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１．はじめに 
	 平成 29年 7月に中学校、平成30年 7月

に高等学校の新学習指導要領が告示された。

今回の改訂では「生涯にわたる予測不能な

問題解決に必要な資質・能力（コンピテン

シー）の育成を位置づけており、生きて働

く知識・技能の習得、論理的思考力や表現

力、学んだことを人生や社会に生かそうと

する資質・能力の育成が求められるように

なった。そしてそのために、自ら課題を発

見し、その解決に向けて主体的・対話的に

探究し、学びの成果等を表現し、さらに実

践に生かしていけるような学習のプロセス

が求められる。今までの体育ではコンテン

ツ・ベイスが中心になり、できること（技

能の習得等）が重視され、教師による技能

習得のための一方向的な授業展開が中心で

あった。これらの現状を踏まえ、今回の保

健体育科の改訂では生徒が自己や仲間の課

題を能動的・協働的に課題解決していき、

生涯を通じて心身の健康を保持増進し豊か

なスポーツライフを実現するための資質・

能力を育成することを目指している。	

 
２．学習指導要領改訂のポイント 
（1）何ができるようになるのかの明確化
（育成を目指す資質・能力） 
今回定められた「三つの資質・能力」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」であ

り、それらに基づき指導内容が設定された。 
一つ目の柱として「知識及び技能」が一

括りになり、「わかってできる」を目指す方

向性が明確になった。 
二つ目の柱として「思考力、判断力、表

現力等」については、自分の意見を言える

生徒に育てたい思いの反映である。自己や

仲間の考えたことを他者に言葉や文字で伝

えたり、動作等で表現したりすることを示

している。 
三つ目の柱として「学びに向かう力、人

間性等」は従前の「態度」にあたる。これ

に関わる指導内容（公正、協力、責任、参

画、共生及び健康・安全）を設定した教科

は保健体育科のみであり、体育の実践の試

みが将来の学校教育の新たな指針に影響を

与える。 
 
（2）「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けた授業改善の推進 
「主体的・対話的で深い学び」は必ずし

も 1単位時間の授業の中で全てが実現され
るものではない。単元など内容や時間のま

とまりの中で、例えば、主体的に学習に取

り組めるよう学習の見通しを立てたり、学

習したことを振り返ったりして自身の学び

や変容を自覚できる場面をどこに設定する

か、対話によって自分の考えなどを広げた

り深めたりする場面をどこに設定するか、

学びの深まりを作りだすために、生徒が考

える場面と教師が教える場面をどのように

組み立てるか、といった視点で授業改善を

進めることが求められる。 
 
（3）各学校におけるカリキュラム・マネ
ジメントの推進 
	 前述した（1）（2）等の取組を実現させ
るためには、学校全体として生徒や学校等

の実態把握、教育内容や時間配分、人的・

物的体制の確保等を通し、教育活動の質の



向上を図るカリキュラム・マネジメントが

新たに示された。 
 
３．保健体育における「見方・考え方」の

捉え方 
（1）体育の「見方・考え方」 
	 今回の学習指導要領では各教科で「見

方・考え方」が示された。その意図は、21
世紀社会の予測不能な変動や変化に対して、

一人一人の柔軟な思考力や判断力、表現力

等が各教科の「見方・考え方」を働かせる

形でより求められることにある。体育の「見

方・考え方」は、「運動やスポーツを、その

価値や特性に着目して、楽しさや喜びとと

もに体力の向上に果たす役割の視点から捉

え、自己の適性等に応じた『する・みる・

支える・知る』の多様な関わり方と関連付

けること」であるとされている。これが意

味することとは、「見方・考え方」を働かせ

た学びを通じて、「知識・技能」「思考力・

判断力・表現力等」、「学びに向かう力、人

間性等」が育まれるとともに、新たな資質・

能力が身に付き、生涯にわたって豊かなス

ポーツライフを実現したり、学習したこと

を実生活、実社会において生かしていった

りする上でも役立つものになるという考え

によるものである。 
 
（2）保健の「見方・考え方」 
	 保健の「見方・考え方」は、「生涯にわた

って健康を保持増進する資質・能力を育成

することができる」ことと「三つの柱で示

された資質・能力に対応した目標・内容に

改善していく」ことを意図している。中央

審議会答申（平成 28年 12月）には「個人
および社会生活における課題や情報を、健

康や安全に関する原則や概念に着目して捉

え、疾病等のリスクの軽減や生活の質の向

上、健康を支える環境づくりと関連助ける

こと」であると示された。体育の「見方・

考え方」でも述べたとおり、「現在および将

来の生活において、自他の健康と安全に関

する課題に対して保健の知識および技能等

を習得、活用して、健康の保持増進や回復、

安全の確保などを支えていく環境づくりを

目指して的確に思考、判断し、それらを表

現する」ことをできるようにすることを目

指すこととしている。上記３において前述

したように、21世紀社会の予測不能な変動
や変化に対して、一人一人の柔軟な思考力

や判断力、表現力等が各教科の「見方・考

え方」を働かせる形でより求められること

にあることから、保健においても保健独自

の視点が求められている。保健においては、

「健康」と「安全」が最も重要な概念とし

て考えられ、その課題に対してのキーワー

ドのなるものが「環境」であろう。社会の

変化に伴う予測困難な問題の表出や情報化

社会特有の課題などかつてでは想像し得な

い状況がある。社会の中の自己という環境

の整備は非常に重要であると考えられる。 
 
４．これからの保健体育の授業と共生の理

念 
（1）体育の授業と共生の理念 
	 体育で示された「学びにむかう力、人間

性等」には「公正に取り組む、互いに協力

する、自己の責任を果たす、一人一人の違

いを認めようとする（大切にしようとする）

の意欲を育てること」などが挙げられてい

る。これは、具体的には「体力や技能の程

度、性別や障害の有無等にかかわらず、人

には違いがあることに配慮し、よりよい環

境づくりや活動につなげようとすること」

に主体的に取り組もうとする意思をもち、

一人一人の違いを超えて取り組もうとする

意欲を高めることである。運動が好き、嫌

い、得意、不得意、積極的に発言する生徒、

控え目な生徒、身体的に障害があるなど多

様な生徒がいる中で、運動やスポーツの楽

しみ方を共有するためにはどのように体育

の授業が展開されていくのがよいのかが求

められている。そのためにもペア学習やグ

ループ学習等を通して、どうしたらみんな

ができるようになるのか、みんなが楽しめ

るゲームができるようになるのか、仲間と

の連帯感や励まし合うことの喜びを味わう

ことができるのかなどについて、教師の意

識改革、男女共習、ルールや場の工夫、パ

ラスポーツからの学びなど、「体育の見方・



考え方」が生徒の心にやさしく落ちていく

ような「主体的・対話的で深い学び」の授

業を通して生徒の資質・能力を高めていく

ことが求められている。さらに、体育理論

では、体育における運動に実践や保健との

関連を図りつつ、豊かなスポーツライフを

実現するためのスポーツとの多様な関わり

方を楽しむことができるようになることが

重視されている。 
 
（2）保健の授業と共生の理念 
	 保健で示された「学びにむかう力、人間

性等」には「生涯を通じて自他の健康の保

持増進やそれを支える環境づくりを目指し、

明るく豊で活力ある生活を営む態度を養う」

という目標が示されている。これは「個人」

だけでなく周りの「他者」との関連性、理

解について考えさせることを示している。

つまりは「健康課題」や「安全課題」につ

いて、その単一の知識および技能を習得す

ることのみを求めている訳ではなく、その

知識および技能を活かして「個」から「他

者との関わり」についても言及することを

求めている。つまり、「社会の課題を発見し、

合理的、計画的な解決に向けて思考するこ

とと判断し、それを表現していく」ことを

求めている。健康課題を捉えるにあたり、

「疾病等のリスクの軽減」、「生活の質の向

上」、「健康を支える環境づくり」という三

つの観点について関連付けて考えていくこ

とが重要である。 
 
５．共生社会の実現に向けて「困難さ」へ

の理解について 
	 各科目にわたる指導計画の作成と内容の

取り扱いについて、「障害のある生徒などに

ついては、学習活動を行う場合に生じる困

難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を

計画的、組織的に行うこと。」と述べられて

いる。生徒の資質・能力の育成、各教科等

の目標の実現を目指し、「全ての教科等にお

いて、一人一人の教育的ニーズに応じたき

め細かな指導や支援ができるよう、障害種

別の指導の工夫の意図、手だてを明確にす

ること」を最重視している。具体的な困難

さは、「見えにくさ」、「聞こえにくさ」、「道

具操作の困難さ」、「移動上の制約」、「健康

面や安全面での制約」、「発音のしにくさ」、

「心理的な不安定」、「人間関係形成の困難

さ」、「読み書きや計算等の困難さ」、「注意

の集中を持続することの苦手さ」などが挙

げられ、佐藤ら（2019）は「これらの個々
に異なる困難さに対して生徒一人一人に応

じた指導内容や方法の工夫を行うことが求

められ、これらが配慮なき変更や調整とな

らないよう、合理的配慮の意図を持つ必要

がある」と述べている。また、具体的な方

法として、「複数教員による指導や個別指導

を行う配慮や指導の際の家庭や専門医等と

の密接な連絡などによって健康・安全への

確保」等を挙げ、また「『アダプテッド・ス

ポーツ』の視点を踏まえての検討も重要」

としている。このような具体的な困難さに

ついて理解した上で「共生」への本質的な

アプローチを考える必要がある。古藤

（2012）は共生について、「他者との差異
や異質を認め合い、かつ他者との対立・緊

張関係を維持しながら、その社会的に平等

で調和的に生きていく豊かな関係を創出し

ていき」、「『共に生きる』ためには、他者へ

の配慮や気配りに重きを多く事が求められ

る」と述べている。「星槎の３つの約束」で

ある「人を認める」、「人を排除しない」、「仲

間を作る」ということについて、古藤が述

べたように「他者と差異や異質」はあると

いうことをまず認め、他者への配慮や気配

りを持つことによって人を認めることがで

き、仲間としての関係性を築くことができ

る。共生は一方通行の概念ではなく、常に

双方向性の概念である。他者に対する気配

りや配慮が重要であり、理解が前提となる。

つまり、「困難さ」への理解とは、自己と他

者を含んだ外部との環境づくりの一部であ

り、特別なことではない部分も多くある。

細やかな配慮は必要ではあるものの、一般

社会での環境づくりと土台は何ら変わらな

いということを認識することが重要である。

保健体育においては、このようなことを包

括した上で主体的・対話的で協働的な学習

活動の実践を目指していく必要がある。 



 
６．領域における改訂ポイント 
（1）体つくり運動 
	 「体を動かす楽しさや心地よさを味わい

健康の保持増進や体力の向上を図り･･･」と

いうことについて、「運動をする意義、体の

構造、運動の原則を理解する」ことが加え

られた。また、「体力を高める運動」が、中

学第 1、2 学年において「体の動きを高め
る運動」に、中学第 3学年、高校生では「実
生活に生かす運動の計画」に名称変更され

た。 
 
（2）器械運動 
	 旧指導要領に記されていた「技を高めて、

演技することができるようにする」という

表現がなくなり「自己に適した技で演技す

る」とされた。技の難易度を高めていくこ

とを目指す方向ではなく、それぞれの多様

な課題に応じることを重視している。生涯

にわたって運動を豊かに継続するための自

己や仲間の課題を発見し、合理的、計画的

な解決に向けて取り組むとしている。身体

表現を通して、他者への伝達等のコミュニ

ケーション能力の養成も含んでいる。 
 
（3）陸上競技 
	 「記録の向上や競争の楽しさや喜びを味

わい･･･」ということについて、「自己や仲

間の課題を解決するなどの多様な楽しさ」

が加えられた。具体的なこととして「短距

離走・リレー」において、バトンパスにお

ける詳細な記述がなされた「リレーの技能」

が加えられている。前述した「自己や仲間

の課題の解決」という観点において、自己

観察や他者観察による多様な分析と課題発

見、解決を通して、自他への思考・判断・

表現を養成することを目指している。 
 
（4）水泳 
	 「一人一人の違いに応じた課題や挑戦を

大切にしようとする」という共生社会の実

現に向けた記述が加えられている。水中運

動という別環境への対応・馴化ということ

も含んで捉えることができる。 

 
（5）球技 
	 「勝敗を競う楽しさを味わい･･･」という

ことに「チームや自己の課題を解決したり

するなどの楽しさ」という仲間との協働的

な作業と達成に関する文言が加えられた。 
 
（6）武道 
	 「自己や仲間の課題を解決するなどの多

様な楽しさや喜び」を味わうことや「生涯

にわたって運動を豊かに継続するための自

己や仲間の課題発見、解決に向けての取り

組み」等が明記された。 
 
（7）ダンス 
	 「自己の課題を解決したりするなどの楽

しさ」を味わうことが明記され、ダンス特

有の表現や踊りを「身につける」という表

現がなされている。フォークダンスにおい

ては「日本の民謡や外国の踊りから」とい

う具体的表現もなされている。 
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