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観 点

○ 「健康な生活と疾病の予防」の単元における保健分野の目標を達成するための学習活動
・調べたり，比較したりする ・グラフを作成したり，話し ・考えたり，話し合ったりす ・考えたり，意見を出し合っ

取扱内容 活動を通して理解を深める 合ったりする活動を通して る活動を通して理解を深め， たりする活動を通して理解
とともに，課題を発見し， 理解を深め，課題を発見し， 課題を発見し，その解決に を深め，課題を発見し，そ

学習指導要領の総則及び各教 その解決に向けて思考，判断 その解決に向けて思考，判断 向けて思考，判断し，それ の解決に向けて思考，判断
科の目標，内容等 し，それらを表現する活動 し，それらを表現する活動 らを表現する活動 し，それらを表現する活動

○ 体育分野の目標を達成するための学習活動
・運動やスポーツの多様な楽 ・運動やスポーツが心身及び ・運動やスポーツの安全な行 ・運動やスポーツの安全な行
しみ方や現代社会における 社会性に及ぼす効果や，ス い方や現代生活におけるス い方や人々を結び付けるス
スポーツの文化的意義につ ポーツ大会が果たす文化的 ポーツの文化的意義につい ポーツの文化的な働きにつ
いて理解するとともに，自 な意義や役割を理解すると て理解するとともに，自己 いて理解するとともに，自
己の課題を発見し，よりよ ともに，自己の課題を発見 の課題を発見し，よりよい 己の課題を発見し，よりよ
い解決に向けて思考，判断 し，よりよい解決に向けて 解決に向けて思考，判断し， い解決に向けて思考，判断
し，他者に伝えるなどの学 思考，判断し，他者に伝え 他者に伝えるなどの学習活 し，他者に伝えるなどの学
習活動 るなどの学習活動 動 習活動

○ 主体的･対話的で深い学びの実現に資する学習活動
・健康と環境の学習におい ・健康な生活と疾病の予防の ・心身の機能の発達と心の健康 ・健康な生活と疾病の予防の
て，学習課題を設定し，見 学習において，学習課題を の学習において，学習課題を 学習において，学習課題を
通しをもたせるとともに， 設定し，見通しをもたせる 設定し，見通しをもたせると 設定し，見通しをもたせる
資料を基に調べ，諸問題に とともに，資料を基に話し ともに，資料を基に情報の とともに，資料を基に生活
ついて話し合うなど，自分 合い，アドバイスし合うな 具体性や正確性などの視点で に運動を取り入れる工夫を
の考えを広げたり深めたり ど，自分の考えを広げたり 確認するなど，自分の考えを 考えるなど，自分の考えを
する活動 深めたりする活動 広げたり深めたりする活動 広げたり深めたりする活動

○ 系統的・発展的に学習できるような工夫
・保健分野では，小学校での ・保健分野では，小学校での ・保健分野では，小学校での ・保健分野では，小学校での
学習を振り返った後に，ホ 学習を振り返った後に，生 学習を振り返った後に，た 学習を振り返った後，喫煙

内容の構成・排列， ルモンの働きや生殖機能の 殖機能の発達や性への関心， ばこに含まれる有害物質や や飲酒の個人や社会的環境
分量等 発達，異性への関心を取り 性情報との向き合い方を取 喫煙が及ぼす害を取り上げ の要因，防止に向けた対策

上げるなどの工夫 り上げるなどの工夫 るなどの工夫 を取り上げるなどの工夫
・体育分野については，第１ ・体育分野では，第１学年で ・体育分野では，第１学年で ・体育分野では，第１学年で
学年で運動やスポーツへの 運動やスポーツの多様な楽 運動やスポーツの多様な楽 スポーツの楽しさや必要性
多様なかかわり方を学習し しみ方を学習した後，スポ しみ方を学習した後，人々 を学習した後，体の発育・
た後，スポーツの文化的な ーツの文化的な意義や役割， を結びつけるスポーツの文 発達や体力の維持・向上，
意義を取り上げるなどの工 人々を結び付ける働きを取 化的な働きを取り上げるな 心に及ぼす効果を取り上げ
夫 り上げるなどの工夫 どの工夫 るなどの工夫

○ 内容の分量
・191ページ（10％増） ・171ページ（８％増） ・183ページ（11％増） ・200ページ（12％増）
○ 学習意欲を高める工夫
・「オリンピック･パラリン ・国際大会で活躍する選手の ・日常生活や国際社会にかか ・章扉に学習内容と関連があ
ピック」や「共生」などを 写真や現代的なテーマの口 わる出来事を取り上げた口 る専門家のメッセージを掲

使用上の配慮等 切り口とした口絵を掲載 絵を掲載 絵を掲載 載
・各章末に章の学習内容に関 ・学習に関連した「トピック ・コラム等に中学生の興味・ ・健康との関連を示した「保
連した資料を掲載 ス」や「ミニ知識」を掲載 関心の高い話題などを掲載 健体育と情報」を掲載

○ 主体的に学習に取り組む工夫
・日常経験などから課題の発 ・各章の扉に学習内容や小中 ・巻頭に教科書の使い方や保 ・巻頭に教科書の使い方や学
見につながる発問を設定 高の系統性を提示 健体育の学び方を掲載 習の方法を掲載

・課題のヒントなどをキャラ ・章末に章の学習内容と関連 ・考えるヒントなどをキャラ ・要点や日常の関係等をキャ
クターの吹き出しで提示 のある資料を掲載 クターの吹き出しで提示 ラクターの吹き出しで堤示
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○ 使用上の便宜
使用上の配慮等 ・巻末にキーワードの解説を ・章末に「学習のまとめ」を ・重要語句を「キーワード」 ・各章末に「章のまとめ」を

掲載 掲載 にまとめ，太字で堤示 掲載
・ユニバーサルデザインフォ ・ユニバーサルデザインフォ ・ユニバーサルデザインフォ ・ユニバーサルデザインフォ
ントを使用 ントを使用 ントを使用 ントを使用

○ 地域素材
・「地震の二次災害」で土砂崩れ ・口絵で北海道出身パラリン ・「運動やスポーツの多様性」 ・「自然災害を知る」で北海
(厚真町），液状化(札幌市） ピックメダリストのメッセ でマラソン大会の写真（室 道胆振東部地震の写真(厚真

指導上の配慮等 の写真が掲載されている ージが掲載されている 蘭市）が掲載されている 町)が掲載されている
・環境への適応能力で北海道 ・地震の二次災害で土砂崩れ ・自然災害によるけがの防止 ・第６章の扉で，ごみを分別
の夏山で起きた事故のコラ の写真(厚真町)が掲載され で北海道胆振東部地震の写 するボランティアの写真(厚
ムが掲載されている ている 真(厚真町)が掲載されている 真町)が掲載されている

○ ＩＣＴの活用
・巻頭にコンテンツ一覧を掲 ・関連するページにマークを ・ページ下部に「ｗｅｂ保体 ・ページ下部に「教科書サイ
載するとともに関連するペー 示し，「中学校保健体育Ｗ 情報館」の欄を設け，学習 ト」の欄を設け，学習内容
ジにマークを示し，動画や ＥＢ」のまとめの問題や動 内容と関連するホームペー と関連する動画やホームペ
他教科の教科書紙面等を活 画等を活用できるよう工夫 ジなどを活用できるよう工 ージなどを活用できるよう
用できるよう工夫している している 夫している 工夫している

○ 小中連携による指導
・章の扉に，その章に関連す ・章の扉に，その章に関連す ・章の扉に，その章に関連す ・章の扉に，その章に関連す
る小学校の学習内容が記載 る小学校の学習内容が記載 る小学校の学習内容が記載 る小学校の学習内容が記載
されている されている されている されている

○ 健康の保持増進や体力の向上を目指し，運動やスポーツの習慣化を図ること
・学習課題を提示する前に ・巻頭に現代的なテーマの口 ・興味や関心，能力に応じて ・健康・安全との関連について
「みつける」の活動を行う 絵を多数掲載し，興味・関心 運動やスポーツを楽しめる 考える「探究しようよ！」

本市生徒の学習の状況等 ことで，学習課題を一層自 を引き出し，主体的に学習 ことを多様な関わり方で示 を設定するとともに，自分
分のこととして捉えさせる が進められるようにすると すとともに，自分なりに運 自身の生活を振り返ること
とともに，生涯にわたる豊 ともに，日常生活に生かせ 動を実施していくことがで でより調和のとれた生活へ
かなスポーツライフについ るよう，章末に「学びを生 きるよう体力向上のための の改善に繋げられるよう「生
て考える活動が設定されて かそう」が設定されている 計画を作る手順が提示され 活チェック表」が掲載され
いる ている ている

○ 健康・安全に関する習得した知識・技能を活用して，思考･判断したことを表現する力
・書いて表現することや話し ・「やってみよう・話し合って ・「学習のまとめ－生かそう ・小単元に「考える・調べる」，
合うことを通してより深く みよう・調べてみよう」等 －」の学習とともに，学ん 「まとめる･深める」などの
考える「活用する」や，関 の学習とともに，書いて表現 だことを活用して考えられ 学習の流れを示し，学習を
連する内容について自分の することにより考えを深め， るよう，章末の「章のまと 深められるよう「話し合う･
生活に当てはめて考えた 今後の生活につなげること め」の問題に「思考・判断 説明する・意見を出し合う」
り，更に調べたりする「広 ができるよう「活用して深 ・表現の問題」が設定され 等の学習過程が設定されて
げる」が設定されている めよう」が設定されている ている いる

○ 心の健康や疾病の予防に関する健康課題の解決に関わる内容やストレス対処，心肺蘇生法等についての正しい理解
・腹式呼吸法等のリラクセー ・腹式呼吸法や漸進的筋弛緩 ・腹式呼吸法や体ほぐしの運 ・腹式呼吸法等のリラクセー
ションの方法やアサーショ 法などリラクセーションの 動，筋弛緩法等のリラクセ ションの方法を実践的に学
ンについて実践的に学んだ 方法を実践的に学んだり， ーションの方法を実践的に んだり，ストレスを減らす
り，ネットによるコミュニ 悩んでいる人へのアドバイ 学んだり，物事の受け止め コミュニケーションの方法
ケーショントラブルの回避 スを考えたりする活動を設 方を見直したりする活動を を考えたりする活動を設定
方法を考えたりする活動を 定するとともに，自社サイ 設定するとともに，外部リ するとともに，外部リンク
設定するとともに，自社サ トの動画により理解を深め ンクの動画により理解を深 の動画等により理解を深め
イトの動画により理解を深 られるようになっている められるようになっている られるようになっている
められるようになっている

○ 教科等横断的な指導への配慮
その他 ・章の扉や本文ページに教科 ・本文ページに教科書内や他 ・本文ページに教科書内や他 ・本文ページや巻末に教科書

書内や他教科との関連が示 教科との関連が示されてい 教科との関連が示されてい 内や他教科との関連が示さ
されている る る れている
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