保健体育科（保健分野）
単元名 心身の機能の発達と心の健康
ウ 精神機能の発達と自己形成
第１学年（１）
１ 単元の目標
○精神機能の発達と自己形成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。
○精神機能の発達と自己形成について，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，
科学的に考え，判断し，それらを表すことができるようにする。
○精神機能の発達と自己形成について，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。
２

単
元
の
評
価
規
準

学
習
活
動
に
即
し
た
評
価
規
準

単元の評価規準
健康・安全への
関心・意欲・態度
精神機能の発達と自己形
成について関心をもち，学
習活動に意欲的に取り組
もうとしている。

①精神機能の発達と自己
形成について，健康に関
する資料を見たり，自分
たちの生活を振り返っ
た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精神機能の発達と自己
形成について，課題の解
決に向けての話合いや
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。

健康・安全についての
思考・判断
精神機能の発達と自己形
成について，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，科学
的に考え，判断し，それら
を表している。

健康・安全についての
知識・理解
精神機能の発達と自己形成について，
課題の解決に役立つ基礎的な事項を理
解している。

①精神機能の発達と自己
形成について，健康に関
する資料等で調べたこ
とを基に，課題や解決の
方法を見付けたり，選ん
だりするなどして，それ
らを説明している。
②精神機能の発達と自己
形成について，学習した
ことを自分たちの生活
や事例などと比較した
り，関係を見付けたりす
るなどして，筋道を立て
てそれらを説明してい
る。

①心は，知的機能，情意機能，社会性
等の精神機能の総体としてとらえら
れ，人や社会との様々なかかわりな
どの生活経験や学習などの影響を受
けながら大脳の発達とともに発達す
ることを言ったり，書き出したりし
ている。
②社会性は，家族関係，友人関係への
依存状態は，生活経験や学習などの
影響を受けながら変化し，自立しよ
うとする傾向が強くなることを言っ
たり，書き出したりしている。
③思春期になると，自己を客観的に見
つめたり，他人の立場や考え方を理
解できるようになったり，物の考え
方や興味・関心を広げ，次第に自己
を認識し自分なりの価値観をもてる
ようになるなど自己の形成がなされ
ることを言ったり，書き出したりし
ている。
④自己は，様々な経験から学び，悩ん
だり，試行錯誤を繰り返したりしな
がら社会性の発達とともに確立する
ことを言ったり，書き出したりして
いる。
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３

具体の指導内容及び学習活動に即した評価規準
健康・安全への
健康・安全についての
関心・意欲・態度
思考・判断

精神機能の発達と自己形成
について資料や既習事項等
をワークシートにまとめた
り，グループで新たな自己
発見，他者発見などを行う
活動を通して，自らの生活
を振り返りながら，課題の
整理等を行うこと。
↓
①精神機能の発達と自己形成に
ついて，健康に関する資料を
見たり，自分たちの生活を振
り返った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。
精神機能の発達と自己形成
について，事例や整理した
課題等を基に，その解決に
向けてグループでディスカ
ッション等を行うこと。
↓
②精神機能の発達と自己形成に
ついて，課題の解決に向けて
の話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。

精神機能の発達と自己形成
の要因について，資料等を
基にまとめたことを，比較，
分類しながら，自らの生活
との関連性を見付け，解決
の方法等を見付けたり選ん
だりして説明する。
↓
①精神機能の発達と自己形成に
ついて，健康に関する資料等
で調べたことを基に，課題や
解決の方法を見付けたり，選
んだりするなどして，それら
を説明している。
精神機能の発達や自己形成
について，既習事項や自ら
の課題等，事例を基にした
ディスカッションを通し
て，自己の生活を振り返り，
再度，課題を見つめ直し，
他者の意見を聞いた結果に
よる解決の方法等を見付け
たり，選んだりして，説明
する。
↓
②精神機能の発達と自己形成に
ついて，学習したことを自分
たちの生活や事例などと比較
したり，関係を見付けたりす
るなどして，筋道を立ててそ
れらを説明している。

保健分野
-2-

健康・安全についての
知識・理解
・心は，知的機能，情意機
能，社会性等の精神機能
の総体としてとらえら
れ，人や社会との様々な
かかわりなどの生活経験
や学習などの影響を受け
ながら大脳の発達ととも
に発達すること。
・社会性は，家族関係，友
人関係への依存状態が，
生活経験や学習などの影
響を受けながら変化し，
自立しようとする傾向が
強くなること。
・思春期になると，自己を
客観的に見つめたり，他
人の立場や考え方を理解
できるようになったり，
物の考え方や興味・関心
を広げ，次第に自己を認
識し自分なりの価値観を
もてるようになるなど自
己の形成がなされるこ
と。
・自己は，様々な経験から
学び，悩んだり，試行錯
誤を繰り返したりしなが
ら社会性の発達とともに
確立すること。
↓
①精神機能の発達と自己形成に
ついて，課題の解決に役立つ
基礎的な事項を理解してい
る。

４

指導と評価の計画（全４時間）
主な学習内容
【時数】

次

関
思 知
意
判 理
態

評価規準

評価方法

（ねらい）心は，知的機能（認知・記憶・言語・判断など）
，情意機能（感情や意志など）
，社
会性等の精神機能の総体としてとらえられ，人や社会との様々なかかわりなどの生活経験や
学習などの影響を受けながら大脳の発達とともに発達することについて理解すること，また，
健康に関する資料等で調べたことを基に，課題や解決の方法を見付けたり，選んだりするなど
して，それらを説明することができる。

１ 「心」についてのディスカッ
ションを行う。
２ 知的機能・情意機能・社会性
と大脳との関連について，機
能の特性を調べる。
３ 言語に関する内容について,
グラフを基に発達の過程を
現在と３歳頃とを比較し,そ
の要因についてワークシー
トにまとめる。
４ 最近経験した感情と事例の
内容について,その原因をデ
ィスカッションする。
１

５

精神機能の発達の要因につ
いてまとめた内容を，比較，
分類しながら，自らの生活と
の関連性を見付け，機能を発
達させていくための生活の
在り方について説明する。
【１】

◎ ＜知・理①＞（学習活動１）
心は，知的機能，情意機能，
社会性等の精神機能の総体と
してとらえられ，人や社会と
の様々なかかわりなどの生活
経験や学習などの影響を受け
ながら大脳の発達とともに発
達することについて，理解し
たことを言ったり，書き出し
ている。

○

＜思・判①＞（学習活動２）
精神機能の発達と自己形成に
ついて，健康に関する資料等
で調べたことを基に，課題や
解決の方法を見付けたり，選
んだりするなどして，それら
を説明している。

ワークシート

観察
ワークシート

（ねらい）社会性は，家族関係，友人関係への依存状態が，生活経験や学習などの影響を受け
な
がら変化し，自立しようとする傾向が強くなることについて理解し，課題の解決に向けての話
合
１
３～５歳時，小学校３年生，
○ ＜知・理②＞（学習活動３）
ワークシート
いや意見交換などの学習活動に意欲的に取り組むことができる。
現在の３つの区分で「家族に
社会性は，家族関係，友人関
支えられたこと」「友だちと
係
の遊びにおけるルール」等に
への依存状態が，生活経験や
ついて，その変化をワークシ
学習などの影響を受けながら
ートにまとめる。
変化し，自立しようとする傾
２ 「自立」についての定義をデ
向が強くなることについて，
ィスカッションする。
理解したことを言ったり，書
３ 「自立」についての真意を提
き出している。
示し，その意味を自らの生活
場面に当てはめ，まとめる。
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１

４ 精神機能の発達について，各
機能の特性をまとめ，自らの
生活を振り返り，課題等を見
付ける。
【１】

◎

＜関・意・態①＞（学習活動
４）
精神機能の発達と自己形成に
ついて，健康に関する資料を
見たり，自分たちの生活を振
り返った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。

観察

（ねらい）思春期になると，自己を客観的に見つめたり，他人の立場や考え方を理解できるよ
うになり，物の考え方や興味・関心を広げ，次第に自己を認識し自分なりの価値観をもてるよ
うになるなど自己の形成がなされることについて理解すること，また，健康に関する資料を見
たり，自分たちの生活を振り返ったりするなどの学習活動に意欲的に取り組むことができる。

２

１ 自己を客観的に見つめ，自己
理解を図るために「ジョハリ
の窓」を用いての活動を行
う。
（１）２色の付箋を用意し，「自
分から見た自分」「仲間から
見た自分」について，記入し
たものをワークシートに貼
り付けていく。
（２）自己のよいところを客観的
に見つめることができるよ
うになることを理解させる。
２ 「開放の窓」を広げていくた
めに必要な想いや言動につ
いて考え，ワークシートにま
とめる。
３ ワークシートにまとめた内 ◎
容をディスカッションし，考
えの変化や共感した部分を
ワークシートに記入する。
【１】

〇 ＜知・理③＞（学習活動５）
思春期なると，自己を客観的
に見つめたり，他人の立場や
考え方を理解できるようにな
り，物の考え方や興味・関心
を
広げ，次第に自己を認識し自
分なりの価値観をもてるよう
になるなど自己の形成がなさ
れることについて，書き出し
ている。

＜関・意・態②＞（学習活動
６）
精神機能の発達と自己形成に
ついて，課題の解決に向けて
の話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。
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ワークシート

観察
ワークシート

（ねらい）自己は，様々な経験から学び，悩んだり，試行錯誤を繰り返したりしながら社会性
の発達とともに確立することを理解すること，また，精神機能の発達と自己形成について，
学習したことを自分たちの生活や事例などと比較したり，関係を見付けたりするなどして，
筋道を立ててそれらを説明することができる。
【本時】

２

１

「様々な経験から学び」「悩
んだり」「試行錯誤を繰り返
したり」の３つについて，事
例を基に，自己形成の要素を
読み取る。

〇 ＜知・理④＞（学習活動７） ワークシート
自己は，様々な経験から学び，
悩んだり，試行錯誤を繰り返
したりしながら社会性の発達
とともに確立することを言っ
たり，書き出したりしている。

２

自分自身を見つめることが
出来るようになると，どんな
力が育つようになるのか考
え，ワークシートにまとめ
る。

観察
ワークシート

３

既習事項や事例を基にした
ディスカッションを通して，
自己の生活を振り返り，「あ
りのままの自分」を伝え合う
活動を通して，自他のよさの
再発見を行う。
【１】

◎

＜思・判②＞（学習活動８）
精神機能の発達と自己形成に
ついて，学習したことを自分
たちの生活や事例などと比較
したり，関係を見付けたりす
るなどして，筋道を立ててそ
れらを説明している。

ワークシート

５ 本時の展開（４／４）
（１）本時の目標
○自らの肯定的な価値観がつくられる自己形成の特性を理解し，心の成長や自己の認識と価値観
について，説明することがでるようにする。
（２）本時の評価規準
おおむね満足できる状況（B）

十分満足できる状況（A）
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努力を要する状況（C）
に対する指導の手立て

・自己は，様々な経験から学び， ・自己は，様々な経験から学び， ・「自己の認識と価値観」につい
悩んだり，試行錯誤を繰り返し
悩んだり，試行錯誤を繰り返し
て，既習事項との関連を助言す
たりしながら社会性の発達と
たりしながら社会性の発達と
るとともに，ワークシートへの
ともに確立することについて，
ともに確立することについて
記入例を示しながら指導する。
理解したことを言ったり，書き
理解したことを言ったり，書き （健康・安全についての知識・理解）
出したりしている。
出したりしたことを，具体例を
（健康・安全についての知識・理解）
あげてまとめている。
・事例や他者の意見を通して，共
（健康・安全についての知識・理解）
感できた部分を書き出せるよ
・精神機能の発達と自己形成につ
うに指導する。
いて，学習したことを自分たち ・精神機能の発達と自己形成につ （健康・安全についての思考・判断）
の生活や事例などと比較した
いて，学習したことを自分たち
り，関係を見付けたりするなど
の生活や事例及び他者の意見
して，筋道を立ててそれらを説
などと比較したり，関係を見付
明している。
けたりするなどして，根拠（理
（健康・安全についての思考・判断）
由）をあげて説明している。
（健康・安全についての思考・判断）

６

既習事項と活用場面の設定

（前時）思春期になると，自己を客観的に
見つめたり，他人の立場や考え方を理解で
きるようになったりするとともに，物の考
え方や興味・関心を広げ，次第に自己を認
識し自分なりの価値観をもてるようになる
など自己の形成がなされること。

＜前時の内容の活用場面＞
（本時）自己は，様々な経験から学び，悩
んだり，試行錯誤を繰り返したりしながら
社会性の発達とともに確立していくこと。
について，事例を基にしたディスカッションを行う。

７

単元の系統性
小学校学習指導要領解説 体育編 第３節 小学校第５学年及び第６学年の目標及び内容
Ｇ 保健（１）心健康 体育編 ｐ７８ ｐ７９
・心は，人とのかかわり，あるいは自然とのふれあいなどいろいろな生
活経験や学習を通して，年齢に伴って発達すること。
・心が発達することによって，自分の感情をコントロールしたり，相手
ア 心の発達
の気持ちを理解したりすることができるようになること。
・自分の気持ちを上手に伝えるなど，よりよいコミュニケーションが大
切であること。
イ 心と体の相互影響
・心と体は互いに影響し合っていること。
・自分の心に不安や悩みがあるという状態に気付くことや不安や悩みに
ウ 不安や悩みへの対処
対処するために様々な体験をもつことは，心の発達のために大切であ
ること。
高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 第２節 保健 ３内容
（１）現代社会と健康 ウ 精神の健康 ｐ１１２ ｐ１１５ １１６
・人間の欲求の高次なものの一つとして，自分自身を高め，もてる力を
最大限に発揮したいという自己実現の欲求があり，また，その充足が
精神の健康と深くかかわっていること。
ウ 精神の健康
・自己実現は，自己の欲求や価値観に基づき具体的に目標を掲げ，他者
（エ）自己実現
の価値観も尊重しつつ現実を踏まえながら行動し，その結果を自己評
価する過程を繰り返すことにより成り立つこと，また，このことによ
り達成感や生きがいが生まれ，自分らしさの形成や個性が培われて精
神の健康が増進されること。
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８

学習の展開
学習内容・学習活動
【学習形態】
１

指導上の
留意点

評価規準
（評価方法）

前時の内容について，ワークシートを基に振り返
り，キーワードとなる語句とその根拠をあげながら
発表しよう。

・発表が次のような順序になるように，既習事項を整理し
ながら振り返りをする。
【全体】
導
入

自他のよさを客観的に見
つめることができる自分

他人の立場や考え方を
理解できるようになる

考え方・興味・関心が広
がり自分なりの価値観へ

２ 本時のねらいの確認し，ワークシートへ記入する。
【個】
ねらい：ディスカッションを通して，自分や仲間のよさの再発見をし，自分をもっと好きになる
ことが日常生活にどんな力を与えてくれるのか考えよう。

展
開

３ 事例を基に，自己形成の要素を読み取る。その際のキー
ワードを「様々な経験から学ぶ」
「悩む」
「試行錯誤を繰
り返す」の３つを設定し，それぞれに該当する事例をあ
げ，キーワードに基づいた発問を行う。
【個】
①事例から読み取れる「様々な経験」
とは，どんな経験だろう。

プロテニスプレイヤーの小学
校６年時の作文を提示する。
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自己は，様々な経験
から学び，悩んだ
り，試行錯誤を繰り
返したりしながら
社会性の発達とと
もに確立すること
について，理解した

②事例から読み取れる「悩む」とは，
どんな経験だろう。

教師の中学校３年時の作文
を提示する。

③事例から読み取れる「試行錯誤を繰
り返す」とは，どんな経験だろう。

新幹線誕生秘話についての
資料を提示する。

４

事例から読み取ったことをワークシートに記入し，
「どんな力が身に付くのか」をテーマに，グループ
でディスカッションを行う。【グループ】

これら３つの経験は，どんな力を育ててくれるのだろ
う。また，同じような経験がこれまでにあったかどう
かを交流してみよう。
５

展
開

理想とする未来の自分と現在の自分とを比較し，ワ
ークシートに記入する。
【個】

①理想とする自分を記入し，②現在の自分を記入する
際に「それに近づいている自分」
「遠い自分」を見付
けよう。
６

未来の自分へのメッセージを作成し，その内容をデ
ィスカッションする。【個】→【グループ】

①新たな自己発見や，事例を通して学んだことを基に，
未来の自分へメッセージを書いてみよう。
②ディスカッションの中で，仲間のメッセージで共感
できた点や，よさの再発見があった部分をキーワー
ドでワークシートに書いていこう。また，仲間のよ
さの再発見については，発表後，すぐに伝えてあげ
よう。
７

ことを言ったり，書
き出したりしてい
る。
（観察）

ディスカッションで出てくる，予
想されるキーワード
・自信 ・目標設定 ・責任感
・意志 ・意思決定 ・成長
記入させる順
序を意図する
ことで，現在
の自分を具体
化させる。
ディスカッシ
ョンが深まる
ように，支援
の必要な生徒
に は ，「 伝 え
型」を提示し，
書き方や表現
力を確保でき
るようにす
る。

精神機能の発達と
自己形成について，
学習したことを自
分たちの生活や事
例などと比較した
り，関係を見付けた
りするなどして，筋
道を立ててそれら
を説明している。
（観察）
（ワークシート）

仲間のメッセージを聞いて，共感できたキーワード
や，よさの再発見を発表する。
【全体】

仲間のメッセージを聞き，共感できた点や，仲間のよ
さを再発見できた内容を発表しよう。

ま
と
め

８ 本時の授業のまとめをする。
【全体】
・自己のよさを再発見していくこと，ありのままの自
分
と出会い，それらを受け入れていくことは，
「心の成
長」につながることや，物事を前向きに受け止めて
いくことが「心の健康」につながっていくこと，自
分のよさや仲間のよさを見付けながら，日常生活を
送っていくこと等をおさえる。また，これらが，自
己形成に役立つ力となることをおさえる。
９ 振り返りを記入する。
【個】
「自分自身を受け入れていくことが，日常生活にどん
な力を与えてくれるのか」を書いてみよう。

保健分野
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「自己形成」
「心の成長」
「心の健
康」
等をキーワードにあげながら，
机間巡視を行っていく。

