
No. 都道府県名等 国公私 所管する教育委員会名 学校名 学校種別 取組テーマ名

1 公 札幌市教育委員会 未定(公募により選定） 中学校

2 公 北海道教育委員会 未定(公募により選定） 高等学校

3 公 つくば市教育委員会 つくば市立春日中学校

4 公 石岡市立教育委員会 石岡市立八郷中学校

5 公 日立市教育委員会 日立市立泉丘中学校

6 公 取手市教育委員会 取手市立藤代中学校

7 公 牛久市教育委員会 牛久市立牛久第三中学校

8 公 潮来市教育委員会 潮来市立潮来第二中学校

9 公 東海村教育委員会 東海村立東海南中学校

10 公 茨城県立下館第一高等学校

11 公 茨城県立水海道第一高等学校

12 公 茨城県立牛久栄進高等学校

13 公 茨城県立藤代紫水高等学校

14 公 茨城県立土浦第二高等学校

15 公 茨城県立三和高等学校

16 公 茨城県立日立第二高等学校

17 公 伊勢崎市教育委員会 伊勢崎市立第一中学校 中学校 保健体育科等と関連させて、がんに関する指導を行う

18 公 群馬県教育委員会 群馬県立前橋女子高等学校 高等学校 講演会の開催を通して、がんに関する指導を行う

19
千葉県
（中１）

公 成田市教育委員会 成田市立下総中学校 中学校 未定

20 公 鎌倉市教育委員会 鎌倉市立腰越中学校

21 公 神奈川県教育員会
神奈川県立

相模原中等教育学校

22 私 ―
学校法人堀井学園

横浜翠陵中学・高等学校

23 公 富山市教育委員会 富山市立東部小学校

24 公 富山市教育委員会 富山市立広田小学校

25 公 黒部市教育委員会 黒部市立鷹施中学校

26 公 射水市教育委員会 射水市立小杉南中学校

27 公 富山県立富山工業高等学校

28 公 富山県立富山高等学校

29 公 長野市教育委員会 長野市立西部中学校 中学校

30 公 長野県教育委員会 長野県長野南高等学校 高等学校

31
静岡県
（高１）

公 静岡県教育委員会 静岡県立富士高等学校 高等学校

高等学校での「がんの教育」の実践をとおして生徒にがん
に対する正しい知識を習得させ、また、関係機関等との連
携の在り方について検討し、今後の学校での実践に生かし
ていく

32 公 大津市教育委員会 大津市立真野北小学校
がんに関して正しい理解やいのちの大切さについて考え
る。　出前授業（県内病院医師等）実施予定

33 公 栗東市教育委員会 栗東市立金勝小学校
がんに関して正しい理解やいのちの大切さについて考え
る。　出前授業（県内病院医師等）実施予定

34 公 守山市教育委員会 守山市立守山南中学校
がんに関して正しく理解や、いのちの大切さについて考え
る。　指導資料「がん」ってどんな病気？の活用予定

35 公 彦根市教育委員会 彦根市立稲枝中学校
がんに関して正しく理解や、いのちの大切さについて考え
る。　指導資料「がん」ってどんな病気？の活用、講演会の
開催予定

36
大阪府
（高１）

公 大阪府教育委員会 大阪府立芥川高等学校 高等学校 命の大切さを育む「がん教育」

37
奈良県
（中１）

公 広陵町教育委員会 広陵町立真美ヶ丘中学校 中学校 教材を活用した効果的な指導の在り方について

38 公 玉野市教育委員会 玉野市立宇野中学校

39 公 倉敷市教育委員会 倉敷市立東中学校

  がん教育～かけがえのないいのち考えるきっかけに～

岡山県
（中２、高２）

中学校
がんに対する正しい理解
がん患者に対する正しい理解
命の大切さ

未定（公募により実施校を選定する際に決定する予定）

がんについての正しい理解といのちの大切さについて考え
る態度を育成する

保健学習と保健指導を連携させた「がん教育」の推進（仮）

中学校

小学校

中学校
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北海道
（中１、高１）

茨城県
（中７、高７）

群馬県
（中１、高１）

神奈川県
（中３）

茨城県教育委員会

富山県教育委員会

中学校

高等学校

長野県
（中１、高１）

滋賀県
（小２、中２）

がんについての正しい知識の習得
がん患者に対する正しい認識
命の大切さ

高等学校

小学校

中学校

富山県
（小２、中２、

高２）



No. 都道府県名等 国公私 所管する教育委員会名 学校名 学校種別 取組テーマ名

40 公 岡山県教育委員会 岡山県立倉敷天城高等学校

41 公 岡山県教育委員会 未定

42 公 鳴門市教育委員会 鳴門市鳴門西小学校 小学校
保健学習に位置付けた「がん教育」の在り方
～外部講師とのTT授業を通して～

43 公 〃 鳴門市鳴門東小学校 小学校
保健学習に位置付けた「がん教育」の在り方
～がん患者の情報を活用して～

44 公 〃 鳴門市鳴門中学校 中学校
保健学習に位置付けた「がん教育」の在り方
～科学的知見に基づいた情報を活用して～

45 公 香川県教育委員会 未定 小学校

46 公 〃 未定 中学校

47 公 〃 未定 高等学校

48 公 松山市教育委員会 松山市立石井北小学校 小学校

49 公 西条市教育委員会 西条市立小松中学校

50 公 松山市教育委員会 松山市立雄新中学校

51 公 愛南町教育委員会 愛南町立御荘中学校

52 公 愛媛県立新居浜南高等学校

53 公 愛媛県立長浜高等学校

54 公 愛媛県立野村高等学校

55 公 愛媛県立松山盲学校 特別支援学校

がんに対する正しい理解やがん患者に対する正しい認識
及び命の大切さに対する理解を深めるため、専門医又は
がん患者等を講師として派遣し、教職員対象の研修会を実
施する

56 公 未定 未定 小学校

57 公 未定 未定 中学校

58 公 福岡県教育委員会 未定 高等学校

59
佐賀県
（中１）

公 武雄市教育委員会 武雄市立川登中学校 中学校
がんの学習を通した、健康的な生活ができる、命の大切さ
を理解する、困難を克服する強い心を持つ生徒の育成

60 公 鹿児島市教育委員会 鹿児島市立南小学校

・健康的な生活習慣の確立とともにがんに対する正しい知
識を身に付ける
・がんになったことのある方の話を聞き、“命の大切さ”や
“がんへの理解”を深める

61 公 薩摩川内市教育委員会 薩摩川内市立隈之城小学校
”いのち輝け”
～命の大切さについて考える小中一貫教育～

62 公 鹿児島市教育委員会 鹿児島市立伊敷中学校

・健康的な生活習慣の確立とともにがんに対する正しい知
識を身に付け、自分の行動に生かすことができる
・がんになったことのある方の話を聞き、“命の大切さ”や
“がんへの理解”を深めるとともに、がん予防に努め、身近
な人に思いやりの心を持って接することができる

63 公 薩摩川内市教育委員会 薩摩川内市立川内南中学校
”いのち輝け”
～命の大切さについて考える小中一貫教育～

64 公 未定 小学校

65 公 未定 中学校

66 公 未定 中学校

67
神戸市
（中１）

公 神戸市教育委員会 神戸市立塩屋中学校 中学校 命の教育

68 公 福岡市立千早小学校 小学校

69 公 福岡市立和白丘中学校 中学校

70 公 福岡市立福翔高等学校 高等学校

○ がんの教育総合支援事業実施都道府県・指定都市　　　２１か所

○ 実施校数

小学校 １３校

中学校 ３４校

高等学校 ２２校

特別支援学校 １校 　　　　計　７０校

（仮）学校におけるがん教育について

がんに関する教育

がんに対する正しい理解
がん患者に対する正しい理解
命の大切さ

　　　　　　　　　　　　　　 平成２６年度「がん教育」実施校一覧　　　平成２６年７月１４日現在

福岡市教育委員会

川崎市教育委員会

小学校

がんに対する正しい理解やがん患者に対する正しい認識
及び命の大切さに対する理解を深めるため、専門医又は
がん患者等を講師として派遣し、児童生徒対象の講演会
又は教職員対象の研修会を実施する

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
識を持たせる

高等学校

愛媛県教育委員会

高等学校

中学校

福岡市
（小１、中１、

高１）

川崎市
（小１、中２）

愛媛県
（小１、中３、
高３、特１）

中学校

香川県
（小１、中１、

高１）

H25年度に香川県健康福祉部が中心となり、作成された
「香川県がん教育の手引き」及び香川県版がん教育プログ
ラムの試行授業の検討・検証を行う

福岡県
（小１、中１、

高１）

岡山県
（中２、高２）

鹿児島県
（小２、中２）

徳島県
（小２，中１）


