




別紙様式２ 

種目名 保健体育 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 菊地 範士 教諭 川崎 和子 

教諭 滝口 学  

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

２ 

東書 

新しい 

保健体育 

＜内容＞ 

(1)視覚教材が豊富であり、健康問題などを現実的に捉えやすい。また、

学習内容に関連した資料を章末に載せることで、本時の学習がより深め

られるように工夫されている。このように、課題解決の糸口となるよう

な情報が多く記載され、授業を豊かに展開しやすい。 

COPD やドーピングなどの疾病や社会問題、安全教育、SNS 問題などに

焦点を当てることで、変化していく社会に対応する力を身に付けること

ができる。 

 (2)学習のまとまりごと、生徒の思考を深めたり、対話を促したりするよ

うな発問の工夫がなされている。 

また、資料として「読み物」「章末資料」の内容が特に充実し、より

自分の生活に近づけて考えることができ、実践力の基礎を育てる構成が

されている。さらに心の健康や性の多様性を重視した内容を充実させて

おり、今の自分に向き合いやすい。 

(3)独自の動画サイトが非常に充実していて、個々に必要な情報を能動的

に獲得できるようになっている。また、提示された学習課題の内容が、

思考を深め、本人の課題意識を高める効果的なものが多い。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)新しい学習指導要領をもとに学年別で配列されている。また、保健分

野が先に配置されており、授業者が使いやすいよう配慮がされている。

(2)章ごとに教科書本文、巻末資料、確認問題、発展問題と段階を追った

構成になっており、学習の見通しが持ちやすい。また、1 時間単位にお

いても見開き２ページを基本とし、文章、資料が学習の流れに沿ってい

て、大変わかりやすく、思考が途切れないような配慮がされている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)整然としたレイアウトで、見開いた際に目に入りやすくなって 

いる。また、写真のサイズや絵の配色など優しい色合いが多く、集中力

を持続しやすい。さらにユニバーサルデザインを採用し、マークなどを

効果的に用いて、色以外の情報でも識別できるよう工夫されている。 

(2)成長には個人差があることを強調したり、何気ないイラストが男女平

等に描かれたり、多様性への配慮が突出している。また口絵にスポーツ

に関わる多様な方々が示され、インクルーシブな社会づくりに配慮して

いる。 



＜総評＞ 

共生の視点でスポーツを通した多様な関わりを重視しており、健康や安

全について自分事として捉えることができる。特に、性の多様性について

資料で紹介するなど、今日的な課題にも対応している。また、学習内容に

関連したデジタルコンテンツを多数設け、理解を高める工夫がされてい

る。 



別紙様式２ 

種目名 保健体育 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 菊地 範士 教諭 川崎 和子 

教諭 滝口 学  

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

４ 

大日本 

新しい 

保健体育 

＜内容＞ 

(1)確実な知識の定着が図られるよう、章末に学習のまとめとして

「重要な言葉」が示されていたり、情報量が豊富な章末資料が用

意されたりしている。さらに、各ページにはミニ知識があり、課

題解決に役立つ工夫がされている。 

また、心肺蘇生法のページが見開きになっている。さらに動画

が見られるようになっていて、正しい技能習得がしやすい。 

(2)図やグラフのデータが詳細であり、思考を深める支援として効果

的である。例えば、「がんの予防」のページでは、日本人のがんの

原因を男女別に示してあることで、資料から読み取り、考えを深 

め、議論しやすい。 

「学びを生かそう」では、自分のこととして捉えられるテーマ

が示され、教科書そのものに自由に書き込むスペースがあり、主

体的でかつ対話的な学習が進められるよう配慮されている。 

(3)未来へ生きる力を育めるよう、防災教育や食育、情報活用モラル、

オリンピック、パラリンピック教育など現代的な諸課題に対応し

た内容が豊富に掲載されている。 

躍動感がある写真を口絵に使用し、各ページの写真や絵は、学

習内容をよくイメージしている。これらによって生徒の意欲を引

き出しやすい。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1) 章扉に小学校や高校との関連を示したり、随所に他教科との関

連を示したりすることで、系統的で横断的な学習を意識した学習

ができるよう工夫されている。 

(2)文章が左、資料が右に分かれているため、本文と資料の関連付け

が明確である。また、知識を取り入れる時間とグループ等で学習

を深める時間を分けることができる。また、学習のねらいから導

入、活動、課題解決、活用、まとめという一連の流れがあり、学

習しやすい。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)本文と資料を分けることで、文章に集中しにくい生徒の支援とな

っている。また、重要語句は太字になっていてわかりやすい。 

ユニバーサルデザインを踏まえた色遣いをし、誰にでも読みや

すく配慮されている。 

(2)口絵に障害のある方々、年配の方々、中学生など、スポーツで活

躍する様々な写真があり、インクルーシブな社会への配慮がされ

ている。 



＜総評＞ 

生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現

して、明るく豊かな生活ができる力を育成できる内容となっている。

特に、「保健体育の見方・考え方」を働かせる活動を多く設定し、課

題解決的な学習に対応している。また、教科内や他教科との系統的、

横断的な学習が充実している。 



別紙様式２ 

種目名 保健体育 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 菊地 範士 教諭 川崎 和子 

教諭 滝口 学  

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

５０ 

大修館 

最新 

中学校 

保健体育 

＜内容＞ 

(1)単元の最初に学習全体の見通しを持ちやすく、生徒にとって身近な

事例を挙げることで課題の発見がしやすくなっている。また、課題

解決学習に必要な資料や図解が適切で、重要語句を「キーワード」

にまとめてあるなど分かりやすく、基礎基本の習得を含め、学習を

深めやすい。見開き全体を通して、より興味関心を高めながら知識

を深められるよう工夫されている。 

(2)口絵にオリンピックなどスポーツのみならず、共生社会や SDGｓな

どの話題や資料が豊富で、健康やスポーツを自分事として捉えやす

くなっている。 

(3)コラムや保健の窓などで、スマホによる健康被害や最近活躍してい

る選手を紹介するなど、より時代に合うよう配慮されている。また、

学習した知識を運動や日常生活に生かせるよう工夫されている。 

発展的な学習内容としてスマホや SNS についてのトラブル、がん

教育、熱中症の対応の仕方、食物アレルギーや感染症などが取り入

れられており、多様な考え方や立場について理解しやすい。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1) 学年ごとに保健編と体育編がセットで配列されているので学習し

やすい。また、ページの色調も学年、章ごとに細分化され、丁寧に

学習が進められるよう工夫されている。 

(2)説明文と資料や図解とのバランスが良く、それらの資料をきっかけ

にして、対話しながら思考することができるよう工夫されている。

また、各章の「特集資料」では、学習内容を具体的に提示し、発展

的な学習の参考になると思われる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)話を聞いているだけではなく、話し合いや実習、課題学習やコンピ

ュータの活用など指導方法の工夫が取り入れられる内容となってお

り、生徒が学習した内容をより広い視野で捉え、主体的に学習に取

り組むことができるよう工夫されている。 

(2)事例やコラム、中学生の悩みへのＱ＆Ａなど、中学生が身近に感じ

る資料が多く、生徒の関心を高める工夫がされている。また、思い

詰めたときに助けを求めることができる相談機関が紹介されてい

る。 



＜総評＞ 

体と心の成長を促し、健康的な生活習慣や豊かなスポーツライフを

実現するために必要な意思決定や行動選択を行う課題が多く用意され

ている。また、今日的な課題についての事例や資料を充実させ、多様

な考えや立場の違いに触れる機会も多く、自分事として捉えることが

できる。 



別紙様式２ 

種目名 保健体育 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 菊地 範士 教諭 川崎 和子 

教諭 滝口 学  

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

２２４ 

学研 

中学 

保健体育 

＜内容＞                      

(1)口絵がスポーツだけでなく、心の問題や体験施設の紹介など様々

な観点からまとめられており、多角的な学習を展開しやすい。章

ごとに「ひと」コーナーがあり、教科書内容と実生活とを結び付

けて考えやすくなっている。また、関係する職業が記されている

ことで、キャリア教育にリンクしやすく、自分のスポーツライフ

に活かせるよう配慮されている。 

(2)「保健体育と情報」によって、データと健康、スポーツの関連が

具体的に示され、情報活用の重要性が伝わりやすくなっている。

また、「情報サプリ」が学習を深めるヒントになっており、身の回

りの情報を基に、健康について思考・判断したり表現したりする

ことができるよう工夫されている。 

(3)大地震が予測されている中、「自然災害から身を守るために」が

非常に充実しており、日頃の備えとともに、正確な情報を得るこ

との重要さがわかりやすく説明されている。現代的な課題となっ

ている感染症について丁寧に扱っており、日々の生活行動を健康

との関連から捉えやすい。 

LGBT を大きく取り上げるなど、現代社会の課題について積極的

に触れていて、共生の視点を基本として、自他について考えるこ

とができるよう工夫されている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)保健編と体育編がセットで学年ごとの配列になっており、学習内

容の流れにおいても、課題をつかむ→考える・調べる→まとめる・

深めるとわかりやすく配置されている。また、写真やイラストが

多く掲載されており、生徒の興味を引く提示になっている。 

(2)実習、体験的な学習活動が随所に取り込まれており、主体的な学

習に取り組みやすい構成になっている。重要語句の解説が本文の

横に掲載されているため、生徒が内容を確認しやすい。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)各章のまとめが探究形式になっており、興味があることを自分で

選択し主体的に学習するなど、幅を広げた学習ができるように工

夫されている。 

(2)体験的な活動が重視されていたり、写真が多く、具体性を感じや

すくなっていたりするため、文字からの理解を苦手としている生

徒にとっても、興味関心を持ちやすく、理解しやすくなっている。

また、ICT を活用する際にも、ページの統一感があることで見や

すい構成となっている。 



＜総評＞ 

ヘルスプロモーション、多様性の尊重、共生の視点をもとに、運

動・スポーツのよさや大切さ、健康と日々の生活について考える構

成となっている。また、比べる、確かめる、話し合うなどの活動を

学習内容に応じて適切に設定しており、主体的・対話的で深い学び

の実現ができる。 


