
 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

別表１        

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

保健分野のページ数 122ページ 
 

105ページ 116ページ 124ページ 

体育理論分野のページ数 36ページ 
 

42ページ 38ページ 40ページ 

個人生活における健康に関する内容の小単元の項目と数 心身の機能の発達と心の健康 
      …項目数 ９ 
(1) 体の発育・発達 
(2) 呼吸器・循環器の発育・発

達 
(3) 生殖機能の成熟 
(4) 異性の尊重と性情報への

対処 
(5) 知的機能と情意機能の発

達 
(6) 社会性の発達と自己形成 
(7) 心と体の関わり 
(8) 欲求と欲求不満 
(9) ストレスへの対処と心の

健康 

心身の機能の発達と心の健康 
      …項目数 ９ 
(1) 体の発育・発達 
(2) 呼吸器官・循環器官の発育

・発達 
(3) 生命を生み出す体への成

熟 
(4) 思春期の心の変化への対

応 
(5) 考える心・感動する心の発

達 
(6) 人とのかかわりと自分ら

しさ 
(7) 欲求への対処 
(8) ストレスへの対処 
(9) 心と体のかかわり 
 

心身の機能の発達と心の健康 
      …項目数 ９ 
(1) 体の発育・発達 
(2) 呼吸器・循環器の発育・発

達 
(3) 生殖かかわる働きの成熟 
(4) 性への関心と行動 
(5) 心の発達と社会性 
(6) 自己形成 
(7) 欲求と欲求不満 
(8) 心と体のかかわり 
(9) ストレス対処と心の健康 
 

心身の機能の発達と心の健康 
      …項目数 ８ 
(1) 体の発育・発達 
(2) 呼吸器・循環器の発達 
(3) 生殖機能の成熟 
(4) 性とどう向き合うか 
(5) 心の発達①知的機能と情

意機能の発達 
(6) 心の発達②社会性の発達 
(7) 自己形成 
(8) 欲求不満やストレスへの

対処 
 

 

個人生活における安全に関する内容の小単元の項目と数 傷害の防止…項目数 ９ 
(1) 傷害の発生要因 
(2) 交通事故の発生要因 
(3) 交通事故の危険予測と回

避 
(4) 犯罪被害の防止 
(5) 自然災害による危険 
(6) 自然災害による傷害の防

止 
(7) 共に生きる＜発展＞ 
(8) 応急手当の意義と心肺蘇

生 
(9) けがの応急手当 

傷害の防止…項目数 ８ 
(1) 傷害の発生要因と防止 
(2) 交通事故の要因と傷害の

防止 
(3) 犯罪被害の防止 
(4) 自然災害による傷害の防

止 
(5) 応急手当の基本 
(6) 心肺蘇生 
(7) 出血があるときの応急手

当 
(8) 外傷の応急手当 

傷害の防止…項目数 ７ 
(1) けがの原因と防止 
(2) 交通事故によるけがの防

止 
(3) 犯罪被害の防止 
(4) 自然災害への備えと避難 
(5) 応急手当の基本 
(6) けがの応急手当 
(7) 心肺蘇生法 
 

傷害の防止…項目数 ７ 
(1) 傷害の原因と防止 
(2) 交通事故の現状と原因 
(3) 交通事故の防止 
(4) 犯罪被害の防止 
(5) 自然災害に備えて 
(6) 応急手当の意義と基本 
(7) きずの手当 
 

二次災害によって生じる傷害に関する教材 (1) 自然災害による危険 
(2) 自然災害の種類 

地震・台風・大雨・大雪な
ど 

(3) 二次災害の種類 
津波・土砂崩れ・地割れ・
火災など 

(4) 自然災害による傷害の防
止 
災害時の安全確保・災害時
の行動・正しい情報の入手 

(1) 自然災害による傷害 
津波・土砂崩れ・地割れ・
火災など 

(2) 自然災害による傷害の防
止 

(3) 自然災害が発生した場合
の行動 
緊急地震速報 

(1) 地震災害と二次災害 
津波・土砂崩れ・地割れ・
火災 

(2) 気象災害 
集中豪雨・雷・竜巻 

(3) 地震発生時の避難 
緊急地震速報・率先避難 

(1) 自然災害に備えて 
(2) 自然災害による被害 
(3) 二次災害 

津波・土砂崩れ・地割れ・
火災など 

(4) 自然災害から身を守る 
災害に対する知識・意識・
訓練 
避難と避難生活 

医薬品に関する教材 (1) 医薬品の利用 
医薬品の働き、使用方法 

 

(1) 医薬品の有効利用 
医薬品の種類と作用、医薬
品の利用 

(1) 医薬品の正しい使い方 (1)医薬品の有効利用 
医薬品の作用、医薬品の正
しい使い方 

 

 

 

 

 

 

 



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

別表２        

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

学習の導入時における発問の数 個数：50 
◇心身の発達…個数：９ 
◇健康と環境…個数：５ 
◇傷害の防止…個数：８ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：17 
◇体育編…個数：11 

個数：46 
◇心身の発達…個数：９ 
◇健康と環境…個数：６ 
◇傷害の防止…個数：５ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：17 
◇体育編…個数：９ 

個数：60 
◇心身の発達…個数：10 
◇健康と環境…個数：６ 
◇傷害の防止…個数：11 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：21 
◇体育編…個数：12 

個数：44 
◇心身の発達…個数：８ 
◇健康と環境…個数：７ 
◇傷害の防止…個数：６ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：14 
◇体育編…個数：９ 

振り返り学習などの教材と数 個数：40 
◇心身の発達と心の健康 

…個数：８ 
◇健康と環境…個数：５ 
◇傷害の防止…個数：６ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：12 
◇運動やスポーツの多様性 
        …個数：３ 
◇運動やスポーツが心身の発

達にあたえる効果と安全 
…個数：３ 

◇文化としてのスポーツの 
意義     …個数：３ 

個数：49 
◇心身の発達と心の健康 

…個数：11 
◇健康と環境…個数：７ 
◇傷害の防止…個数：５ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：17 
◇運動やスポーツの多様性 
        …個数：３ 
◇運動やスポーツが心身の発

達にあたえる効果と安全 
…個数：３ 

◇文化としてのスポーツの意
義      …個数：３ 

個数：37 
◇心身の機能の発達と心の健

康      …個数：７ 
◇健康と環境…個数：４ 
◇けがの防止…個数：６ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：12 
◇運動やスポーツの学び方 

     …個数：３ 
◇運動やスポーツの体への効

果      …個数：３ 
◇人々を結ぶスポーツ 
        …個数：２ 

個数：42 
◇心身の発達と心の健康 

…個数：８ 
◇健康と環境…個数：７ 
◇傷害の防止…個数：５ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：13 
◇スポーツの多様性 
       …個数：３ 
◇スポーツの効果と安全  

      …個数：３ 
◇文化としてのスポーツ  

      …個数：３ 

体験と理論を結びつけて説明している数 個数：２ 
◇心身の発達と心の健康 

…個数：２ 
 

個数：３ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：３ 
 

個数：７ 
◇心身の機能の発達と心の健

康      …個数：１ 
◇健康と環境…個数：２ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：４ 

個数：５ 
◇心身の発達と心の健康 

…個数：４ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

別表３        

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

科学的な考え方や行動の仕方の事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個数：26 
◇呼吸器・循環器の機能の発

達 は 、 運動 な どの 習慣 に
よって違いが現れます。ど
の よ う な違 い が現 れる の
か、心拍数を例に説明して
みましょう。 

◇右のような心配をしている
友達に、どのようなアドバ
イスをしたらよいでしょう
か。 

◇下の事例の問題点を考え、
Ａさんにアドバイスしてあ
げましょう。 

◇大切な試験まであと２週間
というＡさんは、このとこ
ろよく腹痛を起こしていま
す。あなたはＡさんにどの
ようなアドバイスをします
か。 

◇「やってみよう」でカード
に記入した欲求について、
資料１のア～ウに分類して
みましょう。 

◇「やってみよう」でエラー
をしたＡさんは、その後、
チームメイトから励まされ
たり、先生から守備につい
てのアドバイスをもらった
りしました。これらの経験
を通してＡさんは、失敗し
た前と比べて、１、２につ
いてどのように変わったと
思いますか。 

◇資料７を参考にして、次の
ような場合に、どのように
言ったら良いか考えてみま
しょう。 

◇資料１を参考に、地域のス
ポーツイベントに自分がど
のように関わることができ
るか、考えてみましょう。 

◇バスケットボールの試合
で、次のような場面になっ
た と き 、あ な たが Ａさ ん
だったらどのようなプレイ
を選びますか。それはどの
ような戦術に基づいている
か、理由も合わせて答えま
しょう。 

 
 

個数：32 
◇好きな運動やスポーツを

行ってみましょう。そのこ
とで、自分の体をどのよう
に変化させていきたいかを
考えてみましょう。 

◇運動やスポーツによって身
に付いた社会性は、生活の
なかのどのような場面で役
立つか、考えてみましょう。 

◇運動やスポーツへの取組を
振り返り、健康や安全に配
慮できているか考えてみま
しょう。また、改善できる
こ と を まと め てみ まし ょ
う。 

◇呼吸器官や循環器官の発達
を 促 す 運動 や スポ ーツ に
は、どのようなものがある
でしょうか。 

◇異性に対する正しい理解の
ために必要なことや、相手
を尊重した接し方について
考えてみましょう。 

◇あなたは中学校生活の目標
や夢を持っていますか。自
分の目標や夢を実現するた
めに、どのような心のはた
らきが必要か、学習したこ
と を 基 に考 え てみ まし ょ
う。 

◇欲求の対処法としてこうす
れば良かったと思う事例を
挙げ、どのように対処する
べきだったか改善策を考え
てみましょう。 

◇苦手な科目、早起きや部屋
の掃除など、やりたくない
なと感じていることを一つ
取り上げ、見方を変えて前
向きに取り組むために計画
を立ててみましょう。 

◇心と体の調和を保つために
今日からできることを考え
てみましょう。 

◇夏、暑いなかで運動をする
ときには、どのようなこと
に気をつければよいか、右
の項目について、まとめて
みましょう。 

◇いろいろな教室や施設の明
るさを規準と比較し、明る
さに問題があった場合の対
策を考えてみましょう。 

 

個数：18 
◇中学生のころに、身長や体

重の個人差が目立つように
なる理由を挙げてみよう。 

◇あなたの生活の中で、呼吸
や循環の働きを高める身体
活動や運動にはどんなもの
があるか、挙げてみよう。 

◇図３の性情報の入手先を、
「情報の入手しやすさ」、
「情報の具体性」、「情報
の 正 確 性」 と いう 点か ら
チェックしてみよう。 

◇教室内の環境を至適範囲に
保つための工夫にはどのよ
うなものがあるか、挙げて
みよう。 

◇地震や水道の事故などで断
水になった場合、どのよう
に飲料水を確保すればよい
のだろう。色々な方法を挙
げてみよう。 

◇自宅や学校などの室内で、
空気が汚染されそうな場所
と場面を予測して、挙げて
みよう。 

◇図２を見ながら、もしも、
し尿が漏れ出して井戸水を
汚染するようなことがあっ
た場合、健康上どのような
ことが起きるか、意見を出
し合ってみよう。 

◇通学中に発生する犯罪から
身を守るための効果的な対
策を、行動と環境から挙げ
てみよう。 

◇道などで倒れている人を見
つけたときに、自分が実際
にどのような行動が取れる
かを考え、そのときに不安
に 感 じ るこ と など を出 し
合ってみよう。 

◇「おなかをこわす」という
健康上の問題に関して、主
体の要因と環境の要因をで
き る だ け多 く 挙げ てみ よ
う。 

◇自分がこれまで行って、疲
労回復に役立った方法を挙
げてみよう。 

◇最近、自分が罹った感染症
を思い出し、その感染経路
を考えてみよう。 

 

個数：26 
◇望ましい発育・発達のため

に、毎日の生活で、どんな
ことに気を付けようと思
いますか。また、その理由
は何ですか。 

◇ＡさんとＢさんのどちら
が陸上競技の長距離の選
手でしょうか。また、それ
はなぜですか。 

◇コミュニティサイトによ
る被害は、どうすれば防げ
たでしょうか。右の資料を
参 考 に し て 考 え て み ま
しょう。 

◇テストで頑張ったのに、意
外と悪い点数だったとき、
あなたはどんな行動をと
りますか。それは適切な行
動でしょうか。 

◇ふだんのストレスへの対
処の方法を出し合ってみ
ましょう。資料⑥も参考に
しながら、これから試して
みたい対処の方法を書い
ておきましょう。 

◇真夏の暑さではないのに、
６月に熱中症にかかるこ
とが多くあります。それは
なぜでしょうか。 

◇夏の暑い日に、自分の部屋
でパソコンを使うときの
注意点を、次の観点で挙げ
てみましょう。①エアコン
の使用の仕方②服装③部
屋の明るさ 

◇ある寒い日の停電時に、炭
で暖をとろうとして死亡
事故が発生しました。右の
図を参考に、どうすれば事
故を防げたか、考えてみま
しょう。 

◇山の中で道に迷ってしま
い、安全かどうかが分から
ない水を飲まなければな
らなくなったとします。少
しでも安全な水を飲むた
めに、右に挙げた道具を用
いてどんなことができま
すか。浄水場の仕組みを参
考にして考えてみましょ
う。 

◇水の汚染を防ぐための工
夫や方策には、どんな物が
考えられますか。 

 

 



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

科学的な考え方や行動の仕方の事例 
 

◇閉め切った部屋でストーブ
を使っています。次のよう
なとき、あなたはＡさんに
何と言いますか。今日の学
習 を 踏 まえ て 考え てみ ま
しょう。 

◇1957年以降、二つのグラフ
はどのように変化していま
す か 。 次の キ ーワ ード を
使 っ て 説明 し てみ まし ょ
う。 

◇私たちの生活の中から生じ
るごみが収集されないと、
健康にどのような影響があ
るでしょうか。 

◇下水道を使用している地域
で、災害などにより下水道
が壊れたら、人々の健康や
環境にはどのような影響が
出るか、考えてみましょう。 

◇次の例１～３について、事
故や傷害が起きた人的要因
と 環 境 要因 を 考え てみ ま
しょう。 

◇Ａさんが運転する自転車
と、自動車との衝突事故に
ついて、事故の人的要因と
環境要因を考えてみましょ
う。 

◇あなたは自転車を運転して
います。次のような場面に
潜む危険を予測し、事故を
避けるためにどうしたら良
いか、考えてみましょう。 

◇次の絵を見て、犯罪被害の
危険を予測し、Ａさんがそ
れを回避して安全に家に帰
る 方 法 を考 え てみ まし ょ
う。 

◇下のような場面で地震が起
きたとき、どのような行動
をとれば良いか考えてみま
しょう。 

◇１心配蘇生を開始する前に
119番通報をするのはなぜ
でしょうか。 
２胸骨圧迫は、何のために
行うのでしょうか。 
３ 心肺蘇生の手順におい
て、人工呼吸の前に気道を
確保するのはなぜでしょう
か。 

 

◇資料 16（一酸化炭素中毒事
故を伝える記事）の事故は、
どうすれば防ぐことができ
たでしょうか。 

◇家庭や学校で排出されたし
尿、洗濯や調理の排水を川
や海に流した場合、環境は
どうなるのでしょうか。 

◇人的要因への対策例、環境
要因への対策例のうち、自
分でできることを考えてみ
ましょう。 

◇右の図からどのような事故
が予測できますか。その事
故を避けるために気をつけ
ることをまとめてみましょ
う。 

◇右の場面において、①どこ
が危険か、②なぜ危険か、
③どうすれば危険を避けら
れるか、考えてみましょう。 

◇自分の住んでいる地域で起
こ り や すい 自 然災 害に 備
え、日頃から家の人と決め
ておくことや備蓄するもの
を考えてみましょう。 

◇目の前で事故が起きまし
た。人が倒れたまま動きま
せん。あなたは何をします
か。 

◇わたしたちの健康に関わる
要因には、どのようなもの
があるでしょうか。普段の
生 活 か ら考 え てみ まし ょ
う。 

◇自分の食生活の課題を見つ
け、健康によい食生活を考
えてみましょう。 

◇日常生活で自分がどのくら
い運動を行ったら良いか、
考えてみましょう。 

◇健康によい休養や睡眠のと
り方を考えてみましょう。 

◇１週間の運動時間をまとめ
てみましょう。それを基に
１日の平均運動時間を計算
し、自分の運動習慣を考え
てみましょう。 

◇生活習慣病を予防するため
に、どのような生活を送れ
ば良いでしょうか。これま
での生活を考えながらまと
めてみましょう。 

 

◇性感染症の特徴を考える
と、予防には何が一番大切
と言えるのか、考えてみよ
う。 

◇医師が正しく診断できるよ
うにするために、「いつか
ら、どこが、どのように」
のほかに、どのような情報
があると更に良いか、思い
つくだけ挙げてみよう。 

◇感染症や薬物乱用は、なぜ
一国だけで解決できないの
か、話し合ってみましょう。 

◇男女いっしょにスポーツを
楽しむためには、どのよう
な工夫をすれば良いか話し
合ってみましょう。 

◇様々なことを試してうまく
いった経験について、思い
出してみよう。その結果自
分の何が変わったのかを考
え、話し合ってみましょう。 

◇学校、家庭、通学路などで
「ヒヤリ・ハット」した体
験について書き出してみよ
う。また、その経験につい
て、人的要因と環境要因を
挙げてみよう。 

◇身近に見たり聞いたりし
たことのある環境問題に
は、どんなものがあるか、
思い出してみよう。それ
は、健康にどんな影響があ
るでしょうか。 

◇傷害を防止するためにま
ず重要なことは、危険を予
測することです。次の例で
はどんな危険が潜んでい
るでしょうか。 

◇次の交通事故について、人
的要因、環境要因、車両要
因を挙げてみよう。 

◇次のそれぞれの場面では、
どんな危険があるでしょ
うか。また、危険を回避す
るためにはどうすれば良
いでしょうか。 

◇右のような場面にいると
きに地震が発生した場合、
ど う 行 動 す れ ば 良 い で
しょうか。 

◇生活の中に運動を取り入
れるためにどんなことが
できるでしょうか。次のそ
れぞれについて、右の例を
参考にして具体的に考え
てみましょう。①毎日の生
活の中で、今よりも10分多
く体を動かす。 ②30分以
上・週２日以上運動する習
慣を持つ。 

◇次は、ある土曜日のＡさん
の１日を、食生活を中心に
見たものです。どんな問題
があるでしょうか。また、
改善のためにどんなアド
バイスができるでしょう
か。 

◇どんなときに、どのように
して休養をとっているか
を出し合い、自分の参考に
出来るものはないか、考え
てみましょう。 

◇自分のクラスが学級閉鎖
になったとします。何も症
状のないあなたは、どのよ
う に し て 過 ご す べ き で
しょうか。 

◇性感染症にかかったり、う
つったりしないようにす
るためには、どんなことに
注意したらよいか、話し
合ってみましょう。 

 

 

 

        



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

科学的な考え方や行動の仕方の事例 
 

◇次の運動は、①脳・神経、
②呼吸・循環器、③筋肉・
骨のうち、どれが大きく関
わっているか、考えてみま
しょう。 

◇３年生の夏で運動部の部活
動を引退したＡさんは、そ
の後、食事の面では特にど
のようなことに気をつける
必要があるでしょうか。ま
た、その理由も説明してみ
ましょう。 

◇友達から「疲れて何もやる
気がしない」というような
相談を受けました。適切な
アドバイスをするために友
達 に ど んな 質 問を しま す
か。今日の学習を踏まえて
考えてみましょう。 

◇右のグラフは、日本のたば
この消費量と肺がん死亡の
関係を示したものです。こ
の表から読み取れることを
挙げてみましょう。 

◇薬物乱用について、「人に
迷惑をかけなければ、個人
の自由だ。」と考える人も
いるようです。あなたなら
どのような言葉で説得し、
薬物の使用を思いとどまら
せることができるか、今日
の学習を踏まえて、考えて
みましょう。 

◇子どもの頃から同じ歯科医
院に通っていると、どのよ
うな良い点があるか、考え
てみましょう。 

◇風邪薬の使用上の注意に、
「服用後、乗り物または機
械類の運転操作をしないで
ください。」と書かれてい
る場合があります。その理
由について考えてみましょ
う。 

◇受動喫煙を防ぐために自分
で気をつけていることはあ
りますか。また、公共の施
設などで行われていること
をまとめてみましょう。 

◇薬物乱用は、法律で厳しく
禁じられています。その理
由をまとめてみましょう。 

◇今までに受けた予防接種を
整理し、どのような病気が
予防可能なのかをまとめて
みましょう。 

◇性感染症の感染を断つこと
が難しいのはなぜか考えて
みましょう。 

◇性的接触によるＨＩＶ感染
を予防するための対策をま
とめてみましょう。 

◇健康を守るための保健・医
療機関にはどのような物が
あるのでしょうか。 

◇市販薬の取扱説明書に「こ
の 薬 は 使用 上 の注 意を 守
り 、 正 しく お 使い くだ さ
い。」や「服用後は車の運
転など危険を伴う作業を行
わないこと。」といった注
意 書 き があ る のは なぜ で
しょうか。 

◇自分自身や家族、地域の人
の健康を支えるために自分
でできることを考えてみま
しょう。 

 ◇次の医薬品の使い方は、ど
こが間違っているでしょ
うか。①錠剤が飲みにく
かったので、半分に割って
飲んだ。②病気で処方され
た薬が効かないような気
がしたので、家にあった大
衆薬も一緒に飲んだ。 

◇あなたは、スポーツにどん
な楽しさや必要性を感じ
ていますか。ふだんよく
行っているスポーツを例
に挙げて考えてみましょ
う。 

◇今後、スポーツを行うとど
んな効果が期待できそう
か、できるだけ多く挙げて
みましょう。 

◇サッカーの試合で、次のよ
うなことがありました。あ
なたはどう考えますか。・
１点リードしていたチー
ムが、試合の残り時間が少
なくなったので、パスを回
したりするなどして、相手
側に攻めようとするのを
やめた。 

◇もしこの世からスポーツ
がなくなったら、私たちの
生活はどうなると思いま
すか。意見を出し合ってみ
ましょう。 

◇右の資料を参考にして、自
分にできる３Ｒの取り組
みを考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

言語活動を充実させるための工夫 個数：28 
◇右のような心配をしている

友達に、どのようなアドバ
イスをしたらよいでしょう
か。 

◇下の事例の問題点を考え、
Ａさんにアドバイスしてあ
げましょう。 

◇友達といっしょに遊ぶとき
のルールの決め方やとらえ
方は、子どもの年齢によっ
てどのように変化するか、
下の例を見て話し合ってみ
ましょう。 

◇大切な試験まであと２週間
というＡさんは、このとこ
ろよく腹痛を起こしていま
す。あなたはＡさんにどの
ようなアドバイスをします
か。 

◇自分や身近な人々が行って
いる運動やスポーツを紹介
してみましょう。 

◇運動会を例に、運動やス
ポーツへの関わり方にはど
の よ う な関 わ り方 があ る
か、話し合ってみましょう。 

◇蒸し暑くて勉強がはかどら
ないときには、どのような
工夫をするか、発表してみ
よう。 

◇部屋の空気が汚れていると
感じるのはどのようなとき
か、発表してみましょう。 

◇Ａ、Ｂ、Ｃのコップに入っ
た水のうち、安全に飲める
水はどれですか。理由も併
せて発表してみましょう。 

◇私たちの生活の中で生じる
ごみには、そのようなもの
があるか、話し合ってみま
しょう。 

◇資料１を見て、中学生の死
亡原因にはどのような特徴
があるか、話し合ってみま
しょう。 

◇資料１を見て、中学生の交
通事故にはどのような特徴
があるか、話し合ってみま
しょう。 

◇資料１を見て、小学生や中
学生は、どのような場所で
犯罪の被害に遭っているの
か、話し合ってみましょう。 

個数：６ 
◇運動やスポーツを行ってい

るときに経験した危険なこ
と を 出 し合 っ てみ まし ょ
う。また、その原因を考え
てみましょう。 

◇「生涯スポーツのすすめ」
と い う テー マ で、 リー フ
レ ッ ト を作 っ てみ まし ょ
う。見た人が、「よしっ、
ス ポ ー ツ を や っ て み よ
う！」と思える工夫を凝ら
してみましょう。 

◇オリンピックや国際的なス
ポーツ大会の意義や目的を
踏まえて、 2020年のオリン
ピック（東京大会）の標語
を作ってみましょう。 

◇今の自分の心を見つめ、
「欲しい」、「したい」と
思うことを 10項目書き出し
てみましょう。そして、そ
の 10項目を、自分が考える
内容によっていくつかのグ
ル ー プ に分 け てみ まし ょ
う。 

◇水道水が安全で衛生的な理
由 を 、 右の 項 目の 言葉 を
使 っ て 説明 し てみ まし ょ
う。 

◇自然環境を守るために、家
庭から出る廃棄物の正しい
処 理 を 呼び か ける リー フ
レ ッ ト を 作 成 し ま す 。
キャッチフレーズを考えて
みましょう。 

個数：８ 
◇スポーツをしていて、新し

い自分との出会いや、家族
や友人との豊かな交流につ
ながった経験について発表
し合ってみましょう。 

◇男女いっしょにスポーツを
楽しむためには、どのよう
な工夫をすればよいか話し
合ってみよう。 

◇様々なことを試してうまく
いった経験について、思い
出してみよう。そして、そ
の結果、自分の何が変わっ
たのかを考え、話し合って
みよう。 

◇心と体が影響し合ってうま
くいった経験や、失敗した
経 験 を 思い 出 して 、話 し
合ってみよう。 

◇図２を見ながら、もしも、
し尿が漏れ出して井戸水を
汚染するようなことがあっ
た場合、健康上どのような
ことが起きるか、意見を出
し合ってみよう。 

◇学校、家庭、通学路などで
「ヒヤリ・ハット」した体
験について書き出してみよ
う。また、その経験につい
て、人的要因と環境要因を
挙げてみよう。 

◇学んだことを利用して、エ
イズに無関心な人向けに、
エイズに関心を持ってもら
うためのメッセージを作っ
てみよう。 

◇感染症や薬物乱用は、なぜ
一国だけで解決できないの
か、話し合ってみよう。 

個数：19 
◇望ましい発育・発達のため

に、毎日の生活で、どんな
ことに気を付けようと思
いますか。また、その理由
は何ですか。 

◇ＡさんとＢさんのどちら
が陸上競技の長距離の選
手でしょうか。また、それ
はなぜですか。 

◇人間の体について感動し
たり、「不思議」と感じた
りしたことを書き出して
みましょう。また、どんな
点でそう感じたか、簡単に
まとめてみましょう。 

◇次のことができるように
なったのはなぜか、学習し
た言葉を使って説明して
みましょう。①お年玉の使
い道を考える。②小説を読
んで感動する。③つらくて
も最後までやり通す。 

◇あなたは、ふだん水を飲む
とき、どんな水を飲んでい
ますか。また、そうしてい
るのはなぜですか。 

◇標語を考えてみましょう。
①歩行者として、事故にあ
わないようにするための
標語②自転車乗用者とし
て、事故を起こさないよう
にするための標語 

◇健康のとらえ方は人それ
ぞれです。右の項目であな
たが最も大切だと思うも
のを一つ選び、それを基に
グループで話しあってみ
ましょう。 
・長生きすること ・病気
やけがをしないこと ・不
満やストレスがないこと 

 ・周りの人と楽しく過ごす
こと ・夢や希望に向かっ
て生きること 

◇次は、ある土曜日のＡさん
の１日を、食生活を中心に
見たものです。どんな問題
があるでしょうか。また、
改善のためにどんなアド
バイスができるでしょう
か。 

◇資料④、⑤を活用して、
「がんを防ぐ○か条」を
作ってみましょう。 
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言語活動を充実させるための工夫 ◇右の文章を読んで、大きな
地震が起きるとどのような
危 険 が 生じ る のか 、話 し
合ってみましょう。 

◇家庭や学校、地域では、地
震 な ど の自 然 災害 に対 し
て、どのような備えをして
いるか、発表してみましょ
う。 

◇大きな地震が起こると、私
たちの生活にはどんな変化
が起こるのでしょうか。話
し合ってみましょう。 

◇体育の卓球の授業で卓球部
の人と試合をすることにな
りました。ルールをどのよ
う に 変 えた ら 接戦 にな る
か、相手が納得できるよう
に、ルール変更を提案して
みましょう。 

◇次のような場面で、あなた
は相手にどのような言葉を
かけますか。①サッカーの
ＰＫ戦で、チームの仲間が
ゴ ー ル を外 し て負 けて し
まった。その仲間に…。②
バレーボールの決勝戦で、
接戦の末、負けてしまった。
勝った相手チームに…。 

◇チームの仲間が右のような
ことを言っています。あな
たはどのようなアドバイス
をしますか。 

◇病気にならないために、普
段気を付けていることを発
表してみましょう。 

◇今日の学習を踏まえて、Ａ
さん、Ｂさんにアドバイス
をしてみましょう。Ａ：中
学校では部活動でたくさん
運動したから、卒業したら
もう運動はしないよ。Ｂ：
運動はほとんどしていない
けど、病気になっていない
から問題ないよ。 

◇運動や学習を続けた結果、
頭がぼんやりしたり、集中
力がなくなったりしたとき
に、その状態から回復する
た め に どの よ うな こと を
行っていますか。発表して
みましょう。 

 
 
 

  ◇家の人に向けて、がん検診
を勧めるメッセージカー
ドを作ってみましょう。 

◇中学生に向けた喫煙防止
の 標 語 や 警 告 文 な ど を
作ってみましょう。 

◇「若いうちからお酒に慣れ
ておいた方が良い」と言っ
て、お酒を勧められまし
た。あなたなら何と言って
断りますか。 

◇次のようなことを言って
いる友達に、正しいことを
教えてあげましょう。 

◇薬物乱用防止については、
中学生や高校生によるポ
スター作りのコンクール
なども行われています。こ
れまでに学習したことを
活用して、ポスター用の標
語や警告文を考えてみま
しょう。 

◇自分を大切に思えない、投
げやりな気持ちになって
いる、過度のストレスがあ
るなどの危険な心理状態
のときにはどうすれば良
いか、右の事例を参考に考
えてみましょう。①右の事
例で、Ａ子はなぜ覚醒剤に
手を出してしまったので
しょうか。②手を出さない
ために、どんな方法がある
か、話し合ってみましょ
う。 

◇「検査でＨＩＶに感染して
いることが分かっても、治
せないのなら無駄ではな
いか。ショックを受けるぐ
らいなら、知らない方がい
い」と言うような声を耳に
することがあります。この
意見に対して、あなたはど
う考えますか。 

◇みんなの健康を守るため
に、あなたにはどんなこと
ができるでしょうか。①今
すぐにでも、できそうなこ
と②将来、してみたいと思
うこと。 
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調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

言語活動を充実させるための工夫 ◇今日の学習を踏まえて、２
人にアドバイスをしてみま
しょう。  ①食事に気をつ
けるのは大人になってから
でいい。今は好きなだけ食
べるよ。  ②病気になるの
は体質だから、気をつけて
いても仕方ないよ。 

◇飲酒によって、人はどのよ
うな状態になるか、見たり
聞いたりしたことを思い出
して発表してみましょう。 

◇次の文章は、覚醒剤乱用者
の証言をもとに作成したも
のです。この文章から、薬
物乱用者が周りの人に与え
る影響について、話し合っ
てみましょう。 

◇次の事例を読み、Ａさんは
どの時点でどのような対処
を行っていれば良かったの
か、今日の学習を踏まえて
話し合ってみましょう。 

◇ｐ 132～133で学習したこと
から、感染症を予防するた
めには、どのような方法が
考えられるか、話し合って
みましょう。 

◇あなたがスポーツを行って
よかったと思ったことは何
ですか。発表してみましょ
う。 

  ◇Ａさんは、バスケットボー
ルでとにかくシュートを
打つ練習をしましたが、な
かなか入るようになりま
せん。Ａさんに別の練習方
法をアドバイスしてみま
しょう。 

◇自分がスポーツ活動を行
うときの「安全チェック５
項目」を作ってみましょ
う。 

図書館や大学などと連携した学習の事例の数 個数：３ 
◇運動やスポーツの多様性 
        …個数：１ 
◇文化としてのスポーツの意

義      …個数：２ 

表記なし 表記なし 表記なし 

実習・実験・レポート作成等の事例の数 個数：８ 
◇健康と環境  …個数：１ 
◇傷害の防止  …個数：７ 
 

個数：６ 
◇傷害の防止…個数：６ 
 

個数：７ 
◇けがの防止…個数：７ 

個数：12 
◇心身の発達と心の健康 

…個数：１ 
◇健康と環境…個数：１ 
◇傷害の防止…個数：９ 
◇健康な生活と病気の予防 

…個数：１ 
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調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

自らの健康を適切に管理し改善できるような学習活動の事例 個数：14 
◇体にはどのような器官があ

るか調べてみましょう。 
◇呼吸器や循環器の発達に大

きな効果がある運動にはど
のような運動があるか、調
べてみましょう。 

◇「やってみよう」でカード
に記入した欲求について、
資料１のア～ウに分類して
みましょう。 

◇側注①の証明の条件を参考
にして、自分の家の学習場
所で使用している照明器具
の種類や位置、角度などを
改善してみましょう。 

◇自分の通学路や地域を点検
し、防犯の視点から危険を
予測して危険回避の具体的
な 方 法 を考 え 、地 域安 全
マップを作成してみましょ
う。 

◇登下校中に大きな地震が
あったとき、どのように避
難したらよいか調べてみま
しょう。 

◇防災が発生したとき、あな
たが地域やほかの人のため
にできることは何か、その
ために備えておくべきこと
は何か、家庭や学校で話し
合ってみましょう。 

◇現在の自分の食生活につい
て、より好ましいものにす
るための課題を挙げ、どの
ように改善すればよいか、
書き出してみましょう。 

◇資料２を参考に毎日の生活
にどのように運動を取り入
れ た ら よい か 考え てみ ま
しょう。 

◇ノロウイルスなどに有効な
塩素系の消毒薬はどのよう
につくればよいのかを調べ
てみましょう。 

◇「やってみよう」で挙げた
さまざまな医療機関につい
て、自分が住んでいる地域
ではどこにあるのかを調べ
てみましょう。 

◇自宅の救急箱にある薬の注
意書きや、説明書には、ど
のようなことが書かれてい
るか、確認してみましょう。 

 

個数：15 
◇好きなスポーツを行ってみ

よう。そのことで、自分の
体をどのように変化させて
いきたいか考えてみましょ
う。 

◇運動やスポーツへの取組を
振り返り、健康や安全に配
慮 で き てい る かを 考え ま
しょう。また、改善すべき
こ と を まと め てみ まし ょ
う。 

◇心と体の調和を保つために
今日からできることを考え
てみましょう。 

◇夏、暑いなかで運動をする
ときには、どのようなこと
に気をつければよいか、右
の項目について、まとめて
みましょう。（運動のしか
た、服装、持ち物） 

◇人的要因への対策例、環境
要因への対策例のうち、自
分でできることを考えてみ
ましょう。 

◇右の場面について、①どこ
が危険か、②なぜ危険か、
③どうすれば危険をさけら
れるか、考えてみましょう。 

◇わたしたちの健康にかかわ
る要因には、どのようなも
のがあるでしょうか。普段
の生活から考えてみましょ
う。 

◇自分の食生活の課題を見つ
け、健康によい食生活を考
えてみましょう。 

◇日常生活で自分がどのくら
い運動を行ったらよいか考
えてみましょう。 

◇健康に良い休養や睡眠のと
り方を考えてみましょう。 

◇１週間の運動時間をまとめ
てみましょう。それをもと
に１日の平均運動時間を計
算し、自分の運動習慣を考
えてみましょう。 

◇受動喫煙を防ぐために自分
で気をつけていることはあ
りますか。また、公共施設
などで行われていることを
まとめてみましょう。 

◇今までに受けた予防接種を
整理し、どのような病気が
予防可能なのかまとめてみ
ましょう。 

個数：13 
◇あなたの生活の中で、呼吸

や循環の働きを高める身体
活動や運動にはどんなもの
があるか、挙げてみよう。 

◇地震や水道の事故などで、
断水になった場合、どのよ
うに飲料水を確保すればよ
いのだろう。いろいろな方
法を挙げてみよう。 

◇図２を見ながら、もしも、
し尿がもれ出して、井戸水
を 汚 染 する よ うな こと が
あった場合、健康上どのよ
うなことが起きるか、意見
を出し合ってみよう。 

◇通学中に発生する犯罪から
身を守るための効果的な対
策を、行動と環境から挙げ
てみよう。 

◇「おなかをこわす」という
健康上の問題に関して、主
体の要因と環境の要因をで
き る だ け多 く 挙げ てみ よ
う。 

◇自分がこれまでに行って、
疲労回復に役立った方法を
挙げてみよう。 

◇最近、自分がかかった感染
症を思い出し、その感染経
路を考えてみよう。 

◇性感染症の特徴を考える
と、予防には何が一番大切
と言えるのか、考えてみよ
う。 

◇自分のストレスの原因を
チェックしよう。 

◇教室内の環境を至適範囲に
保つための工夫にはどのよ
うなものがあるか、挙げて
みよう。 

◇自分の身体活動レベルを計
算してみよう。 

◇太っている？やせている？
～自分の標準体重を知って
正しく判断しよう～ 

◇頭が痛い、熱が出た。その
ようなとき、私たちは近く
の 医 院 に行 け ばよ いの で
しょうか？それとも大きな
病院に行けば良いのでしょ
うか？ 

 

個数：15 
◇放射線と健康について調

べてみましょう。 
◇次のそれぞれの場面では、

どんな危険があるでしょ
うか。また、危険を回避す
るためにはどうすれば良
いでしょうか。 

◇自然災害への備えについ
て詳しく調べてみよう。 

◇スポーツ障害について調
べてみよう。 

◇よりよい生活習慣を身に
付けるための取り組みに
ついて調べてみよう。 

◇アレルギーに関する表示
には、どんなものがある
か、調べてみよう。 

◇性感染症にかかったり、う
つしたりしないようにす
るためには、どんなことに
注意したら良いか、話し
合ってみましょう。 

◇地域の保健所、保健セン
ター、診療所、病院などを
探して、地図に記してみま
しょう。 

◇けがと練習計画、けがの応 
急手当と再発予防につい
て調べてみましょう。 

◇次に挙げた学校や家庭の
場所について。明るいほう
が 良 い 順 に 並 べ て み ま
しょう。 

◇自分が住んでいる地域の
３Ｒの取り組みを調べて
みよう。 

◇次の①～③は通行中のあ
なたが見ている場面です。
どんな危険が起こる可能
性があるか、資料①も参考
にして考えてみましょう。 

◇熱中症は、部活動の最中な
ど、身近な場面で起こる可
能性があります。熱中症の
手当について知っておき
ましょう。 

◇生活の中に運動を取り入
れるためにどんなことが
できるでしょうか。次のそ
れぞれについて、右の例を
参考にして、具体的に考え
てみよう。 

 

        



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

自らの健康を適切に管理し改善できるような学習活動の事例 ◇ 21世紀における国民健康づ
くり運動のことを「健康日
本 21（第二次）」とよんで
います。「健康日本 21（第
二次）」の目標や対策など
を調べてみましょう。また、
「健康日本 21（第二次）」
を基に、自分が住んでいる
都道府県で行われている取
組 に つ いて も 調べ てみ ま
しょう。 

◇資料３、４に挙げた憲章や
計 画 な どの 記 述を 、イ ン
ターネットでしらべてみよ
う。 

 

◇性的接触によるＨＩＶ感染
を予防するための対策をま
とめてみましょう。 

◇自分自身や家族、地域の人
の健康を支えるために、自
分でできることを考えてみ
ましょう。 

 

 ◇「若いうちからお酒に慣れ
ておいたほうが良い」と
言って、お酒を勧められま
した。あなたなら何と言っ
て断りますか？ 

ＵＲＬ（ホームページアドレス）の数 ６ 
 

０ 52 17（ＵＲＬでなく、ウェブサ
イトの名称で表記され
ている。） 

最先端の科学やものつくりに関する事例 ◇データ分析が試合を決め
る。 

◇防災情報の入手 
◇クロスカントリースキー座
 位 
◇スポーツシューズ職人の三

村仁司さん 
◇スポーツを支える人 

  ◇低炭素社会 
◇緊急地震速報 
◇オリンピックを支えてき

た日本の「技術」 
 

タブレット端末などのＩＣＴ機器を活用した双方向の学習の
事例 

◇運動やスポーツの学び方
（体育理論を実践に生かす
方法） 

 ※ＤＶＤなどの映像資料を
視聴し、課題を見つけ練習
計画を作る。そして、活動
した動作をタブレットで確
認する。 
 

 ◇柔道の計画的な学び方 
 ※自分の動きをビデオなど

で確認し、次への練習計画
の目標作りに生かす。 

◇コンピュータなどの情報
機器の活用 

 ※大きな画面に動きのポ
イントを写し、その動きを
課題として運動する。ま
た、タブレットなどで、撮
影し、グループ別に見合っ
たり、教え合ったりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

別表５        

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

「発展」などの記載のあるものの内容と数 個数：７ 
◇胎児を育てる母体の神秘―

胎盤とへその緒― 
◇地球温暖化による健康への

影響 
◇ＡＥＤ（自動体外式除細動

器） 
◇さまざまな自然災害の危険

と安全な避難 
◇がんについてもっと知ろう 
◇免疫と予防接種 
◇オリンピック・パラリン

ピック 

個数：10 
◇人類はどこまで速く走るこ

とができるのだろうか 
◇語りつがれるオリンピック

エピソード 
◇脳と神経 
◇自分らしさを発揮する 
◇体温の調節 
◇循環型社会の実現に向けて 
◇地球規模の環境問題―地球

温暖化― 
◇携帯電話と犯罪 
◇熱中症への対応と予防 
◇クオリティ・オブ・ライフ
（ＱＯＬ） 

個数：15 
◇効果的な学びかたを考えよ
 う 
◇体力を高める運動の計画を

立てよう 
◇ソーシャルスキルを高めよ
 う 
◇健康相談コーナー 
◇熱中症の応急手当 
◇地球温暖化 
◇わが家の二酸化炭素排出量

を調べてみよう 
◇ネットワーク利用犯罪から

身を守る 
◇ＡＥＤの使い方を練習して

みよう 
◇自分の身体活動レベルを計

算してみよう 
◇太っている？やせている？ 
◇がんに対するさまざまな取

組 
◇インフルエンザについて 
◇対症療法薬と原因療法薬 
◇薬についての常識、あなた

は知っている？ 
 

個数：６ 
◇放射線と健康 
◇離岸流 
◇自転車事故と運転者の責
 任 
◇熱中症の手当 
◇脳死と臓器移植 
◇インターネットと健康 

「国際」「グローバル」などの記載のあるものの内容と数 個数：４ 
～新規～ 
◇世界の年平均気温の平年差

の変化 
◇宇宙ステーションで運動を

する若田光一宇宙飛行士 
◇国際的なエイズの流行と対
 策 
◇パラリンピック・オリン

ピック 

個数：６ 
◇国際親善と世界平和 
◇オリンピック・パラリン

ピック 
◇世界のＨＩＶ感染者の動向 
◇スポーツは世界の言葉 
◇喫煙率の変化 
◇世界の人々の健康を守る 

個数：10 
◇2020年にオリンピック・パ

ラリンピックがやってくる 
◇スポーツを通じた世界平和

キャンペーン 
◇下水道普及率とチフス死亡

率の推移（ドイツ・ベルリ
ン） 

◇温暖化の影響 
◇地球温暖化の平均気温の変
 化 
◇がんの原因とその影響の割
 合 
◇各国の酒に対する広告規制 
◇世界のＨＩＶ感染者数 
◇世界エイズデー 
◇さまざまな国際保健活動 

個数：６ 
◇日本とオリンピック。２度

目の東京大会 
◇世界で活躍する人たち 
◇たばこや酒の警告表示 
◇ＨＩＶ感染症・エイズは世

界の問題 
◇世界の人々の健康を守る

ために 
◇スポーツでつながる世界 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

別表６        

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

他教科との関連を示す印などがある内容 ○他の教科との関連を示す印
がある内容（個数：13個） 

◇体の発育・発達…理科１個 
◇呼吸器・循環器の発育・発

達…理科１個 
◇生殖機能の成熟…理科１個 
◇室内の空気の衛生的管理… 
 理科１個 
◇生活に伴う廃棄物の衛生的

管理…社会１個 
◇自然災害による危険…理科

２個 
◇自然災害による傷害の防止

…技術・家庭１個、理科１
個 

◇運動やスポーツが心身に及
ぼす効果…理科１個 

◇食生活と健康…理科１個 
◇生活習慣病の予防…社会１

個 
◇個人の健康を守る社会の取

組み…社会１個 

○他の教科との関連を示す印
はない。 

○他の教科との関連を示す印
はない。 

○他の教科との関連を示す
印がある内容（個数：４個） 

◇生殖機能の成熟…理科1個 
◇環境の変化と適応能力…

理科1個 
◇ごみの処理…社会１個 
◇環境の汚染と保全…社会

１個 
 

道徳との関連を示す印などがある内容 ◇道徳との関連を示す印はな
い。 

◇道徳との関連を示す印はな
い。 

◇道徳との関連を示す印はな
い。 

◇道徳との関連を示す印は
ない。 

特別活動との関連を示す印などがある内容 ◇特別活動との関連を示す印
はない。 

◇特別活動との関連を示す印
はない。 

◇特別活動との関連を示す印
はない。 

◇特別活動との関連を示す
印はない。 

運動部活動との関連を示す印などがある内容 ◇運動部活動との関連を示す
印はない。 

◇運動部活動との関連を示す
印はない。 

◇運動部活動との関連を示す
印はない。 

◇運動部活動との関連を示
す印はない。 

心の健康について、体ほぐしの運動と関連付けた項目と数 ○関連付けた項目と数（6個） 
◇心と体の関わり…１個 
◇ストレスへの対処と心の健

康…１個 
◇運動やスポーツが心身に及

ぼす効果…１個 
◇運動と健康…１個 
◇休養・睡眠と健康…１個 
◇生活習慣病の予防…１個 
◇現代生活におけるスポーツ

の文化的意義…１個 

○関連付けた項目と数（8個） 
◇運動やスポーツが心にあた

える効果…１個 
◇現代生活におけるスポーツ

の文化的意義…１個 
◇ストレスへの対処…１個 
◇心と体のかかわり…１個 
◇運動と健康…２個 
◇休養・睡眠と健康…１個 
◇生活習慣病の予防…１個 

〇関連付けた項目と数（7個） 
◇運動やスポーツの必要性と

楽しさ…１個 
◇運動やスポーツの体への効

果…１個 
◇運動やスポーツの心の効果

…１個 
◇生活を豊かにするスポーツ

…１個 
◇ストレス対処と心の健康…

１個 
◇運動と健康…１個 
◇休養・睡眠と健康…１個 

○関連付けた項目と数（4個） 
◇欲求不満やストレスへの

対処…１個 
◇運動と健康…１個 
◇休養と睡眠と健康…１個 
◇スポーツの始まりと発展

…1個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 教科・種目名  保健体育 調査研究事項 
 

別表７        

調査項目 ２ 東書  ４ 大日本 50 大修館 224 学研 

ユニバーサルデザイン化に向けた工夫（文字の大きさ・図表
のわかりやすさ） 

◇本文は明朝体、本文中の
キーワードはゴシック体と
して区別がつきやすいよう
に工夫している。 

◇太文字の語句…キーワード
となる語句を太文字にして
いる。また、キーワードと
なる漢字には全てルビをつ
けている。 

◇図や表…資料を読み取るポ
イントとしてマーク《ポイ
ント》を使用していてその
資料から読み取ってほしい
ポイントが示されている。
また、比較しやすいように
色分けをしている。 

◇グラフ《線》…線の種類や
色を工夫するなど、比較し
やすいようにしている。 

◇キャラクターの吹き出しで
ヒントやポイントを出し考
えさせる工夫をしている。 

◇イラストを利用して「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」「ロールプレイン
グ」「インタビュー」の学
習方法を紹介している。 

◇本文は明朝体、本文中の
キーワードはゴシック体と
して区別がつきやすいよう
に工夫している。 

◇太文字の語句…キーワード
となる語句を太文字にして
いる。 

◇図や表…《吹き出し》を使
用していて、その資料から
読み取ってほしいポイント
を示している。また、比較
しやすいように色分けをし
ている。 

◇グラフ《線》…線の種類や
色を工夫するなど、比較し
やすいようにしている。 

◇本文は明朝体、本文中の重
要語句はゴシック体として
区別がつきやすいように工
夫している。 

◇太文字の語句…重要語句と
なる語句を太文字にしてい
る。 

◇本文…本文には薄黄色の下
地が敷かれていて、本文と
本文以外のところの区別が
つきやすいように工夫して
いる。 

◇図や表…《吹き出し》を使
用していて、その資料から
読み取ってほしいポイント
を示している。また、比較
しやすいように色分けをし
ている。 

◇グラフ《線》…線の種類や
色を工夫するなど、比較し
やすいようにしている。 

◇マークの工夫により学習の
流れ、メリハリのある見や
すい紙面に工夫している。 

◇イラストを利用して「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」「ロールプレイン
グ」「インタビュー」の学
習方法を紹介している。 

 

◇本文は明朝体、本文中の学
習のポイントはゴシック
体として区別がつきやす
いように工夫している。 

◇太文字の語句…学習のポ
イントとなる語句を太文
字にしている。 

◇本文…本文の位置をペー
ジ内の左側に固定し、常に
同じ視線の流れで学べる
ように工夫している。 

◇図や表…資料を読み取る
ポ イ ン ト と し て マ ー ク
《※、・、＊》を使用して
いて、その資料から読み
取ってほしいポイントを
示している。また、比較し
やすいように色分けをし
ている。 

◇グラフ《線》…線の種類や
色を工夫するなど、比較し
やすいようにしている。 

◇わかりやすいマークなど
により全体の流れを見通
しやすく学べるように工
夫している。 

◇言葉として「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」
「ロールプレイング」「イ
ンタビュー」の学習方法を
紹介している。 

図・写真・グラフの数 182 
 

204 164 154 

注記数・用語解説等の数 242 
 

346 370 243 

索引の項目数 351 
 

291 375 437 

 

 

 


