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９ 体 育， 保 健 体 育 
 

 

学校体育指導要綱 昭和 22 年 ６月 22 日（1947 年）発行 

学習指導要領（試案） 昭和 24 年 ９月 12 日（1947 年）発行

小学校学籍簿 昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年） 

生徒指導要録 昭和 24 年 ８月 25 日（1949 年） 

 

 

１ 体育，保健体育の目標 

 

学校体育指導要綱〔昭和 22 年６月 22 日発行（1947 年）発行〕より 

一， 体 育 の 目 的 

 体育は運動と衛生の実践を通して人間性の発展を企図する教育である。それは健全で有能な身体を育

成し，人生における身体活動の価値を認識させ，社会生活における各自の責任を自覚させることを目的

とする。 

二, 体 育 の 目 標  

 体育の目的から導き出される主なる目標を示せば次のようである。 

（一）身体の健全な発達 

 次の事項に関する理解と熟練と態度を養う。 

1，正常な発育と発達 

2，循環，呼吸，消化，排泄，栄養等の諸機能の向上 

3，機敏，器用，速度，正確，リズム 

4，力及び持久性 

5，神経系の活力と支配力 

6，仕事にも健康にもよい姿勢と動作 

7，自己の健康生活に必要な知識 

8，疾病その他の身体的欠陥の除去 

（二）精神の健全な発達 

 次の事項に関する理解と熟練と態度を養う。 

1，体育運動に対する広い健全な興味と熟練 

2，勝敗に対する正しい態度，レクリエーションとしてのスポーツの正しい認識 

3，健康活動の広い知識 

4，身体動作を支配する意志力 

5，状況を分析して要点を発見する力 

6，適切な判断と敢行力 

7，指導力 

8，油断のない活ぱつな心のはたらき 

（三）社会的性格の育成 
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 次の事項に関する理解と態度と実践力を養う。 

1，明 朗 

2，同情──他人の権利の尊重 

3，礼 儀 

4，誠 実 

5，正義感──フエアプレー 

6，団体の福祉及び公衆衛生に対する協力 

7，性に対する正しい理解 

8，克己と自制 

9，法及び正しい権威に対する服従 

10，社会的責任を果す能力 

11，情況に応じてよい指導者となり，よい協力者となる能力 

 

学習指導要領 小学校体育編（試案）〔昭和 24 年９月 12 日（1949 年）発行〕より 

 体育科の目標は，教育の一般目標を目ざしながらなお体育科の性格に応じてさらに具体化される。  

 目標の決定には，社会生活の体育的要求を考えるとともに児童の要求を考えることが必要である。わ

れわれの目ざしている民主国家を打ち立てるためにも，また現実の社会をながめても，そこには体育科

の立場から見て改善しなければならない多くのものがある。また同時に，各発達段階にある児童の側に

も，正しい発達のためにそれぞれ体育的要求が存する。したがって体育科の目標は社会と児童のもつこ

れらの要求のいずれをも満たすものでなければならないのであって，単に児童の立場からのみ，あるい

は将来の社会生活の要求のみから目標を決定してはならないのである。  

 体育科の一般目標というべきものは次のように考えることが適当であろう。  

一，健康で有能な身体を育成する。  

（１）身体を均せいに発達させる。  

（２）よい姿勢をつくる。  

（３）筋力や持久力などの身体的機能を高める。  

（４）循環・呼吸・消化・排せつなどの機能を高める。  

（５）筋神経の活力や調整力を発達させ，機敏・器用・速度・正確・リズミカルな動作の熟練をは

かる。  

（６）身体的欠陥の矯（きょう）正に努める。  

（７）健康生活に必要な知識・態度・習慣を得させる。  

（８）いろいろな生活場面で身体を安全に保つことについての知識と能力を高める。  

二，よい性格を育成し，教養を高める。  

（１）責任感を高め，完行の態度を養う。  

（２）他人の権利を尊重し，社会生活における同情の価値を理解実践させる。  

（３）礼儀について認識を高める。  

（４）勝敗に対する正しい態度を養う。  

（５）正義感を高め，正義にもとづいて行動する態度を養う。  

（６）状況に応じてよい指導者となり，よい協力者となる態度・能力を得させる。  

（７）寛容の態度を養う。  

（８）法および正しい権威に対して服従する態度を養う。  
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（９）自制の能力を得させる。  

（10）状況を正確に観察し，分析し，判断するなどの能力を高める。  

（11）情緒の安定をはかり，情操を豊かにする。  

（12）公衆衛生に対する協力の態度を養う。  

（13）体育運動に対する広く健全な興味と熟練を得させ，よい社会生活の基礎をつくる。 

 

 

２ 体育，保健体育の評価の観点 

 

小学校学籍簿について〔昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年）〕より 

理解 

態度 

技能 

習慣 

 

中学校，高等学校生徒指導要録について〔昭和 24 年８月 25 日（1949 年）〕より 

＜体育＞ 

健康と衛生の諸概念の理解 

健康上，衛生上必要な事項を実行する習慣 

身体の運動機能向上の程度 

運動競技への参加 
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中学校高等学校学習指導要領（試案） 昭和 26 年 ７月 25 日（1951 年）発行 

小学校学習指導要領（試案） 昭和 28 年 11 月 30 日（1953 年）発行 

指導要録 昭和 30 年 ９月 13 日（1955 年）通達 

 

 

１ 体育，保健体育の目標 

 

中学校高等学校学習指導要領 保健体育科体育編(試案)〔昭和 26 年７月 25 日（1951 年）発行〕より 

 体育は身体活動をとおして教育の一般目標達成に貢献しようとするものである。教育の一般目標の中

には，健康や社会的態度の発達や余暇の活用など，身体活動と関係したものが少なくない。したがって

体育は，一般目標のうち，これらのものをその目標として強調することになる。 

 体育はその性格上，健全な身体活動によって直接得られる望ましい変化を，その目標として考えなけ

ればならない。 

 しかしわれわれの生活に，身体活動を正しく位置づけ，活用することは，きわめて必要であるから，

このために必要な理解や態度や技能の発達をも目標としなけれはならない。これらは多く身体活動と関

連した学習活動によって達せられるであろう。 

 そこで体育のおもな目標は，次の五つの側面から考えることが適当であろう。 

(１) 正常な身体的発達をはかる。 

(２) 知的・情緒的発達をはかる。 

(３) 社会的態度を発達させる。 

(４) 安全についての発達をはかる。 

(５) レクリエーションについての発達をはかる。 

 これらをいっそう具体的にいうならば次のごとくなるであろう。 

(１) 身体を均斉に発達させ，正しい姿勢を保たせる。 

(２) 身体諸器官の機能を高める。 

(３) 走る・跳ぶ・よじ登る・泳ぐ・すべる・投げる・捕える・ける・打つ・跳び越す・身をかわ

す・転回する・音楽に合わせて動作するなどの基礎的技能を発達させる。 

(４) 正確・機敏・器用・リズミカルな動作の熟練を助ける。 

(５) 筋力や持久力を発達させる。 

(６) きょう正可能な身体的欠陥を除去する。 

(７) 指導力・協力・積極性・勇気・自制・礼儀・正直・正義・寛容・忍耐，正しい権威に従う，

同情・忠誠等の社会生活に必要な態度を発達させる。 

(８) 冷静な態度・観察・分析・決断・表現等の諸力を発達させる。 

(９) 自己や他人の安全に必要な知識や態度や技能を発達させる。 

(10) 運動の施設，用具の使用や修理に必要な態度や技能を発達させる。 

(11) 健全な身体活動を広く経験させ，それらに対する興味や態度を発達させる。 

(12) 各種運動の規則・審判法・見方等に必要な知識や態度を発達させる。 

(13) 健康生活の原則を理解し，実践する態度を養う。 

 以上は多少の重複はあるけれども，身体活動が生徒の全人的発達に及ぼす効果や，われわれの生活に
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おける意味を考えて立てられた体育の目標ということができる。 

 これらは，体育指導における教師の目標ともいうべきもので，学習内容を選択し，学習活動に展開さ

せる際の目やすとなるものであるが，生徒の自発活動をとおしてよく達成できるものであるから，指導

にあたっては，発達に応じ，かつ具体的学習内容に即した生徒の目標を考えることが必要である。 

 なおこの目標の立て方は小学校の学習指導要領(体育編)と比較するとき，表現や分類のしかたに多少

の相違はあるが，基本的立場は共通である。 

 

小学校学習指導要領 体育科編（試案）改訂版〔昭和 28 年 11 月 30 日（1953）発行〕より 

第Ⅱ章 体育科の目標 

 1 目標設定の立場 

 すでに述べたように，体育科の役割は，身体活動を中心として構成されるところの諸経験が，個人の

発達，社会の進歩に方向づけられるように，児童の能力を高めることであった。したがって，児童の必

要の分析に基いて身体活動を中心として構成される諸経験のうち，児童にとって望ましいねらいがその

目標でなければならない。しかし，この場合の児童の必要は，同時に社会の必要をも含んでいるもので

なければならない。それゆえ，この指導要領では教師の立場からみて，こうあらせたいという「社会的

必要」を児童の必要経験のうちに収め，これを一体的に考え体育科の目標を定めたのである。もちろん，

そのためには体育でできる範囲をはっきりと考えていなければならない。そこで，一方では，体育とし

てできる範囲を見通し，他方学習者の必要を分析して，体育科の一般的な目標，すなわち，その主要目

標を定めたのである。  

 2 体育科の一般目標  

 学習者の能力を高めるための体育科のねらいにはいろいろの方面がある。それを人間のはたらきから

みるとき，身体的・知的・情緒的・社会的側面に分けてみることもできよう。しかし現実の問題として

は，知的，情緒的，社会的側面は，その関連が密接であるので，はっきりと区別することが困難である。 

 このような事惰のためにこの指導要領では，体育科の目標を，次の三つに分けることにしたのである。

すなわち， 

(1) 身体の正常な発達を助け，活動力を高める 

(2) 身体活動を通して民主的生活態度を育てる。 

(3) 各種の身体活動をレクリエーションとして正しく活用することができるようにする。 

 第一の目標は，身体的発達に関係するものであるが，身体活動のねらいは，生物的成長（身体的成長

と活動力の発達を含む）が，かたよることなく，正常に進むための発達の剌戟を与えることである。そ

のために，学習指導は，発達の段階や性・個人差などを考え，かつ衛生や安全に考慮を払いつつ行わな

ければならないのである。  

 第二の目標は，体育科の立場における人間関係を促進する機会を通じて，これを民主的生活態度に方

向づけようとする意図を示すものである。現代の社会にとって最も必要なものであり，しかも，体育科

が貢献しなければならないものは，「社会的発達」特に「民主的生活態度」である。したがって，身体

活動に関係する経険や行動を，端的にこれに方向づけることによって，体育科のもつ人間関係のねらい

はいっそうはっきり示すことができるであろう。 

 第三の目標は，運動などをレクリエーションに利用する方面である。身体活動は，上述のごとく，正

常な身体発達のための剌戟を与えるであろうし，民主的な人間関係をつくるための活動内容ともなるで

あろうが，それとならんで生活を楽しく，豊かにするのに，身体活動はなくてはならないものである。

したがって，これは，児童の現在および将来の生活に持ち込むことができる運動技術の体得と，余暇活
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動としてそれの活用というねらいを示すものである。 

 3 具体的目標 

 さきにあげた一般目標は，その中にいっそう具体的な多くの目標を含んでいる。指導のためにも，さ

らに具体化してみる必要がある。  

 ここでいう目標は個人個人の立場ではなく，共通に必要と考えられるものであるが，指導にあたって

は，個人差を考え，共通的な目標を個人の必要にかなうよう具体化してみることも必要である。またこ

こでは主として小学校の児童を対象に目標を立てたけれども，教育は継続的な営みであるから，一応の

見通しを立てる必要から，必ずしも小学校のみに限定されていない。  

 このような事情から，小学校の，しかもさらに細かく分けた発達段階に即する目標は，次章の学習内

容において，いっそう具体的に示すことにした。次に掲げる具体的目標と学習内容とを合わせて見るな

らば，小学校体育科の目標を具体的な児童の行動に近い形で，とらえることができるであろう。  

 身体的目標に関連して  

(1) 年令や性や個人差などに応じて適当な各類型の身体的活動に習熱する。 

(2) 筋力・持久力などを発達させる。 

(3) いろいろの場面で安全に身を処することができる。 

(4) 身体的固癖を予防し，きょう正することがてきる。 

(5) 健康生活の心得を守る。 

(6) 運動の効果について正しい知識をもつ。 

(7) 体力の現状を正しく判断し，自信をもつ。 

 民主的態度の目標に関連して 

(1) 自主的態度をもち，他人の権利を尊重する。 

(2) 身体的欲求を正しく満足する。 

(3) 建設的態度をもって，グループの計画や実施に協力する。 

(4) グループにおいて自己の責任を果す。 

(5) リーダーを選び，これに協力する。 

(6) 勝敗に対して正しい態度をとる。 

(7) 他人の意見や批評をよく受け入れる。 

(8) 礼儀正しく行動する。 

(9) 規則をつくり，改善することができる。 

(10) 規則やきまりを守って，正しく行動する 

(11) 施設や用具をたいせつに扱う。 

(12) 冷静，機敏に行動する。 

(13) 美的情操を持つ。 

(14) 他人の健康や安全に注意する。 

 レクリエーションの目標と関連して  

(1) それぞれの環境で楽しめる各類型の身体活動を経験し，身体活動による満足と楽しさを味わ

う。 

(2) レクリエーションとして適当な各種の身体活動の技能を上達させる。 

(3) 各種の運動や催しに積極的に参加する。 

(4) 各種の運動や催しを計画し，運営できる。 

(5) 活動に必要な規則をつくり，運用できる（審判なども） 
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(6) よい演技者となり，よい観衆となる。 

(7) レクリエーションとして適当な各種の身体活動について知識をもつ。 

(8) 自己に適した種目を選び，正しく実行できる。 

(9) 施設をよく活用できる。 

(10) 施設の意味を理解し，改善に協力する。 

(11) 用具を選択し，手入れし，活用できる。 

(12) レクリエーションのための余暇をじょうずにつくり，活用する。 

(13) よい演技や作品を鑑賞する。 

(14) 体育の歴史やその意味を知り，レクリエーションやスポーツとの関係について理解する。 

 以上の各領域ごとの具体的目標は，行動から理解へ，さらに総合的能力へと展開することを目ざすも

のである。 

注 前にのべた各項を，さきの学含習指遵要領と比べて，どんな点に注意が払われたか明らかにし

てみよう。その主要な点をあげてみると， 

(1) 前には具体的な目標領域を二つに分け，そのうちに各項目を羅列してあった。ところが，実

際的な立場からみると，これらの諸項目が，一般目標のいずれの領域と特に関連するかが明らかで

なく，それだけに，具体的目標から一般的目標への方向づけがあいまいになるおそれがあった。し

たがって，この短所を補うために項目を系統的に整理した点が，違いの一つである。 

(2) このような角度から排列してみると，各領域間の目標群のうちには，直接行動的なものとそ

れを通して理解に進むべきものと，さらに総合された能力というものに分けられるであろう。上述

の説明から，その例をとってみると「身体活動に習熱し」「安全に身を処し」「健康生活の心得を守

る」ということは「行動」的な特性をもっている。ところが，それは「なぜか」「どのようにすれ

ばよいか」ということは，行うことを通して知的に理解するということになるであろう。しかし，

それのみでは正しくない。正しくつかみとったところの知識を通して，さらに，広い立場での行動

力となると，それは，いわば総合的能力ともいうべきものである。具体的目標には，このようなも

のがなければならないと考えて，ややそれをはっきり示すような努力を払っている。 

(3) さきの一般目標で示したと同じことが，ここではさらにいっそうはっきりした型で示してあ

る。たとえば「協力」とか「スポーツマンシップ」は，どんなことで，どの立場のものが協力する

かを示さなければ具体的ではない。このような段階を経てスポーツマンシップをつかみとることが

できるとすれば，なるだけ，具体性を持ちうるように協力を示す必要があろう。前の学習指導要領

に比べてみると，この点に対するくふうがかなりなされているということができる。 
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２ 体育，保健体育の評価の観点とその趣旨 

 

小学校，中学校および高等学校の指導要録の改訂について（通達）〔昭和 30 年９月 13 日（1955 年）〕より 

＜小学校＞ 

健康安全への関

心 

（小・中）健康安全について積極的に関心を持ち，また運動に関連して，みずか

ら進んで，自己や集団の健康安全についての態度を身につけようとする。 

運動の技能  

理解  

協力的な態度 （小・中）運動に積極的に参加しようとし，集団の一員としての協力的な態度，

施設設備の活用の仕方を含む。 

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 

 

＜中学校＞ 

健康安全への関

心 

（小・中）健康安全について積極的に関心を持ち，また運動に関連して，みずから

進んで，自己や集団の健康安全についての態度を身につけようとする。 

運動の技能 （中）各種運動技能や救急処置の技能。 

理解  

協力的な態度  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 



 

教育課程審議会答申 昭和 33 年 ３月 15 日（1958 年） 

小学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 36 年 ２月 13 日（1961 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された体育，保健体育の改善の方針 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日（1958 年）〕より 

＜小学校＞ 

① 目標をいつそう明らかにし，学年の児童発達段階に応じて，内容の精選充実を図るとともに，指導

の程度を示すこと。 

② 体育科においては，集団活動とその安全，秩序に必要な基礎的指導を強化し，また体育学習全般の

能率を高めるために，望ましい基準とその取扱方を示すこと。 

③ 体育科における保健学習については，各学年を通じて，健康・安全の習慣の育成に努めるとともに，

特に，高学年においては，保健に関する初歩的理解を得させるよう，その内容を充実し，これを明示

すること。 

④ 体育に関する教師の指導力を高めるため，教員養成と現職教育の強化を図ること。 

⑤ 施設・設備の充実と，その適切な運営を図ること。 

 

＜中学校＞ 

① 運動種目を精選し，学年の生徒発達段階および性別に応じてその程度と内容の重点を明示すること。 

② 保健学習と体育学習との指導時間数の割合は現行どおりとし，両者の関連をいっそう緊密にし，そ

の学習効果を高めること。 

③ とくに保健学習については，理科および新たに設ける技術科との関連についていっそう調整を図り，

それぞれ分担を明らかにすること。 

 

 

２ 体育，保健体育の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 80 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 各種の運動を適切に行わせることによって，基礎的な運動能力を養い，心身の健全な発達を

促し，活動力を高める。 

２ 各種の運動に親しませ，運動のしかたや技能を身につけ，生活を豊かにする態度を育てる。 

３ 運動やゲームを通して，公正な態度を育て，進んで約束やきまりを守り，互に協力して自己

の責任を果すなどの社会生活に必要な態度を養う。 
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４ 健康・安全に留意して運動を行う態度や能力を養い，さらに保健の初歩的知識を理解させ，

健康な生活を営む態度や能力を育てる。 

 上に掲げた目標は，相互に密接な関連をもつものである。目標２，３および４は，主として運動を中

心とする具体的な学習を通して達成されるものであるが，目標１は，これらの目標を目ざして継続的な

学習を行うことによって，はじめて達成しうるものであるから，目標２，３および４の指導の根底には，

常に目標１が考慮されなければならない。 

 なお，目標４については，各学年を通じて，各種の運動の実践にあたって必要な健康・安全に関する

態度や能力の育成に努めるとともに，特に，第５学年以上において，健康な生活を営むために必要な保

健に関する初歩的な知識を得させることを目ざしている。 

 次に示す各学年の目標は，児童の発達段階に応じ，上記の目標を達成するために必要なことがらを具

体的に示したものである。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 心身の発達について理解させるとともに，各種の運動を適切に行わせることによって，心身の

健全な発達を促し，活動力を高める。  

２ 合理的な練習によって，各種の運動技能を高めるとともに，生活における運動の意味を理解さ

せ，生活を健全にし豊かにする態度や能力を養う。  

３ 運動における競争や協同の経験を通して，公正な態度を養い，進んで規則を守り，互に協力し

て責任を果すなどの社会生活に必要な態度や能力を向上させる。  

４ 個人生活や社会生活における健康・安全について理解させ，自己や他人を病気や傷害から守り，

心身ともに健康な生活を営む態度や能力を養う。  

 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連をもって，全体として保健体育科の目標をなすもので

あるから，指導にあたってはこの点を常に考慮しなければならない。 

 

 

３ 体育，保健体育の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録について（通達）〔昭和 36 年２月 13 日（1961 年）〕より 

＜小学校＞ 

健康・安全への関

心 

日常生活における自己や他人の健康・安全に積極的な関心をもち，また，常に健

康・安全に注意して運動する態度を身につけている。 

第 5 学年および第 6 学年においては，保健についての初歩的な知識をもち，進ん

で健康・安全な生活をしようとする。 

運動の技能 各種の運動のしかたを理解して正しく運動ができ，走，跳，投，懸垂などの基礎

的な運動能力を身につけている。 

公正・協力・責任

などの態度 

運動やゲームにおいて，進んで約束やきまりを守り，互いに協力して自己の責任

を果たそうとする。 
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＜中学校＞ 

健康・安全への関

心 

自己や他人などの健康・安全に積極的な関心をもち，また常に健康・安全に注意

して運動する態度を身につけている。 

運動の技能 各種の運動の要領を理解して正しく運動ができ，走，跳，投，懸垂などの基礎的

な運動能力を身につけている。 

公正・協力・責任

などの態度 

運動の練習や競争において，規則を守り，集団の一員として役割を分担し，自己

の最善を尽くすことができる。 

知識・理解 個人生活や社会生活における健康・安全や運動の意味を理解し，またこれらにつ

いての基礎的な知識を身につけている。 
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教育課程審議会答申 昭和 42 年 10 月 30 日（1967 年） 

教育課程審議会答申 昭和 43 年 ６月 ６日（1968 年） 

小学校学習指導要領 昭和 43 年 ７月 11 日（1968 年）告示 

 昭和 46 年 ４月 １日（1971 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 44 年 ４月 14 日（1969 年）告示 

 昭和 47 年 ４月 １日（1972 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 46 年 ２月 27 日（1971 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された体育，保健体育の改善の方針 

 

小学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 42年 10 月 30 日（1967 年）〕より 

（目標） 

１ 目標については，適切な運動を行なわせることによって，児童の健康を増進し，体力の向上を図る

ことを，いっそう明確にすること。 

現在，児童の身長，体重などの形態的な面は年々向上しているが，筋力，持久力，調整力などの

機能的な面はそれに伴って向上していない傾向がみられる。このため，児童の心身の正常な発達を

促進するとともに，とくに，体力の向上を図ることについて，目標においていっそう明確に示すよ

うにする。 

（内容の精選） 

２ 内容については，基本的事項を精選し，児童の心身の発達に即して，体力の向上が図れるようにす

ること。 

(1) 運動に内容については，すべての領域にわたって基本的事項を精選するとともに，これらについ

て反復練習ができるようにする。そのため，各学年を通じて運動教材の種類を整理して，代表的な

運動教材を選定することとし，かつ，必要に応じてその代替を認めるようにする。 

(2) 児童の心身の発達に即して体力の向上を図るため，低学年においては，調整力を高めるための運

動機材を重点的にとりあげ，興味深く，しかも総合的に指導できるようにし，学年が進むにしたが

って筋力，持久力を高めるための運動教材などもとりいれるようにする。また，これらの運動教材

の指導にあたっては，いっそう社会性を高めることについても配慮する。 

(3) 保健の内容については，日常生活に即した内容を中心とし，児童の実態と興味を考えて指導でき

るようにする。 

（集団行動） 

３ 集団行動については，体育科の内容に，安全で能率的に，かつ，秩序正しく行動するための基本的

な行動様式をとりあげ，児童の発達段階に応じてその指導が適切に行なわれるようにすること。 

集団行動については，現行では「指導上の留意事項」として，必要に応じて基本的な行動様式（集

合，整列，方向転換など）を指導するようにしているが，これを「内容」として示すこととし，児

童の発達段階に応じてその指導が適切に行なわれるようにする。 

また，他教科等においても，集団行動の指導が適切に行なわれるように配慮する。 

（安 全） 
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４ 安全に関する指導については，体育科においても，さらにその徹底を図るようにすること。 

安全指導は，学校における教育活動全体を通じて行なわれるものであるが，体育科においても，

さらにその徹底を図ることとし，運動の内容において，安全についての態度や能力の育成を重視す

るとともに，保健の内容（けがの防止等）においても，安全についていっそう充実するように配慮

する。 

（他教科等との関連） 

５ 保健の内容については，他教科等とくに理科，家庭，道徳との関連について，じゅうぶん配慮する

こと。 

保健の内容については，とくに第４学年以下においては，理科および道徳，第５学年以上におい

ては理科および家庭科との関連について，じゅうぶんに配慮するようにする。 

（体育の指導の充実） 

６ 児童の体力を高めるため，体育科および学校における教育活動全体を通じて，その指導が充実され

るようじゅうぶんに配慮すること。 

児童の体力を高めるため，体育科における指導の充実を図るとともに，たとえば「特別活動」に

おいて「児童活動」における体育的クラブ活動，「学校行事」における保健体育的行事，「その他の

教育活動」における体育的活動など学校における全教育活動を通じて，体育の指導が充実するよう

に配慮する必要がある。 

 

中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日（1968 年）〕より 

１ 目標について 

目標については，心身の健康や発達についての理解と適切な運動の実践を通じて強健な身体と旺盛

な気力を養い，明朗にして健康な人間の形成に寄与するものであることを明確にすること。 

特に成長の著しいこの時期における生徒の体力の向上を図ることを強調すること。 

２ 内容について 

(1) 内容の構成については，現行どおり体育，保健の２分野とし，内容を精選すること。 

(2) 各分野の内容については，次の諸点について改善を行ない，指導の徹底を図ること。 

ア 体育の分野 

(ｱ) 体力を合理的に高めるため，現行の各運動領域の内容を検討し，適切な内容に再編成するこ

と。その際，特に，徒手体操については，質的な改善を図ること。 

(ｲ) スポーツ（器械運動，陸上競技，水泳，格技および球技）およびダンスの内容については，

運動技能がじゅうぶん身につくように精選するとともに，学校や生徒の実態に応じて指導でき

るようにするため，運動種目の選択やその内容の取り上げ方において，弾力的な取り扱いがで

きるように配慮すること。 

また，格技（柔道・剣道・すもう）については，いっそう効果があがるように配慮すること。 

(ｳ) 集団行動については，互いに協力して規律正しい行動ができるようにするため，それに必要

な行動様式の内容を示して適切な指導が行なわれるようにすること。 

なお，学校行事などで行なわれる集団行動の指導との関連もじゅうぶん考慮すること。 

(ｴ) 生徒の体力を高めるため，教科の体育の指導の充実を図るとともに，学校における教育活動

全体を通じて，その指導が充実されるようにじゅうぶん配慮すること。 

イ 保健の分野 

(ｱ) 病気の種類は生活に身近で代表的なものを取り上げ，「国民の健康」，「精神衛生」などにつ



いては，いっそう理解しやすい内容に再編成し，医薬品，嗜好品などについては，日常生活に

必要な知識に限定すること。また，安全については，学校における教育活動全体を通じて指導

されるものであるが，保健の分野においては，自己や他人の安全を確保する立場から現行の「傷

害の防止」の内容をいっそう充実させること。 

(ｲ) 救急処置，発育・発達の測定などの実習のうち，重要なものについては，日常生活に役だて

られるよういっそうその徹底を図ること。 

(ｳ) 保健の内容における健康や病気などの理解に必要な人体の構造・機能については，理科との

関連についてじゅうぶん配慮すること。 

 

 

２ 体育，保健体育の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 268 号 昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

昭和 46 年４月 １日（1971 年）施行  より 

適切な運動の経験や心身の健康についての理解を通して，健康の増進と体力の向上を図るとともに，

健康で安全な生活を営む態度を育てる。 
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 このため， 

１ 運動を適切に行なわせることによって，強健な身体を育成し，体力の向上を図る。  

２ 運動のしかたや技能を習得させ，運動に親しむ習慣を育て，生活を健全にし明るくする態度を

養う。  

３ 運動やゲームを通して，情緒(じょうちょ)を安定させ，公正な態度を育成し，進んできまりを

守り，互いに協力して自己の責任を果たすなどの社会生活に必要な能力と態度を養う。  

４ 健康・安全に留意して運動を行なう能力と態度を養い，さらに，健康の保持増進についての初

歩的知識を習得させ，健康で安全な生活を営むために必要な能力と態度を養う。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

 心身の健康についての理解と合理的な運動の実験を通して，健康の保持増進と体力の向上を図り，心

身ともに健康な生活を営む態度を養う。 

このため， 

１ 心身の発達や運動の特性について理解させるとともに，各種の運動を適切に行わせることによ

って，強健な心身を養い，体力の向上を図る。 

２ 生活における運動の意味を理解させるとともに，運動の合理的な実践を通して，各種の運動技

能を習得させ，公正，責任，協力などの態度を養い，生活を健全にし豊かにする能力や態度を養う。 

３ 個人生活における健康・安全について理解させるとともに，国民の健康についての基礎的知識

を習得させ，健康で安全な生活を営むための能力や態度を養う。 
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３ 体育，保健体育の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 46年２月 27 日（1971 年）〕よ

り 

＜小学校＞ 

運動の技能 各種の運動のしかたを理解して正しく運動ができ，調整力などの体力が高められ

ている。 

実践的な態度 運動やゲームにおいて，進んで約束やきまりを守り，互いに協力して自己の責任

を果たそうとする。 

また，常に健康・安全に注意して運動するとともに，進んで健康・安全な生活を

しようとする。 

保健についての

知識・理解 

保健についての初歩的知識を身につけ，生活における健康・安全の重要性を理解

している。 

 

＜中学校＞ 

運動の技能 各種の運動の要領や練習方法を理解して正しく運動ができ，筋力・瞬発力，持久

力および調整力などの体力が高められている。 

実践的な態度 運動の実践において，進んで規則を守り公正に行動をするとともに，集団の一員

として役割を分担し責任を果たそうとする。また，自己や他人などの健康・安全

に積極的な関心をもち，健康で安全な生活をしようとする。 

知識・理解 運動の特性に基づく練習の原則や運動の効果などに関する知識を身につけ，生活

における運動の意義を理解している。また，心身の健康，環境の衛星および生活

の安全などに関する知識を身につけ，個人生活や社会生活における健康・安全の

意義を理解している。 
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教育課程審議会答申 昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年） 

小学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 55 年 ４月 １日（1980 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 56 年 ４月 １日（1981 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 55 年 ２月 29 日（1980 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された体育，保健体育の改善の方針 

 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年）〕

より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，健康の増進や体力の向上を図り，強健な心身を養い，また，

生涯を通じて運動を実践する態度や能力を養うとともに健康な生活を営むことができるようにし，児

童生徒の心身の発達の特性を考慮して内容を基礎的・基本的な事項に精選する。 

その際，小学校においては，正しい運動のしかたを身につけさせ，各種の運動の基礎的な能力を養

い，また，身近な健康生活に必要な知識を習得させること，中学校においては，運動実践の方法を身

につけさせ，各種の運動能力や基本的な運動技能を養い，また，健康は日常生活における行動や環境

と深くかかわっていることについて理解させること，高等学校においては，運動実践に関する理解を

深めるとともに運動能力や運動技能を高め，また，集団の健康に関する知識を習得させるとともに健

康についての総合的な認識を高めることに，それぞれ重点を置く。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 

(ｱ) 低学年では，児童の体力や各種の運動の基礎的な能力を総合的に発達させるため，現行の６領域

（体操，器械運動，陸上運動，水泳，ボール運動及びダンス）を「基本の運動」と「ゲームを主と

しする運動」の２領域に整理統合する。 

(ｲ) 中学年では，児童の発達の特性を考慮して，現行の６領域を第３学年は低学年の「基本の運動」

の内容から「表現運動」を独立させて３領域とし，第４学年は更に「器械運動」を独立させて４領

域とする。 

(ｳ) 低学年及び中学年の内容については，各種の運動の基礎的な能力を高め，規則正しく安全に運動

ができる能力や態度を育成することに重点を置いて構成する。 

(ｴ) 高学年においては，領域区分はおおむね現行どおりとするが，運動領域の内容は，各運動の正し

い実践のしかたや基礎的な技能を身につけさせることに重点を置いて構成し，保健の内容について

は，現行の内容を「身体の発育」，「病気の予防とけがの防止」及び「健康な生活」の３項目にまと

め，身近な生活における健康の保持増進についての基礎的な事項を十分理解させることに重点を置

いて構成する。 

(ｵ) 各運動領域の内容の指導と関連して取り扱う集団行動の内容については，体育以外の学校教育活

動において行われる各種の集団行動の指導との関連を十分考慮しながら，基本的な行動様式に整理



するなどして，効果的に指導ができるようにする。 

（中学校) 

(ｱ) 体育分野の運動領域については，各運動の特性とその基本的な内容を明確にして，効果的な指導

ができるようにするため，現行の７領域（体操，器械運動，陸上競技，水泳，格技，球技及びダン

ス）を「体操」，「個人スポーツ」（器械運動，陸上競技，水泳など），「対人的スポーツ」（格技など），

「集団的スポーツ」（球技など）及び「ダンス」の５領域に整理統合する。 

また，これらの運動領域のうち，「個人スポーツ」，「対人的スポーツ」及び「集団的スポーツ」の各

領域においては学校の実態や男女の特性などを考慮して，運動種目を弾力的に選択して履修させる

ことができるようにする。 

(ｲ) 各運動領域の内容の指導と関連して取り扱う集団行動の内容については，小学校と同様の趣旨に

より，改める。 

(ｳ) 現行の「体育に関する知識」の内容のうち，例えば，心身の発達に及ぼす運動の効果及び生活に

おける運動の意味や役割などは，保健分野の内容の「心身の発達」及び健康と生活」などにおいて

取り扱えるようにする。 

(ｴ) 保健分野の内容については，生徒が生活における健康の問題を正しく理解するために必要な基本

事項を明確にし効果的な指導ができるようにするため，現行の内容を「心身の発達」，「健康と環境」，

「疾病の予防と傷害の防止」の４項目に整理し，健康な生活を営むために必要な事項を十分理解さ

せることに重点を置いて構成する。 

(ｵ) 第３学年における選択教科としての「保健体育」の内容は，生徒の能力，興味，特性等に応じた

発展的，応用的なものとし，特にスポーツのよさや楽しさを味わわせるため，地域や学校の実態を

考慮して適切な運動種目を取り上げ，運動技能を高めることができるようなものとする。また，日

常生活における健康・安全の確保に役立たせるため，保健に関する技能を高めることができるよう

なものとする。 

 

 

２ 体育，保健体育の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 155 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 55 年４月 １日（1980 年）施行  より 

 適切な運動の経験を通して運動に親しませるとともに，身近な生活における健康・安全について理解

させ，健康の増進及び体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる。  
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中学校学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行  より 

運動の合理的な実践を通して運動に親しむ習慣を育てるとともに，健康・安全について理解させ，健

康の増進と体力の向上を図り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

 

 



 

 
- 328 -

３ 体育，保健体育の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 55 年２月 29 日（1980 年）〕より 

＜小学校＞ 

運動の技能 各種の運動の課題や要領を理解して，その運動の特性に応じた動きや技能を身に

つけ，運動を楽しく行うことができる。 

保健に関する知

識・理解 

身近な生活における健康・安全の基礎的な知識を身につけている。 

運動・保健に対す

る関心・態度 

各種の運動において進んで決まりを守り，互いに協力して，体力の向上や課題の

達成を目指し最善を尽くして運動を実践しようとする。 

また，健康・安全に留意して運動するとともに，健康で安全な生活をしようとす

る。 

 

＜中学校＞ 

運動の技能 各種の運動の課題や要領を理解して，適切に運動を行うことができるとともに，

運動の特性に応じた方法や技能を身につけ，運動を楽しく行うことができる。 

知識・理解 運動の合理的な実践や健康な生活に必要な基本的事項を身につけ，生活における

運動の意義や健康・安全の重要性を理解している。 

運動・保健に対す

る関心・態度 

運動の実践に必要な公正，協力，責任などの態度を身につけ，最善を尽くして運

動を実践しようとするとともに，自他の健康や体力に積極的な関心をもち，明る

く豊かな生活をしようとする態度を身につけている。 
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教育課程審議会答申 昭和 62 年 12 月 24 日（1987 年） 

小学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ４年 ４月 １日（1992 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ５年 ４月 １日（1993 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 ３年 ３月 20 日（1991 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された体育，保健体育の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 62年 12 月 24 日（1987

年）〕より 

ア 改善の基本方針 

(ｱ) 体育については，小学校，中学校及び高等学校を通じて，生涯体育・スポーツと体力の向上とを

重視する観点から，児童生徒が自ら進んで運動に親しむ態度や能力を身に付け，心身を鍛えること

ができるよう，児童生徒の心身の発達的特性と運動の特性との関連を考慮して内容の改善を図る。 

その際，小学校においては，各種の運動の楽しさや喜びを味わわせ，各種の運動の基礎的・基本

的な能力を養うこと，中学校及び高等学校においては，生徒の能力・適性等に応じて適切な運動実

践の方法を身に付けさせ，各種の運動能力や運動技能を高めることに重点を置く。 

なお，「体操」の領域については，体力を高める運動の学習が一層効果的に行われるよう各学校

段階別の内容を改善する。現行の「格技」の領域については，名称を「武道」に改め，我が国固有

の文化としての特性を生かした指導ができるようにする。 

また，自然とのかかわりを深める観点から，地域の実情に応じ，雪遊びやスキー等を積極的に取

り扱うなどの改善を図る。集団行動の内容については，基本的な行動様式を重視し，その取扱いに

ついては，各運動領域において一層効果的に指導ができるようにする。 

(ｲ) 保健については，健康教育の一層の充実を図るため，健康科学を基盤として，自他の生命を尊重

し，生涯を通じて健康で安全な生活を送るための基礎を培う観点から，小学校，中学校及び高等学

校を通じて，健康・安全に関する基礎的・基本的な知識を理解させ，児童生徒が発達段階に応じて

自主的に健康な生活を実践することのできる能力と態度を育成することを重視して内容を精選す

る。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校）（体育） 

(ｱ) 領域区分については，おおむね現行どおりとするが，児童の心身の発達的特性を考慮して，指導

の効果を一層高める定め，現行の領域のうち「水泳」の履修を１学年早める構成に改める。 

(ｲ) 低学年及び中学年の「基本の運動」及び「ゲーム」の領域については，児童の心身の発達的特性

との関連において運動の特性を一層明確にして効果的な指導ができるよう内容を改善する。 

(ｳ) 「体操」の領域については，体力を高める運動の基礎的・基本的な内容を効果的に指導できるよ



うにする。 

(ｴ) 「保健」の領域については，身近な生活における健康・安全に関する事項に重点を置いて，心と

体の発育・発達，けがの防止と病気の予防及び健康な生活に関する事項で内容を構成する。 

(ｵ) 教科の内容の示し方については，児童の心身の発達や個々の児童の特性に応じた多様な活動がで

きるようにするなどの観点から，複数学年にわたる内容をまとめて示すようにする。 

（中学校）（保健体育） 

(ｱ) 体育分野については，現行の運動領域（体操，個人的スポーツ，集団的スポーツ，格枝及びダン

ス）を，小学校の内容との関連及び生徒の心身の発達的特性と各運動の特性との関連を考慮して，

「体操」，「器械運動」，「陸上競技」，「水泳」，「球技」，「武道」及び「ダンス」の７領域に改める。

また，「器械運動」，「球技」等の領域については，より個性を生かす学習が行われるようにするた

め，個人的な連動及び対人的・集団的な運動の特性を踏まえて，生徒の能力・適性等に応じてそれ

ぞれの内容の中から選択して指導できるようにする。 

(ｲ) 「体操」の領域については，体力を高める運動の発展的な内容に重点を置いた指導ができるよう

にする。 

(ｳ) 「武道」の領域については，柔道，剣道及び相撲の中から選択して指導できるようにする。また，

学校や地域の実態に応じて，その他の武道についても弾力的に取り扱うことができるようにする。 

(ｴ) 「武道」及び「ダンス」の領域については，男女とも履修できるようにする。 

(ｵ) 「体育に関する知識」の領域については，運動の実践に直接関連する内容に精選する。 

(ｶ) 保健分野の内容については，個人生活における健康・安全に関する事項に重点を置いて，心身の

発達，傷害の防止と疾病の予防，環境の衛生及び健康な生活の仕方に関する事項で構成する。その

際，思春期における心身の変化，食事，運動，休養，喫煙などと健康，交通安全に関する事項の一

層の充実が図られるよう配慮する。なお，学習効果を高める上から，健康と環境における産業廃棄

物の処理，応急処置の一部などについては高等学校で取り扱うようにする。 

(ｷ) 第３学年における授業時数の弾力的運用については，体育分野の内容を一層定着させるため，各

運動種目の補充や深化を行うなどにより学習の充実を図るようにする。 

(ｸ) 第２学年及び第３学年における選択教科としての「保健体育」においては，生徒の特性等に応じ，

体育分野で適切な運動種目を選択履修させたり，保健分野で個人生活における健康・安全に関し課

題学習を行うなど発展的，応用的な学習活動が多様に展開できるようにする。 

 

 

２ 体育，保健体育の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 24 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成４年４月 １日（1992 年）施行  より 

適切な運動の経験と身近な生活における健康・安全についての理解を通して，運動に親しませるとと

もに健康の増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月 １日（1993 年）施行  より 

運動の合理的な実践と健康・安全についての理解を通して，運動に親しむ習慣を育てるとともに健康

の増進と体力の向上を図り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

 

 

３ 体育，保健体育の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中

学部生徒指導要録の改訂について（通知）〔平成３年３月 20 日（1991 年）〕より 

＜小学校＞ 

運動や健康・安全

への関心・意欲・

態度 

進んで楽しく運動をしようとする。また，健康・安全に関心をもち，進んで健康

で安全な生活をしようとする。 

運動や健康・安全

に つ い て の 思

考・判断 

運動の課題の解決を目指して，活動の仕方を考え，工夫している。また，身近な

生活における健康・安全について考え，判断している。 

運動の技能 運動の楽しさや喜びを味わうために必要な技能を身に付けている。 

健康・安全につい

ての知識・理解 

身近な生活における健康・安全に関する基礎的な事項を理解している。 

 

＜中学校＞ 

運動や健康・安全

への関心・意欲・

態度 

自ら進んで運動を実施し，運動の楽しさや喜びを体得しようとする。また，健康

や安全に関心を深め，自ら進んで健康で安全な生活をしようとする。 

運動や健康・安全

に つ い て の 思

考・判断 

運動の課題の解決を目指して，活動の仕方を考え，工夫している。また，健康・

安全について考え，判断している。 

運動の技能 運動の楽しさや喜びを味わうとともに，体力を高めるために必要な技能を身に付

けている。 

運動や健康・安全

に つ い て の 知

識・理解 

運動の合理的な実践に関する基礎的な事項や生活における運動の意義を理解し，

知識を身につけている。また，健康・安全に関する基礎的な事項を理解し，知識

を身に付けている。 
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教育課程審議会答申 平成 10 年 ７月 29 日（1998 年） 

小学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 13 年 ４月 27 日（2001 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された体育，保健体育の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申）

〔平成 10 年７月 29 日（1998 年）〕より 

ア 改善の基本方針 

(ｱ) 明るく豊かで活力のある生活を営む態度の育成を目指し，生涯にわたる豊かなスポーツライフ及

び健康の保持増進の基礎を培う観点に立って内容の改善を図る。その際，心と体をより一体として

とらえて健全な成長を促すことが重要であるという考え方に立ち，体育と保健をより一層関連させ

て指導できるようにする。特に，運動に興味をもち活発に運動をする者とそうでない者に二極化し

ていたり，生活習慣の乱れやストレス及び不安感が高まっている現状を踏まえ，児童生徒が運動が

好きになり，健康な生活習慣を身に付けることができるようにする。 

(ｲ) 体育については，自ら運動をする意欲を培い，生涯にわたって積極的に運動に親しむ資質や能力

を育成するとともに基礎的な体力を高めることを重視する。このため，児童生徒の発達段階に応じ

て，運動を一層選択して履修できるようにすることや体力の向上を図る上で内容を重点化するなど

の改善を図る。 

また，児童生徒の体力等の現状を踏まえ，心と体をより一体としてとらえる観点から，新たに自

分の体に気付き，体の調子を整えるなどの「体ほぐし」（仮称）にかかわる内容を示す。この新た

な内容は現行の「体操」領域に示すとともに，その他の運動領域等の活動や保健における心の健康

に関する学習などとしても，取り入れられるようにする。これに伴い「体操」領域の名称を変更す

る。また，指導に当たっては，運動を通して仲間との交流を深め，他人と協調し思いやる心をはぐ

くむことに配慮する。 

武道については，我が国固有の文化に触れるための学習が引き続き行われるようにする。 

(ｳ) 保健については，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善していく資質や能力の基礎を培

うため，健康の大切さを認識し，健康なライフスタイルを確立する観点に立って，内容の改善を図

る。その際，近年の成育環境，生活行動，疾病構造等の変化にかかわって深刻化している心の健康，

食生活をはじめとする生活習慣の乱れ，生活習慣病，薬物乱用，性に関する問題等について対応で

きるようにする。また，新たに，自然災害等における安全の確保についても取り上げるとともに，

健康・安全と運動とのかかわりについて，体験的な活動などを通して実践的な理解を深めるように

する。 
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児童の発育・発達の早期化や生活習慣の乱れなどに対応するため，現在，小学校において高学年

から指導している保健に関する内容を中学年から指導するようにする。 

(ｴ) 自然の中での遊びなどの体験が不足している現状から，各教科等との関連を図りつつ，地域や学

校の実態に応じて，戸外で身体活動を行う自然体験的活動を積極的に取り入れていくようにする。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校（体育）） 

児童の発達段階に応じて各種の運動に親しむことにより運動が好きになるようにするとともに，身

近な生活における健康・安全に関する実践的な理解を図ることを重視して，次のような改善を図る。 

(ｱ) 低学年の運動領域（「基本の運動」及び「ゲーム」）及び中学年の運動領域（低学年の運動領域に

加えて，「器械運動」，「水泳」及び「表現運動」）については現行どおりとするが，現在の児童の体

の状況及び発達段階に応じた運動の指導に重点を置くことができるように内容の改善を図る。また，

現在，各学年ごとに指導することとしている運動をいずれかの学年で指導することができるように

するとともに，学校や地域の実態に応じて多様な運動も指導することができるようにする。 

(ｲ) 高学年の運動領域（「体操」，「器械運動」，「陸上運動」，「水泳」，「ボール運動」及び「表現運動」）

については現行どおりとするが，「体操」を除いた領域については，現在，各学年ごとに指導する

こととしている運動をいずれかの学年で指導することができるようにする。また，学校や地域の実

態に応じて多様な運動も指導することができるようにする。 

(ｳ) 「体操」領域については，主として巧みな動きを高めることに重点を置いて指導するとともに，

自分の体の状態に気付き体の調子を整えることを重視し，内容を改善する。 

(ｴ) 「保健」領域については，中学年は，健康な生活及び体の発育・発達，高学年は，けがの防止と

病気の予防及び心の健康に関する内容で構成し，食生活をはじめとする望ましい生活習慣の形成，

生活習慣病の予防及び薬物乱用防止に関する内容について取り上げる。 

また，体の発育・発達や性に関する内容について，児童の発達段階を踏まえ重点化するとともに，健

康な生活については，日光と健康とのかかわりの内容を削除する。 

心の健康については，自他の心身の発育・発達の違いに気付き肯定的に受けとめること，不安・悩み

への対処及び人とのかかわり方に重点を置く観点に立って，内容の改善を図る。 

（中学校（保健体育）） 

個に応じた指導の充実を図り，運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにするとともに，主

として個人生活における健康・安全に関する科学的な理解を図ることを重視して，次のような改善を

図る。 

(ｱ) 運動領域（「体操」，「器械運動」，「陸上競技」，「水泳」，「球技」，「武道」及び「ダンス」）につい

ては現行どおりとするが，第２学年において，現在，「器械運動」，「陸上競技」，「水泳」について

は，その中から２領域を選択していることを改め，第３学年と同様１領域又は２領域を選択して履

修することができるようにする。 

(ｲ) 「体操」領域については，主として動きを持続することに重点を置きつつ調和のとれた体力を高

める指導ができるようにするとともに，自分の体の変化に気付き体の調子を整えたり自ら体力を高

めることを重視して，内容を改善する。 

(ｳ) 「器械運動」領域については，生徒の能力に応じて指導することができるよう，現在，マット運

動，鉄棒運動，平均台運動，跳び箱運動の中から２又は３の運動を選択して履修できるようにして



いることを改め，選択する運動の数を示さないこととする。 

(ｴ) 「体育に関する知識」の領域については，近年のスポーツ科学の成果を踏まえ，体力の高め方や

運動の学び方と関連する内容に重点化するとともに，現在主として第１学年及び第２学年において

履修させていることを改め，運動の実践との関連を図る観点に立って，全学年を通じて履修させる

こととする。 

(ｵ) 「保健」分野については，心身の機能の発達と心の健康，健康と環境，傷害の防止，疾病の予防

及び健康と生活に関する内容で構成し，食生活，性，薬物乱用防止及び自然災害等における安全の

確保に関する内容を重視する。 

その際，小学校と同様，体の発育・発達や性に関する内容を重点化するとともに，疾病の応急措

置を高等学校に移行統合し，騒音に関する内容を削除する。 

また，心の健康に関する内容については，思春期における自分らしさの形成やストレスへの対処

に重点を置く観点に立って，内容の改善を図る。 

 

 

２ 体育，保健体育の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 175 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

心と体を一体としてとらえ，適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，運動に親しむ

資質や能力を育てるとともに，健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育

てる。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

心と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して，積極

的に運動に親しむ資質や能力を育てるとともに，健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を

図り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 
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３ 体育，保健体育の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学

校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等につ

いて（通知）〔平成 13 年４月 27 日（2001 年）より 

＜小学校＞ 

運動や健康・安全

への関心・意欲・

態度 

進んで楽しく運動をしようとする。また，身近な生活における健康・安全に関心

をもち，進んで学習に取り組もうとする。 

運動や健康・安全

に つ い て の 思

考・判断 

運動の課題の解決を目指して，活動の仕方を考え，工夫している。また，身近な

生活における健康や安全について，課題の解決を目指して考え，判断している。 

運動の技能 運動の楽しさや喜びを味わうために必要な動きや技能を身に付けている。 

健康・安全につい

ての知識・理解 

身近な生活における健康・安全に関して，課題の解決に役立つ基礎的な事項を理

解し，知識を身に付けている。 

 

＜中学校＞ 

運動や健康・安全

への関心・意欲・

態度 

自ら進んで運動を実施し，運動の楽しさや喜びを体得しようとする。また，個人

生活における健康・安全に関心をもち，意欲的に学習に取り組もうとする。 

運動や健康・安全

に つ い て の 思

考・判断 

自己の能力に適した運動の課題の解決を目指して，活動の仕方を考え，工夫して

いる。また，個人生活における健康・安全について，課題の解決を目指して考え，

判断している。 

運動の技能 運動の楽しさや喜びを味わうために必要な技能や体力を高めるための運動の合理

的な行い方を身に付けている。 

運動や健康・安全

に つ い て の 知

識・理解 

運動の特性と運動の合理的な実践に関する基礎的な事項や生活における運動の意

義を理解し，知識を身に付けている。また，個人生活における健康・安全につい

て，課題の解決に役立つ基礎的な事項を理解し，知識を身に付けている。 

 




