
第 6学年 体育科学習指導案

日 時 平成 23年 6月 24日 (水) 5校 時

場 所 中央区立久松小学校 6年 1組教室

対 象 6年 1組 児童 29名

指導者 杉田 高樹

研究主題

心と体の健康づくり

～自分やみんなを大切にする児童を目指して～

1 単元名 病気の予防 (保健領域)

2 単元について

児童は実際の生活で目にしていて、病気について知識をもっているものもあるが、病気の起こり方に

ついては以外に知らないことが多いのが現状である。病気を予防するためには、病気の発生要因や正し

い予防の方法について理解し、予防のための適切な対策を自分で考えて行動することが大切である。本

単元で病気を予防するための正しい知識を身に付け、自らの生活に生かせるよう指導していきたい。

保健学習には、他者とだけでなく自分自身へのコミュニケーションスキル (問 いかけや振り返るなど)

を育成していく学習も不可欠である。そこで、本単元を通して、自分自身の生活の振り返りをすること

が、自分や友達を大切にすることにつながるということに気付くことができる学習としていきたい。ま

た、相手の状況や気持ちに寄り添った言葉かけを考え実践する体験的学習 (白 ―ルプレイング).を取 り

入れることにより、思いやりの心の育成や望ましい人間関係の形成を図り、自分やみんなを大切にでき

る環境をつくっていきたい。

3 単元の目標

関心 0意欲・態度 病気の起こり方や予防の方法に関心をもち、主体的に学習し、自分の生活を

見直して病気予防の意識が高まるようにする。

思考 0判断 ・病気の起こり方や予防の方法、また、より望ましい生活行動について考える

ことができるようにする。

O喫煙や飲酒、薬物乱用の害を知り、すすめられたときは毅然とした態度で断

ることができるようにする。

知識 0理解 病気は、病原体、環境、生活の仕方、体の抵抗力などと深く関係しており、

これらのいくつかが重なって起こることが分かるようにする。また、その予

防において、体の抵抗力を高めることや、望ましい生活習慣を身に付けるこ

とが大切であることが理解できるようにする。

喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、健康を損なう原因となることが理解で

きるようにする。

地域では、保健にかかる様々な活動が行われていることが理解できるように

する。



4 児童の実態

本学級の児童は、前向きで根気よく頑張る子が多く、男女の中も良好である。活発で元気な男子に比

べ、女子は比較的おとなしく消極的な子が多い。学級としてのまとまりはあり、よいクラスにしたいと

いう思いは強いが、自分で決めたことやクラスで決めたことを、いざ行動で示せるかとなると、まだま

だ自分に甘くなってしまう児童が数人いるのが現状である。生活の中で一人一人が 「強い心」をもって

生活できるようになることが本学級の大きな課題である。自分で決めたことをやり抜く強い気持ちをも

って生活してほしい。

小集団の学習や話し合いについては、今まで多教科にわたって経験してきた様子を見ると、とても意

欲的である。普段は話し合いに参加できずにいる児童も小集団となると、自分の考えを友達に伝えるこ

とができるようになる。

健康やたばこ、飲酒に関しては実態がつかみずらかったため事前にアンケー トを行った。

○健康や病気に関するアンケー ト

番号 質 問 回答 ,(29人 )

外か ら帰ってきた らうがいをしていますか はい 26人   。いいえ  3人

2 外から帰ってきたらうがいをしていますか は い  20人   ・ いいえ  9人

3 睡眠時間は平均何時間ですか 5時間～ 6時間   5人
8時間～ 9時間  16人
9時間～ 10時間  8人

4 今、ス トレスをかかえていますか 0は い  6人   0い いえ 23人
<ス トレス源>

・受験勉強 5人  0兄弟喧嘩 1人
5 毎日、運動していますか(体育の時間は除く) はい  16人   0い いえ  13人

6 健康に過ごすために気を付けた方が良いこ

とを知っていますか。

0は い 29人   ・いいえ

<知 っていること>

。手洗い、うがい

0空気の換気

0バ ランスの良い食事  1
0規則正しい生活

・運動をすること

0早寝、早起き

0朝 ごはんを食べる

0た くさんご飯を食べる

0-日 三食とる

0た くさん睡眠をとる

0前向きに生活する

0よ く笑う

0人

8人

2人

0人

3人

5人

7人

4人

2人

2人

6人

3人

3人



7 知っている病気の名前はありますか かぜ  0イ ンフルエンザ  ・おたふく

はしか ・ガン ・大腸炎  ・ノロウイルス

リンゴ病  ・肺結核  0肺炎  0鼻炎  0喘息

中耳炎  0マイコプラズマ肺炎  ・エイズ

水疱麿  0イ タイイタイ病  ・拒食症 ・過食症

食道がん ・くもまっか出血 ・白血病  :頭痛

脳梗塞  0花粉症  0天然痘 、

8 あなたの身近にたばこをすう人はいますか はい 14人   ,い いえ 15人
9 たばこの印象を書いてくだ

|さ
い 体が悪くなる     13人

くさい       13人
けむい         6人
病気になりやすくなる  3人
せきがでる       2人
その他・ 00お父さん、やに、あつい、高い

他人に迷惑をかける

10 お酒の印象を書いてください たくさんの量を飲むと体によくない  5人

体に悪い              5人
にがい                      3人
まずい               2人
その他 000事故につながる、くさい、あわ

お父さん、大人の飲み物、ガン

二十歳になるまでは禁止、ビール

たばこが体に与える害を書いてください ガンになる         17人
肺が汚くなる          7人
一度吸うとやめられなくなる  3人
寿命が縮まる         2人
わからない         12人

12 お酒が体に与える害を書いてください 酔っ払ってしまう      13人
アルコァル依存症になる    4人
事故につながる        3人
わからない         15人

13 今までにたばこをすったことがありますか はい   0人   0い いえ  29人

14 今までにお酒を飲んだことはありますか はい  13人   0い いえ 16人
15 大人になったら、自分はたばこを吸うと思

いますか

はい   1人   ・ いいえ 28人

16 大人になったら、自分はお酒を飲むと思い

ますか

はい  16人   ・ いいえ  13人



<考察>

質問 6や 7か らも分かるように健康に過ごすために気を付けた方が良いことや、病気の名前を多く知

っているなど健康や病気に対する知識は豊富であることが分かる。しかし、実際に健康に過ごすために

気を付けて生活できているかというとそうではない。質問 6の 中の回答に着目し考えてみると、「たくさ

ん寝る」や 「たくさん食べる」といった間違った知識を身に付けている児童もいることがわかる。「よく

笑う」という回答もあり、こういった前向きな気持ちをもてる児童を増やしていきたい。

本単元を通して、間違った知識ではなく、一人一人が健康に生活するための正しい知識を身に付け、

その知識を自らの生活に生かしていくという気持ちを育てていきたい。

たばこやお酒については、良いイメージをもっていないことがわかる。たばこは将来吸わないと答え

た児童がほとんどだが、一方でお酒については半数の児童がお酒を飲むだろうと答えている。タバコと

お酒に対して、わずかながら意識の違いが見られる。

この単元を通して、たばこやお酒に対しての正しい知識を身に付けるとともに、二十歳前でたばこを

すったり、お酒を飲んだりしないという「強い心」を育てていきたい。

5 研究主題との関連

(1)目 指す児童像

:目:指1耕:堀:菫1像

【心】自己肯定感をもち、互いに尊重し合いながら、思いやりをもって進んで人とのかかわりを

大切にする子

【体】自分の健康や体の状態を知り、自分の能力に合った課題を選び、向上心をもって体を力い

っぱい動かす子

以上の児童像から、高学年分科会では保健領域における目指す児童像を以下のように設定した。

鞣羹:錬薮:響菫韮彗難:墓1華1稼

【心】友達とのかかわりの中で、自分や相手を大切にする気持ちを育てお互いに高まろうと活動

する子

【体】自ら生活を見つめ、身に付けた知識を生かし、将来に向けてよりよい健康づくりを実践し

ようとする子



(2)研究主題 (児童像)に迫るための手立て

☆

将来に血旦Kよユよn健康ゴ■■を実践しよユと主ゑ気蛙五こ責むための手立て

①正しい知識や情報を知るための工夫

学習したことを自らの生活に生かしていくために、病気の予防に関する正しい知識やたばこや飲酒

が実際に体に与える影響を「知る」ことが重要であると考えた。そのための手立てとして、より児童

の印象に残り、知識として定着するためには何が重要か考えた結果、視覚に訴える効果的な資料や写

真、実物などが効果的ではないかと考えた。単元を通して、視覚に訴える物、あるいは実物を提示し

て理解を深め、正しい知識を身につけて欲しいと願っている。

☆自らの生活を見つめるための手立て

②事前アンケートの実施

単元指導計画や学習課題が児童の実態にそったものになることが、よ・り効果的な学習となるための

土台であると考えた。児童の実態を細かく把握したことで、目指す児童像に迫るための手立てが明確

となることも分かった。また、アンケート結果をクラスの実態として児童に伝え、課題を明確にする

ことで、より主体的な課題解決となり、自らの生活に生かそうとする気持ちが強くもてるのではない

かと考えた。

【心】友達とのかかわりの虫で、自分や相手を大切にする気持ちを育てお互いに高まろうと活動す

る子

☆自分や相手を大切にする気持ちを育てるための手立て

①課題設定の工夫`(1対 1 アドバイザー 1)

本単元で身に付けた知識を自らの生活に生かすためには、授業の内容や場面設定が児童にとって、

より身近なものであることが重要であると考えた。本時の展開においても、課題設定を大人との関わ

りでなく、「仲の良い友達」に誘われたらどうすればいいか考える設定とした。そうすることでより真

剣に考え、これからの生活に生きる学習となるのではないかと考えた。また、喫煙に限らずどんなに

仲の良い友達でも、間違った誘いであれば、勇気をもって断ることが大切だということも学んでほし

いと願っている。

【体】自昼の生活を見つめ、



②自分と相手を大切にするための学習過程の工夫

本単元では「知る→考える→学び合う→広げる」という一連の流れを意識する。様々な学習課題を

自分のこととしてとらえ、考えたり学んだりしたことを日常の生活に生かしていこうとする態度は、

自分自身を大切にし、よりよく生きることに繋がっていくと考えた。また、「自己決定→集団決定」の

段階を踏むことにより、様々な感じ方 0考え方があることを知ることや、協同的に話し合うことで自

分だけではなく、相手も大切にしようとする気持ちが育めるのではないかと考えた。      )

☆友達とのかかわりをもつための手立て
′③小集団によるロールプレイング(3人から4人)

喫煙をすすめられ、「どのように断ればいいか考える」学習においては、目を合わせられない、声が

小さくなってしまう、相手の誘いに耳も傾けない、理屈で説得しようとするなど多様な考え方が出て

くることが予想される。そこで、それぞれの考えを交流し、学び合うことで、より良い断り方を考え

ることができるのではないかと考えた。話し合いでは、第三者としてロールプレイングを見ていた児

童の感想を中心に展開していく。そうすることで、友達の感想から自分が気付かなかったことに気付

けたり、自分が逆にロールプレイングを見る経験をしたりすることで考えが深まるのではないかと考

えた。

6 単元指導計画

時 主題名 ねらい 学習活動

病気の起こり方 病気は、病原体、環境、生活の仕

方や体の抵抗力が関わり合って起

こることを知り、その予防につい

て考える。

今までの経験から、どんな病気が

あるのかを考える (ア ンケー ト結

果を提示しクラスの実態を知る)

病気の原因は四つに分けられるこ

とを知る。

体の抵抗力を高める生活の仕方を

考える。

考えを交流し、抵抗力を高めるた

めのよりよい生活の仕方を知る。

2 病原体と病気 インフルエンザと食中毒の起こり

方を知り、その予防法を考える。

インフルエンザや食中毒について

知っていることを挙げる。

病原体の感染経路について知り、

予防方法を考える。

考えを交流し、感染しないための

よりよい予防方法を知る。

3 生活の仕方と病気 生活習慣病や虫歯などの起こり方

や原因について知り、その予防に

ついて考え、自分の生活を振り返

り、主体的に生活習慣の改善に取

自分の生活の仕方について振り返

る。 (ア ンケー ト結果を提示)

生活習慣病の原因について知る。

虫歯の原因について知る。



り組めるようにする。 生活習慣改善ポスターを作る。

4 飲酒の害 飲酒が身体に与える影響を知る。 ・お酒の印象や飲酒の害について知

っていることを挙げる。

0飲酒が体に及ぼす影響について知

る。

・未成年の飲酒が法律で禁止されて

いることを知る。

5 喫煙の害 喫煙が身体に与える影響を知る。 ・たばこの印象や喫煙の害について

知っていることを挙げる。

,喫煙が体に及ぼす影響について知

る。

0未成年の喫煙が法律で禁止されて

いることを知る。

O受動喫煙の害について知る。

6 断り方を考えよう

(本時)

3人から4人の小集団によるロー

ルプレイングを通じて、酒やたば

こを勧められたときの断り方を考

える。

本時案参照

7 薬物乱用の害 薬物の心身への影響と害について

知り、自分との関わりと対応を考

える。

。薬物乱用という言葉の意味を知

る。

0薬物が′い身に与える影響や依存症

について知る。

0薬物には絶対に手を出さないとい

う意思を伝えるため、ポスターを

書 く。

8 地域での様々な保健活

動

地域で人々の健康を守るために、

どのような活動が行われているの

かを知る。

保健活動とは何かを考える。

地域で行われている保健活動やそ

の内容を知る。

単元全体のまとめとして保健新聞

を作る。



7 評価計画

時

間

学習課題 学習活動における具体的評価規準 評価方法

関心・意欲 0態度 思考・判断 知識 0理解

1 病気の起こ

り方

病気の原因について関

心をもとうとしている。

様々な経験から病気の

起こり方について考え

ている。

病気は病原体、環境、

生活の仕方、体の抵抗

力がかかわっているこ

とがわかる。

発言 0観察

ワークシー ト

○ ◎

2 病原体と病

気

イ ンフルエ ンザ の原 因

について関心 をもって

考えようとしている。

インフルエンザの起 こ

り方に対応 して予防法

を考えている。

インフルエンザや食中

毒の起こり方、その予

防法を理解している。

発言・観察

ワークシー ト

○ ◎

3 生活の仕方

と病気

自分の生活をきちんと

振り返ろうとしている。

自分の生活 を振 り返

り、実行可能なめあて

を考えている。

生活習慣病や虫歯の原

因とその予防法を理解

している。  i

発言 0観察

ワークシー ト

ポスター

○ ◎

4 飲酒の害 飲酒の身体への影響を

知り、健康な生活をしよ

うとしている。

飲酒は害があるにもか

か,わ らず、なぜ始めて

しまうのか考 えてい

る。

飲酒が及ぼす身体への

影響や発育期の飲酒が

特に危険であることが

わかる。

発言・観察

ワークシー ト

○ ◎

5 喫煙の害 喫煙の身体への影響を

知り、健康な生活をしよ

うとしている。

喫煙は害があるにもか

かわらず、なぜ始めて

しまうのか考 えてい

る。

飲酒が及ぼす身体への

影響や発育期の飲酒が

特に危険であることが

わかる。

発言 0観察

ワークシー ト

○ ◎

6 断り方を考

えよう

(本時)

たばこを勧められた場

合の効果的な断 り方を

進んで練習している。

たばこを勧められたと

きの効果的な断り方を

考えている。

たばこを勧められたと

きの適切な断り方がわ

かる。

発言 0観察

ロールプレイ

ング

ワークシート

◎ ○

7 薬物乱用の

生

薬物乱用の危険性を知

り、健康な生活をしよう

としている。

薬物乱用のきっかけに

対する対処の仕方を考

えている。

薬物乱用が健康を害す

る危険な行為であるこ

とがわかる。

発言・観察

ロールプレイ

ング

ワークシート

○ ◎

8 地域の様々

な保健活動

保健の学習 を振 り返

り、自己の心身の健康

のために取り組めるこ

とを考えている。

人々の健康を守るため

に、様々な施設や活動

があることが分かる。

発言・観察

新聞

○ ◎



8 本時の学習

(1)本時のねらい

0喫煙を勧められた場合の適切な断り方を知る。           【知識・理解】

◎喫煙を勧められた場合の自分なりの断り方を考えることができる。 l【 思考 0判断】

(2)展開

学習活動 ○指導上の留意点 ☆評価 手立て

たば こがあたえる影響 を振 り返

る。

めあてを知る。

仲の良い友達にたばこやお酒をす

すめられたら、どのように断れば

いいのか考えよう。

課題に対する自分の考えをもつ。

4 ロールプレイングのや り方を知

る。

5 自分の考えをロールプレイング

を通して発表し、どんな断り方が良

いか考えを話し合いまとめる。

①同じ事を繰り返している。

②目線が下を向いたりしていると、ま

だ説得できる気がする。

考えを発表し、

知る。

よりよい断 り方を

学習感想を書く。

○クラス全体ですすめられたら、

考える。

どうすればいいか

○相談することなく、自分の考えをもつことが大事

であることを伝える。

○考える視点は「内容」や「言い方」であることを

伝える。

☆酒やタバコを勧められた場合の自分なりの断り

方を考えることができる (思考 0判断)

○大人対児童で一度実演してみる。

○ロールプレイングの方法を伝える。
Oすすめる役、すすめられる役、見ている人に分か

れ、どの役も一回ずつ体験するように伝える。

(見ている人は演技をしている人には見えないも

のとする)

○すすめられている人が「どのように断っている

か」を見て、アドバイスすることが重要あること

を伝え、アドバイザーの重要性をおさえる。

○すすめ方が浮かばない児童には、ヒントになる紙

を用意しておく。

☆グループでの話し合いに主体的にかかわってい

る (関心・意欲・態度)

○どんな方法であれ、強い心をもち、自分の意志を

はっきりと伝えることが適切な断り方であるこ

とをおさえる。

☆これまでの学習や友達の意見などをもとに、適切

な断り方を判断している (思考 0判断)

【体】

【心】①

①

【心】②

【心】③


