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要約 

 今回の研究員全体テーマ「徳・知・体の調和のとれた人づくり」において、健康教育はそれ

を根底から支えるものである。しかし実態調査によると、児童生徒が生活習慣やメディアとの

かかわり方などの身近にある健康課題を自覚しつつも、行動改善につながらない現状がある。 

そこで、現代の様々な健康課題を児童生徒が「自分事」としてとらえたり、自分の心と体の

健康状態や伸びを「見える化」したりする取組をそれぞれの職種の立場から行った。その結

果、生涯にわたって、健康で安全に生活するために必要な資質・能力を少しずつ高めていける

ことが明らかになった。 

 

１ 主題設定の理由 

 近年の健康問題は肥満・痩身、生活習慣の乱れ、メ

ンタルヘルスの問題、アレルギー疾患の増加、性に関

する問題など、多様化複雑化している。児童生徒の実

態を見ると、睡眠、運動、食事、メディア等と健康と

の関係について断片的な知識はあるものの、それを

意識した生活習慣が身に付いていない児童生徒が多

い。また「健康課題」についての危機意識も低い。 

そこで、本研究では、児童生徒の身近にある現代の

様々な健康課題を明らかにするとともに、その課題

を児童生徒が「自分事」として捉えたり、自覚しにく

い健康状態や伸びを「見える化」したりすることで、

自分の健康状態や生活習慣について考え、行動でき

る児童生徒を育みたいと考えた。 

 

２ 研究の仮説 

現代的健康課題について、児童生徒が「自分事」

として捉えたり、健康状態や伸びを「見える化」

したりすることで、生涯健康で安全に生活するた

めに必要な資質・能力が高まるであろう。 

（１）現代的健康課題とは 

文部科学省の「現代的健康課題を抱える子供たち

への支援」で示されている課題に準じ勤務校でそれ

ぞれにアンケートをとった。その結果より、ここで

の現代的健康課題とは、生活習慣やメディアとのか

かわり方などに焦点化したものを指す。 

（２）「『自分事』としてとらえる」とは 

現在の健康課題が将来の健康に影響を及ぼすとい

うことを自覚し、現在の自らの課題に対して行動改

善することを指す。 

（３）「『見える化』する」とは 

自分の生活習慣の課題や伸びを数値化すること

で、より実感できるようにすることを指す。 

（４）「健康で安全に生活するために必要な資質・

能力」とは 

自己の健康課題に気付き、その解決に向けて知識

や技能を身に付けたり、思考・判断したりするとと

もに、健康の保持増進に進んで取り組む態度を指

す。 

３ 研究の視点 

 図１ 健康で安全に生活するために必要な

資質・能力 



（１）健康課題を「自分事」としてとらえる工夫 

（２）健康状態や伸びを実感できる「見える化」の

工夫 

 

４ 研究の構想図 

 

５ 研究の実際  

（１）健康課題を「自分事」としてとらえる工夫 

①小学校６年生家庭科「朝食から健康な生活を始め

よう」 

 ６年生全体の３割が主食１品だけの朝食しか食べ

ていないという実態を受け、本題材では、毎日の朝

食のとり方を見直して、栄養のバランスを考えた朝

食のおかず作りに取り組み、健康な生活について考

えることをねらいとした。 

本時では、今朝の朝食を取り上げ、栄養バランス

がとれているか、何が足りないかを確かめること

で、自分の朝食の課題に気付かせ、その課題を解決

するいため物（朝食のおかず）を考えた。さらに図

２のように「いためる」調理と「ゆでる」調理を組

み合わせるこ 

とで、いため

物をスープに

簡単に変える

ことができる

ことを示し、

今までに学ん

だ調理技術を様々な調理に応用することができるこ

とを示した。児童の実践につながるように、本時で

紹介したスープを給食で実施するとともに、給食時

間に学級を訪問し、調理場での調理の様子を写真で

見せることにより、具体的な調理工程がイメージで

きるように働きかけた。 

次時で、本時で考えた朝食のおかずの調理計画を

立てた後、おかず作りを夏休みの宿題とした。２学

期には給食時間を活用して朝食の役割や朝食でとる

べき食品、その栄養について振り返り、冬休みには

自由に朝食のおかずを作る宿題も出した。 

また、児童が考えた朝食のおかずの中で特に工夫

が見られた作品を給食で実施するとともに、給食時

間にそのおかずが朝食として優れた点を栄養面と調

理面から紹介し、朝食の重要性について振り返りを

行った。 

②小学校 学校保健委員会での取組 

学校保健委員会では、①で述べた６年生の実態を

受け、元気に学校生活を送るためには朝食が大切で

あると理解させ、さらに進んで朝食を食べようとす

る意欲を持たせるために、朝食をテーマとして取組

を行った。 

その取組の１つとして、６年生の家庭科の授業後

に、保健委員会で「みそ玉」作りを行い、朝食作り

への意欲を持たせ、家庭での実践を促した。その取

組も含めて児童集会で朝食の大切さについて発表も

行った。 

他にも、毎月発行する給食だよりで朝食コーナー

という記事を設け、様々な視点からの朝食の話題

と、朝食のおかずに取り入れられそうな給食メニュ

ーの紹介、児童が作ったレシピを掲載する取組を行

った。夏休み前に発行した学校保健委員会だよりに

も、簡単な朝食レシピを掲載した。 図２ いため物がスープに変身 

図３ 児童の作品を給食で実施 

児童が考えたおかず 給食 



③中学校 学校保健委員会「準備委員会」の実施 

1 学期末の生活アンケートの結果から自校の健康

課題について生徒保健委員会で話し合った。その際、

自分の生活を振り返りながら考えるように促した。

アンケートの結果から見えてきた課題は、睡眠時間

に関する問題とそれに伴う朝食の欠食だった。保健

委員の中でも３年生になってから塾等で就寝時間が

遅くなったことにより、体調不良を実感している生

徒がいた。また、夜のスマホ等の利用についても話し

合いの中で自分の日常を振り返っていた。この課題

を基に、11月の学校保健委員会につなげた。 

④中学校 学校保健委員会の実施 

今年度は全校生徒対象の集会型で学校保健委員会

を実施する計画を立てたが、インフルエンザが流行

したため、各教室で放送を使って実施することにな

った。テーマは『睡眠～パフォーマンスの最強の味方

～』と設定した。参加者は全学年生徒、教職員、学校

医、保護者（PTA代表の方に案内を送付）とした。 

前期の保健委員長から健康課題を問題提起し、後

期の保健委員長から「睡眠」の重要性を発表、その後、

全体で話し合い活動を行った。「やりたいことがたく

さんある中で、あなたはやりたいことを優先させま

すか。それとも睡眠時を優先させますか。」というこ

とを教室で話し合った。個人思考の後、グループで意

見を出し合った。「なぜなら、私の生活を振り返っ

て・・・」など、自分のこととして考えるよう促した。

そして、各担任がコーディネーターとなり学級全体

で意見交換を行った。その後、学校医から「睡眠の重

要性」を放送で話をしてもらい、睡眠について、医学

的観点からも分かりやすく話をしていただいたこと

で、「睡眠」に対する意識が変わった生徒もいた。 

⑤その後の取組 

毎月発信する保健だよりで「睡眠」をテーマにした

内容の記事を入れるようにした。また、保健委員長か

らの提案で３月初めに睡眠や生活習慣についてのア

ンケートを実施する計画を立てた。（休校のため実施

できていない） 

（２）健康状態や伸びを実感できる「見える化」の工 

  夫  

①中学校３年生 保健体育科「休養・睡眠と健康」 

本単元は、心身に疲労がたまると様々な不調が出

ることを理解し、休養の方法について適切な方法を

選択し、行動することができる資質や能力を育てる

ことをねらうものである。この時期、生徒は受験を控

え、心身ともに不安や疲れがある中で毎日を過ごし

ている。睡眠についての知識や理解を深めることが

できれば、自身の生活を振り返り、よりよい睡眠をと

るために改善し、日々の生活を充実させることがで

きるであろう。 

 そのため実態把握をするために、アンケートを作

成し、生活状態の把握を行った。その結果、平日に２

時間以上メディアを使用している生徒がクラスの約

３割いて、３時間以上使用している生徒が約２割を

占めた。そのため就寝時間が午前０時以降の生徒が

全体の約半数近くを占め、就寝時間の遅さから睡眠

時間が短くなり、朝食の欠食や目覚めの悪さ、そして

学校生活の充実度に影響していることが分かった。 

 

     図４ メディアの使用時間 

これらの実態を元に、本単元では心や体が充実し

た毎日を過ごすために必要な行動の中から、睡眠に

ついて考えるようにした。毎日適度な睡眠時間をと

ることで、生活のリズムが整い、朝からの目覚めもよ

く、充実した毎日を送ることができると考えた。授業

では、エキスパート活動を取り入れ、自分の得た情報

をグループの仲間に伝えることで、健康に関わる事

象や健康情報から自他の課題を発見し、他者へ伝え

る力を養うことができるよう工夫を行った。 

また検証授業後に定期的にアンケートを実施し、

自分の生活がどのように変化したか比較を行った。

アンケートを数値で評価し、変容が見られた生徒に

メディアの使用時間

３時間以上
２時間以上３時間未満
１時間以上２時間未満
１時間未満
０時間



ついては、さらに心や体にどのような変化が見ら

れたのか振り返りを行うことで、健康の伸びを

「見える化」し、より実感できるようにした。 

②小学校３年生 保健学習「健康な生活」 

図５ 研究の視点と保健学習との関連 

第１時では自分の将来の夢を描き、実現するため

には健康が源になることを理解できるようにする。

そこで、教科書に提示してある６つの健康の状態（①

元気に運動②ごはんがおいしい③ぐっすり睡眠すっ

きり起床④集中した学習⑤友達との楽しい遊び⑥め

あてをもったがんばり）を健康指標とし、健康そのも

のを「見える化」することで、「自分の心と体の健康

をもっと高めて、将来の夢に近づいていきたい」とい

う気持ちを持てるようにした。 

図６ 第１時 健康そのものの「見える化」 

第２時では、生活リズムが整っている人と生活リ

ズムが整っていない人の生活サイクル表を２つ提示

する。その情報を比較検討することで健康な生活の

ために必要な行動を見出していった。 

その後、児童が記録した１週間の生活調べを本時

の学びをもとに振り返ることで、自分の生活習慣を

「見える化」させ、自分の生活で改善したいことや

解決法を考えられるようにした。（図７） 

 
図７ 第２時 自分の生活習慣の「見える化」 

２時間の保健学習後、自分の健康状態やその伸び

を実感していくことができるように、第１時で学習

した「６つの健康指標」を話し合いで具体化し、努力

目標を作成した。それを自分たちオリジナルの健康

チャレンジカードとし、定期的に取り組み、変化を確

かめながら、自分の健康状態や伸びを感じ取れるよ

うにしていった。 

 

図８ 自分の健康状態や伸びの「見える化」 

 

６ 研究の成果と課題 

（１）成果 

①健康課題を「自分事」としてとらえる工夫 

ア 小学校家庭科を中心とした取組 

表１ 朝食の内容を問うアンケート結果 

事前(7月) 事後(2月)

①主食のみ 32.1 17.8

②主食＋おかず１品 27.4 42.6



事前と事後のアンケート結果では、朝食が「

主食のみ」の児童が減少し、「主食＋おかず１

品」の児童が増加した。（表１） 

授業や給食時間に朝食についての繰り返し指

導を行ったことで、自分の健康維持のために品

数を増やそうという意識が高まったからである

と考える。また、授業を通して調理への意欲を

持たせる働きかけを行ったり、朝食作りの宿題

を出したりしたことで、図９の記述内容のよう

に、栄養面だけでなく、朝食作りに必要な手軽さ

を意識する児童も増えてきた。中には自主的に１

食分を作る意欲的な児童もいた。 

 

イ 中学校養護教諭の取組 

中学校の学校保健委員会では、「睡眠」に対する

自分の意識を認識できた。「睡眠時間より自分のや

りたい事を優先する」という意見を持っていた生徒

が学校医の話を聞いて、睡眠への意識が変わったと

感想を書いていた。また、よく保健室に来室する生

徒の友達が、「Ａ子の体調は睡眠が原因ではないか

心配です」と訴えてきた。学校保健委員会で健康に

ついて考える時間を持てたことは有意義だと考えら

れた。 

②健康状態や伸びを実感できる「見える化」の工夫 

ア 中学校 3年生 保健体育科「休養・睡眠と健

康」 

検証授業のエキスパート活動を通して、生徒自身

が新たに睡眠についての知識を得たり、これまでの

取り組みが間違った方法であったと再認識したりす

る機会となり、自分の睡眠に対して意識づけができ

た。（図 10） 

 

図 10 生徒のワークシートより 

また生活を振り返るアンケートでは、「就寝時間」

の項目で、授業直後の平均が 32人中 11人上がった。

２か月後の調査でも 32 人中 16 人の平均ポイントが

上がっており、早く寝る習慣が継続されていた。それ

に合わせ、朝の目覚めの良さも、32人中 13人の生徒

が良くなったと実感し、２か月後の調査でも 15人の

生徒が引き続き早く就寝することで、朝の目覚めの

良さを実感し、生活習慣も改善されつつあると考え

られた。自分自身の生活を数値によって「見える化」

することで、生活習慣の改善により心と体の健康を

意識することができた。 

 

図 11 メディアの使用時間の変化 

メディアの使用時間も検証授業後は20人の生徒は

減少し、２か月後も 18 人は減少したままであった。

健康のためにはある程度の睡眠時間を取ることが必

要であり、自分に合った睡眠時間や質も関係してい

（生徒の感想より） 

・早く寝るほど、朝の目覚めが良かった。 

・１週間取り組んで前より早寝早起きができた。

そして、勉強時間も増えた。 

・夜寝るのが遅いと、朝の目覚めも悪いし、その

日の気分も良くないので寝る時間を早めたい。 

0

20

40

減少した人 変化なし 増加した人

メディアの使用時間

検証後 ２か月後

図９ 児童のワークシート 



ることを理解し、実践する生徒が見られるようにな

った。（図 11） 

イ 小学校３年生 保健学習「健康な生活」 

 ９月実施分と 11 月実施分を比較すると、26 人中

21人の数値が上がった。また平均値でも 14.4ポイン

トから 15.6ポイントへと 1.3ポイント高まった。９

月時点で健康面の課題が特に浮き彫りになった６人

においても、５人の数値が良くなっている。健康を

「見える化」することで健康課題を以前よりも自分

事としてとらえ、３学期現在も意欲的に生活を送っ

ていることから、健康に生活できる資質・能力を少し

ずつ高められていると考える。   

表２ 健康チャレンジカードのポイントの推移 

 

（２）課題 

①健康課題を「自分事」としてとらえる工夫 

ア 小学校家庭科を中心とした取組 

児童が日常的に朝食作りに取り組む環境を整え

るためには、保護者の意識を高める働きかけが必

要だが、そこまで至らなかった。小学生の朝食の

質は、保護者の意識によるところが大きい。今後

は、保護者から朝食のアイディアを募って紹介し

たり、親子料理教室などを実施したりすることで

朝食の重要性を保護者にも啓発する必要があると

考える。 

イ 中学校 学校保健委員会を中心とした取組 

学校保健委員会で、健康への意識を向上させた後、

それを継続させることが難しい。学校保健委員会の

意識を無理なく継続のため、生徒保健委員会の活動

に生かす取組を今後取り入れていきたい。 

②健康状態や伸びを実感できる「見える化」の工夫 

ア 中学校保健体育を中心とした取組 

今回、検証授業を終えての１週間と、２か月後に生

活状態の把握を行ったが、中学３年生ということも

あり、受験時期とも重なって、学習時間の増加やメデ

ィアの使用時間の減少が見られたのではないかと考

える。中学校の早い時期から健康についての情報提

供を続け、よりよい生活を心がける環境を作ること

が必要であり、実生活の中で、自身の健康課題を意

識した生活を送ることができているのか継続して見

ていく必要がある。 

イ 学校保健学習を中心とした取組 

健康チャレンジデーを週 1回にすることは、マン

ネリ化を防ぎ、意識を継続させるために適当だった

ように思う。しかし、多様な家庭環境において生活

習慣を改善する難しさも改めて感じた。そのような

児童にこそ、学校という場でできる関わり方をさら

に考えていきたい。 
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