
プログラムを取り入れた指導事例（小学校５年 保健） 
 

        
１．単元名   「けがの防止」  
 
２．単元について  
（１）単元観  
   私たちが生活する場には，いかなるところでも事故が発生する可能性がある。現実に，小学生が

交通事故や水難事故にあっているニュースもよく報道されている。身近な学校生活，家庭生活にお

けるけがも非常に多い。 
   事故等によるけがや死のほとんどは，日常生活のありふれた行動や環境の中に要因がある。しか

し，児童の多くは，事故の発生を「運が悪かった」や「自分の不注意」など，単に表面的にとらえ

ていることが多い。そのため，事故の本当の発生要因に気づかずにけがを繰り返すことも少なくな

い。 
   そこで本単元では，けがや事故は「人の行動」と「環境」が原因となっていることを学ばせたい。

自分たちの学校生活でのけがや事故も，さまざまな原因により起きていることに気づき，正しい判

断や安全な行動をとり，環境を安全に整えておくことの大切さを知らせていきたい。また，「人の

行動」や「体の調子」と深く関わっており，共に良好でないと危険に気づかなかったり，正しい判

断ができなかったり，体が思うように動かなかったりして危険を回避できないだけでなく，危険な

行動の誘発にもつながることも理解させたい。 
 
（２）児童・生徒の実態  

 
＜実態調査から＞（アンケート） 

問い 回答 回答人数 

①あなたは，けがをしたこ

とがありますか。 
・はい 
・いいえ 

３０人 
０人 

②どんな場所でけがをしま

したか。 
 （複数回答） 

・校庭 
・家の中や近く 
・教室 
・道路 
・体育館 
・階段 
・その他 

１８人 
８人 
４人 
３人 
１人 
１人 
１人 

③どんなけがをしました

か。 
 （複数回答） 

・すりきず 
・切りきず 
・打撲 
・ねんざ 
・骨折 
・皮がむけた 
・物にはさんだ 
・つき指 
・その他 

１２人 
９人 
６人 
５人 
３人 
２人 
１人 
１人 
１人 



問い 回答 回答人数 

④どんな状況でけがをしま

したか。また，どんなこ

とが原因でけがをしまし

たか。 
 （複数回答） 

○陸上部の活動中 
 ・幅跳びで着地に失敗した 
 ・転んだ 
 ・練習の疲れで痛めた 
○校庭で遊んでいる時 
 ・すべって転んだ 
 ・遊具から落ちた 
○教室にいる時 
 ・いすで遊んでいた 
 ・机の角にぶつけた 
 ・おどろかされて転んだ 
 ・他の人がふざけていてぶつかった 
 ・紙で指を切った 
○体育の授業中 
・鉄棒をしていて手の皮がむけた 
・組体操の練習で失敗した 

○家の中や周り，道路にいる時 
 ・車庫から落ちた 
 ・自転車で転んだ 
 ・庭に落ちていたガラスの破片で切った 
○廊下や階段で移動している時 
 ・急いでいて転んだ 

７人 
 
 
 

６人 
 
 

５人 
 
 
 
 
 

３人 
 
 

３人 
 
 
 

２人 
 

⑤けがをした時に，困った

ことはどんなことです

か。 
（複数回答） 

・痛くて辛かった。 
・歩きづらくなった 
・陸上部の活動ができなくなった，選手になれなかった 
・血が止まらなくなった 
・頭がくらくらした 
・鉛筆が持てず，字を書きづらくなった 
・その他 

１３人 
７人 
５人 
２人 
１人 
１人 
５人 

 
＜考察＞ 

   調査の結果，本学級の児童の全員が何らかのけがをした経験があることが分かった。けがをした

場所は学校の校庭が多いが，次いで家の中や近く，教室の中でもけががよく起きている。けがの種

類については，すりきずなどの軽いけがが多いが，本学級の３人の児童が５年生になってから足の

骨折という大きなけがを経験している。３人の内１人は校内の階段で，２人は家の中や周りで事故

にあっている。 
けがをした原因や状況については，校庭で部活動をしている時や休み時間に遊んでいる時が多い。

教室で遊んでいて物や人にぶつかってけがをしたり，友達にけがをさせたりすることも度々ある。

また，急いでいて転んだというような心理的要因によるけががあることにも気づいている児童もい

る。さらに，けがをすることによって痛みの辛さや日常生活への支障など，自分の身に困ったこと

が起こることも感じている。 
  これらの児童のけがの経験を生かして，けがを防止しようとする意識を引き出せるように支援し

たい。 



＜Ｑ－Ｕ検査を受けて＞ 

※検査の結果から見た児童の実態 

学校生活満足群（２０人），侵害行為認知群(１人)，

非承認群（２人），学校生活不満足群（７人），要

支援群（１人） 

学校生活に概ね満足している児童が過半数ではあ

るが，不満足群に属する児童も複数名おり，この群

の児童は，自己中心的で友達とのコミュニケーショ

ンが得意でない児童が多い。 

 

※Ｑ－Ｕ検査を受けての取り組み 

（日常的な支援） 

児童同士の前向きな関わり合いを増やし，人間関

係を円滑にするために次のことを行う。 

 

① 学級の実態を受けて，具体的な生活目標を学級会で話し合って決め，目標が達成できた

ら「クラスの宝物」として掲示し，皆でレクなどのお祝いをする。 

② 児童がお互いの長所を認め合えるように，「友達のいいところ探し」の活動を定期的に

行う。 

③ コミュニケーション障害があり，特別な支援を要する数人の児童に関しては，個人目標

をそれぞれに設定し，毎日継続して意識させる。周りの児童には，支援を要する児童の個

性を説明し，理解させた上で適切な接し方を指導する。 

④ 一人一人が自分の長所や持ち味を生かせるような係，実行委員などの活動に取り組む機

会を多く設け，自分の役割への意欲や責任感を持たせるとともに，自分にもできることが

ある，教師や友達に認めてもらえるという達成感，満足感を味わえるようにする。 

（本単元に行う支援） 

コミュニケーションが得意でない児童たちが，周りの児童との話し合いにできる限り参

加できるように，グループのメンバーを考慮して配置する。当日は個別に声をかけて支援

するなどして配慮する。また，周りの児童には，友達一人一人の個性や長所を認めること

を指導し，お互いに高め合っていける雰囲気を作って本単元の指導に臨めるようにしたい。 

 

（３）指導観 

   実態調査の結果から，本学級の児童全員がけがをした経験を持っており，けがをするこ

との辛さや困り感を感じているようである。本学級は活動的な性格の児童が多く，年度初

めから学級内でけがが頻繁に起こっている。原因はさまざまだが，生活において自分や周

りの人の体の安全を守ろうとする感覚や意識が身についていないことが大きな要因であ

る。 

今年度に入ってから学級の３人もの児童が骨折という大きなけがを経験している。この

ような大きなけがが続く状況を改善していかなければならないと強く感じている。 

そこで，本単元では児童がけがや事故について関心を持ち，その原因や防止について考

える機会を持たせたい。自分や友達の身に起こった身近なけがの状況を事例として示し，

学び合いの場を設けて，お互いに意見を出し合うことで，けがには発生要因があるという

ことを実感を持って学ばせたい。そして，自分の生活の仕方を振り返り，今後けがや事故

を起こさないよう安全に生活しようとする意欲と態度を身につける機会としたい。 



３．単元の目標  
    ＜健康・安全への関心・意欲・態度＞ 

けがの発生要因や防止の方法について，課題や資料，実習などをもとに友達と意見交換

  をしたり，発表したりして，与えられた課題に取り組むことができるようにする。 

    ＜健康・安全についての思考・判断＞ 

    けがの発生要因や防止の方法について，事例や自分の経験をもとに，課題や解決方法

を見つけたり，日常生活に当てはめたりして，適切な行動を選択できるようにする。  
    ＜健康・安全についての知識・理解＞  

・交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には，周囲の危険に気

づくこと，的確な判断の下に安全に行動すること，環境を安全に整えることが必要であること

を理解できるようにする。 
・けがの簡単な手当の仕方を理解し，自分で手当ができるようにする。 
 

４．評価規準  

観点  
ア健康・安全への 

関心・意欲・態度  
イ健康・安全についての  

思考・判断  
ウ健康・安全についての 

知識・理解  

内容のま

とまり (領
域 )ごとの

評価規準 

けがの防止について関心を

持ち，学習活動に意欲的に取り

組もうとする。 

けがの防止について，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，それらを表し

ている。 

 交通事故や身の回りの生活の

危険が原因となって起こるけが

の防止，けがの手当について，

課題の解決に役立つ基礎的な事

項を理解している。 

単元の評

価規準  
・けがの防止について，教科書

や資料などを見たり，自分の

生活を振り返ったりするな

どの学習活動に進んで取り

組もうとしている。 
・けがの防止について，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

で取り組もうとしている。 

・けがの防止について，教科書

や資料を基に，課題や解決の

方法を見つけたり，選んだり

するなどして，それらを説明

している。 
・けがの防止について，学習し

たことを自分の生活と比べた

り，関係を見つけたりするな

どして，それらを説明してい

る。 

・交通事故や身の回りの生活の

危険が原因となって起こるけ

がとその防止について理解し

たことを言ったり，書いたり

している。 
・けがの手当について理解した

ことを言ったり，書いたりし

ている。 

学習活動

に即した

評価規準  

① けがの原因や防止について

の話し合いに積極的に関わ

ったり，進んで調べたり書い

たりしている。友達の意見に

も耳を傾けようとしている。

（ワークシート，発表） 
 

② けがの応急手当の仕方を友

達と協力しながら意欲的に

練習しようとしている。（観

察） 

① 資料を読み取ってけがの発

生状況から課題を見つけ，け

がの原因について考えて書

いたり発言したりしている。

（ワークシート，観察） 
 

② けがの発生原因について

学習したことを自分の生

活に関連付けて，交通事故

や身の回りの生活の危険が

原因となって起こるけがを

防止する方法を考えて書

いたり発表したりしてい

る。（ワークシート，発表） 

① けがの発生には，人の行動

と環境が関わっていること

がわかり，発表したり書いた

りしている。 
 （ワークシート，発表） 
 

② けがを防ぐためには，安全な

行動をとることが大切である

こと，環境や安全を整えてお

くことが必要であることを理

解している。 
（ワークシート，発表） 
 

③ けがの応急手当の方法が

分かり，自分や友達のけがの

簡単な手当の仕方を理解し

ている。（観察） 

 



５．指導計画（４時間扱い）  

学習過程 
（時間） 

ねらいと学習内容 
評価規準 

ア関 イ思 ウ知 

けがの発生の

原因（１） 

１／４（本時） 

・日常生活の中で今まで経験したけがや事故を思い起こし，けがが

起こる原因を考えられるようにする。 

・けがは人の行動や周りの環境が原因で起こること，人の行動は心

の状態や体の調子と関係していることを理解する。 

 ① ① 

学校や地域で

のけがの防止 
（１） 

・けがを防ぐためには，安全な行動をとることが大切であること，

環境や安全を整えておくことが必要であることを理解する。 

・犯罪から身を守るためには，犯罪が起こりやすい場所に近づかな

いこと，すぐに助けを求めることなどが大切であること，安全な

環境をつくることが必要であることを理解する。 

① ②  

交通事故の 

防止（１） 

・さまざまな交通場面に隠れている危険を考えられるようにする。 

・交通事故を防ぐためには，危険に早く気づき，正しい判断をして，

安全な行動をとることが大切であることを理解する。 

・交通事故を防ぐためには，環境を整えておくことが必要であるこ

とを理解する。 

 ② ② 

けがの手当 

（１） 

・けが人が出た時は，落ち着いて観察する，正しく通報するな

ど，適切に対処する必要があることを理解する。 

・すり傷や切り傷，ねんざ，打撲，鼻血，やけど等，けがをし

た時の簡単な手当ができるようにする。 

②  ③ 

 

 

６．本時の指導（１／４）  
（１）本時の目標  
 ＜関心・意欲・態度＞ 

身近な生活におけるけがの原因やその防止について関心を持ち，進んで課題を見つけたり，

課題解決に取り組んだりすることができるようにする。 

＜思考・判断＞ 

身近な生活におけるけがの原因やその防止について課題を設定し，解決の方法を考えたり，

判断したりすることができるようにする。 

＜知識・理解＞ 

けがは，人の行動や周りの環境が原因で起こること，人の行動は心の状態や体の調子と関係している

ことを理解することができるようにする。 

 

 

 



（２）展開  

過
程 

形
態 

学習活動と内容  指導・支援(○) 評価（※） 用具・資料  

見
出
す
（
５
） 

一
斉 

１．学校全体と，５年△組で今年起きたけが

の資料を見る。 
  ・学校でこんなにたくさんのけがが起きて

いるのは，どうしてだろう。 
  ・骨折した人がクラスに３人もいるのは，

問題だ。 
２．クラスの友達が実際にけがをした場面の

再現写真を見て話し合い，学習問題を把握

する。 
 ・○○さんがけがをした時，大変そうだっ

た。 
・なぜこのようなけがが起こったのだろう。 

 

○ 学校全体でも，５年△組でも

けががよく起こっていることを

資料から読み取ることができる

ようにする。 
 
 
 
○ どうして，このようなけがが

起こってしまったのか，写真を

提示して課題意識を持つように

する。 
 
 

・けがの発生

状況の資料 
 
 
 
 
・けがが起こ

った場面の

写真（２枚） 

調
べ
る
（
２
５
） 

個
人
・
グ
ル
ー
プ 

３．けがをした場面の事例をグループで１つ

選び，そのけがが起こった原因について

まず，個人で考え，ワークシートに考え

を書く。 
４．選んだ事例について，個人で考えたこと

をもとにグループで話し合う。 
   
 
 
 
 ・床が滑りやすかったから。 
 ・狭い場所で遊んでいたのがよくなかった。 
 ・足元をよく見ていなかったからではない

か。 
 ・きっと，急いでいて，あわてていたのが

原因だ。 

○ けがの事例を出した児童にけ

がが起こった時のことを説明さ

せ，心の状態や環境について考

えられるようにする。 
○ グループで話し合って出た考

えを１枚の模造紙に書き込ませ

る。 
※資料を読み取ってけがの発生

状況から課題を見つけ，けがの

原因について考えて書いたり

発言したりしている。 
【思考・判断】（ワークシート，

観察） 
○「努力を要する児童」に対し，

けがの発生の原因を写真や説明

をもとに考えるよう助言する。 

・ワークシー

ト 
 
 
・模造紙 
（グループ

で１枚） 

深
め
る
（
１
０
） 

一
斉
・
グ
ル
ー
プ 

５．グループで話し合ったことについて発表

し合い，共有する。 
・けがには，いろいろな原因がある。 
 

○ 模造紙を提示しながら発表す

る。 
○ 各事例につき２～３グループ

発表し，自分のグループでは気

づかなかった考えを共有できる

ようにする。 

 

友達のけがは，何が原因で起こったのだろう。 学 

＜学び合いの観点＞ 
友達のけががどうして起こったのか 
（原因） 



過
程 

形
態 

学習活動と内容  指導・支援(○) 評価（※） 用具・資料  

ま
と
め
あ
げ
る
（
５
） 

一
斉 

６．学習問題のまとめをする。 
・けがは，周りの物などの状態（環境）が

関わっている。 
・けがは，友達の行動の仕方が関係してい

る。 
・友達の心の状態がけがにつながっている

ことがある。 

○ けがは，「人の行動」「周り

の環境」の２つが原因で起こる

こと，また人の行動は，心の状

態や体の調子と関係しているこ

とをおさえる。 
※けがの発生には，人の行動と

環境が関わっていることがわ

かり，発表したり書いたりし

ている。【知識・理解】 

（ワークシート，発表） 
○「努力を要する児童」に対し，

板書にあるキーワードを手がか

りにして，まとめるよう助言す

る。 

 
 
 
 
 
・ワークシー  

ト 

 
 
（３）板書計画 
 

けがは，「人の行動」と「周りの環境」が原因で起こる。 ま 


