
 

指導計画例 保健編２章 第２学年(全７時間)

健康と環境 教科書 p.46-62

■学習内容■ 

 学習指導要領の内容のまとまり 教科書の内容(単元) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(その他１時間，全７時間) 

■章の目標■ 

○総括的な目標 

健康と環境について理解できるようにする。 
○評価の観点に即した目標 

・健康と環境について関心をもち，学習活動に意欲的に取り組むことができるようにする。 
 （関心・意欲・態度） 

・健康と環境について，課題の解決を目指して，知識を活用した学習活動などにより，科学的に考

え，判断し，それらを表すことができるようにする。 （思考・判断） 
・身体の環境に対する適応能力や至適範囲，飲料水や空気の衛生的管理，生活に伴う廃棄物の衛生

的管理について，課題の解決に役立つ基礎的な事項を理解できるようにする。 （知識・理解） 
 

ア.身体の環境に対する適応能力･至適範囲 

身体には，環境に対してある程度まで適応能力があ

ること。身体の適応能力をこえた環境は，健康に影響

を及ぼすことがあること。また，快適で能率のよい生

活を送るための温度，湿度や明るさには一定の範囲が

あること。 

イ.飲料水や空気の衛生的管理 

飲料水や空気は，健康と密接な関わりがあること。ま

た，飲料水や空気を衛生的に保つには，基準に適合す

るよう管理する必要があること。 

ウ.生活に伴う廃棄物の衛生的管理 

人間の生活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。 

１ 環境への適応能力 

２ 活動に適する環境 

（２時間） 

３ 室内の空気の衛生的管理 

４ 飲料水の衛生的管理 

（２時間） 

５ 生活に伴う廃棄物の衛生的

管理 

（２時間） 



 

 

■評価規準の例■(国立教育政策研究所教育課程研究センター「評価規準の作成のための参考資料」より作成) 

 
健康・安全への 

 関心・意欲・態度  

健康・安全についての 

 思考・判断  

健康・安全についての 

 知識・理解  

章 
の 
評 
価 
規 
準 

健康と環境について関心を

もち，学習活動に意欲的に取

り組もうとしている。 

健康と環境について，課題

の解決を目指して，知識を活

用した学習活動などにより，

科学的に考え，判断し，それ

らを表している。 

身体の環境に対する適応能力

や至適範囲，飲料水や空気の衛

生的管理，生活に伴う廃棄物の

衛生的管理について，課題の解

決に役立つ基礎的な事項を理解

している。 

学 
習 
活 
動 
に 
お 
け 
る 
具 
体 
的 
な 
評 
価 
規 
準 

①健康と環境について，健康

に関する資料を見たり，自

分たちの生活を振り返った

りするなどの学習活動に意

欲的に取り組もうとしてい

る。 
②健康と環境について，課題

の解決に向けての話し合い

や意見交換などの学習活動

に意欲的に取り組もうとし

ている。 

①健康と環境について，健康

に関する資料等で調べたこ

とをもとに課題や解決の方

法を見つけたり，選んだり

するなどして，それらを説

明している。 
②健康と環境について，学習

したことを自分たちの生活

や事例などと比較したり，

関係を見つけたりするなど

して，筋道を立ててそれら

を説明している。 

①身体の環境に対する適応能力

や至適範囲について理解した

ことを言ったり，書き出した

りしている。 
②飲料水や空気の衛生的管理に

ついて理解したことを言った

り，書き出したりしている。 
③生活に伴う廃棄物の衛生的管

理について理解したことを

言ったり，書き出したりして

いる。 

■指導計画例■ 

※【評価の観点】の丸数字（①，②…）は，■評価規準の例■の丸数字に対応しています。 
※ [評価場面：活動]の数字（１，２…）は，学習内容と活動の数字に対応しています。 

ア.身体の環境に対する適応能力・至適範囲 

ページ

単元 
学習内容と活動 評価の観点と方法（本時のおもな評価） 

P.46 

～  
P.47 

１ 
 

環 
境 
へ 
の 
適 
応 
能 
力 

＜本時の目標＞ 

身体には，環境の変化に対応した調節機能があり，

一定の範囲内で環境の変化に適応する能力があること

を理解できるようにする。また，体温を一定に保つ身

体の適応能力には限界があること，その限界をこえる

と健康に重大な影響が見られることを理解できるよう

にする。 
 
１ 「今日の学習」本時の学習の見通しをもつ。 
２ 「やってみよう」暑いときや，寒いときに，体に

現れる変化を思い出し，発表し合う。 
３ 資料１をもとに，気温の変化に対する体温調節の

仕組みを整理し，適応能力について整理する。 
４ 資料２等をもとに，他の適応能力の例を調べ，整

理する。 

【評価の観点】関心・意欲・態度① 

健康と環境について，健康に関する資

料を見たり，自分たちの生活を振り返っ

たりするなどの学習活動に意欲的に取り

組もうとしている。 
[評価場面：活動２，評価方法：教師の

観察，ノート等への記入状況] 
 

【評価の観点】思考・判断② 

健康と環境について，学習したことを

自分たちの生活や事例などと比較した

り，関係を見つけたりするなどして，筋

道を立ててそれらを説明している。 
[評価場面：活動６，評価方法：教師の

観察，ノート等への記入状況] 



 

 

５ 熱中症や低体温症など，適応能力の限界について

調べ，整理する。 
６ 「考えてみよう」学習したことを活用し，夏に自

動車の中で起こる死亡事故について考え，発表し

合う。 
７ 本時の学習をノート等にまとめる。 

【評価の観点】知識・理解① 

身体の環境に対する適応能力や至適範

囲について理解したことを言ったり，書

き出したりしている。 
[評価方法：ノート等への記入状況，小

テストや章末テスト] 

P.48 

～  
P.49 

２ 
 

活 
動 
に 
適 
す 
る 
環 
境 

＜本時の目標＞ 

室内の温度，湿度，気流の温熱条件には，人間が活

動しやすい至適範囲があること，温熱条件の至適範囲

は，体温を容易に一定に保つことができる範囲である

ことを理解できるようにする。また，明るさについて

は，視作業を行う際には，物がよく見え，目が疲労し

にくい至適範囲があること，その範囲は，学習や作業

などの種類により異なることを理解できるようにす

る。 
 

１ 「今日の学習」本時の学習の見通しをもつ。 
２ 「やってみよう」蒸し暑いときに快適に勉強する

には，どのような工夫をするか考え，発表し合

う。更に，挙げられた工夫から，蒸し暑いと感じ

る条件について考える。 
３ 資料１をもとに，気温，湿度，気流の三つの温熱

条件について調べ，整理する。 
４ 資料２等をもとに，明るさの至適範囲について調

べ，整理する。 
５ p.49 側注①をもとに，健康のために良い照明の

条件について調べ，整理する。 
６ 「実習」教室や校内のいろいろな場所で，条件を

変えて照度を測定し，場所や時間，照明などの条

件によって照度がどのように変わるか考える。 
７ 本時の学習をノート等にまとめる。 

【評価の観点】関心・意欲・態度② 

健康と環境について，課題の解決に向

けての話し合いや意見交換などの学習活

動に意欲的に取り組もうとしている。 
[評価場面：活動２，評価方法：教師の

観察] 
 

【評価の観点】思考・判断② 

健康と環境について，学習したことを

自分たちの生活や事例などと比較した

り，関係を見つけたりするなどして，筋

道を立ててそれらを説明している。 
[評価場面：活動６，評価方法：教師の

観察] 
 

【評価の観点】知識・理解① 

身体の環境に対する適応能力や至適範

囲について理解したことを言ったり，書

き出したりしている。 
[評価方法：ノート等への記入状況，小

テストや章末テスト] 

イ.飲料水や空気の衛生的管理 

ページ

単元 
学習内容と活動 評価の観点と方法（本時のおもな評価） 

P.50 

～  
P.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜本時の目標＞ 

室内の二酸化炭素は，人体の呼吸作用や物質の燃焼

により増加すること，そのため，室内の空気が汚れて

きているという指標となること，定期的な換気は室内

の二酸化炭素の濃度を衛生的に管理できることを理解

できるようにする。 
また，空気中の一酸化炭素は，主に物質の不完全燃

焼によって発生し，吸入すると一酸化炭素中毒を容易

に起こし，人体に有害であることを理解できるように

するとともに，そのために基準が決められていること

にも触れるようにする。 
 

【評価の観点】関心・意欲・態度① 

健康と環境について，健康に関する資

料を見たり，自分たちの生活を振り返っ

たりするなどの学習活動に意欲的に取り

組もうとしている。 
[評価場面：活動２，評価方法：教師の

観察] 
 

【評価の観点】思考・判断② 

健康と環境について，学習したことを

自分たちの生活や事例などと比較した

り，関係を見つけたりするなどして，筋



 

 

 
３ 
 

室 
内 
の 
空 
気 
の 
衛 
生 
的 
管 
理 

１ 「今日の学習」本時の学習の見通しをもつ。 
２ 「やってみよう」部屋の空気が汚れていると感じ

るのはどのようなときか考え，発表し合う。 
３ 室内の二酸化炭素の発生源について調べ，整理す

る。 
４ 本文や資料１等をもとに，二酸化炭素の人体への

影響について調べ，整理する。 
５ 資料２等をもとに，換気の効果について調べ，説

明する。 
６ 資料４等をもとに，一酸化炭素の発生源について

調べ，整理する。 
７ 本文や資料３等をもとに，一酸化炭素の人体への

影響について調べ，整理する。 
８ 「考えてみよう」学習したことを活用し，Ａさん

へのアドバイスを考え，発表し合う。 
９ 本時の学習をノート等にまとめる。 

道を立ててそれらを説明している。 
[評価場面：活動８，評価方法：教師の

観察，ノート等への記入状況] 
 

【評価の観点】知識・理解② 

飲料水や空気の衛生的管理について理

解したことを言ったり，書き出したりし

ている。 
[評価方法：ノート等への記入状況，小

テストや章末テスト] 

P.52 

～  
P.53 

４ 
 

飲 
料 
水 
の 
衛 
生 
的 
管 
理 

＜本時の目標＞ 

水は，人間の生命の維持や健康および生活と密接な

関わりがあり重要な役割を果たしていること，飲料水

の水質については一定の基準が設けられており，水道

施設を設けて衛生的な水を確保していることの意義を

理解できるようにするとともに，飲料水としての適否

は科学的な方法によって検査し，管理されていること

を理解できるようにする。 
 
１ 「今日の学習」本時の学習の見通しをもつ。 
２ 「やってみよう」安全に飲める水とはどのような

水なのか考え，発表し合う。 
３ 私たちは生活の中で，どのような目的で水を使用

しているのか考え，発表し合う。 
４ 資料１，２等をもとに水と健康との関わりを調

べ，整理する。 
５ 資料３，４をもとに，飲料水の衛生的管理につい

て調べ，整理する。 
６ 「考えてみよう」学習したことを活用し，資料５

のグラフについて①，②の順に考え，発表し合

う。 
７ 本時の学習をノート等にまとめる。 

【評価の観点】関心・意欲・態度② 

健康と環境について，課題の解決に向

けての話し合いや意見交換などの学習活

動に意欲的に取り組もうとしている。 
[評価場面：活動２，評価方法：教師の

観察] 
 

【評価の観点】思考・判断② 

健康と環境について，学習したことを

自分たちの生活や事例などと比較した

り，関係を見つけたりするなどして，筋

道を立ててそれらを説明している。 
[評価場面：活動６，評価方法：教師の

観察，ノート等への記入状況] 
 

【評価の観点】知識・理解② 

飲料水や空気の衛生的管理について理

解したことを言ったり，書き出したりし

ている。 
[評価方法：ノート等への記入状況，小

テストや章末テスト] 

 



 

 

ウ.生活に伴う廃棄物の衛生的管理 

ページ

単元 
学習内容と活動 評価の観点と方法（本時のおもな評価） 

P.54 

～  
P.57 

５ 
 

生 
活 
に 
伴 
う 
廃 
棄 
物 
の 
衛 
生 
的 
管 
理 

＜本時（２時間）の目標＞ 

人間の生活に伴って生じたし尿やごみなどの廃棄物

は，その種類に即して自然環境を汚染しないように衛

生的に処理されなければならないことを理解できるよ

うにする。 
ごみの減量や分別などの個人の取り組みが，自然環

境の汚染を防ぎ，廃棄物の衛生的管理につながること

を理解できるようにする。 
 

１ 「今日の学習」本時の学習の見通しをもつ。 
２ 「やってみよう」資料１等をもとに，自分たちの

生活から出るごみにはどのようなものがあるか発

表し合う。 
３ 読み物「ペストの流行とネズミ」等をもとに，ご

みと健康について調べ，整理する。 
４ 資料２～４等をもとに，生活に伴って出るごみの

処理について調べ，整理する。 
５ 資料５等をもとに，自然環境を汚染せずにごみを

衛生的に管理するために，自分たちができる取り

組みについて考え，発表し合う。 
６ 「考えてみよう」学習したことを活用し，資料６

の例のようにごみが収集されないと，健康にどの

ような影響があるか考え，発表し合う。 
７ 資料７等をもとに，生活排水を処理する必要性

と，下水道や合併処理浄化槽の役割について調

べ，整理する。 
８ 「考えてみよう」学習したことを活用し，災害な

どで下水道が壊れたら，人々の健康や環境にはど

のような影響が出るか考え，発表し合う。 
９ 資料９等をもとに，水質汚濁を防ぐために，自分

たちができる取り組みについて考え，発表し合

う。 
10 資料10等をもとに，環境汚染と健康について考

え，整理する。 
11 本時の学習をノート等にまとめる。 

【評価の観点】関心・意欲・態度① 
健康と環境について，健康に関する資

料を見たり，自分たちの生活を振り返っ

たりするなどの学習活動に意欲的に取り

組もうとしている。 
[評価場面：活動２，評価方法：教師の

観察] 
 

【評価の観点】思考・判断② 

健康と環境について，学習したことを

自分たちの生活や事例などと比較した

り，関係を見つけたりするなどして，筋

道を立ててそれらを説明している。 
[評価場面：活動６，８，評価方法：教

師の観察，ノート等への記入状況] 
 

【評価の観点】知識・理解③ 

生活に伴う廃棄物の衛生的管理につい

て理解したことを言ったり，書き出した

りしている。 
[評価方法：ノート等への記入状況，小

テストや章末テスト] 
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