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１　はじめに

　いただいたタイトル，発表いただいた内容という

点で考えるとこれだけはということを確認しておき

たい。一つは指導内容の明確化ということである。

この指導内容の明確化は指導と評価とリンクしてい

る。何を教えるのか，どうやって教えるのか。その

結果どうだったのかというところが問われていると

ころである。

　もう一つ，思考力・判断力の育成である。体育科，

保健体育科に限ったことでなく，学習指導要領全体

に関わることで，基礎的・基本的な知識・技能の確

実な定着，身につけた知識・技能を活用して思考力・

判断力・表現力等を育む，学習意欲の向上が定めら

れた。　

　知識を活用する学習活動のところで，習得・活用・

探究という言葉が使われている。

　第二課題の保健学習では，習得・活用・探究につ

いて，授業内での活用という意味で言葉をとらえて

いきたい。

２　知識を活用する学習活動をどのようにとらえる

　か

　知識を活用する学習活動というのは，保健に置き

換えていえば教科の保健としての基礎的・基本的な

知識を習得して，その知識を活用する学習活動を行

うということ。そして，それを総合的な学習の時間

における教科等を横断した課題解決的な学習や探究

活動へと発展させるということである。このことは，

平成２０年１月１７日に出た中央教育審議会の答申

に書かれている。次の図は，その答申を見て私が考

え作図したものである。下に習得，活用する学習活

動の往復を置き，上に探究活動を置いている。

探　究　活　動

習得　　　　　　活用する学習活動

　知識を活用する学習活動は，授業の中では習得す

る知識，活用する学習活動というように往復するで

あろうと考えている。図の中で探究活動との間を実

線ではなく点線にしている。先ほど，答申を踏まえ

教科の学習は習得・活用する学習活動で探究活動は

総合的な学習の時間と言ったが，実はそのように簡

単にはいかない場合もあると考える。教科の学習の

中に探究活動というものも出てくるかもしれない。

逆に総合的な学習の時間においても，知識を習得し，

それを活用する学習活動も必要かもしれない。そう

いう意味で１階部分と２階部分を作りながらも両者

は明確に分離できるものではないと考え点線にして

いる。

　また，知識を活用する学習活動として考えている

のは，その時間に学んだ具体の知識を抽象的な原理・

原則につなぐということである。子どもの学びが身

近な具体例から抽象的な学習内容に向かえるように

すること，また，抽象的な学習内容から自分の生活

の具体例にあてはめるようにすること，生活の経験

と学習内容を双方向に向かって振りながら（往復さ

せながら）学習の展開をつくっていくことが，思考・

判断を深めていく上で大切である。この具体と抽象

をつなぐ学習方法の工夫も授業づくりの中心になっ

てくる。この学習方法が今後の授業実践によって明

らかになってくると期待している。

３　保健学習の改善について

　保健学習の改善のためには，「習得，活用」を重

視することが大切である。この方向性は，これまで

の取組を捨てて，新しいものを構築するものではな

く，授業の基本に立つことである。

　これらの学習を行うには，学習内容を明確にし，

明確にした学習内容を身に付けさせる授業を工夫す

ることが大切である。例えば，習得したことや目の

前にあることから情報を理解し，さらに習得したこ

とを有効に用いて活用する学習活動によって予想し

たりまとめたりすることは，不可欠である。

　今後の課題として，それぞれの領域における目

標や固有性を押さえた保健学習の独自性が求められ

る。小学校学級担任，中学校・高等学校保健体育の

先生，それぞれの先生の専門性がある。養護教諭の

先生も授業で熱心に取り組んでおられる。しかし，

養護教諭としての専門性をそのまま教室に持ち込む

知識を活用する学習活動を重視する保健学習

～思考力。判断力等の育成を目指して～

順天堂大学　准教授　今関　豊一
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と保健指導になりがちである。そこは保健学習の固

有性が生かされるような授業にぜひ取り組んでいた

だきたい。学級担任の先生と中学校・高等学校の先

生方は，免許も含めて専門性を有する人材として学

校に勤務しているので，教科は特有の色を放ってい

ただきたい。そのような思いを込めて保健の固有性，

独自性というようなことを感じている。

４　おわりに

　子どもの学びが身近な具体例から抽象的な学習内

容に向かえるようにすること。そして抽象的な学習

内容が身近な具体例につながるように，教材と学習

内容が双方向に向かって振りながら高まっていく学

習の展開をつくりたい。そのための発問は極めて重

要である。資料などをそのまま読めば分かる問い，

見れば分かる問いは発問とはいわない。少し考え，

考えているといくつか選択肢として答えが出てく

る，そういったものを発問として準備したい。その

具体性を高めた教材や教具，実習，思考を深める問

いかけなどの方法により，身につけた知識が生きて

働くようにしたい。このことは，保健は直接的に生

活化，行動化すること自体をねらいとしているとい

うことではない。しかし，保健でやることは無縁と

いう話でもない。授業が終わったときに子どもの生

活の中で生きて働くようにしておきたい。そういう

意味では，保健の授業で準備状態（レディネス）を

引き上げることが大切である。実際に行動できるか

どうかは，次の問題で，知識を学ぶということイコー

ル行動が変わるということではない。人が行動を変

えるというのは，知識を学んだ後の，もしくは知識

を学ぶ前の学習，実行に移すときの方法論の練習，

実際にやってみた結果うまくいかずもう一度やって

みることの体験などが重要となるであろう。このよ

うなことを繰り返すことによって初めて人は人とし

て成長していくのだろうと思う。保健の学習の中で

は，行動が変わる可能性を高めることを意図して，

学ぶ意欲を高め思考力・判断力を育成できるように

今後向かっていきたい。これらは，今後の授業実践

によって明らかになってくることを期待したい。

　生涯を通じて心身の健康を保持増進するために

は，健康の大切さを認識し，自らの健康を管理・改

善していく資質や能力の基礎としての実践力を培う

必要がある。そのため，ヘルスプロモーションの考

え方を生かした効果的な保健学習の進め方について

協議する。

（１）資質や能力を基礎とした実践力を育てるため

　の保健学習の教材，教具の開発や指導方法の工夫

　について

（２）各教科，特別活動及び総合的な学習の時間等

　との関連を図った指導計画の作成，実施，評価及

　び改善について

（３）指導と評価の一体化を図る保健学習の工夫に

　ついて

心身の健康を保持増進するための実践力の
育成をめざした保健学習の進め方

宇都宮市教育委員会学校健康課

指導主事　横嶋　　剛

思考・判断を育てる保健学習の工夫

～寸劇を使って～

広島県立神辺旭高等学校　　

指導教諭　赤木　　京

子どもの活動を生かす保健の授業

～各教科，特別活動との関連を図った
保健学習の工夫～

栃木県宇都宮市立泉が丘小学校　校長　林田　弘之
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【質疑応答】
（１）赤木先生について。小学校でも寸劇をやって

　みたいと思った。寸劇を実施したのは，何時間扱

　いの何時間目に当たるのか。

　　林田先生について。６年生の授業は８時間あ

る。テストをする時間というのはなかなかとれな

いが，この８時間の中でテストをどこでどのよう

に実施しているのか。授業は校長先生がしている

のか。６年生の病気の単元でエイズをどのように

扱っているのか。

　　長尾先生について。ペア活動とグループ活動

をどの場面で実践されたのか具体的に教えてほし

い。　　　　　　　　　　　（静岡県　養護教諭）

《回　答》
・寸劇は１時間扱いである。２時間扱いの教員もい

た。　　　　　　　　　　　　（発表者　赤木）

・年間指導計画に１時間のテストを計画しているの

で，時間を確保できている。

・以前，担任のときにやった授業をもとに，自校の

研究や宇都宮市の研究会の中で，授業をやっても

らっている。

・エイズについては，年間指導計画の中に位置付け

ている。ライアンくんの新聞記事などを参考にし

ながら授業実践をしている。　（発表者　林田）

・保健の感染症を扱う単元の導入場面で，まず個人

で風邪やインフルエンザ以外の感染症で知ってい

るものを書き出させた後，ペア活動を実施し，交

流させた。さらに，その後グループで課題を設定

し，感染経路，進入経路，潜伏経路などを調べさ

せ発表させた。　　　　　　　（発表者　長尾）

・補足として，エイズは，小学校学習指導要領や解

説に記載はなく，必ず取り上げなければいけない

内容ではない。また，時間的にも指導時間を確保

するのが難しい状況であり，取り扱う場合には，

ライアンくんの学習を学級活動で行うことが多

い。　　　　　　　　　　（指導助言者　横嶋）

（２）長尾先生について。保健指導と保健学習をつ

なげて効果的な学習をされている。保健学習前

の取組例の中で，３年生は３年間同じビデオを視

聴するようになっている。生徒が振り返りを書く

時，３年間の中でどのような意識の変容がみられ

るか。あるいは，その後先生が評価活動をされて

いるが，その評価を次の単元に入るときにどのよ

うにつなげていっているか詳しく教えていただき

たい。　　　　　　　　　　（愛知県　養護教諭）

《回　答》
・１年生の時はビデオの中から分かったことをしっ

かり書いている。２年生になるとポイントを押さ

えた部分を書いている。３年生になると自分がで

きること，自分がやってきたことと関わらせて書

くという変化がみられる。

・身近な風邪やインフルエンザの感染症の予防につ

いて，意識が高まっている部分を学習カードで確

認した上で，本単元の感染症とその予防に入る。

３年生になると，ほぼ９９パーセントの生徒が

高い意識を持っているのでスムーズに次の単元に

入っていける流れになっている。

　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　長尾）

（３）赤木先生に質問。授業後に私も振り返りカー

ドで生徒に意見を聞いている。生徒はすばらしい

感想を書く。１，２時間の授業でこんなに分かっ

てもらえるのかと思うこともある。中学校，高等

学校で発達段階や教育課程の違いはあるかもし

れないが，授業をやっている中で，生活化や行動

化に結びついていないと感じることがある。少し

前にすばらしい感想や豊富を書いていた生徒が，

何ヵ月後かには，悩みを保健室に打ち明けにくる

こともある。全教育課程の中で，保健の授業以外

に生徒の行動化，生活化に結びつくような働きか

けをしているところはありますか。

　　　　　　　　　　　　　　（静岡県　養護教諭）

《回　答》
・授業の感想をみるとすごくいいことを書いてい

る。生徒が変わったのだと本当は思いたいがそう

でない部分もある。そのままを受け取る時もある

が，いつかどこかで生徒の心をゆさぶることがで

きたらという思いでやっている。授業の中で，心

に響く教材を活用したことで，家族での会話につ

ながり，さらには保健の題材が英語のスピーチコ

ンテストにつながったことがあった。保健は週に

１時間しかないので大切にしたい。また，日々，

たくましく生きる力をはぐくむ保健学習

～生徒を学習の主体にした指導とその評価の一体化
をめざして～

鳥取県八頭町立船岡中学校　教諭　長尾　愼二
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生徒の心に響く教材を探している。先生方からも

いいアイディアがあれば教えていただきたい。

（発表者　赤木）

・補足であるが，保健学習における「実践力」に

ついて述べさせていただくと，保健学習では実

践につながる原理原則，概念を理解させることで

ある。そして，保健指導と連携をすることによっ

て，具体的な行動を考えさえ，学校教育活動全体

を通して，生活化，行動化を図っていくことが必

要でないかと考える。　　（指導助言者　横嶋）

・保健の授業では生活化，行動化はねらっていな

い。学習指導要領のリード文には，保健の授業

は理解できるようにすると書いており，行動でき

るようにするとは書いていない。そこが一番の違

い。私の経験でも，いい授業ができたと思うと授

業者としての期待が高まり，いい行動になると思

い込む。ところが，受けている子どもは，確かに

その時間はそうだと思ったとしても，教室を出た

らまた別な自分がいる。悩みを養護教諭に打ち明

けにいったということは，学びがあったから行っ

たということも考えられる。大事なのはその後で

ある。養護教諭であれば，今回，学校保健安全法

に定められたように，健康相談，保健指導のと

ころでどのようにそういう子どもたちと関わる

のか。また，養護教諭がすべて抱え込むのではな

く，学校全体の中でどのように取り組んでいくの

かというところが極めて重要な生活化，行動化に

つながる部分である。

・保健指導と保健学習の区別ともよく言われるが，

保健指導として行われる主な領域として特別活動

がある。特別活動の目標は実践的態度の育成であ

る。これは，行動化，生活化に近い。保健学習の

時間でねらうべきところと特別活動の保健指導で

ねらうべきところは違う。そこを教師が意識し，

区別していかないといけない。保健の学習では，

ここまでやるというところをしっかりと押さえて

やるとよい。　　　　　　　　　（講師　今関）

（４）赤木先生の提案で，研究紀要の４４ページの

ねらい３の部分は教材観として，とても大事な部

分だと考える。この部分の指導をどのようにした

のか。また，教えて考えさせるということは，何

をどのような方法で教えるのかということが大事

である。それをねらい３でどのように工夫して指

導されたのか。　　　　　　（埼玉県教育委員会）

《回　答》
・ねらい３については，補助資料の評価の後半の部

分に書いている。ここでは，プラス面・マイナス

面について次へもつながるし，自分自身をみつめ

るという作業が，メインテーマの思考力・判断力

へつながる授業になった。

　学習プリントの中にもあるが，まず，個人で記入

し，班の中で意見を出し合う。意見を出し合うこ

とによって，人と自分の意見の違いに気づくこと

を大切にしたいと思って仕組んだ。　　　　

（発表者　赤木）

　 

（１）広島県立神辺旭高等学校の取組について

　　第１学年の現代社会と健康の中の精神の健康，

欲求と適応規制の実践から，その成果と課題につ

いての発表であった。

　　思考・判断を育てる保健学習の工夫という主題

を設定し，生徒の理解を深めさせる手だてとして，

適応規制を寸劇で表した。

　　寸劇で表現した友達の適応規制を見て，プラス

面・マイナス面について考えさせるなど，思考・

判断を育てる学習を工夫していた。寸劇のシナリ

オを全員に考えさせたため，自分の班の寸劇に意

欲的に取り組み，他の班の寸劇も興味深く見るこ

とが出来た。

　　特に先生の考えた発問や評価がよく吟味されて

いた。

　　今回の取組は，日本学校保健会のこれからの高

等学校保健学習の冊子の中に実践事例が紹介され

ている。より詳しい部分はこちらの方もご覧いた

だきたい。

　　合わせて，小学校，中学校の冊子も出ているの

で保健学習を進めるにあたって参考にしていただ

ければと思う。

（２）栃木県宇都宮市立泉が丘小学校の取組につい

　て

　　生活行動が関わって起こる病気の予防の実践か

ら，その成果と課題についての発表であった。子

どもの活動を生かす保健の授業という主題を設定

し，家庭科や学級活動などとの関連を図っている。
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それぞれの学習内容や系統性を整理したことで，

保健学習における学習内容を明確にし，児童の

理解を深めさせることをねらいとした取組であっ

た。関係教科や特別活動との関連を整理した上

で，子どもが意欲的に学習に取り組む教材を提案

いただいた。パワーポイントの資料の中にもあっ

たが，他の保健学習についても保健指導とのすみ

わけを整理し，関係教科や特別活動との関連を明

確にした指導計画の作成に努めていただければな

およい。ニコチン・タール・一酸化炭素について

は中学校３年生の学習内容になっているが，小学

校の教科書にも載っている。今回，そのようなこ

とも踏まえて触れる程度の扱いにしているが，学

習内容を明確にする際には，学習指導要領の内容

を基本にして取り扱っていただきたい。

　　今日の実践の中でよくかむことが大切だとい

う指導になると保健指導となるが，取り扱った教

材を通して最終的には学習指導要領の内容に立ち

戻って聞き取ることが大切である。学習指導要領

では，健康に良い生活行動を毎日実践し続けるこ

とが必要であることを理解させることが学習内容

であるので，よく整理した上で，実践することが

大切である。

（３）鳥取県八頭町立船岡中学校の取組について

　　第３学年の健康な生活と病気の予防の中の感染

症とその予防の実践から，その成果と課題につい

ての発表であった。たくましく生きる力をはぐく

む保健学習という主題を設定し，生徒を学習の主

体とした指導と，評価の一体化を明確にしている。

　　事前に行った保健指導と保健学習の関連を重視

し，評価規準の明確化やペア学習，グループ学習

での自己，相互評価の充実などに重点を置いた取

組であった。

　　評価場面を多く取り入れ指導と評価の一体化を

図ることにより，評価の中から見えてきた課題や

生徒の欲求を指導に生かすことができたのではな

いかと思う。具体的な例としては，保健指導の中

で指導した後に振り返り活動Ⅰを行い，また指導

した後に振り返り活動Ⅱを行う。それを保健学習

に生かすという流れであった。

　　保健指導と関連を図った保健学習を実践するこ

とによって，保健学習で学習した内容を更に日常

生活にも生かそうとする意識が高まったと聞いて

いる。

　　長尾先生の始めの言葉で，保健学習は命の学習

であるという張り紙を毎回持ち歩いて授業に掲示

しているという話を聞いて，非常に熱心ですばら

しいと感じた。

－ 30 － － 31 －




