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【保健編 ５章】 

単元（章）名 健康と環境 
教科書の 

ページ 
P.127～146 

配当時数 ８時間 学習指導要領の内容 
保健分野 

（4）ア，イ 

 

単
元
（
章
）
の
目
標 

〇総括的な目標 

健康と環境について，課題を発見し，その解決を目指した学習に主体的に取り組み，理解で

きるようにする。 

〇評価の観点に対応した目標 

ア 身体の環境に対する適応能力・至適範囲，飲料水や空気の衛生的管理及び生活に伴う廃棄

物の衛生的管理など，環境と健康の関わりについて理解できるようにする。 

（知識・技能） 

イ 健康と環境に関わる事象や情報から課題を発見し，疾病等のリスクを軽減したり，生活の質

を高めたりすることなどと関連づけて解決方法を考え，適切な方法を選択し，それらを伝え

たり，表したりすることができるようにする。 

（思考力・判断力・表現力） 

ウ 健康と環境について関心をもち，主体的に学習の進め方を工夫・調整し，粘り強く学習に

取り組むことができるようにする。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

単
元
（
章
）
の
観
点
別
評
価
規
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

身体の環境に対する適応能

力・至適範囲，飲料水や空気の衛

生的管理及び生活に伴う廃棄物

の衛生的管理など，環境と健康

の関わりについて理解してい

る。 

健康と環境に関わる事象や

情報を基に課題を発見し，健康

の保持増進のための原則や概

念を明らかにするため科学的

に思考し判断して，それらを

他者に伝えたり，表したりし

ている。 

健康と環境について関心を

もち，主体的に学習の進め方

を工夫・調整し，粘り強く学習

に取り組もうとしている。 

 

 

 

 

各
時
の
学
習
活
動
に
対
応
し
た
観
点
別
評
価
規
準 

① 身体には，環境に対してある

程度までの適応能力がある

こと及び身体の適応能力を

超えた環境は健康に影響を

及ぼすことがあることを，言

ったり書いたりしている。 

② 快適で能率のよい生活を送

るための温度，湿度，明るさ

には一定の範囲（至適範囲）

があることを，言ったり書い

たりしている。 

③ （発展の内容）熱中症は，主

体，環境，運動の３つの要因

が関わり合って起こること，

暑熱環境に身体が適応でき

なくなったときに，めまい，

頭痛，吐き気，意識障害など

の症状が現れ，死亡すること

もあることを，言ったり書い

たりしている。 

① 健康と環境に関わる事象

や情報などを分析・整理

し，健康の保持増進のため

の原則や概念を明らかに

するため，課題を発見し，

習得した知識を活用して，

科学的に思考・判断し，表

現している。 

② 健康と環境について，疾病

等にかかるリスクを軽減

し健康を保持増進・回復す

る方法を考え，その理由な

どを，他者と話し合った

り，ノートなどに記述した

りして，筋道を立てて伝え

合っている。 

 

① 学習内容に関心をもち，教

科書の資料を活用したり，

身近な情報などを収集し

たりして，課題について調

べるなど粘り強く学習に

取り組もうとしている。 

② 自分の意見を言ったり，他

者の意見を取り入れたり

して，自己の学習の進め方

や活用する資料を変える，

調べた内容を確認・修正す

るなど学習を調整しなが

ら取り組んでいる。 
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④ 飲料水は健康と密接な関わ

りがあること，飲料水を衛生

的に保つには基準に適合す

るよう管理することが必要

であることを，言ったり書い

たりしている。 

⑤ 空気は健康と密接な関わり

があること，室内の空気を衛

生的に保つには基準に適合

するよう管理することが必

要であることを，言ったり書

いたりしている。 

⑥ 人間の生活，産業，自然災害

等によって生じた廃棄物は，

環境の保全に十分配慮し，環

境を汚染しないように衛生

的に処理する必要があるこ

とを，言ったり書いたりして

いる。 

⑦ （発展の内容）私たちは，放

射線の特性を生かし，医療，

農業，工業などで利用してい

ること，空気や水などの環境

が放射線で汚染されると健

康への影響が懸念されるこ

とを，言ったり書いたりして

いる。 

  

観
点
別
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
と
方
法 

知識及び技能の習得状況につ

いて評価するとともに，他の学習

や生活の場面でも活用できる程

度に概念（原理や原則）などを理

解しているかについて評価する。 

各時の評価規準①～⑦は適宜

各時の指導過程に位置づけ，ノー

トなどへの記述，発言・発表の内

容等から判断し，特にＣ[努力を

要する]実現状況にある者への指

導の改善に生かす。 

また，指導要録などに反映する

評価は，必ずしも毎時間記録する

必要はなく，小テスト，まとめの

単元（章）テストなどを基にして，

単元（章）を総合して行うなどの

工夫をする。 

知識及び技能を活用して課

題を解決するために必要な思

考力・判断力・表現力等を身に

つけているかを評価する。 

 評価は，「課題を解決する」場

面を中心に，発言や記録の内

容，レポートなどを基に，評価

上特記すべき事項などを記録・

蓄積し，単元（章）を総合して

行う（必ずしもすべての時間

に，すべての者を対象に評価

し，記録する必要はない）。その

過程で，特にＣ[努力を要する]

状況にある者への指導の改善

に生かすことに留意する。 

①学習内容に関心をもち，知

識及び技能の獲得や思考力・判

断力・表現力等を身につけるた

め，よりよく学ぼうとする意欲

をもって，学習に粘り強く取り

組もうとする側面と，②他者の

考えも受け入れながら進め方

を工夫改善するなど，自らの学

習を調整しようとする側面か

ら判断して，単元（章）を通し

て総合的に評価する。 

評価は，①，②それぞれの側

面から，または一体的に，各時

の学習の活動への取り組みや

態度で特記すべきことなどを

記録・蓄積し，単元（章）を総

合して行う（必ずしもすべての

時間に，すべての者を対象に評

価し，記録する必要はない）。そ

の過程で，特にＣ[努力を要す

る]状況にある者への指導の改

善に生かすことに留意する。 
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＊実現状況は，３観点共に，各学校において評価規準に基づいて実現の状況を判断する指標（目安）

を設定し，ＡＢＣの３段階で評価し指導の改善に役立てるとともに，単元ごとに整理した上で，指

導要録の教科の評価・評定に活用する。 

 

Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの 

 

各時の目標及び学習内容・活動など 

＊学習内容・活動は，一例であり，生徒の学習の姿をイメージし，授業の展開や学習方法などに沿って具体

的に表現する。また，「広げる」は，適宜取り扱う。 

＊Ｄ…Ｄマークコンテンツ 

目標 時数 学習内容・活動 評価の観点と方法 

（1）環境への適応能力 

◆他の内容との関連：P.124 野外スポーツを安全に行う（章末資料），P.132熱中症の予防と手当，P.144

地球温暖化による健康への影響（章末資料），Ⅾ環境への適応能力 

★他教科との関連：理科 2年 恒温動物と変温動物 

身体には，環境に対し

てある程度までの適応能

力があること及び身体の

適応能力を超えた環境は

健康に影響を及ぼすこと

があることを理解できる

ようにする。 

P.128～129 

1 1.気温の変化に伴って，人の体温がどのよ

うに変化しているか話し合う。 

2.資料を基に，気温の変化に対して体温の

調節はどのようにしているか考え，整理

する。 

3.熱中症や低体温症などをヒントに，体の

適応能力の限界などについて調べる。 

4.「活用する」の事故事例から，環境の変化

と体の適応について考え，発表し合う。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（2）活動に適する環境 

Ⅾ照度基準 

快適で能率のよい生活

を送るための温度，湿度，

明るさには一定の範囲

（至適範囲）があること

を理解できるようにす

る。 

P.130～131 

１ 1.学習やスポーツをしやすい気温につい

て，話し合う。 

2.暑さや寒さの感じ方から，温熱条件の至

適範囲について，整理する。 

3.資料を基に，学校内外の場所の至適範囲

について調べ，整理する。 

4.「活用する」のマラソン記録と気温の関係

についての説明を考え，発表し合う。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

●熱中症の予防と手当（発展の内容） 

◆他の内容との関連：P.116 運動やスポーツの安全な行い方，P.128環境への適応能力，Ⅾ熱中症 

熱中症は，主体，環境，

運動の３つの要因が関わ

り合って起こること，暑

熱環境に身体が適応でき

なくなったときにめま

い，頭痛，吐き気，意識障

害などの症状が現れ，死

亡することもあることを

 
1.熱中症について知っていることや体験な

どについて話し合う。 

2.資料を基に，熱中症が起こる原因や予防

の方法を調べる。 

3.資料を基に，熱中症の手当について確認

し，整理する。 

4.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ
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理解できるようにする。 

P.132～133 

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（3）飲料水の衛生的管理 

◆他の内容との関連：P.142 放射線と健康，P.148感染症の広がり方 

飲料水は健康と密接な

関わりがあること，飲料

水を衛生的に保つには，

基準に適合するよう管理

することが必要であるこ

とを理解できるようにす

る。 

P.134～135 

1 1.写真の３つの中から安全に飲める水を選

び，その理由などを話し合う。 

2.生命の維持や健康に果たす水の役割につ

いて調べ，整理する。 

3.資料などを基に，飲料水の衛生的管理に

ついて考え，整理する。 

4.「活用する」で，海外の水道水の管理や健

康の側面からの問題について考え，発表

し合う。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（4）室内の空気の衛生的管理 

◆他の内容との関連：P.142 放射線と健康，P.148感染症の広がり方 

★他教科との関連：家庭 健康で快適な室内環境Ⅾ 

空気は健康と密接な関

わりがあること，室内の

空気を衛生的に保つに

は，基準に適合するよう

管理することが必要であ

ることを理解できるよう

にする。 

P.136～137 

１ 1.説明文やイラストから，閉め切った部屋

での体の変化について話し合う。 

2.資料を基に，換気の回数と空気の汚れに

ついて考え，二酸化炭素の健康への影響

について整理する。 

3.一酸化炭素の健康への影響について調

べ，整理する。 

4.「活用する」の場面での，健康上の問題点

と解決策について考え，発表し合う。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（5）生活に伴う廃棄物の衛生的管理 

◆他の内容との関連：P.166 SDGsから考えよう（章末資料），Ⅾ生活に伴う廃棄物の衛生的管理 

★他教科との関連：社会（歴史）現代の公害問題とその克服，社会（公民）公害の防止と環境の保全Ⅾ，

地球環境問題Ⅾ，理科 3年 自然環境の調査と保全Ⅾ，家庭 持続可能な社会Ⅾ 

人間の生活，産業，自然

災害などによって生じた

廃棄物は，環境の保全に

十分配慮し，環境を汚染

しないように衛生的に処

理する必要があることを

理解できるようにする。 

P.138～141 

2 1.ごみを放置することの問題点について話

し合う。 

2.資料を基に，生活の中で生じるごみの種

類や量について調べる。 

3.家庭などから出されるごみの衛生的な処

理の仕方や個人の取り組みの重要性など

について考え，整理する。 

4.資料を基に，水質汚濁の原因や下水道の

普及と河川の水質の関係について考え，

生活排水の処理の重要性について説明す

る。 

5.「活用する」で，自己の日常生活でのごみ

や生活排水の排出の仕方が適切か，環境

と健康の視点から考え，発表し合う。 

6.公害について，他教科の学習などとも関

連づけながら整理する。 

7.自然環境の汚染や地震，集中豪雨，台風な

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導

（1，2，3，4，5，6，7，8

を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5，6，7 を

通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

 

＊生活廃棄物と産業，自然

災害による廃棄物を，時

間を分けて扱うことも

考えられる。 
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ど自然災害時の健康のための取り組みの

重要性について調べ，整理する。 

8.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

●放射線と健康（発展の内容） 

◆他の内容との関連：P.134 飲料水の衛生的管理，P.136 室内の空気の衛生的管理 

私たちは，放射線の特

性を生かし，医療，農業，

工業などで利用している

こと，空気や水などの環

境が放射線で汚染される

と健康への影響が懸念さ

れることを理解できるよ

うにする。 

P.142～143 

 1.放射線（放射能）という言葉から感じるこ

とを話し合う。 

2.資料などを基に，放射性物質，放射能，放

射線の違いについて整理する。 

3.資料などを基に，放射線の利用と人体へ

の影響について調べ，整理する。 

4.放射線の管理と正しい情報取得の必要性

について調べ，説明する。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 
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【保健編 ６章】 

単元（章）名 健康な生活と疾病の予防③ 
教科書の 

ページ 
P.147～168 

配当時数 ８時間 学習指導要領の内容 
保健分野 

（1）ア（ｵ）（ｶ），イ 

 

単
元
（
章
）
の
目
標 

〇総括的な目標 

感染症の予防及び個人の健康を守る社会の取り組みについて，課題を発見し，その解決を目

指した学習に主体的に取り組み，理解できるようにする。 

〇評価の観点に対応した目標 

ア 感染症の予防及び個人の健康を守る社会の取り組みについて，理解できるようにする。 

（知識・技能） 

イ 感染症の予防及び個人の健康を守る社会の取り組みに関わる事象や情報を基に課題を発見

し，健康のリスクを軽減したり，生活の質を高めたりする視点から解決を目指して科学的

に思考・判断して，それらを他者に伝えたり，表したりすることができるようにする。 

（思考・判断・表現） 

ウ 感染症の予防及び個人の健康を守る社会の取り組みについて関心をもち，学習の進め方を

工夫・調整し，自他の健康の保持増進や回復についての学習に主体的に取り組むことがで

きるようにする。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

単
元
（
章
）
の
観
点
別
評
価
規
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

感染症の予防及び個人の健

康を守る社会の取り組みにつ

いて，理解している。 

感染症の予防及び個人の健

康を守る社会の取り組みに関

わる事象や情報を基に課題を

発見し，疾病にかかるリスクを

軽減したり，生活の質を高めた

りする視点から解決を目指し

て科学的に思考・判断し，それ

らを他者に伝えたり，表したり

している。 

感染症の予防及び個人の健

康を守る社会の取り組みにつ

いて関心をもち，学習の進め方

を工夫・調整し，自他や社会に

おける健康の保持増進につい

ての学習に主体的に取り組も

うとしている。 

各
時
の
学
習
活
動
に
対
応
し
た
観
点
別
評
価
規
準 

① 感染症は，病原体が主な要

因となって発生し，感染や

発病には人の条件だけでな

く，自然環境や社会環境も

関わっていることを，言っ

たり書いたりしている。 

② 感染症の多くは，発生源を

なくすこと，感染経路を遮

断すること，体の抵抗力を

高めることによって予防で

きることを，言ったり書い

たりしている。 

③ 性感染症の予防には，性的

接触を避ける，コンドーム

を使用するなど感染のリス

クを軽減する方法を身につ

けることが必要であること

を，言ったり書いたりして

いる。 

[全時共通] 

① 感染症の予防及び健康を守

る社会の取り組みに関わる

事象や情報などを分析・整

理し，感染症予防のための

原則や概念を明らかにし

たり，保健・医療機関を活

用する方法を考えたりす

るため，自他の課題を発見

し，習得した知識を活用し

て，科学的に思考・判断し，

表現している。 

② 感染症の予防及び健康を守

る社会の取り組みについ

て，疾病等にかかるリスク

を軽減し健康を保持増進・

回復する方法を考え，その

理由などを，他者と話し合

ったり，ノートなどに記述 

[全時共通] 

① 学習内容に関心をもち，教

科書の資料を活用したり，

身近な情報などを収集し

たりして，課題について調

べるなど粘り強く学習に

取り組もうとしている。 

② 自分の意見を言ったり，他

者の意見を取り入れたり

して，自己の学習の進め方

や活用する資料を変える，

調べた内容を確認・修正す

るなど学習を調整しなが

ら取り組んでいる。 
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④ エイズの予防には，性的接

触を避ける，コンドームを

使用する，感染者や他人の

血液などには触れないなど

HIV 感染のリスクを軽減す

る方法を身につけることが

必要であることを，言った

り書いたりしている。 

⑤ 医薬品を効果的に使用する

ためには，医師や薬剤師の

指示に従い，注意書きや説

明書をきちんと読んで正し

く使用することが必要であ

ることを，言ったり書いた

りしている。 

⑥ 健康の保持増進や疾病やけ

がからの回復には，地域の

保健センターや保健所など

の保健機関や医療機関を利

用することが有効であるこ

とを，言ったり書いたりし

ている。 

⑦ 健康の保持増進や疾病の予

防のためには，健康的な生

活行動など個人の取り組み

とともに，健康診断や健康

相談，予防接種など社会の

さまざまな取り組みによっ

て解決が図られていること

を，言ったり書いたりして

いる。 

⑧ 生涯にわたって健康的な生

活を送るためには，個人が

主体的に努力し，社会全体

でそれを支援することが重

要であることを，言ったり

書いたりしている。 

したりして，筋道を立てて

伝え合っている。 

 

観
点
別
評
価
規
準
の
基
本
的
な
考
え
方
と
方
法 

知識及び技能の習得状況に

ついて評価するとともに，他の

学習や生活の場面でも活用で

きる程度に概念（原理や原則）

などを理解しているかについ

て評価する。 

各時の評価規準①～⑧は適

宜各時の指導過程に位置づけ，

ノートなどへの記述，発言・発

表の内容などから判断し，特に

Ｃ[努力を要する]実現状況に

ある者への指導の改善に生か

す。 

知識及び技能を活用して課

題を解決するために必要な思

考力・判断力・表現力等を身に

つけているかを評価する。 

 評価は，「課題を解決する」場

面を中心に，発言や記録の内

容，レポートなどを基に，評価

上特記すべき事項などを記録・

蓄積し，単元（章）を総合して

行う（必ずしもすべての時間

に，すべての者を対象に評価

し，記録する必要はない）。その 

①学習内容に関心をもち，知

識及び技能の獲得や思考力・判

断力・表現力等を身につけるた

め，よりよく学ぼうとする意欲

をもって，学習に粘り強く取り

組もうとする側面と，②他者の

考えも受け入れながら進め方

を工夫改善するなど，自らの学

習を調整しようとする側面か

ら判断して，単元（章）通して

総合的に評価する。 

評価は，①，②それぞれの側 
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また，指導要録などに反映す

る評価は，必ずしも毎時間記録

する必要はなく，小テスト，ま

とめの単元（章）テストなどを

基にして，単元（章）を総合し

て行うなどの工夫をする。 

過程で，特にＣ[努力を要する]

状況にある者への指導の改善

に生かすことに留意する。 

面から，または一体的に，各時

の学習の活動への取り組みや態

度で特記すべきことなどを記

録・蓄積し，単元（章）を総合

して行う（必ずしもすべての時

間に，すべての者を対象に評価

し，記録する必要はない）。その

過程で，特にＣ[努力を要する]

状況にある者への指導の改善に

生かすことに留意する。 

 ＊実現状況は，３観点共に，各学校において評価規準に基づいて実現の状況を判断する指標（目安）

を設定し，ＡＢＣの３段階で評価し指導の改善に役立てるとともに，単元ごとに整理した上で，

指導要録の教科の評価・評定に活用する。 

 

Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの 

 

各時の目標及び学習内容・活動など 

＊学習内容・活動は，一例であり，生徒の学習の姿をイメージし，授業の展開や学習方法などに沿って具体

的に表現する。また，「広げる」は，適宜取り扱う。 

＊Ｄ…Ｄマークコンテンツ 

目標 時数 学習内容・活動 評価の観点と方法 

（1）感染症の広がり方 

◆他の内容との関連：P.134 飲料水の衛生的管理，P.144 地球温暖化による健康への影響（章末資料），

P.165 海外旅行と感染症（章末資料），Ⅾ病原体の感染と発病 

★他教科との関連：理科 3年 菌類，細菌類 

感染症は，病原体が主

な要因となって発生し，

感染や発病には人の条件

だけでなく，自然環境や

社会環境も関わっている

ことを理解できるように

する。 

P.148～149 

1 1.生活を振り返り，インフルエンザが広が

りやすい施設やその理由について，話し

合う。 

2.資料などを基に，さまざまな感染症の病

原体の種類と感染経路について調べ，整

理して説明する。 

3.資料を読み取って，感染症が広がる条件

について考え，説明する。 

4.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（2）感染症の予防 

◆他の内容との関連：P.164 免疫と予防接種（章末資料），P.165 海外旅行と感染症（章末資料），P.165

手洗いの方法（章末資料），P.166 SDGsから考えよう(章末資料)，Ⅾ感染症の予防 

★他教科との関連：家庭 食品の保存と食中毒の予防Ⅾ 

感染症の多くは，発生

源をなくすこと，感染経

路を遮断すること，体の

抵抗力を高めることによ

って予防できることを理

解できるようにする。 

P.150～151 

1 1.インフルエンザにかかる人とかからない

人の違いについて，話し合う。 

2.自分で気をつけていることなどから感染

を防ぐための対策や回復のための方法を

考え，整理する。 

3.「活用する」の事例から，「緊急事態宣言」

の内容と有効だった理由について考え，

発表し合う。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ
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4.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（3）性感染症の予防 

◆他の内容との関連：P.28異性の尊重と性情報への対処，P.154エイズの予防，Ｄ性感染症の予防 

性感染症の予防には，

性的接触を避ける，コン

ドームを使用するなど感

染のリスクを軽減する方

法を身につけることが必

要であることを理解でき

るようにする。 

P.152～153 

 

1 1.知っている性感染症の名称などをチェッ

クし，性感染症について話し合う。 

2.資料を基に，性感染症の種類と症状，感染

者数などについて調べ，整理する。 

3.性感染症の予防対策について調べ，整理

する。 

4.「活用する」の表を記入しながら，他の感

染症と比較した性感染症の特徴を整理

し，説明する。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（4）エイズの予防 

◆他の内容との関連：P.28 異性の尊重と性情報への対処，P.152 性感染症の予防，P.164 免疫と予防接種

（章末資料） 

エイズの予防には，性

的接触を避ける，コンド

ームを使用する，感染者

や他人の血液などには触

れないなど HIV 感染のリ

スクを軽減する方法を身

につけることが必要であ

ることを理解できるよう

にする。 

P.154～155 

1 1.エイズという言葉を見たり，聞いたりし

た場所や機会について，話し合う。 

2.HIV（ヒト免疫不全ウイルス）とエイズと

いう病気の特徴について調べ，整理する。 

3.HIV 感染の予防について整理し，説明す

る。 

4.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（5）医薬品の利用 

◆他の内容との関連：P.102 薬物乱用の害と健康，P.178 アンチ・ドーピング（章末資料），Ⅾ医薬品の

利用 

医薬品を効果的に使用

するためには，医師や薬

剤師の指示に従い，注意

書きや説明書をきちんと

読んで正しく使用するこ

とが必要であることを理

解できるようにする。 

P.156～157 

1 1.飲み薬に関する問いに〇×で答え，自身

の知識の誤解やあいまいさを確認する。 

2.医薬品には多様な形状，使用量や飲み方

があることを調べ，その理由について話

し合う。 

3.医薬品は，注意書きや説明書を基に正し

く使用する必要があることや，お薬手帳

の役割について考え，整理する。 

4.「活用する」で，風邪薬の使用上の注意に

ついてその理由を考え，発表し合う。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（6）保健・医療機関の利用 

◆他の内容との関連：P.94生活習慣病の予防，Ⅾ保健・医療機関の利用 

健康の保持増進や疾病

やけがからの回復には，

地域の保健センターや保

健所などの保健機関や医

療機関を利用することが

1 1.自分の生活を振り返り，けがや病気のと

きの対処の仕方について，話し合う。 

2.これまでの経験や資料を基に，医療機関

の役割の違いや利用の仕方について調

べ，整理する。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 
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有効であることを理解で

きるようにする。 

P.158～159 

3.これまでの経験や資料を基に，保健機関

の役割の違いや利用の仕方について調

べ，整理する。 

4.「活用する」で，長期にかかりつけ医を利

用する利点について考え，発表し合う。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（7）健康を守る社会の取り組み 

◆他の内容との関連：P.96がんの予防，P.108 むし歯や歯周病を予防するための運動（章末資料） 

★他教科との関連：社会（公民） 社会保障の仕組みⅮ 

健康の保持増進や疾病

の予防のためには，健康

的な生活行動など個人の

取り組みとともに，健康

診断や健康相談，予防接

種など社会のさまざまな

取り組みによって解決が

図られていることを理解

できるようにする。 

P.160～161 

１ 1.大人が健康診断を受ける機会や場所につ

いて，話し合う。 

2.生活習慣病の予防等に健康診断が有効な

理由について考え，整理する。 

3.人々の健康を守るための社会のさまざま

な取り組みについて調べ，説明する。 

4.「活用する」で，インフルエンザの予防の

ための個人，地域，社会の取り組みについ

て調べ，発表し合う。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 

（8）保健の学習を振り返ろう 

◆他の内容との関連：口絵７「支え合って生きている」，P.166 SDGsから考えよう（章末資料） 

生涯にわたって健康的

な生活を送るためには，

個人が主体的に努力し，

社会全体でそれを支援す

ることが重要であること

を理解できるようにす

る。 

P.162～163 

1 1.健康を保持増進するために，自分の行っ

ていることについて，発表し合う。 

2.主体的な取り組みの必要性について，話

し合う。 

3．ヘルスプロモーションの考え方について

調べ，説明する。 

4.「まとめ」で，選択した健康課題の解決に

対する自己の取り組みを考え，発表し合

う。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノ

ートチェックなどによる

個別指導中心 
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【体育編 ３章】 

単元（章）名 文化としてのスポーツの意義 
教科書の 

ページ 
P.169～179 

配当時数 ３時間 学習指導要領の内容 
体育分野［第３学年］ 

H（１）ア，イ，ウ 

 

単
元
（
章
）
の
目
標 

〇総括的な目標 

文化としてのスポーツの意義について，課題を発見し，その解決を目指しについて，課題を

発見し，その解決を目指した学習に主体的に取り組み，理解できるようにする。 

〇評価の観点に対応した目標 

ア 文化としてのスポーツの意義について，理解できるようにする。 

（知識・技能） 

イ 文化としてのスポーツの意義について，自己の課題を発見し，よりよい解決に向けて思考

し判断するとともに，他者に伝えることができるようにする。 

（思考・判断・表現） 

ウ 文化としてのスポーツの意義について関心をもち，主体的に学習の進め方を工夫・調整し，

粘り強く学習に取り組むことができるようにする。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

単
元
（
章
）
の
観
点
別
評
価
規
準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

文化としてのスポーツの意

義について，理解している。 

文化としてのスポーツの意

義について，自己の課題を発見

し，よりよい解決に向けて思考

し判断するとともに，それらを

他者に伝えたり，表したりして

いる。 

文化としてのスポーツの意

義について関心をもち，主体的

に学習の進め方を工夫・調整

し，粘り強く学習に取り組もう

としている。 

各
時
の
学
習
活
動
に
対
応
し
た
観
点
別
評
価
規
準 

① スポーツは，文化的な生活

を営みよりよく生きてい

くために重要であること

を，言ったり書いたりして

いる。 

② オリンピックやパラリン

ピック及び国際的なスポ

ーツ大会などは，国際親善

や世界平和に大きな役割

を果たしていることを，言

ったり書いたりしている。 

③ スポーツは，民族や国，人

種や性，障害の違いなどを

超えて人々を結び付けて

いることを，言ったり書い

たりしている。 

［全時共通］ 

① スポーツが，文化的な生

活，国際親善，世界平和，

人々の結び付きなどに果

たす役割について，思考・

判断・表現している。 

② 文化としてのスポーツの

意義について，習得した知

識を活用して，自己のスポ

ーツとの関わり方に生かす

方法を考え，他者に伝えた

り，ノートなどに記述した

りしている。 

 

［全時共通］ 

① 学習内容に関心をもち，教

科書の資料を活用したり，

身近な情報などを収集し

たりして，課題について調

べるなど粘り強く学習に

取り組もうとしている。 

② 自分の意見を言ったり，他

者の意見を取り入れたり

して，自己の学習の進め方

や活用する資料を変える，

調べた内容を確認・修正す

るなど学習を調整しなが

ら取り組んでいる。 
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観
点
別
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
と
方
法 

知識及び技能の習得状況につ

いて評価するとともに，他の学

習や生活の場面でも活用できる

程度に概念（原理や原則）など

を理解しているかについて評価

する。 

各時の評価規準①～③は適宜

各時の指導過程に位置づけ，ノ

ートなどへの記述，発言・発表

の内容などから判断し，特にＣ

[努力を要する]実現状況にある

者への指導の改善に生かす。 

また，指導要録などに反映す

る評価は，必ずしも毎時間記録

する必要はなく，小テスト，ま

とめの単元（章）テストなどを

基にして，単元（章）を総合し

て行うなどの工夫をする。 

知識及び技能を活用して課題

を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力等を身につ

けているかを評価する。 

 評価は，「課題を解決する」場

面を中心に，発言や記録の内容，

レポートなどを基に，評価上特

記すべき事項などを記録・蓄積

し，単元（章）を総合して行う

（必ずしもすべての時間に，す

べての者を対象に評価し，記録

する必要はない）。その過程で，

特にＣ[努力を要する]状況にあ

る者への指導の改善に生かすこ

とに留意する。 

①学習内容に関心をもち，知

識及び技能の獲得や思考力・判

断力・表現力等を身につけるた

め，よりよく学ぼうとする意欲

をもって，学習に粘り強く取り

組もうとする側面と，②他者の

考えも受け入れながら進め方を

工夫改善するなど，自らの学習

を調整しようとする側面から判

断して，単元（章）を通して総

合的に評価する。 

評価は，①，②それぞれの側

面から，または一体的に，各時

の学習活動への取り組みや態度

で特記すべきことなどを記録・

蓄積し，単元（章）を総合して

行う（必ずしもすべての時間に，

すべての者を対象に評価し，記

録する必要はない）。その過程

で，特にＣ[努力を要する]状況

にある者への指導の改善に生か

すことに留意する。 

＊実現状況は，３観点共に，各学校において評価規準に基づいて実現の状況を判断する指標（目安）

を設定し，ＡＢＣの３段階で評価し指導の改善に役立てるとともに，単元ごとに整理した上で，

指導要録の教科の評価・評定に活用する。 

 

Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの 

 

各時の目標及び学習内容・活動など 

＊学習内容・活動は，一例であり，生徒の学習の姿をイメージし，授業の展開や学習方法などに沿って具体

的に表現する。また，「広げる」は，適宜取り扱う。 

＊Ｄ…Ｄマークコンテンツ 

目標 時数 学習内容・活動 評価の観点と方法 

（1）現代社会におけるスポーツの文化的意義 

◆他の内容との関連：P.56私とスポーツ（章末資料） 

スポーツは，文化的な

生活を営みよりよく生き

ていくために重要である

ことを理解できるように

する。 

P.170～171 

1 1.スポーツと関わることで得たこと，よか

ったと思うことを発表し合う。 

2.資料を基にスポーツの文化的意義につ

いて調べ，整理する。 

3.自己の経験を振り返り，スポーツを通じ

た交流の経験について発表し合う。 

4.自己開発とスポーツについて考え，整理

する。 

5.「活用する」の設問について考え，話し

合う。 

6.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5，6を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノー

トチェックなどによる個別

指導中心 
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（2）国際的なスポーツ大会の役割  

◆他の内容との関連：口絵１「オリンピック・パラリンピックのメッセージ」，P.176オリンピック・パ

ラリンピック（章末資料），P.178 アンチ・ドーピング（章末資料），P.178国際的なスポーツ大会（章

末資料） 

オリンピックやパラリ

ンピック及び国際的なス

ポーツ大会などは，国際

親善や世界平和に大きな

役割を果たしていること

を理解できるようにす

る。 

P.172～173 

1 1.知っているスポーツの国際大会を発表

し合う。 

2.口絵１などの資料を基に，オリンピッ

ク・パラリンピックなどの国際的なスポ

ーツ大会の教育的な意義と倫理的価値

を考え，整理する。 

3.資料を基に，国際的なスポーツ大会が国

際親善や世界平和に果たす役割につい

て考え，整理する。 

4.資料を基に，メディアの発達の影響につ

いて考え，整理する。 

5.「活用する」の設問について考え，話し

合う。 

6.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5，6を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて）

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノー

トチェックなどによる個別

指導中心 

（3）人々を結び付けるスポーツ 

◆他の内容との関連：口絵３「人と人をつなぐスポーツ」，Ｄパラスポーツ 夢への挑戦 

スポーツは，民族や国，

人種や性，障害の違いな

どを超えて人々を結び付

けていることを理解でき

るようにする。 

P.174～175 

 

1 1.知っているスポーツについて，そのスポ

ーツに関わっている人を挙げてみる。 

2.資料を基に，スポーツによる人々の結び

付きについて考え，整理する。 

3.資料を基に，スポーツが人々を結び付け

る理由や工夫について考え，整理する。 

4.「活用する」の設問について考え，発表

し合う。 

5.学習したことを整理し，ノートなどにま

とめる。 

［態度］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4，5を通じて） 

［思判表］ 発言・ノートなど 

特記事項を記録，個別指導 

（1，2，3，4を通じて） 

［知技］ 定期テストなど 

授業時は生徒の反応やノー

トチェックなどによる個別

指導中心 

 


