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大震災の経験を風化させないための
安全教育の充実と保健学習

　私たち，学校・子どもの教育に携わる者は，東日
本大震災の経験を風化させてはいけない。東日本大
震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者
会議最終報告（H24.7 文部科学省）, 中央教育審議
会答申「学校安全の推進に関する計画の策定につい
て」（H24.3）等において，地域や学校・子どもの安
全・安心を守るため，防災教育を含む学校における
安全教育全体の一層の充実が強く求められているこ
とは，すでにご承知の通りである。
　とりわけ，これからの学校における防災（災害安
全）教育では，自らの安全を確保するため主体的に
行動できる能力や態度及び支援者としての視点を育
成することを目指しているが，重要な課題として，
指導時間の確保や体験的な学習などの実践について
提言されている。それを実現するためには，まず，
地域の災害の危険性（リスク）を勘案し，事前事後
の指導と組み合わせ，地域社会と連携して実際に役
立つような避難訓練を実施すること，総合的な学習
の時間等で防災安全マップづくりなどを積極的に行
うことである。あわせて，各教科や道徳の時間等で
防災教育のねらいや視点を踏まえ，各教科等の特質
に応じて，自然災害等の危険に際して自らの命を守
り抜くため，障害の内容や程度及び発達段階等に応
じて「主体的に行動する態度」を育成する防災教育
の推進を図ることである。
　とりわけ，体育科，保健体育科の保健学習では，

防災教育の中核的なねらいである「情報の的確な判
断を元に，危険を予測し，回避する能力」の育成を
目指し，従来から「けがの防止」等で，主体要因と
環境要因が関わり合って傷害が発生すること，安全
な行動の実践や環境づくりが重要であることが学習
内容となっており，危険予測，危険回避などを取り
上げている。今改訂の学習指導要領では，防災に関
する内容を解説等で加え，重視している。各学校で
は，それらを受け，防災教育，そして安全教育の充
実を図ってほしい。「保健」「保健体育」の教科書で
安全の内容を充実することも重要なポイントにな
る。　　　　　（東京女子体育大学　学長補佐・教授　とだよしお）

戸田 芳雄
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図・発達段階に応じて防災教育・安全教育で育てたい資質や能力と
その構造（戸田）



学習指導要領 ポイントの
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１．安全に関する内容は一層の充実が図られた
　安全に関する内容（防災は本誌 vol.3 で扱う）に
ついて，学習指導要領の主な改善点をみると，まず，
小学校体育科保健領域では，5・6 年の「（２）けが
の防止」のアに，「身の回りの生活の危険」が原因
となって起こるけがの防止に関する内容が示され
た。これは，交通事故及び学校生活の事故によるけ
がの防止に，犯罪被害の防止の視点が加えられたも
ので，その解説では，「犯罪が起こりやすい場所を
避けること，犯罪に巻き込まれそうになったらすぐ
に助けを求めることなど」を取り上げることが示さ
れている。また，中学校保健体育科保健分野の解説
でも「必要に応じて，犯罪被害をはじめ身の回りの
生活の危険が原因となって起こる傷害を適宜取り上
げ」ることが示され，学習指導できるようになった。
　また，心肺蘇生に関する内容についても充実され
た。中学校の「（３）傷害の防止」の「エ　応急手当」
の解説において，「気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫
などの心肺蘇生法」として取り上げることが明確に
示され，「必要に応じて AED（自動体外式除細動器）
にも触れるようにする」ことも加えられた。さらに
高等学校保健体育科科目保健では，「（１）現代社会
と健康」の「オ　応急手当」に，「心肺蘇生等の応
急手当は，傷害や疾病によって身体が時間の経過と
ともに損なわれていく場合があることから，速やか
に行う必要があること」が学習指導要領の内容とし
て新たに加えられ，また解説には AED の使用の必
要性について取り扱うことが明記された。
２．系統性を踏まえて学習指導することが重要
　教科学習である保健学習では，児童生徒の発達段
階に応じた内容を系統的に指導することが求められる。

　そこで，小，中，高校のそれぞれに位置づけられ
ている安全に関する内容については（図），学習指
導要領及び解説に示された校種間の接続や関連性を
踏まえた留意点について特に注目する必要がある。
例えば，交通事故に関して言えば，小学校では主に
歩行者の視点から児童の身近な生活における具体例
を取り上げる，中学校ではその時期に多く発生する
自転車乗車中の事故事例を具体的に取り上げて，防
止するための安全な行動と環境について考えるよう
にする，高校では生徒が二輪車及び自動車の免許取
得可能年齢となることから，運転者として加害事故
を起こさないという視点も重視する，等はそれぞれ
十分踏まえて学習指導する必要がある。
３．応急手当について実習を通して指導する際のポイント
　今改訂の学習指導要領では，児童生徒の思考力・
判断力等の育成が一層重視され，知識・技能の活用
を図る学習活動の充実が求められている。小，中，
高校の保健学習においても，「内容の取扱い」の解
説の中で，知識を習得する学習活動を重視するとと
もに， 習得した知識を活用する学習活動を積極的に
行うことにより， 思考力・判断力等を育成していく
ことが示された。
　そこで，「応急手当」の解説に示された小学校で
のすり傷，鼻出血，やけどや打撲など，中学校での
包帯法，止血法としての直接圧迫法及び心肺蘇生等，
高校での心肺蘇生法について，それぞれ実習を通し
て指導する際にも思考力・判断力等を育成する視点
が望まれる。特に，中学校及び高校では，応急手当
の意義や手順について実習を通して理解を深められ
るように，学習指導の工夫が求められる。

（筑波大学体育系教授　のづゆうじ）

保健学習における
安全に関する内容の示し方

野津 有司

小学校５・６年「（2）けがの防止」 中学校「（3）傷害の防止」 高校「（1）現代社会と健康」

イ　けがの手当

エ　交通安全
（ア）交通事故の現状
（イ）交通社会で必要な資質と責任
（ウ）安全な社会づくり

オ　応急手当
（ア）応急手当の意義
（イ）日常的な法応急手当
（ウ）心肺蘇生法

ア　交通事故や自然災害などによる
　　傷害の発生要因

イ　交通事故などによる傷害の防止

ウ　自然災害による傷害の防止

エ　応急手当

ア　交通事故や身の回りの生活の危
険が原因となって起こるけがと
その防止

図・安全に関する内容
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　先日，住宅街の細い道を車で走行していると，対
向車が来た。私が，すれ違うことができる場所で車
を左側に寄せて待っていると，対向車はこちらとす
れ違うために徐行しながらゆっくり前進してきた。
その際，交差する細い道から自転車に乗った中学生
と思われる子どもがノーブレーキでその車の側面に
衝突。子どもは，横倒しになった。幸い頭を車や地
面にぶつけた様子はなく，起き上がって大丈夫だと
言っているようだったが，一歩間違えば大けがをす
るところだった。
　中学生くらいになっても，なぜ危険を予測した行
動が取れないのだろう。小学校では，１年生で警察
官の指導による交通安全教室を，中学年では自転車
教室などといった安全指導を行っている。そして，
その学びや様々な生活経験を生かして，交通事故や
身の回りの生活の危険が原因で起こるけがとその防
止について学習するのが，５年生の保健学習「けが
の防止」である。
　東京書籍の５年生の保健の教科書には，「自転車
で前方を走っている友達を追いかけ，信号のない交
差点にさしかかる自転車に乗った子ども」の場面が
設定されている。この瞬間を見て，どんな予測をし，

どういう行動をとればよいのかを考えるのである。
　この学習では，それまでの様々な生活経験がその
子の予測の判断材料になる。ある授業では，「この
まま走っていったらダメ！」「横から車が来るかも
しれないよ」「お年寄りが歩いてくるかもしれない」
という意見が出た。大人は，このような場面設定を
したならば，「道幅がもう少し広い歩道のある道路
との交差点だったら，どうなるだろう」と，別の場
面にも考えを広げてこの問題を考えることもできる
だろう。それが多くの経験をしてきた大人の考えで
ある。
　子どもは大人ほどの生活経験がないため，学習の
中で，学級の児童それぞれの体験をもちより，互い
の生活経験を共有しながら予測の幅を広げていく必
要がある。そして，学んだことを実際の生活で実践
するためには，交通事故は，「人の行動」と「環境」
によって起こることを学ぶ必要がある。さらに，「環
境」を見て危険を予測し，どういう「人の行動」をとっ
たらよいかを考えられるようにするのである。小学
校の保健学習では，確かな知識として定着させ，実
際の生活で危険を予測し，正しい判断ができるよう
学習をまとめている。この意味を理解し，学習が意
図的，計画的に丁寧になされることを期待したい。
　とはいえ，学んだことを常に忘れずに心に留めて
行動することを求めるのは，冒頭に述べた中学生で
もできていない現状で，小学生にはかなり難しいこ
とである。そこで，ある学校では，帰りの会を行っ
て教室を出る際，担任が「車に気をつけて帰るんだ
よ」という声かけを毎日行っている。保護者にも，
家を出る際は必ず交通事故への注意喚起の一言を
言って出すように求めている。そういう毎日の積み
重ねの中で，子どもの心に「交通事故に注意しよう」
ということを常に忘れず行動する意識が備わってい
くのではないかと思う。正しい知識を定着させ，生
きてはたらくものにしていくための教師と保護者の
重要なかかわりがここにもあるのではないだろうか。

（東京都板橋区立志村第二小学校校長　たごおかまさひで）

生活経験をもとに，知識として定着させ，
生きて使えるものにしていく保健学習，そして…

田郷岡 正秀

（東京書籍『新しい保健　5・6』p.18）
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医務室から

熱中症を知ろう熱中症を知ろう 齋藤 麗子医師

　まだまだ暑い日が続きます。世界的な地球温暖化の
影響か，日本も昔より猛暑日が多くなっています。秋
になっても暑さが続き，運動会やマラソン大会などで
は，まだ注意が必要です。特に夏の疲れが残っている
場合や，台風の後のフェーン現象による温度や湿度の
上昇の時期は要注意です。
▪ 熱中症とは
　気温，湿度，風，日差しなどの環境による影響で起
こる日射病，熱射病などを総称して熱中症と言う。急
に暑くなった日や，激しい運動の後などに起こりやす
くなる。体温調節が十分にできなくなり，体温上昇を
引き起こし死に至ることもある。
▪ 重症度による対処法

▪ 子どもへの注意
　遊んでいる時や何かに夢中になっている時はのどが
渇いていても気が付かないことがあり，急に具合が悪
くなることがある。睡眠不足や朝食を食べていない場
合は要注意。
　皆が汗をかいている時に，顔色が悪く汗が出ていな
い子にも注意。

▪ 運動時の注意
　運動により筋肉から熱が発生するため，さらに熱中
症の危険が高まる。気温が高くなくても湿度が高いと
汗による体温調節が効かなくなる。風通しを良くする
ことも大切。水分補給はこまめに行い，水だけではな
く塩分の補給が重要。

( 日本体育協会「熱中症予防のための運動指針」参照）

▪ 予防法

▪ 保健室での対応
　冷蔵庫には冷えたタオルや氷水，保冷剤を用意する。
アイロン掛け用の霧吹きに水を入れて冷蔵庫に用意し，
子どもを冷やす時にすぐに使用できるようにする。イ
オン水を準備する。
　脱水になると尿量が少なく，尿の色は黄色がいつも
より濃くなることを，日頃から子どもにも知らせてお
く。水分補給の大切さを知らせる。

（十文字学園女子大学教授　さいとうれいこ）

本社	 〒 114-8524	東京都北区堀船2-17-1（保健体育編集部）Tel:03-5390-7306／ Fax:03-5390-7326
北海道支社	 〒 064-0806	札幌市中央区南6条西 14-1-5　札幌東書ビル　Tel:011-562-5721／ Fax:011-562-5492
東北支社	 〒 983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-7-22　仙台東書ビル　Tel:022-297-2666／ Fax:022-297-6040
東京支社	 〒 114-8524	東京都北区堀船2-17-1　Tel:03-5390-7467／ Fax:03-5390-6017
関東第一支社	 〒 114-8524	東京都北区堀船2-17-1　Tel:03-5390-7467／ Fax:03-5390-6017
関東第二支社	 〒 114-8524	東京都北区堀船2-17-1　Tel:03-5390-7467／ Fax:03-5390-6017
北陸支社	 〒 920-0919	金沢市南町6-1　朝日生命金沢ビル　Tel:076-222-7581／ Fax:076-232-2719
中部支社	 〒 461-0004	名古屋市東区葵3-15-31　住友生命千種ニュータワービル　Tel:052-939-2722／ Fax:052-939-2720
関西支社	 〒 532-0004	大阪市淀川区西宮原1-4-10　大阪東書ビル　Tel:06-6397-1350／ Fax:06-6397-1358
四国支社	 〒 532-0004	大阪市淀川区西宮原1-4-10　大阪東書ビル　Tel:06-6397-1350／ Fax:06-6397-1358
中国支社	 〒 732-0814	広島市南区段原南1-3-53　広島イーストビル　Tel:082-568-2577／ Fax:082-568-2580
九州支社	 〒 810-0022	福岡市中央区薬院1-17-28　トッパンビル　Tel:092-771-1536／ Fax:092-714-3519
沖縄出張所	 〒 900-0025	那覇市壺川1-2-1　Tel:098-834-8084／ Fax:098-834-8095
ホームページ	 http://www.tokyo-shoseki.co.jp
東書Ｅネット	 http://ten.tokyo-shoseki.co.jp 91858

Ⅰ度　めまい，立ちくらみ，筋肉痛，足のこむら
返り，汗が止まらない

対処　日陰や涼しいところに移して，足を高くし
て横にする。風を送るか冷たいタオルや保
冷剤で体を冷やす。イオン水を飲ませる。

Ⅱ度　頭痛，嘔気，嘔吐，倦怠感，ふらつき
対処　体温が下がらず，吐き気で水を飲めない場

合は冷やしながら医療機関を受診。
Ⅲ度　意識がない，けいれん，高体温，呼びかけ

に返事がない，うわごと，立てない
対処　救急車を呼ぶ。待つ間も冷やし続ける。

1　屋外では帽子をかぶる
2　汗を吸い , 風通しの良い服装を
3　炎天下での激しい運動を避ける
4　水分，塩分の摂取を勧める
5　室内は適正温度と換気，通風も考える
6　一番暑い時間の活動を避ける

熱中症予防のための運動指針
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（℃） 運動は

原則禁止

厳重警戒
激運動中止

警　戒
積極的休息

注　意
積極的水分補給

死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注
意。運動の合間に水分補給。

積極的に休息をとり，水分補給。激しい運動では，30
分おきぐらいに休息。

ほぼ安全
適宜水分補給

通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分補給を行う。
市民マラソンなどではこの条件でも要注意。

激運動・持久走は避ける。積極的に休息をとり，水分
補給。体力のない者，暑さに慣れていない者は運動中止。

特別の場合以外は中止。
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