
大修館書店　最新高等保健体育改訂版（保体305）　年間指導計画（シラバス）案　（2単位70時間の場合） 

保健編

単元名 項目名
時間の
目安

学習のねらい 関心・意欲・態度

1 健康の考え方と成り立
ち

2

健康の考え方が変化していることを
説明できる。健康を成り立たせてい
る要因をあげることができる。

健康の考え方と成り立ちについて，
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 私たちの健康のすが
た

2

わが国の健康水準の変化とその背
景を説明できる。わが国の現在の
健康問題をあげることができる。

国民の健康水準の変化について，
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。

3 健康に関する意志決
定・行動選択と環境づ
くり

2

健康に関する意志決定・行動選択
の重要性を説明できる。ヘルスプロ
モーションの考え方にもとづく環境
づくりの特徴を説明できる。

健康に関する意志決定・行動選択
の重要性，ヘルスプロモーションの
考え方にもとづく環境づくりについ
て，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。

4 生活習慣病とその予
防

2

生活習慣病の例をあげることがで
き，なぜ生活習慣病と呼ばれるの
かについて説明できる。生活習慣
病の予防方法を説明できる。

生活習慣病とその予防法につい
て，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。

5 食事と健康

2

健康にとっての食事の意味につい
て説明できる。健康的な食事のポイ
ントをあげることができる。

健康にとっての食事の意味や健康
的な食事のとり方について，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。

6 運動・休養と健康

2

運動が健康に及ぼす影響と健康に
よい運動のおこない方について説
明できる。休養の意味と適切な休養
のとり方について説明できる。

健康にとっての運動・休養の意味や
健康によい運動のおこない方や休
養のとり方について，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。

7 喫煙と健康

2

喫煙者やその周囲の人に起こる害
を説明できる。喫煙に対する日本や
世界の対策の例をあげることができ
る。

喫煙がおよぼす健康影響や喫煙の
依存性，全世界で進められているた
ばこ対策について，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。

8 飲酒と健康

2

飲酒による健康への短期的影響，
長期的影響を説明できる。飲酒によ
る健康問題に対する個人や社会環
境への対策の例をあげることができ
る。

飲酒が及ぼす健康影響やさまざま
な飲酒対策について，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。

9 薬物乱用と健康

2

薬物乱用が心身の健康や社会に与
える影響について説明できる。薬物
乱用防止のための個人や社会環境
への対策の例をあげることができ
る。

薬物乱用が心身の健康や社会に与
える影響，薬物乱用防止のための
個人や社会環境への対策につい
て，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。

10 感染症とその予防

2

新たな感染症の問題に関して例を
あげて説明できる。感染症の予防
対策について，社会と個人に分けて
説明できる。

新たな感染症問題や感染症の予防
対策について，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。

1単元
現代社会と
健康

1



11 性感染症・エイズとそ
の予防

2

性感染症とは何かを説明できる。性
感染症・エイズの予防対策につい
て，個人と社会に分けて説明でき
る。

性感染症とは何かについて，性感
染症・エイズの予防対策について，
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。

12 欲求と適応機制

2

人間の欲求の種類を説明できる。
欲求不満に対処するための適応機
制の例をあげることができる。

人間の欲求の種類，欲求不満に対
処するための適応機制について，
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。

13 心身の相関とストレス

2

心と体の働きが相互に影響しあう関
係について例をあげて説明できる。
ストレスの心理・社会的要因と物理
的要因の例をあげることができる。

心身相関のしくみ，ストレスの心理・
社会的要因と物理的要因につい
て，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。

14 心の健康のために

2

ストレスへのさまざまな対処方法の
例をあげることができる。自己実現
と心の健康の関係を説明できる。

ストレスへのさまざまな対処方法，
自己実現と心の健康の関係につい
て，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。

15 交通事故の現状と要
因

2

若者の交通事故の特徴を説明でき
る。交通事故の発生に関係する要
因を，例をあげて説明できる。

若者の交通事故の特徴や交通事故
の発生要因について，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。

16 交通事故を防ぐために

2

運転者に必要な資質と責任を説明
できる。安全な交通社会づくりのた
めの対策を，例をあげて説明でき
る。

運転者に必要な資質と責任，安全
な交通社会づくりのための対策につ
いて，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。

17 応急手当の意義とそ
の基本

2

適切な応急手当の意義を説明でき
る。傷病者を発見したときに，確認・
観察するポイントをあげることがで
きる。

応急手当の意義，傷病者を発見し
たときの行動について，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。

18 日常的な応急手当

2

日常的なけがの応急手当の手順や
方法を説明できる。熱中症の応急
手当の手順や方法を説明できる。

日常的なけがの応急手当の手順・
方法，熱中症の応急手当の手順・
方法について，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。

19 心肺蘇生法の原理と
おこない方

2

人工呼吸，胸骨圧迫，ＡＥＤによる
除細動の原理と意義を説明できる。
心肺蘇生法の各手順のポイントを
あげることができる。

心肺蘇生法の原理と手順につい
て，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。

38

1 思春期と健康

2

思春期における体の変化について
説明できる。思春期の心の発達に
かかわる健康課題が説明できる。

思春期における体の変化，思春期
の心の発達にかかわる健康課題に
ついて，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 性への関心・欲求と性
行動

2

性意識の男女差を，具体例をあげ
て説明できる。性情報が性行動の
選択に影響を及ぼす例をあげること
ができる。

性意識の男女差，性情報が性行動
の選択に影響を及ぼすことについ
て，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。

1単元
現代社会と
健康

2単元
生涯を通じ
る健康

2



3 妊娠・出産と健康

2

妊娠・出産の過程における健康課
題について説明できる。妊娠・出産
期に活用できる母子保健サービス
をあげることができる。

妊娠・出産の過程における健康課
題，妊娠・出産期に活用できる母子
保健サービスについて，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。

4 避妊法と人工妊娠中
絶

2

家族計画の意義と適切な避妊法に
ついて説明できる。人工妊娠中絶
が女性の心身に及ぼす影響につい
て説明できる。

家族計画の意義と適切な避妊法，
人工妊娠中絶が女性の心身に及ぼ
す影響について，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。

5 結婚生活と健康

2

心身の発達と結婚生活の関係につ
いて説明できる。結婚生活を健康的
に送るために必要な考え方や行動
をあげることができる。

心身の発達と結婚生活の関係，結
婚生活を健康的に送るために必要
な考え方や行動について，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。

6 中高年期と健康

2

年をとることにともなう心身の変化
には,どのようなものがあるか説明
できる。中高年期を健やかに過ごす
ための社会的な取り組みについて
説明できる。

加齢にともなう心身の変化，中高年
期の健康を支える社会的な取り組
みについて，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。

7 医薬品とその活用

2

医薬品の正しい使用法について説
明できる。医薬品の安全性を守る取
り組みについて例をあげて説明でき
る。

医薬品の正しい使用法，医薬品の
安全性を守る取り組みについて，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。

8 医療サービスとその活
用

2

さまざまな医療機関の役割につい
て説明できる。医療サービスを受け
るときの留意点をあげることができ
る。

さまざまな医療機関の役割，医療
サービスについて，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。

9 保健サービスとその活
用

2

保健行政の役割について例をあげ
ながら説明できる。保健サービスの
活用の例をあげることができる。

保健行政の役割，保健サービスの
活用について，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。

10 さまざまな保健活動や
対策

1

民間機関・国際機関などの保健活
動や対策について例をあげて説明
できる。

民間機関・国際機関などの保健活
動や対策について，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。

19

1 大気汚染と健康

2

大気汚染の原因とその健康影響を
説明できる。地球規模の環境問題
について，例をあげて説明できる。

大気汚染の原因とその健康影響，
地球規模の環境問題について，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 水質汚濁，土壌汚染と
健康

2

水質汚濁の原因とその健康影響を
説明できる。土壌汚染の原因とその
健康影響を説明できる。

水質汚濁および土壌汚染の原因と
その健康影響について，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。

3 環境汚染を防ぐ取り組
み

2

こんにちの環境汚染の特徴につい
て説明できる。環境汚染を防ぐため
のさまざまな取り組みについて例を
あげて説明できる。

こんにちの環境汚染の特徴，環境
汚染を防ぐためのさまざまな取り組
みについて，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。

4 ごみの処理と上下水
道の整備

2

ごみの処理の現状や，その課題に
ついて説明できる。安全で質のよい
水を確保するためのしくみと課題を
説明できる。

ごみ処理の現状と課題，安全で質
のよい水を確保するためのしくみと
課題について，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単元
生涯を通じ
る健康

3単元
社会生活と
健康

3



5 食品の安全を守る活
動

2

行政，生産・製造者による食品の安
全のための対策について例をあげ
て説明できる。食品の安全のため，
私たち消費者がおこなうべきことを
例をあげて説明できる。

行政，生産・製造者による食品の安
全のための対策，食品の安全のた
めに私たち消費者がおこなうべきこ
とについて，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。

6 働くことと健康

2

働く人の健康問題が，どのように変
化してきたかを説明できる。労働災
害の防ぎ方についての原則を説明
できる。

働く人の健康問題，労働災害の防
ぎ方について，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。

7 働く人の健康づくり

1

職場がおこなう健康増進対策につ
いて例をあげて説明できる。余暇の
大切さと活用の仕方について説明
できる。

職場がおこなう健康増進対策，余
暇の大切さと活用の仕方について，
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。

13

体育編
1 人間にとって｢動く｣と

は何か

1

運動は人間にとってどのような意味
をもっているのかを説明できる。動
物としてのヒトと人間の違いを運動
という観点から説明することができ
る。

人間にとっての運動の意味，人間と
ほかの体の動きという観点からみた
人間と動物の違いについて，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 スポーツのはじまりと
変遷

1

スポーツがどのように始まり，どの
ようにして発展したのか説明するこ
とができる。近代スポーツと国際ス
ポーツの違いを説明できる。

スポーツの始まり，近代スポーツか
ら国際スポーツへの変遷，日本生
まれのスポーツについて，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。

3 スポーツ文化の楽しみ
方

1

スポーツの文化的内容について説
明できる。スポーツ文化に対してど
のようなかかわり方があるのか例を
あげることができる。

スポーツの文化的内容，スポーツ
文化へのかかわり方について，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。

4 オリンピックと国際理
解

1

オリンピズムとオリンピックムーブメ
ントを説明できる。オリンピックがど
うのように変化してきたのか説明で
きる。

オリンピズム，オリンピックムーブメ
ント，オリンピックの変貌について，
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。

5 スポーツと経済

1

スポーツが経済におよぼす影響を
説明できる。スポーツ産業における
さまざまな職業をあげることができ
る。

スポーツが経済活動におよぼす影
響，スポーツ産業におけるさまざま
な職業について，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。

6 ドーピングとスポーツ
倫理

1

なぜ，選手がドーピングに手を出し
てしまうのかを説明することができ
る。スポーツ倫理が求められる理由
について説明することができる。

ドーピングがスポーツを滅ぼしてし
まうこと，スポーツ倫理が求められ
る理由について，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。

6

1 スポーツの技術と技能

2

技術と技能の違いや技能の発揮の
仕方を説明できる。クローズドスキ
ルとオープンスキルの違いをあげる
ことができる。

技術と技能の違いや技能の発揮の
仕方，クローズドスキルとオープン
スキルの違い，戦術・作戦・戦略に
ついて，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。

3単元
社会生活と
健康

1単元
運動・ス
ポーツの文
化的特性

2単元
運動・ス
ポーツの学
び方

4



2 技能の上達過程と練
習

1

技能がどのようなステップを経て上
達するかを説明できる。練習によっ
て技能が上達するとどんな特徴が
みられるかあげることができる。

技能の上達過程，上達過程の段階
に即した効果的な練習方法がある
ことについて，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。

3 技能と体力

1

技能と体力の関係について説明で
きる。技能や体力を高めるときに気
をつけるべき点をあげることができ
る。

技能と体力の関係，技能や体力を
高め方について，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。

4 体力トレーニング

1

目的におうじたさまざまなトレーニン
グの方法を説明できる。筋力，持久
力，柔軟性・調整力を高める具体的
な方法をあげることができる。

目的におうじたさまざまなトレーニン
グの方法や筋力，持久力，柔軟性・
調整力を高める具体的な方法につ
いて，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。

5 運動・スポーツにおけ
る安全の確保

1

運動やスポーツ活動中のどんなと
きにけがが起こっているのかを説明
できる。気象条件や自然環境の変
化にともなって考えられる危険をあ
げることができる。

運動やスポーツ活動中のけがに関
する危険性とその予防法，気象条
件や自然環境の変化にともなう危
険性について，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。

6

1 生涯スポーツの見方・
考え方

2

自由時間活用の観点からスポーツ
活動の重要性を説明できる。各ライ
フステージに広がるスポーツの特徴
をあげることができる。

社会におけるスポーツの役割，各ラ
イフステージに応じたスポーツの特
徴について，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 ライフスタイルにおうじ
たスポーツ

2

豊かなスポーツライフを実現するた
めに何が大切かを説明することが
できる。自分にあったマイスポーツ
ライフを設計することができる。

自分に合ったスポーツライフスタイ
ルの見つけ方，自分に合ったス
ポーツライフの設計の仕方につい
て，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。

3 日本のスポーツ振興

1

国や地方自治体がおこなっている
スポーツ振興の施策をあげることが
できる。総合型地域スポーツクラブ
とはどんなものかを説明することが
できる。

国や地方自治体がおこなっている
スポーツ振興の施策，総合型地域
スポーツクラブを通した地域とのか
かわり方について，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。

4 スポーツと環境

1

スポーツ参加者が増えると環境に
どんな影響があるのかあげることが
できる。スポーツ場面で環境を保護
するために私たちができることをあ
げることができる。

スポーツ活動にともなう環境問題，
スポーツと環境保護について，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。

6

3単元
豊かなス
ポーツライフ
の設計の仕
方

2単元
運動・ス
ポーツの学
び方
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大修館書店　最新高等保健体育改訂版（保体305）　年間指導計画（シラバス）案　（2単位70時間の場合） 

思考・判断 知識・理解

健康の考え方と成り立ちについて，
資料等で調べたことをもとに，課題
を見つけたり，整理したりするなどし
て，それらを説明している。

WHO憲章での健康の考え方，生き
がいを重視した健康の考え方，健
康の成り立ちにかかわる要因が変
化していること，さまざまな主体要
因と環境要因についての，基礎的
な事項を理解している。

国民の健康水準の変化について，
資料等で調べたことをもとに，課題
を見つけたり，整理したりするなどし
て，それらを説明している。

平均寿命ののびと死亡率の低下，
健康水準向上の背景，生活習慣病
の増加，わが国の新たな健康問題
について，基礎的な事項を理解して
いる。

健康に関する意志決定・行動選択
の重要性，ヘルスプロモーションの
考え方にもとづく環境づくりについ
て，資料等で調べたことをもとに，課
題を見つけたり，整理したりするな
どして，それらを説明している。

意志決定・行動選択にかかわる個
人的・社会的要因，情報の収集，計
画と評価，社会的な影響力への対
処，および健康に影響を与える環
境づくり，ヘルスプロモーションの考
え方にもとづく環境づくりについて，
基礎的な事項を理解している。

生活習慣病とその予防法につい
て，資料等で調べたことをもとに，課
題を見つけたり，整理したりするな
どして，それらを説明している。

生活習慣病にはどのようなものが
あるのか，生活習慣病の予防・早期
発見・早期治療について，基礎的な
事項を理解している。

健康にとっての食事の意味や健康
的な食事のとり方について，資料等
で調べたことをもとに，課題を見つ
けたり，整理したりするなどして，そ
れらを説明している。

成長期にある高校生にとって食事
の重要な意味をもつこと，不適切な
食事がさまざまな健康問題につな
がることについて，基礎的な事項を
理解している。

健康にとっての運動・休養の意味や
健康によい運動のおこない方や休
養のとり方について，課題を見つけ
たり，整理したりするなどして，それ
らを説明している。

適度な運動が健康をつくること，休
養が疲労を回復し，活力をよみがえ
らせることについて，基礎的な事項
を理解している。

喫煙がおよぼす健康影響や喫煙の
依存性，全世界で進められているた
ばこ対策について，課題を見つけた
り，整理したりするなどして，それら
を説明している。

喫煙の健康に対する影響，喫煙の
依存性，世界や日本で進められて
いるたばこ対策について，基礎的な
事項を理解している。

飲酒が及ぼす健康影響やさまざま
な飲酒対策について，課題を見つ
けたり，整理したりするなどして，そ
れらを説明している。

アルコールが脳や体に及ぼす影
響，長期飲酒が及ぼす健康影響，
さまざまな飲酒対策について，基礎
的な事項を理解している。

薬物乱用が心身の健康や社会に与
える影響，薬物乱用防止のための
個人や社会環境への対策につい
て，課題を見つけたり，整理したり
するなどして，それらを説明してい
る。

「1回だけ」でも，薬物は人生を台な
しにすること，自分の周囲や社会に
も薬物は悪影響をもたらすこと，薬
物には多面的な対策が必要である
ことについて，基礎的な事項を理解
している。

新たな感染症問題や感染症の予防
対策について，課題を見つけたり，
整理したりするなどして，それらを説
明している。

さまざまな感染症とその広がり方，
再興感染症と新興感染症，社会と
個人で取り組む感染症予防対策に
ついて，基礎的な事項を理解してい
る。
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性感染症とは何かについて，性感
染症・エイズの予防対策について，
課題を見つけたり，整理したりする
などして，それらを説明している。

性感染症・エイズが若者の間で問
題となっていること，性感染症・エイ
ズは予防できることについて，基礎
的な事項を理解している。

人間の欲求の種類，欲求不満に対
処するための適応機制について，
課題を見つけたり，整理したりする
などして，それらを説明している。

欲求は成長にともない多様化するこ
と，欲求不満や葛藤をやわらげる心
の働きがあることについて，基礎的
な事項を理解している。

心身相関のしくみ，ストレスの心理・
社会的要因と物理的要因につい
て，課題を見つけたり，整理したり
するなどして，それらを説明してい
る。

心身相関のしくみ，ストレスの心理・
社会的要因と物理的要因，ストレス
の影響について，基礎的な事項を
理解している。

ストレスへのさまざまな対処方法，
自己実現と心の健康の関係につい
て，課題を見つけたり，整理したり
するなどして，それらを説明してい
る。

ストレスには，さまざまな対処方法
があること，自己実現は心の健康に
つながることについて，基礎的な事
項を理解している。

若者の交通事故の特徴や交通事故
の発生要因について，課題を見つ
けたり，整理したりするなどして，そ
れらを説明している。

若者では自動車と二輪車の事故が
多いこと，若者の事故の特徴，交通
事故が起こる3つの要因について，
基礎的な事項を理解している。

運転者に必要な資質と責任，安全
な交通社会づくりのための対策につ
いて，課題を見つけたり，整理した
りするなどして，それらを説明してい
る。

運転者に必要な資質と責任，安全
な交通社会づくりのための法的整
備，自動車の安全対策について，
基礎的な事項を理解している。

応急手当の意義，傷病者を発見し
たときの行動について，課題を見つ
けたり，整理したりするなどして，そ
れらを説明している。

応急手当の意義や傷病者を発見し
たときの確認・観察のポイントにつ
いて，基礎的な事項を理解してい
る。

日常的なけがの応急手当の手順・
方法，熱中症の応急手当の手順・
方法について，課題を見つけたり，
整理したりするなどして，それらを説
明している。

日常的なけがにおうじた応急手当，
熱中症の手当について，基礎的な
事項を理解している。

心肺蘇生法の原理と手順につい
て，課題を見つけたり，整理したり
するなどして，それらを説明してい
る。

人工呼吸，胸骨圧迫，ＡＥＤによる
除細動の原理と意義，心肺蘇生法
の各手順のポイントについて，基礎
的な事項を理解している。

思春期における体の変化，思春期
の心の発達にかかわる健康課題に
ついて，課題を見つけたり，整理し
たりするなどして，それらを説明して
いる。

思春期における体の変化，思春期
の心の発達にかかわる健康課題に
ついて，基礎的な事項を理解してい
る。

性意識の男女差，性情報が性行動
の選択に影響を及ぼすことについ
て，課題を見つけたり，整理したり
するなどして，それらを説明してい
る。

性意識には男女で差があること，性
情報には不正確な情報も含まれて
いることについて，基礎的な事項を
理解している。
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妊娠・出産の過程における健康課
題，妊娠・出産期に活用できる母子
保健サービスについて，課題を見つ
けたり，整理したりするなどして，そ
れらを説明している。

胎児を守る母体の役割，出産と母
体の回復，母子保健サービスにつ
いて，基礎的な事項を理解してい
る。

家族計画の意義と適切な避妊法，
人工妊娠中絶が女性の心身に及ぼ
す影響について，課題を見つけた
り，整理したりするなどして，それら
を説明している。

家族計画の意義，適切な避妊法の
選択，人工妊娠中絶が女性の心身
に及ぼす影響について，基礎的な
事項を理解している。

心身の発達と結婚生活の関係，結
婚生活を健康的に送るために必要
な考え方や行動について，課題を
見つけたり，整理したりするなどし
て，それらを説明している。

心身の発達と結婚生活の関係，結
婚生活を健康的に送るために必要
な考え方や行動について，基礎的
な事項を理解している。

加齢にともなう心身の変化，中高年
期の健康を支える社会的な取り組
みについて，課題を見つけたり，整
理したりするなどして，それらを説明
している。

加齢にともなう心身の変化，中高年
期の健康を支える社会的な取り組
み，すべての人が暮らしやすい社会
づくりについて，基礎的な事項を理
解している。

医薬品の正しい使用法，医薬品の
安全性を守る取り組みについて，課
題を見つけたり，整理したりするな
どして，それらを説明している。

医薬品の種類，医薬品の使用方
法，医薬品の安全性を守る取り組
み，医薬品の副作用と薬害，安全
性をめざしたさまざまな対策につい
て，基礎的な事項を理解している。

さまざまな医療機関の役割，医療
サービスについて，資課題を見つけ
たり，整理したりするなどして，それ
らを説明している。

医療機関の種類，医療保険のしく
み，医療機関の役割，医療サービ
スの活用法について，基礎的な事
項を理解している。

保健行政の役割，保健サービスの
活用について，課題を見つけたり，
整理したりするなどして，それらを説
明している。

保健行政の役割と活動，保健サー
ビスの活用について，基礎的な事
項を理解している。

民間機関・国際機関などの保健活
動や対策について，課題を見つけ
たり，整理したりするなどして，それ
らを説明している。

民間機関・国際機関などの保健活
動や対策，ヘルスプロモーションに
もとづく保健活動について，基礎的
な事項を理解している。

大気汚染の原因とその健康影響，
地球規模の環境問題について，課
題を見つけたり，整理したりするな
どして，それらを説明している。

大気汚染の原因とその健康影響，
地球規模の環境問題について，基
礎的な事項を理解している。

水質汚濁および土壌汚染の原因と
その健康影響について，課題を見
つけたり，整理したりするなどして，
それらを説明している。

産業排水および生活排水による水
質汚濁，重金属などによる土壌汚
染，こんにちの土壌汚染について，
基礎的な事項を理解している。

こんにちの環境汚染の特徴，環境
汚染を防ぐためのさまざまな取り組
みについて，課題を見つけたり，整
理したりするなどして，それらを説明
している。

大気・水質・土壌汚染のかかわり，
こんにちの環境汚染の特徴と問題
点，環境汚染を防ぐ個人と社会の
取り組み，産業廃棄物の処理につ
いて，基礎的な事項を理解してい
る。

ごみ処理の現状と課題，安全で質
のよい水を確保するためのしくみと
課題について，整理したりするなど
して，それらを説明している。

ごみ処理の現状，ごみ処理をめぐる
課題，上下水道のしくみと整備の現
状について，基礎的な事項を理解し
ている。
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行政，生産・製造者による食品の安
全のための対策，食品の安全のた
めに私たち消費者がおこなうべきこ
とについて，課題を見つけたり，整
理したりするなどして，それらを説明
している。

食品の安全性をめぐる課題，食品
の安全を確保するための行政，生
産・製造者の役割，安全な食品の
選択，食中毒の防止について，基
礎的な事項を理解している。

働く人の健康問題，労働災害の防
ぎ方について，課題を見つけたり，
整理したりするなどして，それらを説
明している。

働く人の健康問題が変化しているこ
と，労働災害とその防ぎ方につい
て，基礎的な事項を理解している。

職場がおこなう健康増進対策，余
暇の大切さと活用の仕方について，
課題を見つけたり，整理したりする
などして，それらを説明している。

働く人の健康を保持増進するため
支援，余暇の意義とその確保しか
たについて，基礎的な事項を理解し
ている。

人間にとっての運動の意味，人間と
ほかの体の動きという観点からみた
人間と動物の違いについて，課題を
見つけたり，整理したりするなどし
て，それらを説明している。

動物の生活行動は体の動きによっ
て成り立っていること，人間の文化
は工夫された動きのによってつくり
だされ，スポーツもそのなかから生
まれたということについて，基礎的
な事項を理解している。

スポーツの始まり，近代スポーツか
ら国際スポーツへの変遷，日本生
まれのスポーツについて，課題を見
つけたり，整理したりするなどして，
それらを説明している。

スポーツは遊びや労働などの生活
から生まれたこと，19世紀にイギリ
スでおこなわれたスポーツが近代ス
ポーツ，国際スポーツへと発展して
いったこと，日本生まれのスポーツ
があることについて，基礎的な事項
を理解している。

スポーツの文化的内容，スポーツ
文化へのかかわり方について，課
題を見つけたり，整理したりするな
どして，それらを説明している。

スポーツの文化的内容，スポーツ
文化へのかかわり方，スポーツ文
化とメディアのかかわりについて，
基礎的な事項を理解している。

オリンピズム，オリンピックムーブメ
ント，オリンピックの変貌について，
課題を見つけたり，整理したりする
などして，それらを説明している。

オリンピズム，オリンピックムーブメ
ント，オリンピックの変貌について，
基礎的な事項を理解している。

スポーツが経済活動におよぼす影
響，スポーツ産業におけるさまざま
な職業について，課題を見つけた
り，整理したりするなどして，それら
を説明している。

スポーツが経済活動に大きな影響
を及ぼしていること，現代スポーツ
の発展がさまざまなスポーツ産業を
発達させたことについて，基礎的な
事項を理解している。

ドーピングがスポーツを滅ぼしてし
まうこと，スポーツ倫理が求められ
る理由について，課題を見つけた
り，整理したりするなどして，それら
を説明している。

ドーピングはスポーツ精神に反する
卑劣な行為であり，世界中で撲滅
の取り組みがおこなわれているこ
と，スポーツをフェアにおこなうため
にはスポーツ倫理が求められること
について，基礎的な事項を理解して
いる。

技術と技能の違いや技能の発揮の
仕方，クローズドスキルとオープン
スキルの違い，戦術・作戦・戦略に
ついて，課題を見つけたり，整理し
たりするなどして，それらを説明して
いる。

技術と技能の違い，技能の発揮の
仕方，クローズドスキルとオープン
スキルの違い，戦術・作戦・戦略の
違いについて，基礎的な事項を理
解している。
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技能の上達過程，上達過程の段階
に即した効果的な練習方法がある
ことについて，課題を見つけたり，
整理したりするなどして，それらを説
明している。

技能の上達には３つの段階がある
こと，上達過程においてプラトーや
スランプの状態があること，上達段
階に即した効果的な練習方法があ
ることについて，基礎的な事項を理
解している。

技能と体力の関係，技能や体力を
高め方について，課題を見つけた
り，整理したりするなどして，それら
を説明している。

技能と体力は相互に関係しているこ
と，技能を発揮するには技能に応じ
て体力を高める必要があること，練
習やトレーニングには基本原則が
あることについて，基礎的な事項を
理解している。

目的におうじたさまざまなトレーニン
グの方法や筋力，持久力，柔軟性・
調整力を高める具体的な方法につ
いて，課題を見つけたり，整理した
りするなどして，それらを説明してい
る。

体力トレーニングの基礎理論，体力
トレーニングの計画の立て方，筋
力，持久力，柔軟性・調整力を高め
る具体的な方法について，基礎的
な事項を理解している。

運動やスポーツ活動中のけがに関
する危険性とその予防法，気象条
件や自然環境の変化にともなう危
険性について，課題を見つけたり，
整理したりするなどして，それらを説
明している。

運動やスポーツ活動中のけがに関
する危険性，やりすぎによる障害，
気象条件や自然環境の変化にとも
なう危険性，熱中症の予防につい
てについて，基礎的な事項を理解し
ている。

社会におけるスポーツの役割，各ラ
イフステージに応じたスポーツの特
徴について，整理したりするなどし
て，それらを説明している。

社会におけるスポーツの役割，生
涯スポーツに見方や考え方，各ライ
フステージに応じたスポーツの楽し
み方徴について，基礎的な事項を
理解している。

自分に合ったスポーツライフスタイ
ルの見つけ方，自分に合ったス
ポーツライフの設計の仕方につい
て，課題を見つけたり，整理したり
するなどして，それらを説明してい
る。

各ライフステージの特徴，ライフスタ
イルに応じたスポーツへのかかわり
方，豊かなスポーツライフの設計の
仕方について，基礎的な事項を理
解している。

国や地方自治体がおこなっている
スポーツ振興の施策，総合型地域
スポーツクラブを通した地域とのか
かわり方について，課題を見つけた
り，整理したりするなどして，それら
を説明している。

日本のスポーツ振興の施策，総合
型地域スポーツクラブを通した地域
とのかかわり方について，基礎的な
事項を理解している。

スポーツ活動にともなう環境問題，
スポーツと環境保護について，課題
を見つけたり，整理したりするなどし
て，それらを説明している。。

スポーツ活動にともなう環境問題，
スポーツと環境保護について，基礎
的な事項を理解している。
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