
動画（体育）授業の流れや動きの説明について                       R2.5.25 

この資料は動画を見る前、見ながら、見た後に確認し、動きについての知識を深めよう。そして、動き

を高めよう！！ 

 

【体幹編】 

時間 内容 

１分 ☆説明 

 

７分 

☆体幹トレーニング ２５秒運動＋５秒休憩 

①フロントプランク  ②③サイドプランク左右  ④ヒップリフト 

⑤ダイアゴナル  ⑥プランク＆ニーアップ  ⑦⑧サイドブリッジ＆オープン左右 

⑨ヒップリフト＆マーチ ⑩プランク＆ローテーション 

★番外編（２人１組）⑪マッハチョップ 

 

 

【バランス編】 

時間 内容 

１分 ☆説明 

７分 ①トラのポーズ ②横向き板のポーズ ③木のポーズ ④戦士のポーズⅢ 

⑤ひざ曲げ船のポーズ ⑥かえるのポーズ ⑦チャレンジポーズ 

 

 

【リズム編】 

時間 内容 

１分 ☆説明 

 

１０分 

①目を閉じてその場で足踏み   ②骨盤歩き   ③ラディアン 

④リズムタッチ  ⑤ステップパンチ 

★番外編（２人１組）⑥ジャンケンぽんぽん（手・足） 

  



動きについての細かな説明 

☆体幹編 ２５秒運動＋５秒休憩 

 

①フロントプランク・・・つま先と両肘を床に  

つき体を持ち上げる。頭から足まで体を一直線に

キープする。 

ひじは肩の下。 

 

②③サイドプランク左右・・・横向きになり肘で

床を押す。体側に力を入れて体を一直線にキープ

する。腰の位置が 

低くならないよう

に注意する。 

 

④ヒップリフト・・・足を腰幅に開きひざを   

立てる。お尻に力を入れひざから肩のラインを 

一直線にする。足はひざの下に位置する。２５秒

間お尻を上げた姿勢をキープする。 

 

           → 

           

 

⑤ダイアゴナル・・・両手を肩の真下、ひざを  

骨盤の真下につく。四つん這いの姿勢のまま  

左手と右足をあげる。次に右手と左足を上げる。

交互に行う。腕は耳の高さまであげること。 

 

          → 

 

 

⑥プランク＆ニーアップ・・・フロントプランク

の姿勢をキープしたまま足を横に持ち上げる。 

左右交互に行う。お尻の高さが変わらないように

注意する。 

 

 

 

 

 

⑦⑧サイドブリッジ＆オープン左右・・・横向き

でひじとひざを床に着き、体を一直線にする。 

ひざは曲げる。軸をキープしたまま上にある足 

を上げる。動作中、腰の高さが変わらないように

する。 

 

 

          → 

 

 

⑨ヒップリフト＆マーチ・・・ヒップリフトの  

姿勢をキープしたまま片足を交互に上げる。 

 

        

           → 

 

 

⑩プランク＆ローテーション・・・フロント   

プランクの姿勢をつくり、軸をキープしたまま 

片手を上げて体をひねる。片手を交互に上げる。 

 

               →↓ 

 

 

 

 

※２５秒間が苦しい人は２０秒や１５秒にして、 

休憩時間を長くしましょう。 

 

★番外編（２人１組） 

⑪マッハチョップ（左右、上下、８の字）・・・   

両手のひらを合わせ、ひじを伸ばす。相手に前 

ならえ（やや手の幅広め）をしてもらい、真ん中

に自分の手をセットする。相手の手に自分の手が

当たる寸前で止める（相手の手に自分の手を当て

ない）。１０回１セット。できるだけ速く、ぴたっ

と止めて、次の動きを行う。 

 

 

      →       → 

 

 



 

 

       →       → 

 

 

 

 

 

       →       → 

  

 

                  ↓ 

 

 

       ←       ← 

 

 

 

※お家の人とやってみましょう。 

☆バランス編 

※姿勢を５秒キープ 

①トラのポーズ・・・手は肩幅、足は腰幅に開い

て、床に四つん這いになります。ゆっくりと 

左足を後方へ伸ばし、伸ばしきったら右手を 

前方へ伸ばします。逆も同じように。できる人

は、手足伸ばした状態で、ひざが床に着いてい

る足のつま先を床から離すと難しくなります。 

 

        →         →↓ 

 

 

 

②横向き板のポーズ・・・床に四つん這いになっ

て、足を後ろに引きます(板のポーズ)。右手と

右足を床につけたまま、前方に左足を出し、左

手を天井に上げます。左足を右足に揃えて置き、

息を吸いながらバランスをとります。逆も同じ

ように。 

 

       →       → 

③木のポーズ・・・片足を軸足にして、もう一方

の足のかかとを軸足のくるぶしにつける。両足と

も外に開くように意識し、お尻をしめる（力を入

れる）。手は胸の前で合掌。次に、かかとを上げて

いる足の位置を太ももつけねまで上げる。手の位

置は合掌から上に上げていく。 

 

 

 

      →      → 

 

 

④戦士のポーズⅢ・・・ランジの姿勢で手は腰。

そこから、前足に体重を乗せていき後ろ足を上げ

ていく。頭から足先まで一直線。そこから手を耳

の横の高さまで上げてキープする。 

 

   →         →                               

 

 

 

⑤ひざ曲げ船のポーズ・・・体育座りの姿勢から

骨盤を立てて（腰を丸くしない・おへその下を前

に出す）背筋を伸ばす。この姿勢から足を上げる。

すねを床と平行にする。手は前に伸ばし、ひざの

横に位置する。 

 

 

         → 

⑥かえるのポーズ・・・しゃがんだ姿勢から手は

肩幅に開き、床に着く。ひざを外に開き、少し  

ずつ腕に体重をかけていく。足を浮かせる。ひじ

の上にひざの内側をのせる。 

 

 

         → 

 

 

 



⑦チャレンジポーズ・・・気をつけの姿勢で、手

は前。手のひら下。この姿勢から片足を上げ。軸

足を曲げてしゃがみ、再び立つ。最初はどこかに

つかまったり、壁で体を支えたりしながらやると

良い。 

          → 

          ← 

 

 

☆リズム編 

①目を閉じてその場で足踏み・・・目を閉じて  

その場で足踏みしてみよう。終わったときにその

場にいられましたか？足踏みの回数を増やした

り、動きを大きくしたりするとその場にいること

が難しくなります。 

②骨盤歩き・・・足を伸ばした姿勢で座ります。

腕は走るときのように振って、お尻を片側ずつ前

や後ろに動かして前に進んだり、後ろに下がった

りします。１０回×４セット＝４０回 

        → 

 

        ← 

③ラディアン・・・肘を９０°、ひじは肩の高さ

に上げて、小刻みにジャンプします。そこから、

右ひざは右ひじに、左ひざは左ひじにつけるよう

にあげる。ひざはひじに着かなくても、つけよう

とすることが大事。また、ひじの高さが下がらな

いように気をつける。発展系は、右ひざを左ひじ

に、左ひざを右ひじにつける。 

※休業中の課題（４月２７日）を参考に。 

④リズムタッチ・・・右手で左足をタッチ。左手

で右足をタッチ。この動作を体の前と後ろで交互

に行う。最初はゆっくり動かし、徐々にスピード

を上げたり、軽く弾んだりして行う。 

 

 

→     →     → 

 

 

 

⑤ステップパンチ・・・手はグーの形。手を肩の

前にセット。そこから手を上、前、横、前と動か

す。この動作に足の動きをつける。最初はその場

で。次に足踏み、サイドステップ、ツーステップ

と発展させる。そして、腕の動きを片うでずつ 

動かすに発展させる。 

 

 

     →    →     → 

 

 

 

 

 

 

 

   →    →      → 

 

 

 

 

 

★番外編（２人１組） 

⑥ジャンケンぽんぽん（手・足）・・・じゃんけん

を後出しで行う。指示者が「じゃんけんぽん」と

いって出す。その後指示者がもう一度「ぽん」と

言う。その合図で相手が出す。後から出す人があ

いこにするのか、かち、負けにするのか条件を決

める。あいこが簡単、負けが難しい。５回１セッ

ト。「ぽん」と「ぽん」の間が短いほど難しい。足

でもやってみてください。 

※お家の人とやってみましょう。 



体の柔らかさ 運動を持続する能力 巧みな動き（タイミングの良さ、すばやさ） 力強い動き 運動合計時間

25 月 （　　　）分

26 火 （　　　）分

27 水 （　　　）分

28 木 （　　　）分

29 金 （　　　）分

30 土 （　　　）分

31 日 （　　　）分

取り組んだ運動
日 曜日

先生チェック欄
目標・目的・ねらいに対しての反省

自分の体への気づき

★★★毎日、３０分～６０分程度を目安に、いろいろな運動を組み合わせて取り組みましょう★★★

（　　）年（　　）組（　　　）番　氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　）運動取組カード（取り組んだ内容や時間を記入しよう）

目標・目的・ねらい



①体の柔らかさ ②運動を持続する能力 ③巧みな動き（タイミングの良さ、すばやさ） ④力強い動き 運動合計時間

25 月
ストレッチ５分

ラジオ体操２分

ウォーキング１０分（１ｋｍ）

ヨガ３０分
ジャンプトレ５分

動画トレ５分

上半身筋トレ５分
（　６０　）分

26 火
ヨガ１０分

ラジオ体操２分
ランニング３０分（５ｋｍ）

球技２０分

（リフティング）

動画トレ１０分

腹筋筋トレ５分

下半身筋トレ５分
（　８０　）分

27 水
ストレッチ５分

筋膜リリース５分

ランニング１０分（１.５ｋｍ）

ウォーキング１０分（１ｋｍ）

球技３０分

（素振りやシャドーピッチング）
体幹トレ１０分 （　７０　）分

28 木
ストレッチ１０分

ラジオ体操２分
動画トレ３０分

縄跳び１０分

（１分３０秒跳び、

　　３０秒休憩を５セット）

腹筋筋トレ５分

上半身筋トレ５分
（　６０　）分

29 金
（朝）ヨガ１０分

（寝る前）ストレッチ１０分
ランニング２０分（３ｋｍ）

球技３０分

（１人でパス練習）

動画トレ５分

下半身筋トレ５分
（　８０　）分

30 土
（朝）ストレッチ１０分

（寝る前）筋膜リリース１０分
ウォーキング２０分（２ｋｍ）

球技１５分

縄跳び５分
全身トレ１５分 （　７５　）分

31 日

朝ストレッチ５分

昼ストレッチ５分

寝る前ストレッチ５分

（朝）ウォーキング３０分（３ｋｍ）

（夕）動画トレ３０分

球技２０分

ジャンプトレ５分
体幹トレ１０分 （　１１０　）分

目標・目的・ねらいに対しての反省

自分の体への気づき

ラジオ体操の動きが大きく、滑らかになってきた。縄跳び運動で「はやぶさ」ができるようになった。
先生チェック欄

動画トレは最初きつかったが、やるごとにできるようになった。バランス感覚が向上した。①～④バランスよく取り組め、体が動かしやすくなった。など

運動取組カード記入例 ２５日配布　→　１日提出
★★★毎日、３０分～６０分程度を目安に、いろいろな運動を組み合わせて取り組みましょう★★★

目標・目的・ねらい ラジオ体操は毎日やる。縄跳び運動で新しい技に挑戦する。動画トレに取り組む。いろいろな運動に取り組む。など

日 曜日
取り組んだ運動

目標は達成できなくて

良い。まずは立てる

ことが大事。ただし、

目標を達成できるよう

になったら、少しずつ

くわしく、レベルの

高いものにしていこ

う！！くわしい目標が

書けるようになったら、

できれば①～④のどの

動きを高めていきたい

かを考えて書けると

良いです。

ここに書く反省を大切

にしよう。そして、

次につながる内容に

しよう。がんばったや

疲れただけでなく、

自分の体がどう変化

したのか。良い変化も

あれば、良くない変化

もあります。自分の体

の変化に気づきを持っ

て、自分の体をより

良くコントロールして

いくにはということを

考えて記入しよう。

取組例は書く参考に

書きましたので、まね

をして下さいという物

ではありません。書き

方に正解はありません。

自分なりに、自分が

行った運動は①～④の

どこに当てはまるか

考えて記入して下さい。


