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具体的な見通しを持って学
ぶことができます。

学習の目標
理解が深まりやすいよう，
関連する特設項目ページを
示しています。

本項目と特設項目の
連動

Point!

特に重要な用語をまとめて
おり，授業前後での内容確
認などにも活用できます。

keywords
Point!

効果的な取り組みができる
よう，「やってみよう」「考
えてみよう」「調べてみよう」

「話しあってみよう」を用意
しています。

学習のまとめ

理解を助け，学習を深める
ことができます。

側注

Point!

身近な視点で捉えることが
できるよう，様々な事例を
紹介しています。

豊富な事例

イメージがわきやすいよう，
イラストや図解を充実させ
ています。

理解を助ける
イラスト・図解

Point!

現代高等保健体育（701）
令和 4 年度用教科書のご案内

構成・分量
■保健編　本項目　 46 項目
　　　　　特設項目 29 項目
　体育編　本項目　 16 項目
　　　　　特設項目 22 項目
■本項目は，1 項目につき
　見開き 2 頁を基本としています。

これまでの当社教科書を生かした，親しみやすい
教科書です。

特　色
■『現代高等保健体育改訂版（304）』
　『最新高等保健体育改訂版（305）』
　の著者を中心とした執筆陣
■丁寧で親しみやすい紙面
　（｢です・ます調｣を採用）
■生徒の興味・関心を引き出す工夫

B5 判・218 頁・
オールカラー

現
代
高
等
保
健
体
育
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読み取る力を高めるために，
グラフなどの図表を豊富に
掲載しています。

豊富な図表
Point!

学習した内容を生かして取
り組める課題を用意してい
ます。

考えてみよう

目的意識を持って学習に臨
むことができます。

学習のねらい

章扉の QR コードと連動。
紙面での学びを発展させる
ためのヒントを提供してい
ます。

学びを深める
｢調べてみよう｣

Point!

学習を深めることができる
よう，関連するページを本
文中に示しています。

関連するページとの
連動

Point!

新高等保健体育（702）
令和 4 年度用教科書のご案内

構成・分量
■保健編　本項目　 44 項目
　　　　　特設項目 15 項目
　体育編　本項目　 16 項目
　　　　　特設項目 21 項目
■本項目は，1 項目につき
　見開き 2 頁を基本としています。

見識を広げるのに役立つ，専門的な内容が豊富な
教科書です。

特　色
■専門分野の著者を中心とした
　執筆陣
■シンプルで洗練された紙面
　（｢である調｣を採用）
■生徒の興味・関心や主体性をよ
　り高める工夫

B5 判・230 頁・
オールカラー

新
高
等
保
健
体
育

理解がより深まるように，
内容を補足しています。

側注
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ここも Check!

ここも Check!

現代高等保健体育（701）

新高等保健体育（702）

指導資料・副教材の

ご案内

現代高等保健体育（701）

新高等保健体育（702）

学習方法の例
・批判型思考
・ロールプレイング
・課題探求型学習
・課題発見型学習

指
導
資
料
・
副
教
材

学習内容に関連づけて様々な学習方法
を紹介。
実生活に通じる思考力の養成につなが
ります。

●特設項目：学習方法の提案

教科書内容の注釈，説明と板書例，コラム，参考資料，

指導案など授業展開にとって必要な要素を凝縮した，

教師用指導書の「授業計画・展開編」です。

●指導ノート

章末に，対話的に学習を進めるための
課題を設定。
課題解決に必要なコミュニケーション
力の向上につながります。

●章のまとめ

B5判・2色刷 [ 保健編 ]4 冊 [ 体育編 ]1 冊

B5判・オールカラー

教科書の余白や行間に補足説明を赤字で示した，教

科書の「朱注編」です。
●Teacher's Edition（朱注編）

書き込みや内容の共有ができ，一体感のある授業が

できます。

PC，タブレットでご利用いただけます。

●デジタル教科書

図表，シラバス，評価問題例集，スポーツの理解度

テストなどのデータが入っています。
DVD-ROM各 1枚

●指導用データ集

CD-ROM各 1枚

「現代高等保健体育（701）」「新高等保健体育（702）」

それぞれに準拠したスライド集。
●パワーポイントスライド集

B5判・2色刷

書き込む形式の学習教材です。授業のまとめや自習・

課題学習の課題としても最適です。
●保健体育ノート

B5判・オールカラー

教科書内容に関連する図表・写真など，教科書を補

完したり課題を導いたりする視覚教材で構成。

書き込み可能なノート部分もあり，日常生活でも役

立つ保健体育資料集です。

●図説保健体育

CD-ROM各 1枚

教科書の保健編・体育編，およびスポーツの問題が

編集できます。
●評価問題自動編集ソフト

授
業
の
進
行
・
展
開
を
サ
ポ
ー
ト
！

生
徒
の
学
習
を

サ
ポ
ー
ト
！

試
験
問
題
づ
く
り
を

サ
ポ
ー
ト
！

日本の現状について実感を持って捉え
ることができるよう，数値を用いて示
しています。

●口絵：具体的な数値の紹介

※内容・判型はすべて予定

対象商品については ,ＰＣにディスクドライブがない場合も提供可能です。
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保体教室312 p.08

体育実技副教材のご案内

ステップアップ高校スポーツ

アクティブスポーツ（総合版・女子版）

イラストでみる最新スポーツルール

A５判　オールカラー
◉各種目の最新ルールについてイラストを用いて詳しく解説してい
ます。

◉弊社の体育実技副教材の中で，ルールの充実度は断トツのナンバー
１です。

◉「スポーツを考えよう」「みんなのスポーツ栄養」「みんなの体力ト
レーニング」という項目の内容は，体育理論の参考資料としてもお
使いいただけます。

A５判　オールカラー
◉技術・戦術，練習方法やルールを立体的なイラ
ストを使ってビジュアルに解説しています。

◉体育理論でも重視されている「戦術学習」を重
点的に扱っていますので，より詳しく指導され
たい先生におススメです。

◉スポーツを「する」「みる」「調べる」に対応した
内容がコンパクトに１冊にまとめられ，卒業後
も役に立つ内容です。

Ｂ５判　オールカラー
◉レベルに応じて学習が進められるステップアップ方式を採用。種目の
中核となる技術や戦術が身につく練習方法を多数紹介しています。

◉練習方法やミニゲームがたくさん紹介されていますので，選択制の
授業でも役に立つ内容です。

◉紙面が大判（B５判）でワイドです。また，見本の動きが写真中心で
見やすいのが特徴です。

◉多くの一流選手にもご協力いただいた技術の連続写真は，生徒の
皆さんのモチベーションアップにもつながります。

技術や練習方法が豊富である

ルールの内容が充実している

戦術学習を丁寧に解説している

スポーツの歴史について種目別に紹介している

自分たちの力に応じた練習方法やゲームが選べる

コンパクトサイズで持ち運びしやすい

ワイドな紙面で見やすい

★★★
写真＋イラスト

★
★★
★★
★★★
★

★★★

★★★
イラスト

★
★★★
★★
★★
★★★
★

★★★
イラスト

★★★
★
★★
★

★★★
★

先生方の声
審判の合図がイラストで載って
いるのがわかりやすくてよい。

（千葉県）

コンパクトサイズなので
毎時間，生徒に持参させている。
イラストの解説も見やすくて
よいと思う。 （北海道）

競技に入る前にグループで
ルール・練習法を確認する際に
使用している。その競技を
知らない生徒でも，実技本が
あるといつでもわからない点を
確認できるので便利だと思う。

（群馬県）

連続写真の選手が一流選手で
驚いた。生徒のモチベーション
が高まってよい。 （宮城県）

スポーツ大会（球技大会等）の
ときにルールと審判法を生徒に
確認させている。 （兵庫県）

以前は競技の特性や審判・
ルールのプリントを自分で
作成し，授業前に配っていたが，
実技本は図の解説が非常に
わかりやすいので，生徒に持参
させて授業で使っている。（東京都）

体育実技の授業を見学する生徒
がいるとき，プレイする代わりに，
ルールの理解を深めさせるため
にも読ませて利用している。

（北海道）

怪我や体調不良で実技試験を
受けられない生徒に，レポート
を書かせる材料としても活用
している。 （千葉県）

水泳の水中の動きが大きくて
わかりやすい。 （大阪府）

新体力テストや集団行動の
内容も役立てている。

（福岡県）

教材別内容紹介

イラストでみる
最新スポーツルールアクティブスポーツステップアップ

高校スポーツ
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体育実技副教材の主なルール改訂について ◉  9

●バスケットボール
■ボールの扱いによる「バイオレーション」
　「インタフェアの違反」 
　→ 「インタフェアレンスの違反」

●ハンドボール
■チームの構成
　コートには最高７名のプレーヤー（自チームの
ゴールキーパーがいなくても同時に７人プレー可）
が入ることができる。
■「フリースロー」となるゴールキーパー反則
　プレーイングエリアの床にあるボールをゴールエ
リア内に持ち込む。
■競技の再開方法の「７ｍスロー」の方法
　スロアーの手からボールが離れるまでゴールキー
パーラインより前に出てはいけない。

●サッカー
■競技者の数
　ただし，交代したプレーヤーはその試合に再び出
場できない。なお，試合中の交代は各チーム最大３
回とし，加えてハーフタイム時にも交代することが
できる。
■反則と不正行為の「ハンドリング」
　ボールを手または腕で扱う。
　（旧：ボールを意図的に手または腕で扱う。）

●ラグビー
■サポートプレーヤーと協力して攻める際の技術名
称

　「パス・イン・ザ・タックル」→「オフロードパス」

●バドミントン
■「失点となるフォルト（反則）」
　「サービス時のフォルト」を以下のとおり修正し
ました。
　旧：⑥ サーバーがシャトルを打つ瞬間にラケット

シャフトが下向きでない。
　新：（⑥文章削除）　以下，文章番号を繰り上げる。

●卓球
■ボールの特性
　重さ 2.7g
■プレーヤーのミスとして，相手側のポイントとな
るもの

　・故意にボールを続けて２回以上打った場合。

●ソフトボール
■ルールと審判法
「タイブレーカー」 → 「タイブレーク」

●いろいろなスポーツ
　その他，「フットサル」，「９人制バレーボール」，

「ホッケー」，「ボクシング」，「レスリング」，「アメ
リカンフットボール」，「空手道」，「フェンシング」，

「カヌー」，「セパタクロー」，「ゲートボール」，「自
転車競技」に修正を加えています。

○すでにご承知の先生方も多いことと存じますが，ルールや名称の変更等に
ともない，2021年度版の教材では主に次の点を改訂いたしました。
アクティブスポーツ2021総合版／女子版，イラストでみる最新スポーツルール2021，ステップアッ
プ高校スポーツ2021のいずれかにおいて掲載できました範囲に限られます。（ ）

体育実技副教材の主なルール改訂について
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令和３年度用教科書の主な変更点

　本年４月よりご使用いただく教科書「現代高等保健体育改訂版（304）」「最新高等保健体育改訂版（305）」
は，令和２年度ご使用分から変更した点がございます。
　つきましては，４月からのご指導に備え，これらの変更箇所およびその内容をご理解いただきますとともに，
新１年生のご教授にあたりましては，先生におかれましても奥付が「令和３年４月１日発行」の教科書をお使
いいただきますよう，お願い申し上げます。

◇令和３年度供給用『現代高等保健体育改訂版』（304）の本文における主な変更箇所
ページ 変更前 変更後

p85
脇 ⑥ 現在の分業率は，およそ６割。… ⑥ 現在の分業率は，およそ７割。…

p172
古代オリ
ンピック

【古代オリンピック】（p.118）
…闘った。古代ギリシャの哲学者プラトンは，
このパンクラチオンを青少年の教育にもっとも
有効だとして推奨（すいしょう）した。

【古代オリンピック】（p.118）
…闘った。〈下線部を削除〉

◇令和３年度供給用『最新高等保健体育改訂版』（305）の本文における主な変更箇所
ページ 変更前 変更後

p156
古代オリ
ンピック

【古代オリンピック】（p.114）
…闘った。古代ギリシャの哲学者プラトンは，
このパンクラチオンを青少年の教育にもっとも
有効だとして推奨（すいしょう）した。

【古代オリンピック】（p.114）
…闘った。〈下線部を削除〉



JRC蘇生ガイドライン2015の作成を中心となって進めた坂本哲也先生を編集委員長とし
た編集委員会体制。編集委員は，救急に関する各分野の専門家であり，ほぼすべてが，
JRC蘇生ガイドライン作成の作業部会のメンバー。

136 定価715円（本体650円＋税）

図解みんなの救急のご案内 ◉  11
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すると思うようなバッティングができず，結局レ
ギュラーに選ばれることはなかった。その時，自分
を支えてくれたのはコーチの教師の言葉だった。

「お前を試合に出してやりたい。悔しい思いをして
いるのは知っている。努力しているのも知ってい
る」。レギュラーにはなれなかったが努力してきて
よかったと，この学生は思うことができたという。
　このように，部活動を指導する教師の言葉にどれ
ほど励まされたかを学生は熱く語ってくれる。そし
て将来自分も教師になって，部活動で挫折して苦し
んでいる生徒の気持ちを支え，励ましたいと意欲を
示す。かつて教師の言葉によって自分が支えられた
ように，今度は自分がそのような言葉を投げかけて，
挫折して苦しんでいる生徒を支えたいと思っている。
　おそらく教師は，自分の投げかけた言葉が，その
後も生徒の心の中に生き続けているとは思っていな
い。目の前で苦しんでいる生徒を一生懸命に励まそ
うとしていただけに違いない。それだけに教師の純
粋な熱意が生徒の心に届いたのであろう。
　部活動の指導は，時には身体的にも精神的にも大
きな負担となる。しかし自分の言葉をこのように大
切に受け取ってくれる体験を持てるのは，中学校や
高校の教師ぐらいではなかろうか。
　本書は，部活動で落ち込んでいる生徒を励まし，
奮い立たせた教師たちのすてきな言葉を集めたもの
である。「スランプに悩む選手へ」「レギュラーにな
れない選手に」「試合に負けて落ち込む選手に」な
ど場面ごとに分類してある。この本を読めば，部活
動の指導時に教師のどのような言葉が生徒たちの心
にどのように響いたのかがわかる。部活動の指導で
は生徒にどのような言葉をかけたらよいか，苦慮す
ることがあるが，そのような時に本書は必ず役立つ
であろう。

■部活動を指導する教師たちのすてきな言葉
　教師の言葉は卒業しても生徒たちの心の中に生き
続ける。そんな思いを大学生と話をしていて強くす
ることが幾度となくある。
　保健体育教師をめざす学生は，部活動の試合で負
けた時の悔しさ，怪我した時の絶望感など，様々な
挫折を味わっている。そして部活動を指導する教師
から励まされ，その言葉によって立ち直ってきた。
学生は「教師を志望するのは，部活動で落ち込んで
いた時に，先生から励まされ，その言葉に支えられ
たからです。私もそのような先生になりたい」と口
にする。落ち込んだ生徒を励まし，奮い立たせた教
師の言葉は，大学生になった現在でも生き続けてい
る。
　たとえば，ある学生はこんなことを語ってくれた。
高校の野球部の最後の試合は，自分のエラーで負け
てしまった。試合後，一緒に頑張ってきたみんなに
申し訳ないと思い，自分を思いっきり責めていた。
その時，監督が声をかけてきた。「お前のエラーな
んか，みんなすぐに忘れる。今までの練習に対する
姿勢や，チームに貢献してくれたことが，みんなの
心に残っている」。この教師の言葉によって，この
学生はどんなに救われたことだろう。
　また，別の学生はこんなことを語ってくれた。高
校３年時にピッチャーから野手に転向し，朝練や夜
練でひたすらバッティング練習をした。しかし緊張

スポーツ指導者に学ぶ
選手の心を動かすパワーワード

◆笹竹英穂　著
◆四六判
◆ 定価1,980円 
（本体1,800円＋税）

至学館大学

笹竹英穂
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１　はじめに
　平成30年に高等学校の新学習指導要領が告示さ
れ１），現在は移行期間となっています。新型コロナ
ウイルス感染拡大の中で，各学校は様々な対応に追
われており，令和４年度から年次進行で実施されて
いく新しい教育課程の準備や研修は，十分には進ん
でいないのが実情ではないかと思います。そこで本
稿では，科目「体育」の改訂のポイントを確認し，
新しい教育課程に向けた準備の一助としていただけ
ればと考えております。

２　�新学習指導要領の前提〈4-4-4の枠組みの維持
と実生活や社会との結びつき〉

　高等学校は多くの生徒にとって保健体育の授業を
受ける最後の時期にあたり，保健体育科の目標であ
る「生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続す
る」の実現に向けて大きな役割を担っています。今
回の高等学校学習指導要領の改訂は，幼稚園教育要
領，小中学校の学習指導要領に続く，最後の位置づ
けとなります。幼稚園から中学校までの各校園種で
全面実施に移行し，授業改善が進む中，まるで駅伝
のように高等学校に改訂の襷が渡されます。そのた
め，高等学校における授業改善が進むかどうかが，
今回の学習指導要領の改訂の成否を分けるといって
も過言ではないと思います。小中学校までの体育
科・保健体育科の授業において，思考力・判断力の

大切さを学んできた生徒が，高等学校の授業におい
て教師主導による技能中心の学びを受けるとすれば，
学びの連続性が途切れてしまいます。生徒の学びの
連続性を維持するためにも，教師は新学習指導要領
の目指していることを十分に理解しておくことが大
切です。
　ちなみに今回の新学習指導要領は，平成21年の
学習指導要領と同様，校種間の繋がりを重視してお
り，とりわけ，中学校からの接続を強く意識してい
ます。ご承知の通り，小学校の最初の４年間を「各
種の運動の基礎を培う時期」，小学５年～中学２年
までを「多くの領域の学習を経験する時期」，中学
３年～高校３年までを「卒業後に少なくとも一つの
運動やスポーツを継続することができるようにする
時期」とし，校種間の繋がりを持たせています。４
年を１つの単位として指導内容の枠組みを設定して
いることから，「４-４-４」ともいわれています。
こうした枠組みが基礎となっているため，中学校３
年と高等学校の入学年次（以下，高校１年）の指導
内容はほぼ同じものとなっています。また，新学習
指導要領全体としては，実生活や社会との結びつき
を強く意識しており，学校で学習したことが実生活
でどのように生かされるか，そして将来の生活や社
会の在り方と繋がっていくかが意識されています。

３　改訂のポイント
　今回の学習指導要領改訂にあたって留意すべきポ
イントは次の４つです。
　⑴　３つの資質・能力の育成－「知識及び技能」
「思考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人
間性等」
　⑵　「主体的・対話的で深い学び」による授業改善
　⑶　カリキュラム・マネジメント
　⑷　運動やスポーツとの多様な関わり方－「する，
みる，支える，知る」
　上記の４つを押さえておくことで，新学習指導要
領では何を求めているのか，どのように授業を変え
ていくのかについて大方理解できるかと思います。
では，４つのポイントを詳しく説明していきます。

　⑴　３つの資質・能力の育成－「知識及び技能」
「思考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人
間性等」
　平成21年の学習指導要領と今回の新学習指導要
領とでは，指導内容の示し方が大きく異なっていま

今からでも間に合
う，新学習指導要
領における〈体育〉
のポイント

日本体育大学

近藤智靖
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す。平成21年の学習指導要領では，「技能」「態度」
「知識，思考・判断」の順でしたが，今回は「知識
及び技能」「思考力，判断力，表現力等」「学びに向
かう力，人間性等」となっており，文言も変化して
います。この点について，高等学校学習指導要領解
説保健体育編２）（以下，学習指導要領解説）の p.3
では次のように記されています。

「生きる力」をより具体化し，教育課程全体を通して
育成を目指す資質・能力を，ア「何を理解しているか，
何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」，
イ「理解していること・できることをどう使うか（未
知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力
等」の育成）」，ウ「どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそう
とする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」の三
つの柱に整理するとともに，各教科等の目標や内容に
ついても，この三つの柱に基づく再整理を図るよう提
言がなされた。 （下線は筆者）

　これは改訂の基本方針の一部ですが，単に指導内
容の順序が入れ替わっただけではない深い意味があ
ります。今回の改訂では，「知識」を「思考・判断」
から引き離して「技能」と一体化させています。体
育でも単に技能が高まればよいのではなく，理解を
して運動をすること，運動をする過程で理解を深め
ることの大切さを求めています。また，「思考・判
断」も「力」が付加されることで，考えて判断でき
る力を求めており，さらに「表現力」を付加して，
考えたことを言葉や文字で他者に表していくことを
大切にしています。さらには，従来まで「態度」と
していた内容が「学びに向かう力・人間性等」と
なっており，一過性の態度から，人生や社会を想定
するものになっています。この項目では，公正，協
力，責任，参画，共生という考え方が重視されてお
り，運動をする中で，フェアな態度をとったり，
様々な人と関わりながら違いを認めたり，さらには，
積極的に物事に関与していく人間性の育成がうたわ
れています。とりわけ，「涵

かん
養
よう

」という言葉が学習
指導要領解説にはみられています。「涵養」という
言葉は，明鏡国語辞典（大修館書店）によると
「徐々に養い育てること。涵はうるおすの意」とさ
れており，水が時間をかけて土に染み込んでいくと
いったイメージです。つまり，こうした「学びに向
かう力・人間性等」という考え方を生徒が身につけ
ていくには，ゆっくり時間をかけていく必要がある
ということを意味しています。
　このように新学習指導要領では，生きて働く知識

や技能，また，深く考え判断し，他者を思いやって
表現できる力，さらには，人生や社会を想定した人
間性の育成を目指しています。その意味で，今回の
改訂の背景には深い理念と理想の追求があります。
　では，具体的にこの資質・能力を体育ではどう捉
えたら良いか，高校１年の体つくり運動（イ　実生
活に生かす運動の計画）を例にして考え方を説明し
たいと思います。なお，体つくり運動では，「知識
及び技能」ではなく，「知識及び運動」と捉えてい
るため，「技能」のところを「運動」と表現します。

〈高校１年の体つくり運動（イ　実生活に生かす運
動の計画）を例にして〉
　学習指導要領解説には様々な内容が記載されてい
ますが，情報量が多いために全体像を把握していく
ことが難しいかと思います。学習指導要領解説を理
解する上で重要な手がかりとなるのが〈例示〉です。
たとえば，高校１年の体つくり運動の「知識」の

〈例示〉を見ると，次のような内容が示されていま
す。
・運動を計画して行う際は，どのようなねらいをもつ

運動か，偏りがないか，自分に合っているかなどの
運動の原則があること。

　この記述からは，高校１年の体つくり運動の中で
は，「運動のねらい」や「バランスのよさや適切性」
といった運動をする上での原則を教えていくことが
わかります。ここでの「運動の原則」とは「トレー
ニングの原則」とも言い換えることができ，意識
性・個別性・反復性等のことです。体つくり運動の
授業内では，こうした知識を取り上げることが大切
になります。
　また，「運動」の〈例示〉では，次のような項目
が示されています。

・運動不足の解消や体調維持のために，食事や睡眠な
どの生活習慣の改善も含め，休憩時間や家庭などで
日常的に行うことができるよう効率のよい組合せや
バランスのよい組合せで運動の計画を立てて取り組
むこと。

　この記述を読むと，体つくり運動は，運動量を確
保して体を鍛え上げるというイメージではないこと
がわかります。生徒が授業外の休憩時間や家庭でも
取り組めるような運動の計画を立て，それを実施で
きる力を求めています。
　また，「思考力，判断力，表現力等」の〈例示〉
では次のような項目が記されています。
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・ねらいや体力の程度を踏まえ，自己や仲間の課題に
応じた強度，時間，回数，頻度を設定すること。

・健康や安全を確保するために，体力や体調に応じた
運動の計画等について振り返ること。

・課題を解決するために仲間と話し合う場面で，合意
形成するための関わり方を見付け，仲間に伝えるこ
と。

　この内容は，適切に計画を立てて運動をし，その
活動を振り返り，また，仲間と話し合うことを求め
ています。
　さらに，「学びに向かう力・人間性等」では，次
のような〈例示〉が示されています。

・一人一人の違いに応じた動きなどを大切にしようと
すること。

・自己や仲間の課題解決に向けた話合いに貢献しよう
とすること。

　ここでは，共生や参画といった考え方について授
業の中で伝えていくことを求めています。
　このように高校１年の体つくり運動の〈例示〉を
みると，運動を計画する上での知識，実生活を想定
した運動の仕方，仲間との関わり方を育成しようと
しているのがわかります。体つくり運動を一つとっ
てみてもわかるように，体育においても，生きて働
く知識や技能，あるいは社会を想定した人間性の育
成など，新学習指導要領の方向性が反映されていま
す。

　⑵　「主体的・対話的で深い学び」による授業改善
　２つ目の改訂のポイントとして「主体的・対話的
で深い学び」を挙げることができます。この言葉の
定義は学習指導要領解説に記載されていません。中
央教育審議会や新学習指導要領に関する文部科学省
の説明資料に記載されており，次のような説明がみ
られます３）。

①主体的な学び
　学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成
の方向性と関連付けながら，見通しを持って粘り強く
取り組み，自己の学習活動を振り返って次につなげる

「主体的な学び」が実現できているか。
②対話的な学び
　子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲
の考え方を手掛かりに考えること等を通じ，自己の考
えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。
③深い学び
　習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教科
等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら，

知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を
精査して考えを形成したり，問題を見いだして解決策
を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに
向かう「深い学び」が実現できているか。
 （下線は筆者）

　下線でも示したとおり，主体的な学びの定義には
「興味や関心」「見通し」「粘り強く取り組む」「振り
返り」「次につなげる」という言葉が含まれていま
す。生徒が関心を持って課題に取り組み，学んだこ
とを振り返り，次の学習につなげる，というのが主
体的な学びの意味です。
　また，対話的な学びの定義には，「子供同士の協
働」「教職員や地域の人との対話」「先哲の考え方」
という言葉が含まれています。これは，生徒同士が
各々の立場を尊重しながら，役割分担をして関わり
合っていくことや，学内外の人と繋がりながら学び
を深め，さらに文献やインターネットを使って調べ
る中で先人達の考え方に触れていく，というのが対
話的な学びの意味です。
　さらに，深い学びは，「知識を相互に関連付け」

「情報を精査」「問題を見いだす」「解決策を考え」
「創造する」という言葉で表されています。学んだ
ことを関連付けたり整理したり，問題を見つけ，解
決し，新たな考え方を創り出す，というのが深い学
びの意味です。
　このように「主体的・対話的で深い学び」をまと
めると，生徒が高い意欲を持って学習に臨み続け，
仲間や教職員，あるいは地域の人と関わり，問題を
見出し，解決し，整理をしていく学習です。これは
暗記を中心とする教え込みや，技能の反復に終始す
る授業とは明らかに違います。
　「主体的・対話的で深い学び」において求められ
ている学習形態は，アクティブ・ラーニングとも呼
ばれ，現在，こうした形態については様々な研究が
なされています。たとえば，協同学習や反転学習等
がその例です。また，問題解決学習・課題解決学習
も重要な学習形態です。体育では，とりわけ，この
問題解決学習・課題解決学習が重視されています。
これらは，「基礎となる知識や技能を踏まえて，生
徒自身が問題に気づき，解決の方法を仲間と共に考
え，解決に向けて活動をしていく」，また，「取り組
みの過程を振り返り，再び新たな問題や目標を見つ
けていく」といったサイクルを持った学習です。こ
うした形態は，生徒主体の学習とも捉えられていま
す。ただし，生徒に基礎的な知識や技能が定着して
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いない場合，問題の理解もできず，学習が停滞して
しまったり，解決できずに這い回ってしまうことも
あります。よって，生徒が基礎的な知識や技能を身
につけていくことも大切ですし，思考や判断をして
いくことも大切です。また，生徒主体といっても生
徒を放任しているわけではなく，教師は裏方のよう
に振る舞い，問題発見の仕方や解決方法について，
生徒の考え方を引き出し，指導と支援を繰り返して
いく必要があります。ここでは，生徒に試行錯誤の
機会を保障していくことが求められています。ただ
し，時間も手間もかかることから，教師側も忍耐強
い姿勢が求められます。
　新学習指導要領の改訂の経緯（p.1）で「今の子
供たちやこれから誕生する子供たちが，成人して社
会で活躍する頃には，我が国は厳しい挑戦の時代を
迎えていると予想される」「学校教育には，子供た
ちが様々な変化に積極的に向き合い，他者と協働し
て課題を解決していくことや，様々な情報を見極め，
知識の概念的な理解を実現し，情報を再構成するな
どして新たな価値につなげていくこと，複雑な状況
変化の中で目的を再構築することができるようにす
ることが求められている」という記述があります１）。
この文を読むと授業改善の背景には深い理念と理想
が描かれている，というのがわかります。

　⑶　カリキュラム・マネジメント
　３つ目の改訂のポイントとしてカリキュラム・マ
ネジメントを挙げることができます。カリキュラ
ム・マネジメントについては，新学習指導要領の総
則（p.20）で以下のように記載されています２）。

　各学校においては，生徒や学校，地域の実態を適切
に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内
容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教
育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこ
と，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確
保するとともにその改善を図っていくことなどを通し
て，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教
育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュ
ラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。

　カリキュラム・マネジメントは，平易な言葉で言
い直すと，以下の３つのことです。
①カリキュラム自体を PDCA サイクルの視点か
チェックしていくこと（教育課程の PDCA）。

②資質・能力の育成の視点を踏まえて，他教科や教
科の中の指導内容を横断し，関連づけていくこと

（指導内容の横断や関連付け）。
③人的・物的な教育条件をより計画的に整備してい
くこと（教育条件の整備）。

　この３つの総称として，カリキュラム・マネジメ
ントという用語をあてています４）。この考え方が生
まれてくる背景には，教師や外部指導員の人員配置
が効率的なものとなっているのか，あるいは，内容
面では同じ学年なのに，担当した教師が思い思いに
統一感のない指導をしていないか，あるいは同じこ
とを必要以上に繰り返していないか，といった学校
における組織運営や指導上の課題があります。つま
り，学校内の人的・物的資源や指導内容の効率や効
果が問われた結果だと言えます。
　この総則で示されたカリキュラム・マネジメント
の方針を保健体育科に引き取ってみると次の内容と
なります２）。
①３年間の見通しを持った年間計画の作成
②生徒の実態に基づいた計画の作成，実施，評価，
改善

③地域の人的・物的資源の活用
　具体的に①では，３年間の見通しを持った年間計
画を立てていくことと同時に，体育と保健の指導内
容を関連させていくことが求められています。①の
例として，体育と保健の関連付けでは，保健「現代
社会と健康」の「ウ生活習慣病の予防と回復」や

「オ精神疾患の予防と回復」の内容と，体育「体つ
くり運動」の内容との関連を図ることがあります。
また，②では，生徒の実態に基づいた年間計画や単
元計画の作成，実施，評価，改善といった PDCA
サイクルを回していくことです。さらに③では，地
域の人的・物的資源の活用をし，障害のある生徒な
どへの支援や実生活への繋がりよう充実するように
していくことです。
　このように限られた条件の中で教育活動を効率
的・効果的に展開していくのが，カリキュラム・マ
ネジメントの考え方です。

　⑷　運動やスポーツとの多様な関わり方－「する，
みる，支える，知る」
　４つ目の改訂のポイントとして，運動やスポーツ
との多様な関わり方－「する，みる，支える，知
る」を挙げます。
　これは，保健体育科独自の方針であり，この考え
方が提案される背景には，2010年の「スポーツ立
国戦略」の策定，2011年の「スポーツ基本法」の
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制定，2015年の「スポーツ庁」の創設といった一
連のスポーツ振興政策の影響があります。とりわけ
「スポーツ立国戦略」では，「ライフステージに応じ
たスポーツ機会の保障」や「トップアスリートの育
成」等の５つの目標を設定しており，その基本的な
考え方として「人（する人，観る人，支える（育て
る）人）の重視」があります。スポーツを「する」
人の増加を目指しつつ，それだけに留まらず「みる，
支える（育てる）」人を増やし，スポーツに関わる
人の裾野を広げていくという考え方です。この考え
方は新学習指導要領にも影響しています。また，新
学習指導要領では，先記した通り，生きて働く「知
識」を重視していることから，「する，みる，支え
る」に「知る」という動詞が追加され，「する，み
る，支える，知る」という一連のフレーズとなって
います。学習指導要領解説の p.28ではこの「する，
みる，支える，知る」について次のように記されて
います２）。

　特に超高齢社会の到来や，生活が便利になること等
によって体を動かす機会の減少が予想される21世紀
の社会において，生涯にわたり，運動やスポーツを

「する」ことのみならず，「みる，支える，知る」など
の運動やスポーツとの多様な関わり方を社会で実践す
るなど，「豊かなスポーツライフ」を送ることは大き
な意義がある。

　この記述にみられるように「する，みる，支える，
知る」は，保健体育科の大きな目標である「豊かな
スポーツライフの実現」と直結していることがわか
ります。実際，高校生は体力差，技能差，関心・意
欲の差が顕著であり，大きく二極化しています。そ
のため，体育の中では「する」ことだけに価値を置
かず，「みる，支える，知る」ことの楽しさを伝え
ていく必要があります。たとえば，日常の体育授業
でも常に仲間と動きを見合ったり，体育の授業と学
校行事とを関連付けて，球技大会等の行事運営や仲
間のサポート活動を体験させたりと，「する」こと
だけではない運動やスポーツへの関わり方をさらに
価値づけていくことが必要です。

４　結びに
　本稿では，以下の４つの改訂のポイントについて
触れてきました。

　⑴　３つの資質・能力の育成－「知識及び技能」
「思考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人
間性等」
　⑵　「主体的・対話的で深い学び」による授業改善
　⑶　カリキュラム・マネジメント
　⑷　運動やスポーツとの多様な関わり方－「する，
みる，支える，知る」
　いずれも大切なポイントであり，その実現に向け
て今後準備をしていく必要があると思います。しか
し，現実に目を向けてみると，アクティブ・ラーニ
ングといっても，どの単元でも十分な時間が確保さ
れているわけではありませんし，生徒の意欲差，技
能差，体力差も顕著です。また，コロナの問題がま
だ収束しておらず，生徒たちの学びの機会が十分に
保障できる状況に戻っているわけではありません。
たとえば，実技中に「対話的な学び」を実施しよう
としも，直接的な会話が制限されており，その実施
は困難を極めます。新学習指導要領の実施にあたり，
各学校では現実を前にして難しい対応が迫られてい
るといえます。
　筆者は，新学習指導要領への向き合い方として，
各教師が高い志を持って授業や組織の改革を志向し
つつ，同時に成果を早急に求めすぎずに，目の前の
生徒の心と体を見ながら「ぼちぼち」と対応してい
く必要があると考えています。その際，教師同士が
協働的に関わり，試行錯誤をし，取り組むことを整
理していくことが必要です。真の意味での「主体
的」「対話的」で「深い」学び，そしてカリキュラ
ム・マネジメントの力は教師側にも求められている
と思います。

主な引用・参考文献
１） 文部科学省（2018）高等学校学習指導要領（平成30年

告示）．東山書房．
２） 文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年

告示）解説保健体育編．東山書房．
３） 文部科学省（2017）新しい学習指導要領の考え方－中央

教育審議会における議論から改訂そして実施へ－
 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__

icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf
  （参照日：2021年１月31日）
４） 近藤智靖（2017）平成29年版小学校新学習指導要領の

展開体育編－３章３カリキュラム・マネジメント．明治
図書出版．
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理解することが，アスリートとしての活躍はもとよ
り，生涯にわたる心身の健康的な生活を担保する基
盤となるのです。
＜モニタリングと周期理解の重要性＞
　個人差があるものの，女性の体調は内分泌の影響
を大きく受け周期的に変動しやすいことが知られ，
エストロゲンの分泌が活発になる卵胞期の特徴とし
て，骨形成への良い影響や精神的な安定が挙げられ
ます。また，プロゲステロンの分泌が優位になる黄
体期には，精神的に不安定になり，気持ちが沈みが
ちになる人もいます。このような周期的な変動は，
時にアスリートにとって大きな負担となります。た
とえば，卵胞期はエストロゲンの作用で体重が増加
しやすいですが，そのことを無視した体重制限は，
過剰な負担につながるでしょう。
　しかし，モニタリングの継続によって，現時点の
コンディショニングが順調かどうかの確認とともに，
今後の月経発来やそれに伴う体調変化の期間が予想
できれば，目標とする競技会や試験など，特定時期
のコンディションを予測することができ，適切なト
レーニング負荷の配置も行いやすくなります。
＜モニタリングと知識の確認＞
　前置きが長くなりましたが，本書は，長い期間を
俯瞰しやすい見開き一ヶ月の〔カレンダーページ〕
に続いて，〔体調及び基礎体温の記録ページ〕が同
様に見開きで配置されています。アスリート自ら書
き込んで活用していく手帳形式で，コンディション
の周期的な変動を認識したモニタリングに適してい
ます。デジタル全盛の今日であっても，手書きの文
字情報の温かみには重要な意味があるように思いま
す。実際，手書きの文字には文字情報以上の情報が
含まれており，記載当時の思いや微妙な心の動きが
反映されて気づきを与えてくれます。その一方で，
巻末には非常時の相談に役立つ〔身体と心のサポー
ト情報〕として，外部のウェブサイトへのリンクが
QR コードで記されているなど，スマートフォンと
手帳の両刀使いにも配慮された内容となっています。

〔からだとコンディショニングの基礎知識〕はイラ
スト付きの便覧で，女性アスリートが意識したい月
経周期や貧血などのトピックについて保健体育の教
科書の範囲を拡張した情報の解説があります。この
ダイアリーは，学校での保健体育授業を実践に活か
す第一歩の，頼もしいサポートとなるでしょう。

＜コンディショニングの基本はモニタリング＞
　陸上競技の指導に携わる身ですが，「女性アス
リート特有の悩みに寄り添ったサポートを」と頭で
は考えるものの，まだ十分とは言えず，日々模索し
ているところです。そのような私が，自分の努力を
棚に上げてもアスリートに求めるのは，過去・現
在・未来にわたって自分のコンディションを知るモ
ニタリングです。
＜若者の内分泌異常の影響は将来にわたる＞
　女性において11－14歳の時期が最も骨の形成が活
発であると言われていますが，10代は疲労骨折が起
こりやすい時期でもあります。女性ホルモンのうち，
特にエストロゲンが適切に分泌されることで，骨への
骨塩（カルシウムなど）の沈着が促進され，骨の強
度が保たれます。最近では，骨が弱い状態で競技を
継続すると骨折や疲労骨折につながり，若い時期に
長期にわたってエストロゲンが不足した状態が続くと，
その時期の骨強度が低くなるだけでなく，将来的にも
骨強度が上がりにくくなることがわかってきています。
ところが，「大丈夫だよ，競技を引退すれば月経が来
るから」「トップアスリートはみんな月経が来てない
よ」などと言って，対策を後回しにしている事例を耳
にすることがあります。この問題が将来にわたるもの
だということについては意外と知られていないのです。
　このような背景から，就学期にあたる若い世代の
女性アスリート自身が正しい知識を持って，問題を

女性アスリートダイアリー
2021
◆ 女性スポーツ研究センター　

編
◆Ａ５判
◆価格880円（本体800円＋税）

筑波大学体育系

大山卞圭悟

▲特設サイトはこちら
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１．新しい段階に入ったがん教育
　がんは，1981年より日本人の死因の第１位であ
る。年間30万人以上ががんで亡くなっており，こ
れは全死亡の約３割に相当する。また，生涯でがん
に罹患するリスクは年々増加し，最近では男性が
60%，女性が45%と推計されており，日本人のおよ
そ２人に１人が一生のうちにがんと診断されるとい
うことになる。その一方で，がんに対する関心の低
さや誤った認識も指摘されている。そして，そのこ
とが必要以上の不安を引き起こしたり，検診率の低
さをもたらしたり，がん患者あるいはその家族への
差別や偏見を持つことにつながることも指摘されて
いる。
　また，国のがん対策を進めるために2012年６月
に閣議決定された第２期「がん対策推進基本計画」
では，がん教育の必要性が指摘され，「子どもに対
しては，健康と命の大切さについて学び，自らの健
康を適切に管理し，がんに対する正しい知識とがん
患者に対する正しい認識を持つよう教育することを
目指し，５年以内に，学校での教育のあり方を含め，
健康教育全体の中で「がん」教育をどのようにする
べきか検討し，検討結果に基づく教育活動の実施を
目標とする」ことが示されている。そして，2018
年７月に告示された『高等学校学習指導要領解説　
保健体育編』では，入学年次又は次の年次の「現代
社会と健康」ウ生活習慣病などの予防と回復におい

て，がんの予防と回復が内容として示された１）。
　ここでは，これらの解説を中心に，特に高等学校
でのがん教育の目標，内容や授業づくり，評価など
を紹介する。

２．学校におけるがん教育の目標
　「がん対策推進基本計画」を受けて，文部科学省
は公益財団法人日本学校保健会に「がんの教育に関
する検討委員会」を設置した。そこでは学校におけ
るがん教育の枠組みがまとめられている２）。またこ
れを受けて，文部科学省は「学校におけるがん教育
の在り方について（報告）」で，学校におけるがん
教育の目標を次のようにまとめている３）。

１）がんについて正しく理解することができるように
する。
　がんが身近な病気であることや，がんの予防，早期
発見・検診等について関心をもち，正しい知識を身に
付け，適切に対処できる実践力を育成する。また，が
んを通じて様々な病気についても理解を深め，健康の
保持増進に資する。
２）健康と命の大切さについて主体的に考えることが
できるようにする。
　がんについて学ぶことや，がんと向き合う人々と触
れ合うことを通じて，自他の健康と命の大切さに気付
き，自己の在り方や生き方を考え，共に生きる社会づ
くりを目指す態度を育成する。

　このように学校におけるがん教育の目標は，大き
く〔がんに関する理解〕と〔健康と命の大切さを考
える態度〕の２つとなる。
　学校における健康教育は，小学校では体育科（保
健領域），中学校では保健体育科（保健分野），高等
学校では保健体育科（科目保健）を中心として，特
別活動や総合的な学習の時間，道徳，その他関連す
る教科をも通じて計画的に行われことも踏まえると，
この目標は，小学校体育科，中学校保健体育科，高
等学校保健体育科での目標であるとともに，学校教
育全体で目指す目標であると捉えることができる。
　なお，筆者は，児童生徒には，がんに対する不安
が認められること４），その一方でがんについての基
本的な知識が乏しかったり誤っていたりすること５），
そして小児がんの子どもたちへの教師の理解や友達
の励ましが大きな支えになる一方で不用意な言葉や
態度がいじめや差別にもつながること６）などを踏
まえて，それらを払拭することを，あえて明確に示
しながら，次のような目標を持つことが必要ではな
いかと考えている。

学校での 
がん教育の考え方
― 実施に向けての不安を解消 
するために―

聖心女子大学

植田誠治
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　学校におけるがん教育の目標は，がんの疾病概念，
予防方法，検診の意義，治療法や社会的な対策を正し
く理解し，がんを予防する能力や態度を高め，がんに
対するいたずらな不安や偏見を払拭する。また，がん
やがんと向き合う人々について学ぶことによって，自
他の健康といのちの大切さを知るとともに自己のあり
方や共生社会について考える態度を育成する。

３．がん教育の内容
　学習指導要領とその解説において，がん教育に関
連する内容を抜粋すると次のとおりである７，１）。
●中学校〔第２学年〕　教科：保健体育（保健分野）

〔中学校学習指導要領〕
　⑴　健康な生活と疾病の予防
ア　健康な生活と疾病の予防について理解を深めるこ
と。
　ア　省略
　イ　健康の保持増進には，年齢，生活環境等に応じ
た運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれた生活を続
ける必要があること。
　ウ　生活習慣病などは，運動不足，食事の量や質の
偏り，休養や睡眠の不足などの生活習慣の乱れが主な
要因となって起こること。また，生活習慣病などの多
くは，適切な運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれ
た生活を実践することによって予防できること。
　エ　喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，心身に
様々な影響を与え，健康を損なう原因となること。ま
た，これらの行為には，個人の心理状態や人間関係，
社会環境が影響することから，それぞれの要因に適切
に対処する必要があること。（以下，省略）
■内容の⑴のアのイ及びウについては，（中略）また，
がんについても取り扱うものとする。

　そして上記アのウ，エについては解説に次のよう
に示されている。

〔解説〕
　ウ　生活習慣病などの予防
　㋐　生活習慣病の予防
（前略）その際，運動不足，食事の量や質の偏り，休
養や睡眠の不足，喫煙，過度の飲酒などの不適切な生
活行動を若い年代から続けることによって，やせや肥
満などを引き起こしたり，また，心臓や脳などの血管
で動脈硬化が引き起こされたりすることや，歯肉に炎
症等が起きたり歯を支える組織が損傷したりすること
など，様々な生活習慣病のリスクが高まることを理解
できるようにする。
　生活習慣病を予防するには，適度な運動を定期的に
行うこと，毎日の食事における量や頻度，栄養素のバ
ランスを整えること，喫煙や過度の飲酒をしないこと，
口腔の衛生を保つことなどの生活習慣を身に付けるこ
とが有効であることを理解できるようにする。
　㋑　がんの予防
　がんは，異常な細胞であるがん細胞が増殖する疾病
であり，その要因には不適切な生活習慣をはじめ様々
なものがあることを理解できるようにする。

　また，がんの予防には，生活習慣病の予防と同様に， 
適切な生活習慣を身に付けることなどが有効であるこ
とを理解できるようにする。
　なお，㋐，㋑の内容と関連させて，健康診断やがん
検診などで早期に異常を発見できることなどを取り上
げ，疾病の回復についても触れるように配慮するもの
とする。
　エ　喫煙，飲酒，薬物乱用と健康
　㋐　喫煙と健康
　喫煙については，たばこの煙の中にはニコチン，
タール及び一酸化炭素などの有害物質が含まれている
こと，それらの作用により，毛細血管の収縮，心臓へ
の負担，運動能力の低下など様々な急性影響が現れる
こと，また，常習的な喫煙により，がんや心臓病など
様々な疾病を起こしやすくなることを理解できるよう
にする。特に，未成年者の喫煙については，身体に大
きな影響を及ぼし，ニコチンの作用などにより依存症
になりやすいことを理解できるようにする。（以下，
省略） （下線，網かけは筆者）

●�高等学校〔入学年次又は次の年次〕　教科：保健
体育（科目保健）

〔高等学校学習指導要領〕
　⑴　現代社会と健康
ア　現代社会と健康について理解を深めること。
　ア　イ　省略
　ウ　生活習慣病などの予防と回復
　健康の保持増進と生活習慣病などの予防と回復には，
運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれた生活の実践
や疾病の早期発見，及び社会的な対策が必要であるこ
と。
　エ　喫煙，飲酒，薬物乱用と健康
　喫煙と飲酒は，生活習慣病などの要因になること。
また，薬物乱用は，心身の健康や社会に深刻な影響を
与えることから行ってはならないこと。それらの対策
には，個人や社会環境への対策が必要であること。
（以下，省略）
■ （前略）　⑴のアのウについては，がんについても

取り扱うものとする。

　そして，上記アのウについては，解説に次のよう
に示されている。

〔解説〕
　ウ　 生活習慣病などの予防と回復
　がん，脳血管疾患，虚血性心疾患，高血圧症，脂質
異常症，糖尿病などを適宜取り上げ，これらの生活習
慣病などのリスクを軽減し予防するには，適切な運動， 
食事，休養及び睡眠など，調和のとれた健康的な生活
を続けることが必要であること，定期的な健康診断や
がん検診などを受診することが必要であることを理解
できるようにする。
　その際，がんについては，肺がん，大腸がん，胃が
んなど様々な種類があり，生活習慣のみならず細菌や
ウイルスの感染などの原因もあることについて理解で
きるようにする。がんの回復においては，手術療法，
化学療法（抗がん剤など），放射線療法などの治療法
があること，患者や周囲の人々の生活の質を保つこと
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や緩和ケアが重要であることについて適宜触れるよう
にする。
　また，生活習慣病などの予防と回復には，個人の取
組とともに，健康診断やがん検診の普及，正しい情報
の発信など社会的な対策が必要であることを理解でき
るようにする。なお，日常生活にスポーツを計画的に
取り入れることは生活習慣病などの予防と回復に有効
であること，また，運動や食事について性差による将
来の健康課題があることについて取り上げるよう配慮
する。 （下線，網かけは筆者）

　さて，中学校と高等学校の学習指導要領解説の文
章を，語尾に気をつけながら再度確認したい（既出
の解説の網かけ部分を参照）。
　中学校では，がんは異常な細胞であるがん細胞が
増殖する疾病であること，その要因には不適切な生
活習慣をはじめ様々なものがあること，そしてがん
の予防には，適切な生活習慣を身に付けることなど
が有効であること，さらに常習的な喫煙とがんの関
係といった内容は，理解できるようにする基本的な
内容として示されている。そして，がんの回復につ
いては触れるように配慮する内容となっている。こ
こでのがんの回復とは，「健康診断やがん検診など
で早期に発見できることなど」と示されていること
から，二次予防である早期発見・早期治療，そして
「など」として三次予防である治療と社会復帰など
の内容と考えることができる。
　このように高等学校では，がんのリスクを軽減し
予防するには，調和のとれた健康的な生活を続ける
こと（一次予防）とともに定期的な健康診断やがん
検診などを受診すること（早期発見・早期治療と
いった二次予防）が必要であることが，まず基本的
な内容として示されている。そして，がんには様々
な種類があることと，その原因には生活習慣のみな
らず，細菌やウイルスの感染などもあることも基本
的な内容として示されている。さらに，がんの回復
においては，手術療法，化学療法（抗がん剤など），
放射線療法という，いわゆるがんの三大治療法があ
ること（などとあるのでそれ以外も紹介は可能と思
われるが），そして，患者や周囲の人々の生活の質
を保つことと緩和ケアの重要性にも触れることが示
されている。これらは，中学校の内容をさらに発展
させたものとなっていることが見て取れる。
　また，高等学校の科目保健では，多くのテーマで
社会的対策が内容として含まれているが，がんの予
防と対策，すなわちがんの一次予防，二次予防，三
次予防においても，個人の取り組みとともに，健康
診断やがん検診の普及，正しい情報の発信など社会

的な対策が必要であることが基本的な内容として示
されている点も重要である。
　ところで，文部科学省におかれた「がん教育」の
在り方に関する検討会は，学校におけるがん教育の
学習内容について，次の９つを例示している３）。

１）がんとは（がんの要因等）
２）がんの種類とその経過
３）日本におけるがんの状況
４）がんの予防
５）がんの早期発見・がん検診
６）がんの治療法
７）がん治療における緩和ケア
８）がん患者の「生活の質」
９）がん患者への理解と共生

　これら９つの内容を，先の中学校・高等学校学習
指導要領解説に示された内容と照らし合わせるなら
ば，基本的な内容とするのか，触れることとする内
容とするのかは分けて考える必要があるものの，概
ね中学校・高等学校における保健体育科保健分野と
科目保健で網羅しているとみることができる。
　また，特別活動については，校種により表現が一
部異なるものの，「自主的，実践的な集団活動を通
して身に付けたことを生かして，主体的に集団や社
会に参画し，生活及び人間関係をよりよく形成する
とともに，人間としての在り方生き方についての自
覚を深め，自己実現を図ろうとする態度を養う。」
ことが目標として示され，内容の一つとして「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
る習慣のある確立」があり８），関連付けた指導も可
能である。

４．がん教育の授業展開とすぐに使える補助教材
　2022年４月からは，高等学校において新入生か
ら新しい教科書を用いた学習が始まる。授業を実際
に展開する際には，３．で紹介したがん教育の内容
と照らし合わせて，教科書の記述内容，図表等から
教材研究するとよいだろう。
　学習指導要領を踏まえての，高等学校における授
業展開例は次のとおりである９）。

〔高等学校における授業展開例（その１）〕
本時の目標：がんを引き起こす要因には，生活習慣，
細菌・ウイルスなど様々なものがあることを理解する
（知識・理解）。健康的な生活習慣とがんとの関係，が
んの病歴と５年生存率，がんの罹患リスク・予防要因
について分析し，自分が取るべき行動を考え，判断し，
説明することができる（思考・判断・表現）。
学習内容：がんを引き起こす要因には，生活習慣，細
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菌・ウイルスなど様々なものがあること。／がんを予
防するうえで，健康的な生活習慣の維持と，早期発
見・早期治療が重要なこと。
学習活動：
〔導入〕知っているがんをできるだけたくさんあげる。
〔展開〕日本での罹患数が多い順にがんの種類を整理
する。／がんを引き起こす原因として知っているもの
をあげ，それぞれのがんとの関係を整理する。／健康
的な生活習慣とがんの罹患リスクの関係を分析する。
／日本のがん検診率を諸外国のデータと比較し整理す
る。／がんのリスクを高くする，リスクを低くする行
動について，国立がん研究センター「がんのリスク・
予防要因評価一覧」を用いて整理する。
〔まとめ〕自分が今後，がんを予防するうえで取るべ
き行動についてまとめ記述する。

〔高等学校における授業展開例（その２）〕
本時の目標：がんに罹患した場合には，三大治療をは
じめとする治療法や緩和ケアがわかる（知識・理解）。
がん患者に対する様々な治療法や緩和ケア，社会的支
援について，課題や解決の方法を見つけたり，選んだ
りするなどして，それらを説明することができる（思
考・判断・表現）。
学習内容：がんの治療には，手術療法，化学療法（抗
がん剤など），放射線療法などの治療法があること。／
がんの回復には，治療のほかに，緩和ケアや患者や周
囲の人々の生活の質を保つことが重要であること。／
がんの予防や回復には，がん情報のサービスを活用す
ること。
学習活動：
〔導入〕がんになった方の中には，ウィッグを付ける
ことがあるがそれはなぜかを考える。
〔展開〕がんの三大治療の特徴について，国立がん研
究センター「がん情報サービス」のウェブサイトを用
いて調べ整理する。／緩和ケアとは何かを知るととも
に，がんの治療とともになぜ緩和ケアが重要であるか
意見交換する。
〔まとめ〕がんに関する情報を活用する際の留意点に
ついて，国立がん研究センター「がん情報サービス」
にある「がん情報さがしの10か条」を参考にしなが
ら，活用可能性について，意見を述べる。

　また，授業展開の際，学習指導要領解説に示され
た内容に関連させて，すぐに使える補助教材が開発
されている10）。教材は，「教師用指導参考資料」「映
像教材」「ワークシート」「スライド教材」などから
なり，ダウンロードして使用することができる。特
に「スライド教材」は，p.21に示したがん教育の
９つの内容に準じ，モジュール化して作成されてお
り，中学校・高等学校の授業を準備する際にすぐに
使えるものとなっている。授業において，授業の目
標に合わせて「スライド教材」の一部を用いたり，
いくつかを用いたり，あるいは学校や生徒の状況を
踏まえて一部変更したりして使用することができる。

５．�学校におけるがん教育を進めるうえでの配慮点
　⑴　生徒への配慮
　学校におけるがん教育の実施にあたっては，小児
がんの当事者や小児がんの既往のある生徒がクラス
にいる場合，家族にがん患者がいる児童生徒，家族
をがんで亡くした生徒がいる場合，クラスにがん患
者やがんの既往のある生徒がいる場合などには配慮
が必要である。個人情報保護の観点から，教える側
が生徒や家族の情報を持っていない場合もありうる
が，こんにちは生涯で２人に１人ががんに罹患する
時代でもあるため，まず教室や学校にはこのような
生徒がいるという前提で授業を行うことも必要であ
る。ただしこのことは，実は他の病気や事故といっ
た保健の内容を扱う場合も同じである。
　まず生活習慣が主な原因とならないがんがある

（生活習慣がよくてもがんになることもある）とい
う基本的な内容を踏まえる。小児がんの当事者ある
いは小児がんの既往のある児童生徒がいる場合，情
報を有する養護教諭と授業担当者が連携を図り，プ
ライバシーに配慮しながら，生徒や保護者に授業内
容について事前に伝える配慮も必要である。筆者の
経験では，このような場合に，生徒や保護者が「学
校全体にがんについての理解が広がってほしい」と
むしろ前向きに捉えるという報告も聞く。学校にお
けるがん教育はまさにそういう広がりを目指して行
われるものではあるが，がんに関する内容を一定の
まとまりとして取り扱い始める過渡期には慎重な対
応が必要である。
　⑵　外部講師の活用
　学校におけるがん教育では，がんの専門性の高さ
に鑑みて，広く専門機関等との連携を進める必要性
が強調されている。地域や学校の実情に応じて，学
校医やがん専門医をはじめとする医師や看護師，保
健師等の保健医療専門家，あるいはがん経験者やが
ん経験者団体等の外部講師の参画・協力を推進する
という内容である。自治体においては，がん教育外
部講師リストや外部講師活用の手引きを作成したり
しているところもある11）。学校と自治体，特に教育
委員会との連絡をとり，推進することが必要である。
　例えば，がんの治療法や緩和ケアについて，高等
学校の科目保健の内容として基礎基本を学んだうえ
で，保健医療専門家やがん経験者からその実際や最
先端の内容を学ぶなどのような学習の深め方も期待
できる。その場合に，保健体育科（保健分野／科目
保健）の時間を用いるのか，特別活動や特別教科道
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徳の時間を用いるのかについては，保健主事ととも
に検討するとよい。外部講師の参画・協力は，生徒
にとって貴重な学習の機会となるが，外部講師が，
学校における教育課程の特徴を踏まえていること，
がんに関する学習の進捗状況を把握しておくこと，
そして学校が年間計画を立てる段階から参画するこ
となどが必要である。

６．がん教育の評価
　がん教育を行ううえで，教育効果を確認するため
にまず生徒を対象とする評価が必要であり，目標に
準拠した評価が行われるとよい。また，授業では，
新たな知識が得られたか，今日学んだことが大切な
ことがらや生活の役に立つものであったか，主体的
に学ぶことができたか，あるいは仲間と協同的に学
ぶことができたかといった学習過程の評価もあると
よい。以下に，具体的な評価の観点を列記する２，９）。

〔評価の例〕
児童生徒を対象とする評価の観点及び内容
１）がんやがん患者についての関心，態度，考え方
　がんは身近な病気であると思うか／がんを怖いと思
うか／がん検診を受けられる年齢になったら検診を受
けようと思うか／がんを学ぶことで命の大切さを考え
ることができたか／がんを学ぶことでがん患者に対す
る印象が変わったか
２）がんやがん患者に関する知識・理解
　がんは体の中で異常な細胞が増えてしまう病気であ
ることがわかったか／がんには様々な原因があること
がわかったか／がんは誰もがかかる可能性のある病気
であることがわかったか／がんを予防する方法には，
たばこを吸わないこと，規則正しい生活とバランスの
とれた食事をすること，適度な運動をすること，ワク
チンを受けることなどの方法があることがわかったか
／がんを早期発見する検診の大切さがわかったか／が
んの治療には，手術，抗がん剤，放射線という方法が
あることがわかったか／がんによる心身の痛みを和ら
げるための医療が行われていることがわかったか／が
んの治療後には，今までどおりの生活の質を大切にす
ることが重要であることやがんになっても充実した生
き方ができることがわかったか／がん患者への偏見を
なくし，共に生きる社会の大切さがわかったか
３）がん教育の学習過程に関連する評価
　この勉強は大切なことがらだと思ったか／この勉強
でこれからの生活に役に立つことがあると思ったか／
新しい発見や驚きがあったか／夢中になって勉強する
ことができたか／もっと続けて勉強したいと思ったか
／もっと知りたい，もっと調べたいと思うことがあっ
たか／自分から進んで勉強することができたか／わか
らないことや疑問に思うことは，自分で調べたり質問
したりしたか／自分の考えや意見を持つことができた

か／友だちと協力して勉強することができたか／友だ
ちの意見を聞いて共に考えることができたか／友だち
から教えてもらったり，助けてもらったりしたか

７．おわりに
　学校におけるがん教育によって，がんの基礎的・
基本的な理解が促進されるとともに，がんに対する
意識，がんに対する予防行動，がん検診に対する意
識や行動の変化が期待される。この半世紀ほどの間
に喫煙に対する意識と行動は大きく変化した。それ
には少なからず保健での学習が影響しているといえ
るだろう。少し時間はかかるかもしれないが，学校
におけるがん教育にも同様の成果を期待したい。
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駅伝
【男子】
１位　世羅（広島）
２位　仙台育英（宮城）
３位　洛南（京都）
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１位　世羅（広島）
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３位　仙台育英（宮城）

ラグビー
１位　桐蔭学園（神奈川）
２位　京都成章（京都）
３位　大阪朝鮮（大阪）　東福岡（福岡）
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【男子】
１位　飯山（長野）
２位　東海大札幌（北海道）
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【女子】
１位　飯山（長野）
２位　十日町（新潟）
３位　新井（新潟）
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【男子】
１位　帯広三条（北海道）
２位　白樺学園（北海道）
３位　小梅（長野）

【女子】
１位　山形中央（山形）
２位　白樺学園（北海道）
３位　帯広三条（北海道）

アイスホッケー
【男子】
１位　武修館（北海道）
２位　白樺学園（北海道）
３位　駒大苫小牧（北海道）　埼玉栄（埼玉）　

フィギュアスケート
【男子】
１位　就実（岡山）
２位　埼玉栄（埼玉）
３位　駒場学園（東京）

【女子】
１位　中京大中京（愛知）
２位　岡山理大附（岡山）
３位　駒場学園（東京）
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