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検討の観点と内容の特色
観点 検討の観点 「新編 新しい保健体育」の特色 具体例

学
習
指
導
要
領
の
目
標
と
の
関
連

小・中・高等学校を通じて系統性の
ある指導ができるように配慮されて
いるか。

◆学習指導要領改訂の趣旨に示された保健体育の内容の体系化に対応し，各章扉では，
小学校で学習したこと，中学校で学習すること，高校で学習することを明示しました。

◆小学校での学習を振り返る活動を，随所に入れました。

5，33，45，63ページなど（小学校
では体育理論を扱わないため，体育編
章扉は中・高関連）。
6，16，20ページ「今日の学習」，
10，122ページ「やってみよう」，
70，110ページ（キャラクターの吹
き出し）など。

体育分野・保健分野の関連と各学年
の内容が明確に示されているか。

◆教科書内の他ページとの関連を示す「リンクマーク」を随所に入れ，学習を関連付け
て扱えるようにしました。
◆教科書の構成を学年別の構成とし，各学年の学習内容が明確にわかるようにしました。

6，14，28，101ページなど

目次など
自らの健康を適切に管理し改善して
いく，思考力・判断力などの資質や
能力を育成することができるように
配慮されているか。

◆本文ページでは，知識の習得を重視するとともに，習得した知識を活用する学習活動
「考えてみよう」を設け，思考力・判断力・表現力を育成できるようにしました。

25，37，53，75，97ページなど

心と体を一体としてとらえるための
配慮がなされているか。

◆教科の目標である「心と体を一体としてとらえ」に対応し，保健編１章「心と体の関
わり」，体育編「運動やスポーツが心身に及ぼす効果」をそれぞれ1単位時間で扱い，
心と体の関わりを科学的に理解できるような資料を掲載しました。

20-21，94-95ページ

運動や健康・安全に関する基礎的・
基本的な内容を科学的に理解できる
ように配慮されているか。

◆運動や健康・安全に関する内容を，現象のみでなく科学的に理解させるために必要な
資料を，豊富に掲載しました。

17，21，48，58，67，102，122-
123ページなど

知識を活用する学習活動を取り入れ
るなど，指導方法の工夫への配慮が
なされているか。

◆知識を活用する学習活動「考えてみよう」を随所に設けました。
◆各章末に「活用の問題」を設けました。

15，39，51，67，159ページなど
31，61，91，153ページなど

健康・安全に関する内容について，
個人生活を中心として理解できるよ
うに配慮されているか。

◆学習指導要領改訂の趣旨に示された保健の内容の体系化（「小学校：身近な生活」「中
学校：個人生活」「高校：個人及び社会生活」）に対応し，「やってみよう」「考えてみ
よう」「生かそう」などの活動では，個人生活における課題を中心に取り上げました。

15ページ「考えてみよう」，74ペー
ジ「やってみよう」，75ページ「生か
そう」，115ページ「生かそう」，160
ページ「やってみよう」など

内
容
の
選
択
・
扱
い

生徒が学習課題を適切に把握するこ
とができるように配慮されているか。

◆１見開き（1単位時間）の導入には「今日の学習」を設け，課題をつかみ，学習の見
通しをもつことができるようにしました。
◆「やってみよう」では，課題につながる学習活動を行い，キャラクターの吹き出し文
で思考を導くヒントやポイントなどを示しました。

全体

6，10，48，68，96，114ページなど

生徒の関心・意欲を高め，主体的に
学習に取り組めるように配慮されて
いるか。

◆巻頭に「この教科書の使い方」を設け，教科書の構成を理解し，主体的に学習に取り
組むことができるようにしました。
◆１見開き（1単位時間）の導入には，学習の見通しをもたせる「今日の学習」と，関心・
意欲を高める学習活動「やってみよう」を設けました。

口絵9-1ページ

全体

基礎的・基本的な知識を確実に習得
できるように配慮されているか。

◆学習指導要領に示された基礎的・基本的な事項は，本文で，もれなく簡潔にまとめま
した。
◆１見開き（1単位時間）の学習におけるキーワードをチェック欄とともに示し，巻末
にそれら全ての解説を入れました。
◆各章末に「確認の問題」を設け，知識の習得を確認できるようにしました。
◆各章末に「学習を振り返ろう」を設け，学習の理解度を自己評価できるようにしました。

全体

165-169ページ

30，43，60，90，107，150，164ページ
32，43，62，92，107，153，164ページ

言語活動の充実につながる配慮がな
されているか。

◆巻頭に「保健体育の学習方法」を設け，学習指導要領解説書に示された指導方法の工
夫を中心として，「事例などを用いたディスカッション」「ブレインストーミング」「ロー
ルプレイング」「インタビュー」などの学習方法を紹介し，本文ページでもそれらの
学習方法を取り上げました。
◆本文ページの「やってみよう」「考えてみよう」では，自分の意見をまとめて発表したり，
話し合ったり，記述したりする活動を多く取り上げました。
◆書籍や新聞に掲載された文章を引用し，読解させる活動を取り上げました。

2-3ページ，22ページ「やってみよう」，
131ページ「考えてみよう」など

13，24，25，27，75，110，159ペー
ジなど
14，29，72，128，135ページなど

学習が日常生活における実践につな
がるよう配慮されているか。

◆１見開き（1単位時間）の最後に「生かそう」を設け，学習したことを自分の生活に
生かしたり，さらに調べたりする活動例を示しました。
◆各章末に「日常生活に生かそう」を設け，学習したことを日常生活に生かす動機づけ
となるようにしました。

23，37，49，51，69，71，75，
99，141，161ページ
32，43，62，92，107，154，164ペー
ジなど

生徒が直面する今日的な課題を扱っ
ているか。

◆防災　主体的に判断・行動し，自然災害から命を守る生徒の育成を目指し，内容を充
実させました（3単位時間）。また，章末資料でも関連する資料を掲載しました。
◆犯罪被害　犯罪被害が多発する社会状況をふまえて，「犯罪被害の防止」の内容を充
実させました（1単位時間）。
◆心の健康　思春期における心の健康づくりを重要な課題と捉え，「心の健康」を12ペー
ジで扱いました。道徳教育との関連を図りながら，心の働き，社会性，自己形成，欲
求，ストレスなどについて，科学的に学習することができるようにしました。また、
実践に役立つ資料を豊富に掲載しました。
◆薬物乱用　「危険ドラッグ」など薬物乱用が問題となっていることに対応し，薬物乱
用の防止に関する内容を，充実させました。（3単位時間）。また，章末資料でも関連
する資料を掲載しました。
◆2020年東京オリンピック・パラリンピック　オリンピック・パラリンピックに関す
る内容を随所に掲載し，生徒の2020年東京オリンピック・パラリンピックへの興味・
関心が高まるようにしました。
◆情報教育　生徒が情報を適切かつ主体的，積極的に活用できるように，「生かそう」
などで，パソコンやインターネットを活用した学習活動例を取り上げました。また，
インターネットのウェブサイトに関連した犯罪被害の防止や災害時の情報活用など，
情報モラルに関連した内容も取り上げました。

◆食育　巻頭口絵では，食育の観点から，スポーツ選手の食事の基本スタイルや試合前
後の食事のとり方などを取り上げました。また，「生活習慣病の予防」では，摂食障
がいを取り上げました。
◆感染症，がん　保健編4章では，感染症について8ページ（4単位時間）で扱うととも
に，章末資料では，がんや感染症の予防に関する資料を取り上げました。

72-77，87-89ページ

70-71ページ

16-27，29ページ

126-131，147ページ

口絵1-2，口絵3-4，97，156，
158-159，162-163ページなど

「パソコン，インターネットの活用」
35，36，137，139，145ページなど，
「情報モラル」15，75，131ページ
「コンピュータの使用と疲労」116
ページ
口絵7-8，120-121ページなど

132-139，146，148-149ページ
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観点 検討の観点 「新編 新しい保健体育」の特色 具体例

内
容
の
選
択
・
扱
い

生徒が直面する今日的な課題を扱っ
ているか。

◆キャリア教育　巻頭口絵では，スポーツや健康，安全に関わる仕事に就く人々からの
メッセージを紹介しました。また，本文ページでも随所に働く人の姿を紹介し，勤労
を重んずる態度を養い，自らの生き方を考え，主体的に進路を選択することができる
ようにしました。
◆環境　保健編２章では，循環型社会を推進していくことの大切さを理解し，環境の保
全に寄与する態度が育成されるようにしました。さらに章末資料では地球温暖化を取
り上げ，主に健康への影響について，具体的な資料とともに示しました。
◆人権・共生　教科書全体を通して，人権に配慮した記述をしました。

口絵3-6，37，53，81，141，161
ページなど

54-59ページなど

生命の尊重（全体，28-29ページ），
異性の尊重（10-15ページ），個人差
や個性の尊重（7，10，14，19ページ），
HIV感染に関する正しい理解（138-
139ページ），健康の保持増進のため
に支え合うこと（144-145ページ）
など

学校や地域，個に応じた柔軟な指導
や補充的な学習に対して，配慮がな
されているか。

◆各章末に「章末資料」を設け，本文ページに関連する補充資料を豊富に掲載しました。

◆本文ページに設けた「生かそう」では，総合的な学習の時間や，家庭で行える学習課
題を紹介しました。また，学習内容に関連し，自分の地域について調べてみる活動も
多く紹介しました。
◆各ページ下には「保健体育クイズ」を設け，生徒の興味・関心に応じて学習を広げて
いくことができるようにしました。

28-29，40-42，58-59，86-89，
100-106，146-149，162-163ページ
39，69，141，161ページなど

全体

他教科との関連が図られているか。 ◆随所に設けた「他教科マーク」では，他教科の学習内容との関連を簡潔に示し，教科
相互の関連を図り，系統的，発展的な指導を行うことができるようにしました。

6，59，75，95，112，121
ページなど

発展的な学習内容はどのように扱わ
れているか。

◆発展的な学習内容は，本文の学習内容に関連した内容に厳選し，「発展マーク」をつ
けて他の学習内容と明確に区別しました。

28，58-59，76-77，82-83，88-
89，146，148，162-163ページ

配
列
・
分
量

配列は適切か。 ◆学習指導要領に示された内容をもとに，学年別に構成しました。 全体

分量は適切か。 ◆学習指導要領に示された内容の所定配当時数内での指導が可能なように，構成しまし
た。
◆1見開き1単位時間構成を基本とし，時間の見通しをもって学習できるようにしました。

全体

全体

表
現
・
表
記

表記・表現は適切か。 ◆全ての文字にユニバーサルデザインフォントを使用して，可読性を高めました。また，
本文は明朝体，本文中のキーワードはゴシック体とし，区別がつきやすいようにしま
した。
◆さし絵は，学習事項を的確に表現するとともに，生徒にとって親しみやすいものとし
ました。
◆生徒が興味・関心をもったり，生徒の科学的な理解を促したりする写真や，鮮明なイ
ラストを豊富に掲載しました。

全体

全体

巻頭・巻末口絵，7，12-13，28，58，
68-69，81-83，95ページなど

特別支援教育につながる適切な配慮
がなされているか。

◆配色及びデザインについては，色覚特性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。
◆特別支援教育の専門家に校閲を依頼し，学習の流れが一目でわかるレイアウトを心が
けました。また，キーワードの漢字には全てルビを付けました。
◆「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」
の趣旨に則り，教科書に代えて使用できる拡大教科書を発行します。

全体

全体

全体

印刷は鮮明か。 ◆全ページカラー印刷で，目に優しいつや消しの白色再生紙を使用しました。 全体

印刷，製本は，生徒の長期使用に耐
えられるものか。

◆3年間の使用に耐えるよう，表紙には汚れにくく防水効果，強度を高める加工（PP加
工）を施し，強力で環境に優しい新型接着剤PURを使用して製本しました。

全体

環境への配慮がなされているか。 ◆環境に配慮して，再生紙・植物油インキを使用しました。 全体

教育基本法との関連　（教育基本法第２条第１号〜第５号との関連）
【全体について】
●必要な知識が確実に身に付く紙面構成にするとともに，習得した知識を活用する学習活動「考えてみよう」を設けました。また，各章末には「章末資料」を設け，より幅
広い知識と教養が身に付くようにしました。さらに，各章末には「確認の問題」「活用の問題」「学習のまとめ」を設け，確かな知識の習得と活用に資するようにしました。
（第1号）
●学習活動「生かそう」では，自分の住む地域について調べる活動を取り上げ，健康や安全，スポーツなどの面からも地域，郷土に関心が持てるように配慮しました。（第5号）

教科書の構成・内容 教科書で特に意を用いた点や特色 該当箇所

口絵

◆「スポーツの力」では，世界で活躍するスポーツ選手や日本の伝統スポーツの発信，スポーツを通じた地域交流，震災復興
を扱いました。また，2020年東京オリンピックに向けて，中学生が期待を持てるような内容を取り上げました。（第5号）
◆「スポーツを支える人」「健康や安全を支える人」では，働く人の姿を紹介し，勤労を重んずる態度を養うことはもとより，
自らの生き方を考え，主体的に進路を選択することに資するようにしました。（第2号）
◆「運動やスポーツと食事」では，「運動と食事」に関する正しい知識を身に付け，健やかな身体を養うために「適度な運動と
食事」が必要であることを理解できるようにしました。（第1号）

口絵1-2

口絵3-6

口絵7-8

１
年

保健編

◆保健編1章では，男女の生殖機能の成熟について科学的に正しく理解し，異性を尊重し，適切な行動選択ができるようにし
ました。また，心の健康の学習では，欲求やストレスへの具体的な対処方法を多く示し，家族や友達と関わりながら社会性
を発達させることができるようにしました。（第3号）
◆保健編1章の章末資料には，「胎児を育てる母体の神秘」「あなたの生きようとする力」「立ち向かわなくていい」を掲載し，
生命の尊さ，自分の大切さを実感できるようにしました。（第4号）

10-15，20-27
ページ

28-29ページ

体育編 ◆体育編1章では，「運動やスポーツの多様性」を主題に，運動やスポーツの必要性などについての知識を身に付け，健やかな
身体を養うための運動やスポーツへの関わり方や学び方を理解できるようにしました。（第1号）

34-42ページ

２
年

保健編

◆保健編2章では，「健康と環境」を主題に，健康のためにも空気や水，廃棄物などを衛生的に処理することが大切であること
が理解できるようにしました。（第4号）
◆保健編3章では，「傷害の防止」を主題に，交通事故や犯罪被害，自然災害による傷害を予防し，安全に生活する態度が養え
るようにしました。（第4号）

46-59ページ

64-89ページ

体育編 ◆体育編2章では，「運動やスポーツが社会性の発達に及ぼす効果」を取り上げ，公共の精神に基づき，ルールやマナーを尊重
することの大切さを理解できるようにしました。（第3号）

96-97ページ

３
年

保健編
◆保健編4章では，喫煙，飲酒，薬物乱用の害を取扱い，正義と責任について考えられるようにしました。また，「保健・医療
機関の利用」「個人の健康を守る社会の取り組み」など社会の活動を取り上げることで，社会の中で自他の協力を重んじなが
ら，人々の健康が守られていることがわかるようにしました。（第3号）

122-131，140-
141，144-145，
147ページ

体育編
◆体育編3章では，「文化としてのスポーツの意義」を主題に，国際的なスポーツ大会が国際親善や国際平和に寄与しているこ
とや，スポーツが多様な人々を結びつけることなどを扱い，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養える
ようにしました。（第5号）

156-163ページ


