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新しい学習指導要領

文部科学省 初等中等教育局
健康教育食育課 健康教育調査官 横嶋 剛

外部講師によるがん教育に期待されること

会場：ＴＫＰガーデンシティー仙台
日時：令和元年９月13日（金）

令和元年度 がん教育外部講師研修会

講義

会場：京都ガーデンパレス
日時：令和元年10月25日（金）



本研修会の目的

外部講師によるがん教育の実施
についての留意事項及び効果的な
進め方等の講義、医師やがん患者
・経験者等による実践発表、質疑
や協議を通して、学校におけるが
ん教育の外部講師の関わり方の充
実に資することで、より効果的な
がん教育を実施する。



がん対策基本法

第５節 がんに関する教育の推進

（第２３条）

国及び地方公共団体は、国民が、がんに関
する知識及びがん患者に関する理解を深める
ことができるよう、学校教育及び社会教育に
おけるがんに関する教育の推進のために必
要な施策を講ずるものとする。



初等中等教育局健康教育・食育課
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第三期がん対策推進基本計画（抄）

初等中等教育局健康教育・食育課

（現状・課題）

法第23条では，「国及び地方公共団体は，国民が，がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることがで
きるよう，学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする」とされて
いる。

健康については，子供のころから教育を受けることが重要であり，子どもが健康と命の大切さについて学び，自らの健
康を適切に管理するとともに，がんに対する正しい知識，がん患者への理解及び命の大切さに対する認識を深めるこ
とが大切である。これらをより一層効果的なものとするため，医師やがん患者・経験者等の外部講師を活用し，子ども
に，がんの正しい知識やがん患者・経験者の声を伝えることが重要である。

国は，平成26（2014）年度より「がんの教育総合支援事業」を行い，全国のモデル校において，がん教育を実施する
とともに，がん教育の教材や外部講師の活用に関するガイドラインを作成し，がん教育を推進している。

しかし，地域によっては，外部講師の活用が不十分であること，教員のがんに関する知識が必ずしも十分でないこと
及び外部講師が学校において指導する際の留意点等を十分認識できていないことについて指摘がある。

（３）がん教育・がんに関する知識の普及啓発

（取り組むべき施策）

国は、学校におけるがん教育について、全国での実施状況を把握する。教員には、がんについての理解を促すため
、外部講師には、学校でがん教育を実施する上での留意点や指導方法を周知するため、教員や外部講師を対象とし
た研修会等を実施する。

都道府県及び市町村において、教育委員会及び衛生主管部局が連携して会議体を設置し、医師会や患者団体等
の関係団体とも協力しながら、また、学校医やがん医療に携わる医師、がん患者・経験者等の外部講師を活用しなが
ら、がん教育が実施されるよう、国は必要な支援を行う。

【個別目標】

国は、全国での実施状況を把握した上で、地域の実情に応じて、外部講師の活用体制を整備し、がん教育の充実
に努める。
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がん教育の定義

がん教育は、健康教育の一環として、がんに

ついての正しい理解と、がん患者や家族などの

がんと向き合う人々に対する共感的な理解を

深めることを通して、自他の健康と命の大切さ

について学び、共に生きる社会づくりに寄与す

る資質や能力の育成を図る教育である。

＊学校におけるがん教育の在り方について（報告）H27.3



がん教育の目標

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。
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新学習指導要領に基づくがん教育



学習指導要領とは？

全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教
育を受けられるようにするため、文部科学省では、学
校教育法等に基づき、各学校で教育課程（カリキュラ
ム）を編成する際の基準を定めています。これを「学
習指導要領」といいます。 「学習指導要領」では、
小学校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教科
等の目標や大まかな教育内容を定めています。また、
これとは別に、学校教育法施行規則で、例えば小・中
学校の教科等の年間の標準授業時数等が定められてい
ます。各学校では、この「学習指導要領」や年間の標
準授業時数等を踏まえ、地域や学校の実態に応じて、
教育課程（カリキュラム）を編成しています。

（文部科学省HPより）
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Ｒ２年度～全面実施

Ｒ３年度～全面実施

Ｒ４年度～
年次進行
で実施



心身の健康の保持増進に関する指導の資質・能力のイメージ

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を知っているか
何ができるか

健康な生活を送るための基礎となる
各教科等の知識・技能

知っていること・できる
ことをどう使うか

自らの健康を適切に管理し、改善していく力

健康に係る情報を収集し、意思決定（意志決定）・
行動選択していく力 等

健康の大切さ、健康の保持増進に

向かう情意や態度等

教科横断的な

カリキュラム・マネジメントの実現

どのように学ぶか

（アクティブ・ラーニングの視点からの
創造的な学習プロセスの実現）

法令等
・教育振興基本計画
・健康増進法
・歯科口腔保健の推進に関
する法律
・アルコール健康障害対策
基本法
・少子化社会対策大綱
・がん対策推進基本計画
・消費者基本計画



体育科・保健体育科での指導
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生きる力を育む小学校保健教育の手引（文部科学省H25.3）

体育科・保健体育科における保健の学習の体系

２単位
（７０ｈ）

４８ｈ
程度

２４ｈ
程度



小・中・高等学校の保健の内容
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小学校（保健領域） 中学校（保健分野） 高等学校（科目保健）

「健康な生活」（３年）
・健康な生活
・１日の生活の仕方
・身の回りの環境

「体の発育・発達」(４年)
・体の発育・発達
・思春期の体の変化
・体をよりよく発育・発達させるための生活

「心の健康」（５年）
・心の発達
・心と体との密接な関係
・不安や悩みへの対処

「けがの防止」（５年）
・交通事故や身の回りの生活の危険が原因
となって起こるけがとその防止
・けがの手当

「病気の予防」（６年）
・病気の起こり方
・病原体が主な要因となって起こる病気の
予防
・生活行動が主な要因となって起こる病気
の予防
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・地域の様々な保健活動の取組

「健康な生活と疾病の予防」
（１．２．３年）

・健康の成り立ちと疾病の発生要因
・生活習慣と健康
・生活習慣病などの予防
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・感染症の予防
・個人の健康を守る社会の取組

「心身の機能の発達と
心の健康」（１年）

・身体機能の発達と個人差
・生殖に関わる機能の成熟と適切な行動
・精神機能の発達と自己形成
・欲求やストレスへの対処と心の健康

「傷害の防止」（２年）
・交通事故や自然災害などによる傷害の発
生要因
・交通事故などによる傷害の防止
・自然災害による傷害の防止
・応急手当

「健康と環境」（３年）
・身体の環境に対する適応能力・至適範囲
・飲料水や空気の衛生的管理
・生活に伴う廃棄物の衛生的管理

「現代社会と健康」

・健康の考え方
・現代の感染症とその予防
・生活習慣病などの予防と回復
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・精神疾患の予防と回復

「安全な社会生活」
・安全な社会づくり
・応急手当

「生涯を通じる健康」
・生涯の各段階における健康
・労働と健康

「健康を支える環境づくり」
・環境と健康
・食品と健康
・保健・医療制度及び地域の保健医療機関
・様々な保健活動や社会的対策
・健康に関する環境づくりと社会参加

（原則として、入学年次及びその次
の年次の２か年にわたり履修）



「健康な生活と疾病の予防」（中学校１・２・３年）
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ア 健康の成り立ちと疾病の発生要因

イ 生活習慣と健康

ウ 生活習慣病などの予防

エ 喫煙、飲酒、薬物乱用と健康

オ 感染症の予防

カ 個人の健康を守る社会の取組

第１学年

第２学年

第３学年



新学習指導要領を踏まえた授業改善



新学習指導要領を踏まえた授業改善
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知識を伝達する学習

主体的、対話的で深い学びへ



主体的・対話的で深い学び
による授業改善

三つの資質・能力

「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」

再整理



保健の指導方法の工夫

エ 指導計画の作成と内容の取扱いの改善

(イ)内容の取扱いにおける配慮事項

㋕保健の指導方法の工夫

保健の指導に当たっては，保健の内容に関心
をもてるようにするとともに，健康に関する課題
を解決する学習活動を積極的に行うなどの指導
方法の工夫を行うこととした。

（小学校学習指導要領解説(H29)体育編より）



病気の予防 【小学校第６学年】

（３）病気の予防

ア 病気の予防について理解すること。

(ｳ)生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には、
適切な運動、栄養の偏りのない食事をとること、口腔の衛生を保つことなど
、望ましい生活習慣を身に付けることが必要であること。

【解説】

(ｳ) 生活行動が主な要因となって起こる病気の予防

生活行動が主な要因となって起こる病気として，心臓や脳の血管が硬く
なったりつまったりする病気，むし歯や歯ぐきの病気などを適宜取り上げ，
その予防には，全身を使った運動を日常的に行うこと，糖分，脂肪分，塩分
などを摂りすぎる偏った食事や間食を避けたり，口腔の衛生を保ったりする
ことなど，健康によい生活習慣を身に付ける必要があることを理解できるよ
うにする。

21＊小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 体育編より抜粋



生活習慣病の予防（がんに関する内容）【中学２年】

（１）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。

(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。

■ 内容の(1)のアの(イ)及び(ウ)については、食育の観点も踏まえ
つつ健康的な生活習慣の形成に結びつくように配慮するとともに、
必要に応じて、コンピュータなどの情報機器の使用と健康との関わ
りについて取り扱うことにも配慮するものとする。また、がんについ
ても取り扱うものとする。

22＊中等学校学習指導要領（平成29年告示）解説 保健体育編より抜粋



（１）健康な生活と疾病の予防

【解説】

ウ 生活習慣病などの予防

㋐ 生活習慣病の予防

（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。
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生活習慣病などの予防【中学２年】

＊中等学校学習指導要領（平成29年告示）解説 保健体育編より抜粋



（１）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

(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。

■(1)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。

【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。

（～略～） 24
＊高等学校学習指導要領（平成30年告示）及び解説 保健体育編より抜粋

生活習慣病などの予防と回復（高等学校）
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（P167～169） ２ 内容の取扱い

(11) 保健の指導に当たっては，健康に関心をもてるようにし，健康に
関する課題を解決する学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫
を行うこと。

（解説）

(11) は，保健の内容に関心をもてるようにするとともに，健康
に関する課題を解決する学習活動を積極的に行うことにより，
資質・能力の三つの柱をバランスよく育成していくことを示し
たものである。指導に当たっては，身近な日常生活の体験や事
例などを題材にした話合い，思考が深まる発問の工夫や思考を
促す資料の提示，課題の解決的な活動や発表，ブレインストー
ミング，けがの手当などの実習，実験などを取り入れること，
また，必要に応じて地域の人材の活用や養護教諭，栄養教諭，
学校栄養職員などとの連携・協力を推進することなど，多様な
指導方法の工夫を行うよう配慮することを示したものである。

小学校学習指導要領解説（H29.3）体育編
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２ 内容の取扱い（P227～228）

（11）保健分野の指導に際しては，自他の健康に関心をもてる
ようにし，健康に関する課題を解決する学習活動を取り入れる
などの指導方法の工夫を行うものとする。

（解説）

指導に当たっては，生徒の内容への興味・関心を高めたり，
思考を深めたりする発問を工夫すること，自他の日常生活に関
連が深い教材・教具を活用すること，事例などを用いたディス
カッション，ブレインストーミング，心肺蘇生法などの実習，
実験，課題学習などを取り入れること，また，必要に応じてコ
ンピュータ等を活用すること，学校や地域の実情に応じて，保
健・医療機関等の参画を推進すること，必要に応じて養護教諭
や栄養教諭，学校栄養職員などとの連携・協力を推進すること
など，多様な指導方法の工夫を行うよう配慮することを示した
ものである。～（略）～

中学校学習指導要領解説（H29.3）保健体育編
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≪小学校≫

●身近な日常生活の体験や事例などを題材にした話合い，

●思考が深まる発問の工夫や思考を促す資料の提示，

●課題の解決的な活動や発表

●ブレインストーミング

●けがの手当などの実習，実験

≪中学校≫

●内容への興味・関心を高めたり，思考を深めたりする発問の工夫

●自他の日常生活に関連が深い教材・教具の活用

●事例などを用いたディスカッション

●ブレインストーミング

●心肺蘇生法などの実習，実験

●課題学習

●（必要に応じて）コンピュータ等の活用

●（学校や地域の実情に応じた）保健・医療機関等の参画推進

小学校体育（保健領域）・中学校保健体育（保健分野）における指導の工夫
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≪高等学校≫

●生徒の内容への興味・関心を高めたり，思考を深めたりする発問の工夫

●自他の健康やそれを支える環境づくりと日常生活との関連が深い教材・
教具を活用

●ディスカッション

●ブレインストーミング

●ロールプレイング（役割演技法），

●心肺蘇生法などの実習
*１

，実験
*2

●課題学習

●（学校や地域の実情に応じて）保健・医療機関等の参画推進

＊1 実習を取り入れるねらいは，技能を習得することだけでなく，実習を自ら行う活動を重視し，概念や
原則といった指導内容を理解できるようにすることに留意する必要がある。

＊２ 実験を取り入れるねらいは，実験の方法を習得することではなく，内容について仮説を設定し，こ
れを検証したり，解決したりするという実証的な問題解決を自ら行う活動を重視し，科学的な事実や法
則といった指導内容を理解できるようにすることに主眼を置くことが大切である。

高等学校 保健体育（科目保健）における指導の工夫



各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立

○ 教科等の目標や内容を見渡し、特に学習の基盤とな

る資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解
決能力等）や現代的な諸課題に対応して求められる資
質・能力の育成のためには、教科等横断的な学習を充
実する必要。また、「主体的・対話的で深い学び」の充実
には単元など数コマ程度の授業のまとまりの中で、習得
・活用・探究のバランスを工夫することが重要。

○ そのため、学校全体として、教育内容や時間の適切

な配分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況に基
づく改善などを通して、教育課程に基づく教育活動の質
を向上させ、学習の効果の最大化を図るカリキュラム・
マネジメントを確立。
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「カリキュラム・マネジメント」の三つの側面
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① 教育内容を、一つの教科に留まらずに各教科横断的な
相互の関係で捉え、効果的に編成する。

② 子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種デー
タ等に基づき、教育課程の編成、実施、評価、改善のサイク
ルを確立する。

③ 教育内容と、指導体制やICT活用など諸条件の整備・活
用を効果的に組み合わせる。



第５ 学校運営上の留意事項

１ 教育課程の改善と学校評価等
イ 教育課程の編成及び実施に当たっては，
学校保健計画，学校安全計画，食に関する
指導の全体計画，いじめの防止等のための
対策に関する基本的な方針など，各分野に
おける学校の全体計画等と関連付けながら
効果的な指導が行われるように留意するも
のとする。

小(中)学校学習指導要領（第１章 総則）
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新設



心身の健康の保持増進に関する教育のイメージ

【中学校・特別活動】
・心身ともに健康で安全な生活
態度や習慣の形成
・性的な発達への適応

【小学校・体育科】
・健康な生活 ・体の発育・発達

・心の健康 ・けがの防止 ・病気の予防

【中学校・保健体育科】
・心身の機能の発達と心の健康
（性に関する指導を含む）

・傷害の防止 ・健康と環境
・健康の保持増進と疾病の予防

【
総
合
的
な
学
習
の
時
間
】

福
祉
・
健
康
な
ど
横
断
的
・
総

合
的
な
課
題
を
解
決
す
る
探
求
的
な
学
習

【高等学校・特別活動】
・心身ともに健康で健全な生活
態度や規律ある習慣の確立

【高等学校・保健体育科】
・現代社会と健康（健康の考え方、健康
の保持増進と疾病の予防、精神の健康）
・生涯を通じる健康 ・社会生活と健康

身
近
な
生
活
や
個
人
生
活
に
お
け
る

健
康
と
の
関
わ
り

社
会
生
活
に
お
け
る

健
康
と
の
関
わ
り

【
道
徳
】

心
身
の
健
康
の
増
進
を
図
ろ
う
と
す
る
心
の
育
成

生活科
理科
家庭科
技術・
家庭科
等

【小学校・特別活動】
・基本的な生活習慣の形成
・心身ともに健康で安全な生活
態度の形成

カリキュラム ・マネジメントの実現

学校

家庭・地域

個
別
指
導

【幼児教育】
・基本的な生活習慣の育成
・病気の予防
・危険を避ける能力の育成



学校教育全体で行う「がん教育」（カリキュラム・マネジメント）

33

保健体育科⇒「生活習慣病などの予防」㋑がんの予防

「健康を守る社会の取組」保健所・保健センター

●道徳 ⇒生命尊重

●特別活動⇒心身の健全な発達や健康の保持増進

●総合的な学習の時間

⇒健康などの現代的な諸課題

他者と協働して課題を解決

●PTA主催「がん」に関する講演会

●学校保健委員会 「がん教育について」

関連付けた指導（例）

【中学校の例】



「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」

平成２８年４月

文部科学省





がん教育の進め方の基本方針

① 講師の専門性が十分に生かさ
れるよう工夫する。

② 学校教育活動全体で健康教育の
一環として行う。

③ 発達段階を踏まえた指導行う。



①講師の専門性が十分に生かされるよう工夫する。

地域や学校の実情に応じて、学校医、が
ん専門医（がんプロフェッショナル養成基
盤推進プラン、がん診療連携拠点病院の活
用を考慮）、がん患者、がん経験者など、
それぞれの専門性が十分生かせるような指
導の工夫を行い、教員と十分な連携のもと
外部講師を活用したがん教育を実施する。



② 学校教育活動全体で健康教育の一環として行う。

保健体育科を中心に学校の実情に応じて
教育活動全体を通じて適切に行うことが大
切である。学級担任や教科担任、保健主事
などが中心となって健康教育の一環として
企画するものであり、必要に応じ、養護教
諭とも連携する。また、家庭や地域社会と
の連携を図りながら、生涯にわたって健康
な生活を送るための基礎が培われるよう配
慮する。



③ 発達段階を踏まえた指導行う。

小学校では、主としてがんを通じて健康と
命の大切さを育むことを主なねらいとする。
中学校、高等学校では主として、科学的根拠
に基づいた理解をすることを主なねらいとす
る。その際、保健体育でがんを含む疾病の予
防が位置付いている中学校３年生や高等学校
１年生の指導後に外部講師を活用したがん教
育を行うなどの工夫を行う。なお、効果的な
指導を行うためには、学校保健計画に位置付
けるなどして計画的に実施することが望まし
い。

２



がん教育実施上 の手順 （例）

Plan



がん教育実施上 の手順 （例）

Do Check



次年度へ向けての改善も忘れずに！

Action

改善



がん教育実施上 の留意点①

≪指導形態≫

●学校全体で行う場合

●学年単位で行う場合

●学級単位で行う場合

⇒指導形態によって、

指導の内容や方法は変わるはず



がん教育実施上 の留意点②

≪ねらい≫

●がんに関する科学的根拠に基づいた理解を
ねらいとした場合

⇒専門的な内容を含むため、学校医、がん専
門医（がん診療連携拠点病院の活用を考慮）
など、医療従事者による指導が効果的

●健康や命の大切さをねらいとした場合

⇒がん患者やがん経験者による指導が効果的



がん教育実施上 の留意点③

●・・各教科担任が実施する授業と、専門家等の外部講
師の協力を得て実施する学校行事等を関連させて指導す
ることでより成果を上げるように留意する。ただし、そ
れぞれの専門性は備えていても児童生徒に対する教育指
導に関しては専門家ではないので、事前に講師候補者に
対し、学習指導上の留意点について共有する。また、こ
れらの関係者との連携は重要であるが、授業計画の作成
に当たっては、授業を企画する教員が主体となるよう留
意すべきである。

●がん患者・経験者の体験談は貴重であるが、家族に経
験者がいる場合などには強い印象を与える可能性がある
ことに留意しなければならない。

●教員と外部講師は事前事後で打合せを行うことで授業
のねらいを押さえ教育効果を高めることが期待される。



事前の共通理解

●これまで、どれくらい学習してるのかしら？
●事前にアンケートの協力をお願いします。
●特に配慮が必要な生徒はいますか？

●がん教育全体の計画はどのようになって
いますか？

●中学２年生の保健の授業で課題学習を行
う際、外部指導者として協力してください。

●子供たちからの質問に対して、医師として
科学的な知見から回答してください。

●中学１年生の時、道徳の授業で「がん」を
取扱い、生命尊重について学習しました。
●指導案をあとで送りますね。

外部講師の
思いや考え

学校の
ニーズ







①【本調査の結果周知による取組の促進】

各学校設置者及び各学校に対して、本調査結果を周知する際、がん教育実施のための教材等の普

及・啓発を図ることにより、がん教育の取組を促進する。

②【新学習指導要領に対応したがん教育の普及・啓発】

新学習指導要領を踏まえたがん教育について、教員や外部講師の質の向上を図るとともに、各都道

府県で行っている先進事例の紹介等を行う、実践的な研修会の実施により、がん教育の全国への普

及・啓発を図る。

③【地域の実情に応じたがん教育の実施】

全国でのがん教育の実施状況調査の結果を踏まえ、新学習指導要領及びそれぞれの地域の実情

に応じた、がん教育の取組を支援するとともに、研修会や会議等において、各自治体等での取組の成

果を横展開することにより、地域の実情に応じたがん教育を促進する。

④【外部講師活用体制の整備の促進】

外部講師活用体制を整備するための各都道府県の取組を支援するとともに、そのノウハウを行政説

明を行う会議等で横展開することにより、全国の自治体等での外部講師活用体制の整備を促進する。

初等中等教育局健康教育・食育課

今後の文部科学省の対応について

4



むすびに

それぞれの立場の人がチームとなり
⇒保健主事、教科担任、学級担任、養護教諭、外部講師など
地域や学校の実情に応じて、
⇒学校規模、外部講師の数、推進体制、地域の健康課題など
計画的、継続的な方法で、
⇒単発ではなく、計画に位置付け継続的に
着実な取組が行われることを期待しています。
⇒まずは全ての学校で、それから内容の充実を図る



チームがん教育

子供たちの生涯にわたる健康のために

ご協力をお願いします



三重県の学校における
がん教育

～実践と課題～

三重大学医学部附属病院 がんセンター

石原 幹也

2019/10/25
令和元年度がん教育研修会
外部講師等向け研修会
＠京都ガーデンパレス



二次
医療圏

構想
区域

都道府県
がん診療

連携拠点病院

地域
がん診療

連携拠点病院

三重県
がん診療

連携準拠点病院

三重県
がん診療
連携病院

北勢

桑員
桑名市総合医療センター
三重北医療センターいなべ総合病院
もりえい病院

三泗 市立四日市病院 県立総合医療センター 四日市羽津医療センター

鈴亀 鈴鹿中央総合病院
鈴鹿回生病院
塩川病院

中勢
伊賀

津
三重大学医学部
附属病院

三重中央医療センター 藤田医科大学七栗記念病院

伊賀
岡波総合病院
上野総合市民病院

南勢
志摩

松阪 松阪中央総合病院
済生会松阪総合病院
松阪市民病院

伊勢
志摩

伊勢赤十字病院 市立伊勢総合病院

東紀州 尾鷲総合病院

国勢調査人口（2015） 将来推計人口（2020） 将来推計人口（2025）

841,029 836,004 824,049

449,262 434,197 416,559

453,957 433,650 411,645

71,617 64,247 57,567

国勢調査人口（2015） 将来推計人口（2020） 将来推計人口（2025）

1,815,865 1,768,098 1,709,820

三重県の人口と医療圏

三重県の人口と将来推計

■ 0～14歳
■ 15～39歳
■ 40～64歳
■ 65～74歳
■ 75歳以上

三重県の人口と将来推計のデータおよび図はJMAP（http://jmap.jp/）より引用



三重県におけるがん教育の実施



〔背景〕

○「がん対策基本法」（平成１８年）のもと、政府が策定

した「がん対策推進基本計画」（平成２４年）

５年以内に、健康教育全体の中でがん教育のあり方に

ついて検討し、教育活動の実施を目標としている。

○「三重県がん対策推進条例」（平成２６年）

児童生徒の発達段階に応じて、がんに関する理解及び

がんに関する正しい知識を深めるための教育が行われ

るよう必要な取組を行うものとするとしている。

三重県教育委員会より提供



三重県における「がん教育」 黎明期

平成
２６年度

〔健康福祉部事業〕

①がん教育に係るワーキンググループ

○小学校用指導教材の検討

②小学校２校でモデル授業

平成
２７年度

〔がんの教育総合支援事業〕
①がんに関する教育協議会

○モデル授業についての検討
○小学生用（高学年）指導教材、指導の手引の検討

②モデル授業の実施
○小学校４校、中学校２校 計１１時間

③小学生用（高学年）指導教材・指導の手引を
県内全公立小学校に配付

〔健康福祉部事業〕
①ワーキンググループ

・中学生用指導教材の検討

三重県教育委員会スライドを改変



三重県におけるがん教育モデル授業 実施状況

平成26年～令和元年

小学校 中・高等学校

平成26年度 2校 0校

平成27年度 4校 2校

平成28年度 1校 6校

平成29年度 2校 6校

平成30年度 7校 6校

令和元年度 7校 9校



アンケートから見える

がん教育モデル授業の効果

～あるモデル授業より～



津市がん教育モデル事業

平成３０年１０月２６日

津市立西郊中学校３年生

講師 東京女子医科大学 林和彦先生

津市教育委員会より提供



生徒アンケートから
たばこを吸わないこと、バランスよく食事をするこ
と、適度な運動をすることなどによって、予防でき
るがんもある
授業前 授業後

津市教育委員会より提供



生徒アンケートから

自分はがんにはならないと思う

授業前 授業後

津市教育委員会より提供



生徒アンケートから

日頃から、バランスの良い食事や適度に運動を行
うなど健康な体づくりに取り組もうと思う

授業前 授業後

津市教育委員会より提供



生徒アンケートから

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

授業前 授業後

津市教育委員会より提供



生徒アンケートから

がんになっても生活の質を高めることができる

授業前 授業後

津市教育委員会より提供



生徒アンケートから

がんと健康について、まずは身近な家族から語ろ
うと思う

授業前 授業後

津市教育委員会より提供



昨年度の子どもの感想

•がんは早く見つければ治すことができることが
分かって、自分も大人になったらがん検診は
必ず受けたいと思った。

•父がタバコを吸っているから、とてもあせった。
少し言ってみようと思いました。

•実際にがんになっても完治している人がいるこ
とで、もしがんになっても治すぞって気持ちに
なるし、がんにならないために生活に気を付け
る。

津市教育委員会より提供



がん教育の課題

• がんに関する教材や指導参考資料の作成

• 外部講師の確保等

• 研修

• がん教育の評価について

• 教育課程上の位置付け

平成27年3月「学校におけるがん教育の在り方について 報告」より



ア がんとは（がんの要因等）

イ がんの種類とその経過

ウ 我が国のがんの状況

エ がんの予防

オ がんの早期発見・がん検診

カ がんの治療法

キ がん治療における緩和ケア

ク がん患者の生活の質

ケ がん患者への理解と共生

がん教育の具体的な内容

平成27年3月「学校におけるがん教育の在り方について 報告」より



① 講師の専門性が十分に生かされるよう工夫する
地域や学校の実情に応じて、学校医、がん専門医、がん患者、がん経験者など、そ

れぞれの専門性が十分生かせるような指導の工夫を行い、教員と十分な連携のもと外
部講師を活用したがん教育を実施する。

② 学校教育活動全体で健康教育の一環として行う
保健体育科を中心に学校の実情に応じて教育活動全体を通じて適切に行う。学級担

任や教科担任、保健主事などが中心となって健康教育の一環として企画し、必要に応
じ、養護教諭とも連携する。また、家庭や地域社会との連携を図りながら、生涯にわ
たって健康な生活を送るための基礎が培われるよう配慮する。

③ 発達段階を踏まえた指導を行う
小学校では、主としてがんを通じて健康と命の大切さを育むことを主なねらいとす

る。中学校、高等学校では主として、科学的根拠に基づいた理解をすることを主なね
らいとし、保健体育等での指導後に外部講師を活用したがん教育を行うなどの工夫を
行う。また、学校保健計画に位置付けるなど計画的に実施することが望ましい。

※ 授業計画の作成に当たっては、授業を企画する教員が主体となるよう留意する。

基本的な方針

外部講師を用いたがん教育ガイドライン
外部講師を活用したがん教育の進め方

三重県教育委員会提供スライドを改変



平成31年度 三重県がん教育資料の改訂

三重県教育委員会が原案を作成（＝旧版）
（メンバーに教職免許取得者を含む。）

がん治療専門医、小児科医、緩和ケア専門医、
臨床心理士、がん経験者が

スライドと読み原稿を加筆・修正。

三重県教育委員会が確認し
各学年の学習内容に合うように修正

主体は三重県教育委員会と教職者！



地域の身近な情報を入れてみよう！

改訂ポイント①：

どのような内容なら子供たちの

耳に入りやすい？



どのくらい多いの？

出典：厚生労働省 がん登録（2016年）
三重県警察本部 三重の交通事故（H29年）

交通事故で
けがをする
ひとより
多い！

がんになるひとは
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改訂ポイント②：

「がん＝死」という

イメージが強いのでは？

がんへの怖さが強くなり過ぎると

正しく情報が伝わらないかもしれない。



どのくらい多いの？

出典：厚生労働省 29 2017

三重県警察本部 三重の交通事故（H29年）

がんになるひとは
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がんで亡くなる方は多い（日本の死因の第1位）ですが、
治る人も多くいます



改訂ポイント③：

間違った理解に

つながらないようにするには？

• スライドに使用する言葉に配慮する。

• 気を付けていてもがんになってしまう

ことがあることを伝える。



問２ 運動不足になると
がんになりやすい？

旧版



問１ 運動していると
がんになりにくくなる？

改訂版



からだに良い生活なら
がんにならない？

お父さん、お母さん、
先生の言うとおりに
生活していたら、が
んにならないの？

がんになっても
早く見つけると
治すことができ
ます。

いいえ！
がんには、原因
の分かっていない
ものもあります。

医師 看護師



問 どうしたらからだに異常が
出る前にがんを見つけられるの？

がん検診
けんしん

いじょう



改訂ポイント④：

生活の質、理解と共生のことを

どう伝えよう？

生徒に

「あなたにできることは？」

「相手が求めていることは？」

を考えて貰う！





治療しながら、がんになる前と同じように
生活したり働いたりしている人はたくさんいます

あなたががんについて正しく知り、

がんになったひとが必要としているお手伝いをしてあげると、

がんになったひとはもっと楽に過ごせます！

ちりょう



今後の課題



三重県におけるがん教育の今後の課題

• 外部講師およびがん経験者の確保

• がん教育の均てん化

• がん患者が身近にいる子供や小児がん

患者へのがん教育

• がん教育により生じるつらさへの対応



外部講師とがん経験者の確保は

どうすればよいの？

がん教育の均てん化は？



二次
医療圏

構想
区域

学校数 生徒数

小学校 中学校数 高等学校 小学校 中学校数 高等学校

北勢

桑員 47 18 6 12,212 6,057 5,023

三泗 47 29 15 20,811 11,049 11,962

鈴亀 41 14 7 14,120 7,296 5,665

中勢
伊賀

津 50 23 12 14,526 7,890 9,196

伊賀 36 16 9 8,468 4,405 3,890

南勢
志摩

松阪 60 20 7 11,540 6,030 5,160

伊勢
志摩

50 28 13 10,796 6,063 6,446

東紀州 48 23 3 3,007 1,638 1,577

学校数 生徒数

小学校

計 379 95,480 

国立 1 585 

公立 376 94,256 

私立 2 639 

中学校

計 171 50,428 

国立 1 431 

公立 160 47,565 

私立 10 2,432 

義務教育学校
計 1 295 

公立 1 295 

高等学校

計 72 48,919 

公立 59 38,352 

私立 13 10,567 

中等教育学校
計 1 119 

私立 1 119 

医師：医師会と連携し、学校医、連携拠点・連携準拠点および連携病院からの派遣
がん経験者：患者団体の協力、ビデオメッセージの活用

三重県の小・中・高等学校数と生徒数

平成29年度学校基本調査



がん教育についての講習会の開催

左は教職員を対象に施行している

三重県教育委員会主催講習会の例



がん教育モデル授業のQ&A作成

県内のモデル授業における質問と

回答をQ&A集としてまとめて、

各校へ配布することが今後の目標

質問と回答の1例



身近にがん患者がいる子供や

小児がん患者への教育は

どうしたらよいの？



• ママのがん「もう怖くない」 自由研究で学んだ小６女子

朝日新聞DIGITAL 2019年2月11日

https://www.asahi.com/articles/ASM285HK9M28UBQU018.html

• 【 壁 を 乗 り 越 え て 】 が ん を 子 ど も に ど う 伝 え る ？
母と娘の5年間 自由研究に込めた思い

中京テレビNEWS 2019/7/11

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190711-00010001-sp_ctv-soci&p=1

自由研究でがんをテーマに選んだAさん



Aさんの今年の自由研究から（原文まま）

〈考察〉
• 一人でいると孤独を感じてしまうので、同じ患者さん同士のつながりが

大切だと思った。
• がん教育は、子ども達が正しい知識を知ることができるので、学校の授

業に取り入れるべきだと思う。
• 自分が楽しいと思える事をしている間は、病気の辛さや痛みなどが忘れ

られる。
• 何か夢中になれるものがあると、病気と上手く付き合っていける。
• 生きていく上で仲間と目標が大事！！

〈今後の課題〉
• がん教育を学校でやる場合、いろいろな子ども達があるので、配りょが

必要。
• タバコを吸わなくても、受動喫煙で煙を吸ってしまうので、どうしたら

タバコをなくしていけるのかが大きな課題。
• がん情報サービスのホームページのことを一人でも多くの人に知っても

らうためにはどうすれば良いか。
• 世の中には、様々な生きづらさを感じながら生活している人がいる。み

んなに優しくできる社会にしていくためには、一人一人がどうすればい
いかを、考えていかなければならない。



がん教育授業によって

新たなつらさが生じた場合の

対応は？



がんに関する相談はがん拠点病院のがん相談支援センターへ！

例）三重大学医学部附属病院 がん相談支援センター

本人・家族ががん患者でなくても
相談に乗ってくれます。

総
合
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

総合サポートセンター



三重県がん相談支援センターも

対応してくれています！！



その他の問題：

がんの原因として感染は

外せないものですが・・・

がんの原因として感染を取り上げると

HPVワクチン接種が強要されているよう

に感じる方もいらっしゃいます。



な よう いん

がんで亡くなった人のがんにかかった要因

男性の場合

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
※Inoue, M. et al.: Ann Oncol, 2012; 23(5): 1362-9を基に国立がん研究センターがん情報サービスが作成（より一部改変）

女性の場合

中・高校生用 改訂版

三重県の基本スタンス：

がんの原因になる感染はHPVだけではない。

がんの原因に感染が含まれるという事実を伝え、

子供たちおよび保護者がその効果と副作用を考えて

接種の要否を判断できるようにすることが大切！



ご清聴ありがとうございました



がん教育プロジェクト
～未来ある子どもたちに伝えたい～
☆いのちのメッセージ☆

キャンサーギフト（がんからの贈り物）

ＮPO法人キャンサーサポート



３０年度の授業実績
小 学 校
中 学 校
高 校 ・ 専 門 学 校

計

９８校
７２校
４校

１７４校

８,８８２人
１２,０８８人
１,６９１人
２２,６６１人

第一回目からの累計
２２,３９３人
２３,０６７人
９,７２１人
５５,１８１人

小 学 校
中 学 校
高 校 ・ 専 門 学 校

計



～未来ある子ども達に伝えたい
「いのちのホームルーム」がん教育プロジェクト～

医療者が「正しいがんの知識」を伝え、

がん経験者が自分の体験から「いのちの大切さ」を語る

２人に１人ががんに罹患する時代

がんを正しく理解することで差別や偏見を無くし、

一日一日を大切に生きることにもつなげたい



事前の
打ち合わせ

打ち合わせ

学校担当者 授業担当者

日程調整

各学校（教育委員会） キャンサーサポート

講演依頼

教育委員会 各学校

      学校 ＴＥＬ：          FAX：        担当：    先生 

日時：   月  日(  )    :   〜   :     集合時間：    ：   

対象：  年生  クラス    名 ホームルーム or キャンサーギフト 場所：  

同日授業校移動時間： 

メディカルスピーカー：     キャンサースピーカー：     ヘルパー： 

 

※打合せと反省会場所： 

※授業後アンケート用紙：   有 ・ 無    ※写真撮影：   OK or NG     

※事前授業： 有（  月  日） ・ 無    ※駐車場の確保：    台 

※保護者へのお手紙：   済  or  未  （  月  日配布予定） 

※今現在学校側が知り得る情報： 

 

※キャンサポで用意するもの：貼物 USB タール模型 冊子 グッズ 

※学校側で用意して頂くもの 

スクリーン プロジェクター PC マイク （スピーカー・ホワイトボード）  

※その他: 

※打合せ担当者： 

 

＜当日の流れ＞ 

１、 医療者 15 分～20 分 

日本人はどれだけの人が「がん」になるのか   人間の細胞の数 

「がん」ができるしくみ  がん細胞が 1 日にできる数 

「がん」にならない所は？ がんを予防するには？ 

早期発見・早期治療の大切さ （時間があれば乳がんクイズ） など 

２、 がん経験者「いのちの大切さ」「時間の大切さ」「人のあたたかさ」をテーマに約 20 分 

３、 冊子の感想を記入（ホームルームのみ）   または臨機応変に 

４、 感想の発表 

 

その他の事項  

・がん患者さんが来ることは子ども達に伝えないで下さい。 

・授業 5 分前には実施場所で待機させて頂きたい。 

・人数や場所により貼り物かプロジェクターで授業をいたします。 

・変更になる可能性がある為に伺うスピーカー・ヘルパーの名前は当日お知らせします。 

 

＜授業に関しての問い合わせ先＞ 

         NPO 法人キャンサーサポート       担当：  

         携帯：                ＦＡＸ： 

         アンケート送付先 〒 



ご家庭への配慮

学校側が保護者宛にお知ら
せする文章サンプル



授業の様子

冊子とタール模型 いのちのホームルーム キャンサーギフト



イラストの貼物 OR      パワーポイント



いのちの授業のキーワード

命の大切さ
人のあたたかさ
時間の大切さ



がん教育プロジェクト
～未来ある子どもたちに伝えたい～
☆いのちのメッセージ☆

キャンサーギフト（がんからの贈り物）

ＮPO法人キャンサーサポート



「がん」って聞くと

どんなイメージかな？

「がん患者さん」って

どんな感じの人かな？



いのちの大切さ

時間の大切さ

人のあたたかさ



キャンサーギフト

(がんからの贈り物)



いのちの大切さ

時間の大切さ

人のあたたかさ




