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● 3つの特色を実現するための工夫

3
1 2 3

子どもたちが生涯にわたって心身の健康を保持増

進し，豊かなスポーツライフを実現して，幸福に生き

ることは，私たちの願いです。

その願いをかなえるために，この教科書は，「身近

な生活の中にある課題を，子どもたちが自ら発見する

こと」，その課題を，「主体的・対話的に思考し判断

するとともに，表現する活動を通して解決すること」を，

特に重視して編集しました。

この教科書での学びを通して，子どもたちが実生

活で健やかに明るく活躍できるように，願いを込めま

した。

 豊かな学びが未来を拓く

2 3



4 〜13ページは教科書原寸大になっています。  「この教科書の使い方」
　巻頭の口絵に「この教科書の使い方」を掲載しました。

（詳細は本誌❻〜❼ページ，⓮〜⓯ページ参照）

 「Dマークコンテンツ内容一覧」
　デジタルコンテンツを豊富に掲載しました。（詳細は本誌⓰〜⓱
ページ，別冊「充実のDマークコンテンツ」参照）

▲3年度「新しい保健体育」口絵9 ▲3年度「新しい保健体育」p.1

章の構成

初めに学習の流れを理解することが
主体的な学びにつながります。

合計50個のコンテンツ（現行本より40個増）。全て自社制作のオリジナルです。
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▲3年度「新しい保健体育」p.72 ▲3年度「新しい保健体育」p.73

主体的・対話的で
深い学びを実現する

「本文ページ」

課題の発見に向けて思考，判断，表現する活動

学習課題

習得した知識・技能を活用し，より深く思考，判断，表現する活動

自他の生活に当てはめて考えるなど，実践力の基礎を育てる活動

課題の解決に向けて主体的に思考，
判断，表現するための発問

　見開き2ページ１単位時間の学習の
流れが明確です。（詳細は本誌⓮〜⓯
ページを参照）

学習の流れを示すライン
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▲3年度「新しい保健体育」口絵3 ▲3年度「新しい保健体育」口絵4

共生の視点
を重視した

「口絵」

　共生の視点を重視し，スポーツを通した
多様な関わり方を紹介しました。巻頭口絵
は，そのほか「オリンピック・パラリンピッ
クの価値」「食育」「健康・安全と共生」「キャ
リア教育」を切り口に構成しました。

キャリア教育への対応
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▲3年度「新しい保健体育」p.86 ▲3年度「新しい保健体育」p.87

学びを深め，広げる
「章末資料」

　章末には，今日的な教育課題に関わ
る資料を多く掲載しました。
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▲3年度「新しい保健体育」p.61 ▲3年度「新しい保健体育」p.125

学習の系統性に配慮した
「章の扉」

　章の扉に，各章の学習に関連する小学校や高校の学
習内容を簡潔に示すとともに，道徳との関連も分かる
ようにしました。また，学習内容と関係の深い偉人を
紹介し，先哲との対話から自己の考えを広げ深める手
がかりとなるようにしました。

知識の確認と活用
「学習のまとめ」

　知識の習得状況を確認する「確認の問
題」，知識を活用して考える「活用の問
題」，更なる学びにつなげる「日常生活
に生かそう」から構成しています。解答
は巻末（p.184-185）に掲載しています。

小学校の
学習内容

高校の
学習内容

道徳との
関連

偉人の
紹介
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4ステップの構成で，
主体的・対話的で深い学びを実現

　見開き2ページを1単位時間とし，「①見つける」「②学習課題」「③課題の解決（「発問」「資料・本文」「活用する」）」「④広げる」
の4ステップを，学習の流れに沿って配置しました。生徒が自ら課題を発見し，対話をしながら学びを深めていけるよう紙面
が構成されています。紙面デザインを工夫し，「①見つける」から「④広げる」までを1本のラインでつなぎました。学習の流れ
がひと目で分かります。

日常経験や小学校で学習したこと
を基に考えたり話し合ったりする
活動です。学習課題を自分のものと
し，主体的に課題解決に取り組むこ
とができます。

本時の学習で解決する課題を確認
します。

習得した知識・技能を活用して，
より深く思考，判断，表現する活動
です。

学習したことを，自他の生活に当て
はめて考えたり，更に調べたりする
活動です。生涯を通じて，安全や，
健康の保持増進，回復を目指す実践
力の基礎を育てます。

学習のまとまりごとに，主体的に学
習に取り組むための発問を新設し
ました。情報を収集したり，資料を
基に考えたり，話し合ったりしなが
ら，原則や概念を理解していきます。

メリット
● 生徒が見通しをもって学習に取り組める
● 問題解決的な学習が誰にでも進められる
● 生徒の思考力・判断力や表現力を育成できる
● 経験の浅い先生でも授業がしやすい

現行本

学習課題を受けて，課題の解決に取
り組みます。

POINT

1

1「見つける」

2「学習課題」

3「課題の解決」

-13 「発問」
-23 「資料・本文」

-33 「活用する」

4「広げる」

▲p.134-135

「見つける」から「広げる」までをつなぐ学習の流れのライン

14 15



2年

3年

　学習内容に関連する動画やシミュレーション，他教科の教科書紙面など，合計50個のコンテンツを用意しました。生徒の
学習を支援し，理解度を高めることができます。（コンテンツ一覧は，本誌❺ページ，別冊「充実のDマークコンテンツ」参照）

POINT

2 充実のDマークコンテンツ  

コンテンツへのアクセス方法

消費カロリーシミュレーション 血液循環の仕組み（動画）

このコンテンツに
直接アクセスする
ことができます。

※�教師用指導書DVD-
ROM（指導者用デジ
タルブック，研究編
付属データ集）には，
Dマークコンテンツ
を全て収録する予定
です（本誌㉚ページ
参照）。

クリックし
て各コンテ
ンツへ

教科書p.1に掲載している二次元コードとアドレス（URL）
から，コンテンツ一覧画面にアクセスすることができます。
二次元コード アドレス（URL）

https://tsho.jp/03j/ht/

▲p.1

1年
コンテンツ

▲

一覧

保体 01

心肺蘇生の方法（胸骨圧迫）（動画）

保健・医療機関の利用（動画）

パラスポーツ 夢への挑戦（Webページ）
「Edu�Townあしたね」（東京書籍）より

骨と筋肉の働き
（他教科リンク）
「新しい科学2年」（東京書籍）より

消費カロリーを
簡単に計算

見学が難しい施設の様子
を動画で見られる

血液の流れが
一目瞭然

他教科の関連ページを
すぐに見られる

パラスポーツ選手や，選手を
支える人たちからの貴重な
メッセージを視聴できる

保健分野で初めて加わった技能の
実習の方法が，動画でよく分かる

16 17



▲p.75

POINT

3 今日的な教育課題への対応①

防災・減災を目指して地域の人たち
が支え合う姿を，読み物で取り上げ
ました。

ユニバーサルデザインへの試み

性の多様性

共生社会の実現

▲p.30-31

多様な生徒の学びを保障する
ため，教育漢字以外の常用漢
字には，全て振り仮名を付し
ました。

キーワード

▲p.135

▲口絵3-4

▲p.44

章末資料では，LGBTなどの
性の多様性について考える
資料を取り上げました。

【文字】
　読みやすさに優れたユニバーサルデザイン（UD）フォントを使
用して可読性を高めました。
　本文は，従来の書体と比べて可読性が向上した明朝体のUDフォ
ント，また，本文中のキーワードはゴシック体のUDフォントを使
用し，区別しやすくしました。

【色】
　配色は，色覚問題の研究
者に校閲を依頼し，ユニ
バーサルデザインの観点
から全ページの検証を行
いました。

【レイアウト】
　本文ページは４ステッ
プから成る定型のデザイ
ンとし，学習の流れが分か
りやすいようにしました。

　誰もが見やすく分かりやすい紙面にするため，文字，色，レ
イアウトの工夫をしました。

　心身の発育・発達には個人差があることを本文の随所に
記し，「自分らしさ」「その人らしさ」を尊重できる資質・能
力を育成することができるように配慮しました。

　保健と体育の両分野で，共生を重視し
た指導を行うことができるような資料を
取り上げました。

口絵では，スポーツを通し
た多様な関わり方を紹介し
ました。
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POINT

3 今日的な教育課題への対応②

▲口絵1-2 ▲口絵8

▲p.56-57

章末資料では，さまざまな形で
スポーツに関わり楽しむ人た
ちを紹介しました。

口絵では，オリンピック・パラリ
ンピックの普遍的な価値と，それ
を表すエピソードを紹介しました。

（ そ の ほ かp.57,172〜173,
176〜177,178など）

社会で健康や安全を支えている
人を紹介しました。

▲口絵3-4
仕事として，またはボランティアと
してスポーツを支える人を紹介し
ました。

生涯スポーツ

　生涯にわたる豊かなスポー
ツライフを実現する基礎を培
うことを重視しました。

キャリア教育

　働く人の姿を随所で紹介し，自らの生き方を考え，進路を選択する一助となるようにしました。

オリンピック・
パラリンピック

　2020東京オリンピック・パ
ラリンピックの成果を次世代に
引き継いでいく観点から，さま
ざまな資料を掲載しました。
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▲p.68

▲p.124

▲p.45

▲p.41

▲p.87　気象情報の入手方法

POINT

3 今日的な教育課題への対応③

▲p.46

▲p.109

安全

　防災・安全に関する学習
を重視し，「防災」「防犯」
「交通安全」「応急手当」「心
肺蘇生法」「運動やスポーツ
の安全な行い方」などに多
くのページを配当しました。

（p.61〜88,116〜117, 
121〜124など）
　保健編5章には「熱中症の
予防と手当（発展）」を新設
しました。（㉕ページ参照）

コミュニケーション

　ストレス対処と心の健康
の観点から，コミュニケー
ションの方法について取り
上げました。

野外の活動では，自然や気象に関する知識をもち
注意する必要があることを取り上げました。

コミュニティサテライトに関連した犯罪
被害の例やインターネット利用に関する
注意事項を掲載しました。

コミュニケーションの方法と
して，アサーションを紹介し
ました。

近年多発する気象災害に備え，
気象情報の入手方法と安全な
行動について掲載しました。

情報活用能力の育成

　情報モラルに配慮しながら，必要な情報を入手し活用する力を育
成できるよう配慮しました。

人に相談することの大切さ
と方法を解説しました。
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▲p.166

熱中症と放射線

　「熱中症の予防と手当（発展）」「放射
線と健康（発展）」を新設。発展的な学習
内容として１見開きで取り上げました。

保健体育で学習することの多くは，SDGs
の目標や課題に関連します。この章末資料
では，これまでの学習を振り返り，SDGs
の目標達成に貢献できることはないか，今
の自分が無理なくできることから考えら
れるように構成しました。

熱中症のメカニズムと発生要因を理解し
たうえで，予防と手当を考えられるように
しました。

感染症については，p.148-149「感染症
の広がり方」，p.150-151「感染症の予
防」，p.152-153「性感染症の予防」，
p.154-155「エイズの予防」，p.164「免
疫と予防接種」，p.165「海外旅行と感染
症 」，p.165「 手 洗 い の 方 法 」，p.166

「SDGsから考えよう」などで扱っています。

▲p.96-97

がん教育

　がん教育の中から保健体育
の学習に関わる「予防と回復」
に精選し，１単位時間で扱える
ように紙面化しました。

がんについては，p.92-93「生活
習慣病の起こり方」，p.98-99

「喫煙の害と健康」，p.100-101
「飲酒の害と健康」，p.160「がん
検診の種類」などでも関連した内
容を扱っています。

▲p.142-143

放射線と健康について，1単位時
間で扱えるように紙面化しました。

▲p.132-133

感染症の例を挙げています。

▲p.165

POINT

3 今日的な教育課題への対応④

SDGs（エスディージーズ）

　これから社会の主役となっていく中学生が，持続可能な世界を実現す
ることができるように，SDGs（持続可能な開発目標）を紹介しました。

感染症

　グローバル化に伴う世界的な感染症流行の可能性について考えられ
る資料や，感染症の具体的な予防に役立つ資料を掲載しました。
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1年 2年 3年

▲p.61▲p.72

柱には学年，編，
章を入れ，検索性
を高めました。

新課程では配当学年の変
更もあったため，学年別構
成がより便利です。

▲p.42

目次

▲

▲p.81

▲p.73

▲p.180

キーワード

用紙の軽量化

小・中・高の学習の系統性

カリキュラム・マネジメント

　1見開き（1単位時間）の学習のキーワードを示し，巻末に
それら全ての解説を掲載しました。

　教科書の重量増による生徒の負担が懸念されて
いることから，新しい用紙を開発し，従来比約3%
軽量化した用紙を使用しました。

　小・中・高を通じた学習の系統性に配慮し，章の扉に，その
章の学習に関連する小学校の学習内容と高校の学習内容を明
記しました。

　随所に「他教科マーク」　    を設け，他教科の学習内容との関連
を簡潔に示し，系統的かつ発展的な指導ができるようにしました。
また，他教科の教科書紙面を確認できるDマークコンテンツを用
意しています。

学年別構成

保健の技能

　保健編・体育編の内容を学年ごと
にまとめました。各学年の学習内容
が明確に分かります。

　「リラクセーションの方法」「止血法」「包帯法」「熱中症の予防」「心肺蘇生の方法」の技能のページを設けました。また，それぞれ専門家の監修に
よって制作したデジタルコンテンツを用意しました。動画でこれらの技能を確認することができます。（別冊「充実のDマークコンテンツ」参照）

POINT

4 使いやすさの工夫
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テーマ 対応コンテンツ　（教科書掲載ページ）

SDGｓ SDGsから考えよう（166），そのほか教科書全体
※以下のテーマの多くもSDGsに関連しています。

環境

健康の成り立ちと疾病の発生要因（6-7），環境への適応能力（128-129），高山病（128），活動に適する
環境（130-131），飲料水の衛生的管理（134-135），室内の空気の衛生的管理（136-137），一酸化炭
素中毒死（137），生活に伴う廃棄物の衛生的管理（138-141），戦後日本の廃棄物処理事情（138），地
球温暖化による健康への影響（144）

熱中症 環境への適応能力（128-129），熱中症の予防と手当（132-133）

放射線 主体の要因と環境の要因（7），放射線と健康（142-143），風評被害（143）

多様性の尊重，共生

パラリンピック（口絵2，177），人と人をつなぐスポーツ（口絵3-4），支え合って生きている（口絵7-8），
社会性の発達（31），性の多様性（44），運動やスポーツの多様な楽しみ方（54-55），私とスポーツ（56-
57），共に生きる（74-75），現代社会におけるスポーツの文化的意義（170-171），国際的なスポーツ大
会の役割（172-173），人々を結び付けるスポーツ（174-175），ユースオリンピック（177），国際的な
スポーツ大会（178）

睡眠 休養・睡眠と健康（12-13），調和のとれた生活（14-15），睡眠は，なぜ大切か（17），生活習慣病の起こ
り方（92-93），生活習慣病の予防（94-95），運動やスポーツを行うときの注意（122）

ストレス対処 運動の効果（8，112），ストレスによる健康への影響（38-39），ストレスへの対処の方法（40-41），リ
ラクセーションの方法（42），自分の気持ちを上手に伝える（45），生活習慣病の起こり方（92-93）

生活習慣病
調和のとれた生活（14-15），生活習慣病の起こり方（92-93），生活習慣病の予防（94-95），メタボ健診
（95），喫煙の害と健康（98-99），飲酒の害と健康（100-101），むし歯や歯周病を予防するための運動
（108），適正体重を守ろう（108），私たちの健康を守る社会の役割（160）

がん 生活習慣病の起こり方（92-93），がんの予防（96-97），喫煙の害と健康（98-99），飲酒の害と健康
（100-101），がん検診の種類（160）

薬物乱用 薬物乱用の害と健康（102-103），ドーピング（103），薬物乱用の社会的な影響（104-105），喫煙・飲
酒・薬物乱用の要因と適切な対処（106-107），医薬品の利用（156-157），アンチドーピング（178）

感染症
感染症の広がり方（148-149），インフルエンザにかかったら（149），感染症の予防（150-151），性感
染症の予防（152-153），エイズの予防（154-155），世界と日本のHIV／エイズ状況（155），免疫と予
防接種（164），海外旅行と感染症（165），手洗いの方法（165）

交通事故 交通事故の発生要因（64-65），交通事故の危険予測と回避（66-67），自転車も加害者になる（66），ハイ
ンリッヒの法則（84），自転車安全利用五則（85）

防犯 犯罪被害の防止（68-69），地域安全マップの作成（88）

防災
支え合って生きている（口絵7-8），自然災害による危険（70-71），自然災害による傷害の防止（72-73），
共に生きる（74-75），中学生が深めた地域のきずな（75），さまざまな自然災害の危険と安全な避難（86-
87），地域安全マップの作成（88）

運動時の事故防止
傷害の発生要因（62-63），応急手当の意義と方法（76-77），体育活動中の事故（84），運動やスポーツの
安全な行い方（116-117），RICE（ICER）（121），運動やスポーツを行うときの注意（122），スポーツ
障害（123），野外スポーツを安全に行う（124）

テーマ 対応コンテンツ　（教科書掲載ページ）

食物アレルギー アレルギー（16）

食育 運動やスポーツと食事（口絵5-6），食生活と健康（10-11），調和のとれた生活（14-15），生活習慣病の
起こり方（92-93），生活習慣病の予防（94-95）

法令遵守（遵法精神）

スポーツ基本法（51），交通事故の発生要因（64-65），交通事故の危険予測と回避（66-67），自転車も加
害者になる（66），自転車安全利用五則（85），20歳未満の喫煙の禁止（99），20歳未満の飲酒の禁止
（101），薬物乱用の禁止（102-107），スポーツのルールとマナー（113），ルール・マナーをしっかり
守る（124），水道法（135），学校保健安全法施行規則（149），健康増進法（160）

社会参画・地域創生

人と人をつなぐスポーツ（口絵3-4），支え合って生きている（口絵7-8），スポーツボランティア（口絵4，
52-53，57），日本人と運動会（51），共に生きる（74-75），地域安全マップの作成（88），健康を守る
社会の取り組み（160-161），ヘルスプロモーション（162），震災とスポーツ交流（171），スポーツと
外交（173）

伝統，文化
我が国の偉人の紹介[香川綾（5），金栗四三（49），濱口梧陵（61），本庶佑（91），人見絹枝（111），嘉納
治五郎（169），中村裕（177）]，日本人と運動会（51），地域の盆踊り（169），現代社会におけるスポー
ツの文化的意義（170-171），スポーツと外交（173），人々を結び付けるスポーツ（174-175）

オリンピック・
パラリンピック

オリンピック・パラリンピックのメッセージ（口絵1-2），国際的なスポーツ大会の役割（172-173），オ
リンピック・パラリンピック（176-177），アンチ・ドーピング（178）

生涯スポーツ
人と人をつなぐスポーツ（口絵3-4），運動やスポーツの必要性と楽しさ（50-51），日本人と運動会（51），
運動やスポーツへの多様な関わり方（52-53），運動やスポーツの多様な楽しみ方（54-55），私とスポー
ツ（56-57）

情報活用能力
性情報への対処（29），インターネットによるコミュニケーションとトラブル（46），（スポーツを）知るこ
と（53），正しい情報の入手（73），気象情報の入手方法（87），インターネットと依存症（109），野外活
動時の注意（117），気象情報に注意する（124），広げる（53，73，105，139，159など）

グローバル化
オリンピック・パラリンピックのメッセージ（口絵1-2），国や民族を超えて（口絵4），オリンピック・パラリ
ンピックのボランティア（57），地球温暖化による健康への影響（144），世界と日本のHIV／エイズ状況
（155），国際的な組織の取り組みの例（161），海外旅行と感染症（165），SDGｓから考えよう（166）

キャリア教育 人と人をつなぐスポーツ（口絵3-4），支え合って生きている（口絵8），運動やスポーツへの多様な関わり
方（52-53），私とスポーツ（56-57）

生命尊重 異性の尊重と性情報への対処（28-29），胎児を育てる母体の神秘－胎盤とへその緒－（43），喫煙・飲
酒・薬物乱用をしないための対処（107），そのほか全体

コミュニケーション
自己形成を助けるのは（33），ストレスへの対処とコミュニケーション（41），自分の気持ちを上手に伝え
る（45），インターネットによるコミュニケーションとトラブル（46），（運動やスポーツの）社会性への効
果（113），豊かな交流を生み出すスポーツ（171）

保健分野の技能・実習 リラクセーションの方法（42），直接圧迫止血法（77），包帯法（78），心肺蘇生の方法（81-82），AED（83）

ICTの活用 Dマークコンテンツ内容一覧（1）ほかDマークコンテンツ全体，気象情報の入手方法（87），運動やスポー
ツの合理的な学び方（115，120），広げる（159，175ほか）

体育分野と保健分野と
の関連

運動やスポーツと食事（口絵5-6），運動と健康（8-9），調和のとれた生活（14-15），ストレスへの対処の
方法（40），傷害の発生要因（62-63），体育活動中の事故（84），生活習慣病の起こり方（92-93），生活
習慣病の予防（94-95），ドーピング（103），環境への適応能力（128-129），活動に適する環境（130-
131），熱中症の予防と手当（132-133）

今日的な教育課題への対応一覧
　今日的な教育課題を取り上げ，変化し続ける社会へ対応できるように配慮しています。
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●教師用指導書
　新たに「指導者用デジタルブック」＊　を収録します。　＊指導者による演示用デジタル教科書

■指導編（朱書）　・全1冊／AB 判／4色刷
・教科書と同じAB判で，教科書縮小紙面に丁寧な解説を加えています。
・1時間ごとに，「指導展開」「板書例」「評価」「資料の解説」などを示します。
・朱書きで教科書内の「見つける」「活用する」などの活動の解答例や発言例を掲載します。

■研究編　・全3冊（各学年1冊）／B5判／1色刷
・指導を支援する年間指導計画例，関連資料，評価問題例，ワークシートなどを掲載します。

■研究編付属DVD-ROM　
研究編付属DVD-ROM収録予定内容

●学習者用デジタル教科書
　文部科学省は，2019年末に「GIGAスクール構想」を打ち出し，ハード・ソフト・指導体制一体でのICT教育の充実を
推進しています。東京書籍は，令和3年度用中学校教科書の全発行書目において「学習者用デジタル教科書」を発行します。

教師用指導書・学習者用デジタル教科書・準拠教材のご案内 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/ict/ 
デジタル教科書を紹介するWebページに，こちらからアクセスできます。　

■指導者用デジタルブック（DVD-ROM）  NEW！ 　
・�電子黒板などを使用して，教科書紙面と，それに関連するコンテンツを提示することができます。多様なコンテンツを収録して
おり，教科書紙面上のアイコンをクリックするだけの簡単な操作でご利用いただけます。

教科書紙面上
のDマークをク
リックすると，
コンテンツが
表示されます。

　東京書籍をはじめ複数の発行者が採用する
ビューア「Lentrance�Reader」を用いていま
す。さまざまな教科・教材を一括管理できます。

　教科書に，ペンツールで自分の考えを書き込
んだり，ウェブ上の参考資料へのリンクを貼り
付けたりすることができます。学習記録として
そのまま保存することもでき，生徒の主体的な
学びを支えます。また，教科書のDマークをク
リックして，連携するデジタルコンテンツを利
用することができます。

　教科書紙面を拡大したり，文字を白黒反転して表示したり
することができます。また，総ルビ・分かち書きで表示する
機能は，発達障害のある生徒や，急増する帰国・外国人生徒
など，日本語を読むことが苦手な生徒の学びを助けます。

複数の教科を一括管理

学習を支える便利な機能

特別支援教育への対応

①年間指導計画例
②各章の指導計画例
③ワークシート
④評価問題
⑤Dマークコンテンツ

⑥教科書本文テキストデータ
⑦教科書図版データ
⑧教科書紙面の総ルビ・分かち書きデータ
⑨授業用プレゼンテーションデータ
⑩体育実技関連動画　など

・教科書完全準拠
『新しい保健体育』に完全準拠しています。
教師用書では，「見つける」「活用する」な
どの解答例や発言例，板書例を掲載して
います。

・保健編・体育編・実技編で構成
実技編は，マナー・安全の確認，技術の
整理と確認，ルールの整理と確認などで
構成しています。

＊上の例は，令和2年度発行の教師用書紙面です。

※�これらの商品は企画中のため，内容・仕様
ともに変更になる場合があります。

●準拠教材
■新しい保健体育学習ノート　
　・全3冊（各学年1冊）／AB判／4色刷
　・教師用書あり（朱書き）
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