考に、授業の復習をしておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　スポーツ実践に関わる方法を理解し、アスリート及び指導者
として適切な動きの個人的条件と環境条件をバランスよく指導
できることが評価基準となる。
定期試験90％、ミニッツペーパー等10％で総合的に評価する。
授業については、毎回ミニッツペーパーを行い、授業の理解度
を確認する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料はプリントまたはスライド

◎－－－　参考書　－－－◎

序説運動学、スポーツスキルの科学、C級コーチ教本

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、2名の教員で行うため8回目の講義から（Ａ）
（Ｂ）の担当者が入れ替わる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スポーツ方法学とは？
２　運動学について
３　スポーツ技術とは？
４　成長期に見られる随意動作の習熟
５　スポーツ指導論
６　学校体育としてのスポーツ指導
７　スポーツ技術と言語表現
８　スポーツ技術を成立させる要因
９　スポーツ種目の特性（個人的種目）、
　　スポーツ種目の特性（集団的種目）
10　チームゲームの特性
11　チームゲームの全体の動き
12　チームゲームの部分の動き
13　指導段階とその設定
14　指導人数とグループ指導
15　グループ指導とグループの分け方



2019-A020000511-02スポーツ方法学「(B)」

村上　純

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。　(A-1)

2.専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。　(A-2)

3.専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。　(A-1)

2.専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。　(A-2)

3.専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000522-01体力学「木1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/16　４時限　　

田中　守

◎－－－　概要　－－－◎

　体力という言葉に親しみのある人は多いであろう。「健康・
体力づくり」「体力トレーニング」「日本選手は体力不足」な
どよく見聞きする。しかし体力とはどのように捉えられている
のだろうか？競技力や健康とどのように関わるのか？体力は遺
伝的に決まっているのだろうか？体力を効率よく高めるにはど
うしたらよいか？さまざまな疑問が沸いてくる。
　もう少し具体的に書いてみよう。身体は適度に使うと機能が
向上する。例えばかなり重いバーベルを何度か持ち上げると筋
力がついてくることは誰もが知っている。しかしどの程度の重
量をどれだけ繰り返して持ち上げれば良いのだろう？一方使わ
ないと筋力は低下する。低下をくい止めるには最低どの程度の
負荷が必要なのだろうか？筋力が付くと身体にはどんな変化が
起こっているのだろう？どこまで高められるのだろう？筋力と
競技力、健康とはどのような関わりがあるのだろう？このよう
な疑問に答えるには身体の適応性ということを理解することが
大切である。
　体力学を学ぶためには基本的な解剖生理学やスポーツ生理学
の知識も欠かせないので、併せて学んでいってほしい。体力学
を学ぶことは実際の健康づくりや競技力向上に欠かせないし、
またすぐに役立つことが多い。身近な話題も交えて講義を展開
していくつもりなので、授業中は活発な討議を期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

体力の科学的基礎知識について理解し、説明できる。(知識・
理解)

体力要素について理解し、説明できる。(知識・理解)

体力トレーニングの指導方法について理解し、説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画の内容について、インターネット等で事前に情報収
集をしておく（60分）。授業で出された多くの資料や最新情報
を読み返し、整理して次回の授業に臨む（60分）。また、専門
とする競技種目や健康づくりなどの現場で、学習したことを実
践してみる（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業参加状況（20％）、定期試験の結果（80％）から評価す
る。すなわち、定期試験での記述内容の評点から、実践してき
たスポーツを体力学的に理解できているかを評価の第一基準と
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要な資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

飲食、携帯電話の使用、イヤホーン付携帯オーディオの使
用、私語等の禁止

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション、体力の概念
２　体力学を学ぶための基礎知識（筋系）
３　体力学を学ぶための基礎知識（神経系）
４　体力学を学ぶための基礎知識（呼吸循環系）
５　体力トレーニングの基礎理論
６　無気的パワーとトレーニング
７　筋力・筋持久力とトレーニング
８　有気的パワーとトレーニング
９　調整力・柔軟性とトレーニング
10　子供の体力とトレーニング
11　女性の体力とトレーニング
12　加齢と体力・トレーニング
13　高齢者の体力と介護予防
14　体力トレーニング計画の作成と立案
15　まとめ



2019-A020000522-01体力学「木1」

田中　守

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.体力の科学的基礎知識について理解し、説明できる。　(A-1)

2.体力要素について理解し、説明できる。　(A-2)

3.体力トレーニングの指導方法について理解し、説明できる。　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.体力の科学的基礎知識について理解し、説明できる。　(A-1)

2.体力要素について理解し、説明できる。　(A-2)

3.体力トレーニングの指導方法について理解し、説明できる。　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000522-02体力学「木2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/16　４時限　　

田中　守

◎－－－　概要　－－－◎

　体力という言葉に親しみのある人は多いであろう。「健康・
体力づくり」「体力トレーニング」「日本選手は体力不足」な
どよく見聞きする。しかし体力とはどのように捉えられている
のだろうか？競技力や健康とどのように関わるのか？体力は遺
伝的に決まっているのだろうか？体力を効率よく高めるにはど
うしたらよいか？さまざまな疑問が沸いてくる。
　もう少し具体的に書いてみよう。身体は適度に使うと機能が
向上する。例えばかなり重いバーベルを何度か持ち上げると筋
力がついてくることは誰もが知っている。しかしどの程度の重
量をどれだけ繰り返して持ち上げれば良いのだろう？一方使わ
ないと筋力は低下する。低下をくい止めるには最低どの程度の
負荷が必要なのだろうか？筋力が付くと身体にはどんな変化が
起こっているのだろう？どこまで高められるのだろう？筋力と
競技力、健康とはどのような関わりがあるのだろう？このよう
な疑問に答えるには身体の適応性ということを理解することが
大切である。
　体力学を学ぶためには基本的な解剖生理学やスポーツ生理学
の知識も欠かせないので、併せて学んでいってほしい。体力学
を学ぶことは実際の健康づくりや競技力向上に欠かせないし、
またすぐに役立つことが多い。身近な話題も交えて講義を展開
していくつもりなので、授業中は活発な討議を期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

体力の科学的基礎知識について理解し、説明できる。(知識・
理解)

体力要素について理解し、説明できる。(知識・理解)

体力トレーニングの指導方法について理解し、説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画の内容について、インターネット等で事前に情報収
集をしておく（60分）。授業で出された多くの資料や最新情報
を読み返し、整理して次回の授業に臨む（60分）。また、専門
とする競技種目や健康づくりなどの現場で、学習したことを実
践してみる（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業参加状況（20％）、定期試験の結果（80％）から評価す
る。すなわち、定期試験での記述内容の評点から、実践してき
たスポーツを体力学的に理解できているかを評価の第一基準と
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要な資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

飲食、携帯電話の使用、イヤホーン付携帯オーディオの使
用、私語等の禁止

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション、体力の概念
２　体力学を学ぶための基礎知識（筋系）
３　体力学を学ぶための基礎知識（神経系）
４　体力学を学ぶための基礎知識（呼吸循環系）
５　体力トレーニングの基礎理論
６　無気的パワーとトレーニング
７　筋力・筋持久力とトレーニング
８　有気的パワーとトレーニング
９　調整力・柔軟性とトレーニング
10　子供の体力とトレーニング
11　女性の体力とトレーニング
12　加齢と体力・トレーニング
13　高齢者の体力と介護予防
14　体力トレーニング計画の作成と立案
15　まとめ



2019-A020000522-02体力学「木2」

田中　守

◎スポ:A-1,A-2,A-3

1.体力の科学的基礎知識について理解し、説明できる。　(A-1)

2.体力要素について理解し、説明できる。　(A-2)

3.体力トレーニングの指導方法について理解し、説明できる。　(A-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:A-1,A-2,A-3

1.体力の科学的基礎知識について理解し、説明できる。　(A-1)

2.体力要素について理解し、説明できる。　(A-2)

3.体力トレーニングの指導方法について理解し、説明できる。　(A-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000132-01フレッシュマンセミナーⅠ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

檜垣　靖樹、全教員

◎－－－　概要　－－－◎

　学士課程の教育充実を図るため、その基礎教育となる導入教
育を、スポーツ科学部の全教員で実施する。入学後の新入生研
修会やクラス担任制による学生生活指導や修学指導に加え、ス
ポーツ科学部生としての取り組み、文章力向上教育、コミュニ
ケーション能力向上教育、さらには専門分野からのスポーツ科
学入門教育などをオムニバス形式で進めてゆく。
　尚、文章力講座においては、国語科教員など実務経験を有す
る外部講師を招聘し、レポートの書き方及び提出したレポート
の添削をします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ
科学の発展に意欲的に取り組むようになる。(態度・志向性)

様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力の向上や
健康増進などについて、日常的に考えるようになる。(態度・
志向性)

様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や
健康運動科学に係る諸問題について、日常的に考えるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

文章力養成講座では、提示された課題について事前に予習し、
授業内での指摘をもとに、復習しておくこと（30分）。また、
専門分野での学習においては、授業後に授業内容を復習し、次
回の授業に臨む（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１　評価の基準
・スポーツ科学部で学ぶ内容が理解できたかを評価の基準とす
る。
・スポーツ科学部生としての取り組み方を学び、社会に貢献で
きる態度が身についたかを評価の基準とする。
・文章力養成講座によって日本語能力が向上し、スポーツ科学
の専門的内容を文章で表現できるかを評価の基準とする。
２　評価の方法
・毎時間のミニッツペーパーの内容（5割）
・文章力養成講座のレポート（5割）
　これらの要素を総合的に判断して評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

やってみればおもしろい！大学生のための日本語再発見ド
リル：馬場真知子、田中佳子著、(株)旺文社、2006年、
ISBN:4-01-0E470A

◎－－－　参考書　－－－◎

知的キャンパスライフのすすめ　ISBN 978-4-7806-0079-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．スポーツ科学部生とは
２．学習内容と社会貢献
３．コンピテンシー診断テスト
４．文章力養成講座（１）
５．文章力養成講座（２）
６．文章力養成講座（３）
７．コンピテンシー診断テスト事後フォロー講座
８．文章力養成講座（４）
９．文章力養成講座（５）
１０．文章力養成講座（６）
１１．専門分野での学習（１）オムニバス
１２．専門分野での学習（２）オムニバス
１３．専門分野での学習（３）オムニバス
１４．専門分野での学習（４）オムニバス
１５．日本語力テストでの評価



2019-A020000132-01フレッシュマンセミナーⅠ

檜垣　靖樹、全教員

◎スポ:C-1,C-2

1.スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ科学の発展に
意欲的に取り組むようになる。　(C-1)

2.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力の向上や健康増進など
について、日常的に考えるようになる。　(C-2)

3.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や健康運動科学
に係る諸問題について、日常的に考えるようになる。　(C-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:C-1,C-2

1.スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ科学の発展に
意欲的に取り組むようになる。　(C-1)

2.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力の向上や健康増進など
について、日常的に考えるようになる。　(C-2)

3.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や健康運動科学
に係る諸問題について、日常的に考えるようになる。　(C-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000134-01フレッシュマンセミナーⅡ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

檜垣　靖樹、全教員

◎－－－　概要　－－－◎

学士課程の教育充実を図るため、その基礎教育となる導入教育
を、スポーツ科学部の全教員で実施する。前期に引き続き、ク
ラス担任制による学生生活指導や修学指導に加え、日本語能力
向上のための継続的指導や専門分野からのスポーツ科学入門教
育をオムニバス形式で実施するとともに、キャリア教育として
の「先輩と語る」研修や卒業論文発表会への参加による研究研
修も実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ
科学の発展に意欲的に取り組むようになる。(態度・志向性)

様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力向上や健
康増進などについて、日常的に考えるようになる。(態度・志
向性)

様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や
健康運動科学に係る諸問題について、競技力向上や健康増進な
どについて、日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

最初に配布された各先生方の専門分野を、事前に読んでおくこ
と（30分）。授業後には、講義内容についてまとめること（30
分）。卒業論文発表会では、抄録集をよく読み、興味ある発表
を聞き、その中から２演題について感想文を後日提出するこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１　評価の基準　
・スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像が理解でき高を評
価の基準とする。
・スポーツ科学部における専門分野の導入教育が理解できたか
を評価の基準とする。
・キャリア教育により、卒業後の進路について社会にどのよう
に貢献できるかを評価の基準とする。
・卒業論文発表会に参加して、論文の内容を理解して文章で説
明ができたかを評価の基準とする。
２　評価の方法
　提出する毎時間のミニッツペーパーの内容で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

やってみればおもしろい！大学生のための日本語再発見ド
リル：馬場真知子、田中佳子著、(株)旺文社、2006年、
ISBN:
4-01-0E470A

◎－－－　参考書　－－－◎

知的キャンパスライフのすすめ　ISBN 978-4-7806-0079-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．専門分野での学習（５）オムニバス
２．専門分野での学習（６）オムニバス
３．専門分野での学習（７）オムニバス
４．専門分野での学習（８）オムニバス
５．専門分野での学習（９）オムニバス
６．ブレイン・ストーミング（１）
７．ブレイン・ストーミング（２）
８．専門分野での学習（10）オムニバス
９．専門分野での学習（11）オムニバス
１０．専門分野での学習（12）オムニバス
１１．専門分野での学習（13）オムニバス
１２．専門分野での学習（14）オムニバス
１３．専門分野での学習（15）オムニバス
１４．専門分野での学習（15）オムニバス
１５．日本語力テストとまとめ



2019-A020000134-01フレッシュマンセミナーⅡ

檜垣　靖樹、全教員

◎スポ:C-1,C-2

1.スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ科学の発展に
意欲的に取り組むようになる。　(C-1)

2.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力向上や健康増進などに
ついて、日常的に考えるようになる。　(C-2)

3.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や健康運動科学
に係る諸問題について、競技力向上や健康増進などについて、日常的に考える
ようになる。　(C-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:C-1,C-2

1.スポーツ科学部で学ぶ内容と学部の全体像を理解し、スポーツ科学の発展に
意欲的に取り組むようになる。　(C-1)

2.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、競技力向上や健康増進などに
ついて、日常的に考えるようになる。　(C-2)

3.様々なスポーツに係る情報を積極的に取得し、スポーツ科学や健康運動科学
に係る諸問題について、競技力向上や健康増進などについて、日常的に考える
ようになる。　(C-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000110-01陸上競技Ⅰ「月1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片峯　隆、岡部 優真

◎－－－　概要　－－－◎

「走る」という動作は人類にとって単純運動であるが，「より
速く走る」という行為は，あらゆる競技スポーツにとって重要
な要因であり，原点といっても過言ではない．
　本講義では，主に短距離走，ハードル走，リレー走を行う．
　短距離走では，総スピードを高める理論を交えながら実践的
に追求し，多くの競技で最も必要とされる最大スピードを高め
ていく．
　ハードル走では，「走る」＋「跳ぶ」という連続動作を行う
ため，走スピード，跳躍力，瞬発力，柔軟性，巧緻性，空間定
位能力，リズムなど基本的運動能力を見極めることのできる種
目である．そのため教員採用試験では実技項目として多く用い
られることから，より円滑なハードル走を習得していく．
　リレー走では，トラック＆フィールドの中で唯一団体種目で
あり，バトンパスの際に，前走者のスピードを減速させないよ
うな専門的技術を習得できることを目的とする．
　それぞれの種目における自身の技術習得はもちろん，コーチ
ング視点からも運動習得方法を教授する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」につ
いての技術を習得することができる(技能)

陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関して
の指導知識を身につけ、指導することができる(技能)

授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・本授業に関する専門書を読んでおくこと。( 60分 )
・必要なものは資料として配付するので復習すること。( 60分 )

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・各種目のフォーム及びノルマ達成の記録測定結果によって評
価する。
・具体的には、ハードル走５０％、リレー走５０％を目安とし
て総合的に評価する。
・リポートは、コメントしてフィードバックする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要な資料はプリントにて配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

短距離走、ハードル走、リレー走の実技３種目のため積極
的に授業参加することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業概要と習得目的
２　100m走計測（ビデオ撮影）
３　走動作の理論と方法論
４　走の基本動作と中間疾走
５　中間疾走能力を高める
６　スタート技術と中間疾走へのリンク
７　リレー競技について
８　バトンパス
９　100mとバトンパスの計測（実技テスト）
10　ハードル走の基本動作について
11　ハードル動作の理論と方法論
12　ハードル・インターバルのリズム
13　ハードル・アプローチ
14　ハードル走の計測
15  バトンパス及びハードル走の計測



2019-A020000110-01陸上競技Ⅰ「月1」

片峯　隆、岡部 優真

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」についての技術を
習得することができる　(B-1)

2.陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関しての指導知識を
身につけ、指導することができる　(B-2)

3.授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」についての技術を
習得することができる　(B-1)

2.陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関しての指導知識を
身につけ、指導することができる　(B-2)

3.授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000110-02陸上競技Ⅰ「月1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野口　安忠、岡部　優真  

◎－－－　概要　－－－◎

　陸上競技は、運動の基本となる「走・跳・投」を兼ね備えた
競技スポーツであり、他の競技にも幅広く応用できることから
「走」と「跳」に関しては学習指導要領でも必須種目となって
いる。このようなことから、陸上競技は人が身体運動を実施し
ていく上で最も身近な競技スポーツということが言えるであろ
う。そして、人の発育・発達過程では、「走・跳・投」の中
で、最初に「走」が習得されるように、陸上競技においても
「走」は基本と理解されている。
　したがって、本講義では「走」を中心として短距離走、ハー
ドル走、リレーを実施する。短距離においては、技術習得だけ
でなく疾走速度を高める方法も学ぶ。ハードル走では、疾走速
度を落とさず「跳」を組み合わせ、左右が異なる動作でハード
ルをクリアしていくことから、走動作の中でリズムやバランス
能力、柔軟性など様々な運動能力を図る。リレーでは、バトン
パスの技術習得とバトンゾーンで前後の走者が互いに工夫し合
い記録向上に対する戦術的思考を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設
定記録の到達に努力することができる(技能)

短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明するこ
とができる(技能)

他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援を
することができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

専門書の熟読とDVDやネットなどを利用して各種目の動きを見
ておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1 各種目の計測時におけるフォーム（30％）と記録（60％）で
評価する。
2 受講態度（10％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要な資料はプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　服装は、学部指定トレーニングウェアを着用し、ランニ
ングシューズを履くこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　 ガイダンス
2　 ウォーミングアップと100ｍ走計測
3　 走の基本動作と中間疾走
4　 スタート技術と疾走速度を高める方法
5　 100ｍ走計測
6　 リレーの理論とバトンパス
7　 バトンゾーンを利用した練習法
8　 リレーの計測
9 　ハードル走の基本動作
10　ハードル走のインターバル
11　ハードル走のアプローチⅠ
12　ハードル走のアプローチⅡ
13　ハードル走の計測
14　各種目の復習
15　各種目の再計測



2019-A020000110-02陸上競技Ⅰ「月1」

野口　安忠、岡部　優真  

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設定記録の到達
に努力することができる　(B-1)

2.短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明することができる　
(B-2)

3.他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援をすることがで
きる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設定記録の到達
に努力することができる　(B-1)

2.短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明することができる　
(B-2)

3.他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援をすることがで
きる　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000110-03陸上競技Ⅰ「水2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

信岡　沙希重

◎－－－　概要　－－－◎

　「走る」という動作はヒトにとって基本的運動であり、あら
ゆる競技スポーツに精通する動作である。本講義では短距離走
を中心に、ハードル走、リレー走の3種目を実践し、トレーニ
ング方法を学ぶ。
　短距離走は、走速度の変化から①スタート局面、②加速局
面、③最大速度局面、④速度維持局面の４つの局面に分けるこ
とができる。それぞれの局面における技術を理解し、必要なト
レーニングについて学ぶ。ハードル走は、「走る」＋「跳ぶ」
という連続動作を行うため、走スピード、跳躍力、柔軟性、巧
緻性、空間定位能力、リズムなど基本的運動能力を必要とする
種目である。インターバルを3歩で走ることを目指し、より円
滑なハードル走を習得していく。リレー走では、前走者のス
ピードを減速させないようなパス技術の理解と習得を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

短距離走、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得する
(技能)

短距離種目のルールを理解し、指導する際のポイントとなる動
作について説明できる(技能)

他者に対して的確なアドバイスを送ることができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

必要なものは資料として配付するので復習すること。（60分）
次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておくこ
と。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

100ｍ走のフォームとタイム（30％）、リレーのバトンパスと
タイム（30％）、ハードル走のフォームとタイム（30％）、受
講態度（10％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なものはプリントし配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

シューズはランニングシューズを履くこと。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　ウォーミングアップと100ｍ走計測
３　走の基本動作と中間疾走
４　スタート技術と疾走速度を高める方法
５　100ｍ走計測
６　リレーの理論とバトンパス
７　バトンゾーンを利用した練習法
８　リレーの計測
９　ハードル走の基本動作
10　ハードル走のインターバル
11　ハードル走のアプローチⅠ
12　ハードル走のアプローチⅡ
13　ハードル走の計測
14　各種目の復習
15　各種目の再計測



2019-A020000110-03陸上競技Ⅰ「水2」

信岡　沙希重

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.短距離走、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得する　(B-1)

2.短距離種目のルールを理解し、指導する際のポイントとなる動作について説
明できる　(B-2)

3.他者に対して的確なアドバイスを送ることができる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.短距離走、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得する　(B-1)

2.短距離種目のルールを理解し、指導する際のポイントとなる動作について説
明できる　(B-2)

3.他者に対して的確なアドバイスを送ることができる　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000110-04陸上競技Ⅰ「月2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片峯　隆、岡部優真

◎－－－　概要　－－－◎

「走る」という動作は人類にとって単純運動であるが，「より
速く走る」という行為は，あらゆる競技スポーツにとって重要
な要因であり，原点といっても過言ではない．
　本講義では，主に短距離走，ハードル走，リレー走を行う．
　短距離走では，総スピードを高める理論を交えながら実践的
に追求し，多くの競技で最も必要とされる最大スピードを高め
ていく．
　ハードル走では，「走る」＋「跳ぶ」という連続動作を行う
ため，走スピード，跳躍力，瞬発力，柔軟性，巧緻性，空間定
位能力，リズムなど基本的運動能力を見極めることのできる種
目である．そのため教員採用試験では実技項目として多く用い
られることから，より円滑なハードル走を習得していく．
　リレー走では，トラック＆フィールドの中で唯一団体種目で
あり，バトンパスの際に，前走者のスピードを減速させないよ
うな専門的技術を習得できることを目的とする．
　それぞれの種目における自身の技術習得はもちろん，コーチ
ング視点からも運動習得方法を教授する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」につ
いての技術を習得することができる(技能)

陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関して
の指導知識を身につけ、指導することができる(技能)

授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・本授業に関する専門書を読んでおくこと。(６０分）
・必要なものは資料として配付するので復習すること。(６０
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・各種目のフォーム及びノルマ達成の記録測定結果によって評
価する。
・具体的には、ハードル走５０％、リレー走５０％を目安とし
て総合的に評価する。
・リポートは、コメントしてフィードバックする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要な資料はプリントにて配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

短距離走、ハードル走、リレー走の実技３種目のため積極
的に授業参加することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業概要と習得目的
２　100m走計測（ビデオ撮影）
３　走動作の理論と方法論
４　走の基本動作と中間疾走
５　中間疾走能力を高める
６　スタート技術と中間疾走へのリンク
７　リレー競技について
８　バトンパス
９　100mとバトンパスの計測（実技テスト）
10　ハードル走の基本動作について
11　ハードル動作の理論と方法論
12　ハードル・インターバルのリズム
13　ハードル・アプローチ
14　ハードル走の計測
15  バトンパス及びハードル走の計測



2019-A020000110-04陸上競技Ⅰ「月2」

片峯　隆、岡部優真

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」についての技術を
習得することができる　(B-1)

2.陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関しての指導知識を
身につけ、指導することができる　(B-2)

3.授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」についての技術を
習得することができる　(B-1)

2.陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関しての指導知識を
身につけ、指導することができる　(B-2)

3.授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000110-05陸上競技Ⅰ「月2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野口　安忠、岡部優真

◎－－－　概要　－－－◎

　陸上競技は、運動の基本となる「走・跳・投」を兼ね備えた
競技スポーツであり、他の競技にも幅広く応用できることから
「走」と「跳」に関しては学習指導要領でも必須種目となって
いる。このようなことから、陸上競技は人が身体運動を実施し
ていく上で最も身近な競技スポーツということが言えるであろ
う。そして、人の発育・発達過程では、「走・跳・投」の中
で、最初に「走」が習得されるように、陸上競技においても
「走」は基本と理解されている。
　したがって、本講義では「走」を中心として短距離走、ハー
ドル走、リレーを実施する。短距離においては、技術習得だけ
でなく疾走速度を高める方法も学ぶ。ハードル走では、疾走速
度を落とさず「跳」を組み合わせ、左右が異なる動作でハード
ルをクリアしていくことから、走動作の中でリズムやバランス
能力、柔軟性など様々な運動能力を図る。リレーでは、バトン
パスの技術習得とバトンゾーンで前後の走者が互いに工夫し合
い記録向上に対する戦術的思考を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設
定記録の到達に努力することができる(技能)

短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明するこ
とができる(技能)

他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援を
することができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

専門書の熟読とDVDやネットなどを利用して各種目の動きを見
ておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1 各種目の計測時におけるフォーム（30％）と記録（60％）で
評価する。
2 受講態度（10％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要な資料はプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　服装は、学部指定トレーニングウェアを着用し、ランニ
ングシューズを履くこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　 ガイダンス
2　 ウォーミングアップと100ｍ走の計測
3　 走の基本動作と中間疾走
4　 スタート技術と疾走速度を高める方法
5　 100ｍ走の計測
6　 リレーの理論とバトンパス
7　 バトンゾーンを利用した練習法
8　 リレーの計測
9 　ハードル走の基本動作
10　ハードル走のインターバル
11　ハードル走のアプローチⅠ
12　ハードル走のアプローチⅡ
13　ハードル走の計測
14　各種目の復習
15　各種目の再計測



2019-A020000110-05陸上競技Ⅰ「月2」

野口　安忠、岡部優真

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設定記録の到達
に努力することができる　(B-1)

2.短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明することができる　
(B-2)

3.他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援をすることがで
きる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設定記録の到達
に努力することができる　(B-1)

2.短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明することができる　
(B-2)

3.他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援をすることがで
きる　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000110-06陸上競技Ⅰ「水2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野口　安忠、岡部優真

◎－－－　概要　－－－◎

　陸上競技は、運動の基本となる「走・跳・投」を兼ね備えた
競技スポーツであり、他の競技にも幅広く応用できることから
「走」と「跳」に関しては学習指導要領でも必須種目となって
いる。このようなことから、陸上競技は人が身体運動を実施し
ていく上で最も身近な競技スポーツということが言えるであろ
う。そして、人の発育・発達過程では、「走・跳・投」の中
で、最初に「走」が習得されるように、陸上競技においても
「走」は基本と理解されている。
　したがって、本講義では「走」を中心として短距離走、ハー
ドル走、リレーを実施する。短距離においては、技術習得だけ
でなく疾走速度を高める方法も学ぶ。ハードル走では、疾走速
度を落とさず「跳」を組み合わせ、左右が異なる動作でハード
ルをクリアしていくことから、走動作の中でリズムやバランス
能力、柔軟性など様々な運動能力を図る。リレーでは、バトン
パスの技術習得とバトンゾーンで前後の走者が互いに工夫し合
い記録向上に対する戦術的思考を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設
定記録の到達に努力することができる(技能)

短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明するこ
とができる(技能)

他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援を
することができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

専門書の熟読とDVDやネットなどを利用して各種目の動きを見
ておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1 各種目の計測時におけるフォーム（30％）と記録（60％）で
評価する。
2 受講態度（10％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要な資料はプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　服装は、学部指定トレーニングウェアを着用し、ランニ
ングシューズを履くこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　 ガイダンス
2　 ウォーミングアップと100ｍ走の計測
3　 走の基本動作と中間疾走
4　 スタート技術と疾走速度を高める方法
5　 100ｍ走の計測
6　 リレーの理論とバトンパス
7　 バトンゾーンを利用した練習法
8　 リレーの計測
9 　ハードル走の基本動作
10　ハードル走のインターバル
11　ハードル走のアプローチⅠ
12　ハードル走のアプローチⅡ
13　ハードル走の計測
14　各種目の復習
15　各種目の再計測



2019-A020000110-06陸上競技Ⅰ「水2」

野口　安忠、岡部優真

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設定記録の到達
に努力することができる　(B-1)

2.短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明することができる　
(B-2)

3.他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援をすることがで
きる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.短距離、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得し、設定記録の到達
に努力することができる　(B-1)

2.短距離種目における技術やトレーニングを理論的に説明することができる　
(B-2)

3.他者へ積極的にアドバイスを送り、技能を高めるための支援をすることがで
きる　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000110-07陸上競技Ⅰ「水3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

信岡　沙希重

◎－－－　概要　－－－◎

　「走る」という動作はヒトにとって基本的運動であり、あら
ゆる競技スポーツに精通する動作である。本講義では短距離走
を中心に、ハードル走、リレー走の3種目を実践し、トレーニ
ング方法を学ぶ。
　短距離走は、走速度の変化から①スタート局面、②加速局
面、③最大速度局面、④速度維持局面の４つの局面に分けるこ
とができる。それぞれの局面における技術を理解し、必要なト
レーニングについて学ぶ。ハードル走は、「走る」＋「跳ぶ」
という連続動作を行うため、走スピード、跳躍力、柔軟性、巧
緻性、空間定位能力、リズムなど基本的運動能力を必要とする
種目である。インターバルを3歩で走ることを目指し、より円
滑なハードル走を習得していく。リレー走では、前走者のス
ピードを減速させないようなパス技術の理解と習得を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

短距離走、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得する
(技能)

短距離種目のルールを理解し、指導する際のポイントとなる動
作について説明できる(技能)

他者に対して的確なアドバイスを送ることができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

必要なものは資料として配付するので復習すること。（60分）
次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておくこ
と。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

100ｍ走のフォームとタイム（30％）、リレーのバトンパスと
タイム（30％）、ハードル走のフォームとタイム（30％）、受
講態度（10％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なものはプリントし配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

シューズはランニングシューズを履くこと。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　ウォーミングアップと100ｍ走計測
３　走の基本動作と中間疾走
４　スタート技術と疾走速度を高める方法
５　100ｍ走計測
６　リレーの理論とバトンパス
７　バトンゾーンを利用した練習法
８　リレーの計測
９　ハードル走の基本動作
10　ハードル走のインターバル
11　ハードル走のアプローチⅠ
12　ハードル走のアプローチⅡ
13　ハードル走の計測
14　各種目の復習
15　各種目の再計測



2019-A020000110-07陸上競技Ⅰ「水3」

信岡　沙希重

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.短距離走、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得する　(B-1)

2.短距離種目のルールを理解し、指導する際のポイントとなる動作について説
明できる　(B-2)

3.他者に対して的確なアドバイスを送ることができる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.短距離走、リレーのバトンパス、ハードル走の技術を習得する　(B-1)

2.短距離種目のルールを理解し、指導する際のポイントとなる動作について説
明できる　(B-2)

3.他者に対して的確なアドバイスを送ることができる　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A020000110-08陸上競技Ⅰ「水3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片峯　隆、岡部優真

◎－－－　概要　－－－◎

「走る」という動作は人類にとって単純運動であるが，「より
速く走る」という行為は，あらゆる競技スポーツにとって重要
な要因であり，原点といっても過言ではない．
　本講義では，主に短距離走，ハードル走，リレー走を行う．
　短距離走では，総スピードを高める理論を交えながら実践的
に追求し，多くの競技で最も必要とされる最大スピードを高め
ていく．
　ハードル走では，「走る」＋「跳ぶ」という連続動作を行う
ため，走スピード，跳躍力，瞬発力，柔軟性，巧緻性，空間定
位能力，リズムなど基本的運動能力を見極めることのできる種
目である．そのため教員採用試験では実技項目として多く用い
られることから，より円滑なハードル走を習得していく．
　リレー走では，トラック＆フィールドの中で唯一団体種目で
あり，バトンパスの際に，前走者のスピードを減速させないよ
うな専門的技術を習得できることを目的とする．
　それぞれの種目における自身の技術習得はもちろん，コーチ
ング視点からも運動習得方法を教授する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」につ
いての技術を習得することができる(技能)

陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関して
の指導知識を身につけ、指導することができる(技能)

授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・本授業に関する専門書を読んでおくこと。( 60分 )
・必要なものは資料として配付するので復習すること。( 60分 )

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・各種目のフォーム及びノルマ達成の記録測定結果によって評
価する。
・具体的には、ハードル走５０％、リレー走５０％を目安とし
て総合的に評価する。
・リポートは、コメントしてフィードバックする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要な資料はプリントにて配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

短距離走、ハードル走、リレー走の実技３種目のため積極
的に授業参加することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業概要と習得目的
２　100m走計測（ビデオ撮影）
３　走動作の理論と方法論
４　走の基本動作と中間疾走
５　中間疾走能力を高める
６　スタート技術と中間疾走へのリンク
７　リレー競技について
８　バトンパス
９　100mとバトンパスの計測（実技テスト）
10　ハードル走の基本動作について
11　ハードル動作の理論と方法論
12　ハードル・インターバルのリズム
13　ハードル・アプローチ
14　ハードル走の計測
15  バトンパス及びハードル走の計測



2019-A020000110-08陸上競技Ⅰ「水3」

片峯　隆、岡部優真

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」についての技術を
習得することができる　(B-1)

2.陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関しての指導知識を
身につけ、指導することができる　(B-2)

3.授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.陸上競技の基礎「短距離走」「ハードル走」「リレー走」についての技術を
習得することができる　(B-1)

2.陸上競技の「短距離走」「ハードル走」「リレー走」に関しての指導知識を
身につけ、指導することができる　(B-2)

3.授業のグループ学習を通して、積極的に行動することができる　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A030000766-01ダンス「月1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　宏子

◎－－－　概要　－－－◎

　学校体育（中学校・高等学校）のダンスには、心身を解き放
して仲間と交流して踊ったり発表しあったりする楽しさや喜び
を味わうことを目的に実施されている。ここでは、ダンスで表
したいイメージやテーマを全身の動きで自由に表現する「創作
ダンス」、伝承された踊りを身につけ皆で一緒に踊る「フォー
クダンス」、そして、現代的なリズムに乗って自由に踊る「現
代的なリズムのダンス」があるが、共通することは、全身で表
現し自他の良さを認め合い理解することができる運動である。
そこで、ダンスに必要な基礎的技術の習得、ダンスの基礎的理
論の習得を経て、創作力を身につけ、学校体育（中学校・高等
学校）におけるダンス教育を指導要領と合わせて授業を進めて
いく。また、教員採用試験対策を兼ねた創作ダンスのソロダン
スにも挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせ
ステップを習得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動き
ができる。(技能)

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
仕方などを理解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができ
る。(技能)

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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発
表ができる。(技能)

仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布したプリントや、板書したことをノートに整理す
る。（30分）
グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめテーマ
やイメージを考えまとめておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ダンスの技術と創作のテストを実施する。また、ノートの提出
も評価の対象とする。（受講態度・技術・創作力）

　・ダンスの技術テスト（2拍子系・3拍子系）
　・創作ダンス（グループ創作・ソロ作品）
　・現代的なリズムのダンス創作

技術テストの評価　60％
ノート・受講態度の評価　40％
以上を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学高等学校指導要領（文部科学省）
・エレメンタリーダンス　基礎から表現の動きの指導　マ
ヤ・レックス著　大修館書店　2000年　
ISBN：9784469264388
・明日からトライ!ダンスの授業（全国ダンス表現運動授
業研究会編集）　大修館書店　2011年　
ISBN：9784469267228

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ノートやプリントの整理、確認をする。
・ノート提出日の期日を守る。
・身だしなみを整える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・授業内容及び進め方
　現代的なリズムのダンス基礎
2.2拍子系のステップ①
　創作ダンスの進め方と導入
3.フォークダンス導入
　2拍子系のステップ②
　創作ダンス運動課題「走る‐止まる」
4.フォークダンス①・3拍子系のステップ①
　創作ダンス運動課題「伸びる‐縮む」
5.フォークダンス②
　3拍子系のステップ②課題Ⅰ
　創作ダンス運動課題「走る‐跳ぶ‐転がる」
6.フォークダンス③
　ダンス教育の基本的な内容
　3拍子系のステップ③課題Ⅱ・創作ダンス
　イメージ課題「動きで表すオノマトペ」
7.フォークダンス④・回転系のステップ
　創作ダンスイメージ課題「スポーツ」
8.フォークダンス⑤
　2拍子系のステップ④課題Ⅰ
　創作ダンスイメージ課題「ある日の私」
9.3拍子系ステップ課題Ⅰテスト
　創作ダンス群課題「序破急」
10.3拍子系ステップ課題Ⅱテスト
　創作ダンスイメージ課題
　「○○な私‐△△な私‐それから」
11.現代的なリズムのダンス課題創作
12.2拍子系の課題Ⅰテスト
　ソロ創作ダンス課題導入
13.フォークダンス⑥
　ソロ創作ダンス課題練習
14.ソロ創作ダンス課題テスト
15.教員採用試験対策
　授業のまとめ・ＤＶＤ鑑賞



2019-A030000766-01ダンス「月1」

梶原　宏子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000766-02ダンス「月2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　宏子

◎－－－　概要　－－－◎

　学校体育（中学校・高等学校）のダンスには、心身を解き放
して仲間と交流して踊ったり発表しあったりする楽しさや喜び
を味わうことを目的に実施されている。ここでは、ダンスで表
したいイメージやテーマを全身の動きで自由に表現する「創作
ダンス」、伝承された踊りを身につけ皆で一緒に踊る「フォー
クダンス」、そして、現代的なリズムに乗って自由に踊る「現
代的なリズムのダンス」があるが、共通することは、全身で表
現し自他の良さを認め合い理解することができる運動である。
そこで、ダンスに必要な基礎的技術の習得、ダンスの基礎的理
論の習得を経て、創作力を身につけ、学校体育（中学校・高等
学校）におけるダンス教育を指導要領と合わせて授業を進めて
いく。また、教員採用試験対策を兼ねた創作ダンスのソロダン
スにも挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせ
ステップを習得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動き
ができる。(技能)

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
仕方などを理解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができ
る。(技能)

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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発
表ができる。(技能)

仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布したプリントや、板書したことをノートに整理す
る。（30分）
グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめテーマ
やイメージを考えまとめておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ダンスの技術と創作のテストを実施する。また、ノートの提出
も評価の対象とする。（受講態度・技術・創作力）

　・ダンスの技術テスト（2拍子系・3拍子系）
　・創作ダンス（グループ創作・ソロ作品）
　・現代的なリズムのダンス創作

技術テストの評価　60％
ノート・受講態度の評価　40％
以上を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学高等学校指導要領（文部科学省）
・エレメンタリーダンス　基礎から表現の動きの指導　マ
ヤ・レックス著　大修館書店　2000年　
ISBN：9784469264388
・明日からトライ!ダンスの授業（全国ダンス表現運動授
業研究会編集）　大修館書店　2011年　
ISBN：9784469267228

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ノートやプリントの整理、確認をする。
・ノート提出日の期日を守る。
・身だしなみを整える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・授業内容及び進め方
　現代的なリズムのダンス基礎
2.2拍子系のステップ①
　創作ダンスの進め方と導入
3.フォークダンス導入
　2拍子系のステップ②
　創作ダンス運動課題「走る‐止まる」
4.フォークダンス①・3拍子系のステップ①
　創作ダンス運動課題「伸びる‐縮む」
5.フォークダンス②
　3拍子系のステップ②課題Ⅰ
　創作ダンス運動課題「走る‐跳ぶ‐転がる」
6.フォークダンス③
　ダンス教育の基本的な内容
　3拍子系のステップ③課題Ⅱ・創作ダンス
　イメージ課題「動きで表すオノマトペ」
7.フォークダンス④・回転系のステップ
　創作ダンスイメージ課題「スポーツ」
8.フォークダンス⑤
　2拍子系のステップ④課題Ⅰ
　創作ダンスイメージ課題「ある日の私」
9.3拍子系ステップ課題Ⅰテスト
　創作ダンス群課題「序破急」
10.3拍子系ステップ課題Ⅱテスト
　創作ダンスイメージ課題
　「○○な私‐△△な私‐それから」
11.現代的なリズムのダンス課題創作
12.2拍子系の課題Ⅰテスト
　ソロ創作ダンス課題導入
13.フォークダンス⑥
　ソロ創作ダンス課題練習
14.ソロ創作ダンス課題テスト
15.教員採用試験対策
　授業のまとめ・ＤＶＤ鑑賞



2019-A030000766-02ダンス「月2」

梶原　宏子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000766-03ダンス「月3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　宏子

◎－－－　概要　－－－◎

　学校体育（中学校・高等学校）のダンスには、心身を解き放
して仲間と交流して踊ったり発表しあったりする楽しさや喜び
を味わうことを目的に実施されている。ここでは、ダンスで表
したいイメージやテーマを全身の動きで自由に表現する「創作
ダンス」、伝承された踊りを身につけ皆で一緒に踊る「フォー
クダンス」、そして、現代的なリズムに乗って自由に踊る「現
代的なリズムのダンス」があるが、共通することは、全身で表
現し自他の良さを認め合い理解することができる運動である。
そこで、ダンスに必要な基礎的技術の習得、ダンスの基礎的理
論の習得を経て、創作力を身につけ、学校体育（中学校・高等
学校）におけるダンス教育を指導要領と合わせて授業を進めて
いく。また、教員採用試験対策を兼ねた創作ダンスのソロダン
スにも挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせ
ステップを習得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動き
ができる。(技能)

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
仕方などを理解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができ
る。(技能)

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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発
表ができる(技能)

仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布したプリントや、板書したことをノートに整理す
る。（30分）
グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめテーマ
やイメージを考えまとめておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ダンスの技術と創作のテストを実施する。また、ノートの提出
も評価の対象とする。（受講態度・技術・創作力）

　・ダンスの技術テスト（2拍子系・3拍子系）
　・創作ダンス（グループ創作・ソロ作品）
　・現代的なリズムのダンス創作

技術テストの評価　60％
ノート・受講態度の評価　40％
以上を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学高等学校指導要領（文部科学省）
・エレメンタリーダンス　基礎から表現の動きの指導　マ
ヤ・レックス著　大修館書店　2000年　
ISBN：9784469264388
・明日からトライ!ダンスの授業（全国ダンス表現運動授
業研究会編集）　大修館書店　2011年　
ISBN：9784469267228

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ノートやプリントの整理、確認をする。
・ノート提出日の期日を守る。
・身だしなみを整える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・授業内容及び進め方
　現代的なリズムのダンス基礎
2.2拍子系のステップ①
　創作ダンスの進め方と導入
3.フォークダンス導入
　2拍子系のステップ②
　創作ダンス運動課題「走る‐止まる」
4.フォークダンス①・3拍子系のステップ①
　創作ダンス運動課題「伸びる‐縮む」
5.フォークダンス②
　3拍子系のステップ②課題Ⅰ
　創作ダンス運動課題「走る‐跳ぶ‐転がる」
6.フォークダンス③
　ダンス教育の基本的な内容
　3拍子系のステップ③課題Ⅱ・創作ダンス
　イメージ課題「動きで表すオノマトペ」
7.フォークダンス④・回転系のステップ
　創作ダンスイメージ課題「スポーツ」
8.フォークダンス⑤
　2拍子系のステップ④課題Ⅰ
　創作ダンスイメージ課題「ある日の私」
9.3拍子系ステップ課題Ⅰテスト
　創作ダンス群課題「序破急」
10.3拍子系ステップ課題Ⅱテスト
　創作ダンスイメージ課題
　「○○な私‐△△な私‐それから」
11.現代的なリズムのダンス課題創作
12.2拍子系の課題Ⅰテスト
　ソロ創作ダンス課題導入
13.フォークダンス⑥
　ソロ創作ダンス課題練習
14.ソロ創作ダンス課題テスト
15.教員採用試験対策
　授業のまとめ・ＤＶＤ鑑賞



2019-A030000766-03ダンス「月3」

梶原　宏子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000766-04ダンス「月2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　宏子

◎－－－　概要　－－－◎

　学校体育（中学校・高等学校）のダンスには、心身を解き放
して仲間と交流して踊ったり発表しあったりする楽しさや喜び
を味わうことを目的に実施されている。ここでは、ダンスで表
したいイメージやテーマを全身の動きで自由に表現する「創作
ダンス」、伝承された踊りを身につけ皆で一緒に踊る「フォー
クダンス」、そして、現代的なリズムに乗って自由に踊る「現
代的なリズムのダンス」があるが、共通することは、全身で表
現し自他の良さを認め合い理解することができる運動である。
そこで、ダンスに必要な基礎的技術の習得、ダンスの基礎的理
論の習得を経て、創作力を身につけ、学校体育（中学校・高等
学校）におけるダンス教育を指導要領と合わせて授業を進めて
いく。また、教員採用試験対策を兼ねた創作ダンスのソロダン
スにも挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせ
ステップを習得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動き
ができる。(技能)

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
仕方などを理解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができ
る。(技能)

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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発
表ができる。(技能)

仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布したプリントや、板書したことをノートに整理す
る。（30分）
グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめテーマ
やイメージを考えまとめておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ダンスの技術と創作のテストを実施する。また、ノートの提出
も評価の対象とする。（受講態度・技術・創作力）

　・ダンスの技術テスト（2拍子系・3拍子系）
　・創作ダンス（グループ創作・ソロ作品）
　・現代的なリズムのダンス創作

技術テストの評価　60％
ノート・受講態度の評価　40％
以上を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学高等学校指導要領（文部科学省）
・エレメンタリーダンス　基礎から表現の動きの指導（マ
ヤ・レックス著）
・明日からトライ!ダンスの授業（全国ダンス表現運動授
業研究会編集）

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ノートやプリントの整理、確認をする。
・ノート提出日の期日を守る。
・身だしなみを整える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・授業内容及び進め方
　現代的なリズムのダンス基礎
2.2拍子系のステップ①
　創作ダンスの進め方と導入
3.フォークダンス導入
　2拍子系のステップ②
　創作ダンス運動課題「走る‐止まる」
4.フォークダンス①・3拍子系のステップ①
　創作ダンス運動課題「伸びる‐縮む」
5.フォークダンス②
　3拍子系のステップ②課題Ⅰ
　創作ダンス運動課題「走る‐跳ぶ‐転がる」
6.フォークダンス③
　ダンス教育の基本的な内容
　3拍子系のステップ③課題Ⅱ・創作ダンス
　イメージ課題「動きで表すオノマトペ」
7.フォークダンス④・回転系のステップ
　創作ダンスイメージ課題「スポーツ」
8.フォークダンス⑤
　2拍子系のステップ④課題Ⅰ
　創作ダンスイメージ課題「ある日の私」
9.3拍子系ステップ課題Ⅰテスト
　創作ダンス群課題「序破急」
10.3拍子系ステップ課題Ⅱテスト
　創作ダンスイメージ課題
　「○○な私‐△△な私‐それから」
11.現代的なリズムのダンス課題創作
12.2拍子系の課題Ⅰテスト
　ソロ創作ダンス課題導入
13.フォークダンス⑥
　ソロ創作ダンス課題練習
14.ソロ創作ダンス課題テスト
15.教員採用試験対策
　授業のまとめ・ＤＶＤ鑑賞



2019-A030000766-04ダンス「月2」

梶原　宏子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000766-05ダンス「月4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　宏子

◎－－－　概要　－－－◎

　学校体育（中学校・高等学校）のダンスには、心身を解き放
して仲間と交流して踊ったり発表しあったりする楽しさや喜び
を味わうことを目的に実施されている。ここでは、ダンスで表
したいイメージやテーマを全身の動きで自由に表現する「創作
ダンス」、伝承された踊りを身につけ皆で一緒に踊る「フォー
クダンス」、そして、現代的なリズムに乗って自由に踊る「現
代的なリズムのダンス」があるが、共通することは、全身で表
現し自他の良さを認め合い理解することができる運動である。
そこで、ダンスに必要な基礎的技術の習得、ダンスの基礎的理
論の習得を経て、創作力を身につけ、学校体育（中学校・高等
学校）におけるダンス教育を指導要領と合わせて授業を進めて
いく。また、教員採用試験対策を兼ねた創作ダンスのソロダン
スにも挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせ
ステップを習得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動き
ができる。(技能)

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
仕方などを理解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができ
る。(技能)

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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発
表ができる。(技能)

仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布したプリントや、板書したことをノートに整理す
る。（30分）
グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめテーマ
やイメージを考えまとめておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ダンスの技術と創作のテストを実施する。また、ノートの提出
も評価の対象とする。（受講態度・技術・創作力）

　・ダンスの技術テスト（2拍子系・3拍子系）
　・創作ダンス（グループ創作・ソロ作品）
　・現代的なリズムのダンス創作

技術テストの評価　60％
ノート・受講態度の評価　40％
以上を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学高等学校指導要領（文部科学省）
・エレメンタリーダンス　基礎から表現の動きの指導　マ
ヤ・レックス著　大修館書店　2000年　
ISBN：9784469264388
・明日からトライ!ダンスの授業（全国ダンス表現運動授
業研究会編集）　大修館書店　2011年　
ISBN：9784469267228

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ノートやプリントの整理、確認をする。
・ノート提出日の期日を守る。
・身だしなみを整える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・授業内容及び進め方
　現代的なリズムのダンス基礎
2.2拍子系のステップ①
　創作ダンスの進め方と導入
3.フォークダンス導入
　2拍子系のステップ②
　創作ダンス運動課題「走る‐止まる」
4.フォークダンス①・3拍子系のステップ①
　創作ダンス運動課題「伸びる‐縮む」
5.フォークダンス②
　3拍子系のステップ②課題Ⅰ
　創作ダンス運動課題「走る‐跳ぶ‐転がる」
6.フォークダンス③
　ダンス教育の基本的な内容
　3拍子系のステップ③課題Ⅱ・創作ダンス
　イメージ課題「動きで表すオノマトペ」
7.フォークダンス④・回転系のステップ
　創作ダンスイメージ課題「スポーツ」
8.フォークダンス⑤
　2拍子系のステップ④課題Ⅰ
　創作ダンスイメージ課題「ある日の私」
9.3拍子系ステップ課題Ⅰテスト
　創作ダンス群課題「序破急」
10.3拍子系ステップ課題Ⅱテスト
　創作ダンスイメージ課題
　「○○な私‐△△な私‐それから」
11.現代的なリズムのダンス課題創作
12.2拍子系の課題Ⅰテスト
　ソロ創作ダンス課題導入
13.フォークダンス⑥
　ソロ創作ダンス課題練習
14.ソロ創作ダンス課題テスト
15.教員採用試験対策
　授業のまとめ・ＤＶＤ鑑賞



2019-A030000766-05ダンス「月4」

梶原　宏子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000766-06ダンス「月1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　宏子

◎－－－　概要　－－－◎

　学校体育（中学校・高等学校）のダンスには、心身を解き放
して仲間と交流して踊ったり発表しあったりする楽しさや喜び
を味わうことを目的に実施されている。ここでは、ダンスで表
したいイメージやテーマを全身の動きで自由に表現する「創作
ダンス」、伝承された踊りを身につけ皆で一緒に踊る「フォー
クダンス」、そして、現代的なリズムに乗って自由に踊る「現
代的なリズムのダンス」があるが、共通することは、全身で表
現し自他の良さを認め合い理解することができる運動である。
そこで、ダンスに必要な基礎的技術の習得、ダンスの基礎的理
論の習得を経て、創作力を身につけ、学校体育（中学校・高等
学校）におけるダンス教育を指導要領と合わせて授業を進めて
いく。また、教員採用試験対策を兼ねた創作ダンスのソロダン
スにも挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせ
ステップを習得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動き
ができる。(技能)

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
仕方などを理解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができ
る。(技能)

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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発
表ができる。(技能)

仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布したプリントや、板書したことをノートに整理す
る。（30分）
グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめテーマ
やイメージを考えまとめておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ダンスの技術と創作のテストを実施する。また、ノートの提出
も評価の対象とする。（受講態度・技術・創作力）

　・ダンスの技術テスト（2拍子系・3拍子系）
　・創作ダンス（グループ創作・ソロ作品）
　・現代的なリズムのダンス創作

技術テストの評価　60％
ノート・受講態度の評価　40％
以上を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学高等学校指導要領（文部科学省）
・エレメンタリーダンス　基礎から表現の動きの指導（マ
ヤ・レックス著）
・明日からトライ!ダンスの授業（全国ダンス表現運動授
業研究会編集）

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ノートやプリントの整理、確認をする。
・ノート提出日の期日を守る。
・身だしなみを整える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・授業内容及び進め方
　現代的なリズムのダンス基礎
2.2拍子系のステップ①
　創作ダンスの進め方と導入
3.フォークダンス導入
　2拍子系のステップ②
　創作ダンス運動課題「走る‐止まる」
4.フォークダンス①・3拍子系のステップ①
　創作ダンス運動課題「伸びる‐縮む」
5.フォークダンス②
　3拍子系のステップ②課題Ⅰ
　創作ダンス運動課題「走る‐跳ぶ‐転がる」
6.フォークダンス③
　ダンス教育の基本的な内容
　3拍子系のステップ③課題Ⅱ・創作ダンス
　イメージ課題「動きで表すオノマトペ」
7.フォークダンス④・回転系のステップ
　創作ダンスイメージ課題「スポーツ」
8.フォークダンス⑤
　2拍子系のステップ④課題Ⅰ
　創作ダンスイメージ課題「ある日の私」
9.3拍子系ステップ課題Ⅰテスト
　創作ダンス群課題「序破急」
10.3拍子系ステップ課題Ⅱテスト
　創作ダンスイメージ課題
　「○○な私‐△△な私‐それから」
11.現代的なリズムのダンス課題創作
12.2拍子系の課題Ⅰテスト
　ソロ創作ダンス課題導入
13.フォークダンス⑥
　ソロ創作ダンス課題練習
14.ソロ創作ダンス課題テスト
15.教員採用試験対策
　授業のまとめ・ＤＶＤ鑑賞



2019-A030000766-06ダンス「月1」

梶原　宏子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000766-07ダンス「月3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　宏子

◎－－－　概要　－－－◎

　学校体育（中学校・高等学校）のダンスには、心身を解き放
して仲間と交流して踊ったり発表しあったりする楽しさや喜び
を味わうことを目的に実施されている。ここでは、ダンスで表
したいイメージやテーマを全身の動きで自由に表現する「創作
ダンス」、伝承された踊りを身につけ皆で一緒に踊る「フォー
クダンス」、そして、現代的なリズムに乗って自由に踊る「現
代的なリズムのダンス」があるが、共通することは、全身で表
現し自他の良さを認め合い理解することができる運動である。
そこで、ダンスに必要な基礎的技術の習得、ダンスの基礎的理
論の習得を経て、創作力を身につけ、学校体育（中学校・高等
学校）におけるダンス教育を指導要領と合わせて授業を進めて
いく。また、教員採用試験対策を兼ねた創作ダンスのソロダン
スにも挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせ
ステップを習得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動き
ができる。(技能)

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
仕方などを理解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができ
る。(技能)

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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発
表ができる。(技能)

仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布したプリントや、板書したことをノートに整理す
る。（30分）
グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめテーマ
やイメージを考えまとめておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ダンスの技術と創作のテストを実施する。また、ノートの提出
も評価の対象とする。（受講態度・技術・創作力）

　・ダンスの技術テスト（2拍子系・3拍子系）
　・創作ダンス（グループ創作・ソロ作品）
　・現代的なリズムのダンス創作

技術テストの評価　60％
ノート・受講態度の評価　40％
以上を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学高等学校指導要領（文部科学省）
・エレメンタリーダンス　基礎から表現の動きの指導　マ
ヤ・レックス著　大修館書店　2000年　
ISBN：9784469264388
・明日からトライ!ダンスの授業（全国ダンス表現運動授
業研究会編集）　大修館書店　2011年　
ISBN：9784469267228

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ノートやプリントの整理、確認をする。
・ノート提出日の期日を守る。
・身だしなみを整える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・授業内容及び進め方
　現代的なリズムのダンス基礎
2.2拍子系のステップ①
　創作ダンスの進め方と導入
3.フォークダンス導入
　2拍子系のステップ②
　創作ダンス運動課題「走る‐止まる」
4.フォークダンス①・3拍子系のステップ①
　創作ダンス運動課題「伸びる‐縮む」
5.フォークダンス②
　3拍子系のステップ②課題Ⅰ
　創作ダンス運動課題「走る‐跳ぶ‐転がる」
6.フォークダンス③
　ダンス教育の基本的な内容
　3拍子系のステップ③課題Ⅱ・創作ダンス
　イメージ課題「動きで表すオノマトペ」
7.フォークダンス④・回転系のステップ
　創作ダンスイメージ課題「スポーツ」
8.フォークダンス⑤
　2拍子系のステップ④課題Ⅰ
　創作ダンスイメージ課題「ある日の私」
9.3拍子系ステップ課題Ⅰテスト
　創作ダンス群課題「序破急」
10.3拍子系ステップ課題Ⅱテスト
　創作ダンスイメージ課題
　「○○な私‐△△な私‐それから」
11.現代的なリズムのダンス課題創作
12.2拍子系の課題Ⅰテスト
　ソロ創作ダンス課題導入
13.フォークダンス⑥
　ソロ創作ダンス課題練習
14.ソロ創作ダンス課題テスト
15.教員採用試験対策
　授業のまとめ・ＤＶＤ鑑賞



2019-A030000766-07ダンス「月3」

梶原　宏子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000766-08ダンス「月4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実技　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　宏子

◎－－－　概要　－－－◎

　学校体育（中学校・高等学校）のダンスには、心身を解き放
して仲間と交流して踊ったり発表しあったりする楽しさや喜び
を味わうことを目的に実施されている。ここでは、ダンスで表
したいイメージやテーマを全身の動きで自由に表現する「創作
ダンス」、伝承された踊りを身につけ皆で一緒に踊る「フォー
クダンス」、そして、現代的なリズムに乗って自由に踊る「現
代的なリズムのダンス」があるが、共通することは、全身で表
現し自他の良さを認め合い理解することができる運動である。
そこで、ダンスに必要な基礎的技術の習得、ダンスの基礎的理
論の習得を経て、創作力を身につけ、学校体育（中学校・高等
学校）におけるダンス教育を指導要領と合わせて授業を進めて
いく。また、教員採用試験対策を兼ねた創作ダンスのソロダン
スにも挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせ
ステップを習得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動き
ができる。(技能)

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
仕方などを理解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができ
る。(技能)

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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発
表ができる。(技能)

仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に配布したプリントや、板書したことをノートに整理す
る。（30分）
グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめテーマ
やイメージを考えまとめておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ダンスの技術と創作のテストを実施する。また、ノートの提出
も評価の対象とする。（受講態度・技術・創作力）

　・ダンスの技術テスト（2拍子系・3拍子系）
　・創作ダンス（グループ創作・ソロ作品）
　・現代的なリズムのダンス創作

技術テストの評価　60％
ノート・受講態度の評価　40％
以上を総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中学高等学校指導要領（文部科学省）
・エレメンタリーダンス　基礎から表現の動きの指導　マ
ヤ・レックス著　大修館書店　2000年　
ISBN：9784469264388
・明日からトライ!ダンスの授業（全国ダンス表現運動授
業研究会編集）　大修館書店　2011年　
ISBN：9784469267228

◎－－－　参考書　－－－◎

各時限の内容に適切な情報や資料があれば紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ノートやプリントの整理、確認をする。
・ノート提出日の期日を守る。
・身だしなみを整える。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション・授業内容及び進め方
　現代的なリズムのダンス基礎
2.2拍子系のステップ①
　創作ダンスの進め方と導入
3.フォークダンス導入
　2拍子系のステップ②
　創作ダンス運動課題「走る‐止まる」
4.フォークダンス①・3拍子系のステップ①
　創作ダンス運動課題「伸びる‐縮む」
5.フォークダンス②
　3拍子系のステップ②課題Ⅰ
　創作ダンス運動課題「走る‐跳ぶ‐転がる」
6.フォークダンス③
　ダンス教育の基本的な内容
　3拍子系のステップ③課題Ⅱ・創作ダンス
　イメージ課題「動きで表すオノマトペ」
7.フォークダンス④・回転系のステップ
　創作ダンスイメージ課題「スポーツ」
8.フォークダンス⑤
　2拍子系のステップ④課題Ⅰ
　創作ダンスイメージ課題「ある日の私」
9.3拍子系ステップ課題Ⅰテスト
　創作ダンス群課題「序破急」
10.3拍子系ステップ課題Ⅱテスト
　創作ダンスイメージ課題
　「○○な私‐△△な私‐それから」
11.現代的なリズムのダンス課題創作
12.2拍子系の課題Ⅰテスト
　ソロ創作ダンス課題導入
13.フォークダンス⑥
　ソロ創作ダンス課題練習
14.ソロ創作ダンス課題テスト
15.教員採用試験対策
　授業のまとめ・ＤＶＤ鑑賞



2019-A030000766-08ダンス「月4」

梶原　宏子

◎健康:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:B-1,B-2,B-3

1.課題プログラムを通して、2拍子、3拍子の音楽の特徴に合わせステップを習
得しダンスの基礎技術を身に付け踊るための動きができる。　(B-1)

2.ダンスの名称や用語、踊りの特徴と表現の仕方、交流や発表の仕方などを理
解し、学校体育におけるダンス教育の指導ができる。　(B-2)

3.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、イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができる。　(B-3)

4.仲間と協力し合い、楽しく踊ることができる。　(B-3)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-A030000610-01解剖生理学Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/27　３時限　　

岩本　英明、重森　裕

◎－－－　概要　－－－◎

（岩本）
解剖生理学は、人間を対象とするあらゆる学問の基礎を成す。
実際に整形外科医として人体を扱っている経験を活かし、本講
義では人間の形態的な面、機能的な面そして生理的な面の基礎
を講義する。専門的な語彙が多く使われるが、学部生として、
また指導者、研究者になるものとして最低限知っておかなけれ
ばならない事を修得してもらう。講義の進め方は毎時間ごとに
配布するプリントを中心に、重要なところは視覚的に理解を促
すためにスライドやDVDを使用して進めていく。
（重森）
スポーツ科学部の学生として、運動に関与する様々な事項を理
解することは極めて重要である。なかでも解剖学と生理学は、
人の身体の仕組みを知るうえで欠かせない知識である。人体を
構成する要素で、一定の形態と機能を備えたものは器官（臓
器）と呼ばれる。人体には多くの器官系があり、各器官系につ
いての構造的特徴と人体の機能に関する基本的な理解を身につ
けることを目標とする。また将来的にスポーツに関与する様々
な分野への職を考えている学生諸君は、当講義で身体の基本知
識を得ることを薦める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ医学の基礎的な人体の構造、機能を理解しかつ説明す
る事が出来る。(知識・理解)

人体の動きや構造や働きの基礎を学ぶことによって、スポーツ
の動きについての基礎的な部分を理解し、かつ説明することが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（岩本）
予習として参考書にあげた書籍のどれかを30分程度通読して、
ある程度の構造の名称を頭に入れておく必要がある。そして復
習として約1時間程度をかけて、講義内容の重要ポイントを書
きだしたサブノートの作成を推奨する。
（重森）
神経系、脈管系、消化器系、生殖器系、内分泌系などの器官系
について、それぞれの課題を決め、レポートを提出する。（約
1時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

先の学年で学ぶ専門科目の講義内容を理解するために必要な解
剖生理学の基本的な知識を獲得しているかどうかを評価する。
（岩本）評価基準は期末試験80％、ミニッツペーパー10％、積
極的授業参加10％で評価する。授業への積極的な参加が基準と
なる。
（重森）成績評価の方法は、期末試験（90％）、平常点（ミ
ニッツペーパー及び小テスト）など（10％）で評価する。ミ
ニッツペーパーは適宜行う。小テストは前回授業の内容から出
題する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に指定しない。毎時間ごとにプリントを配布
する。

◎－－－　参考書　－－－◎

『入門人体解剖学改訂3版』藤田恒夫著　南江堂
『新しい解剖生理学』山本敏行著　南江堂
『目で見るからだのメカニズム』境　章著　医学書院
『日本人体解剖学』金子丑乃助著　南江堂

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真面目に、積極的に授業に参加することを推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（岩本）
1 解剖学総論　解剖学の基礎、関節の基礎構造
2 骨格系1 上腕、前腕、手指の形態と機能
3 骨格系2 頭蓋骨、胸郭、脊柱の形態と機能
4 骨格系3 大腿、下腿、足部の形態と機能
5 筋系1 筋肉総論及び筋生理
6 筋系2 頭部、顔面、頸部の筋群と機能
7 筋系3 胸腹部、上肢、下肢の筋群と機能
（重森）
8 神経系　脳神経の構造と機能
9 脈管系　心臓・動静脈の構造と機能
10消化器系　消化吸収に関わる器官の構造と機能
11呼吸器系　呼吸作用に関わる器官の構造と機能
12泌尿器系　尿排泄に関わる器官の構造と機能
13生殖器系　生殖に関わる器官の構造と機能
14神経系の生理
15総括（岩本・重森）



2019-A030000610-01解剖生理学Ⅰ

岩本　英明、重森　裕

◎健康:A-1,A-2

1.スポーツ医学の基礎的な人体の構造、機能を理解しかつ説明する事が出来
る。　(A-1)

2.人体の動きや構造や働きの基礎を学ぶことによって、スポーツの動きについ
ての基礎的な部分を理解し、かつ説明することができる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-A030000611-01解剖生理学Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

岩本　英明、重森　裕

◎－－－　概要　－－－◎

（重森）
　スポーツ科学部の学生として、運動に関与する様々な事項を理解す
ることは極めて重要である。なかでも解剖学と生理学は、人の身体の
仕組みを知るうえで欠かせない知識である。解剖生理学Ⅱでは人体の
構造と機能との関連を解剖生理学で講義した内容より詳細に理解す
る。各器官系における頻度の高い疾患の病態だけでなく、スポーツに
関係する頻度の高い疾患も理解できることを目標とする。また将来的
にスポーツに関与する様々な分野への職を考えている学生諸君は、当
講義で身体の基本の知識を得ることを薦める。

（岩本）
　解剖生理学Ⅱでは、整形外科臨床医としての経験を活かし、解剖生
理学（Ⅰ）で講義した内容を基礎として、より詳細な関節の動きを中
心に理解する。可能な限りスポーツ科学部生にとって必要な事柄を、
解剖生理学と関連させて理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人体の構造と機能との関連をより詳しく学び理解する。(知識・理解)

人体の構造と機能との関連をより詳しく学び、専門的な知識を習得す
る。(知識・理解)

外傷・障害・疾病など医学的基礎知識を学び、理解する。(知識・理
解)

人体の基本的構造を学び理解し、健康運動に関わる専門的技術の修得
へつなげる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（重森）
予習：何らかの解剖学の専門書で次回の授業範囲を予習し、専門用語
意味等を理解しておくこと。
復習：毎回授業の最初に前内容について小テストを実施するので、復
習しておくこと
　　（予習・復習　約1時間程度）
（岩本）
予習として参考書にあげた書籍のどれかを30分程度通読して、ある程
度の構造の名称を頭に入れておく必要がある。そして復習として約1
時間程度をかけて、講義内容の重要ポイントを書きだしたサブノート
の作成を推奨する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（重森）
成績評価基準・・・一般の疾患のみならず、スポーツで発生するさま
ざまな疾患を理解するのに必要となる解剖生理学の基本的な知識を獲
得しているかどうかを評価する。
成績評価の方法・・・・期末試験、平常点（ミニッツペーパーおよ
び、小テストなど）で評価する。ミニッツペーパーは適宜行う。小テ
ストは前回授業の内容から出題する。期末試験は授業で講義した範囲
から、論述問題、穴埋め問題、選択問題を総合的に出題する。
成績は期末試験の割合を80％、平常点の割合を20％程度として総合的
に判断する。

（岩本）
評価基準は、期末試験（80％）、積極的授業参加・ミニッツペー
パー（20％）で評価する。期末試験の内容や形態は、最後の講義で説
明するが、講義ごとに重要ポイントは指摘をする。その重要ポイント
からの出題となる。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

（重森）
　時間毎にプリントを配布する
（岩本）
　時間毎にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新しい解剖生理学　ISBN ISBN4-524-21115-2
入門人体解剖学改訂３版　
カパンディ関節の生理学　ISBN ISBN222401052-4
いずれも図書館スポーツ科学部分室に備えられている。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　解剖生理学Ⅰを基礎としているため、解剖生理学Ⅰを履
修していること。講義では授業の理解を深めるための資料
を配布する。また、同じ目的でスライドも用いる。
真面目に、集中して授業に積極的に参加することを推奨す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(重森）
１　神経系疾患とスポーツ（脳・神経に関与する疾患）
２　循環器系疾患とスポーツ（循環器系に関与する疾患）
３　消化器系疾患とスポーツ（消化器系に関与する疾患）
４　呼吸器系疾患とスポーツ（呼吸器系に関与する疾患）
５　泌尿器系疾患とスポーツ（泌尿器系に関与する疾患）
６　生殖器系疾患とスポーツ（生殖器系に関与する疾患）
７　内分泌系、免疫系とスポーツ（ホルモンや免疫に関与
する疾患）
８　その他（年齢や障碍者などに関与する疾患）

（岩本）
１　骨格系１……関節の基礎、頭蓋骨、脊柱
２　骨格系２……胸郭、上肢、下肢
３　筋系１………筋の総論及び生理
４　筋系２………頭部、頚部の筋
５　筋系３………胸腹部、上肢、下肢の筋
６　神経系のメカニズムについて
７　総まとめ
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◎健康:A-1,A-2

1.人体の構造と機能との関連をより詳しく学び理解する。　(A-1)

2.人体の構造と機能との関連をより詳しく学び、専門的な知識を習得する。　
(A-1)

3.外傷・障害・疾病など医学的基礎知識を学び、理解する。　(A-2)

4.人体の基本的構造を学び理解し、健康運動に関わる専門的技術の修得へつな
げる。　(A-2)

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。

◎スポ:A-1,A-2

1.人体の構造と機能との関連をより詳しく学び理解する。　(A-1)

2.人体の構造と機能との関連をより詳しく学び、専門的な知識を習得する。　
(A-1)

3.外傷・障害・疾病など医学的基礎知識を学び、理解する。　(A-2)

4.人体の基本的構造を学び理解し、健康運動に関わる専門的技術の修得へつな
げる。　(A-2)

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。


