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　子どもたちの心身の健康問題が増加する現代において，学校教育での対応の強化が必要と考える
が，それはできるだけ早い段階から行うことが重要である。現在の我が国の学校教育において，小
学校低学年での健康生活に関する学習は十分とは言えず，学習指導のあり方の検討を進めるととも
に，その推進を図る必要があろう。筆者らはこれらの考えのもと，2013年に小学校低学年・児童用
学習書として「けんこうなせいかつ」を作成したが，本研究では，本書を用いてどのように授業を
行ったらよいか，またどのような教材が有効かについて具体的に検討するものである。今回は特に，
子どもたちに進行している視力低下など目の問題を取り上げ，目を大切にした生活の仕方を考えさ
せる授業内容及び教材について検討した。
　本報告では，検討した授業を2014年10月に福島市立Ａ小学校で実践する機会を得たため，その結
果を報告するとともに，本取り組みの成果と課題及び今後の低学年の健康教育について考察する。
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小学校低学年における健康教育の検討
―２学年対象の「目をたいせつに」の授業実践及び教材開発を通して―

＊ａ　福島大学附属幼稚園　　　＊ｂ　福島大学人間発達文化学類

１　はじめに

　我が国では，戦後の高度経済成長期以降，子どもを
取り巻く環境は大きく変化し，そうした中で子どもを
めぐる多種多様な問題が次々と生み出されてきてい
る⑴。これらを踏まえ，本研究では，特に日常生活の
あり方に起因していると考える子どもの心身の健康問
題に着目し，彼らが自立・自律的に健康な生活を実践
できる力を育成するための学校教育における対応策を
検討していく。子どもの心身の健康問題の要因として
は，とりわけ遊びの変化による遊びの室内化や遊びの
種類の偏り⑵，便利で快適な生活，食生活の変化⑶⑷

等の影響が大きいと考えるが，子ども自身が自分の生
活の仕方を客観的に見つめ，改善のための実践力を身
に付ける教育が早い段階から求められよう。
　一方，このような状況に対して国も種々の対応策を
講じてきている。具体的には，1998年の学習指導要領
改訂に向け「21世紀を展望した我が国の教育の在り方」
について検討した第15期中央教育審議会はその第一次
答申（1996年）において，子どもたちの生活の現状―
ゆとりのない生活，社会性の不足や倫理観の問題，自
立の遅れ，健康・体力の問題等を踏まえ，「生きる力」
の育成の重要性を提起するとともに，それらを学校・
家庭・地域社会が連携して対応していくことの必要性
を提言した⑸。また，2005年には食育基本法（内閣府）
が制定され，学校における食育の推進が図られるよう
になった。さらに，2007年度から文部科学省による全

国学力・学習状況調査が実施されるようになり，学習
状況調査においては，子どもの生活実態を把握する項
目が設けられ，学力結果との関連性が分析されてい
る⑹。この他，文部科学省，都道府県，市・区等教育
委員会の研究指定校（又は推進校）や研究協力校となっ
て小学校低学年から「健康教育」の取り組みを行う学
校も見られている⑺～⑾など。
　以上のように，子どもの生活に関わる問題への対応
が学校教育においても進められている。しかしながら，
これまで浜島が調査してきた台湾やアメリカウイスコ
ンシン州（以下，アメリカと記す）の教育に比べ，健
康な生活を体系的に学ばせることについての我が国の
教育の位置付けは未だ弱いと言わざるをえない。当調
査を始めた1993年（台湾）⑿及び1999年（アメリカ）⒀

において，両者とも小学校においては１学年から健康
教育が教科として設置されており，アメリカでは幼稚
園から高校までを通した「Health Education」のカリ
キュラムが作成されていた⒀。台湾でも現在は健康に
関わる小・中学校９年一貫のカリキュラムが作られて
いる⒁が，台湾及びアメリカにおける内容例は表１の
通りである。
　なお，日本，台湾，アメリカの児童・生徒を対象に
実施した比較調査において， 日本の子どもたちの健康
に対する意識が非常に低く，健康生活に対する実践も
乏しい状況が見いだされている⒃～⒅。これらの結果
も含め，我が国における今日の子どもの実態を踏まえ
れば， 健康な生活を自立・自律的に営むための教育が
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低学年から強化されなければならないが，現状では低
学年において“保健”も位置付けられていない。
　そこで筆者らは，子どもの生活改善を目指した学
校教育における健康教育を低学年から推進するべく， 
2013年に低学年用の学習書「けんこうなせいかつ」⒆

を作成した。内容は，〔きそく正しいせいかつ〕〔しょ
くじ〕〔歯と目のけんこう〕〔うんどう・せいけつ〕〔た
いせつないのち〕〔あんぜんなせいかつ〕で構成したが，
これらの学習を通して，子どもたちが低学年の時期か
ら健康な生活に関心を持ち，健康な生活を主体的に実
践できる力を育んでほしいと願っている。
　本研究では， 学校教育における対応策の一環として

「けんこうなせいかつ」に関する具体的な授業内容及
び教材について検討するが，今回は子どもたちの視力
低下⒇等，目の使い方に関する問題が進んでいる中，
目を大切にした生活を考えさせる授業の検討及び教材
開発を行った。本小論では，この授業を実施させてい
ただいた福島市立Ａ小学校（２学年対象）での結果を
報告するとともに， 本取り組みの成果と課題及び今後
の低学年の健康教育について考察する。 

２　「目をたいせつに」の授業及び教材
　開発
１．授業について
　⑴　授業内容の構築にあたり考慮したこと
　授業者の富岡美穂は福島大学附属幼稚園（以下幼稚
園とする）で養護教諭として勤務し，毎月の体重測定

の際にミニ保健指導（15分程度）を行ったり，食育を
強化したりするなど積極的に健康教育を実践してい
る。そこで，今回小学校２学年を対象とした授業を実
施するにあたり，年長児の実態を踏まえながら検討を
進めた。
　具体的には，導入で扱う目の名称については年長児
全員が答えることができていたため，小学生において
も活発な回答が出ると予想できた。また展開部分で取
り上げる目のはたらきについては，年長児の場合ま
ゆ毛やまつ毛のはたらきは分かっていたが，目そのも
のや涙のはたらきについてはなかなか回答が得られな
かった。これについて２学年児童はどのような反応を
示すのか知りたいと思い，取り上げることとした。
　クイズを取り入れたのは，児童が積極的に考え授業
に参加できるようにするために，身近な手法で問いか
け，教師とのやり取りがスムーズにできるようにした
いと思ったことによる。そうすることで彼らの興味を
より高めることにつながるのではないかと考えた。目
の体操については日頃から目に良い行動ができるよう
になってほしいとの願いから，酷使しがちな目を自分
でいたわれる方法をと考え，児童が簡単にいつでもど
こでもできる目の体操を伝えることとした。　
　教材についても，目の模型を作成して，目の構造や
はたらきを視覚的に理解させたいと考え用意した。ま
た学習書⒆の設問のページを印刷して児童に配布し，
みんなで考える時間を確保するようにした。さらに，
目に良い食べ物についてもイメージしやすくするため
に写真を提示することとした。
　このような授業や教材の提示を通して，「歯」など
とは違い普段あまり気に留めない「目」について，児
童がしっかりと学ぶことができる機会にしたいと考え
た。
　⑵　授業の実施にあたり考慮したこと
　授業の実施にあたっては，事前に実践小学校の２学
年担任教諭３名と打ち合わせを行い，その結果を基に
以下の配慮事項を考えた。
①　学級担任に，各クラスの雰囲気や特徴を伺った。

また，授業案を見ていただき改善や修正事項を話し
合った。さらに板書計画を相談したり役割分担を決
めたりした。

②　児童を着席のままの学習だけにせず，特に導入時
には全員が教師の話に注目するように教師の前に集
まって座る体制を取ることとした。

③　特別支援学級の児童も含まれているため，彼らに
も目を配り，発言しようとした場合は対応すること
を確認した。

④　多くの教材を用いて，視覚にうったえ，目に対す
る印象を強くするよう考慮した。また動物を登場さ
せて，自分の身体にも興味を引き付けるようにした。

⑤　学習書⒆と同じイラストを用いたり，拡大版を黒

表１　外国の小学校における健康教育の内容例
―台湾及びアメリカ の例―（何れも１学年から実施）
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板に掲示したりすることで授業を身近に感じさせ， 
授業の振り返りもできるように工夫した。

⑥　教材は文字やイラストの大きさ，配色に留意し実
物を多く用いることで理解しやすくした。

　⑶　実施した授業
１）授業実施日・実践小学校及び対象学年
　①　授業実施日…2014年10月20日㈪　２校時～４校
　　時（１～３組，１校時ごとに実施）
　②　実践小学校・対象学年・児童数

　福島市立Ａ小学校（福島市北西部）の第２学年
を対象に実施した（特別支援学級より各組１名ず
つ参加）。クラス別児童数は表２参照。

２）授業のねらい
　基本的な生活習慣や健康で安全な生活態度を身に付
けるために本授業では「目をたいせつに」をテーマと
した。児童が目の構造や働きについて学ぶ中で日常生
活を振り返り，目を大切にした生活の仕方を考えるこ
とができるようにするとともに，人間の気持ちが目の
形にも表れることを知り相手の気持ちを考えるなど，
目は重要な役割があることに気づかせ，児童一人ひと
りがめあてをもって目を大切にした生活を送ろうとす
る実践意欲を高めていきたい。
　上記を基に具体的なねらいを次のように設定した。

1.　目にはどんな役割があるか考え，分かるように

する。
⒉　目にやさしい生活をするために大切なことは何

かを考え，意識するようにする。
⒊　目の形を見てその気持ちを考え，相手の気持ち

に気づけるようになる。
３）方法
　⒈　45分の授業を３クラスで実施した。
　⒉　Ｔ１・Ｔ２の２名体制で実施した。Ｔ１を富岡
　　美穂（養護教諭），Ｔ２を学級担任が担当した。
　　※Ｔ２には主に板書と児童が挙手したときの対応 
　　　や補佐を依頼した。
４）実践校に準備していただいた物
　⒈　ホワイトボード，マーカー４色
　⒉　学習書⒆ p.59，p.61の拡大版
５）授業案及び板書計画
　　授業案及び板書計画は表３，表４の通りである。
６）教材の開発
　⒈　人間の目の名称とはたらきを考えるための教材
　図１を見てそれぞれの部位を指さしながら，どんな
はたらきをするのか児童に考えさせる。
　　サイズ：Ａ４，カラー
　　確認ポイント　　　　　
　　　①眼
　　　②まゆ毛
　　　③まつ毛
　　　④涙

    
    

表２　対象児童数（クラス別人数）

表３ 「目をたいせつに」の授業案
保健指導 10 月 ＜略案＞「目をたいせつに」 
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表３ 「目をたいせつに」の授業案
保健指導 10 月 ＜略案＞「目をたいせつに」
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表４　板書計画

図１　人間の目の名称とはたら
　　きを考えるための教材
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　⒉　動物の目のクイズに使用した教材
　図２を見て，夜行性のフクロウ，両性類のカエル，
敵の多い広大な土地に住むシマウマ，砂漠に住むラク
ダ，それぞれの目を観察し特徴を知る。そして人間の
目との違いに気づかせる。

　種　類：鳥類，両生類，哺乳類
　サイズ：Ａ４の白紙で覆い目の部分を切り抜く

　⒊　人間の目の大きさを考えるための教材
　人間の目の大きさを考えさせるため，３種類の大き
さを示す教材を作成した。身近にあるお金を用いて作
成し，大きさを想像しやすくした。

＜材料＞
　■サイズＢ６で３色の厚紙を並列につなげる
　■①１円玉・②10円玉・③500円玉を貼る
　（図３参照）

　　

　4.　人間の目の形状を考えるための教材
　目の形状を考えさせるために，図４の３種類の形の
教材を作成した。

　①平らな形：綿棒の容器のフタに黒のテープを貼る
　②半円の形：おもちゃのカップに黒のテープを貼る
　③球の形：卓球の球に黒のテープを貼る
　

　⒌　人間の目を全体的にとらえるための教材
　人間の目はどのようになっているのか，大きさ，形
など全体をとらえることができるように図5-1～5-3の
教材（目の模型）を作成した。

＜材料＞
　■やわらかいボール（直径７㎝）
　■黒，茶色のビニールテープ（瞳孔）
　■生ゴム１㎝幅10㎝×６本
　■つけまつ毛（４枚分）
　■肌色フェルト布20㎝×20㎝１枚
　■ペットボトル（角の無い炭酸飲料１ℓ容器）

＜作り方＞
①　直径約７㎝のやわらかいボールに，瞳孔用の茶と

黒のテープを重ねて貼る。
②　生ゴムを６本用意し，上下各１本，左右各２本ず

つ両面テープで貼り付ける。
③　ペットボトルの口側を高さ約10㎝に切り，　先を

一つに束ねたゴムをペットボトルの口に通す。
④　フェルトで作ったまぶたに糊でまつ毛を付ける。

　⒍　目にやさしい生活をしよう
　ここでは学習書⒆ のp.59（図６）の拡大版を黒板に
掲示し（写真１）， １問ごとに答えを発表させ確認を
した。
　⒎　目に良い食物を考えるための教材
　目を大切にする生
活において食生活も
重要であることを学
ばせるため，○野菜，
○果物，○肉・魚の
写真を拡大したもの
を用意し（写真２），
これらの食物を好き
嫌いなく食べること
で身体が大きくなるのと同時に眼球も育ち，視力の低
下も防げることなどを話した。

図２　環境によって目の働きに違いがあることを
　　知るための教材

図３　人間の目の大きさを考えるための教材

①     ②    ③ 

図４　人間の目の形状を考えるための教材

図 5-1　眼球の構造を可視化するための教材

図5-2　眼球にまぶたを付け
　　　 眼球の動きをみるた
　　　 めの教材

図5-3　眼球を上か
　　 　ら見たもの

写真２　目に大切な食物
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　⒏　目の形クイズ
　目の形はどのような気持ちを表しているのか， 学習
書⒆ のp.61（図７）の拡大版を黒板に掲示し（写真３），
考えさせた。

　⑷　授業に対する意見・感想
１）参観の教員より（校長先生・２学年担任教員）
　授業を参観した教員から出された意見等は下記の通
りである。○適切だったと思われる点，及び△要改善
点に分類して示した。
○適切だったと思われる点
・目の写真で導入に集中させることができた。また，

多くの資料で子どもたちが理解し考えることができ
た。

・授業者の話し方や接し方に，子どもたちは安心して

自分の感じたことや思いを述べることができた。ま
た，とても良い表情で授業を受けていた。

・普段ゲームをしていた子どもたちが，これからは時
間を守ってやろうという意識が高まった。

△要改善点
・学級の課題を組み込み，話し合いでの問題解決を図

り自己決定するように展開されるとよい。
・目を元気にするための実践化のために，目の体操を

入れるとよかった。
・今日のまとめとしてプリントしてもよかったのでは

と思う。
・もっと授業者の声のメリハリをつけると，子どもた

ちが「ここは大事」，「聞かなければならない」と分
かり，より集中できたのではないか。

・目の形クイズから入ってもよかった。クイズから入
り，目に関心を持たせる。

・内容が多かったので，内容の精選が必要。（動物の
目は無くてもよかった。）

図６　目にやさしい生活をしようの振り返りの問題

写真１　振り返りに使用した学習書の拡大版

図７　目の形クイズ（学習書⒄p.61より）

写真３　目の形に関するクイズ（授業の様子）
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２）児童の感想
・なみだは，水分・えいよう・バイキンをながすとは

しらなかったです。ぼくは１日ゲーム40分だけど30
分にします。

・どうぶつの目をクイズにしたりしてとてもたのし
かったです。これからは今までよりもっと目をだい
じにしていきたいです。

・目にある水はえいようがあるなんてわかりませんで
した。わたしの家は８時までになっているのでゲー
ムは30分までにします。

・ゲームは今日から30分でおわりたいとおもいます。
テレビは２メートルいじょうはなれます。先生にま
たあったらもっと目のことをおしえてください。

・目の形で，おこっていることやかなしい形をすれば
そういうかおが分かるのですね。しらなかったこと
がたくさんありました。

・目は丸かったのでびっくりしました。
・なみだが出るばしょや，ゲームをやりすぎるとまば

たきをしなくなることが分かりました。
・わたしはやさいがにがてなので，こんどからたくさ

んたべることにしました。
・いつもすききらいしているのですききらいをなくし

たいです。とおくのけしきを見るのはすきです。青
い空ほし空を見ているときれいです。

・すいみんがだいじとわかったのでこれからはたくさ
んねたいと思います。目をゆっくり休ませたいです。

３）授業者の感想
　授業後の印象として，内容が多く忙しくなってし
まったことがあげられる。学習書に添って進めたが，

「目をたいせつに」の部分を１時間内に詰め込んだこ
とが原因である。授業を終えて，やはり児童の理解を
深めるためには２時間以上かけてじっくり授業をした
いと思った。時間の都合で，目の体操を十分に伝える
ことができず残念だった。
　一方，どの学級も授業自体は想像以上に発言が多く
出されて，活発な展開ができたと思う。また，授業者
と学級担任が役割分担をすることで，初対面の児童も
授業に入りやすかったのではないか。特別な配慮が必
要な児童についても，担当教員の協力により発言した

り，復習のためのプリントで振り返りをしたり，と混
乱なく授業に参加できていた。
　また，教材を通し視覚にうったえることで２学年児
童により身近に感じることができたのではないだろう
か。その結果，児童は飽きずに授業に参加出来ていた
と思う。このように目に関する色々な教材を開発でき
たことも大きな収穫だった。授業後は廊下で児童に声
をかけられ，たくさんの笑顔を見ることができた。彼
らの感想を見ると“目を大切にしていこう”という気
持ちが生まれてきたようで，健康教育の必要性を再確
認できた貴重な機会となった。養護教諭という身体の
専門家が授業を行うことも意義があったのではないか。
　今後は，この授業の経験を踏まえて内容を精選し，
児童自身が目を大切にするためにどんなことをすれば
よいのかを考え，行動できるような授業を目指してい
きたい。

３　本取り組みの成果と課題
　現在の小学校の教育課程では保健学習は第３学年か
らの実施であるが，幼稚園での養護教諭の経験から子
どもは年齢に限らず自分の身体に興味があると実感し
ていたため，今回２学年を対象に授業ができたことは
大変貴重な機会だった。本授業が児童の記憶に残るも
のになっていれば実践の意義は大きいと考える。
　本授業では，一般に子どもたちがテレビやゲームに
関わる時間が多くなっている実態を踏まえ目の健康に
関する内容を取り上げたが，健康な生活のための学習
を日常的に行うことで，児童が将来にわたって健康で
より良い生活を自ら意識して実践するための基礎が築
けるのではないかと考える。
　授業者らは一昨年に小学校低学年用の学習書「けん
こうなせいかつ」⒆ を作成していたため，それを活用
できることで意欲的に取り組み，さらに授業者は幼稚
園年長児への指導経験を有していたことで小学校低学
年児童に対する指導への想いがつながり，授業内容の
考案や教材の検討をより意欲的に行うことができた。
　授業実施にあたっては種々の教材を用意して進めた
ことによって児童が飽きることなく，むしろ興味を
もって楽しく積極的に授業に臨む姿が捉えられ，用意
した教材は一定の効果があったと推察する。特に人間
と動物の目に対する教材への関心は高く，それをきっ
かけに積極的に学ぶ児童の姿もうかがえた。なお，ま
ゆ毛やまつ毛のはたらき，目そのものや涙のはたらき
については，それらの問いに一生懸命考える姿や自分
の意見を活発に述べる様子が捉えられた。この点から
も教材の内容や用い方により児童の興味関心を高める
ことに効果のあることが示唆された。
　さらに本授業の成果として，児童自身がこれから目
にやさしい生活をするために大切なものは何かを，自
分の生活を振り返って発言していたこと，また目を元

図８　児童の感想例
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気にするためには，寝ることや食べ物も関連している
ことに気づいたことがあげられる。すなわち生活を総
合的に考えて生活の仕方に目を向けようとするように
なったことが大きな成果といえよう。授業の最後には
遠くの景色を眺めたり，短時間ではあるが目の体操を
教師と一緒に体験したりした。このような体験が日常
生活での実践力につながっていくことを期待したい。
　今後の授業の課題としては，学習内容を再度吟味し
そのうえで児童一人ひとりが自らの生活を振り返る時
間を持ち，問題点や健康な身体をつくるために必要な
ことは何かを考え，児童同士意見を出し合う場面を作
るなど，さらなる工夫や改善点を検討したい。
　また，授業案では「導入・展開１～３・まとめ」を
計画したがこれらを２つに分けて，１時間目には「目
の名称・目のはたらき・動物と人間の目」までを，２
時間目に「目にやさしい生活をしよう・目を元気にす
るために・目の形クイズ・目を大切にしよう」を実施
するというように，ある程度時間をかけて進めること
で児童はより理解が深まるのではないかと考えられた。

４　今後の低学年向けの健康教育とその
　指導について
　今日の子どもたちの生活実態や，高齢化社会による
様々な問題等を踏まえると，我が国における早い段階
からの健康教育の導入を強く求めるものである。健康
は人任せで得られるものではなく，また短時間で出来
上がるものでもない。毎日の生活習慣が積み重なって
心と身体がつくられていくのである。そのことを十分
認識し，学校教育での学習の推進や強化が必要である
と考える。
　滝澤は，「健康教育は，疾病予防の教育にとどまら
ず，安全教育，性教育など広い分野にわたっているが，
その究極のねらいは，各人がライフスタイルを改善し
て生活の質の向上をめざすことにある。」�と述べてい
る。このためにもできるだけ早い段階から学習を積み
重ねていくことが必要であり，自分の生活の仕方を見
直すことを習慣化し，自立・自律的に健康な生活を実
践できる力を育成していくことが重要であろう。それ
はすなわち，Quality of Life（生活の質）の改善を図り，
豊かな人生を築くことにつながるものと考える。
　ところで，現在実施されている健康教育に関わる教
科等として，主に体育科（保健），家庭科があげられ
るが，最も関連の深い“保健”の学習は低学年には無
く，３学年以降の体育科の一部に設定されている。し
かし，３～４学年で学習する“保健”の領域は８単位
時間，その他健康診断等の学校行事での取り扱いにと
どまっている。このような部分的な位置付けや扱いで
ある点を見直し，健康な心身をつくることがすべての
基礎であるという認識にたって教育課程上での扱いを

強固なものにしていくことが望まれる。そして，発達
の段階を踏まえた，小・中・高等学校へとつながる系
統的な学習の推進を強化することが重要であると考え
る。
　現行では保健等の健康教育が低学年に設定されてい
ないため，当面は特別活動や生活科の時間などを利用
して推進していくことを期待する。その際，本小論で
取り上げた授業内容や教材を参考にしていただくとと
もに，授業者相互の実践交流が図られることを強く望
むものである。
　なお，今回低学年対象の授業実践を試みた結果，教
材を工夫したことによる効果が捉えられた。今後も好
奇心旺盛な児童のやる気を刺激しながら，健康の大切
さに気づき，日頃の生活の仕方を見直すことにつなが
る授業について検討していきたいと考える。また，他
国の健康教育の状況もさらに調査し，我が国での在り
方を追究していきたい。
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