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Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項

１ 改訂の趣旨

基礎的な身体能力を身に付け、実生活において運動を豊かに実践していくための資質や能力

の基礎を培うとともに、身近な生活における健康・安全に関する内容を実践的に理解できるよ

うにするため、以下のことを重視した。

（１）生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を培う観点を重視し、各種の運動の楽しさや

喜びを味わうことができるようにするとともに、児童の発達段階を踏まえ指導内容の明確化を

図る。 
（２）指導内容の確実な定着を図る観点から、運動の系統性を図るとともに、運動を一層弾力的に

取り上げることができるようにする。

（３）体力の向上を重視し、「体つくり運動」の一層の充実を図るとともに、学習したことを家庭

などで生かすことができるようにする。

（４）保健については、身近な生活における健康・安全に関する基礎的な内容を重視し、指導内容

を改善する。

（５）健康な生活を送る資質や能力の基礎を培う観点から、系統性のある指導ができるようにする。

２ 改訂の要点

（１）目標の改善

教科の目標は、学校教育法において「小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行

われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。」と規定されていることを踏

まえ、「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる」ことを明確に示すととも

に、この「運動に親しむ資質や能力の育成」と「健康の保持増進」、「体力の向上」の三つ

の具体的目標が引き続き相互に密接に関連していることを示した。

（２）内容の改善

① 運動領域については、幼児教育との円滑な接続を図ること、体力の低下傾向が深刻な問題

となっていることや積極的に運動する子どもとそうでない子どもの二極化への指摘があるこ

と、各学年の系統性を図ることなどを踏まえ、低学年を「体つくり運動」、「器械・器具を

使っての運動遊び」、「走・跳の運動遊び」、「水遊び」、「ゲーム」及び「表現リズム遊

び」で構成し、中学年を「体つくり運動」、「器械運動」、「走・跳の運動」、「浮く・泳

ぐ運動」、「ゲーム」及び「表現運動」で構成する。高学年については現行どおりの構成と

する。

② 生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を培う観点から、それぞれの運動が有する

特性や魅力に応じて指導することができるようにするとともに、低学年、中学年及び高学年

において、児童に身に付けさせたい具体的な内容を明確に示すこととする。その際、指導内

容の確実な定着を図ることができるよう、運動の取り上げ方を一層弾力化し、低学年、中学

年及び高学年に示されている「体つくり運動」以外のすべての指導内容について、２学年の

いずれかの学年で取り上げ指導することもできるようにする。

③ 「体つくり運動」については、一層の充実が必要であることから、すべての学年において

発達の段階に応じた指導内容を取り上げ指導するものとし、学習したことを家庭などで生か

すことができるよう指導の在り方を改善する。また、「体つくり運動」以外の領域において

も、学習した結果としてより一層の体力の向上を図ることができるよう指導の在り方を改善

する。

④ 保健領域については、身近な生活における健康・安全に関する基礎的な内容を重視すると

いう観点から、指導内容を改善する。その際、けがの防止としての生活の安全に関する内容

について取り上げ、体の発育・発達については、発達の段階を踏まえて指導の在り方を改善

する。また、健康な生活を送る資質や能力の基礎を培う観点から、中学校の内容につながる

◆ 体 育



小学校 体育

系統性のある指導ができるよう健康に関する内容を明確にし、指導の在り方を改善する。低

学年は、運動領域との関係を踏まえ、健康と運動のかかわりなど、運動領域の運動を通して

健康の認識がもてるよう指導の在り方を改善する。

（３）言語活動の充実

グループ、ペアなどでのかかわり合い、課題の設定や振り返りまとめる、作戦をたてる、

話し合うなど、伝え合ったり表現し合ったりする場面がある。それを意図的に行い授業を充

実させていくことが言語活動の充実になる。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置

１ 移行期間中の特例

２ 移行措置の解説

（１）移行措置の解説

（２）学習指導上の留意事項

３ 移行期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

移行期間中には、新学習指導要領の趣旨を踏まえた指導を行うよう努めること。特に、低

学年については、時数が増えているため、内容についてもできるだけ新学習指導要領により

作成するよう努めること。

（２）授業時数

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

平成２１年度 １０２ １０５ ９０ ９０ ９０ ９０

平成２２年度 １０２ １０５ ９０ ９０ ９０ ９０

平成２３年度(完全実施) １０２ １０５ １０５ １０５ ９０ ９０

平成２１年度及び平成２２年度までの第１学年から第６学年までの体育の指導に当たって

は、現行小学校学習指導要領第２章第９節の規定にかかわらず、その全部又は一部について

新小学校学習指導要領第２章第９節の規定によることができる。

・各学年の指導に当たっては、その全部又は一部について新小学校学習指導要領によること

ができることとしたこと。

・小学校第１学年の標準授業時数を１０２時間に、小学校第２学年の標準授業時数を１０５

時間とした。

・移行期間中に新小学校学習指導要領によることができるとされている教科において、実際

に新小学校学習指導要領による場合には、その内容に応じて適切な教材を用いるとともに、

所要の時数を確保して指導が行われるようにすること。

・現行小学校学習指導要領及び新小学校学習指導要領において目標及び内容を２学年まとめ

て示している教科については、特に、平成22年度の指導に当たっては翌年度を見通した適切

な指導計画を作成して指導し、平成23年度の指導に当たっては、前年度における指導内容を

踏まえて適切な指導計画を作成して指導する必要があることに十分に留意し、新小学校学習

指導要領に円滑に移行できるようにすること。
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（別紙）

３ 具体的な改善事項

改善の要点 補足点・強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項

１ 改訂の趣旨

基礎的な身体能力を身に付け、実生活において運

動を豊かに実践していくための資質や能力の基礎を

培うとともに、身近な生活における健康・安全に関

する内容を実践的に理解できるようにすることを重

視した。

２ 具体的改善事項

（１） 生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基

礎を培う観点を重視し、各種の運動の楽しさや

喜びを味わうことができるようにするととも

に、児童の発達段階を踏まえ、指導内容の明確

化を図ること。

（２） 指導内容の確実な定着を図る観点から、運動

の系統性を図るとともに、運動を一層弾力的に

取り上げることができるようにすること。

（３） 体力の向上を重視し、「体つくり運動」の一

層の充実を図るとともに、学習したことを家庭

などで生かすことができるようにすること。

・学校教育法において「小学校は、心身の発達に応じて

義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする。」と規定されていることを

踏まえて「基礎を培う」ことを明確に示した。

○発達段階を踏まえる

→ 発達段階のまとまりを考慮する

小学校 中学校 高等学校

1 年～4 年 5、6 年 1、2 年 3 年 1 年～3 年

様々な動き

を身に付け

る時期

多くの領域の運動

を体験する時期

少なくとも一つの

運動を選び継続す

ることができるよ

うにする時期

※小学校は、学年の差が大きいため、2 学年ごとに目標

を示した。

○指導内容の明確化

→ 身に付けさせたい内容を具体的に示す 
例 ５、６年 陸上運動

イ ハードル走では、ハードルをリズミカルに走り越えること

○運動の系統性を図る → 指導内容の体系化

１、２年 ３、４年 ５、６年 
体つくり運動

器械・器具を使って

の運動遊び
器械運動

走・跳の運動遊び 走・跳の運動 陸上運動

水遊び 浮く・泳ぐ運動 水 泳

ゲ ー ム ボール運動

表現リズム遊び 表現運動

保 健

※運動領域を６領域で構成

○運動の取り上げ方の弾力化

「体つくり運動」以外のすべての指導内容について、

２学年のいずれかの学年で取り上げ指導することもでき

る。 → 学校の創意工夫を生かした指導計画

○体力のとらえ方 ２０．１．１７中教審答申

◎新体力テストの結果のみを上げることが目的ではな

く、総合的に調和のとれた体力の育成を図る。 

・体力は人間の活動の源であり、「生きる力」の重要な要素

・子どもたちの体力低下は、将来的に国民全体の体力低下

につながり、社会全体の活力の低下につながる
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（４） 保健については、身近な生活における健康・

安全に関する基礎的な内容を重視し、指導内容

を改善すること。

（５） 健康な生活を送る資質や能力の基礎を培う観

点から、系統性のある指導ができるようにす

る。 

Ⅱ 目標及び内容

１ 今回の改訂の主な特徴

（１）発達段階のまとまりを考慮する

（２）指導内容の体系化を図る 
（３）指導内容の明確化を図る 
（４）体つくり運動の重視

（５）知識を身に付けることを重視

２ 具体的な改善の内容

（１）目標

①体育科の目標

・「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てる」ことを明確に示した。

・「運動に親しむ資質や能力の育成」「健康の保持増

進」「体力の向上」の三つの具体的目標が引き続き

密接に関連していることを示した。

②各学年の目標

・（１）思考・判断、運動の特性、技能及び体力

・（２）態度

・（３）保健領域

③第１学年及び第２学年の目標

・「基本的な動きを身に付ける」「体力を養う」ことを

示した。

・「意欲的に運動をする態度を育てる」ことを示した。

④第３学年及び第４学年の目標

・「基本的な動きや技能を身に付ける」「体力を養う」

ことを示した。

・「最後まで努力して運動をする態度を育てる」こと

を示した。

○体つくり運動の重視

《基礎的な身体能力を身に付ける》

・小学校 1 年生から高校 3 年生までのすべてで指導

・他領域でも結果として体力が高まるよう指導を改善

・学校の教育活動全体や実生活で生かすことを重視

※動きの質、量を確保した授業であれば体力は高まる

・小学校であることから身近な生活からかけ離れた内容

は扱わない。

・中学校への接続を考慮して、内容を追加した。

（５）知識を身に付けることを重視

・体育学習のベースに知識が必要である。

・「分かること」と「できること」はつながっている。

できるようになるためには、コツなどが分かること

が大切である。

・「思考・判断」の内容に「知識」が含まれている。

・体育科の目指す方向（理念）を示してある。

・学校教育法第２９条において「小学校は、心身の発達

に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基

礎的なものを施すことを目的とする。」と規定されて

いることを踏まえて「基礎を育てる」ことを明確に示

した。

・学校教育法第３０条第２項において「生涯にわたり学

習する基盤が培われるよう・・・」と規定されている

ことを踏まえた。

・学習指導の方向を具体化したものである。

・学習指導に弾力性をもたせるため、低学年・中学年・

高学年の３段階で示してある。

・基本の運動の趣旨を踏まえ、楽しく行う中で基本的な

動きや各種の運動の基礎となる動きを身に付け体力を

養うことが大切である。

・低・中学年の体力は高めるのではなく養う。また、動

きを身に付けた結果として体力を養うことが大切。

・低学年においても、運動に進んで取り組む態度が大切

である。

・低学年同様、基本の運動の趣旨を踏まえている。

・基本的な動き・・・基本の運動の領域

技能・・・・・・・運動文化として成立しているもの

・運動に対して最後まで努力し、日常生活にも広げるこ

とを求めている。

・（３）は、保健領域の内容のため、低学年を除く。 
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⑤第５学年及び第６学年の目標

・「楽しさや喜びを味わうことができるようにする」

ことを示した。

・「基本的な技能を身に付ける」「体力を高める」こと

を示した。

（２）内容

①体つくり運動

・低学年から「体つくり運動」を規定した。

・低・中学年に「多様な動きをつくる運動（遊び）」

を規定した。

・低学年から「体ほぐしの運動」を独立した内容とし

て規定した。

②器械運動系

・器械運動を第３学年から規定した。

（現行第４学年から）

・楽しく行うだけではなく、達成感や成就感を味わうこと

が大切である。

・体力を高める・・・意図的、計画的に行う必要性がある。

・生涯にわたってスムーズに動ける体つくりを目指す。 
・「いろいろな動きができる、身に付いている」ことを目

指す。今の時代、動きは自然には身に付かない。よっ

て、意図的に動きを身に付けるようにする必要がある。

・他の領域において扱われにくい様々な体の基本的な動き

を培う。 
・基本的な動きは、おおよそ３６の動きに大別され、「バ

ランス系」「移動系」「操作系」に分類される。

・低学年は１つの動き、中学年は２つ以上の動きを組合せ

てできるようにする。

・「気付き」を重視すること。

・運動による心と体への効果を具体的な活動を通して理解

できるようにする。

・各運動領域では、導入時に主運動につなげる役割として

積極的に取り入れる。

・現行において「基本の運動」として示されている領域で

は、「体ほぐしの運動」の趣旨を含む。 

・基本的な技の習得を重視した。これは、基本的な技を身

に付けさせたいという願いがあるためである。

・第３学年でも基本的な技であれば身に付けることができ

るとの判断。

〈表記について〉

・「技能」ではなく「運動」である。

・｢体ほぐしの運動｣は｢例示｣ではなく｢行い方の例｣であ

る。・・・例が、数多くあるため

・「みんなで」・・・誰とでも

「仲間で」・・・・意図あるグループ

「友達と」・・・・２人又は３人 
・｢例示｣：いくつかのうちの一部

｢～などの｣：あくまで一例であり、これだけ行えばよい

というわけではない。

・各学年の目標「楽しくできるように」「楽しさや・・」

を踏まえて、トレーニング的な要素が強くならないよう

にする配慮が必要である。

・「基本的な技」：中学年で示した基本的な技 
・「発展技」：基本的な技を発展させたもの

・「その他の技」：「安定した技」（安定したとは、連続して

できたという意味）と「更なる発展技」

・「更なる発展技」：個に応じて取り扱うもの
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③陸上運動系

・系統性を重視し、内容を整理した。

④水泳系

・水泳を第５学年から規定した。

（現行第４学年から）

・「水泳のスタートの仕方」については、「水中からの

スタート」と内容の取扱いで規定した。

⑤ボール運動系

・特定の種目から型の類型で構成した。

・技能を「ボール操作」及び「ボールを持たないとき

の動き」で構成した。

・身に付けてほしい内容を例示の「・」で示した。

⑥表現運動系

・系統性を重視して、内容を整理した。

・中・高学年では、加えて指導できる内容を「内容の

取扱い」に示した。

・かけ足は、持久走をイメージさせることから、体つくり

運動へ移行した。

・呼吸を含めた基本的な技能（浮く・泳ぐ）を中学年で確

実に習得させることを重視する。

・スタートについては、安全面のことやスタート後にスム

ーズに泳ぎにつなげることを考慮した。

・「小型ハードル」とは、市販のものという意味ではなく、

各学校で工夫すればよい。

・「調子よく」（中）：動きがとぎれず連続して動くことが

できる状態

「リズミカル」（高）：ムダの少ない滑らかで合理的な動

き

・「かがみ跳び」：前傾した跳び方 
「はさみ跳び」：振り上げ足で着地する跳び方の総称

※厳密に跳び方を規定したわけではない。

・「○」で示したもの：例示

「・」で示したもの：身に付けたい動き、技能

「例示」は、できれば取り組んでほしいという意味

・「水泳の着衣泳」は、技能の内容ではないため、対処の

仕方として指導する。 

・ボール運動系の種目は、種類が多くすべてを学習するこ

とは不可能であることから、型に共通した内容を学ぶこ

とで同じ型の種目に活用することが可能であるとの考え

方により、変更された。

・示されている３つの型は、世界的に標準のものである。

・何を身に付けさせるのかを明確にして種目を選び、指導

にあたることが大切である。ゲームをすればよいのでは

ない。

▲目新しいから、いろいろやってみたが、何が身に付

いたか分からない。

・「楽しさ」の観点から「攻め方」を重視した。

・「ボール運動」について、まずは、これまでの財産を生

かす方が容易であるため、主として取り扱う種目を「内

容の取扱い」に示した。

・「易しいゲーム」：児童の実態にあったもの

「簡易化されたゲーム」：既製のゲームを易しくしたもの

・「ネット型」：ボールがつながりやすい状況をつくる。チ

ームの連係プレーによる攻撃が成り立つもの。よって、

バドミントンや卓球等の用具を使うものは想定していな

い。 

・技能では、低・中学年が「即興的に表現」、高学年が「ひ

とまとまりの表現」が中心である。

・低学年では、フォークダンスをリズム遊びに含めて指導

できることを示した。

・「加えて指導することができる」とは、必修内容をしっ

かりと定着させた上で行うという意味である。

・高学年の「日本の民踊」の例示は、動きをイメージしや

すくするために既製の踊りを示した。



小学校 体育

⑦保健

・基礎的な内容の重視と健康な生活を送る資質や能力

の基礎を培う観点から内容を追加した。

・系統性のある指導を考慮して内容を追加した。

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画作成上の留意事項

・児童の実態に即した個に応じた指導の工夫を行うこ

とを示した。

・一部の領域に偏ることのないようバランスよく領域

を配当することを示した。

・保健領域は、学習時間を継続的又は集中的に設定す

ることが望ましいことを示した。

・道徳教育との関連を図って指導する必要性を示し

た。 

２ 内容の取扱い

・集合、整頓、列の増減などの行動の仕方は、各学年

の各領域でその領域にふさわしい適切な指導を行う

ことを示した。

・保健の指導に当たっては、知識を活用する学習を取

り入れるなどの指導方法の工夫を行うことを示し

た。 

Ⅳ 移行期間中の留意事項

・低学年について、できるだけ内容も新学習指導要領

によることが望ましい。

・中・高学年もできるだけ、新学習指導要領の趣旨を

踏まえて指導することが大切である。

・身近な生活における内容を重視し、５つの内容とした。

・「○○とわたし」という内容は、単なる知識としてでは

なく、自分のこととして受け止めてほしいという願いが

込められている。

・発育・発達に関する内容は、「発達の段階を踏まえるこ

と」「学校全体で共通理解を図ること」「保護者の理解を

得ること」などに配慮することが大切であることを示し

た。 
・第６学年「地域の様々な保健活動の取組」は、ヘルスプ

ロモーションの考え方を生かし、中・高への系統性を考

慮して加えた。

・「適宜取り上げ」：すべて行うという意味ではない。

・第６学年「病気の予防」で取り上げる病気の例示に、麻

疹、風疹を加えた。小学生にとって分かりやすい、適時

性がある、などが理由である。

・「エイズ」の扱いについて：感染経路の学習においてそ

れが身近な生活における内容としてふさわしいか検討が

必要である。

・心身の発達的特性や運動への興味・関心、技能の習熟の

程度を踏まえた指導が重要である。

・中学校１・２年生までは、様々な動きを身に付けたり、

多くの運動を体験したりすることが重要であることを踏

まえることが大切である。

・指導のねらいからまとめて指導する必要がある内容は、

形式的に分けて指導しないことが大切である。

・集団でのゲームなど運動することを通して、粘り強くや

り遂げること、きまりを守ること、集団に参加し協力す

ることなどの態度を育成することは、道徳教育につなが

るものである。また、健康・安全についての理解は、生

活習慣についての大切さを知り、自分の生活を見直す事

につながる。 

・低学年は時数が増えていること、平成２１年度の新１年

生は平成２３年度の完全実施時に新３年生となり、移行

がスムーズに行える。

・中学年について、時数は増えていないが、内容も実質増

えていないので、新学習指導要領による実施も可能であ

る。 

・知識を活用する学習は、思考力・判断力等を育成するた

めであり、言語活動の充実にもつながる。


