
文部科学省検定済教科書
小学校体育科保健用
207文教社／保健303・503

2020年度用

成田十次郎……監修　筑波大学名誉教授・高知県立大学名誉教授・日本体育学会顧問・教育学博士
脊山　洋右……医学監修　東京大学名誉教授・お茶の水女子大学名誉教授・医学博士
長谷川誠一……鳥取県鳥取市立城北小学校校長
岩本　美保……広島県広島市立本川小学校教諭
海老澤　毅……岡山県岡山市立高島小学校指導教諭
鹿島　　崇……島根県松江市立本庄小学校教諭
紀村　修一……山口大学教育学部附属山口小学校教諭
杉原　孝尚……島根県松江市立内中原小学校教諭
谷口　　聡……鳥取県鳥取市立賀露小学校教諭
谷口　俊輔……鳥取県八頭町立八東小学校教諭
富田　知之……鳴門教育大学附属小学校主幹教諭
夏目　貴史……鳥取大学附属小学校教諭
西村　史代……山口県山口市立大内小学校教諭
平野　大輔……高知大学教育学部附属小学校教諭
堀　　洋平……香川県高松市立古高松南小学校教諭
向井　一貴……愛媛県砥部町立麻生小学校教諭
株式会社文教社

■著作関係者

●表紙
デザイン ………岡林　未幸
写真 ……………田中　良子
●本文
デザイン ………馬場　真紀／岡林　未幸
レイアウト ……馬場　真紀／岡林　未幸
イラスト ………徳永　クミ／岡林　未幸
●発行 ……………株式会社

高松市本町6番22号 〒760-0032
TEL（087）851-2330

（2020年教 内容解説資料）

現場での実践をもとに現場での実践をもとに

各学年の章末には，学習したこと，理解したことを踏まえ，思考，判断，
表現の力をつけられるように，また，その過程を友達と考え，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えるように，

「みんなで宣言しよう！」
として，宣言を記入できるページを設定しました。

未来をになう子どもたちに
願いを込めて

『真の生きる力を養う』

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。

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。

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。

未来の自分の姿を
イメージできるように

健康であることに感謝の
気持ちをもって

保健領域と運 動領域の関連
性を強く意識 できるように

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。

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。

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。

未来の自分の姿を
イメージできるように

健康であることに感謝の
気持ちをもって

保健領域と運 動領域の関連
性を強く意識 できるように



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。

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。

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。

未来の自分の姿を
イメージできるように

健康であることに感謝の
気持ちをもって

保健領域と運動領域の関連
性を強く意識できるように

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︐｢わたしたちの保健」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。



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。

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。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。
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。

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，より学習への意欲をもって
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。

“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。

“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構成しています。

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。

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
にしています。

新しい自分に あなたは「けんこう｣(心や体の調子がよい）ですか。
また，それはどうしてでしょうか。

学
習
活
動
❸

レベルアップ

わたしは「けんこう」だと　【思う・思わない】

そのわけは…

ぼくは，けんこうです。そのわけ
は，外で元気に遊んでいるからで
す。

わたしは，けんこうじゃないと思
います。そのわけは，朝ごはんを
食べていないときがあるからです。

だからです。

（3.4年 p.2.3）

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，異性の友達との関わり方に，
どのような変化が起こるのでしょうか。

話し合って
みよう

学
習
活
動
❷

思春期のころ，体の中では，どのような変化
が起こるのでしょうか。

調べて
みよう

学
習
活
動
❶

やって
みよう

学
習
活
動
❸

異性への関心のあ
らわれ方について，
今の自分に当ては
まるものに○をつ
けましょう。

「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｡｣

新しい自分に あなたは「けんこう｣(心や体の調子がよい）ですか。
また，それはどうしてでしょうか。

学
習
活
動
❸

レベルアップ

わたしは「けんこう」だと　【思う・思わない】

そのわけは…

生活のしかた かんきょう
●　「けんこう」とは，どのようなことだろう。

けんこうな生活とわたし1

4 5

友だちと楽しく遊ぶ
ことができる。

気持ちのよい部屋で
すごしている。

知りたいことが
たくさんある。

集中して勉強に取り組む
ことができる。

ぐっすりねむれて，
すっきり目がさめる。

あそ き も へ や

しゅうちゅう べん ときょう

ごはんをおいしく
食べることができる。

元気に運動すること
ができる。

手あらいや歯みがき，
おふろで体をせいけつに
している。

うん はどう

○が多いほど，
けんこうなん
だよ。

●運動
しょく じ せい り

●食事 ●明るさ ●整理・整とん

●そうじ●休よう・すいみん ●せいけつ ●かん気

ぼくは，けんこうです。そのわけ
は，外で元気に遊んでいるからで
す。

わたしは，けんこうじゃないと思
います。そのわけは，朝ごはんを
食べていないときがあるからです。

「けんこう」とは，心や体の調子がよいことをいいます。けんこうには，毎
日の生活のしかたや，かんきょうが深くかかわっています。心と体がけんこ
うであれば，明るく人とせっすることができて，じゅう実した生活を送るこ
とができます。けんこうは，何よりも大切なものです。

ふか

おくじつ

ちょう し

けんこうを守るために，家の人がどのようなことをしているのか，聞いてみよう。
まも

けんこうだと，毎日笑顔ですごせるよ。 ｢ありがとう」という感しゃの気持ちをもつことは，心の調子を整えるためには大切なことだよ。

5

けんこうには，どのようなことがかん係しているのだろう。

「けんこう」に大切なことは何でしょうか。 考えて
みよう

学
習
活
動
❷

今の自分に当てはまるものに○をつけましょう。ふり返って
みよう

かえ学
習
活
動
❶

え かんがお

けい

体をせいけつにすることも，けんこう
とかかわっているんだね。

身の回りのかんきょうを整える
ことも大切なんだね。

ととのみ

だからです。

が
く
し
ゅ
う
か
つ
ど
う

（3.4年 p.5）

（5.6年 p.12）

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。

（5.6年 p.36）

休養・すいみん
てきせつな

食　事
バランスのよい

よりよい発育

28 29

てきせつな運動

●てきせつな運動を続けると…
つづ

体を動かしたあとは，
心もすっきりするね。

ぼくは，運動をしっかりして，
夜はぐっすりねているよ。

わたしは，食事を３食きちんと
とっているわ。

運動をすると，
じょうぶな体に
なるんだね。

自分に合ったスポーツを見つけてみよう。
みんなですると，もっと楽しいよ。

運動は，毎日続けていくことが大切だよ。

スポーツだけではな
く，歩いたり，階だ
んを使ったりするこ
となら，これからも
続けられそうだね。

体をよりよく発育させるために，どのようなことを心がけています
か。自分の生活をふり返って，○をつけましょう。

ふり返って
みよう

学
習
活
動
❶

●　体のよりよい発育のためには，どのようなことが必要なのだろう。

体のよりよい発育4
ようひつ

運動，食事，休養・すいみんなどの「生活のリズム」については，３年生でも習ったよね。

よりよい発育のために，運動，食事，休養・すいみんのバランスが，うまくとれていますか。

運　動
てきせつな

自分の力に合わせて 生活の中で

こまめに休けい

ゆっくりおふろぐっすりすいみん

全身を使って

３食きちんと

しゅるい

多くの種類を
す

好ききらいなく

運動，食事，休養・すいみんの３つの大切さについて考えましょう。考えて
みよう

学
習
活
動
❷

心臓や肺のはたらきが
よくなる。

しんぞう はい

筋肉が発達し，骨が
じょうぶになる。

きんにく はったつ ほね

病気にかかりにくい。

体育の時間で習った運動
を，休けい時間にする。

散歩をしたり，買い物に
行ったりする。

そうじをする。

毎日の生活の中で，続けていける運動知りたい！もっと

いろいろな運動のしょうかい　～運動のよさを見つけよう～情報
コーナー

じょう ほう

風を感じて走ると，
気持ちいいね。

わざが決まると，
気持ちいいよ。

山ちょうから風景を見る
と，とてもいい気分だよ。

リズムに合わせて
おどると，楽しいね。

きゅう よう

さん ぽ

ふうけい

（3.4年 p.29）

（5.6年 p.22）

16才以こう

思春期の体の中に起こる変化の時期は，人によってちがいます。早くてもお
そくても，なやんだり心配したりすることはありません。また，卵子や精子
は命のもととなり，初経や精通が起こることは赤ちゃんが生まれるための大
切なじゅんびで，おとなに近づいているしるしです。

思春期には，体の中にも変化が起こることがわかったよ。心にも変化が起きてくるのかな。

体の変化が起こる時期 【大学生の回答（※その他や無回答はふくまず｡)】

グループを作るとき

●初経を経験した年れい（1,056人中） ●精通を経験した年れい（1,293人中）

思春期には，異性の友達との関わり方に，どのような変化が起こる
のでしょうか。

話し合って
みよう

学
習
活
動
❷

やって
みよう

24 25

思春期になると，女子は月経が，男子は射精が起こります。脳からの信号によって，命のもと
となる卵子と精子が作られるようになります。初めての月経のことを初経，初めての射精のこ
とを精通といいます。 

5 5

10

● おとなに近づくにつれて，わたしたちの体の中や心に，どのような変
　　化が起こるのだろう。

思春期の体の変化②３ へん か

思春期のころ，体の中では，どのような変化が起こるのでしょうか。調べて
みよう

学
習
活
動
❶

お母さんとお父さんの話どんな気持ちだったのかな？

お母さんは，中学校の１年生になって初経があっ
たよ。友達に話すと,｢よかったね。
おめでとう｡｣と喜んでくれたわ。
家族に話すと，みんなでお祝いを
してくれたよ。少しおとなになっ
た気がしてうれしかったわ。

精通があったのは，中学校の２年生だったよ。朝起
きてみると，パンツがぬれていてびっくりしたよ。
でも，保健の学習で勉強し
ていたから,｢あっ，これが
精通なんだ｡｣と思って家族
に話したら，喜んでくれて
安心したんだ。

不安なときは，保健室の先生や家の人に相談しよう。きっと安心できるよ。 異性の友達のことを考えて，むねがドキドキしたことはない？それも関心のあらわれ方の一つだよ。

（長さ約0.05mm）（直径約0.12～0.14mm）
ちょっ やくけい

前立腺

精巣

陰茎

尿道

精のう

いん

にょうどう

けい

せい

ぜん

せい そう

りつせん

とも だち

よろこ

いわ

けんほ

(『｢青少年の性行動」第７回調査報告（2012年)』日本性教育協会)
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男子と女子は性が異なるので，異性と言います。

異性への関心のあ
らわれ方は，いろ
いろあるんだね。

思春期になると，異性に関
心をもつようになるんだね。

男子と女子を気にしないで，い
っしょにグループを作ることが
多い。

男子と女子は少しためらいなが
ら，いっしょにグループを作る
ことが多い。

男子と女子は，それぞれでグル
ープを作ることが多いが，おた
がいに関心をもつようになる。

おさないころ

卵子（命のもと） 精子（命のもと）

成長するにつれて… 思春期のころ

学
習
活
動
❸

異性への関心のあ
らわれ方について，
今の自分に当ては
まるものに○をつ
けましょう。

異性のうわさ話
をよくする。

つい，むきに
なってしまう。

つい，ちょっかい
を出してしまう。

相手のことを
知りたい。

おしゃれを
してみたい。

話したいけれど，
はずかしい。

子宮の内側のまく

し きゅう

卵巣
腟
ちつ

らんそう

うち がわ

子宮（赤ちゃんを育てるところ） せいちょう

い せい かか

かんしん

こと

のうげっけい せいしゃ しんごう

らん し せい はじ

せい つう

しょ けいし

ふ あん

む かいとう

い

（3.4年 p.25）

（5.6年 p.52）

子どもたちの理解度に合わせて，
サンプル宣言を記載し，
より宣言しやすいように手助け
しています。

もう一歩先の自分を
めざしていこう。

〇文章表現は，簡潔でわかりやすく，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。

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。

心の健康の単元では，自分の生まれた性別
と，心の性別が一致しない子どもからの相
談内容を記載し，寄り添うことが大
切であることを理解できるようにして
います。
また，けがの防止の単元では，自然災害へ
の対処について，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
切さが意識できるようにしています。

「発展」扱いを充実をさせました！

（5.6年 p.28.29）

（5.6年 p.12）

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。

アスリートからのメッセージ

（5.6年 p.53）

～東京オリンピックに向けて～

アスリートからのメッセージ

～夢に向かって～

ぼくが１００メートル走と出会ったのは，小学
校４年生のときでした。はじめて出場した大
会で広島市の１位になることができて,｢かけ
っこが自分の得意なことなんだ｡｣と思うこと
ができました。そして家族や友人が自分のこ
とのように喜んでくれて，とてもうれしかっ
たことをよく覚えています。今ぼくは，もっ
と速く走ることで応援してくれる人たちに喜
んでもらえるように，毎日一生けん命練習し
ていますが，このときのうれしかった気持ち
が今でもぼくが走る原点になっているんだな
と感じています。
2020年の東京オリンピックをはじめ世界大会
でしっかりとたたかうために，ぼくが大切に
していることのひとつは,｢心・技・体」のバ
ランスをしっかりと整えることです｡｢健康な
身体｣,「素直な心｣,そして「毎日の努力の積
み重ね｣｡この３つがそろってはじめて夢への
大きな一歩がふみ出せると思います。みなさ
んも自分の夢や目標に向かって，いっしょに
一歩ずつがんばっていきましょう。

これからのきみたちへ

リオデジャネイロオリンピック
陸上男子４×１００ｍリレー銀メダリスト

山 縣 亮 太 選手（セイコー所属）
やま がた たりょう

おう えん

す なお

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～

以前，わたしは女の子から,｢先生，女らしさって何ですか。わたしは大きくなったら『男の子』になると思っ
ていました。女の子の服は着たくありません。いつも自分らしくいたいんです。でも，まわりからはおかしい
って言われるんです｡｣と，相談を受けたことがあります。

はっ てん

発展 り かい



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。

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。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。
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。

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，より学習への意欲をもって
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。

“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。

“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構成しています。

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。

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
にしています。

新しい自分に あなたは「けんこう｣(心や体の調子がよい）ですか。
また，それはどうしてでしょうか。

学
習
活
動
❸

レベルアップ

わたしは「けんこう」だと　【思う・思わない】

そのわけは…

ぼくは，けんこうです。そのわけ
は，外で元気に遊んでいるからで
す。

わたしは，けんこうじゃないと思
います。そのわけは，朝ごはんを
食べていないときがあるからです。

だからです。

（3.4年 p.2.3）

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，異性の友達との関わり方に，
どのような変化が起こるのでしょうか。

話し合って
みよう

学
習
活
動
❷

思春期のころ，体の中では，どのような変化
が起こるのでしょうか。

調べて
みよう

学
習
活
動
❶

やって
みよう

学
習
活
動
❸

異性への関心のあ
らわれ方について，
今の自分に当ては
まるものに○をつ
けましょう。

「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｡｣

新しい自分に あなたは「けんこう｣(心や体の調子がよい）ですか。
また，それはどうしてでしょうか。

学
習
活
動
❸

レベルアップ

わたしは「けんこう」だと　【思う・思わない】

そのわけは…

生活のしかた かんきょう
●　「けんこう」とは，どのようなことだろう。

けんこうな生活とわたし1

4 5

友だちと楽しく遊ぶ
ことができる。

気持ちのよい部屋で
すごしている。

知りたいことが
たくさんある。

集中して勉強に取り組む
ことができる。

ぐっすりねむれて，
すっきり目がさめる。

あそ き も へ や

しゅうちゅう べん ときょう

ごはんをおいしく
食べることができる。

元気に運動すること
ができる。

手あらいや歯みがき，
おふろで体をせいけつに
している。

うん はどう

○が多いほど，
けんこうなん
だよ。

●運動
しょく じ せい り

●食事 ●明るさ ●整理・整とん

●そうじ●休よう・すいみん ●せいけつ ●かん気

ぼくは，けんこうです。そのわけ
は，外で元気に遊んでいるからで
す。

わたしは，けんこうじゃないと思
います。そのわけは，朝ごはんを
食べていないときがあるからです。

「けんこう」とは，心や体の調子がよいことをいいます。けんこうには，毎
日の生活のしかたや，かんきょうが深くかかわっています。心と体がけんこ
うであれば，明るく人とせっすることができて，じゅう実した生活を送るこ
とができます。けんこうは，何よりも大切なものです。

ふか

おくじつ

ちょう し

けんこうを守るために，家の人がどのようなことをしているのか，聞いてみよう。
まも

けんこうだと，毎日笑顔ですごせるよ。 ｢ありがとう」という感しゃの気持ちをもつことは，心の調子を整えるためには大切なことだよ。

5

けんこうには，どのようなことがかん係しているのだろう。

「けんこう」に大切なことは何でしょうか。 考えて
みよう

学
習
活
動
❷

今の自分に当てはまるものに○をつけましょう。ふり返って
みよう

かえ学
習
活
動
❶

え かんがお

けい

体をせいけつにすることも，けんこう
とかかわっているんだね。

身の回りのかんきょうを整える
ことも大切なんだね。

ととのみ

だからです。

が
く
し
ゅ
う
か
つ
ど
う

（3.4年 p.5）

（5.6年 p.12）

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。

（5.6年 p.36）

休養・すいみん
てきせつな

食　事
バランスのよい

よりよい発育

28 29

てきせつな運動

●てきせつな運動を続けると…
つづ

体を動かしたあとは，
心もすっきりするね。

ぼくは，運動をしっかりして，
夜はぐっすりねているよ。

わたしは，食事を３食きちんと
とっているわ。

運動をすると，
じょうぶな体に
なるんだね。

自分に合ったスポーツを見つけてみよう。
みんなですると，もっと楽しいよ。

運動は，毎日続けていくことが大切だよ。

スポーツだけではな
く，歩いたり，階だ
んを使ったりするこ
となら，これからも
続けられそうだね。

体をよりよく発育させるために，どのようなことを心がけています
か。自分の生活をふり返って，○をつけましょう。

ふり返って
みよう

学
習
活
動
❶

●　体のよりよい発育のためには，どのようなことが必要なのだろう。

体のよりよい発育4
ようひつ

運動，食事，休養・すいみんなどの「生活のリズム」については，３年生でも習ったよね。

よりよい発育のために，運動，食事，休養・すいみんのバランスが，うまくとれていますか。

運　動
てきせつな

自分の力に合わせて 生活の中で

こまめに休けい

ゆっくりおふろぐっすりすいみん

全身を使って

３食きちんと

しゅるい

多くの種類を
す

好ききらいなく

運動，食事，休養・すいみんの３つの大切さについて考えましょう。考えて
みよう

学
習
活
動
❷

心臓や肺のはたらきが
よくなる。

しんぞう はい

筋肉が発達し，骨が
じょうぶになる。

きんにく はったつ ほね

病気にかかりにくい。

体育の時間で習った運動
を，休けい時間にする。

散歩をしたり，買い物に
行ったりする。

そうじをする。

毎日の生活の中で，続けていける運動知りたい！もっと

いろいろな運動のしょうかい　～運動のよさを見つけよう～情報
コーナー

じょう ほう

風を感じて走ると，
気持ちいいね。

わざが決まると，
気持ちいいよ。

山ちょうから風景を見る
と，とてもいい気分だよ。

リズムに合わせて
おどると，楽しいね。

きゅう よう

さん ぽ

ふうけい

（3.4年 p.29）

（5.6年 p.22）

16才以こう

思春期の体の中に起こる変化の時期は，人によってちがいます。早くてもお
そくても，なやんだり心配したりすることはありません。また，卵子や精子
は命のもととなり，初経や精通が起こることは赤ちゃんが生まれるための大
切なじゅんびで，おとなに近づいているしるしです。

思春期には，体の中にも変化が起こることがわかったよ。心にも変化が起きてくるのかな。

体の変化が起こる時期 【大学生の回答（※その他や無回答はふくまず｡)】

グループを作るとき

●初経を経験した年れい（1,056人中） ●精通を経験した年れい（1,293人中）

思春期には，異性の友達との関わり方に，どのような変化が起こる
のでしょうか。

話し合って
みよう

学
習
活
動
❷

やって
みよう

24 25

思春期になると，女子は月経が，男子は射精が起こります。脳からの信号によって，命のもと
となる卵子と精子が作られるようになります。初めての月経のことを初経，初めての射精のこ
とを精通といいます。 

5 5

10

● おとなに近づくにつれて，わたしたちの体の中や心に，どのような変
　　化が起こるのだろう。

思春期の体の変化②３ へん か

思春期のころ，体の中では，どのような変化が起こるのでしょうか。調べて
みよう

学
習
活
動
❶

お母さんとお父さんの話どんな気持ちだったのかな？

お母さんは，中学校の１年生になって初経があっ
たよ。友達に話すと,｢よかったね。
おめでとう｡｣と喜んでくれたわ。
家族に話すと，みんなでお祝いを
してくれたよ。少しおとなになっ
た気がしてうれしかったわ。

精通があったのは，中学校の２年生だったよ。朝起
きてみると，パンツがぬれていてびっくりしたよ。
でも，保健の学習で勉強し
ていたから,｢あっ，これが
精通なんだ｡｣と思って家族
に話したら，喜んでくれて
安心したんだ。

不安なときは，保健室の先生や家の人に相談しよう。きっと安心できるよ。 異性の友達のことを考えて，むねがドキドキしたことはない？それも関心のあらわれ方の一つだよ。

（長さ約0.05mm）（直径約0.12～0.14mm）
ちょっ やくけい

前立腺

精巣

陰茎

尿道

精のう

いん

にょうどう

けい

せい

ぜん

せい そう

りつせん

とも だち

よろこ

いわ

けんほ

(『｢青少年の性行動」第７回調査報告（2012年)』日本性教育協会)
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男子と女子は性が異なるので，異性と言います。

異性への関心のあ
らわれ方は，いろ
いろあるんだね。

思春期になると，異性に関
心をもつようになるんだね。

男子と女子を気にしないで，い
っしょにグループを作ることが
多い。

男子と女子は少しためらいなが
ら，いっしょにグループを作る
ことが多い。

男子と女子は，それぞれでグル
ープを作ることが多いが，おた
がいに関心をもつようになる。

おさないころ

卵子（命のもと） 精子（命のもと）

成長するにつれて… 思春期のころ

学
習
活
動
❸

異性への関心のあ
らわれ方について，
今の自分に当ては
まるものに○をつ
けましょう。

異性のうわさ話
をよくする。

つい，むきに
なってしまう。

つい，ちょっかい
を出してしまう。

相手のことを
知りたい。

おしゃれを
してみたい。

話したいけれど，
はずかしい。

子宮の内側のまく

し きゅう

卵巣
腟
ちつ

らんそう

うち がわ

子宮（赤ちゃんを育てるところ） せいちょう

い せい かか

かんしん

こと

のうげっけい せいしゃ しんごう

らん し せい はじ

せい つう

しょ けいし

ふ あん

む かいとう

い

（3.4年 p.25）

（5.6年 p.52）

子どもたちの理解度に合わせて，
サンプル宣言を記載し，
より宣言しやすいように手助け
しています。

もう一歩先の自分を
めざしていこう。

〇文章表現は，簡潔でわかりやすく，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。

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。

心の健康の単元では，自分の生まれた性別
と，心の性別が一致しない子どもからの相
談内容を記載し，寄り添うことが大
切であることを理解できるようにして
います。
また，けがの防止の単元では，自然災害へ
の対処について，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
切さが意識できるようにしています。

「発展」扱いを充実をさせました！

（5.6年 p.28.29）

（5.6年 p.12）

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。

アスリートからのメッセージ

（5.6年 p.53）

～東京オリンピックに向けて～

アスリートからのメッセージ

～夢に向かって～

ぼくが１００メートル走と出会ったのは，小学
校４年生のときでした。はじめて出場した大
会で広島市の１位になることができて,｢かけ
っこが自分の得意なことなんだ｡｣と思うこと
ができました。そして家族や友人が自分のこ
とのように喜んでくれて，とてもうれしかっ
たことをよく覚えています。今ぼくは，もっ
と速く走ることで応援してくれる人たちに喜
んでもらえるように，毎日一生けん命練習し
ていますが，このときのうれしかった気持ち
が今でもぼくが走る原点になっているんだな
と感じています。
2020年の東京オリンピックをはじめ世界大会
でしっかりとたたかうために，ぼくが大切に
していることのひとつは,｢心・技・体」のバ
ランスをしっかりと整えることです｡｢健康な
身体｣,「素直な心｣,そして「毎日の努力の積
み重ね｣｡この３つがそろってはじめて夢への
大きな一歩がふみ出せると思います。みなさ
んも自分の夢や目標に向かって，いっしょに
一歩ずつがんばっていきましょう。

これからのきみたちへ

リオデジャネイロオリンピック
陸上男子４×１００ｍリレー銀メダリスト

山 縣 亮 太 選手（セイコー所属）
やま がた たりょう

おう えん

す なお

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～

以前，わたしは女の子から,｢先生，女らしさって何ですか。わたしは大きくなったら『男の子』になると思っ
ていました。女の子の服は着たくありません。いつも自分らしくいたいんです。でも，まわりからはおかしい
って言われるんです｡｣と，相談を受けたことがあります。

はっ てん

発展 り かい


