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第２学年保健体育科学習指導案 

 

日 時：平成２８年◯月◯日（◯）第◯校時    

対 象：第２学年◯組◯名    

学校名：東京都立◯◯高等学校 

場 所：教室 

 

１ 単元名 「保健」 社会生活と健康 

（労働と健康  【労働災害と健康】） 

 

２ 単元の目標 

労働災害の防止には、作業形態や作業環境の変化に起因する傷害や職業病などを踏まえた適切な健

康管理及び安全管理をする必要があることが理解できるようにする。 

 

３ 単元の評価規準 

 ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断 ウ 知識・理解 

単元の 

評価規準 

社会生活と健康について、社

会生活における健康の保持

増進には、労働と健康に関す

る活動や対策が重要である

ことに関心をもち、学習活動

に意欲的に取り組もうとし

ている。 

社会生活と健康について、社

会生活における健康の保持

増進に関わる課題の解決を

目指して、知識を活用した学

習活動などにより、総合的に

考え、判断し、それらを表し

ている。 

社会生活と健康について、社

会生活における健康の保持

増進に関する課題の解決に

役立つ労働と健康に関する

活動や対策についての基礎

的な事項を理解している。 

学習活動

に即した

具体的な

評価規準 

①労働災害と健康について、

関連する資料を探したり、見

たり、読んだりするなどの学

習活動に意欲的に取り組も

うとしている。 

②働く人の健康の保持増進

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。 

①労働災害と健康について、

資料などで調べたことを基

に、課題解決の方法を見付け

たり、解決の方法を整理した

りするなどして、それらを説

明している。 

②働く人の健康の保持増進

について、学習したことを、

個人及び社会生活や事例と

比較したり、分類したり、分

析したりするなどしている。

また、筋道立ててそれらを説

明している。 

 

①労働災害の防止には、作業

形態や作業環境の変化に起

因する傷害や職業病などを

踏まえた適切な健康管理及

び安全管理をする必要があ

ることについて、理解したこ

とを発言したり、記述したり

している。 
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４ 指導観 

 (１)単元観 

社会生活における健康の保持増進には、個人の力だけではなく、個人を取り巻く自然環境や社会の

制度、活動などが深く関わっている。したがって、全ての人が健康に生きていくには、環境と健康、

環境と食品の保健、労働と健康に関わる活動や対策の整備などに関して理解できるようにする必要が

ある。このため、本内容は、自然環境の汚染が社会生活における健康に影響を及ぼすこともあり、そ

の防止には、汚染の防止及び改善の対策をとる必要があることを中心に構成している。また、環境と

食品の健康・安全が確保できるように環境衛生活動や食品衛生活動が行われていることや、労働にお

ける傷害や職業病などを踏まえた健康管理及び安全管理をすることが必要であることなども理解で

きるようにする。 

「労働と健康」については、労働による傷害や職業病などの労働災害は、作業形態や作業環境の変

化に伴い質や量が変化してきたことを理解できるようにする。また、労働災害を防止するには、作業

形態や作業環境の改善を含む健康管理と安全管理が必要であることを理解できるようにする。 

 

(２)教材観 

「保健」は、健康・安全に関する基礎的・基本的な内容を生徒が体系的に学習することにより、健康

問題を認識し、これを科学的に思考・判断し、適切に対処できるようにすることをねらいとしている。

生涯を通じて健康で安全な生活を送るための基礎を培う上で中心的な役割を担っているものである。

我が国の疾病構造や社会の変化に対応し健康を保持増進するためには、ヘルスプロモーションの考え

方を生かして、健康に関する個人の適切な意思決定や行動選択及び健康的な社会環境づくりなどを行

うことが重要であることを理解できるようにする。また、労働と健康など社会生活における健康の保

持増進について、個人生活のみならず社会生活との関わりを含めて総合的に理解する必要がある。そ

の際、基本的な方向として自我の確立とともに、個人に関わる事柄のみでなく、社会的な事象に対す

る興味・関心が広がり、自ら考え判断する能力なども身に付きつつあるという発達の段階を考慮する

ことが重要となる。個人生活や社会生活における健康・安全に関する事柄に興味・関心をもち、科学

的に思考・判断し、総合的に捉えられることができるようにする必要がある。また、個人生活及び社

会生活における健康・安全について総合的に理解することで、現在及び将来の生活において健康・安

全の課題に直面した場合に、的確な思考・判断に基づいて適切な意思決定を行うことが重要である。

自らの健康の管理や健康的な生活行動の選択及び健康的な社会環境づくりなどが実践できるようにな

るための基礎としての資質や能力を伸ばすことも求められる。 
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５ 年間指導計画における位置付け（第２学年・１単位） 

  １学期 ２学期 ３学期 

１
単
位 

第
２
学
年 

生涯を通じる健康 社会生活と健康 

ア 生涯の各段階における健康 

 (ア)思春期と健康 

 (イ)結婚生活と健康 

 (ウ)加齢と健康 

イ 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関 

 (ア)我が国の保健・医療制度 

 (イ)地域の保健・医療機関の活用 

ウ 様々な保健活動や対策 

ア 環境と健康 

 (ア)環境の汚染と健康 

 (イ)環境と健康に関わる対策 

イ 環境と食品の保健 

 (ア)環境保健に関わる活動 

 (イ)食品保健に関わる活動 

 (ウ)健康の保持増進のための環境と食品の保健 

ウ 労働と健康 

 (ア)労働災害と健康 

 (イ)働く人の健康の保持増進 

・教育課程（保健）の単位数は、必履修として第 1学年１単位、第 2学年１単位を設置している。 

 

６ 単元の指導計画と評価計画(３時間扱い) 

 ねらい 学習内容・学習活動 評価規準(評価方法) 

第
１
時 

労働による傷害や職業病

などの労働災害は、作業

形態や作業環境の変化に

伴い質や量が変化してき

たことを理解する。 

活動Ⅰ グループによる発表活動を行う。 

活動Ⅱ 働くことの意義を考える。 

    ・働く目的と健康への影響とは。 

活動Ⅲ 働き方の変化を考える。 

    ・作業形態や作業環境の多様化について考える。 

活動Ⅳ 今日の健康課題を考える。 

    ・デスクワークと生活習慣病の関係性を考える。 

ア-① 

(授業中の発言やプリント

の記入状況を観察) 

 

イ-① 

(授業中の発言やプリント

の記入状況を観察) 

第
２
時(

本
時) 

労働災害を防止するに

は、作業形態や作業環境

の改善を含む健康管理と

安全管理が必要であるこ

とを理解する。 

活動Ⅰ グループによる発表活動を行う。 

活動Ⅱ 労働災害の防止の意義を考える。 

    ・労働災害と職業病とは。 

活動Ⅲ 労働災害が起きる原因を考える。 

    ・作業形態と作業環境とは。 

活動Ⅳ 安全管理と健康管理を考える。 

    ・労働安全衛生法の役割とは。 

    ・健康診断の目的とは。 

活動Ⅴ 安全な作業環境・作業形態を確保するための方策

を協同して考える。（グループ学習） 

・作業現場のイラストを観察し、問題点を指摘し

合い、改善策を話し合い発表する。 

イ-① 

(授業中の発言やプリント

の記入状況を観察) 

 

ウ-① 

(授業中の発言やプリント

の記入状況を観察) 
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第
３
時 

働く人の健康の保持増進

は、職場の健康管理や安

全管理と共に、心身両面

にわたる総合的、積極的

な対策の推進が図られる

ことで成り立つことを理

解する。 

活動Ⅰ グループによる発表活動を行う。 

活動Ⅱ 職場における健康増進活動を考える。 

    ・これまでと現在の違いとは。 

活動Ⅲ メンタルヘルスケアを考える。 

    ・様々な対処方法とは。 

活動Ⅳ 日常生活における取組を考える。 

    ・余暇の意義と活用方法とは。 

活動Ⅴ 余暇を有効に活用するための条件を協同して考

える。（グループ学習） 

・余暇を取りやすくする職場の配慮や体制づくり

について話し合い発表する。 

ア-② 

(授業中の発言やプリント

の記入状況を観察) 

 

イ-② 

(授業中の発言やプリント

の記入状況を観察) 

 

 

７ 指導に当たって 

・授業に対する関心・意欲を高めるために、２学期よりグループ学習を導入した。協同して課題研究

を進め、発表に向けて準備をさせることで、自ら情報を収集し活用する能力を高めるねらいがある。 

・発表方法は、黒板・プリント・プレゼンテーションソフトなどを活用し、グループ毎に趣向を凝ら

すように指導する。 

・単元の学習目標やキーワードをまとめたプリントや、発表活動の展開例をまとめたプリントを配布

した上で、課題研究時間を３時間設定し、図書室やパソコン・スマートフォンを自由に使用・閲覧

させることで、課題研究・発表活動がスムーズに行われるように配慮をする。 

・発表時間は２０分を目安に設定し、数分間の質疑応答・講評の後に、教員によるプリントを用いた

単元のまとめを行い、基礎的・基本的な知識の享受を行うようにする。 

８ 本時(全３時間中の２時間目) 

（１）本時の目標 

ア 労働災害を防ぐためには、作業環境の整備や作業形態の管理などの安全管理と、健康診断など

の健康管理が重要であることを理解できるようにする。 

イ 労働環境における危険の予知や、作業手順・安全規則の遵守など安全な職場をつくるための課

題を見付け、改善の方法を整理して説明できるようにする。 

 

（２）本時の展開 

時

間 
学習内容・活動 指導上の留意点 

評価規準 

(評価方法) 

導
入(

５
分) 

①挨拶、出席確認、持ち物確認 

②前時の復習 

・働き方の変化に伴い、近年ではどの

ような健康課題が増えているか。 

③本時のねらいの理解 

・労働災害を防ぐための安全管理と健

康管理を理解する。 

・安全な職場づくりのための具体的な

対策を考え、説明する。 

・全員が起立し、しっかり挨拶ができている

か確認する。 

・生徒の出欠状況を確認する。 

 

・前回の反省を振り返りながら、本時のねら

いを理解させる。 
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展
開
①(

２
０
分) 

④活動Ⅰ グループ発表 

・２０分間を目安に発表する。 

⑤質疑応答 

・発表者が２～３人指名し、発表を聴

いての質問をする。 

⑥講評 

・スムーズに発表活動へ移れるように、適宜

準備の補佐をする。 

・生徒からの質問に対して、発表者が答えら

れない場合は、教員より助言・指導をする。 

・発表活動のよかった点、改善点などをいく

つか説明し、フィードバックさせる。 

ウ－①労働災害の

防止には、作業形態

や作業環境の変化

に起因する傷害や

職業病などを踏ま

えた適切な健康管

理及び安全管理を

する必要があるこ

とについて、理解し

たことを発言した

り、記述したりして

いる。 

(授業中の発言やプ

リントの記入状況

を観察) 

 

イ－①労働災害と

健康について、資料

などで調べたこと

を基に、課題解決の

方法を見付けたり、

解決の方法を整理

したりするなどし

て、それらを説明し

ている。(授業中の

発言やプリントの

記入状況を観察) 

展
開
②(

２
０
分) 

⑦プリントによる教授 

活動Ⅱ・Ⅲ 労働災害の現状と原因 

・労働災害と職業病の定義と特徴を理

解する。 

・労働災害と職業病が発生する原因を

考える。 

 

活動Ⅳ 安全管理と健康管理の仕組み 

・安全管理体制の整備における安全管

理者と衛生管理者の職務を理解す

る。 

・労働災害の防止のための視点を理解

する。 

 

労働災害補償保険 

・様々な保険給付の形態を理解する。 

 

⑧活動Ⅴ 危機管理訓練 

・イラストから起こり得る労働災害を

考え、それを防止するための具体的

改善策をグループで話し合い、説明

できるようにする。(話し合い５分

間、発表３分間) 

・働くことが原因で発生するけがや病気にど

のようなものがあるか、プリントや教科書

を見ないで考えさせる。 

・教科書図１を参考に、建設工事の高所作業

中に発生する事故にはどのようなものが

あるか考えさせる。 

 

・安全管理と健康管理の重要性について説明

し、職場で行われている仕組みや取組につ

いて理解を深めさせる。 

 

・労働災害に対する保険給付には、どのよう

な場面で必要性が生じるか考えさせる。 

 

 

 

 

 

・労働災害が発生する背景には明らかな原因

があることを理解させ、それを防ぐための

手だてを考えることができるようにさせ

る。 

ま
と
め(

５
分) 

⑨まとめ 

⑩次週の確認 

⑪挨拶 

・働くことによって起きる病気やけががある

ことを理解させ、労働の場面では常に安

全・衛生状態に考慮する必要があることを

理解させる。 

・労働災害を防ぐため、発生したときのため

に、安全管理や健康管理、保険などの仕組

みが存在し、それらはいくつかの法律によ

って義務付けられていることを理解させ

る。 

・全員が起立し、しっかり挨拶ができている

か確認する。 

 


