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保健・503 わたしたちの保健　5・6年

体育

種目

教科書名

保健

学年

5・6年30-114

207・文教社

基本方針 1

基本方針 2 基本方針 3

１．編修の基本方針

真の生きる力を養うために
次の基本方針をもとに編修しました。

学校現場での実態，経験，
実践を踏まえ，学習を子
どもの側から捉え，内容
を構成しました。

保健を専門としない教員，
新任もしくは若い教員に
も，取扱いがしやすい構成
にしました。

これからの人生がよりよいものに
なること，その目標に向かって自
分自身の課題を見付け，向上心を
養い，明るく楽しい生活を営む態
度が身に付くことを願って，紙面
を構成しました。



学校現場での実態，経験，実践を踏まえ，学習を子どもの側から捉え，内容を構成しました。

（p.2）

（p.32）

自ら課題を見付け，これからの学習を見
通せる“動機付け”ページを各単元の始ま
りに配置しています。

❶

各時間の終わりには，“新しい自分にレベル
アップ”として，記述する欄を設け，思考する
力，判断する力，表現する力を，自然と身に付け
ていけるようにしています。
また，それぞれの子どもの理解度に応じて，記
述の手助けになる吹き出しを記載しています。
それによって，1時間の振り返りも可能にしてい
ます。

❹

自ら設定した課題を解決していくための
活動として，「考えてみよう」や「調べてみ
よう」という発問によって学習を進めてい
けるようにしています。

❷

考えて
みよう

学
習
活
動
❶

調べて
みよう

学
習
活
動
❶

課題解決への支援として，子どもキャラク
ターが対話形式をとることによって，思考
のサポートをするとともに，子どもたちと
身近な雰囲気で学習することで，より自
分のこととして身に付けていけるようにし
ました。

❸



保健を専門としない教員，新任もしくは若い教員にも，取扱いがしやすい構成にしました。

思春期には，どのような不安やなやみがあるのでしょうか。話し合って
みよう

学
習
活
動
❷

今まで不安になったり，なやんだりしたことはないでしょうか。ふり返って
みよう

学
習
活
動
❶

不安やなやみには，どのように対処すればよいのでしょうか。話し合って
みよう

学
習
活
動
❸

やって
みよう 体を動かして，やってみよう！　気分転かん！

学
習
活
動
❹

学習課題に順序性をもたせることによって，指導案のように扱えることをめざしました。❶

（p.52）

各学年の章末には，“みんなで宣言しよう！”と
して，宣言を記載するページを設定していま
す。学習したこと，理解したことを踏まえ，思考，
判断，表現の力をつける，その過程を自分や友
達と考え，伝え合うことで，より自信をもって，
これからの生活や学習に向き合ってもらえるよ
う，願いを込めて編修しています。

❺



これからの人生がよりよいものになること，その目標に向かって自分自身の課題を見付け，向上
心を養い，明るく楽しい生活を営む態度が身に付くことを願って，紙面を構成しました。

（p.12）

（p.36）

（p.22）

“もっと知りたい！”コーナーを設け，子ども
たち自身が，もっと関心をもって学習に向
かっていけるような情報を記載し，知的好
奇心をあおりながら，もう一歩先の自分へ
到達してほしいという願いを込めて編修し
ています。

❸

“もっとくわしく！”コーナーを設け，もっと
知ってほしい情報を記載することによって，
学習内容に深みをもたせるようにしています。

❷

脚注の“つぶやきくん”では，子どもたちへの
メッセージや，ちょっとした豆知識を記載
し，より多角的な観点と，学習への意欲をよ
りもっと，もってもらえるようにしました。ま
た，感謝の気持ちをもつことが大切であるこ
とにも気付いてもらえるようにし，よりよい
道徳心を養ってもらえるようにしました。

❶

「病原体が原因で起こる病気は，ウイルスや細菌などが空気や食べ物などを通して，
体内に入ってきて起こるんだね｡｣
「そのときに，体のていこう力が弱いと，重症化しやすくなる
　んじゃないかな｡｣
「予防のしかたについて，くわしく知りたいね｡｣

それぞれの学習課題と学習課題とのつなぎは，教師，子どもキャラクターが吹き出し等でわか
りやすく説明し，どのように授業を展開すればよいかがわかるようにしています。

❷



〇文章表現は，簡潔で分かりやすく，読みやすいものにし，美しい表現に努めました。
〇書体や文字の大きさ，色は，ユニバーサルデザイン等の観点を鑑み，読みやすくわかりやすいものにしました。
〇漢字は，原則として学習者の該当学年までに配当された教育漢字を使用し，新常用漢字についても実態に即
して対応しました。また，配当漢字以外でも，交ぜ書き等わかりにくい場合や一般的に読ませたい，読んでほし
いと思われる漢字については，ルビ表記で使用しました。
〇該当学年の漢字について，前学年までの漢字以外を使用した場合については，学習がスムーズに行われるよう
に，見開き２ページ単位で，その初出時にルビを付しました。

全頁

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

習得した知識をもとに，道徳心を培うことができるような実習を取り入れ，より自分
自身のものとして，学習したことを実践できるようにしました。また，欄外での「つぶ
やきくん」の言葉で知識を広げ，まわりの人たちへの感謝の気持ちなどを理解するこ
とができるようにしました。（第1号）

保健室の先生，警察官などの大人のキャラクターを通して，基礎・基本の理解する
内容を習得することができるようにするとともに，児童自身が自主的に学習しようと
する意欲がいっそう高まるようにしました。（第2号）

2人の男女の子どもキャラクターが会話しながら学習を進めることによって，協力が
大切であることを意識させながら，自分の課題として考えたり，全体の課題として考
えることができるようにしました。（第3号）

不安やなやみへの対処として，生命を健全に守り，継続していくための方法のひと
つに“腹式呼吸法”を取り上げ，自然をイメージできる記載を通じて，自然を感じな
がら自分なりの活動ができるようにしました。（第4号）

喫煙の害から守るための取り組みを取り上げることによって，国内のみならず，世界
での取り組みにも触れることで，生命の大切さ，日本での活動の意義，国際社会へ
の貢献などを理解できるようにしました。（第5号）

全頁

P.10

全頁全領域

全領域

全領域

P.44

5年「心の健康」
3　不安やなやみへの対処①

6年「病気の予防」
5　喫煙の害

2．対照表

３．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色



編 修 趣 意 書
（学習指導要領との対照表，配当授業時数表）

受理番号

発行者の番号・略称

学校

教科書の記号・番号

教科

小学校 体育

種目

教科書名

保健

学年

5・6年

1

2 3

１．編修上特に意を用いた点や特色

思考，判断，表現にまで踏み込める内容で構成し，それを身に付けることが，知識の習得と同時に達成
できるように，特に意識して編修しました。
また，全単元に，運動の大切さがわかるような工夫をしました。
小学校体育科の目標では「保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向けた学習過程
を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを
実現するための資質・能力を育成することを目指す」とあります。
この趣旨を踏まえ，本教科書では，学校現場の実践をもとに，学習を子どもの側から捉えて基本方針
を設定し，自分の心身への気付きや，環境の変化への対応，体育科との連携など，身近な生活行動・生
活環境の中から学習課題を見付けて，自ら解決，理解できるようにしました。また，その解決に至る過程
を思考し，判断できる学習課題を設定することにより，知識，技能をより自分のものにすることができ，
また，話したり書いたりする方法でもって，それを他者に伝える力を養えるようにしました。また，その目
標に向かって，向上心を養いながら，楽しく明るい生活を営む態度が身に付くようにしました。

真の生きる力を養うために

保健領域と運動領
域の関連性を強く
意識できるように

健康であること
に感謝の気持ち
をもって

未来の自分の姿
をイメージできる
ように

保健・503 わたしたちの保健　5・6年

30-114

207・文教社



（p.14）

動機付けのページ

単元のはじめには，学習の見通しをもって学習に入
れるように，子どもたちにとってわかりやすく，なじみ
があって，イメージしやすい場面を記載しました。

❶

不安やなやみへの対処②

まずはだれに相談するか，相談する相手を選ぶことが大切であることを示し，そして勇気をもって相
談するイメージを，受け手の観点と同時に理解できるようにしています。

❷

（p.12）（p.11）



（p.28.29）

けがの防止

自然災害への備えとして，「自助」，「共助」，「公助」の視点で示すことによって，減災につながることを
意識できるようにしています。

❸

地域の保健活動

自分，家庭の他，まわりから守られているイメージを示すことによって，活動の意義をより理解しやす
くなるようにしています。

❹

（p.50.51）



（p.53）

アスリートからのメッセージ

東京オリンピックでも活躍が期待されているアスリートからのメッセージを記載し，これからの子ど
もたちの未来を応援できればとの思いで巻末を締めくくっています。

❺



図書の構成・内容 学習指導要領の内容 配当時数

５・６年G（１）１　心の健康 P. 2

５・６年G（１）ア（ア），イ　１　心の発達 P. 3～5

4
５・６年G（１）ア（イ），イ　２　心と体のつながり P. 6～7

５・６年G（１）ア（ウ），イ　内容の取扱い（9）　３　不安やなやみへの対処① P. 8～10

５・６年G（１）ア（ウ），イ　内容の取扱い（9）　４　不安やなやみへの対処② P. 11～12

５・６年G（１）イわたしのスッキリせん言 P. 13

５・６年G（２）２　けがの防止 P. 14

５・６年G（２）ア（ア），イ　１　学校生活でのけがの防止 P. 15～17

５・６年G（２）ア（ア），イ　２　交通事故の防止 P. 18～20
4

５・６年G（２）ア（ア），イ　３　地域での安全 P. 21～23

５・６年G（２）ア（イ），イ　内容の取扱い（7）　４　けがの手当て P. 24～25

５・６年G（２）イわたしの安全せん言 P. 26

該当箇所

５・６年G（３）３　病気の予防 P. 30

５・６年G（３）ア（ア），イ　１　病気の起こり方 P. 31～33

５・６年G（３）ア（イ），イ　内容の取扱い（7）（9）　２　病原体と病気 P. 34～37

５・６年G（３）ア（ウ），イ　内容の取扱い（9）　３　生活のしかたと病気①
　　　－生活習慣病の予防－

P. 38～39

５・６年G（３）ア（ウ），イ　４　生活のしかたと病気②
　　　－むし歯や歯周病の予防－

P. 40～41

５・６年G（３）ア（エ），イ　５　喫煙の害 P. 42～44

５・６年G（３）ア（エ），イ　６　飲酒の害 P. 45～47

8

５・６年G（３）ア（エ），イ　内容の取扱い（8）　７　薬物乱用の害 P. 48～49

５・６年G（３）ア（オ），イ　内容の取扱い（7）　８　地域の保健活動 P. 50～51

５・６年G（３）イわたしのいきいき宣言 P. 52

16合計

2．対照表



ページ

12 1 0.25

記　述 類型 関連する学習指導要領の内容や内容の取扱いに示す事項 ページ数

編 修 趣 意 書
（発展的な学習内容の記述）

受理番号

発行者の番号・略称

学校

教科書の記号・番号

教科

小学校 体育

種目

教科書名

保健

学年

5・6年

寄りそうことの大切さ～
相手を理解するため
に，知ってほしいこと～

５・６年G（１）ア（ウ）
相談することにおいて，不安やなやみには個性があり，その一つひとつが尊
いものであることを知り，寄りそうことの大切さに，さらに気付かせるために
取り上げました。（記載に性同一性障害と思われる相談内容を含める。）

27 1 1
熱中症～もし，あなたの
まわりの人が熱中症に
なってしまったら～

５・６年G（２）ア（イ）
手当ての延長として，熱中症を取り上げ，自分自身だけではなく，他者への関
わりの例を理解させることによって，より実践的な行動をとることの意識をも
たせるために取り上げました。

25 1 0.25AED（自動体外式除細
動器）

５・６年G（２）ア（イ）
安全施設の整備が進む中，AED（自動体外式除細動器）の設置されている
ことを理解させ，周りとの関わりや，現在だけでなく将来的にも的確な判断
ができる手助けとなるように取り上げました。

28 1 2

災害が起きたら，あなた
はどうしますか？～自然
災害に備えて，自分たち
でできることを考える
「自助・共助・公助の
連けいの必要性」～

５・６年G（２）ア（ア）
自然災害への対処を，日ごろからの意識のもち方を，自助・共助・公助の観
点から理解し，より実践的な行動をとることの大切さを意識させるために取
り上げました。

33 1 0.5教えて！保健室の先生
Q＆A

５・６年G（３）ア（ア）
病気の原因を理解させた上で，体を守るしくみが自然に備わっていることを
示すことで，原因の特定等を考えさせ，より深い理解へとつながるようにす
るために取り上げました。

35 1 0.25気を付けよう！食中毒

５・６年G（３）ア（イ）
病原体を学習したあと，食中毒が年間通じてコンスタントに発生している客
観的資料を示すことによって，より予防する意識をもたせるために取り上げ
ました。

41 1 0.25
すごいぞ！だ液パワー
～健康を守るだ液の働
き～

５・６年G（３）ア（ウ）
口腔内の健康保持のため，よく噛むことの大切さの観点から，児童も意識し
ている唾液の具体的な働きを取り上げ，より口腔内の衛生を保つ意識をもた
せることができるように取り上げました。

44 1 0.5
喫煙の害から健康な生
活を守るためのこれか
らの課題

５・６年G（３）ア（エ）
喫煙の害から健康な生活を守るために，禁煙に向けた課題として，日本にと
どまらず，世界での取り組みがあることを理解させたり，来るべき東京五輪
での取り組みや対応の大切さに気付かせたりして，将来にわたって望ましい
生活習慣を身に付けることができるように，また，これからの周囲との関わり
で，世界的な観点をもって接していけることを願って取り上げました。

37 1 0.25細菌って全部悪者な
の？

５・６年G（３）ア（イ）
菌には病原体のような悪玉菌だけではなく，様 な々善玉菌が存在することに
触れ，食品の具体例をあげ，より健康になること，そして健康を保つことの大
切さに気付かせるために取り上げました。

保健・503 わたしたちの保健　5・6年

30-114

207・文教社



ページ

47 1 0.25

記　述 類型 関連する学習指導要領の内容や内容の取扱いに示す事項 ページ数

ノンアルコール飲料な
ら，飲んでもいいの？

５・６年G（３）ア（エ）
飲酒の害から，児童が身近に感じている疑問として，“ノンアルコール飲料”
はどのようなものかを理解させ，将来にわたって望ましい生活習慣を身に付
けることができることを願って取り上げました。

49 1 0.25「危険ドラッグ」とは？

５・６年G（３）ア（エ）
現在社会において，危険ドラッグが身近な危険として迫ってきていることを
理解させ，インターネットなどの普及も鑑み，より薬物乱用を防止する観点を
意識させるために取り上げました。

51 1 0.25みなさんの安全を守っ
ている検疫所

５・６年G（３）ア（オ）
検疫所の活動を通して，グローバル化が進む中で，国内での活動以外に，世
界とのつながりの中で，様々な活動があることを理解させ，より保健活動に
関心をもってもらえるように取り上げました。

53 1 0.5
いつまでも健康に～平
均寿命と健康寿命の関
係～

５・６年G（３）ア，イ
いつまでも健康でいるために，最近よく聞く平均寿命と健康寿命との関連を
示し，小学校の保健の学習で学んだことをより実践していけることを願って
取り上げました。

47 1 0.25

6.75合計

命に関わる飲酒
５・６年G（３）ア（エ）
飲酒が危険なものであることを，客観的資料を示すことによって，より健康
に対する意識をもたせるために取り上げました。

（「類型」欄の分類について）
１…学習指導要領上，隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても，当該学年等の学習内容と直接的な系統性
があるものを含む）とされている内容

２…学習指導要領上，どの学年等でも扱うこととされていない内容


