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【研究主題】  

自他を高め合いながら、健康な心と身体づくりに取り組む生徒の育成 

―さまざまな人とかかわり合う活動を通して― 

 

１ 研究主題設定の理由 

（１）生徒の実態から 

     生徒は素直であり、落ち着いて学校生活を送っている。また、どんな活動にも誠実に一生懸命に取り組ん

でいる。しかし、指示されたことにはきちんと取り組むが、指示がないと自ら考えて行動できない面や、地

域特性から社会体験が不足している生徒が多く、表現力や話合いの質に物足りなさがある。また、１学年１

クラスという小規模校であり、幼い頃から同じメンバーで過ごしてきているため、人間関係が固定化されて

おり、特定の気の合う仲間としかかかわろうとしない面がある。そのため、仲間の新しい一面に気付いたり、

気付いたとしても新しい関係を構築したりすることができなかったり、リーダーとして活躍する生徒とそう

でない生徒に分かれたりする傾向がある。昨年度行った「心のアンケート」において、「自分の夢や目標が

ある」「自分に自信がある」「自分が好きである」という質問に肯定的評価をした生徒が他の項目と比較する

と少ないことから、当校生徒は自尊感情や自己肯定感があまりもてずにいる傾向にあると言える。 

また、昨年度行った「ライフスタイルアンケート」や「メディアコントロール週間」の結果からは、家庭

での学習時間が少ないことやメディアと接する時間が多いこと、睡眠の質の悪さや不規則性、目標に向かっ

て粘り強く取り組むことができない傾向も見えてきた。 

 

 （２）社会情勢から 

子どもの自殺や痛ましい事件、性の逸脱行為、生活習慣病の増加などの今日的な問題は、子どもの「自分

はかけがえのない存在だ」という自尊感情の希薄さが原因の一つではないかと考えられる。自尊感情の希薄

さは、「他者との関わり合い」の希薄さに由来し、その原因の一つとして「メディア依存」があるのではな

いかと考えられる。 

文部科学省の「子どものメディア接触と心身の発達に関わる調査・研究」（2005）では、メディアは子ど

もの基本的な生活習慣づくりと関連があること、子どもの心身の発達に対しても多くの影響を与えているこ

とが報告された。また、「児童生徒心の健康と生活習慣に関する調査報告書」（2002）では、生活リズムが安

定することは心の健康にも関係することが示唆され、家族・友人との触れ合いや交流、社会活動を生活習慣

の中で充実させていくことが重要であると指摘された。現代の生活は、様々なメディアに囲まれ、メディア

のない生活は考えられないのが実情である。そのため、現代社会に生きる子どもたちは乳幼児の頃からメデ

ィア接触の時間が多いことは明らかであり、生活リズムを乱す原因となっている。 

当校生徒もその例外ではない。昨年度実施した「ライフスタイルアンケート」によると、当校生徒のメデ

ィア時間は上越市の平均よりも上回っている。また、当校は上越市の中山間地に位置し、学習塾や習い事の

教室に通う生徒はほとんどおらず、幼少期から帰宅後はメディアと長時間接してきたことが推測される。さ

らに、携帯型ゲーム機やスマートフォンなどの所持率も年々増えてきており、そこから派生する人間関係の

トラブルも起こっている。このようなことから、当校生徒の自尊感情の希薄さは、幼少期から接し続けてい

るメディアとの付き合い方に起因していることは否定できない。 

 

（３）学習指導要領から 

中学校における健康教育は、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じ
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て健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培う教育活動である。 

 中学校学習指導要領総則編において、「学校における体育・健康に関する指導は、生徒の発達の段階を考慮

して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うもの」であるとし、「保健体育科の時間はもとより、技術・家

庭科、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うように努めること」と述べられている。各

教科や道徳、特別活動及び総合的な学習の時間と関連を図りながら、学校教育活動全体で計画的・組織的に健

康教育に取り組んでいく必要があると考える。  

 

 （１）～（３）から、当校では、自尊感情（自己肯定感、自己有用感、自己効力感）が育まれている状態を

「健康な心」とし、「健康な心と身体づくり」のためには、学校教育活動全体で様々な人と関わり合い、高め

合う活動を意図的に設定して、「自尊感情」を育むことが必要であると考えた。また、家庭でのメディアとの

付き合い方を見直し、健康的な生活リズムを身に付けていくことによって、健康な心を育むことにつなげてい

きたい。 

 

２ 研究の構想 

（１）研究仮説 

 学校教育活動全体で、様々な人と生徒が関わり合う活動を計画的に実践することを通して、健康

な心（自尊感情）が育まれ、さらに知識・技能の習得、活用を図ることによって思考力・判断力・

実践力が育成され、心身ともに健康な状態で学校・家庭生活を送ることができる。 

■「自尊感情」の定義 

当校では、自尊感情や自己肯定感の「自分はかけがえのない存在だ」、自己有用感の「自分は集団や社会の

中で役に立っている」、自己効力感の「自分はちゃんとできる、やれている」という意識を全てまとめて「自

尊感情」と定義する。 

■健康な状態 

「自尊感情」が育まれ、健康的な生活リズムが身に付き、心身ともに健康な状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究の内容・方法 

 教科・領域の中で、生徒同士や保護者、小学生、地域住民など様々な人々と関わり合う活動を意図的・計画

的に設定していく。仲間の意見や考えを聞き合ったり、地域の方々や保護者と活動したりする学習を通して、

①  学校教育活動全体での関わり合い 

・授業 ・学級活動 ・縦割り班活動 ・学校行事 

・振り返り ・総合的な学習の時間での体験学習 

・振り返り 

② 健康教育との関連 

・保健学習や学級活動、関連教科での知識・技能の

習得、活用 

・道徳における価値観の形成 

④ 家庭や地域との連携 

・メディアコントロール運動 

・我が家のＭＣDay ③ 生活リズム改善のための学習の充実 

・保健指導等による実生活における思考

力・判断力・実践力の育成 
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【目指す生徒の姿】 

・朝、気持ちの良い起床ができ、生き生きと生活ができるように、自分の生活を主体的にコントロールできる。 

・自他のよさを認め、自信をもって発表したり、仲間の考えを最後まで聞いたりすることができる。 

・自分の目標に向かい、我慢強く努力することができる。 

学び合い高め合う風土を創造していきたい。関わり合う活動の終末には、「振り返り」の活動を設定する。「振

り返り」では、どの仲間の意見や考えによって自分の学びが変容したり明確になったりしたか、仲間の良いと

ころに気付くことができたかなどを振り返ることによって、学び合い高め合うことにつながると考える。さら

に、その振り返りを生徒にフィードバックすれば、自分が集団の中で役に立っていることを生徒に自覚させる

ことにつながり、自尊感情の育成に寄与できるであろう。 

また、心身を健康な状態に整え、生活リズムを改善する一つの手段として、メディアコントロール※の取組

を進めていく。まず、保健学習を中核とし、他教科との関連を図りながらメディアとの望ましい関わり方や情

報活用の仕方、メディアが心身に与える影響の理解等、科学的知識や技能の習得を目指す。その上で学級活動

の保健指導では、自己の生活での実践力をより高めるために、仲間や保護者と関わり合う中で健康な心と身体

づくりのための生活改善を考え、実践していくことを通し、「自分は目標に向かって努力することができる」

「やればできる」ということを生徒が実感できるようにしていきたい。さらに、自分の設定した目標を達成さ

せるために、メディアコントロール運動に向かうための事前学習を充実し、活動後は振り返りを行い、仲間や

家族と悩みを共有したり、互いのよさや自分の学びを言語化したりすることを継続して、その後の生活でのよ

りよい実践につなげていきたい。 

※メディアコントロール：当校の研究では、健康的な生活リズムをつくるためにメディアとの付き合い方を調整することを言う。 

 

  自尊感情を育成 知識・技能の習得、活用 思考力・判断力・実践力 
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・様々な人と関わり、自他のよさを認

められる。 

・自分を大切にする。 

・目標に向かって努力できる。 

・自分の意見や考えを発表し、仲間の

話を最後まで聞ける。 

・自分の心身の健康に対して関心
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・保健学習 

（心身の健康に関わる授業の充実） 

・道徳教育 

（心を揺さぶる道徳授業） 

・学級活動 ・学校行事 

・総合的な学習の時間 

・縦割り班活動 

・教科の授業での関わり合い 

・振り返り活動 ・部活動 

・保健学習 

・保健指導 

・教科での健康教育に関連した単

元 

・振り返り活動 

 

・保健指導 

・学級活動 

・学校行事 

・縦割り班活動 

・振り返り活動 

 

 

   

 

 

 

 

３ 取組の実際（学び合い①～⑩は「県中教研学び合い 10（学校保健）」に対応） 

（１） 学校教育活動全体で関わり合う授業や活動の意図的な設定 
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（学び合い④「関わり合う場の設定」、学び合い⑤「自尊感情を高め合う場の設定」） 

学校教育活動全体で様々な人と関わり合う活動を行い、関わり合う能力を向上させ仲間のよさを認める

ことを通して自分のよさに気付き、自尊感情が育まれることを期待した。具体的には、教科の授業での関

わり合いや通年を通しての縦割り班活動、学級活動でのスキルトレーニング、学校行事の宿泊体験学習や

体育祭、演劇祭などである。 

関わり合う学習や活動の終末には、「振り返り」の活動を設定した。どの仲間の意見や考えによって自分

の学びが変容したり明確になったりしたか、仲間のよいところにたくさん気付くことができたかなどを振

り返ることによって、学び合い高め合う風土づくりを行った。さらに、その振り返りを授業中や便りで生

徒にフィードバックすることを繰り返し、自分が集団の中で役に立っていることを生徒に自覚させ、自尊

感情を育成することを目指した。 

 

（２）健康教育と関連させた教育課程の見直し （学び合い⑨「各教科・領域との関連」） 

   学校教育活動全体で計画的・組織的に健康教育を行うには、学校教育活動の内容を健康教育の視点で見

直し、整理する必要がある。そこで、各教科、保健指導、道徳、特別活動、総合的な学習の時間を健康教

育の視点で捉え直し、視覚的カリキュラム表（掲示資料参照）として分かりやすく編集し直し、健康教育

が全学校教育活動の中核として機能するようにした。 

特に、各学期のメディアコントロール運動を充実させるために、学級活動においてメディアの光と影を

知る学習やメディアコントロール運動の事前・事後学習を設定したり、保健学習の単元配列や内容を工夫

したりした。 

また、適切な価値観を身に付けてこそ、メディアコントロールの活動が充実したものになると考え、メ

ディアコントロール運動前には、そのねらいを踏まえた道徳の単元を配列した。さらに、健康教育を教師

の働きかけだけに終わるのでなく、生徒にも「心と身体の健康」が学校生活と大きく関連していることを

理解させ、生徒の自主的な活動につなげるようにした。そして、生徒会活動の柱として「健康な心と身体

を育む取組」を設け、各委員会で計画、実践している。 

 

（３）生活リズム改善のための学習の充実 

（学び合い④「関わり合う場の設定」、学び合い⑥「実践化への意欲づけ」） 

  保健学習では、特に生活リズムの改善や心身の発達や心の健康、メディアとの関わりに関する内容につい

て学習内容と実施時期の見直しやより体験的な活動、生徒の実体験を想起させるような活動を計画したり、

学習形態を工夫したりして、年間指導計画を見直し、実践した。メディアとの関わりや情報活用については、

技術・家庭科や社会科にも関連する内容があるため、教科担当教員とも連携して確実に指導が行われるよう

にした。 

  学級活動ではメディアコントロール運動の事前学習、事後学習を学級活動に位置付け、学級担任とともに

養護教諭、学年部職員で全体指導と個別指導に当たった。 

事前学習では、保健学習の内容を補いながらメディアが心身に与える影響について学ぶとともに、自分の

生活リズムを振り返り、課題を見つけたり、健康な心と身体づくりのための目標時間やそれを達成するため

の行動目標を設定したりした。メディアコントロール運動では、メディア時間、学習時間、睡眠時間、就寝

起床時刻について目標を設定し、生活の仕方と心や身体の状態のつながりを考えさせるようにした。意欲が

継続するよう、メディア時間も１日単位ではなく、１週間単位で設定した期間もある。       

また、毎回家族が協力する内容を具体的に決めてもらい、家庭の支援をお願いした。運動期間中に中間時
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もしくは毎日振り返りを行い、仲間からアドバイスをもらい意欲付けも行った。 

事後学習では、互いの生活の様子を紹介し合った。よい点や今後改善が必要な点、アドバイスなどを伝え

合ったり、なぜメディアコントロールができないのか、なぜできるのか等をマッピングの手法を用いて考え

たり、その後の生活への決意を表明したりしながら活動を進めた。さらに、メディアコントロール運動期間

の取組だけに終わらず、活動後の振り返りが次に生きるよう、個々に目標を設定するだけでなく、時にはグ

ループや学級で目標を設定して仲間と励まし合いながら取り組む活動も行った。 

 

 

 

（４） 家庭や地域との連携 （学び合い⑦「家庭や地域との連携」） 

生徒に健康的な生活習慣を育むには、家庭や地域の理解と協力が不可欠である。 

まず、保護者の意識を高め、協力を依頼するため、ＰＴＡ総会や学年懇談会では生活リズムを整えること

の大切さ、生活習慣と心の健康のつながり、そのためにメディアコントロールが必要であることを呼びかけ

た。ＰＴＡ役員には、安塚区学校園保健委員会への参加や学年ＰＴＡでの話題提供、情報交換をお願いし保

護者同士で生活習慣改善への意識を高めてもらうようにしている。 

また、親子講演会を企画し、生活習慣とメディアの関わりについて学ぶ機会を設定した。 

学期に１回行う「メディアコントロール運動」は、学区の小学校と連携し同時期に実施している。家族の

協力を得るために、家庭の中での具体的な取組をワークシートに書き、家庭内に掲示して、家族みんなで取

り組めるように工夫したり、事後学習では保護者にも授業に参加してもらったりして意識の啓発を行った。 

また、学期１回の「メディアコントロール運動」は当校の定期テスト前の実施のため、必然的に学習に比

重が置かれ、メディアの時間が日常よりも少なくなる。メディアコントロールをより日常化して余暇の時間

の過ごし方を考えてもらう必要があることや、家族のコミュニケーションを図る機会をつくるために今年度

新たな取組として「我が家のＭＣDay※」をスタートした。この取組は安塚区学校園保健委員会の活動とし

て、小中学校だけでなく、保育園、高校、地域の健康づくりリーダーにも働き掛け、安塚区を挙げての取組

になるよう進めている。小中学校の児童生徒保健委員の呼びかけや生徒保健委員が企画して作成したのぼり

旗を掲げての呼びかけで、地域一体となった取組になりつつある。 

※メディアコントロールデー：Media Control Day の略 

 

（５） 学習環境の工夫 

  学校教育活動全体で関わり合う授業や活動を実践し、充実したものにしていくには、仲間の話を「聴く」

という基本的な姿勢を育むことが重要であると考え、各教室に「話の聴き方のルール」や「聴き上手になる

効 果

人数・形態 実施の単位

単元

　　　　視 点

　種 類

学力の３要素

学習意欲習得 活用 ペア 小集団 授業学級

交流

検討

習　得
・

整　理

思考の活性化

(拡散的）

多角的な視点
・

分析・再構成
（収束的）

教え合い

学び合いの種類と視点 
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には」の掲示物を貼り、生徒や教師の意識の向上を図った。 

また、生徒や教師に健康について関心をもって生活してもらうために、保健室前には健康関連の掲示物を

充実させ、教室前廊下には生徒や教師の「我が家のＭＣＤａｙ」の目標や振り返りを掲示した。 

 

４ 成果と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

0 20 40 60 80 100

できた 

まあまあで

きた 

あまりでき

なかった 

できなかっ

た 

メディアコントロール活動や我が家のMCDayでは、自分

の目標を意識して取り組むことができた。 
 

 

様々な活動を通して、自分に仲間の良さに気付き、お互い

に認め合うことができた。 

 

様々な活動で、仲間と意見を交わし、自分の考えを深める

ことができた。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10月 

9月 

7月 

6月 

5月 

家族みんなで頑張れた 

頑張れた 

あまり頑張れなかった 

頑張れなかった 

「我が家のMCday」取組の推移 

全校生徒自己評価より（H 26.7 調査） 

  



7 

 

(1)成果 

① 関わり合いについて 

 関わり合う活動や振り返り、行事後の認め合い活動等の積み重ねがよりよい人間関係づくりに成果を上げて

いると考えられる。振り返りの内容も以前に比べ、自分のことだけでなく自分と仲間との関わり合いに目を向

けて振り返ってコメントできる生徒が増えてきている。また、振り返りを生徒同士で共有したりフィードバッ

クしたりすることによって、自分の頑張りに気付くことに繋がっているとも考えられる。 

  

生徒のグループでの関わり合いの場である話し合いの様子を紹介する。第２回メディアコントロール運動に

向けての事前学習において、「グループ目標」を話し合った際の生徒の発話である。 

73 Ｔ  どれくらいやれば終わるのかな？ 

74ＫＨ 毎日 1時間ずつやれば間に合うかな？ 

75ＡＨ （  ） 

76ＫＨ 人によって違うから。だから、これで目標いいんじ

ゃない？ 

77ＲＹ 毎日 1分。（笑） 

78ＡＨ だまれ、おまえ。 

79ＲＹ だって、だってできないんだもん。 

＜中略＞ 

91ＲＹ 1分。 

92ＡＨ 1分じゃないでしょ。 

93ＲＹ じゃ、30分。 

94ＫＨ 30分。30分以上。いや 1時間。1時間以上。 

95ＲＹ う：：ん。頑張る。 

96ＫＨ よし、言ったな。じゃ 1時間以上。  

97ＡＹ よし、毎日 1時間以上だよ。 

98ＲＹ いいよ、いいよ。国語一文字書くのに 10分以上かける

から。（笑） 

100ＡＹ だめだよ、そういうの。 

101ＫＨ ちゃんと勉強しないと、じゃあないといい点数とれな

いよ。 

102ＲＹ しょうがないじゃん。もともととれないんだよ。おれ。

勉強しないと（  ） 

103ＫＨ ただ書いてるだけじゃだめなんだよ。もっと理解しよ

うと思って勉強しないと。 

   

  なかなか家庭での勉強時間を増やす気になれない学習者ＲＹに対し、二人の仲間が 30分、1時間と少しず

つ時間を増やしながら、学習時間を増やすように説得している様子が見てとれる。また、101ＫＨ「ちゃんと

勉強しないと、いい点とれないよ」、103ＫＨ「ただ書いてるだけじゃだめなんだよ。もっと理解しようと思っ

て勉強しないと」、100ＡＹ「だめだよそういうの」とＲＹに対してアドバイスや叱咤激励をしている様子も伺

える。なかなか意識が高まらない学習者ＲＹに対して、仲間が一緒に頑張ろうと前向きな声かけをしている。

このような学習者の発話から、仲間とともに高め合おうとして学習者の様子が分かる。 

 

② 健康な心（自尊感情）について 

「自尊感情」に関わるアンケートでは、「やればできる」「失敗を恐れずに挑戦する」などの事項が向上して

いる。特に「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか？」の項目では、全国平均を大きく上回り、

困難に諦めずに挑戦する、積極的な言動をとれる生徒へ変容してきていることが分かる。これは、演劇祭を始

めとする学校行事や生徒会活動など、生徒一人一人が役割を担い、仲間と共に協力し達成感を得ることができ

る活動を計画的に、継続的に行っている成果であると言える。 

   「将来」についての項目も昨年度に比べ上昇している。自分の学校生活、家庭生活を見直し、自分のやる

べきことは何かを考えて実行に移すための原動力の一つとなるのは、自分の将来への目的意識である。特に、

今年度は「夢づくり講演会」や職業講話、進路学習にも力を注いだ結果が生徒の意識の変容となって表れたと

推察できる。「将来」に対しての生徒の意識の変容は、「メディアコントロール運動」や「我が家のＭＣＤａｙ」

などの取組により、家族で話をする機会が増えてきていることも要因の一つであろう。しかし、肯定的評価が
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向上したとはいえ、全国平均と比較するとまだまだ低い数値である。今後の継続的な取組が、さらなる意識の

向上につながるはずである。 

 

③  知識・技能の習得、活用、思考力・判断力・実践力について 

今年度 7月実施の生徒の自己評価シートでは、「「メディアコントロール運動」や「我が家のＭＣＤａｙ」で

は、自分の目標を意識して取り組むことができた。」について 73％の生徒が肯定的評価をしている。 

 生活リズム改善のためのメディアコントロールの取組は、昨年度から本格的に実施し、生徒にその意義が

徐々に浸透してきている。メディアコントロールの日常化は今後の課題ではあるが、その期間だけは目標を意

識して取り組もうとする生徒の姿が見られた。また、お互いの取組を紹介し合い、少しのことでもお互いの取

組のよさを認め合う機会を設け、継続してきた成果とも考えらえる。 

 

◆メディアコントロール運動事後学習 グループ交流後の生徒の振り返り 

・「班のメンバーで勉強時間以外の時に趣味をしている人がいたので、それはとてもよい方法だと思いまし

た。また、長い時間続けて勉強をするのは集中力が欠けてしまうので、途中で休息を入れてしたいです。」 

・「自分でも睡眠時間は少ないと思うので、夜のメディアを我慢して早く寝るようにしたいです。」  

・「携帯をかまってしまって、夜の寝るのが遅くなり、目覚めがあまり良くありませんでした。睡眠時間を

増やした方がよいと指摘があったので、次回は早く寝ることを目標に頑張りたいです。」 

 これらの振り返りから、生徒自身が、仲間との関わり合いを通して「趣味の時間」など余暇の過ごし方や、

睡眠時間や就寝時刻、朝の目覚めなど自分の課題について言及していることが分かる。また、仲間から自分の

生活リズムの改善点を指摘され、次の目標を明確にしている様子も伺える。これは、仲間との学び合いの成果

であり、保健学習や保健指導による生活リズムを整えることの意義、科学的知識の学習の成果である言える。 

 また、仲間との交流の中で、お互いの実践を聞いたり、アドバイスをもらい合ったりする活動を通して、生

徒自身が仲間の実践を取り入れ、自分の生活をよりよいものにしようとする実践力の育成をもねらっている。 

 

 

 

 

 

 

【学習者Ａのメディアコントロール運動のカード】 

  

 

 

 

 

 

 

 

②湯ふねに入って体温↑してから寝るとよい睡眠が！」というアドバイスをもらい、残りの３日間朝勉強を実

 ３年２人の学習者の交流について紹介する。 

学習者Ａのメディアコントロール運動中のカード

には、早く寝て、朝早く起きて学習するという行動

目標が書かれている。実際、家族からの声掛けの協

力をもらい、朝勉強を実践し、学習時間を確保する

ためにテレビを見る時間を１日1.5時間以内に抑え、

自分の目標を達成するために自分の生活をコントロ

ールしている学習者である。 

 学習者Ｂは、朝 6 時に起床し朝ごはんの前に 30

分～1 時間学習することを目標の一つとして挙げて

いたが、前半 1 週間は全く実践ができなかったこと

がカードから伺える。 

金曜日の中間評価では、朝勉強を実践している学

習者Ａから学習者Ｂに、「朝勉強をするには。①早め

に寝る→朝の方が集中力↑でめっちゃ進むかも。 
【学習者Ｂのメディアコントロール運動のカード】 
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践している。学習者Ａのアドバイスが、学習者Ｂの生活に対してよりよい影響を与え、残りの実践につながっ

たと言える。 

このようなよりよい実践の連鎖を広げ、生徒の実践力を育んでいくために、今後も生徒同士の関わり合いを

進めていく。 

 

④  家庭や地域との連携について 

 学校園保健委員会活動として今年度春から進めてきた毎月１０日の「我が家のＭＣＤａｙ」は、家族で意識

してがんばることができたと肯定的評価をしている家庭が１０月現在で全体の 85.2％である。（ｐ6 参照）特

に「Ａ：家族みんなでがんばることができた」と４段階で最もよい評価をしている家庭が６月以降徐々に多く

なってきている。食事中に会話をする機会が増えたり、互いに声を掛けあってメディアとの接触を控えたりし

ている家庭もある。生徒自身が家族の会話の中心となり、家族に協力を呼び掛けるなど、メディアコントロー

ル運動を通して家族の関わり合いの場面がつくられている。保護者自身にメディアコントロールが必要な場合

も少なくないが、睡眠が朝の目覚めに影響すること等、生徒だけでなく保護者の中にも生活リズムを整えるこ

との必要性について少しずつではあるが意識は高くなってきた。 

小学生との交流の機会に、互いの生活の仕方を紹介し合ったり、メディアコントロールの必要性について呼

び掛けたり、授業に保護者の参加を得たりしてきたことも成果につながっていると言える。 

 

⑤  職員の意識の変容について 

学校教育活動全体で関わり合う活動を実践するために、教科・領域で「関わり合う」単元や教材を視覚的カ

リキュラムに位置付けて実践を行ってきた。特に、生徒同士が関わり合い学び合う授業を実践することを通し、

生徒の学習への意欲の向上を実感している教員が多い。また、生徒同士の関わり合いの中で、どんな交流がな

されているのか、生徒の言葉に耳を傾け、生徒のつまずきや学びについて見取り、次に生かしている。 

また、視覚的カリキュラムでは、教科・領域において「健康」と関連付けることが可能な単元や教材も配し、

学校保健教育に全職員で取り組むことができた。さらに、学校保健に関わる課題を全職員で共有したことによ

り、学校保健に関わる職員だけでなく、様々な立場や視点で子どもの実態に合わせた研究を推進することがで

きた。職員の生徒への声掛けも「心」と「生活リズム」が関連していることを踏まえ、「朝ごはんは食べてき

た？」「昨日何時に寝たの？」「よく眠れている？」などに変化してきている。 

  

（２） 課題 

 ○心の健康（自尊感情）を育むために 

 「心のアンケート」の「自尊感情」についての肯定的評価は、現２・３年生の状況を見ると、アンケートを

実施した時期により変動がやや見られるが、ほとんど変化が見られない。中学生という自我が芽生え自分を客

観的に見ることができる思春期という発達段階を考えると仕方がないと思われる。では、思春期の子どもたち

の自尊感情を育むにはどうすれば良いのか。 

 自尊感情を育むには、学校と家庭・地域が連携・協力し、子どもたちを支えていくことが何よりも大切であ

ろう。 

 特に一日の大半を過ごす学校での生徒同士の関わり合い、生徒と教師の関わり合いが生徒の自尊感情を育む

ためには重要である。そのために、仲間と関わり合いながら生徒自身が達成感を感じられる、自分が集団に貢

献していると感じられる学校行事や活動を今後も継続して行うことが必要である。また、大きな学校行事だけ

でなく日常の授業や活動においても、生徒一人一人が「できた」「分かった」「誰かのためになっている」とい
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う意識がもてるようにしていかなければならない。そして、振り返りを継続的に実施したり、生徒の声をフィ

ードバックすることを積み重ねたりしていくことを通して、生徒自身が自分の学びや頑張りを自覚化できるよ

うに、教師が工夫をしていかなければならない。 

 また、家庭での保護者と子どもの関わり合いも大変重要である。学校と家庭が目指す生徒像を共有し、家庭

においても「認められている」「役に立っている」という意識がもてるような質の高い関わり合いや、メディ

ア時間を減らし、家庭での親子の関わり合いの時間が増えるように、保護者の意識啓発を今後も根気強く継続

していく。学校でも、家庭でも、自分は受け入れられ認められているという意識を子どもたちが自覚化できる

ように連携を図っていく。 

 

○生活リズムを整える家庭・地域づくりのために 

安塚中学校区のメディアコントロール運動を通して生活リズムを整えるための活動は始まったばかりであ

る。今後もこの運動を推進し、超情報化社会の中で、メディアとうまく付き合っていく方法を幼少期から身に

付けていく必要がある。そのために、中学生が核となって、生徒自身が学校で学んだことを地域に発信してい

く。保護者や小学校、保育園、地域のご老人が集まる施設などに中学生が出向き、メディアコントロールの意

義などを説くことは、保護者や幼少期の子ども、その子どもを孫にもつ祖父母への啓発につながる。中学生に

とっては、自分たちの学びを活用して発信するので、健康に関する知識・技能をさらに習得することにもなる。

また、様々な人々と関わり合う活動にもなるので、生徒の自尊感情の育成にも寄与できるであろう。 

中学生が核となったプラスの連鎖を生む地域発信によって、地域全体で生活リズムを育む機運をさらに高め、

「自己コントロール力」が身に付いた子どもを育む地域づくりを進めていきたい。 

 

【参考資料】県中教研 学び合い 10（学校保健） 

 

 

 

 

 

 

①  指導目標・指導計画 中学生期の発育・発達や健康上の特性を把握した指導目標や指導計画を立てている。 

② 生徒の実態把握 生徒の実態や問題点を把握して授業を構成している。 

③  必要感のある課題設定 生徒が直面している問題の中で、自らの課題だと気づくことができる課題を提示してい

る。 

④  関わり合う場の設定 目的をもって、生徒同士関わり合う場を取り入れている。 

⑤  自尊感情を高め合う場の設

定 

他者との関わり合いを通して自分を大切に思う気持ち、お互いを尊重する気持ちを持たせ

ている。 

⑥  実践化への意欲づけ 理想の姿を描くことで意思決定や行動選択をし、実践しようとする意欲付けをしている。 

⑦ 家庭や地域との連携 学校でできること、なすべきことを明確化し、家庭や地域での実践を促している。 

⑧ 振り返り、内省の場の設定 生涯にわたって、自分の健康を管理していこうとする気持ちを持たせる。 

⑨ 各教科との関連 健康という共通の目標を目指して、他教科と連携をしている。 

⑩ 話合いの目的・ルール・方法 話し合いの目的を明確にし、ルールや方法を具体的に提示している。 
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第１学年保健体育科学習指導案 

                                日 時 平成２６年１１月２６日（金） 

                                 場 所 １年生教室 

 授業者 教 諭 佐 藤 晴 香 

１ 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 （ア）知的機能・情意機能・社会性の発達 ～ 

 

２ 単元の目標  

心は、知的機能、情意機能、社会性等の精神機能の総称としてとらえられている。これらのうちの、社

会性は、心の発達との深いかかわり合いの中で発達する。社会性は、人や社会との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発達する。また、家族関係や友人関係の変化によって自立しようとする

傾向が強くなる。本単元では社会性を理解させ、社会性の向上につながる指導をする。 

 

３ 指導の構想 

（１）生徒の実態 

当校は一小一中の小規模校であり、幼少期から人間関係が固定化されがちな環境の中で生活をしている。

生徒は互いの性格をよく知っており、日々の感情変化に対してうまくコントロールしている様子がある。

その反面、仲間や自分のよさに新たに気づいたり、伸ばしたりすることには課題がある。 

１年生１８名は男女間の仲がよく、積極的に仲間と関わり合うことができる生徒が多い。リーダー性の

強い生徒も多く、活動を行う際には活発な意見交流ができている。 

今年７月に行った『ライフスタイルアンケート』では、「学校に行くのが楽しい」９４％、「自分の考え

を理解してくれる友達がいる」１００％、「相手の立場に立って考える方だと思う」７８％という結果で

あり、学級や友人関係には多くの生徒が満足している様子がうかがえる。 

 一方、現代は情報化社会の中で、当校もメディアと関わりやすい環境が整っている。当校生徒も例外で

ない。ほとんどの生徒がメディアと容易に関わることができる環境にあり、ネット上には直接顔を見たり

会ったりしたことのない「友達」がいたり、簡単に SNS で他者とつながることができたりする生徒も多

い。当校１年生においては携帯電話（スマートフォンを含む）やパソコン、ＳＮＳが使える機器を「いつ

でも使える」とした生徒は８割を超える。 

このような環境の中で、人と人が直接顔を合わせて会話をしたり、コミュニケーションをとったりする

ことを苦手とする生徒が増えているのが現状である。 

また、幼少期から限られた人間関係の中で過ごしてきたことによって、固定化された集団の中では自分

を主張したり仲間と関わることが積極的にできる生徒でも、初めて対面する他者との関わりには消極的に

なったり、どう関わったらよいか戸惑うことも多い。誰とでも積極的に関わったり互いに認め合ったりで

きる良好な人間関係を構築するためにはどのような行動や言葉が適切かを考えさせ、将来に生きるコミュ

ニケーション能力を身に付けさせたい。 

 

（２）本単元の指導の構想 

本単元では、知的機能や情意機能、社会性の発達の仕方を学習する。知的機能や情意機能が発達するこ
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とと、周りとの上手な関わり方ができるようになることとは相互関係にあることを、自身の体験をもとに

考えたりロールプレイングなどによって理解したりできるようにする。その際に、ペア活動やグループ活

動で、仲間の考えを参考にしたり考えを交流したりして、学びをより深められるように工夫する。 

 

（３）授業ナビとの関連    

学び合い１０（学校保健）の中でも、以下の３点を意識して実践する。 

   ④関わり合う場の設定 

    私たちの心は人と人とが関わり合う中で育まれる。課題や自分の経験を例にあげながらペア活動やグ

ループ活動で情意機能・知的機能の発達や社会性の発達を考えられるようにする。 

 

   ⑤自尊感情を高め合う場の設定 

    相手の立場に立って物事を考えたり、共感したりできることは、よりよい人間関係の構築には欠くこ

とができないものである。ロールプレイングや認め合いの活動を取り入れ、他者理解を深める中で、自

分のよさを見つけられるようにする。 

 

   ⑥実践化への意欲づけ 

    他者と上手にコミュニケーションがとれ、よりよく生きることができるには、人としての喜び（心の

健康）である。学習を通して仲間とかかわることが楽しい、相手の思いに共感できるといった人とコミ

ュニケーションをとることの心地よさを味わわせ、将来誰とでも積極的に関わろうとしたり、相手を思

いやった行動や言葉がけができたりする生徒を育む。 

 

４ 本単元の評価規準 

【関心・意欲・態度】 

中学生の時期における心身の機能や心の発達に伴う変化に気づき健康な生活を送るための課題をもた

せる。その解決方法を見つけようとしてしたりする。 

【思考・判断】 

心身の機能の発達や、心の健康について、仲間の考えや自分の経験をもとにして課題解決の方法を考え

る。 

【知識・理解】 

 思春期に起こる心身の変化は誰にでも訪れる重要な節目であることを理解し、正しい知識を身に付けて

いる。 

 

５ 単元の指導計画 

時間 単元 学習内容 評価規準 

１ 体の発育・発達 ○体の各器官は年齢とともに発達するが、器官によって急速に発達する

時期に違いがあること。また、性差や個人差があること。 

○望ましい発育・発達のためには、毎日の生活を健康的なものにし、さ

まざまな経験を積み重ねることが大切であること。 

【関・意・態】 

【知・理】 

 

２ 呼吸器・循環器の発達 ○中学生の時期は、呼吸・循環機能を発達させるのに適しており、適度 【知・理】 
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６ 本時の計画 

①本時のねらい 

情意機能（感情）をコントロールし、社会性豊かな人間関係を築くためには、知的機能の発達が大きく 

  関わっていることについて理解する。 

②手だて・本時の構想 

前時既習の情意機能（感情）の発達を踏まえ、本時は感情が豊かになることでより自分の思いや考えを

表現できるようになる。しかし、自分の感情をそのまま表現したのでは時に相手を傷つけたり不快な思い

をさせたりすることがあることを学習する。 

ある場面を想定して、自分の対応の仕方が適切であるか、相手も自分も嫌な思いをせずに対応するため

の方法を、ロールプレイングを通して考える。相手の気持ちになって考えたり行動したりできるようにな

ること（社会性）が良好な人間関係を構築するのに大切な能力である。この社会性を向上させるには知的

機能の発達と大きくかかわっていることをグループ学習とペア学習で理解させる。 

 

な運動によって呼吸・循環機能が発達すること。 

３ 

 

性機能の成熟 ○思春期には性腺刺激ホルモンの働きによって性機能が成熟し、男性で

は精子が、女性では卵子が形成されること。また、思春期には男子は

射精がおこり、女子は月経がおこること。 

○排卵や月経、射精が起こるようになったということは、妊娠可能な体

になったということで、大人の体に近づいているしるしであること。 

【知・理】 

４ 

５ 性とどう向き合うか ○思春期には性成熟に伴って性意識への変化が起こること。 

○性に関する適切な態度や行動の選択、責任ある行動が必要であるこ

と。（メディアの発達によって増加しているトラブルについても紹介） 

【関・意・態】 

【思・判】 

【知・理】 

６ 心の発達 

～大脳の働き・知的機

能・情意機能の発達～ 

○知的機能・情意機能は様々な経験や学習によって発達すること。 

○心の働きは大脳で営まれており、思春期は大脳の発達の最後の段階に

さしかかる重要な時期であること。 

【知・理】 

【関・意・態】 ７ 

８ 

本時 
心の発達  ～ 社会性の発達・良好な人間関係を築くために ～ 

【関・意・態】 

【思・判】 

９ 自分らしさと自己形

成 

 

○思春期には自己の認識が深まり、自己形成がなされること。 

○自己を形成していくためには、ありのままの自分を受け入れるととも

に、様々な経験を通して多くの人と付き合い、さまざまな生き方、考え

方に触れることが大切であること。 

【知・理】 

【思・判】 

10 欲求不満やストレス

への対処（心と体の関

わり） 

○人間は欲求を満たそうとして行動するが、欲求は必ずしも満たされると

は限らず、欲求不満を感じることも多いこと。 

○欲求に適切に対処することによって心の安定が図られること。 

【関・意・態】 

【知・理】 

 

11 欲求不満やストレス

への対処（欲求やスト

レスへの対処方法） 

○ストレスは適切に対処することが大切であること。 

○心と体は密接に関係していること。 

○中学生の時期は欲求不満やストレスを感じることが多くなりがちであ

るが心の健康を保つためには心身の調和を保つことが大切であること。 

【関・意・態】 

【思・判】 

【知・理】 
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③本時の展開     

時間 〇生徒の活動  ・予想される生徒の意見、反応 ●教師の支援    ◎評価 

導入 

(5) 

○前時の活動を振り返る。 ●前時で使用した資料を提示し、学習

した内容を振り返る。 

展開 

(35) 

 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本時の目標を確認する 

 

 

 

○ペアで（１）（２）の条件で３０秒ずつ、自分の興味の

あることについて会話をする。 

（１）自分の話のはじめに「いいね、すごいね、」の言葉

をどちらか選んで入れて話を進める。 

（２）自分の話のはじめに「でも(ね)、うーん」の言葉を

どちらか選んで入れて話を進める。 

○どのような気持ちになったかを、ペアで確認し合った

後、数名が発表する。 

・（１）は嬉しい、はずかしい気持ちになった。 

・（２）はどんどん嫌な雰囲気になった。 

☆ちょっとした言葉づかい、言い方で嫌な気分になった

り、嬉しくなったりすることがわかる。 

 

 

 

 

○どんな返答の仕方が考えられるか数名に質問して板書

する。 

・嫌だよ、誰が見せるか！ 

・・・・・いいよ。 

・コピーしてあげるから、自分でやった方がいいよ！ 

○自分の返答の仕方をワークシートに記入する。 

 

 

○教師の指定した返答（３つ）を教師と代表生徒で演じる。 

○自分が代表生徒のような返答を受けたとき、どのような

気持ちになるかを、それぞれワークシートに記入する。 

○数名が発表する。 

☆言い方は３通り（攻撃的・肯定的・消極的）に分類でき

ることを知る。 

○どのパターンの返答が一番良い返答か考える。（肯定的） 

 

●ワークシートを配布する 

 

 

 

●決められた言葉を黒板に提示し、会

話が詰まらないようにする。 

 

◎ペアで会話している。 

 

 

●数名に指名して発表させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●言い方を３つに分類しながら板書

する。 

 

 

 

◎自分の気持ちを記入している。 

●自分の返答の仕方は周りに見せな

くてよいことを伝える。 

 

 

 

 

 

 

●一番良いとする返答に挙手させる 

 

友だちとよりよい人間関係を築くためには・・・知的機能の発達がどのように関わっているかを知ろう  

どんな気持ちになるか、試してみよう 

例の場面では、どのような言い方がよいか考えてみよう 

例 A さんと下校中。A さんが「今日の宿題のプリント、学校に忘れてきちゃった！明日授

業前に答えを写させて」と言ってきた。 
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(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

(10) 

 

 

○自分の考えを３つ短冊に記入する。 

○グループになり、一人ずつ「肯定的」返答を選んだ理由

を発表する。 

○聞き手は発表者の考えで共感できたものをワークシー

トにメモしながら聞く。 

○グループで挙がった考えを交流し、まとめる。 

・相手のことを考えて発言しているから。 

・お互い嫌な思いをしないですんでいるから。 

・相手のためにもなっているから。 

○シートを黒板に貼り、代表にグループでまとめたものを

発表させる。 

 

 

○教師が下線を引いた部分について考える。 

下線の部分は前時までに学習した「知的機能」であるこ

とを結び付け、確認させる。 

○相手の気持ちを考えて言葉を使えるようになることが

よりよい人間関係の構築につながることがわかる。 

☆社会性豊かな人間関係を築くためには、知的機能を使っ

て情意機能をコントロールしていくことが大切である

ことがわかる。 

○本時の自分の評価、まとめをワークシートに記入する。 

 

 

●３人のグループに分ける。 

 

 

●メモを取りながら聞くように指示

する。 

●班内で交流し、班の考えを３つにま

とめ、シートに記入するよう指示す

る。 

 

●言葉を選ぶ、相手の気持ちを考え

る、など「知的機能」の発達につい

て述べた部分には下線を引きなが

ら話を聞く。 

●（補足） 

初めに考えた自分のＡへの返答の

仕方と、学習後の自分の考えを比較

して変化はあったか、確認させる。 

 

④ 本時の評価 

情意機能（感情）をコントロールし、よりよい人間関係を築くためには知的機能の発達が大きくかかわっ

ていることを説明できたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「肯定的」な返答がよい！とした理由を班で交流し、まとめよう 
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Ⅰ 心身の発達と心の健康  ６ 心の発達 ―社会性の発達―    ワークシート 

   

 

 

 

Ｑ，１ こんな時、どうするかな？ 

例 Ａさんと下校中の場面です 

 

                   A    わたし 

 

 

 

                   

 

 

 

Ｑ，２ Ａの立場に立って考えてみよう。「わたし」に、次の３通りの返答をされた

とき、どんな気持ちになるかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ，３【      】な返答がよいと考えたのはなぜだろう？短冊に理由を３つ

記入しよう。仲間の考えを聞いて、共感できたところをメモしよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今日の宿題のプリント、学校

に忘れてきちゃった！！明日

授業前に答えを写させて！」 

見せたくないな 

・・・・・ 

見せたくないな 

・・・・・ 

私のＡへの返答 

 

 

 

 

 

わたし                        

わたし                      

わたし                         

まとめ 

○友達とよりよい人間関係を築くためには（           ）を使って（          ）

をコントロールしていくことが大切である。 

振り返り（わかったこと、考えたこと） 

 

 

 

目標  友達とよりよい人間関係を築くためには・・・  

                  知的機能の発達がどのように関わっているかを知ろう 

1年生   番 氏名           

メモ 
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第２学年 学級活動指導案 

                            日 時 平成２６年１１月２８日（金）５限 

                             会 場 ２年生教室 

                            授業者 講師 平田美穂 養護教諭 橋本孝子 

 

１ 題材    メディアコントロールでつくろう 健康な心と身体 

 

２ 題材の目標 

○長時間のメディア接触が心身に与える影響を理解し、これまでの生活の仕方を振り返りながら自らの課題

を見つけることができる。 

○仲間や家族と課題を共有したり、一緒に取り組む目標を立てたり、達成のための具体的な行動を考えたり

して取り組むことにより、生活リズム（学習時間の確保、余暇の過ごし方の工夫）を整えることができる。 

 

３ 指導の構想 

（１）生徒の実態 

  男子１０名、女子１２名、計２２名のクラスである。平成２４年度、２５年度に実施した「ライフスタイ

ルアンケート」では、当校生徒全体が「すっきり目覚める」生徒や「自然に目が覚める」生徒が当時の上越

市中学生全体に比べて少ない傾向にあった。２年生では、今年度７月に実施した同アンケートにおいて「す

っきり目が覚める」４人(19.0%、前年度同数) 、「自然に目が覚める」９人（42.9％、前年度より２人減）

である。夜遅くまで携帯小説を読んだり、LINE やオンラインゲーム等をしたりして就寝時刻が遅くなって

いる生徒、メディアから離れられずに学習時間が確保できない生徒がいる。生徒の 70％以上が 22 時までに

は就寝しており、睡眠時間は平均で７時間程度とれているが、睡眠時間が非常に短い生徒や睡眠の質に問題

がある生徒がいることがうかがえる。そのためか、午前中から眠気に襲われ授業に集中できない生徒がいる。 

帰宅後の過ごし方は、パソコンや携帯ゲーム、携帯電話に関わっている生徒が上越市全体よりも多い（パソ

コン・携帯ゲーム「している 49.9％」上越市は H24 に 40～43％）（インターネット：携帯メール「してい

る 54.4％」上越市平均 48.9％）。特にインターネットや携帯メールは前年度に比較して時間が増加しており、

２年生では約３６分増と顕著である。帰宅後の学習時間は少なく、２年生では普段平日に学習している生徒

は 54.4％しかおらず、学年の平均時間も 25.7 分と１年生時に比べて 15 分ほど減少した。携帯電話がいつ

でも使える生徒は 12 人（57.1％）であり、１年生時に比べて３人増えている。 

  ７月に実施した「こころのアンケート」では、「自分によいところがあると思う」に肯定的評価をした生

徒は 76.2％（前年度同値）、「自分が好き」と答えた生徒は 33.3％（前年度より 28.6 ポイント減）である。

「自分は他人より劣っていると思う」と答える生徒が前年度同様に約 42％いる。自分に自信がなく、自尊

感情が低い生徒が多い。そのためか、仲間のよいところに気付くことはできるが、言葉を選ばず欠点を責め

てしまうことがあり、１学期には仲間を思いやる気持ちに欠ける言動がしばしばみられた。互いに高め合う

よりよい人間関係を構築できずにいる。 

メディアコントロール運動を通して、生活リズムをつくるとともに、仲間や家族との交流を深めながら健

康な心をも育み、今の生活が生涯の健康な心と身体づくりにつながっているという意識をもち、行動できる

ようにしたい。 
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（２）題材観 

  文部科学省の調査では、メディア接触時間をコントロールできる子どもは「朝気持ちよく起きられる」「自

分のことが好き」「自分にはよいところがたくさんあると思う」と肯定的な回答をする割合が高く、メディ

アは子どもの基本的な生活習慣づくりや心の発達に多くの影響を与えていることが報告されている。また、

生活リズムの安定が心の健康にも関係することが示唆され、家族・友人との触れ合いや交流、社会活動を生

活習慣の中で充実させていくことが重要であると指摘されている。 

   現代は情報化社会であり、利便性が追求され ICT 機器も急速に発展している。便利な半面、メディア接

触による青少年の事件、事故が多発している。外遊びの減少、食事や睡眠習慣といった基本的生活習慣の乱

れ、親子関係の希薄さによるコミュニケーション不足も指摘されている。過剰なメディア接触は生徒の心身

の健康に大きな影響を及ぼしている。 

これまでのメディアコントロール運動の取組では、目標が高すぎたり、目標を意識できなかったり、具体

的な行動目標が立てられなかったりしたために達成感が得られない生徒が多かった。目標が達成できなくて

も、眠気がある、だるい等の自覚症状が多少あるだけでそれほど困り感がないため、長時間のメディア接触

が心や体の不調に影響していることに意識がつながらず、自分の課題に気付ける生徒は少ない。そのため、

現状を改善しようとする意欲が湧かないと考えられる。 

また、目標を達成できる生徒が少ないことや、学んだ知識が十分に定着していないため、仲間へのアドバ

イスに具体性や説得力がなく単調である。メディア接触と心身の健康の関連についての知識習得や目標設定

において、自分のこととしてとらえ、日常の生活改善に生かせることが必要である。そのためにメディアコ

ントロール運動期間に取り組む前後には、心身への影響や余暇の過ごし方について理解を深める時間を設定

したり、生徒が自己の現状を振り返る活動を充実させたりする。その際、養護教諭や学年部職員、保護者の

協力を得る。また、個で考えるだけでなく、仲間や家族と考え、課題を共有しながら解決のための方法を探

る活動が必要である。 

メディアへの関わりを健康づくりの視点でとらえ、主体的にコントロールし実践できることは、生活リズ

ムをつくり、健康な心と体を育むことにつながる。自分の現状を振り返り、課題を見つけ、解決策を考えて

生活リズムを整えようと実践する態度を育みたい。さらに、仲間と課題意識を共有して共通の目標を設定す

ることで取組への意欲を高め、継続した取組ができることを期待する。 

  

（３） 授業ナビとの関連（「学び合い 10」及びその種類と視点，「授業スタンダード 10」について） 

  本題材では、「学び合い１０」の中でも以下の３点について特に意識して指導していく。 

学び合い④「関わり合う場の設定」･･･目的をもって生徒同士関わり合う場を設定する。 

 学び合い⑥「実践化への意欲づけ」･･･理想の姿を描くことで、意思決定や行動選択をし、実践していこう

と意欲付けをする。 

  指導全体を通して、３～４人のグループを作り活動する。グループは、生活を自主的にコントロールでき 

る生徒とメディア接触の時間が長く、目標達成が難しい生徒で編成する。 

  事前学習では、自分の生活の現状を仲間に伝えたり、仲間の生活を知ったりすることにより、相違点や自 

分の課題に気付くとともに、自分や仲間のよさにも気付くことができる。仲間の生活の仕方を参考にしたり、 

意見やアドバイスを参考にしたりしながら生活の中で生かせる点を見つけ行動目標を立てることができる 

と考える。そして、グループの共通目標を設定することで仲間意識を高め、メディアコントロール運動期間 

中にも励まし合いながら生活リズム改善に意欲的に取り組もうとする姿を期待する。 

  事後学習では、グループの共通目標達成について自分の取り組み方はどうだったのかをマッピングをしな 
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 がら話し合う活動を行う。目標達成のために工夫できた点やできなかった点について意見を出し合い、それ 

 ぞれ原因を考えていく。家庭環境は異なるが、互いの生活の仕方に対する見方や考え方、工夫の仕方につい 

 て触れて自分自身を振り返る機会となり、それがきっかけとなって生活を改善していくことができるように 

 したい。さらに、グループで取り組んでも目標達成の難しい生徒が意欲的に取り組むためには、クラスみん 

なで守らなければいけないという強い意志をもって臨ませることが必要と考える。そこで、本単元ではクラ

スの「ルールづくり」をし、クラス全員が共通の意識をもって生活リズム改善に取り組むようにさせたい。 

 

 学び合い⑦「家庭や地域との連携」･･･学校でできること、なすべきことを明確化し、家庭や地域での実践

を促す。 

  メディアコントロール運動は年間を通しての全校体制での取組であり、学級活動のみならずＰＴＡ活動、 

小学校とも連携して取り組んでいる。ＰＴＡ主催の講演会が開催され、親子でメディアとの関わりについて 

学ぶ機会を設定した。事前学習では、メディアが心身に与える影響や余暇の過ごし方について養護教諭から 

指導する場を設定し、メディアコントロールが生活リズムをつくり、健康な心と身体づくりに不可欠である 

ことを意識させる。それらを保健だよりや学級だよりを通して家庭へ伝え、協力を依頼し、メディアコント 

ロール運動期間には保護者にも具体的な家庭での支援方法を設定してもらい、生徒とともにメディアコント 

ロール運動に参加してもらうことで、取組への意欲を高める。 

事後学習では、保護者も授業に参加し、家庭での取組や支援について紹介してもらう。学級目標を設定す 

る場面ではグループの話合いに生徒とともに参加し、保護者にとっても他の生徒の生活の様子を知る機会に

もなり、生活の仕方に対する考え方や改善方法について改めて考える機会としてもらいたい。本題材での活

動が、安塚区学校園保健委員会の活動である毎月１回家族で目標を立てて協力して取り組む「我が家のメデ

ィアコントロールデー」や日々の家庭生活にも生きる学びとなるようにしたい。 

 

４ 評価規準 

集団や生活への 

関心・意欲・態度 

集団の一員としての 

思考・判断・実践 

集団活動や生活への 

知識・理解 

自分の課題やグループの目標達

成のための改善策を仲間や保護者

と話し合い、進んで取り組もうと

している。 

自分の生活リズムを見直し、仲間

や保護者と話し合いながら課題や

目標、解決策を考え、実践している。 

長時間のメディア接触が心身

に与える影響や余暇の過ごし方

を工夫することが生活リズムを

整えることを理解している。 
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５ 単元の指導計画 

 

次 活動内容 教師の指導・支援 評価 

事前指導（１） 

「昨年度と第１回

メディアコントロ

ールの結果を比較

し、グループの目

標を立てよう」 

○昨年度や第１回の取組結

果について比較しながら

説明を聞く。（生徒保健委

員） 

○学習を効果的に行う方法

や余暇の過ごし方につい

て理解する。（養護教諭） 

○グループの仲間でこれか

ら改善したいことを紹介

する。 

○グループで目標を設定し、

具体的な行動計画を立て、

全体で共有する。 

○理想の生活の仕方を考え

る。 

・学習内容を提示する。 

・学年全体の取組がどうだ

ったかについて考えな

がら聞くように指示す

る。 

・養護教諭の話はワークシ

ートにメモし、聞くよう

にさせ、メディア以外の

過ごし方について考え

させる。 

・前年度や第１回のシート

を参考に目標設定や工

夫点を考えさせる。 

・養護教諭や学年部職員が

各グループをまわり、助

言する。 

＊メディア以外の余暇

の過ごし方や学習時

間を設定し、教師の

助言聞き、理想の生

活リズムを設定して

いる。 

＊メディアが心身に与

える影響について再

確認し、自分の生活

や今回の取組で意識

したいことを書いて

いる。また、グルー

プ目標に対する意気

込みを書いている。 

強調期間 

「メディアコント

ロールでつくろう

生活リズム」 

○グループの共通目標達成

を目指して８日間取り組

む。 

 

・朝読書の時間に前日の過

ごし方をグループで振

り返らせる。 

・終学活では帰宅後の過ご

し方をシートに計画を

たてさせる。 

・シートに助言やはげまし

の言葉を記入し、意欲が

継続するようにする。 

＊グループの目標を達

成するために意識し

て家庭で取り組んで

いる。 

＊毎日のグループの振

り返り活動に意欲的

に取り組んでいる。 

事後指導① 

（１/２） 

 

「第２回メディア

コントロール運動

を振り返ろう」 

○自分の取組結果を発表し

たり、仲間の取組の様子を

聞いたりしながら振り返

る。 

○グループの目標が達成で

きたか、できた人とできな

かった人の取組を参考に

成功、失敗の原因と改善の

方法を考える。 

・発表の仕方や仲間へのメ

ッセージの視点を示し、

自分や仲間の取組結果

を振り返るようにする。 

・ホワイトボードにマッピ

ングの手法を用いて記

入させ、取組が成功や失

敗した原因を考えるよ

うにする。 

・グループの意見を全体で

共有する。 

＊成功、失敗した点に

ついて発表し合い、

原因について考え、

発言している。 

事後指導② 

（２/２）本時 

 

「メディアコント

ロールで生き生き

と充実した生活を

するための工夫を

しよう」 

○各グループの取組の様子、

学級全体の取組の様子を

知る。 

○家庭での保護者の支援に

ついて知る。 

○メディアコントロールを

成功させるためのクラス

のルールを考える。 

○クラスのルールを踏まえ、

ルールを守るための自分

の具体的な行動を考え、意

気込みを記入する。 

・１回目の取組と今回の取

組を比較しながら聞く

ようにする。 

・全員が取り組むことを考

えてルールを設定する

ように助言する。 

・保護者は生徒のグループ

に入り、保護者の願いや

将来を見据えた健康の

ためのメディアコント

ロールになるように生

徒に助言してもらう。 

＊班員の意見を聞きな

がら、自分の意見を

ホワイトボードに書

き込んだり、話し合

ったりしている。 

＊一人一人がクラスの

ルールを守れるよう

な具体的な方策を設

定している。 
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６ 本時の指導 

（１） 題材名  メディアコントロールで生き生きと充実した生活をするための工夫をしよう 

（２） ねらい 

 ○仲間や保護者の意見を聞き、クラスのメディアコントロールのルールを決める話合いに意欲的に取り組ん

でいる。 

○個の行動目標を考えるとき、クラスのルールを守るための具体的な方策を考えている。 

（３） 展開 

 ○学習活動  ・予想される生徒の意見・反応 ●教師の支援   ※評価 

導入 

２ 

○教師の話を聞き、前時の活動内容を振り返る。 

 

●前時の活動内容を振り返り、取組に成果があ

ったことを確認する。 

展開 

３８ 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 (3) 

 

 

 

 

 

 

(5) 

 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇学級の取組の状況について、養護教諭の話を聞く。 

・１回目に比べて余暇の過ごし方に工夫が見られた。 

・学習時間の合間に休憩ができるようになった。 

・学習時間が増えた。 

・メディア時間が減った。なかなか減らない。 

○家での取組についての保護者の発表を聞く。 

 

○さらに意欲的、継続的に取り組むための方法を考 

える。 

 

 

 

 

 

○健康的な余暇の過ごし方について話を聞く。 

 

○各グループに保護者が入り、個々の反省を踏まえ

て、クラス全員で守れるルールについて意見を出

し合い、ホワイトボードに記入する。 

・ご飯の時はテレビを消し、家族との会話を増やす。 

・読書を３０分間する。 

・毎日、家の手伝いをする。（夕食後の食器を洗う 

など） 

・余暇時間に体を動かす。 

・とにかく１０時には寝て、６時には起きる。 

・自主学習（宿題以外）を１ページはやる。 

○終わったグループから移動黒板にホワイトボー

ドを貼る。 

 

 

●1 回目と 2 回目、個人で取り組む方法とグル

ープで取り組む方法を比較しながら聞くよ

うに促す。 

 

 

 

 

●前時の話し合いを踏まえ、仲間と励まし合い

ながら取り組むことにより、効果があったこ

とに注目させる。 

●本時のねらいと活動を提示する。 

 

 

 

●既習内容を振り返りながら養護教諭が話を

する。 

●前時の話合いで出た意見を参考にしながら、

毎日(日常的に)全員が取り組め、達成可能な

ルールを考えるように助言する。 

※班員の意見を聞きながら、自分の意見をホワ

イトボードに書き込んでいる。  

［関心・意欲・態度］ 

（ホワイトボード・発言の内容） 

 

 

 

●ホワイトボードを黒板に貼る。 

 

各グループやクラス全体の取組について確認しよう 

メディアコントロールで生き生きと充実した生活をするためにクラスのルールを決めよう 



22 

 

(15) 

 

○グループで出た意見を代表者が全体に紹介し、ク

ラスで継続してできそうな取組を一つ選ぶ。 

 

●クラス会議の方法を用いて話合いを行う。 

※全員が取り組めるルールを真剣に考えて、話

し合っている。 

［関心・意欲・態度］ 

（ホワイトボード・発言の内容） 

終末 

１０ 

○クラスのルールを踏まえて、振り返りシート（黄

色）の右側にルールを守るために具体的にどう行

動するのかを記入する。 

○保護者はクラスルールに向けて家庭で協力する

ことを具体的に考え、発表する。（保護者は１つ

のグループになって話し合う） 

○数人の生徒が、ルールに対する自分の決意を述べ

る。 

○まとめ 

●クラスのルールを全員が守れるように個々

の行動目標を書くように促す。 

※クラスのルールを守れるような具体的な方

策を設定している。 

      ［思考・判断・実践］ 

（振り返りシート） 

 

（４） 評価 

仲間や保護者の意見を聞きながらメディアコントロールのクラスのルールを決める話合いに意欲的に参

加するとともに、クラスルールを守るための具体的な行動目標を考え、実践しようとしている。 

 

７ 事後活動 

 クラスルール達成のための取組は、授業後の１２月１日（月）～１２月１９日（金）までの３週間に実践す

る。各グループのシートにより、自分の行動目標について振り返るとともに、毎週金曜日にはクラス全体での

取組評価を行っていく。全校給食や生徒集会で各クラスの取組状況を紹介しながら実践への意欲が継続するよ

うにする。 

 

 

【引用・参考文献】 

・文部科学省：『中学校学習指導要領』，2008 

・文部科学省：『児童生徒の心と健康の生活習慣に関する調査研究』，2002 

・文部科学省：『子どものメディア接触と心身の発達に関わる調査・研究』，2005 

・堀 洋道監修・山本眞理子編集：『心理測定尺度集』，サイエンス社，2005 

・清川輝基・内海裕美：『「メディア漬け」で壊れる子どもたち』，少年写真新聞社，2013 

・公益財団法人 日本学校保健会：『平成 24年度メディアリテラシーと子どもの健康調査委員会報告書』，2013 

・金城学院中学校 高等学校：『中高生のためのケータイ・スマホハンドブック』，学事出版，2013 

・今津孝二郎監修、金城学院中学校 高等学校編著：『先生・保護者のためのケータイ・スマホ・ネット教育

のすすめ 「賢い管理者になるために」』，学事出版，2013 

 

 

 

 



 



 
１１月２８日 安塚中  「学校保健教育」研究発表会 協議会のＦＧ 



平成 26 年 11 月 28 日 県中教研 上越地区「学校保健教育」研究発表会 授業メモ資料 

１年 保健体育 

観点 良い点 改善点 質問等 

④ 

関

わ

り

合

い 

 

 

 

生徒の聴く姿、関わり合いの姿 

・話を聴く態度、相手の意見をきちんと聞く。 

・ペアの関わりが出来ていた。日頃の関わり合い

が良いのだと思う。 

・男女の仲がよい。グループの話合いができてま

とめられていた。 

明確な課題設定 

・グループワークの課題が明確で話合いがしっか

りとできていた。 

・よくありそうな内容で話題提供されていて、自

分のこととして考えやすかったと思う。 

・明確な課題提示が生徒の見通しが立ちやすく学

習意欲が高まりやすい環境をつくっていた。 

・嫌な言葉も挙げて、言われて嫌な言葉に気付き、

自分も気を付けようとすると思う。 

有効なグループワーク 

・ペア、グループ活動は学びを深める手だてとし

て有効であった。 

 

 

 

 

Ｑ、本時の授業内容に、

２年間当校で研究され

てきたデータで一番系

統的につながっている

点はどんな点か？ 

Ａ、「心の発達」につい

て学習することは、「自

尊感情」を育むことに繋

がっている。 

また、第２回メディア 

コントロール運動では、

保健学習で「経験が脳を

つくる」という学習をす

るので、そこと関連を図

っている。 

 

⑤ 

自

尊

感

情 

 

・話合いを自分たちで進めていき、まとめられる

発表できる姿はすばらしい。 

・クラスの中で、自分の気持ちや意見が発表でき

る。 

・一人一人が授業で活躍する場がある。 

・一人一人の発問を丁寧に拾っていた。 

・Ａとわたしの会話場面で

は、18名の少人数を生か

してロールプレイをさせ

ながら個々の思いを深め

させた方が良かったので

はないか。 

 

 

 

 

⑥ 

実

践

化

へ

の

意

欲

付

け 

 

 

・代表者がセリフを言う。→どう思うか気持ちを

書かせる。→肯定的な言い方が一番と感じる。

この一連の流れにより、知識が実感を伴い、と

ても良かった。 

・グループで話合うことを通じて、お互いの気持

ち、意識を一つにすることができた。それが実

践につながる。 

・日頃の会話から思いやりの言葉を気付かせてい

た。 

・「いいね／すごいね」「でも／うーん」と実際言

って感じる活動の場を取り入れていたのが、と

てもよかったです。 

 

・まとめ、振り返りの時間が

なく残念だった。 

・１回でなく、たびたびこの

ような機会があると生徒

は成長すると思った。 

（自分の反省も含め） 

 

 

 

 

 



２年 学活 

観点 良い点 改善点 質問等 

④

関

わ

り

合

い 

温かい学級づくり 

・話合いの活動が互いのことも考えながらできてい

る。 

・協働学習が身についている。 

・一人一人の発言を大切にしている。 

・クラス会議に慣れていて、自然に話合いが進んだ。 

・話合いのルールがクラスでできている。 

・元気で明るいクラスでとても楽しく授業が進んだ。 

・生徒の司会進行が素晴らしい。 

・多様な形態で話合いが進み、日頃の学級づくりの

良さが分かった。 

ルールづくりに対する明確な目的の提示 

・ルールづくりで大切なことや具体例が示されてい

て分かりやすかった。 

・話合う視点が明確であった。 

保護者の関わり合い 

・保護者も入ったグループワークを通して生徒が自

分でできるＭＣのイメージ化につながった。 

・保護者へのアンケート結果を子どもに提示する。 

・なぜ、クラスのルールを

決めるのかもう少し生

徒同士話し合えると良

かった。 

Ｑ、話合いの活動にもある程

度慣れが必要だと思うのです

が、日常的に取り組んでいる

のか？ 

Ａ、クラス会議は、小学校時

代から取り組んでいる。また、

関わり合う活動は、授業の中

でペアやグループで日常的に

行っている。 

 

Ｑ、ホワイトボードは日頃か

ら学習に使用しているのか？ 

Ａ、教室に常備し、話合いが

可視化できるように使用して

いる。 

⑥

実

践

化

へ

の

意

欲

づ

け 

 

教師の賞賛・励まし 

・あいメッセージを用いて嬉しかったことと前置き

しての話し方は、生徒の心に響きやすいので良か

った。意欲付けにつながったと思う。 

・先生方がたくさんほめてくれた。 

生徒同士の指摘 

・友達からのメッセージカードで肯定感がもてる。

意欲づけにつながる。 

・子ども同士の指摘、意見は受け入れやすい。 

・グループやクラス会議を通して意見を出し合い、

自分たちで決めたことが良かった。 

実践可能 

・できることが実践への近道である。そこをしっか

りと考えた意見が出ていた。 

・続けられるルールを考えたことは良いと思いまし

た。 

・「本当にできますか」という発問は効果的であった。 

可視化 

・課題がいつも見えている。はっきりとしていてわ

かりやすい。 

発問について 

・発問の仕方「メディアと

離れる」というより、「メ

ディアと上手にどう付

き合っていくか？」とい

うことではないかと思

った。 

・「先生嬉しかった」とい

う教師の気持ち押し付

けではなく、子どもが自

分のためにという気持

ちを大切にしたいもの

です。 

理由の提案も 

・クラス会議のときに、提

案の理由を言わせると

協議が深まるのではな

いか。 

（目指す姿に関する理由） 

 

Ｑ、余暇のメディア時間を減

らすためのルール決めだと思

うのだが、「食事中の会話」も

当てはまるのか？ 

Ａ、メディアをやめてという

前提です。 

 

Ｑ、2 回目のグループでルー

ルとしてどのようなものが決

められたか。 

Ａ、・2週間の総学習時間を 30

時間にする。 

・一日のメディア時間を 1 時

間減らす。 

・ワークなどの課題を一日 1

ページはやる。 

・寝る 1 時間前は、メディア

をしない。 

などです。学習に関すること

が多かった。 



・グループで話し合ったことをホワイトボードで見

えるようにしている。 

・「生き生きと充実した生活」を具体的な姿を示して

いて良い。 

ルールについて 

・決まったルールが、ＭＣ

から離れすぎたのでは

ないか。決まった内容は

良かったが。 

 

Ｑ、前時の協議の様子につい

て（できない理由についての

深まり）は、本時どのように

生かせていたのか？ 

Ａ、グループからクラスのル

ールへと移行させた理由とし

て、仲間と励まし合ったから

こそ、第 2 回ＭＣは達成率が

上がった、という生徒からの

意見を生かした。 

 

Ｑ、クラスの目標はどのよう

に評価するか？ 

Ａ、指導案の事後指導にある

ように、毎日班で評価してい

る。 

 

Ｑ、脳の働きまで既習の内容

になっていたので、かなり学

習されていたのでは？ 

Ａ、保健学習や保健指導で脳

の学習を行っている。 

 

 

⑦ 

家 

庭 

地 

域 

と

の 

連

携 

保護者の授業への参加 

・保護者同士の協議、我が家でできそうなことの出

し合い、情報交換から決定できている。 

・保護者の「生」の声が聞ける。 

・実践は家庭！保護者が一緒に参加しているのがよ

い。 

保護者からの励まし 

・自分のことや家族のことを褒める。 

・１回目、2 回目の結果を比較するときに保護者の

評価の比較もあって良かった。 

・保護者の関わりが、実践化への良い意欲付けにな

る。 

 

 

 

多くのご意見ありがとうございました。 

質問に関して、ここに書いた回答は不十分かもしれません。 

もし、お聞きになりたいことがあれば、安塚中学校へ直接ご連絡ください。 

＜問い合わせ先＞ 

 上越市立安塚中学校  

担当：研究主任  栗田 和恵 

住 所：上越市安塚区石橋６番地 

電 話：０２５－５９２－２０２２ 

ＦＡＸ：０２５－５９２－２１３６ 

Ｅ-mail：yasuchu@jorne.or.jp 


