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はじめに

校長 小笠原 哲

本年度の研究は，「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて～保健教育を通して

～」を研究主題として取り組みをはじめた。サブテーマにも記されているように，

平成３１年度および令和２年度の２カ年に渡り，甲府市学校保健会健康増進研究指

定校に委嘱された。研究領域・研究教科を「保健」として１・２年生は，学級活動

保健指導の時間を活用し，３～６年生は，体育科保健の授業を通して研究を深める

こととした。

指定校としての研究を深める上で大切にしたことは，来年度から完全実施される

新学習指導要領についてその理解を深め，教科の見方・考え方を働かせながら課題

の解決を図る授業づくりである。職員が一丸となって研究を重ねた昨年度の内容や

成果をベースとして，保健の授業を創り上げ，保健に関する研究に向かうこととし

た。また，学習の場面以外にも，「さわやかチェック」を児童自身が行い自分につい

て知ることと，保護者を対象に「生活習慣について考える」講演会を開催し，家庭

との連携を図った。

本年度の研究を終えて，児童が児童なりに，心の健康や毎日の生活習慣を考える

ことができるようになった。本年度の研究の成果を生かし，児童が自分自身の体，

心について知り得たことを，さらに広げ深めることのできる授業づくりや取り組み

を進めることで，心と体の調和のとれた人間の育成に努めたい。

終わりに，本年度の校内研究に対しまして御多用の中，御指導いただきました山

梨県教育委員会スポーツ健康課副主幹・指導主事，山本晃司先生，同高校改革・特

別支援教育課主幹・指導主事，荒川昌浩先生，甲府市教育委員会学力向上専門員，

髙橋義美先生，また，御講演をいただきました小瀬こどもクリニック理事長，髙野

美紀子様をはじめ関係各位，皆様方の御指導に深く感謝申し上げます。
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平成３１年度 校内研究の概要平成３１年度 校内研究の概要

研究主題

主体的・対話的で深い学びの実現に向けて
～保健教育を通して～

Ⅰ 主題設定の理由

（１）社会の今日的な課題から

小学校においては，来年度より新学習指導要領が全面実施となる。新しい教育課程の理念

は，「社会に開かれた教育課程」である。そして，これからの時代に求められる資質・能力を

子供たちに身に付けさせていく為の学びの在り方として，「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向け，不断の授業改善を掲げている。先を見通すことが困難な時代に生きる子供たちに必

要なことは，「社会の変化に受け身で対応するのではなく，主体的に向き合い関わり合い，一

人一人が自らの可能性を最大限発揮し，よりよい社会と幸福な人生を自ら作り出していくこと」

であると指摘している。私たち教職員は，子供たちが主体的に生きていくために必要な思考

力，判断力，表現力などを含めた確かな学力を身に付けさせ，生涯にわたって主体的に学び

続け，身に付けた知識を使って新たな問題を発見し，それを解決していくことができる力を

育成していかなければならない。確かな学力を育成するためには，基礎的・基本的な知識・

技能の確実な習得と，課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力の育成，及び学

習意欲の向上が求められている。

（２）本校の教育目標から

本校の教育目標は，「やさしく かしこく たくましく」～ふるさと湯田を愛する子どもの

育成～である。目指す子供の姿として，①友達を大切にする子(豊かな感性・相互尊重)②自

らすすんで学ぶ子（学び合い・学習習慣）③明るく元気にがんばる子(行動力・健康安全)を

掲げ，「生きる力」「たくましい力」を育む教育課程の編成，実施，「よくわかる授業」「学び

合い」を通した確かな学力の育成，「思い遣る心」「しなやかな心」の育成，健康・体力・安

全・食に関する資質と能力の育成を指導重点とし，知・徳・体の調和のとれた子供の育成を

目指している。学習習慣をしっかりと身に付けさせ，基礎基本を大切にしながら伝え合い学

び合うことでお互いの良さに気付き，存在感を実感できるとともに，進んで学ぶ子供の姿が

見られるようになると考える。

（３）研究の経過から

本校では，昨年から研究主題を「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて」として，研

究を進めてきた。昨年度は，副主題を「主体的に学ぶ授業づくり」とし，各教科において，

子供たちが主体的に学びに向かうための授業改善について研究してきた。表現することに苦

手意識を持つ子供が多い中で，主体的に課題を捉え，最後まであきらめずに考える力を育て

られるよう研究を重ねた。また，学びを支える取組として，生活習慣や学習習慣の見直しと
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確立に向けて，家庭学習の手引きの作成や家庭学習がんばり表の活用など，家庭との連携も

図った。日々の生活の様子を定期的に振り返る活動を通して，生活習慣について課題を持つ

子供が多くいることがわかってきた。また，今年度から２年間，甲府市より「甲府市学校保

健会健康増進指定校」として指定を受けている。

（４）本校児童の実態から

本校の子供たちは，素直で課題に熱心に取り組むという良さを持つ。また学校生活全般にお

いても落ち着いて物事に取り組み努力する姿が見られる。あいさつ運動の取組により，校内で

は元気にあいさつする子供たちが多い。一方で，自分の思いや考えを表出することが苦手であ

る子供も，少なからず見受けられる。学校の中では元気よくあいさつできるが，学校の外に行

くとできない子供も多く，課題となっている。

また，指示されたことにはとても誠実に取り組むことができるが，自ら考え工夫して行動す

ることが苦手な子供が多い。生活面でも，家庭での過ごし方に課題があり，家庭学習ができな

かったり，学習の準備が十分にできなかったりする子供がいる。昨年実施したアンケート調査

では，睡眠時間の確保，ゲームや TV の時間制限などに課題が多いことがわかった。そのため，

学習意欲が著しく低かったり，反復練習が必要な技能の習得が困難だったりする子供が存在

する。

以上（１）～（４）の点から，昨年度からの研究を継続し，主題を「主体的・対話的で深い

学びの実現に向けて」とし，副主題に「保健教育を通して」を掲げ，授業改善に取り組むこと

とした。

本研究では，主体的に自らが課題を把握し，その解決に向かって自分なりに考えを持ち，他

者に伝え，他者の考えに触れながら自分の考えを振り返り深めていく姿を目指す。また，「対

話」とは，グループ活動やペア学習といった活動形態ではなく，自分自身の学習を自らの学び

の軌跡をたどりながら振り返ったり，課題とじっくりと向き合ったり，友だちの話に耳を傾け，

それぞれの考えの良さや違いに気付いたりする姿を目指していく。

また，教科の見方･考え方を働かせて，運動や健康に関する課題の解決を図る学習を通して，

運動の楽しさや喜びを味わったり，健康の大切さを実感したりすることのできる授業実践を試

みる。子供自身が自らの生活を振り返り，健康に対する意識が向上したり，生涯にわたって運

動に親しんでいこうとする意欲を持ったりする素地づくりにつなげていきたい。

Ⅱ 研究目標

保健の見方･考え方を働かせて，健康に関する課題の解決を図る学習を通して，運動領域の

楽しさや喜びを味わったり，健康の大切さを実感したりすることのできる授業実践を目指す。

Ⅲ 研究内容

（１）主体的・対話的に学ぶ授業づくり

保健教育を通して，「課題を自分の事として捉え，自分自身を振り返りながら学びを深めて
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いく」学びの過程を大切にした研究を進める。

①主体的・対話的な学びの姿を育成するための教材研究の充実

・子供の思考の流れを大切にした教材研究をおこなう。

②主体的･対話的な学びの姿を育成するための指導方法の工夫

○課題設定を工夫する

・自分自身の生活と関連させることで，子供が考えたくなる課題づくりにつなげる。

○学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫

・どうすれば解決できるのか，学びの手だてがわかるような発問の計画を立てる。

○学びを振り返り次の学習につなげるための工夫

・学習感想などを活用して一人一人の見取りを行う。

・板書，ノート指導を充実させる。

（２）学習環境の充実

・どの子供にも居場所のある学級づくりや集団づくりを行う（Q-U 調査の活用）

・学習習慣の確立のための取組をする（学びのルール作り，教室環境整備）

・家庭と連携した学習の定着に努める（チェック表の作成と実施）

・生活習慣の確立をうながす（さわやかチェック表の作成と実施）

Ⅳ 研究方法

①理論研究

②研究授業（低，高ブロック各１実践）

③実態調査(児童質問紙，Ｑ－Ｕ調査）

④一人一実践の取り組み

Ⅴ 研究組織

※校長先生・教頭先生はブロックには

所属せずご指導をいただく。 全体研究会

研究推進委員会

(校長・教頭・

ブロック長・研究主任）

低学年ブロック 高学年ブロック

三井 山下 〇坂本 入倉 鈴木 〇弦間 金子 小林 中島 大山
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Ⅵ 研究計画

日時 具体的な内容

1 ５月２０日 今年度の研究の方向性

2 ６月２４日 研修会：１ 特別支援教育研修会

講師：高校改革・特別支援教育課 荒川昌浩先生

研修会：２ 保健教育研修会

講師：スポーツ健康課 指導主事 山本晃司先生

3 ７月２２日 研修：３ 外国語活動研修会

講師：ALT ウーズリー・ダニエル・アール先生

全体会：Q-U 調査結果の活用について

4 ８月２１日 全体研究 ブロック研究 授業案検討

5 １０月２８日 授業研究会 第５学年 体育科保健領域

指導助言：山梨県教育庁スポーツ健康課指導主事 山本晃司先生

6 １１月２５日 授業研究会 第３学年 体育科保健領域

指導助言者：甲府市教育委員会学力向上専門員 髙橋義美先生

7 ２月３日 全体研究 今年度の研究のまとめ 来年度の研究について

Ⅶ ブロックの研究について

＜低学年ブロックの考え方＞

① 主体的・対話的な学びの姿を育成するための教材研究の充実

１・２年生は，学級活動の年間指導計画に従い健康教育として食や保健に関する学習を行

う。その際，学級の児童の実態を把握し，その実態に合わせた指導の重点を考え，養護教諭

や栄養教諭のアドバイスを受けながら授業を行っている。日常行っている健康観察や給食・

歯みがき指導，毎月継続して取り組んでいる「さわやかチェック」も，健康教育を行なう際

の参考となっている。

３年生は，１・２年生の学習に加え，保健の授業において系統的に健康教育を受ける中

で，改めて健康の大切さを認識し，具体的にどのような生活を送ることが健康な生活につな

がるのかについて学習する。教材の登場人物や友達の生活と自分の生活とを比べることで，

自分のこれまでの生活を見直したり実践につなげたりできるような授業づくりを目指してい

る。

② 主体的・対話的な学びの姿を育成するための指導方法の工夫

○課題設定の工夫

課題が明確で分かりやすいように児童の実生活の中から話題を提示したり，興味・関心

が高まるように映像資料や具体物等を用いたりして，児童が自分のこととして主体的に考え

ることができるようにする。
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○学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫

追求し深める過程では，必要に応じてペアやグループで話す機会を設定し，お互いの意見

を交換する中で，自分の考えを整理したりより深めたりすることができるようにする。ま

た，体験的な活動を取り入れることで，実践に向けてより具体的な行動目標を持てるように

する。

○学びを振り返り自分の生活につなげるための工夫

ワークシートや学習感想を記入する中で，学習したことや自分の行動を振り返り，より

よい生活に向けて自分自身の課題を考え，日々の生活や次の学びへのつながりや見通しを持

てるようにする。

＜高学年ブロックの考え方＞

① 主体的・対話的な学びの姿を育成するための教材研究の充実

４年生の「育ちゆく体とわたし」５年生の「心の健康」６年生の「病気の予防」の単元

となる。どの単元も児童の実際の生活に関わる身近な内容を取り上げている。

学習の課題をより実際の生活と結びつけられるよう，具体的な資料や事例を提示する。

意欲的に学習に取り組めるようにするために，体験的な活動を取り入れていく。また，実

生活に生かしていこうとする意欲につなげるために，振り返りを大切にしていきたい。

② 主体的・対話的な学びの姿を育成するための指導方法の工夫

○課題設定の工夫

・課題設定において，写真資料・映像資料・グラフ・図などを提示して，児童の関心や，

学習意欲を高める。

○学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫

・思考の流れを大切にし，解決の見通しを持たせる。

・身近な課題に気づかせたり，体験的な活動を取り入れたりする。

・考えの多様性に気づけるようにするために，意見を分類しながら提示する。

○学びを振り返り次の学習につなげるための工夫

・学習感想で，知識だけではなく，現実の生活でどのように生かせるのか視点を持たせるよ

うにする。
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第３学年１組 体育科（保健）学習指導案
指導者 三井 伊都子

学習者 児童２７名

１ 単元名 毎日の生活と健康

２ 単元の目標

・自分の生活の仕方や健康について関心を持ち，自主的に健康に良い生活の仕方を実践しよう

とする。 【関心・意欲・態度】

・毎日の生活と健康について自分の生活の仕方や身近な環境の中から課題を見つけたり，その

改善策を考えたりする。 【思考・判断】

・健康に毎日を過ごすためには，食事・運動・休養及び睡眠など生活のしかたと，空気や明る

さなど身の回りの環境が深く関わっていることを理解する。 【知識・理解】

３ 単元について

子供たちは，これまでに学級活動として「手をきれいに洗おう」「かぜの予防をしよう」な

どについて学習をしてきた。また，身体測定の折などに養護教諭より「正しい手洗いの仕方」

「睡眠の必要性」について指導を受けてきた。「手洗いは丁寧にしなければいけない。」「外で

元気よく遊ぶことは良いことだ。」と理解はしているものの，実際には，外遊びから戻ったと

きに手洗いをしなかったり，好天であっても室内で遊んでいたりと，実践できているか疑わし

い部分もある。

本単元では，健康とは心や体の調子がよい状態であり，健康に過ごすには一日の生活や環

境が大きく関わることを理解する。そして，自分の生活を振り返り，健康によい一日の生活

の仕方，生活環境を整えるために自分でできることを実践する意欲を持てるようにすること

をねらっている。

指導にあたっては，まず，不規則な生活をしたために健康を害した子供の紙芝居を見て，食

事・運動・睡眠を取る必要について考える場面を設定する。健康に過ごすために直すべき生活

上の問題点や課題を見つけ，その改善策を考えた後，今度は自らの生活を振り返り，「これだ

けは，がんばる」という意欲を持てるようにする。また，これまで指導を受けてきたことを改

めて学習することを通して，自分にとって必要なこととして捉え，自らの生活を見直し，これ

からの生活に生かそうとする意欲を持てるようにする。次に，健康な生活を送るためには換気

・照明など環境が深く関わっていることを理解させ，健康的な生活を自ら作り上げていこうと

いう意欲を持たせたい。

４ 児童の実態

穏やかで素直な子供たちである。言われたことはきちんと守ったり行ったりしなければなら

ないという意識を持っている。しかし，自分で考えて新しい方法を考えたり生活を改善したり

していこうという意識は低い。「家の人に言われたから」「先生に注意されるから」など，自

分の中の価値観の判断でなく判断基準を人に委ねていると思われる言動も多い。

学習についても，真面目に取り組む子が多い。話し合いについては，自分の考えを積極的に

伝えられる子と，聞くことで参加している子と分かれてしまっている。少人数の話し合いでは，

自分の考えを伝えた後で友達の考えを聞き合うことはできるが，その良さを認め，考えを深め

ていくというところまではあまりできていない。

本単元に関わる「健康生活に関するアンケート」を実施したところ，以下のような結果にな

った。
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毎日している ほとんど ほとんど 毎日していない

毎日している していない

１ 朝７時までに起きる １６ ９ ２ ０

２ 夜９時までにねる ８ ８ ８ ３

３ 朝ご飯 ２５ ２ ０ ０

４ 外遊び・運動 １４ ９ ３ １

５ 朝うんち ８ ３ １１ ５

朝ご飯をとることや朝７時までに起きることについては，ほとんどの子供ができているが，

夜９時までに寝ることや朝うんちについては，半数近くの子供たちができていない。就寝につ

いては，共働きの家庭や年上の兄弟がいる子供が難しいようである。朝うんちについては，

「１日に１度出ればいい。」という意識があるようだが，学校に来て「おなかが痛い。」「トイ

レで出したらすっきりしました。」と話す子供もいる。それぞれの家庭の事情もあるが，子供

たちには，夜早く寝て，朝食をとり，朝うんちをして，すっきりと一日の生活をスタートさせ

る良さを理解させ，よりよい健康生活を目指す意欲を持たせたい。

５ 校内研究とのかかわり

「主体的・対話的で深い学び」を実現するために

○課題設定の工夫

紙芝居を用いたり汚れやほこりを可視化したりすることで，共感しやすい場面を設定し，

子供たちにその原因を主体的に考えられるようにする。

○学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫

自分の生活と深く結びついた学習であるので，自分の経験を想起し，友達の考えと比較

して聞くことで，新たな考えに触れる機会を作る。自分の考えを表現したり友達の発表を

聞いたりすることで，自分の考えをより深く考える手段としたい。

○学びを振り返り自分の生活につなげるための工夫

学んだことや自分の行動を振り返る時間を設定することで，よりよい生活に向けて自分

自身の課題を考え，生活や次の学びへのつながりや見通しを持てるようにする。

６ 指導計画と評価計画

（１） 評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解

毎日の生活と健康について 毎日の生活と健康について， 健康の状態，一日の生活の

関心を持ち，学習活動に意欲 自分の生活を見直すことを通し 仕方，身の回りの環境につい

的に取り組もうとしている。 て，課題を見つけ，解決方法を て課題の解決に役立つ基本的

考えたり判断したりしている。 な事項を理解している。

（２）指導計画と評価計画（総時数４時間）

次 時 主な学習活動 指導上の留意点 評価規準・評価方法

第 １ １ かけがえのない健康

１ ①紙芝居を見て，健康の大切 ・健康とは体だけでなく ・体調が悪かった時のこ
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次 さについて考える。 心の調子もよい状態であ とを思い出し，健康であ

②紙芝居を見て，登場人物の ることを押さえる。 れば嫌な思いをしなかっ

生活のどこに問題があるのか ・具合が悪くなったため たということを感じてい

話し合う。 に楽しみにしていた活動 る。 【表情，発言】

③健康には，食事，運動，休 ができなくなってしまっ ・健康の保持増進のため

養・睡眠，排便が大切である たという，子供たちが共 に好ましくない行動を挙

ことを知る。 感しやすい場面で中断し，げることができている。

自らの生活を振り返らせ 【発言・ワークシート】

る。

２ ２ きそく正しい生活

①紙芝居の登場人物の生活の ・「ゆう君」へアドバイ ・朝ご飯，朝うんち，運

本 仕方をどのように改善してい スを考える活動の中で， 動，早寝ができるように

時 ったらよいか話し合う。 「○○ができるためには なるためには，どのよう

②食事，運動，休養・睡眠は，△△する。」と連想させ な生活の仕方をすれば良

互いに影響しあっており，健 ることにより，より具体 いか挙げることができて

康にはそれらの調和のとれた 的に考えさせる。 いる。

生活が必要であることを知 ・自分の生活の改善策を 【発言・ワークシート】

る。 考える際には，他者の「ゆ ・学習してきたことをも

③自分の生活を振り返り，生 う君へのアドバイス」も とに，自分の生活を振り

活上の問題点や改善策を考え 生かしながらより具体的 返り，改善点を考えてい

る。 に考えさせる。 る。 【ワークシート】

・これから一週間，めあ

てを守って生活しようと

している。 【表情】

第 １ ３ 身の回りの清けつ

２ ①ぬれた脱脂綿で手を拭き， ・きれいに洗ったつもり ・手の汚れに気付いてい

次 気付いたことを発表する。 でも，あちらこちら触れ る。 【行動観察】

②体を不潔にしたときの様子 ることで汚れていること ・爪や皮膚などを清潔に

について知る。 に気づかせる。 する理由について自分な

③汚れやすいところに色を塗 りの考えを発表している。

る。 ・汚れがたまりやすいと 【発言】

④清潔な衣服やハンカチを身 ころは，どこか考えさせ ・清潔という観点で，改

に着ける理由について考え る。･･･汗をかくところ， 善のための方策を考え，

る。 くぼんでいるところなど 自分の言葉で表現してい

⑤自分に合った体を清潔にす ・自分の生活の改善点を る。 【記録】

る方法を考える。 考えさせる。

２ ４ 身の回りのかんきょう

①空中に浮遊するほこりをプ ・暗幕を張った部屋でプ ・空気の様子について関

ロジェクターなどを使って見 ロジェクターをつけ，浮 心を持っている。【観察】

る。 遊する埃に気づかせる。 ・効率的に換気する方法

②換気をしたときの様子につ ・２方向の窓を開けると を理解している。

いて知る。 空気が動くことを線香な 【行動観察】

③教室の明るさを変え，気付 どを使って体験させる。 ・明るさが目に及ぼす影

いたことを発表する。 響について考えている。

④ちょうどよい明るさにする ・電球の明るさだけでな 【発言】
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ためにはどうすればよいか考 く，影のできる方向・直 ・換気の必要性や照度の

える。 射日光についても考えさ 確保について，学習した

⑤身の回りの環境を整えるた せる。 ことを踏まえて，今後の

めにはどうすればよいか考え ・自分の生活を振り返り，生活に役立てようとして

る。 気をつけていく点を考え いる。 【ワークシート】

させる。

７ 本時の学習（第１次 第２時）

（１）日時 令和元年１１月２９日（金曜日）（１４：００～１４：４５）

（２）場所 ３年１組 教室

（３）本時の目標

○健康によい生活の仕方を実践する意欲を持つことができる。 【関心・意欲・態度】

◎自分の生活を振り返り，健康に過ごすために直すべき生活上の問題点や改善点を考える

ことができる。 【思考・判断】

○健康に毎日を過ごすためには，食事・運動・休養及び睡眠など生活のしかたが深く関わ

っていることを理解することができる。 【知識・理解】

（４）本時の授業でめざす主体的な学びの姿

・前時の紙芝居を見て，健康に生活できない原因を主体的に考えることで，生活を改善す

るアドバイスにつなげようとしている。

・ゆう君へのアドバイスを考える活動の中で，「早く起きるために～するといい。そのた

めに～するといい。」と意見を出し合うことで，より具体的なアドバイスを考えている。

・友達が考えたアドバイスを参考にしながら，自分の生活を見直し，より具体的な改善策

を見つけ出せるようにする。そして，自分でできることに気付き，これからの日常生活

における実践に生かそうとする。

（５）本時の学習

過程 学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

つ １ 前時の学習を振り返る。 ・前時の紙芝居の一部を提示し， 紙芝居

か ゆうくんの直した方がよい生活

む の仕方を振り返らせる。

２ 課題をつかむ。 ・健康の保持増進のためには，食

事，運動，休養・睡眠および排

ゆう君が元気になるように，アドバイ 便が大切であったことを確認す

スを考えよう。 る。

追 ３ 食事，運動，休養・睡眠および排便 ・考えるテーマを四つに絞り，は ワークシ

求 の中でも，大切な以下の４点ができる じめに提示する。 ート

す ようになるための方法を考える。 ・「朝ご飯を食べるには，○○す

る ①朝こはん②朝うんち③運動や外遊び る。○○するには，△△する。」

④早ね と連想ゲームのように考えさせ

○「運動や外遊びをするために」につい ることで，できるようになるた

て，全体でアドバイスの例を考える。 めの方法を見つけさせていく。

○各自で，アドバイスを考える。 ・運動や外遊びについては，考え

・朝ご飯を食べるには，朝早く起きれば が出しにくいと思うので，例示

いい。そのためには，早く寝ればいい。 して取り上げる。

・朝うんちをするには，朝早く起きて朝 ・具体的なアドバイスになるよう，
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ご飯を食べればいい。そのためには， 助言する。

早く寝ればいい。

・運動や外遊びをするには，ゲームの時

間を減らせばいい。そのためには，ゲ

ームの時間を決めればいい。

・早く寝るには，明日の支度をしておけ

ばいい。ゲームばっかりやっていては

いけない。

○主だった考えをアドバイスカードに書 ・発表用アドバイスカードを配り，アドバイ

く。 主だった考えを発表できるよう スカード

に準備する。

ふ ４ 全体発表をする。 ・友達の考えを聞くことで，多様

か ○友達の考えたアドバイスを聞く。 な方法があることに気づかせる。

め ○アドバイスの共通点を考えることで， ・同じような方法を色分けするな

る 食事，運動，休養・睡眠および排便が， どして，食事，運動，休養・睡

互いに影響し合っていることに気付く。 眠および排便が，互いに影響し

合っていることに気づかせる。

・いろんなアドバイスを聞くこと

で，自分の生活の改善点の参考

にさせる。

ま ５ 自分の生活を振り返り，「これだけ ・これから一週間，「これだけは ワークシ

と はがんばる！」をワークシートに記入 がんばる！」に取り組む意欲を ート

め する。 持たせる。

る ○ 自分が取り組むべきことを見つける。

（６）本時の評価

○健康によい生活の仕方を実践する意欲を持つことができたか。 【関心・意欲・態度】

◎自分の生活を振り返り，健康に過ごすために直すべき生活上の問題点や改善点を考える

ことができたか。 【思考・判断】

○健康に毎日を過ごすためには，食事・運動・休養及び睡眠など生活のしかたが深く関わ

っていることを理解することができたか。 【知識・理解】

８ 板書計画

けんこうにくらすには･･･ 食事，うん動，休よう・すいみん，はいべん

ゆうくんが元気になるように 朝ごはん 朝うんち

アドバイスをしてあげよう。

・朝ご飯

・朝うんち 早ね 運動や外遊び

・早ね

・運動や外遊び

これだけはがんばる！
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９ ワークシート

毎日の生活とけんこうワークシート

氏名（ ）

ゆう君が元気になるように，アドバイスを考えよう。

①朝ご飯を食べるには，（ ）

そのためには，（ ）

②朝うんちをするには，（ ）

そのためには，（ ）

③運動や外遊びをするには，（ ）

そのためには，（ ）

④早ねをするには，（ ）

そのためには，（ ）

☆ぼくも・わたしも，これだけはがんばる！・・・1つに

朝ご飯・朝うんち・運動や外遊び・早ね

そのためには，（ ）

できたら色をぬろう

11 ／ 30 12 ／ １ 12 ／ ２ 12 ／ ３ 12 ／ ４ 12 ／ ５ 12 ／ ６
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１０ まとめ

○反省

・アンケートの結果，３年１組では「早ね」「朝うんち」に課題があることが分かった。「早

寝，早起き，朝ご飯」とは言うものの，具体的に何をすればできるようになるのか，考える

授業にしたいと考えた。

・子供たちは，４つの項目ができるためのアドバイスをたくさん考えることができた。その中

から，たくさん出てきた言葉や関連のあるものを見つけ，４つの項目は，それぞれ影響しあ

っていることを気付かせたかったが，やや強引になってしまった。

・授業の最後に書いた「これだけはがんばる！」を見ると，自分が出来ていないことを正しく

自覚し，ゆうくんに考えたアドバイスをもとに自分ががんばることを考えていることが伝わ

ってきた。

○研究会より

・課題提示が，端的でわかりやすかった。課題

が多い「ゆうくん」の紙芝居を使ったことで，

客観的にできていないことを指摘し，それを

解決するための方策を考えることができてい

た。メタ認知が弱く，自分はできていると思

っている低学年には，紙芝居が有効だった。

・「朝うんち」と限定してあったが，１日１回

出ればいいという考えもある。ただ，３年１

組では，学校に来て用を足す子も多い。朝ご

飯は，全員ほぼ毎朝食べているので，朝の時

間を見直し，朝うんちをして学校で元気に生

活してほしいという願いを込めて「朝うんち」と限定した。

・子供たちがどこまで原因を考えられるか予想がつかなかっ

たが，よく考えていた。ただ，子供たちは「～をするには，

○○する」と１つ前の原因しか考えていなかった。原因と

なることは，いくつもあるし，家庭の考え方などもっと深

いところに原因があるとも考えられる。それに気付くこと

は，困難か。

・「早ねをするには，ゲームをこわす。」と，考えた児童がい

た。ゲームをなくすことはできないかもしれないが，「１週

間ゲームなしで生活してみよう。」なら取り組むことができ

ると思う。切り口を変えた方法もあったのではないか。

・出されたことから関連を考える場面では，子供たちから

「つながっている。」という言葉が聞こえた。「朝ご飯を

食べると何が良い？」という発問から「朝うんち」「運動」

「早ね」とつながっていった。発問が有効であった。ま

た，同じ言葉を色分けしたこともわかりやすかった。
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・子供たちが「これだけはがんばる」と考えたことを，意

欲をもって続けていくために，班の中で宣誓させる，お

便りで学習内容を知らせる，懇談会で様子を知らせるな

どして，一人で取り組むのではなく家庭も含めて協力を

仰いで続けていけると良い。

・時間の関係で，ペアや班で考えの交流をすることが入れ

ることができなかった。全体で発表したことしか友達の

考えを知る機会がなかったので，交流する場面は入れていくと良い。先にできた子が，待っ

ている間に交流することがあってもいいのではないか。ただ，学級全体で，よく考えられて

いたので良かった。
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第５学年１組 体育科（保健領域）学習指導案
指導者 金子 綱基

学習者 児童２３名

１ 単元名 心の健康

２ 単元の目標

・心の健康について関心を持ち，学習活動に取り組むことができるようにする。

（関心・意欲・態度）

・心の健康について，課題の解決を目指して，知識を活用した学習活動により，実践的に

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）

・心の発達，心と体の相互の影響，不安や悩みの対処の仕方について，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）

３ 単元について

子供たちは，これまで第３学年「毎日の生活と健康」において，健康の大切さを認識する

とともに，健康に良い生活の仕方について理解を深めた。また，第４学年「育ちゆく体とわ

たし」では，体の発育・発達について自分に起きる現象や思春期の体の変化について学習し

てきた。しかし，思春期にさしかかる５年生の時期は，体の発達だけでなく心の発達も著し

く，悩みや不安を持つ児童も多い。そうした意味でも，本単元が自分の実体験とつながるこ

とで，今後の生活に生かされるであろう。

本単元では，心の発達と不安や悩みが与える影響と対処の仕方について学習する。まず，

心がどのように発達してきたのか経験を振り返り，様々な過程を経て発達してきたことに気

付く。次に，思春期の心の動きについて知ることで，この時期の自分の心を理解したり，気

持ちを考えたコミュニケーションの大切さに気付いたりすることができるようにする。さら

に，心が体に与える影響，体が心に与える影響について学ぶことで，心と体のつながりにつ

いて理解することをねらいとしている。そして，不安や悩みを抱えたときには様々な対処方

法があり，そのような経験を積み重ねることで，心がたくましく豊かに発達することを学習

し，実生活にも生かせるようにすることを目標としている。

指導にあたっては，自分の心を見つめることやこれまでの経験を想起することを多く仕組

む。１年生の頃の写真や自分よりも幼い子供の映像を見ることで，心がどのように発達して

きたのかということや今の自分であれば感情をどのようにコントロールするかということに

ついて考えやすくしたい。話し合い活動では，自身の経験をもとに様々な意見を出し合い，

まとめていく。不安や悩みの対処方法を考えていく場面では，データや事例をもとに話し合

い，不安や悩みの感じ方や捉え方は個々それぞれに違うことに気付かせたい。そして，個々

の考えの相違点に気付いたり，新たな考えに触れたりすることで，よりよい対処方法を見つ

け，自分に合った実践力・判断力を伸ばせるようにしていきたい。また，悩みや不安に打ち

克つためには，自己肯定感を高めることも重要である。朝の会で行っている友達のいいとこ

ろを発表する活動や第２時に行う自分の良さを考える活動を通して，互いの良さ認め合い，

さらに自己肯定感を高めてほしい。

４ 児童の実態

本学級は，素直で課題に熱心に取り組む児童が多い。学校生活全般においても落ち着いて

物事に取り組み，努力する姿が見られる。一方で，自分の思いや考えを伝えることが苦手だ

ったり，学習に前向きに取り組むことができなかったりする児童もみられる。指示されたこ
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とは誠実に取り組むが，自ら考え継続的に取り組むことが多くの子供の課題である。全員が

この学級の一員であるという自覚を持ち，最高学年に向けて改善と成長のある学級にしてい

きたい。

学級の悩みアンケートでは，本学級の悩みの数は少なく感じる。Q－U の結果からも満足群

の割合が高い。悩みの捉え方が曖昧であったり，自分なりにうまく対処できていたりするこ

とが考えられる。しかし，これまでの生活の様子からは，物事を否定的に捉えたり，心の持

ちようが行動に現れたりしている場面がみられた。また，自分の失敗や困り事を素直に話せ

ない場面もあった。本単元の学習を通して肯定的に捉えることや心を整理することができる

とよい。

５ 校内研究とのかかわり

「主体的・対話的で深い学びの姿」を実現するために

○課題設定の工夫

導入や思考の場面で考えが持てるように，１年生の頃の写真や自分よりも幼い子

供の映像を見せて自分自身のことを振り返りやすくする。また，経験を想起する場

面だけでなく，体験的な活動やロールプレイングなどを通して，自分がどう感じた

かをその場で伝え合う活動を取り入れる。不安や悩みの対応についてでは，自学級

のデータと一般的なデータを用いて考えていく。

〇学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫

本単元で扱う内容は，実生活との結び付きが強い。自分の経験を想起し，全体で

共有・分類することで，考えの相違点に気付いたり，新たな考えに触れたりする機

会を作る。人それぞれに感じ方が違ったり，解決方法が異なったりと答えがない問

題だけに，自分とは異なる意見や他者の特徴を認められる対話的な活動を取り入れ

る。そのため，議論が活発になるような発問の計画や意見を認め合える雰囲気づく

りを心掛けたい。

〇学びを振り返り次の学習につなげるための工夫

各時間の終わりに，振り返りを書く活動を取り入れ，学んだことや自分の行動を

振り返る時間を設定する。学んだことをもとに，よりよい生活に向けて自分自身の

課題を考えたり，次時の学習への思いを視点として示したりすることで，実生活や

次の学びへのつながりや見通しを持てるようにする。



- 18 -

６ 指導計画と評価計画

（１） 評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解

心の発達，心と体の関わり，

不安や悩みへの対処の仕方に

関心を持ち，進んで課題を見つ

けようとしたり，意欲的に課題

解決に取り組んだりしようと

している。

心の発達，心と体の関わ

り，不安や悩みへの対処の仕

方について課題を設定し，解

決の方法を考えたり判断し

たりできる。

心の発達，心と体の関わ

り，不安や悩みへの対処の仕

方について，実践的に理解

し，知識を身に付けている。

（２）指導計画と評価計画（総時数４時間） ☆…学習のまとめ

時 主な学習活動 指導上の留意点 評価規準・評価方法

第

１

時

①心の働きについて考える。

②感情や社会性，思考力の発

達について知る。

☆心は年齢とともに発達し

ていく。

③心を豊かに発達させるた

めに必要なことについて

考える。

☆心は，人とのふれあいや自

然とのふれあい，学習など

いろいろな体験を通して，

年齢に伴って発達する。

・心とは何かを確認する。

・年齢による感じ方について

想起させる。

・感情，社会性，思考力の三

つの観点でまとめる。

・心を豊かに発達させるため

に必要なことを考え，ワー

クシートに書かせる。

・全体発表をして出された意

見を黒板で分類しながら

まとめる。

（関）自分の経験をもと

に進んで考えようと

している。

（知）心の働きは様々な

生活経験を通して年

齢とともに発達する

ことを理解してい

る。

（思）心を豊かにするた

めにはどのようなこ

とをすれば 良いの

か考えることができ

る。

第

２

時

①思春期の心について知る。

☆思春期になると，他の人と

自分の違いに気付き，自分

らしさを意識するように

なる。

☆自分の意志で行動したい

という気持ちが強くなる。

②自分のことを振り返り，良

いところを見つける。

③人との上手な付き合い方

・自分自身や身の回りで思春

期の心について感じた場

面を想起させる。

・自分の良さや友達の良さに

ついて認め合う。

・事例を用いたロールプレイ

（関）思春期になると気

持ちや行動にどのよ

うな変化があるのか

を考えている。

（関）自分の良いところ

や友達の良いところ

をたくさん見つけよ

うとしている。

（思）自分のことを振り
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について考える。

☆自分や友達の良いところ

に気付いたり，気持ちを考

えたやり取りをしたり，人

と上手に関わっていくこ

とが大切である。

ングを取り入れ，具体的な

行動につながるようにす

る。

返り，人との上手な

付き合い方を探し出

そうとしている 。

第

３

時

①自分の体を動かしてみる。

・緊張する活動

・体や心がほぐれる活動

②自分の経験を振り返り，心

と体のつながりについて

考える。

③不安や悩みを持ち続ける

と，心と体にどのような影

響があるのか話し合う。

④心と体がつながっている

ことを知る。

☆心と体は互いに影響し合

っている。

・軽く体を動かし，楽しい雰

囲気を作る。

・「緊張したときは，足が震

えた。」のように，「～の

時は，～した。」と自分の

経験を思い出させる。

・不安や悩みが大きすぎた

り，長く続いたりするとそ

れが原因で病気になるこ

ともあることにも触れる。

（関）自分の経験を思い

出し，進んで考えよ

うとしている。

（知）心と体は互いに影

響し合っていること

を理解している。

第

４

時

本

時

①不安や悩みについて考え

る。

②不安や悩みを抱えた時ど

うすれば良いかを考える。

③どんな対処法があるか話

し合う。

☆不安や悩みは誰でも経験

するものである。

☆自分に合った方法を考え

ていくことが大切である。

☆様々な体験が心をたくま

しく，豊かにしてくれる。

・資料や事例を提示し，悩み

を抱えることは誰にでも

あることに気付かせる。

・様々な対処法を考え，ワー

クシートに書かせる。

・全体発表をして出された意

見を黒板で分類する。

・不安や悩みへの対処にはい

ろいろな方法あることや，

様々な経験が成長につな

がっていることを伝える。

（関）不安や悩みについ

て関心を持ち，進ん

で考えることができ

る。

（知）不安や悩みは誰も

が経験することであ

ることを理解する。

（思）不安や悩みへの対

処にはいろいろな方

法があり，自分に合

った方法で対処しよ

うと考えることがで

きる。
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７ 本時の学習（第４時）

（１）日時 令和元年１０月２８日（月曜日）（１４：００～１４：４５）

（２）場所 ５年１組 教室

（３）本時の目標

〇不安や悩みについて関心を持ち，進んで考えることができる。【関心・意欲・態度】

〇不安や悩みは誰もが経験することであることを理解する。【知識・理解】

◎不安や悩みへの対処にはいろいろな方法があり，自分に合った方法で対処しようと考

えることができる。【思考・判断】

（４） 本時の授業でめざす学びの姿

・導入で資料や事例から問題意識を高め，自分にも大きな関わりがある内容だと意識し，

学習に取り組む意欲を高める。

・解決には様々な方法があることを理解する。

・学習の振り返りを設定し，不安や悩みは誰でも抱えるものと理解し，その解決方法や

そのことから得られる経験を実生活に生かそうとする。

（５）本時の学習

過

程

○学習活動と内容

・予想される児童の反応

指導上の留意点 備考

つ

か

む

１ 問題を把握する。

○資料を見て，課題をつかむ。

クラスの悩みアンケート結果

小学生の悩みの要因割合（P10）

〇具体的な悩みの事例を知る。

・資料から，不安や悩みは誰もが経験

することや同じ小学生が様々な悩み

を持っていることに気付かせる。

・具体的な事例をいくつか示すことで

対処法のイメージを持ちやすくす

る。

資 料 の

提示（Ｔ

Ｖ）

事 例 の

提示

追

求

す

る

ふ

か

め

る

２ 不安や悩みを抱えた時どうすれば良

いかを考える。

〇「勉強ができない（苦手），やる気が

出ない」という事例について，全体

で対処法を考える。

○それぞれに対処法を考え，ワークシー

トに書く。

○全体発表をする。

〇間違った対処法があることを知る。

・不安や悩みをいじめや物の損壊などに

つなげてしまうこともある。

・自分だったらどうするか，自分の経

験から考えさせるようにする。

・出された意見を分類しながら板書す

る。

・発表用短冊を配り，主だった考えを

発表できるように準備させる。

・出された意見を教師が分類していく。

・「相談する」の意見に加えて，困っ

たときの相談窓口があることを知ら

せる。

・「殴る，物を壊す」の意見が出た場

合，一旦受け入れ，後で考える材料

にする。

自 分 の

考 え を

書 く ワ

ー ク シ

ート

全 体 発

表 の 考

え を 書

く用紙

不安やなやみをかかえたときには，どうすればよいのか。
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〇悩みの対処法には，解決につながる方

法と，解決には直接つながらないがう

まく付き合う方法があることを知る。

・人や物にあたることで心の問題は解

決されるのかを問う。

・悩みの内容によって対処法は様々で

あり，解決するだけではないことに

気付かせる。

ま

と

め

る

３ 学習のまとめをする。

〇学習感想を書き，発表する。

・悩みを抱えたときはいろいろな対処法

があることがわかった。

・解決できなくても，悩みとうまく付き

合っていけばいいと知った。

・自分に合った方法を考えていくことが

大切だと思う。

・自分が悩んだときは今日話し合ったこ

とを思い出したい。

〇悩むことは無駄なのか，悩むことには

どんな良さがあるのか考える。

・悩みを乗り越えることで強くなれる。

・人の気持ちが考えられるようになる。

・本時の学習内容に加え，気付きやこ

れから生かしていきたいことが具体

的に書けるとよい。

・書けない児童には，今日学んだこと

は何か，どの方法が自分に合ってい

るか，どんな時に役に立ちそうかな

ど視点を示す。

・様々な体験が心をたくましく，豊か

にしてくれることに気付かせる。

（６）評価

〇不安や悩みについて関心を持ち，進んで考えることができたか。【関心・意欲・態度】

〇不安や悩みは誰もが経験することであることを理解できたか。【知識・理解】

◎不安や悩みへの対処にはいろいろな方法があり，自分に合った方法で対処しようと考

えることができたか。【思考・判断】

８ 板書計画

悩みの例

不安やなやみをかかえたときには，

どうすればよいのか。

（相談する）

・親に相談する

・友達に聞いてもらう

・先生に教えてもらう

（努力する）

・塾に行く

・自学をする

・前もって準備をする

・思い切って直接言う

・意識して行動する

（好きなことをする）

・ゲームをする

・サッカーをする

・大声を出す

・物をなぐる

（体を動かす）

・走る

・ストレッチを

する

・歩き回る

（休む・落ち着く）

・寝る

・休憩する

・自分の部屋へ

行く

・やらない

・深呼吸する

家庭・家族

親の言うことがうるさい

親子げんか・兄弟げんか

をしてしまう

性格

忘れ物が多い

性格がきつい

すぐイライラする

怒りっぽい

すぐふざけてしまう

友達関係

友達にからかわれる

友達との関係がうまく

いかない

勉強

勉強ができない（苦手）

やる気が出ない

解
決
に
つ
な
が
る
方
法

気
分
て
ん
か
ん
・
な
や
み
と

う
ま
く
付
き
合
う
方
法
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９ まとめ

〇反省

・導入で課題をつかむことの重要性を感じた。保健の授業において，本時の思考につながる

展開にするためには，自身の生活を想起し，自分のこととして捉えられるかがカギとなる

と考えた。かつ，自分以外の他者や一般的にどうなのかを捉えることも必要とされる。本

時の学習内容では，子供たちの事前アンケートから，悩みや不安を感じながら生活してい

る児童が少ないことが分かった。そのため，自分のことのように考えるためにはわかりや

すい悩みの例や身近なデータが有効ではないかと考えた。そこで，今回の導入では，具体

的な事例やデータとしてクラスの悩みアンケートを用い，一般的な事例として教科書から

全国の小学生４～６年生の悩み割合を用いた。クラスの悩みアンケートを提示する際に，

項目の数値が少ないことから個人が特定される恐れがあると考え，提示する順番や残す画

面に気を付けた。悩みや不安は誰でも抱えるものであり，自分の経験や周りの友達の情報

から学びに入ることができた。本時だけでなく，第１時の映像提示や第２時・第３時のよ

うにロールプレイングや体を動かす活動など工夫することができた。

・学習問題を提示すること（主発問）を飛ばしてしまい，悩みを抱えたときにどうするかを

考え始めてしまった。そのため，児童が何を考えたらよいのかはっきりとせず，授業の流

れが乱れてしまった。主発問提示のタイミングの大切さを感じた。

・本時に向けての授業であったり，模擬授業を行ったりする中で，教師が話過ぎてしまうこ

とや発問に対しての答えが出ないときに誘導的に答えを導いてしまうことがあった。子供

の目線になって言葉を選ぶことや例の出し方，ペアで相談する時間を取るなど，子供たち

が主体をなる授業展開を考える授業プランの大切さを改めて感じることができた。

・板書の整理をどのようにするか悩んだ。本時の展開では，はじめは KJ 法を用いて，考え

を５つ（相談する方法・体や心を休める方法・努力する方法・体を動かす方法・好きなこ

とをする方法）に整理し，まとまりごとに名前をつけようかと考えた。しかし，指導案検

討や模擬授業を重ねる中で，子供たちから出る案を５つに分けることの難しさや，名前を

付けることに時間を費やしてしまい，本時の目標からずれてしまうのかと考え，今回のよ

うに２つに分けることとした。そして，２つに分けたことから，子供たちにどういう分け

方をしたかを問うて，解決するための方法と解決できないときに上手く付き合っていく方

法があることに気付かせることができた。

・保健の授業を通して，客観的に実生活を見直し，これからの目標をもつことを意識した。

単元を通じて，前向きに授業に取り組んでいる様子が印象的だった。学校生活，対人関係，

言葉選び，自己肯定感など子供たちと一緒に学ぶ中で，我々にとっても学級経営に生かせ

ることがたくさんあった。
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〇研究会より

・導入で近い課題（クラスの悩み）と遠い課題（全国の小学生の悩み）を両方提示したこと

で本時のテーマを自分事に捉えたり，比較したりできたことがよかった。クラスの悩みで

は「あれは誰だ？」と個人の特定にならないように配慮されていた。

・主発問に対する自分の考えが書きや

すくなるように，「勉強ができない」

という悩みについて全員で考えを出

し合い，どんな案を書けばいいのか

の道しるべとした。「勉強ができな

いという悩みについては，どちらか

というと悩みを解決するための案が

多く出ると予想し，「やる気が出な

い」という事例についても扱うこと

で，解決できないときにどんな方法があるかという案にも触れることができた。全体で考

えたことがヒントになり，その後の個人の案を書く際に良い効果だった。

・考えを書く場面では，隣の友達と自然と相談したり，自分と対話をしながら考えを書きだ

したりすることができていた。対話＝グループ活動ではなく，個人内の対話や近くの友達

との会話から考えを見つけられると感じた。

・ワークシートは罫線だけであったが，子供たち

がよく書けていた。自分の生活を思い出しなが

らどんな方法がよいか書き出していた。また，

授業の振り返りでは，自分のこれからの生活で

どのように生かしたいか目標をもつことができ

ていた。友達の意見の良かったところや共感で

きるところも書けていた。

・前時の学習から心と体がつながっていることを

おさえながら，解決するだけでなく，うまく付

き合うことや気分を明るくすることに目を付けられていた。努力や相談ではどうにもなら

ない悩みもあるし，頑張りすぎてストレスをため込んだり，鬱になってしまったりするこ

ともあるので，解決できないからこそどうするかが大切という点に触れられたのがよかっ

た。

・悩みや不安を解決するためにはとなると，努力したり，相談したりと解決しなきゃいけな

いと捉えてしまいがちだが，板書上段の考え方だけでなく，ストレス軽減や気分転換しな

がらうまく付き合う方法もあるとまとめることができた。

・まとめの段階で「悩むことは無駄なことなのか，悩みには価値がないのか。」という発問

に対して，児童から積極的な発言がなかった。そこで，隣の人と相談タイムを取ることで

自分の考えをまとめたり，互いに認め合えたりすることができた。そのため，挙手数が増

え，発表者が「悩みを抱えることや乗り越えることで心が成長する」と自信をもって言う

ことができていた。考えはあるけれどもみんなの前での発表に不安に感じる場面では，少

しの相談タイムが有効であった。

・講師の山本先生からは，普段の学習の成果が表れ，形でなく，目標・実態に合った授業だ

ったと評価をいただいた。人それぞれにストレスの感じ方が違ったり，付き合い方が異な

ったりすることを理解し，自分なりにどうしていくことがよいか考える機会となった。板

書の書き方としては，「ゲーム・あそび・運動」などの具体的な意見を「好きなことをす

る」と集約してまとめることも良いのではないかというお話もあった。
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第１学年１組 学級活動（保健指導）指導案
指導者 T１山下 英子 T２ 養護教諭 大山 陽子

学習者 児童 ２０名

１ 単元名 手あらいめいじんになろう！

２ 本時の目標

手のどこに汚れが残りやすいか気づき、正しい手洗いの仕方を身に付けることができる。

３ 本時の授業について

１年生は，生活全般にわたる基本的な生活習慣の育成が大切である。発育測定の際に養護

教諭から健康・安全について保健指導を受けたり，定期的にさわやかチェックで基本的生活

習慣を振り返ったりしている。今，風邪をひきやすい時期を迎え，清潔な生活の基本である

「手洗い」について改めて取り上げていきたい。正しい手洗いの習慣を身に付け，清潔な生

活を目指していける児童にしたいと考え本題材を設定した。

本学級の児童は，元気で素直な子供たちである。家庭もとても協力的で，さわやかチェッ

クを見ても，多くの子供たちが基本的な生活習慣を身に付けている。数名できていな項目を

挙げるとすると，早寝と爪切りである。その２つについては折に触れて，子供たちに呼びか

けている。

手洗いについてアンケートを実施したところ，以下のような結果になった。

いつも洗う 時々洗うのを忘れる 洗わないことが多い

手
を
洗
う
か

給食の前 １８ １ １

運動や遊びの後 １３ ７ ０

清掃の後 ８ ８ ４

トイレの後 １７ ２ １

石鹸を使うか １０ ９ １

ハンカチでふくか １４ ５ １

清掃の後，手洗いを忘れることが多いようだが，全体的によく手洗いができている。ハン

カチ・テッシュについては，毎日全員が身に付けていて，手洗いした後もほどんどの子供た

ちが使用している。石鹸を使用していかというと，水洗いだけの時もあるようだ。

本時の授業では，手洗いチェッカーを使い，手のどの部分に洗い残しが多いのかに気付か

せ，普段の手洗いを見直すきっかけとしたい。そして，正しい手洗いの仕方を学び，これか

らの手洗いの改善につなげていきたい。

４ 校内研究とのかかわり

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

〇教材・教具の工夫

手洗いチェッカーを使用することで，洗い残した箇所を瞬時に確認することができ，

子供たちの興味をひくと同時に，手洗いの改善につなげることができる。

また，歌に合わせて手洗いをすることで，正しい手洗いの仕方を，楽しく分かりや

すく覚えることができる。

〇学びを振り返り自分の生活につなげるための工夫

これからの手洗いで気を付けていきたいとを振り返りとすることで，実生活へ生か

すことができるようにする。また，保護者から一言記入してもらうことで，家庭の協

力も得る。
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５ 本時の学習

（１）日時 令和元年１１月２６日（火曜日）（１０：５０～１１：３５）

（２）場所 家庭科室

（３） 本時の学習

過

程

学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

つ

か

む

１ 本時の学習めあてをつかむ。

〇手についた細菌，手洗いについての事

前アンケート結果，手洗いの必要性を

知り，本時の学習めあてをつかむ。

・洗わないと細菌がいっぱいだね。

・石鹸をつけたり，ハンカチでふいたり

するのを忘れちゃうな。

・手を洗わないと病気にかかっちゃうん

だ。

・手についた細菌や，手洗いにつ

いての事前アンケートの結果，

を提示する。また，手洗いの必

要性を考えることで，本時のめ

あてへの意欲につなげる。

手につい

た汚れの

中の細菌

の写真

手洗いに

ついての

アンケー

ト結果

病気の絵

追

求

す

る

ふ

か

め

る

２ チェッカーを使って，手の洗い残し

を調べる実験をする。

〇ローションをつけた後，いつも通りの

手洗いをし，チェッカーで手の汚れを

調べる。

・手をきれいにあらったつもりなのに，

こんなに汚れが残っているんだ。

・いつもの手洗いでは，だめなのかな。

〇洗い残しの箇所を発表する。

・つめの周りが汚れていた。

・指と指の間が特に汚れている。

３ 養護教諭より正しい手洗いの仕方を

学習し，実際に洗ってみる。

〇「あわあわ手洗いの歌」で正しい手洗

いの仕方を確認し，実際に手を洗う。

・ローションが乾くのを待ってい

る間，手順を説明する。

・班ごとチェッカーを用意し，洗

い残しの部分を調べる。手のど

こに洗い残しがあったか，ワー

クシートへ〇をつけることを伝

える。

・手洗いの時間と一人一人がチェ

ッカーで確認する時間を決めて

行う。

・手の絵を黒板へ掲示し，洗い残

しの部分に〇をつけていき，手

の汚れが落ちにくい部分に気付

かせる。

・手洗いの歌のＤＶＤを使って，

楽しみながら正しい手洗いの仕

方の練習ができるようにする。

ローショ

ン

石鹸

手洗いチ

ェッカー

タイマー

ワークシ

ート

手のイラ

スト

あわあわ

手洗いの

歌

手あらいめいじんになろう！



- 26 -

ま

と

め

る

４ 学習のまとめをし，ワークシートへ

記入する。

〇手洗いで気を付けていきたいことを記

入し，これからの手洗いに生かす。

・今度からは，歌に合わせてしっかりと

手洗いをして，汚れをおとしたい。

・指と指の間もしっかりと洗いたい。

・ワークシートへ保護者からも一

言もらう欄を設け，家庭からの

協力も得たい。

ワークシ

ート

（４）評価

・手のどこに汚れが残りやすいか気づき、正しい手洗いの仕方を身に付けることができ

たか。

６ 授業を終えて

【成果】

・手のどこに汚れが残りやすいのかを，目で見て確認できたため，その部分を特に意識

して手を洗うことができるようになった。

・あわあわ手洗いの歌に合わせて，正しい手洗いの方法を覚え，学校でも家庭でも実践

している子供たちが多く見られるようになった。

・指導案では，あわあわ手洗いの歌に合わせて洗った後，チェッカーで確認する予定は

入れていなかったが，子供から「きれいになったか見てみたい。」という声が上がっ

たので，チェッカーで確認させた。目で見てきれいになったのが実感できたので，良

かったと思う。

【課題】

・手洗いチェッカーの使用についての説明で，1 年生ということを考えると，実際に手洗

いチェッカーを教師が使っている様子を見せてもよかったのではないかと思う。

・授業後しばらく経つと，どうしても正しい手洗いを忘れてしまい，簡単に済ましてし

まっている姿も見られた。継続的に声掛けをしていきたい。
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第２学年１組 学級活動(保健指導)学習指導案
指導者 T1 鈴木 紫 T2 養護教諭 大山 陽子

学習者 児童 ２１名

１ 単元名 正しいマスクのつけ方を身に付けよう

２ 本時の目標

〇風邪の感染防止に役立つ，正しいマスクのつけ方を身に付けることができる。

３ 本時の授業について

寒くなり，風邪気味で腹痛を訴えたり，吐き気を催したりしている児童が増えている。

咳やくしゃみをしていても季節にあった服装をしていなかったり，マスクをつけていな

かったりする児童も多い。そこで，本時では風邪の感染防止に役立つ正しいマスクのつ

け方を知り，風邪の感染防止を意識できるようにすることをねらう。

４ 校内研究とのかかわり

５ 本時の学習

（１）日時 令和元年１２月１２日（木曜日）３校時（１０：４５～１１：３０）

（２）場所 ２年１組 教室

（３） 本時の学習

過程 学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

つ

か

む

１課題設定。

〇風邪の症状について考える。

↓

〇風邪をひく原因を考える。

↓

〇バイ菌やウイルスが入る原因を考える。

↓

〇バイ菌やウイルスを体に入れないため

には，どうすればよいか考える。

・早寝早起き，好き嫌いをしない，手洗い

うがいをする，マスクをつける。

・健康観察のようすから，腹痛，吐き

気，咳，鼻水等の症状が増えている

ことを知らせる。

・自分の経験をもとに話ができるよう

促す。

・風邪をひく原因はバイ菌やウイルス

だけではなく，様々な生活習慣も風

邪の原因になることを確認する。

・スモールステップで状況を設定する

ことで，「マスク」に焦点をあてて

いく。

板書

カード

追

求

す

る

２咳やくしゃみの性質を知る。

〇咳エチケットについて知る。

・ハンカチやティッシュで鼻と口を覆う。

・服の袖で鼻と口を覆う。

・マスクをつけていない時の，対処

法について知らせる。

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

〇課題設定の工夫…風邪をひいたときの症状を振り返ることで，自分の経験をもとに風邪

の感染について考えられるようにする。

〇学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫…会話・咳・くしゃみをしたときに口

から飛ぶウイルスやしぶきの速さや距離を可視化したり，板書カードやイラスト，映像

を取り入れたりすることで，耳だけでなく目でも学習の流れをとらえられるようにする。

〇学びを振り返り次の学習につなげるための工夫…正しいマスクのつけ方を実践すること

で，実際の生活に生かせるようにする。

正しいマスクのつけかたを みにつけよう
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ふ

か

め

る

・マスクをつける。

〇咳やくしゃみや会話で，飛沫が飛び散る

距離と速さを知り，マスクの有用性を知

る。

・咳…３ｍ 200/km（1 秒で 50m）

・くしゃみ…５ｍ 300/km（1 秒で 75m）

・会話…１ｍ

４正しいマスクのつけ方と外し方を身に

付ける。

・鼻とあごをしっかりおおう。

・マスクの針金を鼻とほおに隙間なくそわ

せる。

・ゴムを耳にしっかりかける。

・捨てるときには内側に折りたたむ。

・模型を使って距離を可視化する。

・具体的なものに例えてスピードを

示すことで，捉えられやすくする。

・咳やくしゃみが出ていなくても，

マスクをつけることで感染を予

防することができることに気付

かせたい。

（T2）

・正しいマスクのつけ方と外し方を

指導する。

模型

映像

資料

マスク

ま

と

め

る

５学習のまとめをし，学習感想を書く。

〇学習感想を書く。

・正しいマスクのつけ方と外し方を

確認する。

・発表することで，継続する意識を

高める。

プリ

ント

（４）評価

・風邪の感染防止に役立つ，正しいマスクのつけ方を

身に付けることができたか。

６ 授業を終えて

【成果】

・身近な問題をタイムリーに取り上げていたので，子供

たちの発言も多く，活発な展開になった。

・課題提示がわかりやすく，自然な流れの中で学習に入り込みやすかった。

・前時の手洗いについて取り上げながら，風邪の原因について考えることで，より身近な

問題として個々が考えを深め，実践につなげようという意欲を高められた。

・T2 との連携もよく，わかりやすい教具を用いて，視覚的にも有効なよい展開だった。

【課題】

・各学年で，「バイ菌・細菌・ウイルス」といった様々な言葉で学習や指導が行われてい

たが，今後，学校として共通理解を図り共通言語として

いくことも必要ではないか。

・学習の流れの中で，導入から課題を子供たちと決定した

ときに，子供たちの気持ちは「マスクの正しいつけ方を

学ぶ」ことに動いていた。それを留めて，咳やくしゃみ

の性質について学習を進めたが，それでよかったのか授

業者には迷いがあった。

＜正しいマスクのつけ方＞

・鼻とあごをおおう。

・耳にしっかりかける。

・すてるときには内がわにおりたた

む。
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第４学年１組 体育科(保健)学習指導案
指導者 中島 康夫

学習者 児童 ２８名

１ 単元名 「体の発育・発達」

２ 本時の目標

○体の発育・発達について関心をもち，健康の大切さに気付き，自己の健康の保持増進

に進んで取り組もうとすることができる。 【関心・意欲・態度】

○思春期の体の変化について，学習したことを，自己の体の発育・発達と結び付けて考

えることができる。 【思考，判断】

◎大人の体に近づくと体つきに変化が起こり男女の特徴が現れることや変声や発毛が起

こることなどについて，言ったり，書いたりすることができる。 【知識・理解】

３ 本時の授業について

本時では，思春期の体つきの変化について捉えさせ，近い将来起こったときに不安になら

ないよう指導したい。また，体つきに変化が現れていない児童は実感がなく，変化し始めて

いる時期の児童は恥ずかしいと思いがちである。したがって，自分の体の変化や個人による

発育の違いなどについては，自分のこととして実感させるとともに肯定的に受け止めさせる

よう配慮する。

４ 校内研究とのかかわり

５ 本時の学習（第１次 第２時）

（１）日時 令和元年１２月１１日（水曜日）（１１：３５～１２：２０）

（２）場所 ４年１組 教室

（３） 本時の学習

過程 学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

つ

か

む

１ 課題を把握する。

○後姿クイズを行い，男女の体つきの違

いについて考える。

＜予想される反応＞

・幼稚園の時は，後ろ姿だと男女の区別

が分かりにくいな。

・大人だと分かりやすい。

・体つきの変化が分かるように，幼

稚園児の男女及び大人の男女の

後ろ姿の写真を用意しておく。

・気付いた理由についても触れて聞

く。

テレビ

(power

point)

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

〇課題設定の工夫…幼稚園児及び大人の男女の後ろ姿の写真から性別を当てるクイズを

行い，大人に近づくにつれて体はどのように変化するのか考えるきっかけとする。

○学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫…話し合いを班で行うことやキーワ

ードを提示することで，意見を出しやすく参加しやすい雰囲気を作る。

○学びを振り返り次の学習につなげるための工夫…学級全体で見つけた体の変化を自分

事にできるように，学習のまとめの時間に自分に語りかけるように体の変化についてま

とめるように促す。
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○前時に学習した内容を振り返り，課題

を設定する。

・「大人の体に変化していく時期」

も「思春期」の特徴であることを

伝え，本時の課題につなげる。

追

求

す

る

ふ

か

め

る

２ 思春期に起こる男女の体の変化につ

いて話し合う。

○班に配られた用紙に，男子の変化に当

てはまること，女子の変化に当てはま

ること，両方の変化に当てはまること

を分類して書く。

・ひげがはえる

・のどぼとけが出て声がわりが起こる

・むねがふくらむ

・丸みをおびた体つき など

○全体で共有し，確認する。

・思春期には，体つきに変化が起こり，

男女の特徴が現れること。

・思春期には変声や発毛が起こること。

３ 体の変化が起こる時期や起こり方に

ついて知る。

・変化の起こり方は，人によって違いが

あること。

・恥ずかしさを軽減するため，ゲー

ム性を持たせ，意見が出しやすい

雰囲気を作る。

・キーワードを示し，考えやすく，

また，言葉にしやすいように配慮

する。

・机間指導の中で，正答を把握し，

意図的に指名する順序を決めて

おく。

・意見が割れたところはなぜそう思

ったのか理由を聞きながら進め

る。

・出なかった変化については，ヒン

トを出して子供に答えさせて，ま

とめていく

・男性のひげを例に，目立つ人がい

たり，そうでない人がいたりする

ように，変化の起こり方も人それ

ぞれ違うことを知らせる。

ワ ー ク

シ ー ト

（ 班 に

１枚）

ま

と

め

る

４ 学習のまとめをし，学習感想を書く。

○ワークシートにこれから起こる自分の

体の変化についてまとめ，自分に語り

かけるように音読する。

○教師の話を聞き，感想を書く。

・板書を頼りに，自分に語りかける

ようにまとめるよう促し，自分事

として捉えられるようにする。

・体の変化は，だれにでも起こるこ

とで個人差があることを理解で

きたことから，自分も他人も大切

にする気持ちをもつことを伝え

る。

ワ ー ク

シ ー ト

(個人用)

大人に近づくにつれて体は，どのように変わっていくのだろうか。
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（４）評価

○体の発育・発達について関心をもち，健康の大切さに気付き，自己の健康の保持増進に進

んで取り組もうとすることができたか。 【関心・意欲・態度】

○思春期の体の変化について，学習したことを，自己の体の発育・発達と結び付けて考える

ことができたか。 【思考，判断】

◎大人の体に近づくと体つきに変化が起こり男女の特徴が現れることや変声や発毛が起こる

ことなどについて，言ったり，書いたりすることができたか。 【知識・理解】

６ 授業を終えて

▲授業の様子 ▲班の話し合いの様子

【成果】

・導入での幼児及び大人の男女の後ろ姿の写真から性別を当てるクイズは，大人の体つきは

男女に区別しやすいことに気づきが出て，本時の課題につながるものとなっていた。子供

の食いつきもよく，授業の雰囲気が作れていた。

・恥ずかしさが表れる内容だが，導入からの楽しい雰囲気を班の話し合い活動につなげ，積

極的に意見の交流がされていた。班で話し合った内容を全体で交流する際にも，意見が出

しやすい雰囲気の中で，たくさんの考えが出された。

【課題】

・出された意見を自分事とするために，板書を頼りにこれから起こる体の変化を自分に語り

かけるようにワークシートにまとめさせたが，恥ずかしい内容をさけるように記述する児

童が多く，どこまで男女の体の変化を理解しているかみとることが難しかった。

・近年，ＬＧＢＴの問題があり，性差をどのように考え扱うのか本時の内容の取り扱いには，

注意が必要である。子供たちの実態把握とともに説明責任が果たせるように，慎重に指導

計画を立て，実施することが大切である。
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第５学年１組 体育(保健)学習指導案
指導者 入倉 淳一

学習者 児童２３名

１ 単元名

がんを知る

２ 本時の目標

・がんについての正しい知識「予防できること」「早期発見によって治癒する可能性が高

いこと」を理解する。

・がん患者による「がんを経験したことによる『生きる』ことへの思い」や，「がんと向

き合いながら生き生きとした日常生活を送る」ことを中心とした「健康と命の大切さ」

について考える。

３ 本時の授業について

・自分と自分の大切の人の命のために，がんについて学ぶ授業とする。

４ 校内研究とのかかわり

「主体的な学びの姿」を実現するために

・興味・関心を高めるために，映像資料を取り入れる。

・クイズ形式を取り入れ，学習意欲を高める。

・ワークシートを通して，次の学びへの意欲につなげる。

５ 本時の学習

（１）日時 令和元年１２月１１日（水曜日）２校時（９：３５～１０：２０）

（２）場所 ５年１組教室

（３）本時の学習

過程 学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

１)がんと自分との関わりを捉えさせる。・本時の学習に興味を持てるよう ・近親者

つ ・がんとはどのような病気か，問いか ワークシートに記入させる。 に罹患者

か ける。 がいない

む か配慮す

２)授業のねらいを伝える。 る。

がんについて正しく学び，自分や大切な人のために自分ができるこ

とを考えよう

３)がんについて正しい知識を得ること ・クイズ形式で行い，関心を高め

の重要性を感じさせる。 る。

追 ・がんにはどのような種類があるだろ

求 うか，問いかける。

す ・どのようながんの対策を知っている

る か，問いかける。
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ふ ４)がんについての知識を伝える。 ・正しい知識を得るために映像教

か ・映像教材「がんについての基礎知 材を使う。

め 識」を視聴する。

る

５)がん患者の経験を伝える。 ・がん患者の経験から学ぶために

・映像教材「がんと生きる」を視聴 映像教材を使う。

する。

６)授業を通した児童の考えを評価し， ・教師自身が調べたことを告げ，

ま 健康と命の大切さを伝える。 理解を促す。

と ・がんに罹患した男性と女性のパーセ

め ンテージを用いて，がんが身近なも

る のであることや予防と早期発見によ

り治癒する可能性が大きく高まるこ

とを確認する。

７)これからの生活につなげる。 ・学習に関連した多様な意見が出

されるように助言する。

（４）評価

・がんについての正しい知識「予防できること」「早期発見によって治癒する可能性が高

いこと」を理解することができたか。

・がん患者による「がんを経験したことによる『生きる』ことへの思い」や，「がんと向

き合いながら生き生きとした日常生活を送る」ことを中心とした「健康と命の大切さ」

について考えることができたか。

６ 授業を終えて

本時の学習では，児童が落ち着いた雰囲気で学習に取り組むことができた。課題に真剣に取

り組み，多様な意見が出されていた。

授業後の話し合いで出された成果と課題について以下に挙げる。

【成果】

・がん教育の実践として，今後の指針としてもよい授業だった。

・がんについて，今持っている知識を確認しながら，具体的な考えを持たせる流れに児童

もしっかり反応していた。

・児童から多様な意見が出され，授業の流れがよかった。

・児童が自分自身の問題と捉えて，考えていく姿が見られた。

・板書がチョークのよさを生かしたものになっていた。

【課題】

・児童が多様な意見を記入していたが，ワークシートのスペースが狭かったので，留意する

とよい。
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第６学年１組 体育科（保健）学習指導案
指導者 弦間 武

学習者 児童 ２２名

１ 単元名 「病気の予防」

２ 本時の目標

○病気の予防の大切さや適切な運動習慣や生活習慣の形成について関心をもち，学習活

動に進んで取り組むことができる。 （関心・意欲・態度）

○生活行動が主な要因となって起こる病気を予防する方法を，資料から課題を見つけ，

その解決方法を考えたり選んだりして，説明できる。 （思考力・表現力・判断力）

○生活行動が主な要因となって起こる病気があり，それらの予防には，健康によい運動

や生活の習慣を身に付ける必要があることを理解できる。 （知識・理解）

３ 本時の授業について

本時では，生活習慣病は生活行動が主な要因となって起こる病気であることを理解し，そ

の予防法について考え，自己の生活を見直し，改善することで，自己の健康を保持増進する

ために取り組む態度につながる資質・能力を身に付けさせたい。学習指導要領の内容に取り

扱いにおいて，「各領域の内容については，運動領域と保健領域との関連に図る指導に留意

すること」と記述されていることから，運動することが大人になってからの病気の予防方法

としても重要であることも触れていく。

４ 校内研究とのかかわり

５ 本時の学習（第１次 第３時）

（１）日時 令和元年１２月９日（月曜日）（１４：００～１４：４５）

（２）場所 ６年１組 教室

（３） 本時の学習

過程 学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

つ

か

む

１問題を把握する。

○事前アンケートの結果を基に，自分の生活を

振り返る。

〈予想される児童の反応〉

・自分では健康と思っていたが，改善すること

がありそうだ。

○生活の実態から，ジュース

やお菓子の糖分や塩分の

取り過ぎや，運動不足，睡

眠不足等を確認し，必ずし

も健康的な生活をしてい

ない事を自覚できるよう

アンケー

トの結果

を ICT を

使って提

示する。

死亡原因

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

〇課題設定の工夫・・・自分たちのアンケートを基に，自分ではよいと思っていた生活行

動が生活習慣病につながる可能性があること等に気づかせ，既存の知識への揺さぶりを

図り，学習への意欲を高める。

○学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫・・・掲示や動画の資料を用いたり，

ICT を使った提示方の工夫をしたりする。班での話し合いで意見を出すことで，参加し

やすい雰囲気をつくる。

○学びを振り返り次の学習につなげるための工夫・・・生活行動の改善についてアドバイ

スしたことを，自分の生活行動の改善についていかすように促す。
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・本当に大丈夫か。

○生活習慣病について確認する。

・生活習慣によって病気になること，その中の

ガン，心臓病，脳卒中が主な死亡原因である

ことを知る。

にする。

○生活習慣病は，生活行動が

関わって起こる病気であ

り，子供の頃からの生活習

慣が大きな要因になるこ

とを強調して知らせる。

のグラフ

追

求

す

る

ふ

か

め

る

２ 生活習慣病について理解する。

○生活行動により，血管が狭まり，血流が悪く

なることで，心臓病や脳卒中が起きること

を，掲示資料や動画を見て理解する。

〈予想される児童の反応〉

・恐ろしい病気である。

・自分の生活は大丈夫か？

３ A さんの生活習慣についてアドバイスを

しよう。

○資料「A さんの一日の生活」を見て，改善す

べき所を見つけ，プリントに記入する。

○記入したことを基にグループで話し合う。

○グループで話し合ったことを発表する。

〈予想される児童の反応〉

・食事のバランスが悪い。

・早起きだけど寝るのが遅い

○健康にとって重要な器官

である心臓と脳を取り上

げ，心臓や脳へ血液を送る

血管の異常は，重大な健康

問題を引き起こすことを

伝える。

○食生活や睡眠だけでなく，

運動の大切さについて気

づけるよう配慮する。

○改善する所に気が付かな

い児童には，食事，睡眠，

運動の視点を確認させる。

○班の話し合いをする際，輪

番に発表し，全員が意見を

出せるように助言する。

○運動が少ないことを意識

させ，改善点に加えるよう

助言する。

掲示資料

血液の流

れの動画

ま

と

め

る

４ 学習のまとめとして，自分の生活習の改善

点についてワークシートに記入し，発表す

る。

○A さんの生活の様子と自

分の生活の様子を比較し，

取り組みについて考えさ

せる。

（４） 評価

・病気の予防の大切さや適切な運動習慣や生活習慣の形成について関心をもち，学習

活動に進んで取り組むことができる。 （学びに向かう力・人間性）

･ 生活行動が主な要因となって起こる病気を予防する方法を，資料から課題を見つけ，

その解決方法を考えたり選んだりして，説明できたか。（思考力・表現力・判断力）

・生活行動が主な要因となって起こる病気があり，それらの予防には，健康によい運

動や生活の習慣を身に付ける必要があることを理解できたか。 （知識・理解）

生活習慣病にならないために，生活を見直そう
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６ 授業を終えて

【成果】

・事前アンケートの結果を基に授業の導入をした。子供の興味関心が高められたと思う。

また，パワーポイントを使って，子供に質問を投げかけるようにしたことで，対話を

するような雰囲気で進められることができた。

・生活習慣病の具体例として，心臓病・脳卒中を取り上げ，どちらも生活習慣により，

血管が詰まることで起きる病気であることから，指導書の付属資料や血流の様子の動

画などを使ったことで，子供たちの意欲を高められた。

【課題】

・心臓病，脳卒中について子供自身の理解が不十分なところがあった。生活習慣の改善

について考えることも大切ではあるが，病気についてしっかりとした知識を身に付け

させることも重要であった。

・生活習慣の見直しについて考える際に，改善することが３年生の保健と同じようなと

ころが多く，高学年としての視点をより明確にすればよかった。また，第３者の資料

が１日分しかなく，子供の思考を深めるには資料が少なかった。

・ワークシートを作成したが，内容も多く，時間内に書ききれない所もあった。

資料

〈A さんの生活の様子〉

〈事前アンケート〉 〈ワークシート〉
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ひばり学級（第２･４学年） 自立活動（身体の動き）学習指導案
指導者 T1；小林真弓 T2；坂本茂美 支；大柴恵美香

学習者 児童４名

１ 単元名

よい姿勢を身につけよう

２ 本時の目標

〇姿勢について関心をもち，進んで学習に取り組もうとすることができる。【関】

〇なぜ正しい座り方をすることが大切なのかを考えることができる。【知】

〇椅子に座るときの正しい座り方を知ることができる。【思】

３ 本時の授業について

姿勢については４月に自立活動の時間における指導として特設して指導を行った。前に

立って話をする人が一歩前に出たタイミングで背筋を伸ばすという機会を毎日意図的に設

けていることで，すべての児童が姿勢を整えることは意識している。また，体幹を鍛える

トレーニングを意識した遊びを取り入れたり，児童の成長に合わせた椅子の高さ調整や座

布団の置く位置等への配慮も行ったりしている。しかし，日常生活や学習における姿勢の

保持の定着は難しく崩れやすいため，個の実態に応じた継続的な指導を続けている。

そこで，本時の授業では，「なぜ」よい姿勢が大切なのかを考えさせ自分事として捉えさ

せる。そして，自らの将来を見通したり正しい椅子の座り方のポイントを知ったりするこ

とで現在の課題である正しい座り方の定着や姿勢の保持への意欲化を図りたい。さらに，

本時の学習を振り返る中で今後の生活にいかしていけるよう，家庭の協力を得ながら連携

を図った取組を設定したり，児童の机上にめあてを貼ったりして改善につなげていきたい。

また，特性上バランスの維持に課題がある児童は重力に抗して姿勢を保つことが難しい

ため，正しい姿勢で座るために必要な動作を要する座位と立位を取り上げた遊びを設定す

る。後ろへ転がり体の前の筋肉を使ってタイミングよく起き上がり，進展の姿勢を保持し

ながら移動する遊びである。このような遊びを通して，姿勢を維持する筋力を養いバラン

ス感覚を高めることにつなげていきたい。

４ 校内研究とのかかわり

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

○姿勢という身近な課題設定により意欲をもって問題解決に取り組むことができるように

する。また，自分の考えを持ち書くことで主体的に取り組むことができるようにする。

○活動内容の見通しを持つことで，最後まで取り組むことができるようにする。

○視聴覚資料や遊びを取り入れ「見る」「する」などの活動をすることで，意欲化を図る。

〇発達の段階を考慮し選択肢を用いたワークシートを活用することで，自分の考えを持つ

ことができるようにする。また，それを使って発表し合い，友達の考えを知り自分の考

えを広げたり見直したりすることで自分の考えにいかすことができるようにする。
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５ 本時の学習

（１）日時 令和元年１２月１１日（水曜日）（１０：４５～１１：３０）

（２）場所 ひばり学級２教室 ひばり学級１教室

（３）本時の学習

過程 学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

つ １．ウォーミングアップアップをする。 ・アイスブレイキングで緊張感を

か ・簡単な歌遊びやストレッチをする。 ほぐし，遊び心をくすぐり一緒

む 『線路は続くよどこまでも』 にやると楽しいという雰囲気を

『アルプスいちまんじゃく』 つくる。

ストレッチ ・よい姿勢につながるストレッチ

を取り入れる。

２．テレビを見て自分の姿勢を振り返る。 ・明るさや画面の照り返しなど視 視聴覚資料

・足を前に出して座っている。 聴環境に留意する。

・机にもたれかかっている。 イラスト

・片膝をついている。 ・自分の姿勢に課題があることに （8 枚）

３．本時のめあてをつかむ。 気づかせる。

・めあてを自分事として捉えさせ

る。

追 ４．なぜ姿勢が悪いといけないのか考え ・「なぜ」という発問により思考

求 る。 を促し自分の考えを持てるよう

す ・自分なりの考えを持つ。 にする。

る ・みんなで１つ考える。 ・答え方がわかるように背骨を例 ワークシート

・背骨について，自分の背骨を触ったり として考えさせる。

２つの背骨の形を比べたりする。 ・正常な背骨の形と曲がった背骨 イラスト

・背骨が曲がることを知る。 の形を提示する。 （2 枚）

・選択肢の中から選ぶ。 ・発達の段階を考慮し，選択肢か

・ペアで話をする。 ら選ばせる。

・自分の考えを発表する。 マグネット

・体や学習にいろいろな影響があること ・全て正解であることを伝える。

を知る。

５．よい姿勢を知る。 ・正しく座る３つのポイントを確

・テレビの続きを見る。 認する。

・正しく座るポイントを知る。

・やってみる。 ・ストレッチと合わせて行わせる。

・立ってテレビの続きを見る。

・立った時のよい姿勢を知る。

ふ ６．座位と立位を取り上げた遊びをする。 ・よい姿勢を保つには腹筋と背筋 ひばり１

か ・後ろへゴロンの見本を見る。 を鍛えることが大切であること マット

め ・２人組となりマットで転がって遊ぶ。 を伝える。

る ・体の前の筋肉を使ってタイミン

グよく起き上がるコツをつかま

・頭上にコースターをのせた見本を見る。 せる。 椅子

・頭上にコースターをのせて遊ぶ。 ・進展の姿勢でバランスをとり背 コースター

筋を伸ばすことを意識させる。 コーン

・前を見るよう声をかける。 ゴム

よい姿勢を身につけよう
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ま ７．学習のまとめをし，学習感想を書く。 ・ホワイトボードで確認できるこ

と ・ワークシートに自己評価や合い言葉， とを伝える。

め 学習感想を書く。 ・書くことに抵抗がある児童への

る 個別支援を行う。

・賞賛の言葉かけをする。

・１週間の取組を知る。 ・日々の取組が大切なことを伝え

・これからがんばりたいことが自分のめ る。

あてとなる取組を 1 週間設定する。 ・学んだことを生活にいかし改善

・机上に取組を貼る。 につなげていく。

（４）評価

・姿勢について関心をもち，進んで学習に取り組もうとすることができたか。【関】

・なぜ正しい座り方をすることが大切なのかを考えることができたか。【知】

・椅子に座るときの正しい座り方を知ることができたか。【思】

６ 授業を終えて

【成果】

・イラストを活用して児童の実態に即した崩れやすい様々な姿

勢を提示したことで，身近な自分の課題として容易に捉える

ことができた。

・「なぜ」姿勢が悪いといけないのかという問いを設けたことで，

課題解決に向けての自分の考えが持ちやすくなった。

・よい姿勢であることの将来的な影響を具体的に提示したことで取組への意欲化を図ること

ができた。

・よい姿勢の合言葉「ぐー・ぺったん・ぴん」を設けて定着化を図った。さらに，日常につ

なげるために，合言葉を児童の机上に貼ったことで，常に自分で意識して取り組む姿が見

られた。

・本時の授業を受け，1 週間継続してがんばりカードとして取り組んだことにより，保護者の

協力を得ることにつながった。今後も家庭との連携を図っていきたい。

・姿勢を維持するための筋力やバランス感覚を高めるために，遊びを取り入れたことは効果

的であった。今後も意図的な遊びを計画的に仕組んでいきたい。

・児童の特性を考慮しワークシートの工夫をしたことで，課題に対する自分の考えを持つこ

とができた。

【課題】

・「頭上にコースター」の遊びは，コースターを落とさないこと

に気持ちが集中し肩に不要な力が入ってしまった。姿勢保持の

意図からは離れた遊びとなってしまった。一考を要する。

・本時の授業は姿勢保持へのきっかけとはなった

が，個の実態に応じた日々の継続的な取組がと

ても大切である。姿勢保持を意識する気持ちを

受け止めながら認め励まし，これからも継続的

・意図的に機をとらえて指導を続けていきたい。
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ひばり学級（第２学年）自立活動（健康の保持）学習指導案

指導者 T₁ 坂本茂美 T₂ 小林真弓

学習者 児童３名

１ 単元名 かぜを予防しよう

２ 本時の目標

・かぜの予防について，興味をもって話を聞き，手洗いの実践をすることができる。

（関心・意欲・態度）

・かぜのもとを体に入れないために，どうすればよいか考えることができる。（思考・判断）

・正しい手洗いの仕方を知ることができる。（知識・理解）

３ 本時の授業について

ひばり学級の児童は，教えられたことを素直に受け止め，日常の学校生活の中で継続し

て行う。かぜ予防のためのうがい・手洗いも，休み時間や体育の後，給食の前などに進ん

で行う姿が見られる。しかし，教師に言われたからする(言われないと忘れる)，簡単に短

時間に済ませる(水が冷たくなってからは特に)様子が見て取れる。本時の授業をきっかけ

に，かぜの予防と手洗いとの関係を意識でき，ていねいな手洗いを心掛けられるようにし

たい。

４ 校内研究とのかかわり

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

○児童が自分の生活をふり返り，これまでの学びや経験を思い起こすことができるように発

問や掲示を工夫する。

○特別支援の児童に取り組みやすいように，手洗い実践に焦点化する。

○手洗いチェッカーで洗い残しを確かめることで，正しい手洗いが大切なことを印象づける。

○軽快な歌とともに手洗いを実践することで，今後の生活につなげる。

５ 本時の学習

（１）日時 令和元年１２月１３日（金）５校時（13:30～14:15）※約３０分を予定

（２）場所 ひばり２組教室・ひばり１組教室と前の流し

（３）本時の学習

過

程

学習活動と内容・予想される児童の

反応

指導上の留意点 備考

つ

か

む

１．本時の課題をつかむ。

・かぜをひくとどうなるか思い起こ

す。

・教師の経験談や児童の想起か

ら，かぜをひいたときの嫌な

気分を思い起こさせる。

・かぜをひいたときの症状を絵

カードで提示し，想起を手助

けする。

かぜの症状絵

カード

追

求

す

る

２．どうしてかぜをひくのかを知り，

かぜをひかない方法を考える。

・かぜのもとが，体に入ることでか

ぜをひく。

・「かぜのもと」という大まか

な表現でウイルスや細菌を

捉えさせる。

・手についた「かぜのもと」が

かぜのもと提

示カード

かぜをひかないで 元気にすごそう
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・

ふ

か

め

る

・かぜのもとを入れないために，手

洗いが大切である。

３．手の洗い残しに気づかせること

で，ていねいな手洗いへの意識を

高める。

・いつも通りの手洗いをした後の洗

い残しを手洗いチェッカーで調べ

る。

４．正しい手洗いの仕方を知り，実

践する。

・「手洗いの歌」の洗い方を確かめな

がら，一緒に手洗いをする。

体に入ることだけを押さえ，

手洗いの必要に焦点化させ

る。

・クリームを汚れとして手に塗

らせ，手洗いをさせる。

・チェッカーの注意事項を伝

え，手の洗い残しを一緒に確

認する。

・きちんと手洗いするために，

「あわあわ手洗いの歌」を提

示する。

・教室で，歌詞と合わせて洗い

方のポイントを確かめる。

・流しで歌いながら手洗いをし

た後，再度チェッカーで洗い

残しを確認する。

クリーム

チェッカー

※流しへ移動

して手洗い

※ひばり１教

室での学習

「 手 洗 い の

歌」の拡大

※流しへ移動

して手洗い

チェッカー

ま

と

め

る

５．かぜをひかないで元気に過ごす

にはどうするか，発表する。

・正しい手洗いで，かぜのもとを体

に入れないこと。

・いつ手洗いをすればよいかを確認

する。

・一人ずつ発言させ，本時の課

題がつかめているか確かめ

る。

・手洗いをいつするかについて

も，確認し，今後の声かけに

つなげる。

※ひばり２教

室へ戻る

「いつ」カー

ド

（４）評価

・かぜの予防について興味をもって話を聞き，手洗い実践をすることができたか。（関・意）

・かぜのもとを体に入れないために，どうすればよいか考えることができたか。（思・判）

・正しい手洗いの仕方を知ることができたか。（知・理）

６ 授業を終えて

【成果】

・体験活動を中心に仕組むことで，特別支援の児童に生き生きと学習に向かわせることがで

きた。

・手洗いチェッカーの使用により，汚れの洗い残しに意識を向けることができた。

・座って話を聞く教室と，手洗いチェッカーや手洗いを体験する教室。この２つの教室を行

き来することで，気持ちや行動の切り替えがスムーズにできた。

・授業後も「手洗いの歌」を歌いながら丁寧に手洗いをすることができている。

【課題】

・手洗いチェッカーの体験が楽しくて，かぜ予防のために手洗いをするという目的意識が弱

くなった。

・かぜの予防方法として，本時では手洗い指導に焦点化した。さらに，うがいやマスクの着

用，規則正しい生活などの必要性も，今後指導していく必要がある。

・かぜの原因を「かぜのもと」という簡易な言葉で伝えたが，交流学級の授業では「バイ菌・

細菌・ウイルス」という言葉で伝えていた。統一するか学年・学級対応でよいか検討する

必要がある。
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学 校 保 健 全 体 計 画
甲府市立湯田小学校

学校教育目標

公教育の自覚

・日本国憲法（根本基準） 『やさしく かしこく たくましく』 教師・家庭・地域の実態

・教育基本法（教育理念） ～ふるさと湯田を愛する子どもの育成～ 教育に対する家庭・地域の願い

・学校教育法（教育の目的・目標）

・学校保健安全法

目指す子どもの姿

・学習指導要領（領域・時数） ○友達を大切にする子〈豊かな感性・相互尊重〉

・県，市教育委員会（指導方針） ○自らすすんで学ぶ子〈学び合い・高め合い〉

○明るく元気にがんばる子〈行動力・健康安全〉

学校保健の目標

一人ひとりが心身の発達や健康状態等を理解し，健康の保持増進に努め，生涯を

通じて心身の健康課題に適切に対処できるように自己管理能力の育成を図る

目標を達成するためのポイント

①健康課題の明確化 ②健康教育の推進 ③健康管理の充実

④早期対応と家庭・関係機関との連携 ⑤学校保健委員会の活性化

【保健管理】 【保健教育】 【組織活動】

保健活動 保健学習 校内における活動

児童の健康状態を把握・分析し，必要な 健康に関する基礎的・基本的な事項を理解 児童保健委員会

支援・配慮を実施する し，思考力・判断力を高め，行動を選択・ 生徒指導校内委員会

＊健康診断（事前・事後措置を含む） 決定する力を育てる 特別支援教育校内委員会

＊保健調査 ＊体育科保健領域 保護者・地域・関係

＊日常の健康観察 ３・４年 ①毎日の生活と健康 機関との連携

＊健康相談 ②育ちゆく体と私 学校保健委員会

＊発育測定（身長・体重） ５・６年 ①心の健康 学校ＨＰ

＊救急処置 ②けがの防止 中学校区

＊感染症・疾病予防 ③病気の予防 自立支援カウンセラー

＊保健室利用状況 ＊関連教科 要請訪問スクールカウンセラー

理科・家庭科・生活科 等 巡回相談

児童相談所

環境整備 保健指導 こころの発達総合支援センター

児童の健康を守り，学習意欲の向上を図 直面する健康課題を中心に取り上げ，日常

るため，環境衛生管理に努める 生活に実際に活かしていく力をつける

＊環境衛生管理 ＊学級活動における保健指導

教室環境（机・いすの調整， ＊学校行事における保健指導

照度・換気・黒板など）の管理 ＊児童会活動での保健指導

手洗い場・トイレの衛生管理 ＊日常の学校生活のなかでの保健指導

給食の衛生管理 ＊健康課題をもつ児童への個別指導

救急医薬品の適正管理 ①児童が罹患しやすい病気の予防

＊環境美化 ②健康に関する基本的生活習慣の確立

日常の清掃活動 ③身近な環境と健康との関連

定期的な校内清掃・整備

清掃用具の点検



スポーツテスト 修学旅行・遠足

救急法講習会・給食試食会

机・いすの調整 プール清掃 飲料水水質検査

清掃分担の決定 医薬品点検・補充

救急かばん点検 プール施設の管理

プール水質検査

③毎日の生活と健康

④育ちゆく体とわたし

⑤心の健康

⑥病気の予防〈がん教育〉

②生きものをそだてよう

④健康なくらしとまちづくり

③チョウを育てよう ③こん虫を調べよう

④動物のからだのつくりと運動

⑤魚のたんじょう

⑥地球と私たちのくらし ⑥動物のからだのはたらき ⑥生き物のくらしと環境

⑤わたしと家族と生活 ⑤かたづけよう身の回り

⑥わたしの生活時間 ⑥クリーン大作戦

○年間活動計画確認

常時活動

保健目標 自分の体の様子を知ろう 歯を大切にしよう

月
項目

4 5 6

縦割り活動（月１回 昼休み）

保
健
管
理

心身・生活

健康観察・健康相談

感染症の早期発見・集団発生の防止

保健調査
家庭環境調査
定期健康診断の計画・実施
救急体制の確認

健康配慮児童の把握
遠足・修学旅行に関わる
健康管理
日本スポーツ振興センター加入

水泳時の救急体制
と健康管理
林間学校に関わる
健康管理

環境

清掃用具の点検・補充

学校保健関連行事

定期健康診断
【児童】発育測定・視力検査・尿検査・聴力検査
心電図検査・内科検診（結核健診を含む）・眼科検診
耳鼻科検診・歯科検診
【教職員】一般健診・結核検診・胃検診

体重測定
運動器検診
プール開き
林間学校

保
健
教
育

保
健
学
習

保健学習

○内数字：学年

関連
教科
等

○内数字：
学年

生徒指導・特別支援教育校内委員会

学級活動

①②はの王さまをきちんと
みがこう

③④よくかんでたべよう
⑤⑥歯肉の病気とけが

①②トイレのつかい方
③④うんちで健康チェック
⑤⑥トイレの神様

①②もうすぐプール開き
③④熱中症に注意
⑤⑥チャレンジ！ノ―メディアデ―

組
織
活
動

児童保健委員会

学校保健委員会

健康診断の受け方
保健室の利用
学校で予防すべき感染症
トイレの使い方（１年）
掃除のしかた

健康診断の受け方
遠足・修学旅行における
健康安全
日本スポーツ振興センター

水泳時のこころえ
梅雨時の健康安全
林間学校における
健康安全

学 校 保 健 計 画

（要請訪問カウンセラー・巡回相談等，必要時には活用）

生活

社会

理科

家庭

（石けん・トイレットペーパーの点検補充 水飲み場の点検）

校内組織

保
健
指
導

個別・日常指導
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保健目標

月
項目

保
健
管
理

心身・生活

環境

学校保健関連行事

保
健
教
育

保
健
学
習

保健学習

○内数字：学年

関連
教科
等

○内数字：
学年

学級活動

組
織
活
動

児童保健委員会

学校保健委員会

生活

社会

理科

家庭

校内組織

保
健
指
導

個別・日常指導

定期健康診断統計 夏休み健康調査

健康カード発行 成長の様子の把握

受診勧奨の徹底

医薬品定期点検 飲料水水質検査 医薬品点検・補充

備品整理 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ検査 照度検査

救急かばん点検

暖房中の環境管理（室温・湿度・換気）

⑤心の健康

⑥病気の予防〈がん教育〉

②生きもののことをつたえよう

③店で働く人と仕事（買い物）

④健康なくらしとまちづくり

⑤魚のたんじょう

⑥生き物のくらしと環境

⑤食べて元気に

⑥暑い季節を快適に ⑥くふうしようおいしい食事

＊かぜ予防ポスター

夏を健康に過ごそう 姿勢を正しくしよう
生活リズムを
整えよう

目を大切にしよう

7 8・9 10 11

かぜ等の罹患状況
の把握
健康観察の強化

遠足・
陸上記録測定会に
おける健康管理
就学時健康診断の
計画・実施

学年懇談会
美化活動
（ワックスがけ）

身長・体重測定
運動会
ＰＴＡ愛校作業

遠足
陸上記録測定会
陸上記録測定会
事前健康相談
就学時健康診断

体重測定
色覚検査（希望者）

○校庭の整備
（落ち葉）

①②よいしせい
③④せなかをピン
⑤⑥姿勢を正そう

遠足・
陸上記録測定会
における健康安全

○常時活動の反省・
花壇の整備

①②早ね・早おき・
朝ごはん

③④生活リズムを
整えよう

⑤⑥生活習慣病
〈がん教育〉

定期健康診断の結果
（学年懇談時）

熱中症の予防
夏休みの健康生活

けがの防止
運動会に向けての
健康安全

＊目を大切にする
生活クイズ

生活習慣

○運動会にむけて
健康カレンダーの
作成

①②いろいろな
のみもの

③④たばこについて
〈がん教育〉

⑤⑥薬物乱用防止

①②目のやくわり
③④目のふしぎ
⑤⑥目の病気

かぜ・
インフルエンザ予防
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保健目標

月
項目

保
健
管
理

心身・生活

環境

学校保健関連行事

保
健
教
育

保
健
学
習

保健学習

○内数字：学年

関連
教科
等

○内数字：
学年

学級活動

組
織
活
動

児童保健委員会

学校保健委員会

生活

社会

理科

家庭

校内組織

保
健
指
導

個別・日常指導

学校保健のまとめ

健康カード発行 冬休み健康調査 健康カード発行

成長の様子の把握

医薬品定期点検 飲料水水質検査 医薬品点検・補充 医薬品定期点検

備品整理

暖房中の環境管理（室温・湿度・換気）

③毎日の生活と健康

④育ちゆく体とわたし

⑤けがの防止

⑥病気の予防〈がん教育〉

②あしたへジャンプ ②あしたへジャンプ ②あしたへジャンプ

④生き物の１年をふり返って

⑤人のたんじょう

⑥地球に生きる

⑤食べて元気に ⑤寒い季節を快適に ⑤家族とほっとタイム

⑥くふうしようおいしい食事 ⑥共に生きる生活

○年間の反省 ＊清掃用具点検

＊窓あけ点検

身長・体重測定

1 2 3

寒さに負けない
体をつくろう

冬を健康に過ごそう
心と体の健康に
ついて考えよう

・耳を大切にしよう
・健康生活の反省

12

学年懇談会
新入学児保護者
説明会

美化活動

次年度学校保健計画の作成

次年度健康診断実施計画の作成

個別懇談

①②耳のはたらき
③④音の伝達
⑤⑥耳の病気の予防

①②誕生の様子を
知ろう

③④二次性徴に
ついて知ろう

⑤⑥心と体の発達

①②ふゆやすみの
過ごし方

③④上手な冬の
過ごし方

⑤⑥冬のけがや
病気に注意

学校保健委員会 学校保健のまとめ
（学年懇談時）

＊かぜ予防放送

甲府市立湯田小学校

冬休みの健康生活 冬の健康 心の健康 健康生活の反省

①②てあらい・うがいを
しよう

③④せきエチケット
⑤⑥インフルエンザの

予防
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第２学年１組 学級活動（保健指導）学習指導案

指導者 養護教諭 大山陽子

１ 題材名 しせいをただしくしよう

２ 本時の目標 背骨の働きを知り，よい姿勢のポイントを理解し，よい姿勢をとることがで

きる。

３ 本時の授業について

授業中の児童の様子を見ていると,書いている時の姿勢が悪かったり,足が床についていな

い児童がみられた。姿勢を正しくすることは,担任より常時声かけがあり,注意されると直る

が正しい姿勢の維持が難しい。そこで，本時では，背骨の働きを知り，よい姿勢のポイント

を理解することでよい姿勢をとることを意識できるようにすることをねらう。

４ 校内研究とのかかわり

５ 本時の学習

（１）日時 令和元年１１月１５日（金曜日） ２校時（９：３５～１０：２０）

（２）場所 ２年１組教室

（３）本時の学習

学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

つ

か

む

１ 背骨について知る。

●背骨のかたち

・背骨の模型を見せる。

・自分の背骨に触ってみる。

・背骨の形の正常と異常を知る。

・小さい骨が積み重なってい

る。

・背中の中央にある太い骨

紙 粘 土 の

背 骨 の 模

型

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

〇課題設定の工夫

普段の自分の姿勢を振り返ることで，正しい姿勢にするためにはどうしたらよいかに

ついて考えられるようにする。

〇学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫

背骨について知るために，自分の背骨に触れたり，紙粘土で作った背骨模型やペンダ

ントを使ったりすることで，聞くだけでなく，体験を通して学習の流れをとらえられる

ようにする。

〇学びを振り返り次の学習につなげるための工夫

背骨の働きを知り，よい姿勢のポイントを理解することで，毎日の生活の中でもよい

姿勢をとることができるようにする。
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●背骨の働きを知る。

・からだをささえる。

・からだをうごかす。

・しんけいをまもる。

・背骨が大切な働きをしている

ことをおさえる。

２ 自分の普段の姿勢をふりかえる。

・足を前に出してすわっている。

・背中を丸くしている。

・イスにななめにすわっている。

・ほおずえや片ひざをついている。

・悪い姿勢になっていなかった

か，具体例をあげて思い出させ

る。

追

求

す

る

ふ

か

め

る

３ 姿勢が悪いとどうなるか知る。

●体への影響

・背骨が曲がる。

・内ぞうのはたらきが悪くなる。

・身長がのびにくい。

・歯並びが悪くなる。

●学習への影響

・視力低下

・肩こり，腰の痛み

・集中力が低下する

・けがの危険

４ すわった時のよい姿勢のポイントと

を知り，正しい姿勢ですわる。

●ポイント３つ

・「ぺったん」：両足とも床につける。

・「ぴん」：背中はぴんとする。

・「ぐう」：おなかと背中にぐう１つずつ

●ペンダントで確認してみる。

５ 立った時の姿勢のポイントを知る。

・あごを引いて，耳・肩・ひじ・かかと

が一直線になる。

・胸を開いて，手は体に沿わせる。

・となりの人とペアになり，できている

か，交代で見合う。

・姿勢が悪いと体に悪い影響を

及ぼすことがあることを伝え

る。

・体だけではなく，学習へも悪

い影響を及ぼすことがあるこ

とを伝える。

・実際にやってみて，自分の姿

勢を確認する。

・正しい姿勢をしていれば，ペ

ンダントは，おなかについて

いる。正しい姿勢でないと，

ペンダントはおなかから離

れることを伝える。

・ペンダントのリングがおなか

についているかも確認する。

内 臓 の 形

の フ ェ ル

ト が 添 付

さ れ て い

る T シャ

ツ を 着 て

見せる。

ペ ン ダ ン

トを

配る。
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（４）評価

・背骨の働きを理解できたか。

・よい姿勢をとるポイントを理解し，よい姿勢をとることができたか。

６ 授業を終えて

〔成果〕

・わかりやすい教具を用いて，視覚的に興味を持たせることができた。

・背骨について知るために，自分の背骨に触れたり，紙粘土で作った背骨模型やペンダントを

使って活動することで，聞くだけでなく，体験を通しての学びが得られた。

・「姿勢が悪いと内臓の働きが悪くなる」ということを説明するのに，内臓の形のフェルトが添

付されている T シャツを着て見せたことで，低学年にもわかりやすかった。

・児童がお互いに正しい姿勢を見合う場面では，「手の先をもう少しピンとのばしたほうがいい

よ。」など声を掛け合っている姿が見られた。

・ワークシートにも「せすじをのばして，勉強をがんばりたい」と書いた児童が多かった。

〔課題〕

・姿勢を正しくすることは理解していて，注意を受けたときは正しくするが，継続することが

難しい。授業の合間に，繰り返し声かけをし，気づかせていくことが大切である。

まと

める

６ すわってできる，「せすじすっきり体

操」をする。

７ 学習のまとめをする。

・学習感想を書き，発表する。

・休み時間などにやるとすっき

りすることを伝える。

・ワークシートに今日の授業の

ふりかえりをする。

ワ ー ク シ

ート

ペンダントがおなかについていると良い姿勢

です。自分の姿勢はどうか，試しています。
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１～６学年 学級活動（保健指導）学習指導案

指導者 養護教諭 大山陽子

１ 題材名 みがき残しのない歯みがきの仕方を身に付けよう。

２ 本時の目標

歯の染め出しをして，みがけていないところを確認し，みがき残しのない歯みがきの仕方を身に

付けることができる。

３ 本時の授業について

給食後の歯みがきは，歯みがきの音楽 CDをかけて音楽に合わせて学級ごとに取り組んでいる。し

かし，力が入ってしまっていたり，みがき方に順番がなく，あちこちみがいていてみがき残しがあ

ったりするような児童の姿がみられた。そこで，本時では，染め出し液を用いて，歯のみがけてい

ない部分を視覚的に確認し，みがき残しのない歯みがきの仕方を身に付けることをねらう。

４ 校内研究とのかかわり

５ 本時の学習

（１）日時・対象学年・場所

４５分間（始めの１５分を栄養士からの食指導・残りの３０分養護教諭による歯みがき指導）

令和元年 ６月１７日（月） ３校時：３年 ４校時：２年

６月２０日（木） ３校時：１年 ４校時：４年

６月２４日（月） １校時：５年 ２校時：６年 場所：各学級

（２）準備品

① 各自
★子供たちへ持ち物の連絡をお願いします★

ハブラシ・赤鉛筆・鉛筆・消しゴム・タオル（首にまく）・洗たくバサミ（首の

タオルをとめる）・コップ（事前にうがい用の水を各自くんで机上においておく）

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

〇課題設定の工夫

歯みがきの必要性，みがきかたのポイントを理解することで，自分の普段の歯みがきにつ

いて考えられるようにする。

〇学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫

歯の染め出し液を用いて，自分の歯を染め出すことで，みがき残している部分を視覚的に

確認できるようにする。

〇学びを振り返り次の学習につなげるための工夫

みがき残しの部分に歯ブラシがしっかり当たるようなみがき方で歯みがきができるよう

にすることで，毎日の歯みがきに生かせるようにする。
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②保健室から学級へ

・２リットルのペットボトル（２本）・・・水の継ぎ足し用

・バケツ（２）・・・うがい水排水用

・染めだし用綿棒・染めだし綿棒回収用ビニール袋・大型歯科模型・大型綿棒・板書掲示

・ワークシート・手鏡・紙コップ（うがい水排水用）・せんたくばさみとタオルの予備

（３）本時の学習 ＊使用物品の確認，ワークシートの配付は，授業前に行う。

過程 学習活動と内容・予想される児童の反応 指導上の留意点 備考

つかむ 1 歯みがきの必要性について考える。

・１，２年 歯の王様をみがこう。

・・３，４年 歯の形に合ったみがき方を

見つけよう。

・５，６年 歯肉炎の改善をしよう。

・１，２年は、むし歯になりやすい

６才臼歯（歯の王様）に注意して歯

みがきをする必要性があることを

伝える。

・３，４年は，乳歯から永久歯に生

えかわる時期であり，特に注意して

歯みがきをする必要性があること

を伝える。

・５，６年は，歯肉炎の改善は歯み

がきでできることを伝える。

追 及 す

る

２ 歯みがきのポイントを知る。 ・板書及び模型を使用し，はみがき

のポイントについて伝える。

・みがく順序を確認する。

板書・模型

ふ か め

る

３ 染め出しの仕方を説明し，実施する。

・タオルを首にかける。

・綿棒についた歯の染め出し液を歯にぬ

る。

・ぬり終わったら，口の中を１回水でゆ

すぐ。

４ 染め出しの結果をワークシートに記

入する。

・鏡を見ながら赤く染まっているところ

を確認し，ワークシートに記入する。

５ 歯みがきの実際

・鏡を見ながら，みがく順序を確認しな

がら，みがく。

・使用物品の確認をし，綿棒を使い，

鏡を見ながら歯の隅々まで染め出

し液を塗る。

・机間巡視しながら、綿棒を回収す

る。

・赤くなったところは，みがい残し

であることを伝える。

・鏡を見ながら，赤く染まったとこ

ろを中心に歯みがきをする。

使用物品

ワークシー

ト

まとめ ６ 学習のまとめをし，学習感想を書く。 ・赤く染まったところは，みがき残

しがあったところなので，ハブラシ

をしっかりあてて，ゆっくり丁寧に

みがくように伝える。
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（４）評価

・歯の染め出しをして，みがけていないところを確認し，みがき残しのない歯みがきの仕方を身に付

けることができたか。

６ 授業を終えて

[成果]

・歯の模型を使いながらみがき方を説明したので，わかりやすく，児童の学ぶ意欲が高まった。

・朝，歯みがきをしたので，みがき残しはないであろうという児童の予想に反して，思った以上にみ

がけていないことに驚き，１本１本ていねいにみがくことが大切であるという思いを強く持たせるこ

とができた。

・普段は使わないが，卓上式の鏡を用いることで，自分の歯の状態をしっかり確認することができた。

[課題]

・歯みがき指導は，毎日の積み重ねが大切であるがマンネリ化しがちである。教師の声かけや歯の染

め出しを定期的に実施し，意識を維持させていくことも必要ではないかと考える。

鏡を見ながら慎重に，歯の染め出し液を

綿棒で歯につけています。
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１～６学年 発育測定時 保健指導 学習指導案

指導者 養護教諭 大山陽子

１ 題材名・本時の目標・校内研とのかかわり

回数 日時

●題材名

◆本時の目標

校内研とのかかわり

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

〇課題設定の工夫

第１回

発育測定

4/10（木）

4～6年

4/11（金）

1～3年

●正しいトイレの使い方

を身に付けよう。

◆正しいトイレの使い方

を身に付けることがで

きる。

正しいトイレの使い方をするためにはどうしたら

よいかについて考えられるようにする。

第２回

体重測定

5/29（水）

1～3年

5/30（木）

4～6年

●熱中症を予防しよう。

◆熱中症予防を身に付

け，実践することができ

る。

熱中症がどうしておこるのかを知ることで，熱中症

にならないようにするためにはどうしたらよいか

について考えられるようにする。

第３回

発育測定

9/2（月）

4～6年

9/3（火）

1～3年

●早ね・早おき・朝ごは

んで生活リズムを整えよ

う。

◆規則正しい生活リズム

を整えることができる。

自分の生活を振り返ることで，生活リズムを整える

ためにどうしたらよいかについて考えられるよう

にする。

第４回

体重測定

10/31

（水）

1～3年

11/1（木）

4～6年

●姿勢を正しくしよう。

◆よい姿勢のポイントを

理解し，よい姿勢をとる

ことができる。

よい姿勢のポイントを理解することで，正しい姿勢

を保持できるようにする。

第５回

発育測定

1/10（金）

1～3年

1/14（火）

4～6年

●テレビやゲームの時間

を気にしよう。

◆テレビやゲームの時間

を長い時間しないように

気を付けることができ

る。

自分の一日のテレビやゲームの時間を振り返り，自

分の経験をもとにメディアによる心身の影響につ

いて考えられるようにする。

２ 本時の指導について

本校では，年間３回の発育測定と２回の体重測定の時間が設けられている。１学級２０分間という

短時間ではあるが,その半分の時間を有効に使って,保健室において養護教諭が保健指導を行った。低学

年・高学年ともに内容は同じであるが,発達段階に応じてわかりやすい内容になるように工夫して行った。
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３ 校内研とのかかわり

４ 本時の学習

題材名 学習活動と内容 指導上の留意点

第

１

回

正しいトイレの使

い方を身に付けよ

う。

・トイレの種類

・トイレットペーパーの使い方

・失敗してしまった時の対応

・水の流し方

トイレを安心して気持ちよく使え

るように一人ひとりが正しく使い,

清潔で気持ちの良いトイレにして

いくことを伝える。

第

２

回

熱中症を予防しよ

う。

・熱中症ってなに？

・熱中症になりやすい人

・運動中の注意

・熱中症の予防

熱中症は屋内でも起こること，ま

た，暑い中で運動をする時は,運動

前後だけでなく，運動中の水分補給

を忘れないように伝える。

第

３

回

早ね・早おき・朝

ごはんで生活リズ

ムを整えよう。

・朝ごはんの働き

・睡眠の働き

・すっきり目覚めるためには

自分の生活リズムを見直して，でき

るところから改善していくように

伝える。

第

４

回

姿勢を正しくしよ

う。

・背骨の働き

・悪い姿勢の体への影響

・良い姿勢のために

姿勢が悪いと,体に悪い影響を及ぼ

すことを伝え，背筋をピンと伸びた

正しい姿勢で生活していくように

させる。

第

５

回

テレビやゲームの

時間を気にしよ

う。

・メディア中毒

・メディアによる心身の影響

・テレビ，ゲームのマナー

メディア中毒にならないように，メ

ディアの心身への影響ついて知り，

マナーを守って活用できるように

させる。

５ 評価

第１回 正しいトイレの使い方を身に付けることができたか。

第２回 熱中症予防を身に付け，実践することができたか。

第３回 規則正しい生活リズムを整えることができたか。

第４回 よい姿勢のポイントを理解し，よい姿勢をとることができたか。

第５回 テレビやゲームの時間を長い時間しないように気をつけることができたか。

「主体的・対話的な学びの姿」を実現するために

〇学習に粘り強く取り組めるようにするための工夫

パワーポイントや掲示資料を使って,視覚的にも学べるようにする。

〇学びを振り返り次の学習につなげるための工夫

保健だよりの中に，指導内容を掲載することで担任による学級指導で再確認し，保護者にも

見ていただくことで，家庭の協力も得ることができるようにする。
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６ 指導を終えて

〔成果〕

・短時間ではあったが，時期にあった内容で保健指導することで，児童に健康で過ごすために大切な

ことを伝えることができた。

・保健室から見えた児童の様子もあわせて話すことで，より実態に即した指導をすることができた。

・養護教諭の指導後，保健だよりを活用し，担任に再度，重ねて指導していただいたので，効果的だ

った。

〔課題〕

・ワークシート等，ふりかえりをする時間がとれなかったので，内容の定着具合や児童の思いを知る

機会がなかった。

熱中症予防について

テレビやゲームの時間を気にしよう姿勢を正しくしよう（高学年）

姿勢を正しくしよう（低学年）
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児童保健委員会活動

養護教諭 大山陽子

１ 児童保健委員会活動

本校の委員会活動は，４～６年生が所属し，４年生

で所属した委員会に３年間所属する。今年の保健委員

会は，４年生５名，５年生４名，６年生２名の１１名

の構成メンバーで活動した。

教育課程の委員会活動は，今年は年間３回しかない

が，本委員会は常時活動が多いので，月曜日・火曜日

は５年生，水曜日は６年生，木曜日・金曜日は４年生

と曜日当番を決めて取り組みを行った。

２ 年間活動計画・活動内容

〔活動目標〕自分の仕事を忘れずにやり，全校のみんなが健康でいられるようにがんばろう。

〔活動計画〕

学期 活動内容

１学期 ・トイレットペーパーと石けんの補充 ・歯を大切にしよう（ポスター作成）

・花だんの水やり，草取り ・ハブラシ点検

・そうじ用具の整とんの呼びかけ

２学期 ・けがの予防の呼びかけ

・熱中症予防の呼びかけ

・運動会カウントダウンカレンダーの作成

３学期 ・まどあけ点検

・かぜやインフルエンザ予防の呼びかけ

・花のイラスト募集

歯を大切にしよう ポスター作成

かぜ・インフルエンザ予防の放送



- 56 -

３ 各自の委員会記録ノートより，一年間の活動の感想（児童）

・花の水やりは朝で大変だったけど，わすれずにできてよかった。

・運動会のカレンダーを作ってみて，クラスのみんなで毎日めくったり，あと何日で本番かも

わかって楽しかったです。

・仕事は，たまにロング休みとかがつぶれたり，朝寒かったりして大変だったけど，一年間し

っかりできてよかったです。

・歯を大切にしようのポスター作りが楽しかったです。

・自分の当番を忘れていた時，同じクラスの友達が声をかけてくれたので忘れずにできました。

・4 年生からやって最初はなれなくて，忘れることも時々あったが，今は忘れることなく仕事

に責任をもってやっています。

・来年は 6 年生なので，仕事を忘れないでしっかりしたいと思いました。

４ 活動を終えて

〔成果〕・本校の保健委員会活動には，栽培委員会・整美委員会の活動も含まれているため，多岐

に渡っての活動があるが，児童は協力して，一生懸命活動している様子が見られた。

・貴重な休み時間を使っての活動が多かったが，文句も言わず，全校のみんなのために活

動をしていた。

・常時活動の時には，上級生が下級生に仕事を教える場面が多くあった。話し合いの時に

は，先頭に立って話し合いを進めてくれたり，意見をまとめたりと活躍が見られた。

〔課題〕・同じ委員会に３年間所属することになっているので，児童は仕事内容を覚えて円滑に回

ることができるという反面，新しいことを導入しようとする事に対してやや後ろ向きの

ところがみられた児童もいた。

各自の委員会記録ノート

石けん・トイレットペーパーの補充
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さわやかチェックの取組

養護教諭 大山陽子

１ 目的

子供たちの望ましい生活習慣に関する関心や意欲を高め，その改善と定着をさせるため，

チェック表を用いて点検を行い，生活習慣の見直しをさせる。

２ チェックをする日

月に２回。全校一斉の日をあらかじめ設定しておく。

３ チェック項目

◆「寝る時刻」，「起きる時刻」，「テレビ・ゲーム」の時間の自分の目標を立てる。

◆清潔 ・朝，顔を洗ってきましたか？

・朝，歯をみがいてきましたか？

・ハンカチ，ティッシュがポケットに入っていますか？

・手足のつめは，切ってありますか？

◆早寝 ・昨日の夜，１０時までに寝ましたか？

◆早起き ・今日の朝，７時までに起きましたか？

◆朝ごはん ・朝ごはんを食べましたか？

◆昨日の夜，テレビ・ゲームの時間は守れましたか？

４ チェック方法

① 各自のチェックカードを用意する（毎月一枚） 【養護教諭】

チェックカードに「学年・番号・名前」，「ねる時刻・おきる時刻・テレビ・ゲームの

時間」の目標をたてて記入する。【各自】

② 教室で，各自チェックカードに記入する。できていたら○，できていなかったら×を記

入。

③ 学級で回収し，保健室へ届ける。養護教諭が集計し，担任へ報告する。×のある児童に，

学級担任より個別指導する。必要に応じて，養護教諭からも個別指導する。

④ １か月全部〇だった児童には，ごほうびシールを台紙に貼る。

５ その他

・さわやかチェックについて『保健だより』にて保護者に通知し，家庭の理解と協力も求める。

・月末には，家庭へ持ち帰らせ，保護者にチェックの様子を見せ，コメントを書いてもらう。

・チェック項目等については，学年の発達段階に応じて変更する。

・生活習慣に関する保健だよりを発行するので，担任による学級指導をお願いする。

６ チェックカードのレイアウト

色画用紙にチェック表を貼付する。
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表 裏

７ 保健便りの内容

内容１ 内容２

① さわやかチェックを始めます。 クイズ ポケットにいれておくものは何？

② 朝ごはんは脳と体の目覚まし時計 クイズ 朝ごはんを食べないとどうなるの？

③ おうちの方へ

子供のチェックの様子を見て，子どもへ

一言メッセージ

おうちの方へ

普段の子供の生活で改善が必要だと思われる

ことをご記入ください。

④ １つ，自分の目標を決めましょう。 おうちの方からのメッセージを見て，自分が直

していきたいことを書きましょう。

⑤ 目標のふりかえりをしましょう。 毎日守れた・時々守れた・守れなかった

で反省し，守れるようにがんばろう。

⑥ 楽しい冬休み クイズ 鼻血の手当て，知っていますか？

⑦ 暑さに気をつけよう。 クイズ すりきず・きりきずの手当を選ぼう。

⑧ 運動する前の準備は OK? しっかり睡眠・朝ごはん・準備運動

⑨ 10 月 10 日は，目の愛護デー スマホ・ゲームとの付き合い方

ふしぎな目の錯覚

⑩ トイレの使い方 咳エチケット，うがい・てあらいをしよう

⑪ おうちの方へ

子供のチェックの様子を見て，子供へ

一言メッセージ

おうちの方へ

普段の子供の生活で改善が必要だと思われる

ことをご記入ください。

⑫ 寒さから体を守ろう。 正しい姿勢で座っていますか？

⑬ 気をつけよう，かぜ・インフルエンザ クイズ 手洗いの洗い残しが多いところはど

こでしょう？

⑭ 手洗い，しっかりできていますか？ あわあわてあらいの歌で手洗いしよう。

チェックの日には，A4 半分の大きさの保健便りも合わせて配付し，児童がクイズを解いたり，

○をつけたり，記入したりと参加できる内容に工夫した。

さわやかチェック

（表紙）

年 番 名前

チェック表

（貼付）

ほけんだより

（学級指導後、貼付）
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８ さわやかチェックについての実施後アンケート まとめ

回答者：学級担任 ８名 （ ）内は，人数

◆実施回数（月に２回）：よい（７）

改善が必要（１）→忙しい時に実施するのが大変だった。

無理のないスケジュールでよいと思う。

◆内容：よい（８），改善が必要（０）

◆生活改善に向けた学級での取り組み

・毎朝，朝の健康観察時に，担任がハンカチ・ティッシュ点検をした。（８）

・保健だよりを使って指導した。（６）

・うがい・てあらいについても毎日指導した。

・つめがのびたままの状態の時に指導した。

・時々，つめチェックを行い，のびている子にはつめを切ることを連絡帳に書いた。

・くしゃみ・せきについてもその場で指導した。

・新聞記事で，健康に関するものを紹介し，朝の会に指導した。（早寝早起き，朝ごはんやゲ

ームのやりすぎによる健康被害など）

◆さわやかチェックの取り組みについての感想・意見

・よいと思う。

・準備，事後等大変だったと思いますが，子供たちの意識づけとなり，とても効果的だった。

・とても良かった。子供にもとてもよい習慣づけとなり，改善に役立っていた。

・親にも戻すことで，わが子の生活習慣を見直すよいきっかけになった。

・ごほうびシール（がんばり賞）も励みになっていた。

・子供や保護者の意識を高めるためにとてもよいと思う。

▲意識づけにはなっていると思う。ただ，マンネリ化になりつつあり，×をつけても改善し

ようとする気持ちになれない児童もいる。学校でできることの限界を感じる。あきらめず

に，しつこく指導を続けることも大切だと思う。

▲ありがたいですが，朝学習の時間は（１０分くらい）かかります。朝，何もない時に入る

とありがたい。

▲時間をかけて実施したり，親にコメントをもらったりしているが，子も親も意識が向上し

ているか疑問である。

▲できていない児童は，だいたい固定化されており，その改善が一番の課題である。

▲保健委員会など子どもたちが自主的に声かけや行動に表れるとよい。（健康管理面，生活習

慣向上）

▲マス，字がもう少し大きいと低学年，支援児などはつけやすいと思った。

９ チェックの様子を見た保護者の方のコメント～子どもに向けて～ （一部）

1 年 ・じぶんでつめのながさをかくにんしたりできていて，とてもすごいなあとおもいます。

このちょうしでね！
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・さわやかチェックを意識し，行動できるようになってきました。言われなくても進んで

できるようにしていきたいものです。

・ハンカチは毎日持っていきますが，使ってこないので何日も同じものを入れていったり

します。

学校でちゃんと使ってくれると良いのですが。

2 年 ・せきをする時は，口をおおうことが言い聞かせてもまだ改善できません。テレビも近く

で見てしまったり，自分でも意識して直そう！

・寒くなり，かぜをひきやすい時期になったので，手洗いうがいを丁寧にするように声を

かけています。最近はすすんでできるようになったね。規則正しい生活を身につけてい

こうね。

・できていないところがまえとかわりません。しっかりやるときめたことはまもってくだ

さい。

やらなければいけないことをあとまわしにしないようにしましょう。

3 年 ・ハンカチ，ティッシュの持参は声かけしないと忘れてしまうことがあります。声かけを

忘れてしまう日もあり，自分で習慣として持つようになることが必要だと思います。

・ゲームやテレビに夢中になると，やりすぎてしまい注意することがあります。

・テレビやゲームの時間が長い日もあるので，毎日しっかり約束の時間に終われるように

してほしいです。

４年 ・朝の洗顔，歯みがきがなかなかできません。もう少し，早寝早起きを心がけましょう。

・寝る時間が少し遅いのとゲームの時間がちょっと多いです。

・目標のテレビの時間が２時間とあったので，１時間にするように言いました。

休日には祖父母宅でかなりテレビを見ています。

５年 ・チェックを行う習慣があると定着していくのでいいことだと思います。がんばって！

・テレビの時間を自分で決め，目標をもち守ることを考えてほしいです。

・ゲームとテレビあわせて２時間，守れるようにがんばってね。

６年 ・よくできていると思います。習い事などで生活のリズムが乱れてしまい，早寝早起きが

難しい時もありますが，家族で協力して健康に気をつけて頑張っていこう。

・スマホやタブレットを近くで見ているので，長時間見ないようにしよう。

・自分のことは自分で，しっかりがんばっています。寝る時間がズルズルと遅くなりがち

だから，早寝を頑張りましょう。

１０ チェックを終えて

〔成果〕

・朝の洗顔，歯みがきについては，今までできていなかった児童に個別指導することによって，
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家庭における朝の時間の中に取り入れることができるようになってきた。

・ハンカチ，ティッシュについては，いつでもすぐに使えるようにということで，『ポケットに入

っていますか？』という項目にし，所持の習慣をつけさせた。学級においては，朝の健康観察

の時に担任が毎日確認をしたり，発育測定・体重測定の時にも養護教諭が直接点検をしたり，

折りに触れていろいろな場面で呼びかけを行うことができた。

・手足のつめについても学級において，朝の健康観察の時に担任が確認をしたり，発育測定・体

重測定の時には養護教諭が直接点検をしたりした。

・うわばきは，ほとんどの児童が週末持ち帰り，洗うことができていた。

・早起きについても，ほとんどの児童が朝７時までに起きることができていた。

・朝ごはんの摂取も，ほとんどの児童ができていた。

・担任が学級指導の中で児童に，「自分が守るテレビ・ゲームの時間の目標」を考えさせた。自分

の生活の様子を振り返り，使っている時間を認識させ，長い場合には改善できるように働きか

けた。

・学級の実態に応じて，目標設定の段階で家庭に持ち帰らせ，保護者とともに時間を決めるよう

にした学級もあった。

・保健便りで，各家庭に取り組みへの協力のお願いをしたが，担任の先生方も学年だより等で重

ねて家庭にもお知らせしてくれた学年もあった。

・チェックをするだけではなく，チェック後に担任がチェックの結果を有効に活用して個別指導

してくださるので，児童の改善しようとする意識を高めることができた。

・月末にチェック表を家庭に持ち帰らせて，保護者にチェック内容を見てもらい，児童に対して

コメントをもらう機会をつくったことで，家庭の協力を得ることができた。

〔課題〕

・ハンカチ，ティッシュについては，「お道具箱の中にあります！」と言う児童も見られた。持っ

てきていてもポケットに入れておいて活用できていないので，きちんと使えるようにさせたい。

また，毎日清潔なハンカチを用意するようにさせたい。

・「テレビ・ゲームの時間の目標」を立てさせたが，チェック結果を○にしたいために，目標設定

の時間をだんだん長くしている児童がみられた。本人だけでなく，保護者も巻き込んでの目標

時間設定が必要だと思った。

・家庭の諸事情等はあるかと思うが，「テレビ・ゲームの時間の目標」を校内で統一した目標時間

設定をし，守れるように呼びかけをしたほうが良いと思った。

・目標時間を設定するのに，５～６年生に４時間以上の児童がいないのは，もしかしたら「テレ

ビ・ゲームの時間」としてあるので，タブレットやスマホの使用時間は含まれていないのでは

ないかと学校医よりご指摘いただいた。

・月に２回のさわやかチェック実施であったので，その日以外の日が継続して守れているかどう

かは疑問である。「チェックがなくても，守ろう」という意識を高めるような取り組みをしてい

く必要がある。



1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
5月9日 5月20日 6月11日 6月28日 7月16日 8月29日 9月26日 10月7日 10月29日 11月22日 11月28日 12月11日

90.0% 85.0% 85.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
95.0% 90.0% 95.0% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
90.0% 95.0% 90.0% 100.0% 100.0% 90.0% 100.0% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0%
80.0% 95.0% 100.0% 95.0% 100.0% 90.0% 85.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 95.0%
95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

早ね 85.0% 75.0% 100.0% 85.0% 100.0% 80.0% 90.0% 85.0% 90.0% 85.0% 90.0% 95.0%

早おき 95.0% 95.0% 100.0% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 100.0%
朝ごはん 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

95.0% 95.0% 100.0% 95.0% 100.0% 85.0% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
5月9日 5月20日 6月11日 6月28日 7月16日 8月29日 9月26日 10月7日 10月29日 11月22日 11月28日 12月11日

79.2% 87.5% 83.3% 87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 79.2% 83.3% 87.5% 91.7% 91.7%
95.8% 95.8% 95.8% 95.8% 100.0% 91.7% 91.7% 91.7% 91.7% 91.7% 95.8% 95.8%
83.3% 91.7% 95.8% 91.7% 95.8% 91.7% 91.7% 79.2% 87.5% 91.7% 95.8% 95.8%
95.8% 95.8% 83.3% 87.5% 95.8% 87.5% 83.3% 91.7% 95.8% 91.7% 95.8% 91.7%
83.3% 95.8% 91.7% 91.7% 79.2% 91.7% 87.5% 95.8% 91.7% 95.8% 100.0% 95.8%

早ね 87.5% 83.3% 87.5% 83.3% 83.3% 83.3% 91.7% 79.2% 91.7% 87.5% 91.7% 91.7%

早おき 87.5% 91.7% 100.0% 95.8% 91.7% 91.7% 95.8% 91.7% 95.8% 87.5% 95.8% 91.7%
朝ごはん 95.8% 95.8% 95.8% 91.7% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.8% 100.0%

87.5% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
5月9日 5月20日 6月11日 6月28日 7月16日 8月29日 9月26日 10月7日 10月29日 11月22日 11月28日 12月11日

100.0% 96.3% 100.0% 100.0% 100.0% 96.2% 96.0% 100.0% 100.0% 96.0% 100.0% 100.0%
96.3% 92.6% 96.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
92.6% 92.6% 100.0% 96.2% 100.0% 92.3% 100.0% 96.3% 96.3% 92.3% 96.3% 92.0%
92.6% 100.0% 96.2% 100.0% 96.3% 96.2% 100.0% 96.3% 96.3% 92.3% 100.0% 92.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

早ね 85.2% 77.8% 76.9% 76.9% 81.5% 73.1% 84.0% 77.8% 88.9% 76.9% 92.6% 76.0%

早おき 96.3% 92.6% 100.0% 92.3% 96.3% 88.5% 96.0% 96.3% 100.0% 96.2% 96.3% 96.0%
朝ごはん 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

92.6% 92.6% 96.2% 100.0% 96.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 92.3% 96.3% 100.0%

湯田小保健室
H31 さわやかチェック 集計表

昨日の夜、１～３年生は ９時までに、
４～６年生は１０時までに ねましたか？

今日の朝、７時までにおきましたか？
朝ごはんを食べましたか？

昨日の夜、テレビ・ゲームの時間は守れましたか？

せいけつ

朝、かおをあらってきましたか？
朝、歯をみがいてきましたか？
ハンカチティッシュがポケットに、はいっていますか？
手足のつめは、切ってありますか？
うわばきは、あらってありますか？

昨日の夜、１～３年生は９時まで、
４～６年生は１０時までにねましたか？

今日の朝、７時までにおきましたか？
朝ごはんを食べましたか？

昨日の夜、テレビ・ゲームの時間は守れましたか？

★チェック項目★

３年

せいけつ

朝、かおをあらってきましたか？
朝、歯をみがいてきましたか？
ハンカチティッシュがポケットに、はいっていますか？
手足のつめは、切ってありますか？
うわばきは、あらってありますか？

昨日の夜、１～３年生は ９時までに、
４～６年生は１０時までに ねましたか？

今日の朝、７時までにおきましたか？
朝ごはんを食べましたか？

昨日の夜、テレビ・ゲームの時間は守れましたか？

★チェック項目★

２年

守れた児童の割合
１年

★チェック項目★

せいけつ

朝、かおをあらってきましたか？
朝、歯をみがいてきましたか？
ハンカチティッシュがポケットに、はいっていますか？
手足のつめは、切ってありますか？
うわばきは、あらってありますか？
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1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
5月9日 5月20日 6月11日 6月28日 7月16日 8月29日 9月26日 10月7日 10月29日 11月22日 11月28日 12月11日

85.7% 92.9% 85.7% 89.3% 92.9% 92.9% 92.9% 96.3% 92.9% 89.3% 89.3% 92.9%
82.1% 96.4% 96.4% 92.9% 96.4% 96.4% 96.4% 96.3% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4%
100.0% 92.9% 89.3% 85.7% 82.1% 82.1% 100.0% 100.0% 96.4% 100.0% 85.7% 96.4%
85.7% 96.4% 89.3% 85.7% 96.4% 89.3% 96.4% 96.3% 96.4% 89.3% 85.7% 96.4%
96.4% 96.4% 96.4% 92.9% 92.9% 100.0% 96.4% 100.0% 96.4% 92.9% 92.9% 100.0%

早ね 85.7% 89.3% 89.3% 89.3% 89.3% 85.7% 85.7% 92.6% 82.1% 85.7% 89.3% 89.3%

早おき 96.4% 96.4% 96.4% 92.9% 96.4% 89.3% 92.9% 100.0% 96.4% 92.9% 96.4% 96.4%
朝ごはん 96.4% 100.0% 96.4% 96.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

96.4% 100.0% 100.0% 96.4% 100.0% 96.4% 89.3% 100.0% 100.0% 96.4% 96.4% 100.0%

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
5月9日 5月20日 6月11日 6月28日 7月16日 8月29日 9月26日 10月7日 10月29日 11月22日 11月28日 12月11日

95.2% 95.2% 95.2% 95.2% 95.2% 95.0% 100.0% 95.2% 95.2% 95.2% 95.2% 100.0%
95.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 100.0% 95.2% 95.2% 95.2% 95.2% 100.0%
90.5% 95.2% 95.2% 95.2% 95.2% 90.0% 95.2% 90.5% 85.7% 85.7% 95.2% 90.5%
85.7% 85.7% 81.0% 76.2% 95.2% 95.0% 81.0% 85.7% 95.2% 85.7% 95.2% 90.5%
100.0% 100.0% 90.5% 100.0% 95.2% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 95.2% 100.0% 90.5%

早ね 90.5% 90.5% 90.5% 100.0% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 85.7% 85.7% 85.7% 95.2%

早おき 95.2% 100.0% 100.0% 95.2% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 100.0% 90.5% 100.0% 95.2%
朝ごはん 95.2% 100.0% 95.2% 95.2% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 95.2% 95.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.5% 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% 95.2% 100.0% 95.2%

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
5月9日 5月20日 6月11日 6月28日 7月16日 8月29日 9月26日 10月7日 10月29日 11月22日 11月28日 12月11日

95.5% 100.0% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 95.5% 95.2% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0%
95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
81.8% 72.7% 90.9% 95.5% 86.4% 77.3% 86.4% 85.7% 81.8% 81.8% 90.9% 86.4%
100.0% 86.4% 90.9% 90.9% 90.9% 100.0% 90.9% 95.2% 100.0% 90.9% 95.5% 95.5%
100.0% 90.9% 95.5% 90.9% 95.5% 100.0% 86.4% 95.2% 100.0% 100.0% 95.5% 100.0%

早ね 95.5% 90.9% 90.9% 90.9% 90.9% 86.4% 100.0% 85.7% 100.0% 100.0% 90.9% 86.4%

早おき 95.5% 100.0% 100.0% 95.5% 90.9% 95.5% 100.0% 95.2% 86.4% 90.9% 95.5% 90.9%
朝ごはん 95.5% 95.5% 100.0% 100.0% 90.9% 100.0% 100.0% 95.2% 100.0% 100.0% 100.0% 95.5%

90.9% 95.5% 95.5% 95.5% 90.9% 90.9% 95.5% 90.5% 90.9% 95.5% 95.5% 95.5%

４年

５年

６年

昨日の夜、１～３年生は ９時までに、
４～６年生は１０時までに ねましたか？

昨日の夜、１～３年生は ９時までに、
４～６年生は１０時までに ねましたか？

今日の朝、７時までにおきましたか？
朝ごはんを食べましたか？

昨日の夜、テレビ・ゲームの時間は守れましたか？

今日の朝、７時までにおきましたか？
朝ごはんを食べましたか？

昨日の夜、テレビ・ゲームの時間は守れましたか？

せいけつ

朝、かおをあらってきましたか？
朝、歯をみがいてきましたか？
ハンカチティッシュがポケットに、はいっていますか？
手足のつめは、切ってありますか？
うわばきは、あらってありますか？

★チェック項目★

せいけつ

朝、かおをあらってきましたか？
朝、歯をみがいてきましたか？
ハンカチティッシュがポケットに、はいっていますか？
手足のつめは、切ってありますか？
うわばきは、あらってありますか？

昨日の夜、１～３年生は ９時までに、
４～６年生は１０時までに ねましたか？

今日の朝、７時までにおきましたか？
朝ごはんを食べましたか？

昨日の夜、テレビ・ゲームの時間は守れましたか？

★チェック項目★

せいけつ

朝、かおをあらってきましたか？
朝、歯をみがいてきましたか？
ハンカチティッシュがポケットに、はいっていますか？
手足のつめは、切ってありますか？
うわばきは、あらってありますか？

★チェック項目★
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５・６・７月 ８・９・１０月 １１・１２月 ５・６・７月 ８・９・１０月 １１・１２月

5.0% 5.0% 5.0% 4.2% 0% 4.2%

15.0% 20.0% 20.0% 25.0% 25.0% 16.7%

65.0% 65.0% 60.0% 37.5% 45.8% 58.3%

15.0% 5.0% 10.0% 16.7% 16.7% 16.7%

0% 5.0% 5.0% 4.2% 4.2% 0%

0% 0% 0% 12.5% 8.3% 4.2%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

５・６・７月 ８・９・１０月 １１・１２月 ５・６・７月 ８・９・１０月 １１・１２月

0% 3.7% 3.7% 0% 0% 0%

0% 0% 3.7% 0% 0% 7.1%

44.4% 48.1% 37.0% 39.3% 42.9% 46.4%

40.7% 33.3% 33.3% 50.0% 42.9% 35.7%

7.4% 7.4% 3.7% 3.6% 0% 7.1%

7.4% 3.7% 11.1% 7.1% 10.7% 3.6%

0% 3.7% 7.4% 0% 4% 0%

５・６・７月 ８・９・１０月 １１・１２月 ５・６・７月 ８・９・１０月 １１・１２月

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 4.5% 9.1% 9.1%

72.7% 63.6% 59.1% 50.0% 50.0% 40.9%

18.2% 22.7% 31.8% 18.2% 27.3% 27.3%

0% 0% 0% 27.3% 13.6% 18.2%

0% 0% 0% 0% 0% 4.5%

9.1% 13.6% 9.1% 0% 0% 0%欠席・未記入 欠席・未記入

２時間以上３時間未満 ２時間以上３時間未満

３時間以上４時間未満 ３時間以上４時間未満

４時間以上 ４時間以上

３０分未満 ３０分未満

３０分以上１時間未満 ３０分以上１時間未満

１時間以上２時間未満 １時間以上２時間未満

５年 ６年

３時間以上４時間未満 ３時間以上４時間未満

４時間以上 ４時間以上

欠席・未記入 欠席・未記入

３０分以上１時間未満 ３０分以上１時間未満

１時間以上２時間未満 １時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満 ２時間以上３時間未満

３年 ４年

３０分未満 ３０分未満

４時間以上 ４時間以上

欠席・未記入 欠席・未記入

１時間以上２時間未満 １時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満 ２時間以上３時間未満

３時間以上４時間未満 ３時間以上４時間未満

３０分未満 ３０分未満

３０分以上１時間未満 ３０分以上１時間未満

さわやかチェック テレビ・ゲームの時間の目標（各自が設定したもの）
数字は人数

１年 ２年
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１月１５日（水）に今年度の学校保健委員会が

開催されました。PTA 役員・学校医・学校職員が

参加し，養護教諭から本校の子どもたちの健康の

様子をお知らせしたり，内科校医 高野先生から

御指導・助言をいただいたりしました。

子どもたちの健康の様子

１ 定期健康診断の結果・受診の状況より

◆肥満度

肥満傾向の児童がみられました。日頃から体

重測定をすることを習慣にしていただき，食生

活・運動習慣等に気をつけてください。

◆視力低下

視力低下がみられる児童がいました。本を読

むときの姿勢や明るさ，ゲームやテレビの見方

等について気をつけてください。

◆受診の状況

４月～６月に実施した定期健康診断後に受診

をお勧めする治療カードをお渡ししましたが治

療がまだ済んでいない児童がいます。冬休み前

にも治療カードを再発行しました。放っておか

ずに専門医の治療を受けていただくよう，お願

いいたします。

２ 欠席者数のまとめより

◆４月に２年生がインフルエンザ集団発生のため

学年閉鎖の措置をとりました。

◆欠席理由は，『体調不良』が最も多く，次いで『イ

ンフルエンザ』でした。

３ 保健室来室について

◆４～１２月までの来室内訳を見ると，病気来室

は『体調不良』が最も多く，次いで『発熱』・『頭

養護教諭 大山陽子

痛』でした。体調不良を訴える者の中には，前夜

遅くまで起きていたなどの生活習慣の乱れが原因

と思われるものもありました。けがによる来室は，

『すりきず』が最も多く，次いで『打撲』でした。

４ 生活習慣を見直そう！『さわやかチェック』

の取り組み報告

子供たちの望ましい生活習慣に関する関心や意

欲を高め，その改善と定着を図るため，チェック

表を用いて点検し，生活習慣の見直しをする取り

組みをしました。以前に比べ，結果はだいぶ良く

なってきましたが，時々守れないところがある児

童もいます。特に，『寝る時間』と『テレビ・ゲー

ムの時間』が課題であることがわかってきました。

◆寝る時間の目標

１～３年生 遅くても夜 ９時までに寝る。

４～６年生 遅くても夜１０時までに寝る。

習い事など，御家庭の事情もあるかと思いま

すが，５分でも１０分でも早く寝られるよう

に呼びかけました。

◆テレビ・ゲームの時間

まずは，子供とルールを決めていただくよう

に呼びかけました。

引き続き，学校と家庭が協力して取り組んでい

きたいと思います。

平成３１年度 学校保健委員会の報告

「学校保健委員会」とは，

学校保健の推進及び向上を図るために児

童の生活領域における健康問題について検討

し、専門的立場からの指導をもとに保健教育

及び保健管理の具体的対策を研究協議し，連

絡調整を行う機関である。
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本校は，甲府市学校保健会より今年度と来年度

の２年間，健康増進研究指定校の委嘱を受け，学

校保健活動のさらなる充実のために研究実践を進

めているところです。研究を進める中で，「寝る時

間が遅い」「スマホ・ゲームの時間が長い」など生

活習慣に関わる課題もみられてきました。そこで，

スマホ・ゲームと上手に付き合い，基本的生活習

慣を確立していけるように考える機会として，講

演会を実施しました。

演題：「家庭と学校で育む生活習慣

～スマホ・ゲームの時間～」

講師：小児科医 高野美紀子先生

〔講演内容〕

１ 小児生活習慣病について

何故，肥満を放置してはいけないか？

◆太って見える子の２人に１人は血液検査で異

常あり，子供の軽度肥満や中等度肥満でも，

内臓に負担がかかり，何らかの異常が出てく

ることがある。高度肥満の７割は異常が出て

くると言われている。

◆肥満度３０％以上の人は，８割は脂肪肝を起

こす。

脂肪肝は，脂肪肝炎・肝硬変・肝がんの原因

になると言われている。

◆その他小児肥満の合併症

基本的な運動能力の低下・高血圧・心理的圧

迫・脂質代謝異常・高インスリン血症

◆「成長期だから大丈夫」ではない。肥満度は

増していく傾向にある。自然に改善しにくい

ため，早めの管理や指導が必要。

◆腹囲測定：息を吐かせて，おへその高さで測

り，身長の半分以下なら大丈夫。

養護教諭 大山陽子

体重 １年間で＋５ｋｇ以上，

腹囲 １年間で＋２ｃｍ以上は肥満の兆し

◆食べてしまう環境を変える。

大皿ではなく，１プレートで出す・大盛りに

しない・ゆっくりかんで食べる。

◆大人が気をつけてあげることが大切。

◆小児生活習慣病予防策

〔食事〕

① できるだけ和食中心の食生活にする。

② 朝ごはんをきちんと食べる。

③ ゆっくりよくかんで食べる習慣をつくる。

④ 食べ物は一人分ずつ分け，大皿盛りはやめる。

⑤ キノコや海藻といった低カロリー食材を上手

に利用する。

⑥ テレビ，ゲーム，まんがなどに気をとられな

がらの“ながら食べ”は止める。

⑦ 清涼飲料水は控えめに，スナック菓子，ケー

キ，アイスクリームなど甘いものの取りすぎ

に注意する。

⑧ 夕食はできるだけ早い時間に食べ，夜食はし

ないようにする。

〔運動〕

① なるべく歩く。1 日 1 万歩が目標，１０分で約

１０００歩。

甲府市学校保健会健康増進研究指定校講演会の報告



- 67 -

② なるべく階段を利用する。

③ 散歩，自転車乗り，縄跳び，ラジオ体操，水

泳など，家族全員で楽しく続けられる運動を

する。

④ いきなり激しい運動をしても長続きしない。

家でのお手伝いなど，毎日できることから始

める。

〔生活〕

① 早寝・早起き・睡眠を十分にとる。

② テレビ・ゲーム・スマホなどは，なるべく短

時間にする。

③ 家での掃除や料理，後片付けなどを手伝い，

なるべく身体を動かす。

④ 親子で生活習慣などについて話し合う。

⑤ 体重測定を日課にする。

★大人の生活習慣病への移行を防ぎましょう！

２ 子どもとメディアの問題について

ゲーム障害という病気

ネット依存について

アウトメディア（ノーテレビ），ノースマホに

チャレンジ

◆「子どもとメディア」の問題に対する提言

1. ２歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えまし

ょう。

2. 授乳中，食事中のテレビ・ビデオの視聴は

止めましょう。

3. すべてのメディアへ接触する総時間を制

限することが重要です。1日２時間までを

目安と考えます。テレビゲームは 1 日３０

分までを目安と考えます。

4． 子ども部屋にはテレビ，ビデオ，パソコン

を置かないようにしましょう。

5． 保護者と子どもでメディアを上手に利用す

るルールを作りましょう。

（社団法人 日本小児科医会「子どもとメディ

ア」対策委員会）

◆「ゲーム障害」という病気について

ＷＨО世界保健機関は２０１９年，医療機関で

の診断や治療を必要とするけがや病気などの国

際的なリストである「国際疾病分類」に，「ゲー

ム障害」を新たに加えました。

ＷＨОによると，

（１） ゲームをする時間や頻度を自ら制御で

きない。

（２） ゲームを最優先する。

（３） 問題が起きているのに続ける。

などといった症状が１２か月以上続き，社会

生活に重大な支障が出ている場合にゲーム障

害と診断される可能性がある。ゲーム障害に

なると，朝起きられない，物や人にあたるな

どといった問題が現れるとされる。

病気として診断する根拠が明確になるため，

ＷＨОは治療研究が前進すると期待する。患

者数など正確な統計データも収集でき，各国

や地域ごとの状況把握にも役立つ。

◆脳の働き

〔前頭葉が働いている様子がわかる映像〕

蛍を見る→脳の前頭葉光る（働いている）

文章を書く，読む→脳の前頭葉光る

（働いている）

＊脳が鍛えられる。

スマホを見る→脳の前頭葉光らない

（働いていない）

テレビを見る→脳の前頭葉光らない

（働いていない）

＊電子媒体では，光らない（働いていない）

◆日本小児科学会会長 高橋先生

子どもをしあわせに導く３つのチカラは，
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１ 誰かの気持ちに寄り添える「共感力」

２ あらゆるシーンで自分のことを自分で決め

る「意志決定力」

３ さらに，生まれてきてよかった，自分は自

分でいい，と感じる「自己肯定感」

この３つがあれば，子どもたちはどんな苦境

にも，さまざまな困難にも立ち向かっていけ

るだろうと思います。

◆自己肯定感：愛されていることを感じる。

愛されていることを感じさせるためのポイン

ト

〔やってほしくないこと〕

・他の子どもと比較する。

・行動や人格を否定する。

・命令や一方的に指示をする。

・親の思い通りにしようとする。

・感情にまかせてしかる，怒る，怒鳴る。

・辱める。

・からかう。

・嫌みを言う。

・悪口を言う。

・どうしてできないのと責める。

・たたく。

〔やってほしいこと〕

・子どもの話に耳を傾ける。

・一緒に考える。

・子どもの存在そのものを認める。

・子どもの好きなことに関心を寄せる。

・子どもの発達に合わせた環境を用意する。

・できていることはほめる。

◆ケータイ・ネットに必要な力

～７つのチェックポイント～

親子で話し合いながら，子どもの力をチェック

しましょう。

□①感情的にならずに冷静に話せる。

□②相手が理解できる言葉で説明できる。

□③自分と異なる意見をじっくり聞くことがで

きる。（親や先生の意見をしっかり聞ける）

□④ケータイ・ネットを使用する目的・理由・

注意することの一覧表を作っている。

□⑤電子メディアの使用時間を１日２時間以内

に３ヶ月以上自分で制限できている。

□⑥子どもとしての責任能力を自覚し，親に相

談できる。

□⑦安全な使い方を説明でき，自分が守るルー

ルを提案できる。

７つともクリアできるまで，じっくり時間を

かけましょう。

◆すべてのメディアの時間は２時間以内。

ゲーム・スマホは３０分以内。

「夜９時以降は回収」などのルールを決める。

◆子どもとメディアの問題

継続した対策を，全校のみなさん，地域のみな

さんを巻き込んで取り組んでいただきたい。

◆「予防に勝る治療はない！」

以上
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〔参加された保護者の方の感想〕

◆先日は，貴重なお話をしてくださり，ありがと

うございました。家ではさわやかチェックで決

めた時間を守れるように親子で過ごしています。

寝る時間は習慣になり，２１時までには眠れる

ようになっていますが，テレビ・ゲームの時間

は，声をかけないと守れません。気がつけばこ

んなに・・・という日が多いです（休日）。ゲ

ーム障害､ネット依存を身近なことと考えて，子

どもに接していかなければいけないことだと改

めて思いました。

本物のホタルを見た時と画面を通して見たとき

の脳の働き方の違いには衝撃を受けました。こ

れからの時代では必ず長時間使用になってしま

うのではないかと考えていたので，今の大切な

時期を大事に見守ろうと思います。

「予防に勝る治療はない」の言葉を胸に，将来

のため，幸せに生きていけるように寄り添いた

いです。

◆貴重なお話ありがとうございました。私自身，

医療従事者であるので，小児の肥満の怖さを改

めて感じました。スマホ・ゲームに関しては，

MRI の画像が非常に興味深かったです。同じ文

章を読むのだから，活字でもスマホでも良いの

ではないかと思っていましたが，スマホの方は，

本当に画像としか認識されていないのですね。

子どもにもちゃんと教えようと思います。

◆昨日は，ためになる話をしていただき，ありが

とうございます。子どもの食生活を見直し，普段

から気をつけていきたいと思います。運動なども

取り入れながら大人も一緒に考えていきたいと

思います。

◆小児の肥満についてお話が聞けることができた

のが本当に良かったです。この一年間の息子の

体重の増え方をとても心配していました。「成

長期だから大丈夫」ではなく，体重＋５㎏以上

／年は，大人の生活習慣病への移行につながる

ことや、体にさまざまな異常が出てしまうこと

を知り，小児生活習慣病予防策にすぐに取り組

もうと思いました。今回，このような大切なお

話を聞く機会を作ってくださり，本当にありが

とうございました。

◆先日は，貴重な講演をありがとうございました。

身近な課題を取り上げて頂き，子供に対する対

応を考えさせられました。昔に比べて，スマホ

やタブレットは簡単に手に入る時代になり，今

となればなければならない物として存在します。

多くの情報にあふれ，加害者にも被害者にもな

ったりもします。手段として，上手く使えるよ

うに，子供とよく話をするとともに１つ間違え

ば怖さにつながることを伝えていけたらと考え

ています。

◆小児科の先生の個人的な貴重な意見を聞く事が

できて良かったです。肥満の所などは，自分の

子供にもあてはまるので，食事のことなど気を

つけなければいけないと痛感しました。毎年開

催していただいていますが，今年初めて参加し，

為になったと思います。ありがとうございまし

た。

◆我が家のことですが，上の子が小瀬こどもクリ

ニックに小さい頃からお世話になり，その頃も

高野先生は親身にお話を聞いてくださる方でし

た。お忙しい中，講演にきてくださり，ありが

たく思います。幸いに，うちの息子は，運動も

し，肥満体型ではありませんが，食欲旺盛です

ので，少し心配してしまう事があります。早食

いの傾向があります。食事には気をつけて良く

噛む様に見て行きたいです。そして，息子は視

力が悪いので，中学に入り，スマホを持ってし
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まったらと思うと考えさせられました。現代の

子供に，大きな課題となる講演でしたので，と

ても参考になりました。ありがとうございまし

た。

◆肥満＝スマホ＝虫歯 など健康問題につながっ

てくることがわかり，全ては健康な生活習慣か

ら見直していかなければならないと思いました。

しかし，医療のなかで常識とされてきたことが

間違いだったということが多くなってきている

ように感じました。正直，半信半疑で情報にふ

りまわされることがないようにしていかなけれ

ばならない社会で，どこからどこまでと自分た

ちで線引きしていくことも大切だと感じました。

◆特に，子どもとメディアの問題についてがとて

も興味深く聞かせて頂きました。うちは，中３，

中１の娘もいますが，スマホは持たせておらず，

もちろんラインもしていません。ただ，私の古

いスマホやタブレットでインターネットを使っ

てはいます。調べものにも使ったり，便利では

ありますが，誘惑もありますよね。中学のうち

は，自制心がきかないので，親が管理した方が

いいと思いました。テレビを含め，視力も心配

なので，しっかり管理していきたいと思います。

◆日頃から子どもたちの健康面を気にかけてくだ

さり，本当にありがとうございます。健康調査

票も学年毎に記載されてあり，とてもわかりや

すかったです。

高野先生の講義では，子どもの生活習慣病予防

の大切さや，スマホ・ゲーム等が与える影響，

また，ゲーム依存症というものが実際にあるこ

とを知り，驚きました。うちの子どもも時間が

あるとゲームをしたがるので，注意していきた

いと思いました。

◆先日は大変良いお話が聞けて良かったです。や

はり，ネット社会の今，親がしっかり見ていか

ないとダメだって事を再認識しました。先日の

お話を聞いて，子どもたちにどれ程ネットが怖

いのか改めて説明し，時間制限やネットの中で

のコミュニケーションは絶対しない様に言い

ました。改善点を見つけ注意しながら，そして

親子でもう一度話し合いをしていきます。

◆昨日は，講演会お疲れ様でした。小児生活習慣

病，メディアとの問題というとても興味深い内

容に触れていただき，勉強になりました。個人

的には，「子供とメディア」の問題が気になり

ました。インターネットや映像社会の御時世な

ので，完全にシャットアウトするのは難しいか

もしれませんが，TVやゲーム，タブレット，PC，

スマホなど使用ルール，時間を守って大人も子

どもも上手につきあうようにしていきたいと思

います。

また，講演会の出席者が少なかったように思う

ので，授業参観やイベント時など，児童も含め

てお話を拝聴する機会があれば良いなと感じま

した。

◆先日の講演会，こちらこそありがとうございま

した。スマホやメディアがなくてはならない世

の中になっている中で，どう向き合っていくか，

正直難しく思うことが多々あります。特に中学

生になると一気に依存が高くなるように思えま

す。湯田小在学中はあまり気に止めなくても。

家族のルールはある程度決めていますが，子供

自身に決めさせている部分も多いです。これか

らの将来に目を向け，日々考えていかなければ

ならないことだと改めて感じました。講演会の

内容がとても良かったので，今回の講演会の中

だけではもったいないなとも感じました。

◆今回のお話を聞いて，肥満についての考え方や

ゲーム・ネットへの考え方を改めました。成長
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期だからとあまり気にしていなかった子供の体

型について，日々の生活習慣について，それら

の乱れが体調の変化や病気，生活習慣病につな

がってしまっていると改めて知ることができま

した。日々の子供との接し方も，ただ自分の感

情にまかせて一方的に怒り，指示するのではな

く，子供の考えや気持ちに寄り添えるように心

がけていきたいと思います。スマホは，私自身

も長時間見てしまう時があるので，気をつけて

いきたいです。貴重なお話をありがとうござい

ました。

◆保健室から・・・

学校でも１月の発育測定の時に，養護教諭より

「テレビ・ゲームの時間を気にしよう！」という

内容の保健指導をしました。メディア中毒になっ

ていませんか？と子どもたちに５項目のチェック

項目をなげかけ，自分の生活を振り返りました。

その後，メディアによる心身への影響やテレビ・

ゲームを使うときのマナーについて話をして，「長

い時間使うのはやめよう！」と注意喚起しました。

保健だよりも配布し，この機会に家庭でも話

題にしてもらえるように伝えました。

子供たちの将来のために，できることから始

めていきたいと思います。

（日本医師会・日本小児科医会のポスターでも

注意喚起されています。）

多くの皆様から感想をお寄せいただき

まして，ありがとうございました。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
１ 研究テーマについて

良い ふつう 検討の余地あり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２ 学習規律を確立できたか

良い ふつう 検討の余地あり

0% 20% 40% 60% 80% 100%
３ 学習環境は整えられたか

良い ふつう 検討の余地あり

研究の成果と課題

職員アンケートより（原文のまま）

１．研究主題について

「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて」～保健教育を通して～

〇教科にかかわらず，取り組む内容は変わらない

と思いました。

〇一つの教科に絞ることで，共通確認がとれた。

また，授業を見合う際には同じ授業づくりの視

点で参観できた。

〇普段なかなか研究授業として取り上げることがない保健の授業を，大山先生にも協力して

いただいて，私も子供も，ともに健康について考えるよい機会となりました。

〇保健でも，主体的・対話的の授業を取り入れることは可能だと実感しました。

〇保健分野については，知らないことが多くとても参考になりました。

〇初めてやってみて、興味深い研究であった。全校で一つの教科に取り組むことができてよ

かった。

〇余裕を持って，研究に取り組むことができて良かった。

２．学習規律を確立できたか

〇少しずつ意識できるよう働きかけている。

〇細かな目配りに心がけ，定着しつつある。

〇これまでの積み重ねの上に成立していたと思

う。

〇日頃の子どもたちの様子を見ているとそう感じる。

〇子供たちの中で授業に向かう姿勢ができてきているように思います。

３．学習環境を整えて学習に臨むことはできたか

〇特に黒板周りの環境を整備するよう意識した。

〇整えられていました。

〇机上に出すものを必要な物だけにする習慣が

ついてきた。

〇筆箱を中にしまい，必要なものだけを机上に置くことで集中できていると思う。

４．家庭学習の手引きを作成したことは成果につながったか

〇宿題以外に何をさせたらよいか分からないという保護者も多いので，参考になっていると

思う。

△あまり活用されていないと思う。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

４ 家庭学習の手引きについて

良い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５ 家庭学習がんばり表について

良い ふつう 検討の余地あり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６ 家庭学習がんばりチャート

良い ふつう 検討の余地あり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

７ 課題設定の工夫について

良い ふつう 検討の余地あり

△親も子どもも意識しているようには感じない。

△1 年生は宿題以外のものにあまり取り組めませ

んでした。すみません。

△子供たちに意識化することが課題だとは感じま

した。

△家庭・本人の意識の差が大きい。

△家庭差があるので致し方ない部分でもある。

△３の判定には遠い位置にある。

５．家庭学習がんばり表を作成活用したことは成果につながったか

〇意欲化ができたと感じました。

〇効果的ではあると思う。

〇とても良かったです。

〇学習状況を視覚的に捉えることができて良い。

〇個人差はあるが，家庭学習への意識は持てるよ

うになった。

〇個人差はあるが，学習状況が可視化され，意欲が高められた児童の姿が見られた。

〇保護者からも協力を得ることができていると思います。

△活かされているように感じない。提出することが目的になってしまっている。

△残念だが、保護者の印がないことが多く、取り組みへの関心が低いことが分かる。

△やる子とやらない子の 2 極化が見られる。

△なかなかやる子を増やすことができず，いつもしていることを記入するだけになっている

児童が多い。

６．家庭学習がんばりチャートを活用したことは

成果につながったか

〇学習の様子が可視化できることがよいと思う。

〇意欲化できたと感じました。

〇△2 回目までは変化が見られてよかった。3回

目を維持またはどう伸ばしていったらいいの

かが課題である。

〇△変化が分かることはよいが、家庭で活かされているかは疑問である。

７．主体的な学習につながる課題設定の工夫を

することができたか

〇子供と課題を設定することを意識して授業づ

くりをしている。

〇児童の実態に合わせて工夫できた。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

８ 粘り強く学習に取り組むための工夫

良い ふつう 検討の余地あり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

９ 振り返りを次につなげる

良い ふつう 検討の余地あり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０ 外部講師招聘について

良い ふつう 検討の余地あり

〇子供の興味・関心に合わせて，設定するよう努力しました。

〇学年の発達段階にあったものでした。

８．学習に粘り強く取り組むための工夫をすることができたか

〇とても意欲的に行っていました。

〇提供された２本の授業からも粘り強さを感じ

た。

〇これからも，成功体験が積み重ねられるよう

な場を設けたい。

〇集中する時間は短いものの，あきらめずに取

り組むことができたと思います。

△その時々で差がある。

△個人差が大きい。

９．学習の振り返りをおこない次の学びへつなげる工夫をすることができたか

＜その他＞

〇各ブロックごとに意欲的に取り組んだ成果が表れていたと感じました。

〇△指導案検討にかなり時間がかかってしまった。有意義な時間であったので、できる限り

勤務時間内で設定できるとよいと思う。

１０．外部講師招聘について

〇研修会で，授業づくりについて学習できたこ

とが，その先の研究につながったと思う。

〇外からの意見を聞くことは大切だと思う。

〇専門的で広い視野からの話を伺えてありがた

い。

〇専門的な見地からとても参考になる意見をうかがえました。

＊来年度に向けて

・テーマについて

〇このままでよいと思います。（８）
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・来年度の取組について

体育の授業を行うのであれば，運動習慣につながるようなしかけや全校での取り組みを仕

組んでいく必要があると思います。自分の体のことを知り，発展として体育に進めたらよい

なと思う。

総括

１．研究主題について

新学習指導要領の内容や方針について職員の理解が深まってきたこともあり，昨年度からの継

続研究としても各自が手応えを感じられたことと思う。副主題については，「保健教育を通して」

として研究教科が共通のものとなったことで，共通理解を持って研究に臨むことができた。来年

度も，主題については継続とする。副主題については，健康増進研究指定校として保健教育を深

めていくのか，運動領域へ広げていくのか，検討していきたい。

２．学習環境づくりについて（アンケート２～６）

昨年度，学習規律や学習習慣について取り組んだこともあり，教室内の学習に向かう姿勢や環

境は，整ってきている。各教室の黒板周りも，ユニバーサルデザインを意識した環境づくりを整

えることができた。６年間単級で進級していく学校であるので，どの教室に行っても，どの教師

が担当しても，同じ姿勢で共通のきまりのもとに同一歩調で指導していくことが重要になる。こ

れからも，共通意識を持って，学習づくりに臨んでいきたい。

課題となるのは，家庭学習や生活習慣を含め，家庭との連携をどのように図っていくかである。

家庭学習がんばり表は一定の成果を挙げているが，家庭の協力を得られないことで成果につなが

りにくい児童もいる。また，さわやかチェックを通しても，睡眠時間の確保ができない児童やゲ

ームなどの機器を扱う時間が長い児童がいることがわかっている。今後，児童への働きかけと共

に，各家庭への啓蒙をどのように取り組んでいくか，課題である。

３．主体的・対話的で深い学びのある授業づくり（アンケート７～１０）

授業づくりは，保健教育という切り口から迫ったこともあり，全職員で共通理解のもと協力し

て進めることができたという反省が多かった。粘り強く学習に取り組む姿勢づくりでは，学習課

題による差や，高学年では個人差も出てきている。研修などを通して，さらに個々の教師の授業

力を高めることで，常に高いレベルの授業が展開できるように研鑽を積んでいきたい。

４．来年度に向けて

昨年度末，自主学習ノートの取組については検討が必要であることが確認されながらも，今年

度有効な取組ができなかった。授業づくりだけでなく，家庭と連携を図りながら，主体的に家庭

学習を進められるような取り組みも必要になってくる。また，健康増進指定校として運動領域へ

どのように広げていくか，検討していきたい。
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お わ り に
いよいよ新学習指導要領の移行実施が始まりました。今回の改訂では，子どもたちが今後生き

る未来について，グローバル化，情報化等により変化が激しく予測困難な未来と位置づけ，「生

きる力」の育成を強調しています。

さらに，この「生きる力」の具現化においては，新たな課題に対し，知識を応用し，自ら考え

解決に向け行動するための思考力・判断力・表現力を育てることが重要だとされています。

今年度本校は，「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて ～保健教育を通して～」を研究

主題として校内研究を進めて参りました。今年度より，「甲府市学校保健会健康増進」の指定を

受けての研究ということもあり，保健という分野ということもあり，授業を組み立てていく上で

の経験値の少なさが，研究に向かう上での困難性を増しました。

主体的な学びの姿を育成するための教材研究の充実においては，児童の思考の流れを大切にし

た教材研究を行い，指導法の工夫については，自分自身の生活と関連する課題設定の工夫で進ん

で考えたくなる状況を工夫し，粘り強く解決に向けて取り組むための発問の工夫やノート指導と

一体となった板書について研究を深めました。

対話的な学びでは，隣同士，班，全体と話し合いの形態を工夫することで自分の考えや意見を

対話を通して深めたり，広げたりする工夫と共に，自らと対話的に学んでいくことから学習内容

を定着，深化させることも視野に入れて手立ての工夫を行ってきました。

学びの環境作りにおいては，ＱＵ調査を活用した学級づくり，学習習慣確立のための学びのル

ール作りや教室環境整備，家庭と連携した学習の定着の為のチェック表の活用などの実践を行い，

成果を出すことができました。

研究主任及び各部会リーダーの下，全教職員による検討を重ねながら研究を深め，日々の授業

を中心としたきめ細かな実践を積み重ねてきました。個々の先生方が提供してくれた授業を見る

と教材研究の深さや日頃先生方が如何に真摯に子供たちと向き合っているかがよく分かりまし

た。今年度の研究で目指した「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて」に着実に近づいてき

ており，次年度の深まりが更に楽しみなところでもあります。ここにささやかではありますが，

この一年の本校の研究のあゆみを紀要としてまとめることができました。

結びになりましたが，本校の校内研究に対し御指導・御助言をいただきました山梨県教育庁ス

ポーツ健康課副主幹・指導主事，山本晃司先生，堂高校改革・特別支援教育課主幹・指導主事，

荒川昌浩先生，甲府市教育委員会学力向上専門員，高橋義美先生，また，ご講演を頂き益した小

瀬こどもクリニック理事長，高野美紀子様をはじめ，関係各位に心より感謝申し上げるとともに，

今後も本校の教育推進のために，なお一層の御指導・御支援を賜りますようお願い申し上げます。

研 究 同 人
校 長 小 笠 原 哲 ひばり１ 坂 本 茂 美

教 頭 上 田 雅 也 ひばり２ 小 林 真 弓

教務主任 入 倉 淳 一 養護教諭 大 山 陽 子

１ 年 山 下 英 子 事務職員 有 田 真 実

２ 年 〇鈴 木 紫 図書館司書 保 坂 亜 矢

３ 年 三 井 伊都子 特別支援教育支援員 大 柴 恵美香

４ 年 中 島 康 夫 技 能 員 古 原 保

５ 年 金 子 綱 基 (〇印は研究主任)

６ 年 弦 間 武


