
第６学年体育科学習指導案 

日 時 ：令和３年６月９日（水）５校時 

場 所 ：品川区立戸越小学校 

対 象 ：第６学年２組２９名 

授業者：室川 瑞稀 

 

 

 

 

 

 

１ 単元名 「病気の予防」 

 

２ 単元の目標 

知識及び技能 
病気の起こり方とその予防の方法、地域の保健活動について、課題の解決に役立つ基礎

的な事項を理解することができるようにする。 

思考力、判断

力、表現力 

病気の予防について、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、実

践的に考え、判断し、それらを表すことができるようにする。 

学びに向かう

力、人間性 

病気の予防について関心をもち、学習活動に意欲的に取り組もうとすることができるよ
うにする。 

 

３ 評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 

主体的に学習

に取り組む態

度 

①病気は、病原体、体の抵抗力、生活行動、環境などが関わりあって起こること

について、理解したことを言ったり書いたりしている。 

②病原体が主な原因となって起こる病気の予防には、病原体の発生源をなくした

り、移る道筋を断ち切ったりして病原体が体に入るのを防ぐことや体の抵抗力

を高めておくことが必要であることについて、理解したことを言ったり、書い

たりしている。 

③生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には、全身を使った運動を日常

的に行うこと、糖分、脂肪分、塩分などを摂りすぎる偏った食事や間食を避け

たりすることなど、健康によい生活習慣を身に付ける必要があることについ

て、理解したことを言ったり書いたりしている。 

④生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には、口腔の衛生を保ったりす

ることなど、健康によい生活習慣を身に付ける必要があることについて、理解

したことを言ったり書いたりしている。 

⑤喫煙は、呼吸や心臓のはたらきに対する負担などの影響がすぐに現れること

や、受動喫煙により周囲の人の健康にも影響を及ぼすこと、飲酒は、判断力が

鈍る、呼吸や心臓が苦しくなるなどの影響がすぐに現れることについて、理解

①病気の予防について、

病気の起こり方に関わ

る事象から課題を見付

けている。 

②病原体が主な原因とな

って起こる病気の予防

について、学習したこ

とを活用して、予防の

方法を考えたり、適切

な方法を選んだりして

いる。 

③生活行動が主な要因と

なって起こる病気の予

防について、学習した

ことを自分の生活と比

べたり、関連付けたり

①病気の予防

について、

課題の解決

に向けての

話合いや発

表などの学

習や、教科

書や資料を

調べたり、

自分の生活

を振り返っ

たりするな

どの学習に

進んで取り

組もうとし

ている。 

研究テーマ 

自己の体に関心をもち、共に学び合いながら 

楽しく運動することができる児童の育成 
～主体的・対話的で、深い学びを通して～ 

 



したことを言ったり、書いたりしている。 

⑥薬物乱用は、一回の乱用でも死に至ることがあり、乱用を続けると止められな

くなり、心身の健康に深刻な影響を及ぼすことについて、理解したことを言っ

たり、書いたりしている。 

⑦人々の病気を予防するために、保健所や保健センターなどでは、健康な生活習

慣に関わる情報や予防接種などの活動が行われていることについて、理解した

ことを言ったり書いたりしている。 

するなどして適切な解

決方法を考えている。 

④喫煙・飲酒が健康を損

なう原因となることに

ついて、なぜ健康への

影響があるか、考えた

ことを学習カードに書

いたり、友達に説明し

たりしている。 

 

４ 児童の実態 

 本学級は、５年生までの保健の授業にて、健康に過ごすために必要なことを学習している。アンケー

トを行ったところ、「保健の授業は必要か」との発問に、２９名中２４名が「必要だと思う」、５名が「少

し思う」と答えており、保健の学習の大切さは理解できている。 

 

本単元では「感染症の予防」について扱うが、新型コロナウイルスの感染拡大が問題となり、児童の

生活にも大きな影響があるため、多くの児童がある程度の知識をもっていると考えられる。しかしなが

ら、学校生活の中では教師の声掛けがないと休み時間後の手洗いをしない児童がいたり児童自身が換気

に気を付けたりする様子が見られなかったりと、知識が実生活に生きていないと感じる。 

 感染予防の対策として、児童に対して行ったアンケートから、以下のような結果が分かった。 

 

0 5 10 15 20 25 30

思わない

あまり思わない

少し思う

思う

保健の授業は必要だと思いますか。

0 5 10 15 20 25 30

換気をする
ワクチン・予防接種

運動をする
密をさける

早寝・早起き
バランスのよい食事

消毒
マスク

手洗い・うがい

病気にかからないために必要なことはなんですか。



 ２９人中２５人の児童が、手洗い・うがいと答えており、手洗いへの意識は高いことが分かった。活

動のたびにこまめな手洗い喚起をしているため、しっかりと定着をしているようだ。マスクは付けてい

ることが日常化しているため定着はしているが、感染予防のために必要であるという意識を持っている

児童は半数にとどまった。引き続き感染予防であることをしっかり意識させていきたい。 

 一方で、複数回答としたにもかかわらず、換気と答えた児童は２名しかいなかった。毎日校内環境を

整えるために窓を開け、換気扇をつけるのは、児童が登校する前に教員が行っていることが影響してい

るのか、児童の意識としてはとても低いことが分かった。 

 「一番気をつけていること」を答える発問に対しても、手洗いが１９人、マスクが４人だったのに対

し、換気と答えた児童は一人もいなかった。 

 

 また、手洗いが大切であると答えた児童の中にも、その理由を問う発問では、「当たり前だから」「簡

単にできるから」などと、漠然と考えている児童も３名おり、その重要性や有効性については理解が足

りないことも分かった。 

以上の結果から、この学習を通して、意識の低かった感染予防について改めて正しい知識を得て、そ

の大切さを実感させるとともに、日頃意識をしている対策についてもさらに意識を高め、自分を守るた

めの行動ができる児童の姿を目指したい。 

 

５ 分科会提案 

（１）目指す児童の姿 

高学年分科会の目指す児童の姿 

自分の体に関心をもち、仲間と学び合いながら、楽しく運動することができる児童 

 ・運動する楽しさを実感し、日常的に運動に取り組める児童 

 ・できないことにあきらめず、自分なりのめあてをもって取り組める児童 

 ・学ぶ喜びを感じながら学ぶことのできる児童 

 ・思いやりの心をもって、友達と協力して行動できる児童 

 ・自分の生活を振り返り、健康な生活を送ろうとする児童 

（２）個々の目指す児童の姿 

○病気の予防について、課題解決に役立つ基本的な事項を理解することができる児童。（知識及び技能） 

○病気の予防における課題を見付け、その解決に向けて考え、表現できる児童。 
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消毒・食事

水分補給・運動

早寝早起き

マスク

手洗い・うがい

その中で、一番気を付けていること。



（思考力、判断力、表現力） 

○病気の予防について、課題の解決に向けての話し合いや発表などの学習活動に進んで取り組むことが

できる児童。（学びに向かう力、人間性） 

 

Ａ 病気の予防について、基本的な事項を理解するとともに、学んだことを生かして、自己の生活と比

べたり、関連付けて考えたりし、自分の生活に生かすことができる児童。 

Ｂ 病気の予防について、基本的な事項を理解するとともに、学んだことを生かして、自己の生活と比

べたり、関係を見付けたりして考えることができる児童。 

Ｃ 病気の予防について、基本的な事項を理解している児童。 

 

（３）分科会が考える目指す児童の育成に向けた手だて 

①深い学びに向けた手立て 

 指導計画の工夫 

 知識はあるが実生活に生かしきれていない現状をふまえ、感染予防の方法を実際に体験することでそ

の大切さに改めて気付くことができるようにする。具体的には、丁寧に手洗いするよさを伝えるために

「手洗いチェッカー」を利用したり、換気の仕組みを知るために教室で窓の開閉をする実験をしたりす

る。その他にも、養護教諭から正しい知識を得て指導することにより、より深い学びになるようにする。 

 

補助資料の活用 

 飛沫の様子や消毒の効果、換気など実際に体験することのできないものは、映像を用いて説明をする。

それにより、児童の関心や理解がより深まると考えた。 

 

②学び合い、伝え合いに向けた手立て 

補助資料の活用 

資料の掲示や意見の共有にはワークシートやパワーポイント、ロイロノートを使い、コロナ禍で話し

合いができない中でも学び合いができるようにする。 

 

６ 学習指導計画（全８時間） 

時

間 

単元 【ねらい】・学習活動    ☆評価 他教科との関

連 

１ 

病気の 

起こり方 

【ねらい】病気は、病原体・体の抵抗力・生活のしかた・環境な

ど 

が関わり合って起こることについて、理解することができるよう 

にするとともに、病気の起こり方に関わる事象から課題を見つけ 

ることができるようにする。 

１ 知っている病気をブレインストーミングする。 

２ 出された病名を病気が起こる要因ごとに分類する。 

３ 病気は、病原体、体の抵抗力、生活行動、環境などが関わり

合って起こることを知る。         ☆知①・思① 

理科６年Ｂ（３） 

「生物と環境」 



２ 

※
本
時 

感染症の 

予防 

【ねらい】病原体が主な原因となって起こる病気の予防には、病

原 

体が体に入るのを防ぐことや、体の抵抗力を高めておくことが必 

要であることについて、理解することができるようにするととも 

に、学習したことを活用して、予防の方法を考えたり、適切な方

法 

を選んだりすることができるようにする。 

１ 病原体が主な要因となって起こる病気について考える。 

２ 病原体はどのようにして体の中に入るのかを考える。 

３ 学習したことを活用し、病原体が主な要因となって起こる病

気の予防について、具体的に考える。    ☆知②・思② 

家庭Ｂ（２）ア（イ） 

「食器の安全で衛

生的な取扱い」 

３ 

生活習慣

病の予防

① 

【ねらい】生活行動が主な原因となって起こる病気の予防には、

心臓や脳の血管が硬くなったり詰まったりする病気があること

や、その予防には、望ましい生活習慣を身に付ける必要があるこ

とについて、理解することができるようにする。 

１ Ａさんの１日の生活から、病気になる要因を考える。 

２ 生活行動がかかわって起こる病気には、心臓や脳の血管が

硬くなったり、つまったりする病気があることを知る。 

☆知③ 

理科６年Ｂ（１） 

「人の体のつくり

とはたらき」 

市民科 

自己管理領域／ 

自己管理能力 

４ 

生活習慣

病の予防

② 

【ねらい】生活行動が主な要因となって起こる病気には、むし歯

や 

歯ぐきの病気があることや、その予防には、望ましい生活習慣を

身 

に付ける必要があることについて、理解することができるように 

するとともに、学習したことを自分の生活と比べたり、関連付け

た 

りするなどして、適切な解決方法を考えることができるようにす 

る。  

１ 自分の生活の経験から、むし歯や歯ぐきの病気の起こり方

について、その原因を考える。 

２ その予防の仕方について知り、学習したことをもとに自分

の生活に当てはめて考える。        ☆知④・思③ 

理科６年Ａ（２） 
「水溶液の性質」 

市民科 

自己管理領域／ 

自己管理能力 

５ 

喫煙の害 【ねらい】喫煙・飲酒などの行為は、健康を損なう原因となるこ

とについて、なぜ健康への影響があるか、考えたことを学習カ

ードに書いたり、友達に説明したりすることができるようにす

る。 

１ 喫煙・飲酒について、３つの学習キーワード（急性影響・

慢性影響・未成年への影響）を基に自分の調べたい課題を

決める。 

２ 教科書や資料を基に、自分の調べたい課題を決める。 

市民科 
自己管理領域／ 
生活適応能力 
 
市民科 
自治的活動領域／
社会的判断・行動
能力 
 
 
 



３ 同じ学習キーワードの友達と理由をあげて説明し合い、自

己の考えを再形成する。            ☆思④ 

市民科 
人間関係形成領域
／集団適応能力 

６ 

飲酒の害 【ねらい】喫煙、飲酒などの行為は、健康を損なう原因となるこ

とについて、理解することができるようにする。 

１ 違う学習キーワードの友達と交流し、喫煙、飲酒の健康を

損なう原因について知る。 

２ それぞれの学びを、全体で共有する。 

３ 学習したことを基に、喫煙・飲酒を勧められた時の反論を

学習カードに書く。              ☆知⑤ 

市民科 
自己管理領域／ 
生活適応能力 
 
市民科 
人間関係形成領域 
／集団適応能力 

７ 

薬物乱用

の害 

【ねらい】薬物乱用は、健康を損なう原因となることについて、

理解することができるようにする。 

１ 薬物乱用による健康への影響について調べる。 

２ 一回の乱用でも死に至ること、止められなくなること、心身

の健康に深刻な影響を及ぼすことを知る。 

３ 学習したことを基に人から誘われたらどう断るか考え伝え

合う。                                           ☆知⑥ 

市民科 
自己管理領域／ 
生活適応能力 
 
市民科 
人間関係形成領域 
／集団適応能力 

８ 

地域の 

保健活動 

【ねらい】地域では、保健に関わる様々な活動が行われているこ

とについて、理解することができるようにする。 

１ 学校での保健活動について知る。 

２ 地域の保健所や保健センターの取り組みを調べ、発表する。 

３ 保健所や保健センターなどでは、病気を予防するために様々

な取り組みが行われていることを知る。   ☆知⑦・態① 

社会３年 
（１）イー（ア） 
「市役所などの主
な公共施設場所と
働き」 

 

７ 本時の展開（全８時間中の第２時） 

（１）本時の目標 

【知識及び技能】 
感染症の予防には、病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体の抵抗力を高めておくこ

とが必要であることを理解できるようにする。 

【思考力、判断力、表現力】 

感染症の予防のために考えたり選んだりした方法がなぜ適切であるか、理由を挙げて説明できるよ

うにする。 

【主体的に学習に取り組む態度】 

感染症の予防について、課題の解決に向けての話し合いや発表などの学習活動に、進んで取り組む

ことができるようにする。 

 

 

 

 

 

 



（２）展開 

学習活動 ○指導上の留意点 ◇評価 

１ 前時までの学習を振り返る。（１分） 

発問 

病気は、どのようなことが原因でかかるの

でしょうか。 

２  学習課題の確認を行う。 

 

 

 

○病気は「病原体」、「環境」、「生活のしかた」、「体の

ていこう力」が関わり合って起こることを振り返

る。 

○児童の前回の振り返りを紹介する。 

 

 

３「病原体」「感染症」とはどのようなも

のかを知る。（４分） 

・「病原体」「感染症」とはどのようなもの

かを知る。 

・知っている「感染症」を挙げる。 

発問 

感染症とは、主に病原体が原因でかかる病

気のことです。感染症にはどのような種類

があるでしょうか。 

（例）食中毒(ノロウイルス・O-157）・イ

ンフルエンザ・結核・風疹・新型コロナ

ウイルス・水疱瘡・はしか・手足口病・

感染性胃腸炎 

 

・「新型コロナウイルス」の症状を知る。 

 

４ 病原体がどのようにして体の中に入る

のかを考える。（１０分） 

 

発問 

病原体はどのようにして体の中に入るので

しょうか。 

・人から人へ、どう感染していくのかを考

え、意見を出し合う。 

・「飛沫感染」と「接触感染」の二種類が

あることを知り、病原体は鼻や口から入

ることを理解する。 

 

 

 

○写真を使ってイメージしやすいようにする。 

 

 

 

○児童から挙がりそうな感染症を予測しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童から出た意見を飛沫感染と接触感染に分類し、

空気を通して感染することや、手や食べ物を通して

感染することをおさえる。 

 

 

 

 

 

 

めあて 

感染症を予防するにはどうしたらよいか、考えよう。 



５ 感染症の予防のしかたには何があるの

かを考える。（５分） 

主発問  

感染症にかからないためには、何をすれば

よいでしょうか。 

・思いつく予防の方法を挙げていく。 

 

・予防の種類が「発生するもとをなくす」

「うつる道筋をたち切る」「体のていこ

う力を高めておく」の３種類あることを

知る。 

 

・事前に行ったアンケートの結果を見て、

消毒や空気の入れ替え、人混みをさける

ことへの意識が低いことに気付く。（５

分） 

発問 

今学習した予防法とアンケートと比べて、

気が付いたことはありますか。 

 

６ 意識の低かった項目について、その重

要性に気付く。（１０分） 

 

①手洗い・消毒の効果を知る。 

・手洗いチェッカーの結果を振り返り、手

洗いの効果や、洗い残しがちな部分を知

る。 

 

②空気の入れ替え 

・なぜ換気が必要なのかを考え、「空気中

から入る」との関連性に気付く。 

・有効な換気の方法を知る。（教室の様々

な窓を開け、空気が通る開け方を考え

る。） 

 

③1ｍの感覚をつかむ。 

・ふつうに会話していても１ｍは飛沫がと

ぶことをふまえて、１ｍはどれくらいか

を、定規や自分の体を使って感覚をつか

む。 

 

 

 

 

 

○アンケートに出た「手洗い」「マスク」などの項目は

あらかじめカードにして用意しておく。 

○児童から出た意見を「発生するもとをなくす」「うつ

る道筋をたち切る」「体のていこう力を高めておく」

の３種類に分けて板書する。 

 

 

○アンケート結果と板書を比べ、意識していないこと

に気付かせるようにする。アンケートの結果は iPad

のロイロノートの機能を使い、見やすくする。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
○きちんと洗うことができている場所、できていな
い場所を、子どものワークシートをもとに気付か
せる。ロイロノートを使い、みんなの結果を見比
べることができるようにする。 

 

 

○「空気中から入る」という感染方法があったことを

おさえ、空気を循環させることで、ウイルスの充満

を避けることができることに気付かせる。空気の流

れを視覚化できる動画を視聴する。 

 
 
 
 
 



 

（３）授業観察の視点 

○提示した資料や実験は理解を深める為に効果的だったのか。 

○資料の活用は学び合いに有効であったか。 

 

８ 板書計画

７ 昨年度戸越小学校でインフルエンザに

かかった人がいないことを知り、今ま

での予防方法が有効だったことを知

る。 

８ 今までの生活を振り返る。（１０分） 

・学習のまとめをする。 

 

 

 

 

 

・改めてアンケートの結果を見て、これか

ら意識したい感染対策を考える。 

発問 

今日学習して初めて気が付いたことや、今

後の生活に生かしたいことを書きましょ

う。 

・発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇知識・技能‐②【ワークシート】 

◇思考・判断・表現-②【ワークシート】 

まとめ 感染症を予防するためには、病原体が発生するもとをなくすこ

と、うつる道筋をたち切ることなど、病原体を体の中に入れな

いことようにすることが必要です。また、体のていこう力を高

めておくと病気にかかりにくくなり、かかっても軽い症状です

みます。 

6/9 病気の予防 

めあて 感染症を予防するにはどう

したらよいか、考えよう。 

感染症の種類 

・新型コロナウイルス ・ノロウイル

ス ・食中毒 

病原体がどのようにして体の中に入るか 

くしゃみ     手を口に当てる 

会話 

感染症の予防の仕方 

 

・消毒    ・手洗い    ・十分な栄養 

・消毒    ・うがい    ・適度な運動 

・消毒    ・マスク    ・予防接種 

 

換気 

          対角線の窓を開ける。 

          サーキュレータを使う。 

          換気扇をつける。 

飛まつ感染 接しょく感染 

発生するもとをなくす うつる道筋をたち切る 体のていこう力を高めておく 

手洗い 

 

 

指の間 手の甲 

 

間隔を空ける 

（パワーポイント） 

教室のテレビに映す 



 


