
 

 

保健編  健康な生活と病気の予防 
教科書p.84～129 配当時数：20時間 

❖取り扱いの考え方  

◎指導順について 

内容のまとまり（新学習指導要領） 単元計画配当 指導順について 

①健康の成り立ちと疾病の発生要因， 

生活習慣と健康 
第１時～第５時 

必ず単元の最初に取り扱う。 

第２時～第４時は指導順変更も可。 

②生活習慣病などの予防 第６時～第７時 ①に続いて取り扱うことが望ましい。 

③喫煙，飲酒，薬物乱用と健康 第８時～第11時 第８時～第10時は順不同，その後で第11時を指導する。 

④感染症の予防 第12時～第15時 ④内では教科書順通り指導する。 

⑤健康を守る社会の取組 第16時～第18時 第17時は単元の最後に取り扱う。 

・課題学習 第19時～第20時 順序を問わず，①～⑤と関連させて取り扱う。 

 

◎学校の授業及び学校の授業以外の場での取り扱い 

学習内容や学習活動に応じて，取り扱いを判断することが望ましい。単元計画の時間欄に，以下の記号を示す。 

分類 学習内容や学習活動の別 時間数 

学 
教師による適切な指導が必要な内容や，話し合い・実習などが必要なもので，

学校での指導が望ましいもの。 
１１ 

▲ 
学校での指導が望ましいが，学校の指導計画や実施できる時間数によっては，

学校の授業以外の場での学習が可能なもの。 
９ 

 

 

❖評価規準 

知識・技能 

・健康は，主体と環境の相互作用の下に成り立っていること。また，疾病は，主体の要因と環境の要因

が関わり合って発生することを理解している。 

・健康の保持増進には，年齢，生活環境等に応じた運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれた生活を続

ける必要があることを理解している。 

・生活習慣病などは，運動不足，食事の量や質の偏り，休養や睡眠の不足などの生活習慣の乱れが主な

要因となって起こること。また，生活習慣病の多くは，適切な運動，食事，休養及び睡眠の調和のと

れた生活を実践することによって予防できることを理解している。 

・喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，心身に様々な影響を与え，健康を損なう原因となること。ま

た，これらの行為には，個人の心理状態や人間関係，社会環境が影響することから，それぞれの要因

に適切に対処する必要があることを理解している。 

・感染症は，病原体が主な要因となって発生すること。また，感染症の多くは，発生源をなくすこと，

感染経路を遮断すること，主体の抵抗力を高めることによって予防できることを理解している。 

・健康の保持増進や疾病の予防のためには，個人や社会の取組が重要であり，保健・医療機関を有効に

利用することが必要であること。また，医薬品は，正しく使用することを理解している。 

思考・判断・表現 
・健康な生活と疾病の予防について，課題を発見し，その解決に向けて思考し判断するとともに，それ

らを他者に伝えている。 

主体的に学習に 

取り組む態度 

・健康な生活と疾病の予防について，自他の健康の保持増進や回復についての学習に自主的に取り組もう

としている。 

4 



 

 

❖単元と評価の計画              

時間 

（教科書ページ） 
学習内容・目標 主な学習活動 評価規準と評価の観点 

第１時 

（p.86～87） 

 

学 

１ 健康の成り立ち 

・病気や健康にはどんなことが関

わっているか理解する。 

・自分にとって健康とはどのような

ことか考える。  

 

(1)日本の死因の推移のグラフを基

に，健康に何が関わっているかを

知る。 

(2)主体の要因と環境の要因から，健

康の成り立ちを整理する。 

(3)健康は，主体と環境を良好に保つ

ことによって成り立つことを知る

とともに，主体の要因と環境の要

因にはどんなものがあるかを押さ

える。 

(4)健康の捉え方について，グループ

で意見を交換する。 

 

・(1)(2)…健康は，主体と環境の関わ

りの中で成り立っていることを理

解している。【知】 

・ (3)…健康を保持増進するために

は，個人の行動や環境を健康的な

ものにするとともに，その実現を

可能にする社会の取り組みが必要

であることを理解している。

【知】 

・ (1)(2)(3)(4)…自分の健康に関心を

持ち，健康とはどんなことか，自

分にとって健康とはどのようなこ

とか考えている。【思】【態】 

第２時 

（p.88～89） 

 

学 

２ 運動と健康 

・運動の効果と必要性，日常の運動

の行い方について理解する。 

・生活の中に運動を取り入れるため

にできることについて考える。 

 

(1)事例を基に運動の必要性について

考える。 

(2)本文と資料から，運動の効果と必

要性を知る。 

(3)自分自身の運動習慣について振り

返る。 

(4)本文と資料から，健康づくりのた

めの運動の行い方を押さえる。 

(5)生活の中に運動を取り入れるため

の工夫を考える。 

 

・(1)(2)…運動には，体の各器官を発

達させるとともに，精神的にもよ

い効果があることを理解してい

る。【知】 

・(2)(3)(4)…健康のためには，日常生

活において適切な運動をすること

が必要であることを理解してい

る。【知】 

・(5)…学習したことを踏まえて，自

分に適した運動を計画している。 

【思】 

・(5)…生活の中に運動を取り入れる

などの改善に，意欲的に取り組も

うとしている。【態】 【観察，発言】 

第３時 

（p.90～91） 

 

▲ 

３ 食生活と健康 

・健康のために食生活で気を付ける

べきことについて理解する。 

・食生活に問題点があるかどうかに

ついて考える。 

 

(1)自分自身の食生活を振り返る。 

(2)本文と資料から，エネルギーや栄

養素と食事の関係を理解する。 

(3)課題を通して，食事と運動の関係

に気づく。 

(4)本文と資料から，生活リズムと食

生活の関係を理解する。 

(5)理解したことを活用し，ある食生

活例について課題を見つけ，改善

点を考える。 

 

・ (1)(2)(3)(4)…健康のためには，日

常の運動に見合った食事や規則正

しい食生活が大切であることを理

解している。【知】 

・(5)…食事と日常の運動との関係，

規則正しい食生活を踏まえて，自

分の食生活の問題点と改善方法を

考えている。【思】 

・ (1)(5)…自分の食生活に関心を持

ち，健康のために，バランスのよ

い食生活になるよう，改善を図ろ

うとしている。【態】 

第４時 

（p.92～93） 

 

▲ 

４ 休養・睡眠と健康 

・健康のために休養・睡眠をどのよ

うにとればよいか理解する。 

・休養・睡眠のとり方の工夫を考え

る。 

 

(1)自分自身の心身の状況をチェック

する。 

(2)本文と資料から，心身の疲労とス

トレスについて理解する。 

(3)自分自身のふだんの休養のとり方

を振り返る。 

(4)本文と資料から，休養と睡眠の必

要性を理解する。 

(5)休養のとり方を出し合い，生活に

生かせる方法を考える。 

 

・(2)…長時間の学習，運動，作業は

疲労をもたらすこと，疲労の現れ

方は条件や個人などによって違う

こと，疲労は警告信号の意味があ

ることを理解している。【知】 

・(3)(4)…健康のためには，休養や睡

眠を適切にとることが必要である

ことを理解している。【知】 

・(1)(3)(5)…現代の生活が疲労やスト

レスが起こりやすいことに気づ

き，疲労と健康の関係に関心を

持って学習に取り組もうとしてい

るとともに，休養に留意した生活

知：知識・技能 思：思考・判断・表現 態：主体的に学習に取り組む態度    

 



 

 

時間 

（教科書ページ） 
学習内容・目標 主な学習活動 評価規準と評価の観点 

を送ろうとしている。【思】【態】 

第５時 

（p.94～97） 

 

学 

調和のとれた生活 

・心身の健康は生活習慣と深く関

わっており，健康を保持増進する

ためには，年齢，生活環境等に応

じた適切な運動，食事，休養及び

睡眠の調和のとれた生活を続ける

ことが必要であることを理解す

る。 

 

(1)１週間の生活（運動，食事，休

養・睡眠）調べを基に、佳い点や

改善すべき点を見つける。 

(2)運動，食事，休養・睡眠につい

て，改善すべき点や改善する方法

を考え，話し合う。 

(3)ほかの人の改善方法などを参考に

して，健康の保持増進につながる

目標を，運動，食事，休養・睡眠

のそれぞれで考える。 

 

・(1)(2)…１週間の生活調べと共に，

「運動と健康」「食生活と健康」

「休養・睡眠と健康」で学習した

ことを踏まえて考えている。【知】

【思】 

・(2)(3)…自分自身の生活習慣と健康

に関心を持ち，生活や自己の夢や

希望などと関連づけながら，実行

可能な目標を立てている。【思】

【態】 

第６時 

（p.94～95） 

 

▲ 

 

 

第７時 

（p.96～97） 

 

学 

５ 生活習慣病とその予防 

・生活習慣病を引き起こす要因と予

防の仕方について理解する。 

・生活習慣病と関連させて自分の生

活を振り返る。 

 

(1)自分や家の人の生活の仕方を

チェックする。 

(2)生活習慣病とは何かを理解する。 

(3)循環器の病気を例に，生活習慣病

について知る。 

---以下第７時として取り扱う--- 

(4)がん，糖尿病など，その他の生活

習慣病について知る。 

(5)本文と資料から，生活習慣病を予

防するためにどうすればよいかを

押さえる。 

(6)がんを防ぐ○か条を考える。 

 

・(2)…生活習慣病とは，不適切な生

活習慣がその発症や進行に関係す

る病気であること，また，早いう

ちから生活習慣を見直し，生活習

慣病の予防や改善に取り組むこと

が大切であることを理解してい

る。【知】 

・(3)(4)…循環器の病気，糖尿病，が

んについて，それぞれの原因，症

状，予防方法などを理解してい

る。【知】 

・(5)…生活習慣病を予防するために

は，健康増進・発病予防，早期発

見・早期治療，個人の取り組みを

支援する社会的環境の整備が必要

であることを理解している。【知】 

・ (1)(6)…生活習慣病の予防につい

て，自分の生活との関わりを考え

ているとともに生活習慣の改善な

どの実践への意欲を持っている。

【思】【態】 

（p.98～99）  

がん  アレルギー 

※学校全体の教育目標や実情などに応じて，「生活習慣病とその予防」と関連

させて取り扱うとよい。 

第８時 

（p.100～101） 

 

▲ 

６ 喫煙と健康 

・喫煙が喫煙者や周りの人に及ぼす

影響について理解する。 

・未成年者の喫煙の害についてまと

めたり他の人に伝えたりする。 

 

(1)本文と資料から，喫煙による急性

影響と慢性影響について理解す

る。 

(2)本文と資料から，未成年者の喫煙

の害，周りの人への悪影響などに

ついて理解する。 

(3)学習したことを活用し，中学生へ

向けた喫煙防止の標語や警告文な

どを作成する。 

 

・ (1)(2)…喫煙の急性影響・慢性影

響，未成年者の喫煙の害，周りの

人への悪影響について理解してい

る。【知】 

・(3)…学習したことを基に，喫煙防

止の標語や警告文を考えている。

【思】 

第９時 

（p.102～103） 

 

▲ 

７ 飲酒と健康 

・飲酒が健康に及ぼす影響について

理解する。 

・未成年者の飲酒の害についてまと

めたり他の人に伝えたりする。 

 

(1)本文と資料から，飲酒による急性

影響について理解する。 

(2)本文と資料から，飲酒による慢性

影響について理解する。 

(3)本文と資料から，未成年者の飲酒

の害について理解する。 

(4)学習したことを基に，飲酒を進め

られたときの断り方を考える。 

 

・(1)(2)(3)…飲酒の急性影響・慢性影

響，未成年者の飲酒の害などにつ

いて理解している。【知】 

・(4)…学習したことを基に，飲酒の

勧めに対する断り方を考えてい

る。【思】 

 

第10時 ８ 薬物乱用と健康   

もっと広げる深める 



 

 

時間 

（教科書ページ） 
学習内容・目標 主な学習活動 評価規準と評価の観点 

（p.104～105） 

 

学 

・薬物乱用の心身への害と社会への

悪影響について理解する。 

・薬物乱用の害についてまとめたり

他の人に伝えたりする。 

(1)本文と資料から，薬物乱用や薬物

依存とはどんなことかについて理

解する。 

(2)覚醒剤と大麻を例に，薬物乱用の

害について理解する。 

(3)薬物乱用に関係して起こる社会へ

の悪影響について知る。 

(4)学習したことを基に，事例での誤

りを見つけ指摘する。 

・(1)(2)(3)…薬物乱用の意味，薬物乱

用の心身への害，薬物乱用の周囲

への悪影響などについて理解して

いる。【知】 

・(4)…薬物乱用の害についてまとめ

たり，事例を基に誤りを指摘した

りしている。【知】【思】 

 

第11時 

（p.106～107） 

 

学 

９ 喫煙・飲酒・薬物乱用のきっか

け 

・喫煙・飲酒・薬物乱用を始める

きっかけと防止対策について理解

する。 

・薬物乱用の防止についてまとめた

り他の人に伝えたりする。 

 

 

(1)資料から喫煙・飲酒・薬物乱用の

きっかけについて考える。 

(2)本文と資料から，個人の要因，社

会的環境の要因について知る。 

(3)未成年者の喫煙・飲酒の防止や薬

物乱用の防止について知る。 

(4)学習したことを基に，標語や警告

文などを作成する。 

 

 

・(1)(2)…喫煙・飲酒・薬物乱用の開

始には，個人の要因や社会の要因

があることを理解している。 

【知】 

・(3)…喫煙・飲酒・薬物乱用の防止

には，対処能力や社会的環境への

対策が重要であることを理解して

いる。【知】 

・(4)…誘われたときにどうするかな

ど，喫煙・飲酒・薬物乱用の防止

に向けた意識を高めている。 

【態】 

（p.108～109） 

 

 

 

たばこ・酒・薬物に手を出さないた

めに 

・学習したことを基に，喫煙・飲酒・薬物乱用に関しての話し合いや実習に

自主的に取り組んでいる。【知】【思】【態】 

第12時 

第13時 

（p.110～111） 

 

▲ 

10 感染症とその予防 

・感染症の起こり方とその予防につ

いて理解する。 

・感染症予防対策について考える。 

 

(1)事例を基に，感染症について意見

を出す。 

(2)本文と資料から，感染症とはどん

な病気かを理解するとともに，新

興感染症やそれが起きたときのこ

となどについて知る。 

(3)インフルエンザを例に，感染症の

予防について理解する。 

(4)感染した（しているかもしれな

い）ときにどう行動すべきかにつ

いて考える。 

 

・(1)(2)…感染症は，自然環境，社会

環境，主体の条件が複雑に関係す

る中で，病原体が体内に侵入して

起こることを理解している。 

【知】 

・(3)…感染症を予防するには，感染

源，感染経路，体の抵抗力のそれ

ぞれについて対策を立てることが

有効であることを理解している。

【知】  

・(4)…感染した（しているかもしれ

ない）ときにどう行動すべきか

や，体の抵抗力を高めるためにで

きることについて考えている。 

【思】 

第14時 

第15時 

（p.114～117） 

 

学 

11 性感染症とその予防／エイズ 

・性感染症とその予防について理解

する。 

・性感染症の予防について考える。 

 

(1)本文と資料から，性感染症とはど

んな病気かを理解する。 

(2)性感染症の予防について理解す

る。 

(3)性感染症の予防について話し合

う。 

 

・(1)…さまざまな性感染症，HIV感

染・エイズについて，その症状や

特徴を理解している。【知】 【ノート】 

・(2)(3)…性感染症を予防するには，

性的接触をしないことや，コン

ドームを正しく使うことが有効で

あること，感染の不安などがある

ときには早期に検査・治療を受け

ることが大切であることを理解し

ている。【知】 【ノート，発言】 

第16時 

（p.118～119） 

 

▲ 

12 保健・医療機関の利用 

・保健・医療機関の役割と利用の仕

方について理解する。 

・自分が住んでいる地域の保健・医

 

(1)生活を振り返るとともに，本文と

資料から，保健機関とその利用に

ついて知る。 

 

・(1)…健康を保持増進し，病気を予

防するためには，保健所，保健セ

ンターなどを必要に応じて適切に

もっと広げる深める 



 

 

時間 

（教科書ページ） 
学習内容・目標 主な学習活動 評価規準と評価の観点 

療機関について知る。 (2)生活を振り返るとともに，本文と

資料から，医療機関とその利用に

ついて知る。 

(3)身近な保健・医療機関を調べる。 

利用することが大切であることを

理解している。【知】 

・(2)…自分が住んでいる地域の医療

機関について調べたり，利用につ

いて考えたりしている。【知】

【思】 

・(1)(2)(3)…保健・医療機関の役割な

どに関心を持ち，自分や家の人の

健康と関連させて，その利用につ

いて考えようとしている。【思】

【態】 

第17時 

（p.120～121） 

 

▲ 

13 医薬品の有効利用 

・医薬品の作用と正しい使い方につ

いて理解する。 

・医薬品の使い方について考える。 

 

(1)薬の飲み方をチェックする。 

(2)本文から，医薬品の主作用と副作

用について理解する。 

(3)本文と資料から，医薬品の正しい

使い方について理解する。 

(4)事例を基に，医薬品の正しい使い

方について考える。 

 

・(2)(3)…医薬品には主作用と副作用

があること，使用法を守り正しく

使用する必要があることを理解し

ている。【知】 

・(4)…事例を基に，医薬品の使い方

について考えている。【思】 

・(1)(4)…医薬品の使い方に関心を持

ち，適切に使用しようとしてい

る。【態】 

第18時 

（p.122～123） 

 

学 

14 共に健康に生きる社会 

・人々の健康を守るために，地域で

どんな活動が行われているかにつ

いて理解する。 

・みんなの健康を守るために，自分

たちにできることを考える。 

 

(1)本文と資料から，健康を守るため

の社会的活動について知る。 

(2)本文と資料から，健康が世界の

人々が支え合って守られているこ

と，中学生の自分にもできること

があることなどを知る。 

(3)みんなの健康を守るためにできる

ことを考える。 

 

・(1)(2)…人々の命や健康を守るため

に，さまざまな社会的活動が行わ

れていることを理解している。 

【知】 

・ (3)…人々の命や健康を守るため

に，自分にできること，してみた

いことについて考えている。 

【思】 

・(3)…人々の命や健康を守る取り組

みに関心を持ち，自分にできるこ

とに取り組もうとしている。 

【態】 

第19時～ 

 第20時 

 

学 

※この２時間は，探究的な学習や実習，重点的に取り扱いたい内容などに充てる。 

 

 

 

 


