
①単元名 中学校第３学年 保健（健康な生活と疾病の予防） 

主な学習活動 評価規準 

②指導内容の概要 ③学習指導要領の内容 ④学習指導要領解説の記載内容 ねらい 時数 学習内容 
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１ 健康の成り立ち ○  ○  

健康の成り立ちや主体と
環境の要因について意見を
発表しようとしたり，課題
について調べようとしたり
している。 
 

 

健康の成り立ちや主体と環境
の要因について理解したこと
を，言ったり，書き出したりし
ている。  

図示して詳しく説明し，
健康の保持増進について実
生活を例に挙げさせて話し
合いを進めさせる。 ア 

 

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か

かわり合って発生すること。 

健康は， 主体と環境を良好な状態に保つことにより成り立ってい
ること，また， 健康が阻害された状態の一つが疾病であることを理
解できるようにする。また，疾病は，主体の要因と環境の要因とが相
互にかかわりながら発生することを理解できるようにする。その際，
主体の要因には，年齢，性，免疫，遺伝などの素因と土生後に獲得さ
れた食事，運動，休養及び睡眠を含む生活上の様々な習慣や行動など
があることを理解できるようにする。環境の要因には，温度，湿度や
化学物質などの物理的・化学的環境，ウイルスや細菌などの生物学的
環境及び人間関係や保健・医療機関などの社会的環境などがあること
を理解できるようにする。 

１健康を維持するために必要なこと（条件）
は何かを理解することができるようにす
る。 
２疾病は主体の要因と環境の要因とが相互
にかかわりながら発生することを理解し，
自分ができる取り組みと社会に望む環境づ
くりについて考えることができる。 ２ 

健康の成り立ち
と疾病の発生 

要因 
主体と環境の要因のかかわりに

よって起こる疾病 
○ ○ ○   

健康の成り立ちと主体・
環境の要因について自分や
社会の課題を見つけるなど
して，それらについて筋道
を立てて説明している。 

 環境の成り立ちと主体・環境
の要因について理解したことを
言ったり，書き出したりしてい
る。 

自己の生活を振り返らせる
とともに，現代社会の取組
みや問題を例示し，具体的
に考えられるようにする。 

３ 食生活と健康 ○   ○ 

健康の保持増進のため
に，食生活に関する資料を
読み，自分の食生活を見直
そうとしている。 

 

バランスの取れた食事や規則
正しい食生活について理解した
ことを言ったり，書き出したり
している。 
 

学習シートに最近の食生
活を具体的に記入させ，課
題をつかませる。 

４ 運動と健康 ○   ○ 
運動の効果に関する資料

を読み，自分の生活を見直
そうとしている。 

 

 
運動の効果や健康づくりのた

めの運動の行い方について，理
解したことを言ったり，書き出
したりしている。 
 

体つくり運動で作成した
資料も参考にさせ，実生活
と運動の結びつきの重要性
をより深く考えさせる。 

５ 休養及び睡眠と健康   ○  

疲労回復の方法について
提案や，意見発表などの学
習活動に意欲的に取り組も
うとしている。 

 休養や運動を日常生活に
取り入れることが健康の保
持増進につながることを筋
道を立てて説明している。 

 

休養やリラックスの方法
を発表させて情報を共有化
させ，実生活に役立てられ
るようにする。 

６ 調和のとれた生活と生活習慣病1 ○ ○   

生活習慣病に関する資料
を読み，課題みつけようと
したり，調べようとしたり
している。 

 
生活習慣病を引き起こす要因

について理解したことを言った
り，書き出したりしている。 

生活習慣病についての最
新のデータを提示し，関心
をもたせる。 

イ 

健康の保持増進には， 年齢， 生

活環境等に応じた食事， 運動， 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。また， 食事の

量や質の偏り，運動不足，休養や睡

眠の不足などの生活習慣の乱れは，

生活習慣病などの要因となること。 

(ｱ) 食生活と健康 
健康を保持増進するためには，毎日適切な時間に食事をすること，

また，年齢や運動量に応じて栄養素のバランスや食事の量などに配慮
すること及び運動によって消費されたエネルギーを食事によって補
給することが必要であることを理解できるようにする。 
(ｲ) 運動と健康 
運動には， 身体の各器官の機能を刺激し， その発達を促すととも

に， 気分転換が図られるなど， 精神的にもよい効果があること， 健
康を保持増進するためには日常生活において適切な運動を続けるこ
とが必要であることを理解できるようにする。 
(ｳ) 休養及び睡眠と健康 
健康を保持増進するためには， 休養及び睡眠によって心身の疲労

を回復することが必要であることを理解できるようにする。その際， 
長時間の学習， 運動， 作業などは， 疲労をもたらし， その徴候は
心身の状態の変化として現れること， これらは運動や学習などの量
と質によって， また環境条件や個人によって現れ方に違いがあるこ
とについて取り上げ， 適切な休養及び睡眠によって疲労を蓄積させ
ないようにすることが大切であることに触れるようにする。なお， 必
要に応じて， コンピュータなど情報機器の使用による疲労の現れ方
や休憩の取り方など健康とのかかわりについても取り上げることに
も配慮する。 
(ｴ) 調和のとれた生活と生活習慣病 
人間の健康は生活行動と深くかかわっており， 健康を保持増進す

るためには， 年齢， 生活環境等に応じた食事， 適切な運動， 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
できるようにする。また，食生活の乱れ，運動不足，睡眠時間の減少
などの不適切な生活習慣は，やせや肥満などを引き起こしたり， ま
た， 生活習慣病を引き起こす要因となったりし， 生涯にわたる心身
の健康に様々な影響があることを理解できるようにする。 

(ｱ)バランスの取れた食事や規則正しい食生
活が健康につながることを理解し，自分の
食生活を見直すことができる。 
(ｲ)運動の効果について理解することができ
る。健康づくりのための運動の行い方をま
とめ，自分の生活に運動を取り入れる計画
を立てることができる。 
(ｳ)休養を日常生活に適切に取り入れること
が健康の保持増進につながることを理解
し，疲労回復の方法について考えることが
できる。 
(ｴ)-１食生活の乱れや運動不足，睡眠不足等
が不健康や生活習慣病を引き起こす要因に
なることを理解することができる。 
(ｴ)-2生活習慣病の予防についてまとめ，自
己の生活を見直すことができる。 

７ 

生活行動・生活 
習慣と健康 

調和のとれた生活と生活習慣病

２ 
○  ○ ○  

生活習慣病の予防につい
て，資料などを参考にし，
自己の生活の改善点を筋道
を立てて説明することがで
きる。 

 
 

毎日の生活を振り返られ
る学習シートを準備し，よ
り具体的に予防法を見出せ
るようにする。 

喫煙と健康   ○ ○ 

喫煙が健康を損なう原因
について課題を調べようと
したり，意見を発表しよう
としたりしている。 

喫煙が健康に与える影響
について学習したことをも
とに，自分の生活に当ては
めたり，事例に応用したり，
関係を見付けたりするなど
して，筋道を立ててそれら
を説明している。 

 
 

煙に含まれる有害物質が
目に見える実験を行い，興
味関心を引き出す。 

８ 

９ 
飲酒と健康 ○  ○  

未成年者の飲酒が法律で
禁止されている理由につい
て調べようとしたり，意見
を発表しようとしたりして
いる。 

 

未成年者の飲酒が法律で禁止
されている理由や，アルコール
の作用や依存性について理解し
たことを，言ったり，書き出し
たりしている。 

映像資料を提示し，アル
コールやその依存性によっ
て起こる社会問題について
考えやすいようにし，未成
年の飲酒が法律で禁止され
ている理由について考えを
もたせる。 

10 薬物乱用と健康  ○ ○  

社会環境や心身に与える
影響について課題を調べた
り，意見を発表したりして
いる。 

 
社会環境や心身に与える影響

について，理解したことを言っ
たり，書き出したりしている。 

近年に起こった関連事件
を取り上げ，身近な問題と
して考えさせる。 

11 
喫煙，飲酒，薬物乱用につながる

心理的要因や 

社会環境の要因 

○  ○  

喫煙，飲酒，薬物乱用の
きっかけや社会的環境につ
いて他の意見を聞こうとし
たり，発表しようとしたり
している。 

 

喫煙，飲酒，薬物乱用につな
がる心理的要因や社会環境の要
因について，理解したことを言
ったり，書き出したりしている。 

喫煙，飲酒，薬物の害や
依存性が原因で起きた病気
や社会問題などの具体例を
上げ，考えやすいようにす
る。 

ウ 

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。 

(ｱ) 喫煙と健康 
喫煙については， たばこの煙の中にはニコチン， タール及び一酸

化炭素などの有害物質が含まれていること， それらの作用により， 
毛細血管の収縮，心臓への負担，運動能力の低下など様々な急性影響
が現れること，また， 常習的な喫煙により， 肺がんや心臓病など様々
な病気を起こしやすくなることを理解できるようにする。特に，未成
年者の喫煙については，身体に大きな影響を及ぼし， ニコチンの作
用などにより依存症になりやすいことを理解できるようにする。 
(ｲ) 飲酒と健康 
飲酒については， 酒の主成分のエチルアルコールが中枢神経の働

きを低下させ， 思考力や自制力を低下させたり運動障害を起こした
りすること，急激に大量の飲酒をすると急性中毒を起こし意識障害や
死に至ることもあることを理解できるようにする。また， 常習的な
飲酒により， 肝臓病や脳の病気など様々な病気を起こしやすくなる
ことを理解できるようにする。特に， 未成年者の飲酒については， 身
体に大きな影響を及ぼし， エチルアルコールの作用などにより依存
症になりやすいことを理解できるようにする。 
(ｳ) 薬物乱用と健康 
薬物乱用については， 覚せい剤や大麻を取り上げ， 摂取によって

幻覚を伴った激しい急性の錯乱状態や急死などを引き起こすこと， 
薬物の連用により依存症状が現れ， 中断すると精神や身体に苦痛を
感じるようになるなど様々な障害が起きることを理解できるように
する。また， 薬物乱用は， 個人の心身の健全な発育や人格の形成を
阻害するだけでなく， 社会への適応能力や責任感の発達を妨げるた
め， 暴力， 性的非行， 犯罪など家庭・学校・地域社会にも深刻な
影響を及ぼすこともあることを理解できるようにする。喫煙， 飲酒， 
薬物乱用などの行為は， 好奇心， なげやりな気持ち， 過度のスト
レスなどの心理状態， 周囲の人々の影響や人間関係の中で生じる断
りにくい心理， 宣伝・広告や入手のし易さなどの社会環境などによ
って助長されること， また， それらに適切に対処する必要があるこ
とを理解できるようにする。 
  

(ｱ)タバコの成分が身体に与える影響を知
り，未成年者の喫煙が法律で禁止されてい
る理由に気づき，理解することができる。 
(ｲ)酒類の主成分のエチルアルコールが身体
に与える影響について知り，アルコールに
は依存性があることや未成年者の飲酒が法
律で禁止されている理由に気づき，理解す
ることができる。 
(ｳ)薬物乱用の害と依存性を知ることができ
る。また，薬物の乱用が人格の形成を妨げ，
社会へ悪影響を及ぼす場合があることに気
づき，理解することができる。 
・害や恐ろしさ，法律で禁止されているこ
とを知りながらタバコや酒，薬物に手を出
してしまう人がいるのはなぜかを考えるこ
とができる。 
・たばこ，酒，薬物に手を出さないために 
どのようにしたらよいかを考えることがで
きる。 

12 

喫煙，飲酒，薬物
乱用と健康 

不適切な喫煙，飲酒，薬物乱用へ

の適切な対処 
  ○ ○ 

たばこ，酒，薬物に手を
出さないために自分の役割
を演じようとしたり，意見
を発表しようとしたりして
いる。 

たばこ，酒，薬物のすす
めを断るために学習したこ
とをもとに具体的な方法を
考え，それらを説明してい
る。 

 

誘われる人の疑似体験を
させ，その心理から適切な
判断や行動ができるように
させる。 

13 感染症の原因とその予防１ ○  ○  

感染症の原因や主体への
対策による感染症の予防に
ついて，意見を発表しよう
としたり，課題を調べよう
としたりしている。 

 
感染症の起こり方について，

理解したことを言ったり，書き
出したりしている。 

感染症の起こり方とその
予防についてまとめやすい
学習シートを準備する。 

 
14 
 

感染症の原因とその予防２  

 

○ 

 

○   

感染症の原因や主体への
対策による感染症の予防に
ついて適切な課題解決の方
法を選んでいる。 

染症の予防には①感染源②感
染経路③体の抵抗力についての
対策が有効であることを言った
り，書き出したりしている。 

新型インフルエンザなど
身近な例を資料で提示し，
様々なケースにおいて自分
でできる予防対策を考えら
れるようにする。 

エ 

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。 

(ｱ) 感染症の原因とその予防 
感染症は， 病原体が環境を通じて主体へ感染することで起こる病

気であり， 適切な対策を講ずることにより予防できることを， 例え
ば， 結核， コレラ， ノロウィルスによる感染性胃腸炎， 麻疹， 風
疹などを適宜取り上げ理解できるようにする。病原体には， 細菌や
ウイルスなどの微生物があるが， 温度， 湿度などの自然環境， 住
居， 人口密度， 交通などの社会環境， また， 主体の抵抗力や栄養
状態などの条件が相互に複雑に関係する中で，病原体が身体に侵入
し，感染症が発病することを理解できるようにする。感染症を予防す
るには， 消毒や殺菌等により発生源をなくすこと， 周囲の環境を衛
生的に保つことにより感染経路を遮断すること， 栄養状態を良好に
したり， 予防接種の実施により免疫を付けたりするなど身体の抵抗
力を高めることが有効であることを理解できるようにする。 
(ｲ) エイズ及び性感染症の予防 
エイズ及び性感染症の増加傾向とその低年齢化が社会問題になっ

ていることから，その疾病概念や感染経路について理解できるように
する。また，予防方法を身に付ける必要があることを理解できるよう
にする。例えば，エイズの病原体はヒト免疫不全ウイルス（H I V） で
あり， その主な感染経路は性的接触であることから， 感染を予防す
るには性的接触をしないこと， コンドームを使うことなどが有効で
あることにも触れるようにする。なお， 指導に当たっては， 発達の
段階を踏まえること， 学校全体で共通理解を図ること， 保護者の理
解を得ることなどに配慮することが大切である。 

(ｱ)-1感染症の原因（環境の条件，主体の条
件が関係していることも含む）を知り，そ
の予防について理解することができる。 
(ｱ)-2 感染症を予防するためには，「発生源
をなくすこと」「感染経路を遮断すること」
「免疫をつけたり，身体の抵抗力を高めた
りすること」が有効なことを理解すること
ができる。 
(ｲ)性感染症(エイズ含む)の疾病概念や感染
経路について理解することができ，その予
防方法を考えることができる。また，患者
や感染者に対して偏見をもったり差別をし
たりしないような態度を身につけることが
できる。 

15 

感染症の予防 

エイズ及び性感染症の予防 ○  ○  

 
個人の健康と社会的な取

組との関わりについて資料
を読もうとしたり，意見を
発表しようとしたりしてい
る。 

 
個人の健康と社会的な取組と

関わりについて，言ったり，書
き出したりしている。 

地球規模で感染症対策が
必要であることに気付か
せ，性感染症の検査，予防
を早期に受けることが有効
であることを理解させる。
HIV に関する知識チェック
リストを用い，正しい知識
を身に付けさせ，偏見や差
別をもたない態度を育て
る。 

16 
健康の保持増進や疾病予防の役

割を担っている保健・医療機関と

その利用１ 

○  ○  

保健・医療機関の機能や
役割について，健康の増進
や疾病の予防に関する資料
を見たり，自分の生活を振
り返ったりするなどの学習
に意欲的に取り組もうとし
ている。 

 
保健・医療機関の機能や役割

について，理解したことを言っ
たり，書き出したりしている。 

生徒の実生活や身近な生
活の場から資料を準備し，
問題意識を喚起し，保健・
医療機関の機能や役割につ
いての知識を身につけさせ
る。 

17 
健康の保持増進や疾病予防の役

割を担っている保健・医療機関と

その利用２ 

 ○ ○   

保健・医療機関の機能や
役割について学習したこと
をもとに，自分の生活に当
てはめたり，事例に応用し
たり，関係をみつけたりす
るなどして，それらを有効
利用する理由について筋道
を立てて説明している。 

 

得た知識を活用し，科学
的な認識と合わせて自分の
力で課題解決に向かうと共
に，お互いの意見交換によ
ってさらに思考を深め，自
分なりの考えを見出すこと
ができるようにする。 

オ 

健康の保持増進や疾病の予防に

は，保健・医療機関を有効に利用す

ることがあること。また，医薬品は，

正しく使用すること。 

地域には，人々の健康の保持増進や疾病予防の役割を担っている保
健所，保健センター，医療機関などがあることを理解できるようにす
る。健康の保持増進と疾病の予防には，各機関がもつ機能を有効に利
用する必要があることを理解できるようにする。また，医薬品には，
主作用と副作用があることを理解できるようにする。医薬品には，使
用回数，使用時間，使用量などの使用法があり，正しく使用する必要
があることについて理解できるようにする。 

保健・医療機関や医薬品の有効利用につ
いて，健康に関する資料を見たり，自分の
生活を振り返ったりするなどの学習活動
や，課題解決に向けての話合いや意見交換
などの学習活動に意欲的に取り組もうとし
ている。 
 保健・医療機関や医薬品を有効に利用す
る理由について学習いたことをもとに，自
分たちの生活に当てはめたり，事例に応用
したり，関係を見つけたりするなどして，
筋道を立てて説明することができる。 
 保健・医療機関や医薬品の有効利用につ
いて，理解したことを言ったり，書き出し
たりしている。 18 

保健・医療機関や
医薬品の有効利
用 

医薬品の正しい使用法 ○  ○  

医薬品を正しく使用する
ことについて，課題の解決
に向けての話し合いや意見
交換などの学習活動に意欲
的に取り組もうとしてい
る。 

 
医薬品の有効利用について，

理解したことを言ったり，書き
出したりしている。 

医薬品に付属している注
意書をもとに，正しい使用
法を話合ったり，主査用・
副作用の説明から，有効利
用を説明したりできるよう
にする。 

19 
個人の健康と社会的な 

取組との関わり１ 
○ ○   

健康を守るための社会的
な活動について，意欲的に
課題を調べようとしてい
る。 

 

健康を守るための地域の活動
や施設とその利用について，理
解したことを言ったり，書き出
したりしている。 

国別の GNP と乳児死亡
率の関係等にも着目させ，
社会的な取組みの重要性に
気付かせる。その上で，地
域の具体的施設を取り上げ
た資料を提示する。 

健康な生活と疾病

の予防について理

解を深めることが

できるようにする。 

カ 

個人の健康は，健康を保持増進す

るための社会の取組と密接な関わり

があること。 

健康の保持増進や疾病の予防には，人々の健康を支える社会的な取
組が有効であることを理解できるようにする。ここでは，住民の健康
診断や心身の健康に関する相談などを取り上げ，地域における健康増
進，生活習慣病及び感染症の予防のための地域の保健活動が行われて
いることを理解できるようにする。  

・健康の保持増進や疾病の予防は個人の努
力と社会的な活動（公衆衛生活動）が合わ
さって大きな効果をもたらす理解すること
ができる。 
・秋田県や大仙市にある健康を守るための
施設について，その活動内容や利用の仕方
を調べ，身近な地域でも保健活動が行われ
ていることを理解することができる。 

20 

 
個人の健康を守
る社会の取組 

個人の健康と社会的な 

取組との関わり２ 
  ○   

資料や自分の経験，友人
の意見や学習したことを比
較するなどして，皆の健康
を守るために自分たちがで
きることを選んでいる。 

 

ボランティアや NPO 法
人の活動等も取り上げ，健
康を守るために様々な取組
みがなされていて，自分に
もできることがあることに
気付かせる。 

⑥内容の取り扱い 

（７）内容の（４）のイについては，食育の観点も踏まえつつ健康的な生活習慣の形成に結びつくように配慮するとともに，必要に応じて，コンピュータなどの情報機器の使用と健康とのかかわり
について取り扱うことも配慮するものとする。 

（８）内容の（４）のウについては，心身への急性影響及び依存性について取り扱うこと。また，薬物は，覚せい剤や大麻等を取り扱うものとする。 
（９）内容の（４）のエについては，後天性免疫不全症候群（エイズ） 及び性感染症についても取り扱うものとする。 
（10）保健分野の指導に際しては，知識を活用する学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行うものとする。 

（10）は，知識の習得を重視した上で，知識を活用する学習活動を積極的に行うことにより，思考力・判断力等を育成していくことを示したものである。指導に当たっては，事例などを用いたディスカッション，ブレインストーミング，
心配蘇生法などの実習，実験，課題学習などを取り入れること，また，必要に応じてコンピュータ等を活用すること，地域や学校の実情に応じて養護教諭や栄養教諭，学校栄養職員など専門性を有する教職員等の参加・協力を推進するこ
となど多様な指導方法の工夫を行うよう配慮することを示したものである。 
 実習を取り入れるねらいは，実験の方法を習得することではなく，内容について仮説を設定し，これを検証したり，解決したりするという実証的な問題解決を自ら行う活動を重視し，科学的な事実や法則といった指導内容を理解できる
ようにすることに主眼を置くことが大切である。 



 


