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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

新学習指導要領に基づくがん教育の推進について

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

学校におけるがん教育を実施する上
での 留意事項及び効果的な進め方等
の講義、実践者による発表、質疑や協
議を通して、教職員の理解を深め、が
ん教育の充実に資することを目的に実
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。



がん対策推進基本計画
（法第10条、12条）



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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○がん教育に関する政府と文部科学省のスケジュール
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第３期がん対策推進基本計画【2017年度～2022年度の6年間】
（平成29年10月24日閣議決定、平成30年３月９日一部変更）
【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。

がん対策基本法（平成28年12月16日改正）※新たにがん教育について記載

第二十三条 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。

全面実施（2020年度～）

全面実施（2021年度～）

年次進行で実施
（2022年度～）

学習指導要領改訂関係

小学校

中学校

高等
学校

周知・
徹底

周知・徹底
改
訂

先行実施

先行実施

先行実施

がん教育の実施状況に関する全国調査

◆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教員や外部講師の質の向上。
・教員，外部講師に対する実践的ながん教育研修会の実施

○先進事例の全国への普及・啓発。
・先進事例の紹介等を行うがん教育シンポジウムの開催

◆地域の実情に応じたがん教育の実施
○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。
がん教育総合支援事業［委託事業］
・教育委員会等によるがん教育に関する教材の作成・配布
・学校医、がん専門医、がん経験者等の外部講師によるがん教育の実施

［委託事業］
・教育委員会等

によるがん教
育用教材の作
成

・専門医等の講
師派遣

・教職員用研修
会の開催 など

・外部講師名簿作成等、活用体制の整備（2019年度～）



（前年度予算額 XX百万円)
XX年度予定額 XX百
万円

背景

平成28年12月に改正されたがん対策基本法第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。」というように、がん教育の文言が新たに記載された。

平成29年度から平成34年度までの6年間を対象とした第３期がん対策推進基本計画
では、がん教育について、「国は、全国の実施状況を把握した上で、地域の実情に応じた
外部講師の活用体制を整備し、がん教育の充実に努める。」ことが目標とされている。

平成29年3月に小学校及び中学校、平成30年3月に高等学校の学習指導要領がそ
れぞれ改訂され、中学校及び高等学校においては、がんについても取り扱うことを新たに
明記され、移行期間中に新学習指導要領の対応を検討する必要がある。

課題解決のための事業概要

がん教育総合支援事業

課題

①教員のがんについての知識・理解が不十分
健康については、子供の頃から教育することが重要であり、学校でも健康の保持増進と
疾病の予防という観点からがん教育に取り組んでいるが、教員のがんに関する知識が不
十分であることや外部講師が学校で指導する際の留意点等の認識が不十分である。

②がん教育の全国への普及・啓発が必要
がん教育に対して地域により温度差があるため、全国で実施する新学習指導要領に
対応したがん教育の指導内容を充実させ、全国への普及・啓発を図る必要がある。

新学習指導要領に対応したがん教育の実施

本事業により、がんに対する正しい知識、がん患者への正しい理解及び命の大切さに対する認識の深化を図る。
新学習指導要領に対応したがん教育の確実な実施に向けた、取組の充実を促す。
外部講師の積極的な活用を図るため体制を整備する。

成 果

③外部講師の活用体制の一層の充実が必要
がん教育における外部講師の活用状況が十分とは言えず、学校が外部講師を活用

するための体制を充実させる必要がある。

令和元年度予算額 33百万円
(前年度予算額 33百万円)

教員・外部講師に対する実践的ながん教育研修会の実施
公立以外の国・私立学校も対象としたがん教育シンポジウムの開催

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い、全国への普及・啓発を図る。
［８箇所］

相互に連携

継続 拡充

教育委員会等によるがん教育に関する教材の作成・配布
学校医、がん専門医、がん経験者等の外部講師によるがん教育の実施
都道府県等で外部講師名簿作成等、活用体制の整備【新規】［12箇所］

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。

初等中等教育局健康教育・食育課



１ 調査の目的

平成28年12月にがん対策基本法が改正され、がん教育に関する条文が新たに盛り込
まれるとともに、改正法を踏まえ平成29年10月に閣議決定、平成30年３月に一部変更さ
れた第３期がん対策推進基本計画において、「国は、全国での実施状況を把握する」と明
記されたことを受け、全国でのがん教育の実施状況等を把握し、今後の施策の参考とす
ることを目的に初めて調査を行った。

２ 調査対象学校

国公私立の小学校20,095校、中学校10,325校、義務教育学校48校、高等学校4,907校、
中等教育学校53校、特別支援学校1,135校 （回答総数37,401校）

３ 調査事項

平成29年度におけるがん教育の実施状況

①実施状況 ②実施方法 ③実施しなかった理由

④外部講師の活用状況 ⑤外部講師の職種 ⑥外部講師活用の効果

⑦外部講師活用の課題 ⑧外部講師を活用しなかった理由

平成29年度におけるがん教育実施状況調査
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２ 実施方法 ３ 実施しなかった理由

平成29年度にがん教育を実施しましたか（回答総数37,401校） 平成29年度にがん教育を実施しましたか（学校段階別）

がん教育の実施方法（複数回答可） がん教育を実施しなかった理由 （複数回答可）

１ 実施状況

平成29年度におけるがん教育実施状況調査

第３期がん対策推進基本計画に基づき、全国の学校（国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校）を対象にがん教育の実施状況を調査。（調査対象期間：平成29年４月１日～平成30年３月31日）

実施した

21,239校

56.8%

実施しな

かった

16,162校

43.2%

実施した

58.0%

実施した

64.8%

実施した

52.1%

実施しなかった

42.0%

実施しなかった

35.2%

実施しなかった

47.9%

高等学校

中学校

小学校

4.6%

0.9%

2.5%

2.9%

7.4%

92.9%

その他

教育課程外の

学校の行事

総合的な学習

の時間の授業

道徳の授業

特別活動

の授業

体育・保健

体育の授業

21.5%

8.7%

23.3%

36.4%

57.2%

その他

講師謝金等の経費

が確保できなかった

指導者がいなかった

がん教育以外の健康教育

を優先したいため、

必要でないと思った

指導時間が

確保できなかった



初等中等教育局健康教育・食育課

４ 外部講師活用状況

５ 外部講師活用の効果と課題

外部講師を活用しましたか
（がん教育を実施した学校21,239校）

外部講師を活用して、効果的だと
思ったこと （複数回答可）

外部講師を活用して、今後の課題で
あると思ったこと （複数回答可）

外部講師を活用しなかった理由
（複数回答可）

依頼した外部講師の職種 （複数回答可）

６ 外部講師を活用しなかった理由

活用した

2,676校

12.6%

活用しなかった

18,563校

87.4%

13.3%

3.1%

9.9%

4.8%

1.0%

20.8%

3.6%

5.8%

14.6%

6.7%

13.4%

17.0%

その他

大学教員等

保健所職員

がん関連団体等職員

がんり患者の家族等

がん経験者

看護師

保健師

薬剤師

その他の医師

学校医

がん専門医

5.9%

35.3%

68.3%

76.9%

その他

児童生徒にがん教育を

強く印象付けられた

がんに関する知識・

理解が深まった

健康と命の大切さ

について主体的に

考えることができた

15.4%

18.7%

23.3%

30.3%

34.10%

その他

講師謝金等の経費が

確保できない

講師リスト等がなく、

講師を探すのが難しい

年間指導計画に位置付けないと、

指導時間の確保が難しい

講師との打ち合わせを事前に

行わないと、講師の話す内容

と学校の要望にギャップが生じる

7.3%

15.7%

20.2%

37.2%

62.7%

その他

講師謝金等の経費が

確保できなかった

適当な講師

がいなかった

指導時間の確保が

できなかった

教師が指導しているため、

必要ではないと思った

医師



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。



がん教育

学校におけるがん教育

教科等における
がん教育

がん教育の位置付けを整理する



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）

24

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



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。

25＊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。

26＊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。

27

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～） 28
＊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）



主体的・対話的で深い学びの
視点からの授業改善

がん教育における



新学習指導要領を踏まえた授業改善

30

知識を伝達する学習

主体的、対話的で深い学びへ



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）



三つの資質・能力の育成を目指して

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」



基本の考え方

子供たちに「生きる力」を育むために…

「何を学ぶか？」

だけでなく、

「どのように学ぶか？」

33



基本の考え方

「主体的な学び」になっているか

「対話的な学び」になっているか

「深い学び」になっているか

という視点から、授業をよりよくしていく

「どのように学ぶか？」を重視して、

34
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「主体的な学び」として想定できる子供の姿（例）

●学ぶことに興味や関心を持ち、毎時間、見通しをもっ
て粘り強く取り組むとともに、自らの学習をまとめ振り
返り、次の学習につなげている。

●自ら課題を修正したり新たな課題を設定したりしてい
る。

●課題の解決に向けて、何度も粘り強く取り組んでいる。

●自他の健康について、自ら将来を見通したり、振り
返ったりする。



（出典：国立がん研究センターがん情報サービスより一部改変）

「健康習慣」という視点で、個人ができること、
社会的な対策としてできることを考えよう！



（図１）がんの進行度別にみた5年生存率
出典:（全国がん（成人病）センター協議会の生存率共同調査（2017年6

月集計）による［診断年：2006-2008］）
※がんは大きさやほかの臓器への広がりによって四つの進行度に分け
て考えます。数字が大きくなるにつれてがんが進行している状態です。

このグラフから何がわかりますか？自他の生活
や社会的な対策について考えてみよう！
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「対話的な学び」として想定できる子供の姿（例）

●子供どうしの対話を通して、自己の思考を広げたり、
深めたりしている。
●実社会で働く人々が連携・協働して社会に見られる課
題を解決している姿を調べたり、実社会の人々の話を聞
いたりすることで自らの考えを広めている。
●あらかじめ個人で考えたことを、意見交換したり、議
論したり、することで新たな考え方に気が付いたり、自
分の考えをより妥当なものとしたりしている。
●子供どうしの対話に加え、子供と教員、子供と地域の
人、本を通して本の作者などとの対話を図っている。
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「深い学び」として想定できる子供の姿（例）

●健康についての課題を発見し、解決に向けて試行
錯誤を重ねながら、考えを深めている。
●事象の中から自ら問いを見いだし、課題の追究、
課題の解決を行う探究の過程に取り組んでいる。
●精査した情報を基に自分の考えを形成したり、目
的や場面、状況等に応じて伝え合ったり、考えを伝
え合うことを通して集団としての考えを形成したり
していく。
●感性を働かせて、思いや考えを基に、豊かに意味
や価値を創造していく。



変わらず大切にすること

「主体的・対話的で深い学び」の視点から
授業をよりよくしていくことは、
知識の習得をおろそかにすることではありません。

主体的・対話的で深い学びの
視点からの授業改善を進め、
子供たちの力をバランスよく
育んでいきます。

40
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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



43

≪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

46

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



集団指導と個別指導

49

子供たちの発達を支えるためには、主に集団の場面
で、あらかじめ適切な時期・場面に必要な指導・援助を
行うガイダンスに加えて、主に個別指導により、個々の
子供が抱える課題の解決に向けて指導・援助するカウ
ンセリングを、それぞれ充実させていくという視点が必
要であり、こうした視点に立って、一人一人の発達の特
性等に応じた個別指導を充実させていくことも重要にな
ります。そのため、各学校においては、全教員の共通
理解のもと、集団指導で取り扱う内容と個別指導で取
り扱う内容をよく整理した上で、性に関する指導を推進
する必要があります。

（中教審答申より抜粋）



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）

50

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】







小中高等学校に配付

53



小中高等学校の体系化



55



教師用指導参考資料



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、養護教諭など
これまでの取組を踏まえ、
⇒取り組んできたことを再整理する
地域や学校の実情に応じて、
⇒各学校の学校保健計画に位置付ける
無理のない方法で、
⇒単発ではなく、継続的に
着実な取組が行われることを期待しています。



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



がん教育実践報告

宮崎県 綾町立綾小学校 教諭 雨﨑 雄



発表の流れ
１ 授業の目的

２ 授業の準備

３ 事前指導

４ 授業の実際

５ 事後指導

６ 成果と課題



「がん教育」に関して宮崎県が発行している資料

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

授業の目的



「がん教育」目標

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

【保健教育（教科）を中心に】
① がんに関して、正しく理解できるようにする。

【学級活動、総合的な学習の時間、道徳の時間を中心に】
② 健康といのちの大切さ（がんを含めた病気に関する内容）に
ついて主体的に考え、行動できる態度を育成する。

保健領域「病気の予防」

学級活動（２）（３）

授業の目的



「がん教育」の学習計画

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

授業の目的

がん教育①
体育科（保健領域）「病気の予防」

「喫煙の害と健康」の学習の発展的
内容として、がんの原因や治療法
などについての理解を深める。

がん教育②
学級活動（２）（３）

がんを克服した人の話を聞き、
命の大切さや生き方について
考えを深める。



授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

（１） 外部講師との連絡調整

（２） 児童の実態把握

（３） 家庭への連絡と児童への配慮

授業の準備



（１） 外部講師との連絡調整

吉岡 順子さん

●北部がん患者交流会
●看護師
●乳がんを克服

●リレーフォーライフで
がん患者さんを支援

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



（１） 外部講師との連絡調整

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

リレーフォーライフ



（１） 外部講師との連絡調整

11/8
•顔合わせ・自己紹介
•事業及び目的の説明

11/28
•授業内容の詳しい説明
•話していただく内容・時間の指定

12/3
•授業の準備
•リハーサル

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



（２） 児童の実態把握

質問紙による意識調査

15%
3%

26%

12%

44%

死ぬことは怖いと思う。

1 2 3 4 5

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

怖い・とても怖い



（２） 児童の実態把握

0% 3%3%
6%

88%

死ぬときに後悔したくない。

1 2 3 4 5

12%
3%

18%

20%

47%

がんになるのが怖い。

1 2 3 4 5

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

怖い・とても怖い 後悔したくない

将来への不安と希望



（３） 家庭への連絡と児童への配慮

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

がん教育の実施に当たっては、授業の実施前までに以下のような事例に該当する児童
生徒等の存在が把握できない場合についても授業を展開する上で配慮が求められる。

・小児がんの当事者、小児がんにかかったことのある児童生徒等がいる場合。

・家族にがん患者がいる児童生徒等や、家族をがんで亡くした児童生徒等がいる場合。

・生活習慣が主な原因とならないがんもあることから、特に、これらのがん患者が身近にい
る場合。

・がんに限らず、重病・難病等にかかったことのある児童生徒等や、家族に該当患者がい
たり家族を亡くしたりした児童生徒等がいる場合。

文部科学省が通知した「学校におけるがん教育のあり方について」より



（３） 家庭への連絡と児童への配慮

家庭への連絡

学級懇談会で 学級通信で

児童への配慮

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

がん教育①保健領域「病気の予防」

話合いの司会者児童の事前指導

事前指導



がん教育①保健領域「病気の予防」

「がん」についての理解を深める。

「がん教育」目標

【保健教育（教科）を中心に】
① がんに関して、正しく理解できるようにする。

【学級活動、総合的な学習の時間、道徳の時間を中心に】
② 健康といのちの大切さ（がんを含めた病気に関する内容）に
ついて主体的に考え、行動できる態度を育成する。

事前指導
養護教諭との連携

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



がん教育①保健領域「病気の予防」

事前指導

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



がん教育①保健領域「病気の予防」

事前指導

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



話合いの司会者児童の事前指導

話合いの内容の伝達

進行の仕方の確認

事前指導

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

「がんに関する教育」目標

【保健教育（教科）を中心に】
① がんに関して、正しく理解できるようにする。

【学級活動、総合的な学習の時間、道徳の時間を中心に】
② 健康といのちの大切さ（がんを含めた病気に関する内容）に
ついて主体的に考え、行動できる態度を育成する。

授業の実際



本時のねらい

今生きていることの尊さに気付き、将来に希望をもち、自分がこれから
実践することを決め、実践に向けた意欲を高めることができる。

学級活動（２）ウ
心身ともに健康で安全な生活態度の形成

学級活動（３）ア
一人一人のキャリア形成と自己実現

がんを予防したり早期発見をしたりできるようになる。 いつか訪れる”死”を考え、生きている今、できること
を考える。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



導 入

保健の学習を振り返り、がんについ
ての知識を整理する。また、アンケー
ト結果から、成長することに不安を抱
いている人がいることを知る。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



導 入

将来を不安視している反面、将来に
希望をもっている人も多いことに気付く。
議題を設定する。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



展 開

ゲストティーチャーの話を聞き、がんやがん
患者について理解する。また、後悔しない生き
方について考える。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

展 開



展 開

ゲストティーチャーの話を聞いて、生きてい

る自分たちだからこそ始められる社会の中で
の役割や自分にできることを話し合う。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



展 開

これから自分ができることを決め、
ワークシートに記入する。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



終 末

本時の学習を振り返り、今後継続して
実践していくことを伝える。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題



授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

実践の振り返り

命の大切さを考える学習

事後指導



授業後の児童

決めたことの実施に向けて、意欲を高めていた。
（授業後の感想より）

「がんが治らない病気」であるという認識はなくなった。
（アンケートより）

言葉遣いなど、日常の言動にまでは変化が見られな
かった。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

成果と課題



保護者の反応

「がん」という病気をなかなか親の言葉では伝えられない
ので、とても良い機会だと思った。

家で娘が、がん検診の話をしたのでびっくりしたが、家族
でお互いの健康について話すきっかけになったので、とても
良かった。

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

成果と課題



【成果】

保健領域と学級活動を関連づけた指導

サバイバーである外部講師の活用

【課題】
外部講師への時間の明示

「命を大切にする学習」全てを関連させた指導

授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

成果と課題



授業の目的 授業の準備 事前指導 授業の実際 事後指導 成果と課題

授業を終えて



ご清聴ありがとうございました。



令和元年度 がん教育研修会（京都会場）

学校の教育活動全体で取り組むがん教育

四国中央市立川之江南中学校 校 長 石川 勝司

四国中央市立土居中学校 教 諭 宮﨑 光敏

養護教諭 藤田 真弓



はじめに

四国中央市立土居中学校

生徒数 352名

学級数 15

学校の教育目標 自立 ～つながりあって輝く生徒～



平成29年度 愛媛県がん教育モデル校

１ 事前活動等

２ 講演会

３ 保健体育科授業（公開授業）

４ 関連付けた取組

５ 家庭・地域（行政）との連携

６ 養護教諭としての関わり

７ 管理職としての関わり



１ 事前活動等

（1）がん教育の必要性

（2）がん教育の目標

（3）がん教育の具体的な内容

（4）がん教育を推進する上での留意点

（配慮が必要な事項等）

がん教育指導参考資料

■第１章 指導編

■第２章 実践編

（平成29年2月 愛媛県教育委員会）



１ 事前活動等

【教職員】 校内研修

【全校生徒】 (1)生徒事前アンケート

※アンケート後、教育相談を活用して個別に面談を実施

(2)講演会について事前指導

講演の内容（講師からのメッセージ紹介）等

※がん患者の家族のいる生徒への配慮（声かけ等）を含む

【保護者】 講演会案内プリント配布（学校での取組周知）

【行政】 がん検診パンフレット等配布物協力依頼



事前アンケート（全校生徒対象）



配慮が必要な事項等

● 小児がんの当事者、小児がんにかかったことのある児童生徒等が

いる場合。

● 家族にがん患者がいる児童生徒等や、家族をがんで亡くした児童生

徒等がいる場合。

● 生活習慣が主な原因とならないがんもある。特に、これらのがん患者

が身近にいる場合。

● がんに限らず、重病・難病等にかかったことのある児童生徒等や、家

族に該当患者がいたり家族を亡くしたりした児童生徒等がいる場合。



２ 講演会

菅原敬文先生
（四国がんセンター）

松本陽子先生
（愛媛がんサポート おれんじの会）

がんについて一緒に考えましょう 「きょう」をしっかり生きていくために
～がん患者からのメッセージ～



２ 講演会（生徒の感想）



２ 講演会（事前・事後アンケートから）

身近な病気
６４％ → ９８％

家族の話題化
５１％ → ９０％



講演会後

３年生：保健

「生活習慣と健康～がんの要因と予防を通して～」

学活「がん患者への理解と共生」

１・２年生：道徳

「生命尊重、生き方について」

１年生（決断！骨髄バンク第１号）

２年生（心に寄り添う）



３ 保健体育科授業（3年生公開授業）

単元名 「生活習慣と健康」

■ ねらい

がんの要因と生活習慣との関連を
理解し、自分にできることを考えよう



３ 保健体育科授業（３年生公開授業）

①がんという病気 ②がんの要因と予防

③各班の話し合い（共有化）



➃各班がまとめた内容の共有

⑤本時の振り返り

３ 保健体育科授業（３年生公開授業）



生活習慣
細菌・

ウイルス
遺伝的
原因

がんの発生を低下させる

今日は３つの中でも・・・

生活習慣病の予防

生活習慣は自分で気をつけることができる

導 入

※国立がん研究センターがん情報サービス



たばこ

食生活

体型運動

お酒

生活習慣 ５つを焦点化

導 入

※国立がん研究センターがん情報サービス

３ 保健体育科授業（３年生公開授業）



ワークシート

班活動３ 保健体育科授業（３年生公開授業）



３ 保健体育科授業（３年生公開授業）

１ たばこ

たばこは吸わない。
２００種類以上の有害物質が含まれ、その
中の７０種類以上は発がん物質である。

他人のたばこの煙を避ける。
（受動喫煙）



班活動

３ 保健体育科授業（３年生公開授業）





ワークシート

生活習慣以外で
自分や家族を、がんから守る
ためにできることは？

共 生３ 保健体育科授業（３年生公開授業）



・検診（早期発見）
・家族との話し合い
・正しい知識

共 生

ワークシート

３ 保健体育科授業（３年生公開授業）



３ 保健体育科授業（３年生公開授業）



３ 保健体育科授業（３年生公開授業）



３ 保健体育科授業（３年生公開授業）



人権・
同和教育

４ 関連付けた取組



４ 関連付けた取組

食育



５ 家庭・地域（行政）との連携

〇家庭（保護者）

■ 講演会だよりの発行

■ ホームページ



５ 家庭・地域との連携

〇地域 ： 行政（四国中央市保健センター）

講演会後、全家庭に

がん検診啓発資料等配布

四国中央市のがん検診受診率が低い



５ 家庭・地域との連携（今年度）

地域の医療機関が行った啓発活動に参加

本校生徒の作品が１位を受賞

缶バッジになり、10月から１年間スタッフの
方が身に付けられています

〇地域 ： 医療機関 (H I TO病院）



取組を終えて

授業づくり（TT アクティブ・ラーニング）

学校の教育活動全体の取組（関連付けた取組）

家庭・関係機関との連携（共生と周知）



６ 養護教諭としての関わり

(１) 生徒の実態を把握する（個への関わり）

(２) 学級担任、教科担任との連携

(３) 校内外をコーディネートする



導入部分・机間指導

心のケアや精神的負担の緩和
の配慮

がん発生のプロセス ・検診の大切さ

健康や命の大切さに気付かせ
たい

６ 養護教諭としての関わり（保健体育科授業）



７ 管理職としての関わり

ア 学校の教育目標の具現化に向けて

イ 教員みんなで動く基盤作り

ウ 関連付けた取組

エ 年間計画への位置付け

(1) 学校全体の取組とするために



７ 管理職としての関わり

ア 普段からの養護教諭との情報交換

イ 養護教諭が主体的に取り組める環境整備

(2) 養護教諭への支援・助言



ご清聴ありがとうございました



令和元年度がん教育研修会（京都会場）

外部講師を活用したがん教育の実践

高知丸の内高等学校

高等学校実践発表

保健体育科 教諭 上岡法政



高知県立高知丸の内高等学校



学年 男子 女子 合計

１年生 ５５ １１４ １６９

２年生 ５３ １０９ １６２

３年生 ５５ １０６ １６１

合計 １６３ ３２９ ４９２

人数構成（平成３０年度）

２年生を対象にがん教育を実施



Ⅰ がん教育の目標

Ⅱ 高知丸の内高校 がん教育の流れ
①事前学習・アンケート
②公開授業・研究協議
③事後学習・アンケート

Ⅲ 生徒の意識の変容・思考の変化

Ⅳ 成果と課題



【がん教育の具体的内容】
１：がんとは（がんの要因等） ６：がんの治療法
２：がんの種類とその経過 ７：がん治療における緩和ケア
３：我が国のがんの状況 ８：がん患者の生活の質
４：がんの予防 ９：がん患者への理解と共生
５：がんの早期発見・がん検診

「学校におけるがん教育の在り方について報告」（平成27年3月）

・がんについて正しく理解することができるようにする

・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

Ⅰ がん教育の目標



Ⅱ 丸の内高校 がん教育の流れ（2年生対象）

・
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

・
事
前
学
習
（
科
目
保
健
）

・
公
開
授
業
（
特
別
活
動
）

・
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト

・
事
後
学
習
（
科
目
保
健
）

11月中旬 12月11日 1月15～21日

・がんについてどう思う
かなど、疑問や意見を
把握し、講演につなげ
る。

・
研

究

協

議

生徒の意識や思考の
変化を検証

・がんについて
の疑問などを
集め事後学習
に活かす。



Ⅱ－① 事前学習の内容（科目保健１時間）

外部講師の要望により、事前知識をあまり入れず、公開授業
に向けて、がんに関する興味・関心を引き出す授業とした

○アンケートを活用し、各個人が持つ①～④についての考えを確認
①がんについての知識を問う
②がんについての意識を問う
③がん教育の必要性を問う
④高校時代に知っておくべきだと考える
「がん」についての知識について問う

○公開授業に向けて、自分の知っているがんの知識にはどんなものがあるか
周りと意見交換を行い、全体で共有
・がんの種類について（どんながんがあるか）
・がんに対するイメージ
・がんに対する疑問
・その他（治療法など）



Ⅱ－② 公開授業（特別活動１時間）

高知大学医学部附属病院
がん治療センター所長 小林 道也 先生
総合診療部 北村 聡子 先生

「たばことがんについて」
産婦人科 牛窓 昴志 先生

「子宮頸がんについて」

【 参加者 】

高知丸の内高等学校 ２年生 約１６０名
高知県内の教職員等 約４０名

【 講師 】



公開授業の様子

小林先生
…事前アンケートの質問に答える



■講義を聞いた前と後で、自分の考えが変わったと思うこと

【たばこ】
・たばこについての知識が増えた（有害性、成分、がんへの悪影響、副流煙）
・将来吸わないでおこうと思った
・両親が吸っているので説得しようと思った

【子宮頸がん】
・子宮頸がんは若い人でもなると初めて知った
・子宮頸がんはワクチンで予防できると知った
・若い内からの予防接種、検診で防げるので、将来行こうと思った

【がんについて】
・がんには予防ができるものもあり、自分の意識が大切だと思った
・がんは早期発見が大事で、検診に行くべきだと思った
・がんは治らないと思っていたが、治るがんもたくさんあるということがわかった
・がんは痛みが伴うと思っていたが、痛みを伴わない場合もあるということがわかった

公開授業アンケート結果①



■講義を聞いて、疑問に思うこと、もっと聞いてみたい（知りたい）と思ったこと

・どうして、がんやがん検診に対する日本人の意識が低いのか
・子宮頸がん（HPV)には 、どんな症状があるのか
・がん検診、がんの治療費、手術代はいくらかかるか
・がんの予防方法についてもっと知りたい
・がんの種類について ・がんの治療方法について ・がん検診について

■その他、講義を聞いて感じたこと

・たばこを吸わないようにしたい
・子宮頸がんの正しい知識がわかり良かった
・がんについての知らない知識を得ることができて良かった
・予防が大切
・検診（早期発見）が大切、大人になったら検診にいこうと思う
・がんを身近に感じた

公開授業アンケート結果②



【研究協議】

“学校で外部講師を利用した「がん教育」を進めるための
課題や問題点について”

【参加者】

高知県内の教職員等 約３０名

【内容】

・小林先生が国のがん対策やがん教育について説明
・外部講師の活用について現状と課題を説明
・小学校、中学校、高等学校の校種別に分かれ、グループ討議
・参加者から小林先生への質疑応答



研究協議の様子



・がん教育に対する学校のニーズがあるが、どなたが来てくれるか
→必ずしもその分野の専門家が来てくれるわけではない

・学校と外部講師の日程調整が難しい
・外部講師に来ていただけるのならば、全校や学年で実施するなど、多くの生徒が
講義を受けられるように配慮することが必要
→保護者などの参加も呼びかける

・がん教育の副読本などあればありがたい

研究協議

「学校で外部講師を活用したがん教育を進めるための課題や問題点
について」

がん教育の基本的内容
は教員が教える

外部講師の活用
（より詳細に、具体的に）



Ⅱ－③ 事後学習（科目保健１時間）

公開授業で学んだことをもとにがんについての現状を再認識する

興味・関心が高かった所を補足

・日本のがんの現状 ・がんのメカニズム
・がんの予防方法 ・がん検診の受診率

・がんの治療方法 ・緩和ケア

家族ががんになった時のシミュレーションを行い、がんを身近に
感じる活動を行う。

・そのときの気持ちや家族への配慮など
・命の大切さについて考える





文部科学省
がん教育推進のための教材
「がん教育プログラム」の一部を活用



高知市に住む、丸内さんは５人家族です。
お父さんは会社勤め。お母さんは専業主婦。
高校２年生、中学２年生、小学１年生の３人の
子供がいます。
①ある日、お父さんが「がん」の診断を受け
ました。

②お父さんは、これから入院して本格的な治療
を始めます。

考えてみよう



①お父さんが「がん」になったと聞いたときの子供の気持ちを
考えてみよう

②お父さんが入院したら、家族はどんな配慮が必要だと思い
ますか

個人で考える
↓

グループ内で共有
↓

グループで発表（クラス全体で共有）





①お父さんが「がん」になったと聞いたときの子どもの気持ちを考えてみよう

・父が死ぬかもしれないと悲しくなる ・今後の生活が不安
・治療に専念してほしい （家事、学校、進路）
・お父さんの体が心配 ・どうしたらよいかわからない
・早く治ってほしい
・なぜ父ががんになったのか？

②お父さんが入院したら、家族はどんな配慮が必要だと思いますか

・頻繁にお見舞いにいく（入院生活をサポートしてあげる）
・治療に専念できるように家族で支える
・父が不安にならないように、明るくふるまう、元気づける
・母への配慮（母がショックを受けている）
・家事は子どもたちで担う（家族で助け合う）



Ⅲ 生徒の意識の変容・思考の変化①

a がんは誰もがかかる可能性のある病気である。

b がんは進行すると、今まで通りの生活ができなくなったり、命を失ったりすることがある。
c がんは日本人の死因の第２位である。

d 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。
e 早期発見すれば、がんは治りやすい。
f 体の調子が良い場合は、定期的に検診を受けなくても良い。
g がんの治療には手術療法しかない。
h がんの痛みは我慢するしかない。

がんに関する知識

事前アンケートでｇ、ｈの質問で、「はい」と答えた生徒が数人いたが、
事後アンケートではほとんどいなかった。



Ⅲ 生徒の意識の変容・思考の変化② がんに関する意識

ｃ、ｆ、ｈの質問で、事後に肯定的な回答（そう思う、どちらかと言えばそう思う）
が増えた。

a 自分はがんにならないと思う。
b 将来、たばこは吸わないでいようと思う。

c 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。
d 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。
e がんの治療方法はいくつかあるが、医師が決めるものである。
f がんになっても生活の質を高めることができる。
g がんになっている人も過ごしやすい世の中にしたい。
h 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。
i 家族や身近な人が健康であってほしいと思う。
j 長生きをするために、健康な体づくりに取り組もうと思う。



Ⅲ 生徒の意識の変容・思考の変化③ がん教育の必要性

a がんの学習は、健康な生活を送るために重要だ。
bがんの学習は、健康な生活を送るために役立つ。

ａ、ｂの質問で「そう思う」と回答した割合が増加した。



★正しいがんの知識
・がん＝死 ではない ・がんを身近に感じた
・誰でもなる病気 ・知らないことが多かった

★予防・早期発見の大切さ
・がん検診の受診率の低さに驚き
・大人になったら検診を受ける
・生活習慣を正しくする

★家族が「がん」になった場合を考える
・がんの人を支える側になることがある
・今まで考えたことがなかった→やって良かった



・私はがんの講演や今回の授業でがんについて学び、もっとがんの
ことについて家族や身近な人と話し合おうと思いました。

・私はがんの講演を聞いて、がんは治らないわけじゃないことや
普段の生活を見直したらがんを予防できることを知りました。

・私は、生活習慣が不規則で寝不足だったり、ごはんを食べたり
食べなかったりとバラバラなので、これから直していきたいと
思いました。がんになるのは怖いけど、もしがんになった時は

自分に合った治療法でちゃんと治したいです。また、家族にも
がん検診を受けるよう話したいと思います。



・がんは早期発見をしたら９０％以上も治ることに驚きました。
検診などをして早期発見できるようになっているのに日本人は
する人が少ないといっていたので、とてももったいないと思います。

・私は検診をしっかり受けて自分の体は自分で管理できるように
なろうと思います。また、家族ががんになったら私も痛みを軽減で
きるようになりたいと思います。

・僕は身近にがんになった人がいるので、普段から気にかけていき
たいなと思ったし、今回2人に1人ががんになると聞いて、食事・
睡眠などをしっかりとって少しでもがんになる確率を減らして
いきたいなと思いました。



Ⅳ 成果と課題

成果

・医療現場からのがんに関する現状、予防方法、治療方法に
ついて知ることができ、がんへの関心が高まることにつな
がった

・感想の中に「将来がん検診に行こうと思う、家族とがんに
ついて話をしたい」などの予防につながるコメントが多く
見られたことから、生徒の意識の変化につながったものと
考えられる

・家族ががんになった時の対応を考えさせることで、命や家族
の大切さについて考える機会をもたせることができた



課題

・外部講師との日程調整

・今回は、より充実したがん教育となるように、保健体育科科目
保健と関連を持たせて、特別活動の時間に外部講師を活用した
が、がん教育に充てられる時間は限られているため、内容の充
実のためには時間確保が課題

・生徒の中には、家族ががんにり患していたり、がんで家族を
亡くしていたりするなど、様々な場合があることから、どう
いった配慮をしていくかが難しい


