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 学習指導要領等の中の防災に関する主な内容を抽出しました。授業を行う際、防

災に関係していることを意識することが大切です。 

 
幼稚園教育要領（平成 29 年 3 月）【幼稚園】 

領域 指 導 内 容 

健康 第２章 ねらい及び内容 

２ 内容 

（10）危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方が分かり、安全に気を

付けて行動する。 

 

学習指導要領（平成 29 年告示）【小学校】 

教科 
学

年 
指導内容 

社会 

高

学

年 

第２節 

第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容 

〔第４学年〕 

（３）自然災害から人々を守る活動について，学習の問題を追究・解決する

活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

（ア）地域の関係機関や人々は，自然災害に対し，様々な協力をして対処

してきたことや，今後想定される災害に対し，様々な備えをしている

ことを理解すること。 

（イ）聞き取り調査をしたり地図や年表などの資料で調べたりして，まと

めること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

（ア）過去に発生した地域の自然災害，関係機関の協力などに着目して，

災害から人々を守る活動を捉え，その働きを考え，表現すること。 

〔第５学年〕 

（５）我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について，学習の問題を

追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう

指導する。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

（ア）自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや，自

Ⅵ  学習指導要領等における防災に関する主な内容 
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然災害から国土を保全し国民生活を守るために国や県などが様々な対

策や事業を進めていることを理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

（ア）災害の種類や発生の位置や時期，防災対策などに着目して，国土の

自然災害の状況を捉え，自然条件との関連を考え，表現すること。 

理科 

高

学

年 

第４節 

第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容 

〔第５学年〕 

Ｂ 生命・地球 

（３）流れる水の働きと土地の変化 

  流れる水の働きと土地の変化について，水の速さや量に着目して，そ

れらの条件を制御しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。 

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身

に付けること。 

（ア）流れる水には，土地を侵食したり，石や土などを運搬したり堆

積させたりする働きがあること。 

（ウ）雨の降り方によって，流れる水の速さや量は変わり，増水によ

り土地の様子が大きく変化する場合があること。 

イ 流れる水の働きについて追究する中で，流れる水の働きと土地の

変化との関係についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，

表現すること。 

（４）天気の変化 

  天気の変化の仕方について，雲の様子を観測したり，映像などの気象

情報を活用したりする中で，雲の量や動きに着目して，それらと天気の

変化とを関係付けて調べる活動を通して，次の事項を身に付けることが

できるよう指導する。 

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身

に付けること。 

（ア）天気の変化は，雲の量や動きと関係があること。 

（イ）天気の変化は，映像などの気象情報を用いて予想できること。 

〔第６学年〕 

Ｂ 生命・地球 

（４）土地のつくりと変化 

 土地のつくりと変化について，土地やその中に含まれる物に着目して，

土地のつくりやでき方を多面的に調べる活動を通して，次の事項を身に
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付けることができるよう指導する。 

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身

に付けること。 

（ア）土地は，礫れき，砂，泥，火山灰などからできており，層をつ

くって広がっているものがあること。また，層には化石が含まれ

ているものがあること。 

（イ）地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってできること。 

（ウ）土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。 

生活 

低

学

年 

第５節 

第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

 〔学校，家庭及び地域の生活に関する内容〕 

（１）学校生活に関わる活動を通して，学校の施設の様子や学校生活を支

えている人々や友達，通学路の様子やその安全を守っている人々など

について考えることができ，学校での生活は様々な人や施設と関わっ

ていることが分かり，楽しく安心して遊びや生活をしたり，安全な登

下校をしたりしようとする。 

（２）家庭生活に関わる活動を通して，家庭における家族のことや自分で

できることなどについて考えることができ，家庭での生活は互いに支

え合っていることが分かり，自分の役割を積極的に果たしたり，規則

正しく健康に気を付けて生活したりしようとする。 

（３）地域に関わる活動を通して，地域の場所やそこで生活したり働いた

りしている人々について考えることができ，自分たちの生活は様々な

人や場所と関わっていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，

適切に接したり安全に生活したりしようとする。 

 〔身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容〕 

（４）公共物や公共施設を利用する活動を通して，それらのよさを感じた

り働きを捉えたりすることができ，身の回りにはみんなで使うものが

あることやそれらを支えている人々がいることなどが分かるととも

に，それらを大切にし，安全に気を付けて正しく利用しようとする。 
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家庭 

高

学

年 

第８節 

第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容 

〔第５学年・第６学年〕 

Ｂ 衣食住の生活 

（６）快適な住まい方 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

（ア）住まいの主な働きが分かり，季節の変化に合わせた生活の大切さ

や住まい方について理解すること。 

（イ）住まいの整理・整頓や清掃の仕方を理解し，適切にできること。 

イ 季節の変化に合わせた住まい方，整理・整頓や清掃の仕方を考え，

快適な住まい方を工夫すること。 

体育 

中

学

年 

第９節 

第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容 

〔第３学年・第４学年〕 

Ｇ 保健 

  （１）健康な生活について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通

して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 健康な生活について理解すること。 

（ア）心や体の調子がよいなどの健康の状態は，主体の要因や周囲の

環境の要因が関わっていること。 

（イ）毎日を健康に過ごすには，運動，食事，休養及び睡眠の調和の

とれた生活を続けること，また，体の清潔を保つことなどが必要

であること。 

（ウ）毎日を健康に過ごすには，明るさの調節，換気などの生活環境

を整えることなどが必要であること。 

高

学

年 

第９節 

第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容 

〔第５学年・第６学年〕 

Ｇ 保健 

（１）心の健康について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 心の発達及び不安や悩みへの対処について理解するとともに，簡

単な対処をすること。 
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（ア）心は，いろいろな生活経験を通して，年齢に伴って発達するこ

と。 

（イ）心と体には，密接な関係があること。 

（ウ）不安や悩みへの対処には，大人や友達に相談する，仲間と遊ぶ，

運動をするなどいろいろな方法があること。 

道徳 

全

学

年 

第３章 

第２ 各学年の目標及び内容 

２ 内容 

Ａ 主として自分自身に関すること 

 ［節度，節制］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

健康や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがまま

をしないで，規則正しい生活をすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

  自分でできることは自分でやり，安全に気を付け，よく考えて行動し，節

度のある生活をすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

  安全に気を付けることや，生活習慣の大切さについて理解し，自分の生活

を見直し，節度を守り節制に心掛けること。 

Ｂ 主として人との関わりに関すること 

［親切，思いやり］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

  身近にいる人に温かい心で接し，親切にすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

  相手のことを思いやり，進んで親切にすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

  誰に対しても思いやりの心をもち，相手の立場に立って親切にすること。 

［友情，信頼］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

  友達と仲よくし，助け合うこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 
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  友達と互いに理解し，信頼し，助け合うこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

友達と互いに信頼し，学び合って友情を深め，異性についても理解しなが

ら，人間関係を築いていくこと。 

［相互理解，寛容］ 

〔第３学年及び第４学年〕 

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，相手のことを理解し，自分と

異なる意見も大切にすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，謙虚な心をもち，広い心で自

分と異なる意見や立場を尊重すること。 

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること 

 ［規則の尊重］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

 約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切にすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

 約束や社会のきまりの意義を理解し，それらを守ること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

 法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り，自他の権利を大切

にし，義務を果たすこと。 

Ｄ 主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること 

［生命の尊さ］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

 生きることのすばらしさを知り，生命を大切にすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

 生命の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであることを

理解し，生命を尊重すること。 
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特別活動 

学級活動 

全

学

年 

第６章 

 第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

 ２ 内容 

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 

ア 基本的な生活習慣の形成 

イ よりよい人間関係の形成 

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成 

（３）健康安全・体育的行事 

心身の健全な発達や健康の保持増進，事件や事故，災害等から身を守る

安全な行動や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感

や連帯感の涵かん養，体力の向上などに資するようにすること。 

（５）勤労生産・奉仕的行事 

勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，ボランティア活動などの

社会奉仕の精神を養う体験が得られるようにすること。 

総合的な学習

の時間 

第５章 

各学校においては、「探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学

習を行うことを通して，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくた

めの資質・能力を育成することを目指す。」という目標を踏まえ、各学校の総

合的な学習の時間の内容を定める。 
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学習指導要領（平成 29 年告示）【中学校】 

教科 指導内容 

社会 第２節 

 第２ 各分野の目標及び内容 

 ２ 内容 

 （地理的分野） 

  Ｃ 日本の様々な地域 

（２）日本の地域的特色と地域区分 

（ア）日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国土の特色，自然災害と

防災への取組などを基に，日本の自然環境に関する特色を理解すること。 

理科 第４節 

第２ 各分野の目標及び内容 

 ２ 内容 

 （第２分野） 

（２）大地の成り立ちと変化 

大地の成り立ちと変化についての観察，実験などを通して，次の事項を身に付け

ることができるよう指導する。 

（ウ）火山と地震 

○ア 火山活動と火成岩 

     火山の形，活動の様子及びその噴出物を調べ，それらを地下のマグマ

の性質と関連付けて理解するとともに，火山岩と深成岩の観察を行い，

それらの組織の違いを成因と関連付けて理解すること。 

○イ 地震の伝わり方と地球内部の働き 

     地震の体験や記録を基に，その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気

付くとともに，地震の原因を地球内部の働きと関連付けて理解し，地震

に伴う土地の変化の様子を理解すること。 

（エ）自然の恵みと火山災害・地震災害 

○ア 自然の恵みと火山災害・地震災害 

     自然がもたらす恵み及び火山災害と地震災害について調べ，これらを

火山活動や地震発生の仕組みと関連付けて理解すること。 

 （４）気象とその変化 

身近な気象の観察，実験などを通して，次の事項を身に付けることができるよう

指導する。 

ア 気象要素と天気の変化との関係に着目しながら，次のことを理解するととも

に，それらの観察，実験などに関する技能を身に付けること。 

（ア）気象観測 

○ア 気象要素 
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気象要素として，気温，湿度，気圧，風向などを理解すること。また，

気圧を取り上げ，圧力についての実験を行い，圧力は力の大きさと面積

に関係があることを見いだして理解するとともに，大気圧の実験を行

い，その結果を空気の重さと関連付けて理解すること。 

○イ 気象観測 

校庭などで気象観測を継続的に行い，その観測記録などに基づいて，

気温，湿度，気圧，風向などの変化と天気との関係を見いだして理解す

るとともに，観測方法や記録の仕方を身に付けること。 

（イ）天気の変化 

○ア 霧や雲の発生 

霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき方を気圧，気温

及び湿度の変化と関連付けて理解すること。 

○イ 前線の通過と天気の変化 

前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づいて，その変化を

暖気，寒気と関連付けて理解すること。 

（ウ）日本の気象 

○ア 日本の天気の特徴 

天気図や気象衛星画像などから，日本の天気の特徴を気団と関連付け

て理解すること。 

○イ 大気の動きと海洋の影響 

       気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本付近の大気の動き

や海洋の影響に関連付けて理解すること。 

（エ）自然の恵みと気象災害 

○ア 自然の恵みと気象災害 

気象現象がもたらす恵みと気象災害について調べ，これらを天気の変化

や日本の気象と関連付けて理解すること。 

イ 気象とその変化について，見通しをもって解決する方法を立案して観察，実

験などを行い，その結果を分析して解釈し，天気の変化や日本の気象について

の規則性や関係性を見いだして表現すること。 

(７) 自然と人間 

自然環境を調べる観察，実験などを通して，次の事項を身に付けることができる

よう指導する。 

ア 日常生活や社会と関連付けながら，次のことを理解するとともに，自然環

境を調べる観察，実験などに関する技能を身に付けること。 

（ア）生物と環境 

○ア 自然界のつり合い 

    微生物の働きを調べ，植物，動物及び微生物を栄養の面から相互に関

連付けて理解するとともに，自然界では，これらの生物がつり合いを保
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って生活していることを見いだして理解すること。 

○イ 自然環境の調査と環境保全 

    身近な自然環境について調べ，様々な要因が自然界のつり合いに影響

していることを理解するとともに，自然環境を保全することの重要性を

認識すること。 

○ウ 地域の自然災害 

    地域の自然災害について，総合的に調べ，自然と人間との関わり方に

ついて認識すること。 

技術・ 

家庭 

第８節 

第２ 各分野の目標及び内容 

 ２ 内容 

 〔家庭分野〕 

B 衣食住の生活 

(６) 住居の機能と安全な住まい方 

ア 次のような知識を身に付けること。 

（ア）家族の生活と住空間との関わりが分かり，住居の基本的な機能について理解

すること。 

（イ）家庭内の事故の防ぎ方など家族の安全を考えた住空間の整え方について理解

すること。 

イ 家族の安全を考えた住空間の整え方について考え，工夫すること。 



- 112 - 

 

保健 

体育 

第７節 

第２ 各分野の目標及び内容 

 ２ 内容 

 〔保健分野〕 

（３）傷害の防止について，課題を発見し，その解決を目指した活動を通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 傷害の防止について理解を深めるとともに，応急手当をすること。  

（ア）交通事故や自然災害などによる傷害は，人的要因や環境要因などが関わっ

て発生すること。 

（イ）交通事故などによる傷害の多くは，安全な行動，環境の改善によって防止

できること。 

（ウ）自然災害による傷害は，災害発生時だけでなく，二次災害によっても生じ

ること。また，自然災害による傷害の多くは，災害に備えておくこと，安全

に避難することによって防止できること。 

（エ）応急手当を適切に行うことによって，傷害の悪化を防止することができる

こと。また，心肺蘇そ生法などを行うこと。 

イ 傷害の防止について，危険の予測やその回避の方法を考え，それらを表現す

ること。 

（４）健康と環境について，課題を発見し，その解決を目指した活動を通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 健康と環境について理解を深めること。 

（ア）身体には，環境に対してある程度まで適応能力があること。身体の適応能

力を超えた環境は，健康に影響を及ぼすことがあること。また，快適で能率

のよい生活を送るための温度，湿度や明るさには一定の範囲があること。  

（イ）飲料水や空気は，健康と密接な関わりがあること。また，飲料水や空気を

衛生的に保つには，基準に適合するよう管理する必要があること。 

（ウ）人間の生活によって生じた廃棄物は，環境の保全に十分配慮し，環境を汚

染しないように衛生的に処理する必要があること。 

道徳 第３章 

 第２ 内容 

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること 

［勤労］ 

勤労の尊さや意義を理解し，将来の生き方について考えを深め，勤労を通じて社会

に貢献すること。 

Ｄ 主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること 

［生命の尊さ］ 

生命の尊さについて，その連続性や有限性なども含めて理解し，かけがえのない生

命を尊重すること。 
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特別 

活動 

学級

活動 

第５章 

 第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

 ２ 内容 

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 

エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成 

節度ある生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増

進することや，事件や事故，災害等から身を守り安全に行動すること。 

（３）一人一人のキャリア形成と自己実現 

イ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成 

社会の一員としての自覚や責任をもち，社会生活を営む上で必要なマ

ナーやルール，働くことや社会に貢献することについて考えて行動す

ること。 

生徒

会活

動 

第５章 

 第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

 ２ 内容 

（２）学校行事への協力 

  学校行事の特質に応じて，生徒会の組織を活用して，計画の一部を担当

したり，運営に主体的に協力したりすること。 

（３）ボランティア活動などの社会参加 

  地域や社会の課題を見いだし，具体的な対策を考え，実践し，地域や社

会に参画できるようにすること。 

学校

行事 

第５章 

 第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

 ２ 内容 

（３）健康安全・体育的行事 

心身の健全な発達や健康の保持増進，事件や事故，災害等から身を守る

安全な行動や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感

や連帯感の涵養，体力の向上などに資するようにすること。 

（５）勤労生産・奉仕的行事 

勤労の尊さや生産の喜びを体得し，職場体験活動などの勤労観・職業観

に関わる啓発的な体験が得られるようにするとともに，共に助け合って生

きることの喜びを体得し，ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う

体験が得られるようにすること。 

総合 

的な 

学習 

の 

時間 

第５章 

各学校においては、「探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行う

ことを通して，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能力を

育成することを目指す。」という目標を踏まえ、各学校の総合的な学習の時間の内容を

定める。 
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学習指導要領（平成 29 年告示）【高等学校】  

教科 指導内容 

地理 

歴史 

第２節 

 第２款 

 第１ 地理総合 

 ２ 内容 

Ｃ 持続可能な地域づくりと私たち 

（１）自然環境と防災 

  人間と自然環境との相互依存関係や地域などに着目して，課題を追究したり解決し

たりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

（ア）我が国をはじめ世界で見られる自然災害や生徒の生活圏で見られる自然災害

を基に，地域の自然環境の特色と自然災害への備えや対応との関わりととも

に，自然災害の規模や頻度，地域性を踏まえた備えや対応の重要性などについ

て理解すること。 

（イ）様々な自然災害に対応したハザードマップや新旧地形図をはじめとする各種

の地理情報について，その情報を収集し，読み取り，まとめる地理的技能を身

に付けること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

（ア）地域性を踏まえた防災について，自然及び社会的条件との関わり，地域の共

通点や差異，持続可能な地域づくりなどに着目して，主題を設定し，自然災害

への備えや対応などを多面的・多角的に考察し，表現すること。 

 第２ 地理探求 

 ２ 内容 

Ａ 現代世界の系統地理的考察 

（１）自然環境 

  場所や人間と自然環境との相互依存関係などに着目して，課題を追究したり解決し

たりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

（ア）地形，気候，生態系などに関わる諸事象を基に，それらの事象の空間的な規

則性，傾向性や，地球環境問題の現状や要因，解決に向けた取組などについて

理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

（ア）地形，気候，生態系などに関わる諸事象について，場所の特徴や自然及び社

会的条件との関わりなどに着目して，主題を設定し，それらの事象の空間的な

規則性，傾向性や，関連する地球的課題の要因や動向などを多面的・多角的に

考察し，表現すること。 
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  第５ 世界史探求 

 ２ 内容 

Ａ 世界史へのまなざし 

（１）地球環境から見る人類の歴史 

 諸資料を活用し，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

（ア）人類の誕生と地球規模での拡散・移動を基に，人類の歴史と地球環境との関

わりを理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

（ア）諸事象を捉えるための時間の尺度や，諸事象の空間的な広がりに着目し，主

題を設定し，地球の歴史における人類の歴史の位置と人類の特性を考察し，表

現すること。 

理科 第５節 

 第２款 

 第１ 科学と人間生活 

 ２ 内容 

（２）人間生活の中の科学 

身近な自然の事物・現象及び日常生活や社会の中で利用されている科学技術を取り

上げ，それらについての観察，実験などを通して，次の事項を身に付けることができ

るよう指導する。 

（エ）宇宙や地球の科学 

㋑ 自然景観と自然災害 

 自然景観と自然災害に関する観察，実験などを行い，身近な自然景観の成り

立ちと自然災害について，人間生活と関連付けて理解すること。 

第８ 地学基礎 

 ２ 内容 

（１）地球のすがた 

  地球のすがたについての観察，実験などを通して，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

ア 地球のすがたについて，次のことを理解するとともに，それらの観察，実験な

どに関する技能を身に付けること。 

 （イ）活動する地球 

㋐ プレートの運動 

     プレートの分布と運動について理解するとともに，大地形の形成と地質構造

をプレートの運動と関連付けて理解すること。 

㋑ 火山活動と地震 
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     火山活動や地震に関する資料に基づいて，火山活動と地震の発生の仕組みを

プレートの運動と関連付けて理解すること。 

（２）変動する地球 

  変動する地球についての観察，実験などを通して，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

  ア 変動する地球について，宇宙や太陽系の誕生から今日までの一連の時間の中で

捉えながら，次のことを理解するとともに，それらの観察，実験などに関する技

能を身に付けること。また，自然環境の保全の重要性について認識すること。 

  （イ）地球の環境 

㋐ 地球環境の科学 

     地球規模の自然環境に関する資料に基づいて，地球環境の変化を見いだして

その仕組みを理解するとともに，それらの現象と人間生活との関わりについて

認識すること。 

㋑ 日本の自然環境 

日本の自然環境を理解し，それらがもたらす恩恵や災害など自然環境と人間

生活との関わりについて認識すること。 

第９ 地学 

(１) 地球の概観 

イ 地球の内部 

(ア) 地球の内部構造 

地震波の伝わり方に基づいて地球内部の構造を理解すること。 

(２) 地球の活動と歴史 

ア 地球の活動 

(イ) 地震と地殻変動 

プレート境界における地震活動の特徴とそれに伴う地殻変動などについ

て理解すること。 

   イ 海洋と海水の運動 

    （イ）海水の運動 

       海水の運動や循環及び海水と大気の相互作用について理解すること。 
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家庭 第９節 

 第２款 

 第１ 家庭基礎 

 ２ 内容 

A 人の一生と家族・家庭及び福祉 

（５）共生社会と福祉 

ア 生涯を通して家族・家庭の生活を支える福祉や社会的支援について理解するこ

と。 

イ 家庭や地域及び社会の一員としての自覚をもって共に支え合って生活すること

の重要性について考察すること。 

第２ 家庭総合 

２ 内容 

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 

（５）共生社会と福祉 

ア 次のような知識を身に付けること。 

（ア）生涯を通して家族・家庭の生活を支える福祉や社会的支援について理解す

ること。 

（イ）家庭と地域との関わりについて理解するとともに，高齢者や障害のある

人々な様々な人々が共に支え合って生きることの意義について理解を深め

ること。 

イ 家庭や地域及び社会の一員としての自覚をもって共に支え合って生活するこ

との重要性について考察し，様々な人々との関わり方を工夫すること。 

保健 

体育 

第６節 

 第２款 

 第２ 保健 

 ２ 内容 

（２）安全な社会生活について，自他や社会の課題を発見し，その解決を目指した活

動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 安全な社会生活について理解を深めるとともに，応急手当を適切にすること。 

（ア）安全な社会づくり 

    安全な社会づくりには，環境の整備とそれに応じた個人の取組が必要である

こと。また，交通事故を防止するには，車両の特性の理解，安全な運転や歩行

など適切な行動，自他の生命を尊重する態度，交通環境の整備が関わること。

交通事故には補償をはじめとした責任が生じること。 

（イ）応急手当 

    適切な応急手当は，傷害や疾病の悪化を軽減できること。応急手当には，正

しい手順や方法があること。また，応急手当は，傷害や疾病によって身体が時
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間の経過とともに損なわれていく場合があることから，速やかに行う必要があ

ること。心肺蘇生法などの応急手当を適切に行うこと。 

イ 安全な社会生活について，安全に関する原則や概念に着目して危険の予測や

その回避の方法を考え，それらを表現すること。 

特別 

活動 

ホーム

ルーム

活動 

第５章 

 第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

 ２ 内容 

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 

オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立 

   節度ある健全な生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を

保持増進することや，事件や事故，災害等から身を守り安全に行動するこ

と。 

生徒会

行事 

第５章 

 第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

 ２ 内容 

（２）学校行事への協力 

  学校行事の特質に応じて，生徒会の組織を活用して，計画の一部を担当し

たり，運営に主体的に協力したりすること。 

（３）ボランティア活動などの社会参画 

  地域や社会の課題を見いだし，具体的な対策を考え，実践し，地域や社会

に参画できるようにすること。 

学校行

事 

第５章 

 第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

 ２ 内容 

 (３) 健康安全・体育的行事 

心身の健全な発達や健康の保持増進，事件や事故，災害等から身を守る安

全な行動や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連

帯感の涵養，体力の向上などに資するようにすること。 

（５）勤労生産・奉仕的行事 

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し，就業体験活動などの勤労観・

職業観の形成や進路の選択決定などに資する体験が得られるようにすると

ともに，共に助け合って生きることの喜びを体得し，ボランティア活動など

の社会奉仕の精神を養う体験が得られるようにすること。 

 

 

  



- 119 - 

 

【特別支援学校】 

特別支援学校においては、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校における指導内容に準ずると

ともに、児童生徒等一人一人の障がいの状態、発達の段階、特性及び地域の実態等に応じて指導

する。なお、知的障害特別支援学校においては、次の例を参考にして指導する。 

 

（小学部） 

教科 指導内容 

生活 （１段階） 

・教師と一緒に健康で安全な生活をする。 

（２段階） 

・教師の援助を受けながら健康で安全な生活をする。 

（３段階） 

・健康や身体の変化に関心をもち、健康で安全な生活をするよう心掛ける。 

・身近な公共施設や公共物などを利用し、その働きを知る。 

 

（中学部） 

教科 指導内容 

社会  日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きが分かり、それらを利用す

る。 

理科  人の体の主なつくりや働きに関心をもつ。 

 日常生活に関係の深い事物や機械・器具の仕組みと扱いについての初歩的な知

識をもつ。 

保健体育  自分の発育・発達に関心をもったり、健康・安全に関する初歩的な事柄を理解

したりする 

職業・家庭  道具や機械、材料の扱い方などが分かり、安全や衛生に気を付けながら作業や

実習をする。 

 家庭生活に必要な衣服とその着方、食事や調理、住まいや暮らし方などに関す

る基礎的な知識と技能を身に付ける。 

道徳  個々の児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて、適切に指導の重点を

定め、指導内容を具体化し、体験的な活動を取り入れるなどの工夫を行うこと 

総合的な

学習の 

時間 

 体験活動に当たっては、安全と保健に留意するとともに、学習活動に応じて、

小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行うよう配慮する

こと。 

特別活動  社会性や豊かな人間性をはぐくむために、集団活動を通して小学校の児童又は

中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共

にしたりする機会を積極的に設ける必要があること。 
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（高等部） 

教科 指導内容 

社会  公共施設や公共物などの働きについての理解を深め、それらを適切に利用す

る。 

理科  人の体の主なつくりや働きを理解する。 

 生活に関係のある物質の性質や機械・器具の構造及び働きについて理解し、適

切に取り扱う。 

保健体育  生活に必要な健康・安全に関する事柄を理解する。 

職業  道具や機械の操作に慣れるとともに、材料や製品の扱い方を身に付け、安全や

衛生に気を付けながら作業や実習をする。 

家庭  家庭生活で使用する道具や器具などの正しい使い方が分かり、安全や衛生に気

を付けながら実習をする。 

 被服、食物、住居などに関する実習を通して、健康で安全な生活に必要な実際

的な知識と技能を習得する。 

道徳  内容の指導にあたっては個々の生徒の知的障害の状態や経験等に応じて、適切

に指導の重点を定め、指導内容を具体化し、体験的な活動を取り入れるなどの

工夫を行うものとする。 

 保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう

配慮するものとする。 

総合的な

学習の 

時間 

 体験活動に当たっては、安全と保健に留意するとともに、学習活動に応じて、

高等学校の生徒などと交流及び共同学習を行うよう配慮すること。 

特別活動  社会性や豊かな人間性をはぐくむために、集団活動を通して高等学校の生徒な

どと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にしたりする機

会を積極的に設ける必要があること。 

 


