
中学校 保健体育

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨

健やかな体の基礎となる身体能力と知識を定着させ、身に付けた段階に応じ運動を豊かに実
践していくための資質や能力を育てるとともに、主として個人生活における健康・安全に関す
る内容を科学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）生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する基礎を培うことを重視し、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、発達の段階のまとまりを考慮し、小学校、中
学校及び高等学校を見通した指導内容の体系化を図る。

（２）指導内容の確実な定着を図る観点から、指導内容を明確に示すとともに、学校段階の接続を
踏まえ、第１学年及び第２学年においては、領域の取上げ方の弾力化を図る。また、第３学年
においては、特性や魅力に応じた選択のまとまりから選択して履修できるようにする。

（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、学校の教育活動全体や
実生活で生かすことができるようにする。

（４）基礎的な知識の確実な定着を図るため、発達の段階を踏まえて知識に関する領域の構成を見
直し、各領域に共通する内容に精選するとともに、各領域との関連で指導することが効果的な
内容については、各領域で取り上げるよう整理する。

（５）保健分野においては、個人生活における健康・安全に関する内容を重視し、指導内容を改善
する。

（６）健康の保持増進のための実践力の育成のため、自らの健康を適切に管理し改善していく思考
力・判断力などの資質や能力を育成する観点から、系統性のある指導ができるよう内容を明確
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「中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の
発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする」と規定されている
こと、また、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、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必
要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うこ
とに、特に意を用いなければならない」と規定されていることを踏まえ、小学校体育科の目標
を、「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」とするとともに、中学校保健
体育科の目標を、「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てる」とし、義務教育段階に
おける教科の目標として一層の関連性を示した。また、「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 体育分野については、小学校高学年からの接続及び発達の段階のまとまりを踏まえ、体育
分野として示していた目標及び内容を、「第１学年及び第２学年」と「第３学年」に分けて
示した。

② 多くの領域の学習を十分させた上で、その学習体験をもとに自らが更に探求したい運動を
選択できるようにするため、第１学年及び第２学年で、「体つくり運動」、「器械運動」、
「陸上競技」、「水泳」、「球技」、「武道」、「ダンス」及び知識に関する領域をすべて
履修させ、第３学年では「体つくり運動」及び知識に関する領域を履修させるとともに、そ
れ以外の領域を対象に選択して履修させることとした。

③ 生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育成する観点から、各領域における身に付けさ
せたい具体的な内容を明確に示した。

④ 「体つくり運動」については、心身ともに成長の著しい時期であることを踏まえ、体を動
かす楽しさや心地よさを味わわせるとともに、健康や体力の状況に応じて体力を高める必要
性を認識させ、学校の教育活動全体や実生活で生かすことができるよう指導内容を改善し、
取り扱う時間数の目安を示した。

⑤ 「球技」については、「ゴール型」、「ネット型」、「ベースボール型」として、類型で
規定した。

⑥ 知識に関する領域については、基礎的な知識を確実に定着させることが求められることか
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ら、発達の段階を踏まえて指導内容を明確に示し、取り扱う時間数の目安を示すこととした。
⑦ 保健分野については、個人生活における健康・安全に関する内容を重視する観点から、医
薬品に関する内容や二次災害によって生じる傷害に関する内容について取り上げた。また、
自らの健康を適切に管理し改善していく思考力・判断力などの資質や能力を育成する観点か
ら、小学校の内容を踏まえた系統性のある指導ができるよう健康の概念や課題に関する内容
を明確にした。

（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。

（２）授業時数

第１学年 第２学年 第３学年

平成２１年度 ９０ ９０ ９０

平成２２年度 ９０ ９０ ９０

平成２３年度 ９０ ９０ ９０

平成２４年度(完全実施) １０５ １０５ １０５

平成２１年度から平成２３年度までの第１学年から第３学年までの保健体育の指導に当た

っては、現行中学校学習指導要領第２章第７節の規定にかかわらず、その全部又は一部につい

て新中学校学習指導要領第２章第７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中学校学習指導要領によることが

できることとしたこと。

・移行期間中に新中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

新中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。

・現行中学校学習指導要領及び新中学校学習指導要領において目標及び内容を２学年又は３学

年まとめて示している教科については、特に、平成２３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２４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、

新中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

健やかな体の基礎となる身体能力と知識を定着さ

せ、身に付けた段階に応じ運動を豊かに実践してい

くための資質や能力を育てるとともに、主として個

人生活における健康・安全に関する内容を科学的に

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） 生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現

する基礎を培うことを重視し、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、発達の段階のまとまりを考慮し、小学校、

中学校及び高等学校を見通した指導内容の体系

化を図る。

（２） 指導内容の確実な定着を図る観点から、指導

内容を明確に示すとともに、学校段階の接続を

踏まえ、第１学年及び第２学年においては、領

域の取上げ方の弾力化を図る。また、第３学年

においては、特性や魅力に応じた選択のまとま

りから選択して履修できるようにする。

（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、学校の教育活動全体

や実生活で生かすことができるようにする。

・学校教育法において「中学校は、小学校における教育

の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として

行われる普通教育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、小学校との関連を図った。

○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

○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 １、２年 陸上競技

ア ハードル走では、リズミカルな走りから滑らかにハードルを越すこと

○指導内容の体系化

第１学年及び第２学年 第３学年

Ａ 体つくり運動 Ａ 体つくり運動 必修

Ｂ 器械運動 Ｂ 器械運動 ＢＣＤＧか

ら①以上選

択

Ｃ 陸上競技 Ｃ 陸上競技

Ｄ 水泳 Ｄ 水泳

Ｅ 球技 Ｅ 球技 ＥＦから①

以上選択Ｆ 武道 Ｆ 武道

Ｇ ダンス Ｇ ダンス

Ｈ 体育理論 Ｈ 体育理論 必修

○運動の取り上げ方の弾力化

「体つくり運動」「体育理論」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

（３）授業時数を各学年で 7 単位時間以上配当すること。

○特性や魅力に応じた選択のまとまり

Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｇ：技を高めたり、記録に挑戦したり、

表現したりする楽しさや喜びを味わ

う。 
Ｅ・Ｆ：集団や個人で、相手との攻防を展開

する楽しさや喜びを味わう。

○「身体能力」：体力及び運動の技能から構成されるもの

※生徒一人一人に発達の違いがあることに対し、十分な

配慮が必要であることから、学習指導要領の内容にお

いては、「技能」として示すこととした。
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（４） 基礎的な知識の確実な定着を図るため、発達

の段階を踏まえて知識に関する領域の構成を見

直し、各領域に共通する内容に精選するととも

に、各領域との関連で指導することが効果的な

内容については、各領域で取り上げるよう整理

する。

（５） 保健分野においては、個人生活における健康・

安全に関する内容を重視し、指導内容を改善す

る。

（６） 健康の保持増進のための実践力の育成のため

自らの健康を適切に管理し改善していく思考力・

判断力などの資質や能力を育成する観点から、

系統性のある指導ができるよう内容を明確にす

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）領域の取り上げ方の弾力化

（５）体つくり運動の重視

（６）領域名称の変更

２ 具体的な改善の内容

（１）目標

① 保健体育科の目標

・「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てる」

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 体育分野の目標

・（１）包括的な技能を中心とした方向性

・（２）体力に関する目標

・（３）情意面の目標

③ 保健分野の目標

・変更なし

（２）指導内容の体系化

・発達段階のまとまりを踏まえ、内容を「第 1 学年及

び第２学年」と「第３学年」に分けて示した。

・保健体育科の目指す方向（理念）を示してある。

・学校教育法第４５条において「中学校は、小学校におけ

る教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育と

して行われる普通教育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。

・学校段階の接続及び発達段階のまとまりに応じた指導内

容の体系化の観点から、第１学年及び第２学年と第３学

年に分けて示した。

（４）「体育に関する知識」を「体育理論」に改めた。

（５）個人生活における健康・安全に関する内容を重視

・１．１７中教審答申を受けて「個人生活における」とした。

（６）系統性のある指導

・小学校及び高等学校の「保健」の内容を踏まえた。

・ヘルスプロモーションの考え方が位置付いている。

・個人生活を中心として科学的に理解できるようにする

ことを示した。

・「実践力」を「自らの健康を適切に管理し改善していく

思考力・判断力などの資質や能力」と置き換えた。

・「科学的に」：中学生レベルのことで、難しく教えること

ではない。

・「実践力」という言葉が、多用されないように配慮した。

・「第１学年及び第２学年」の目標は、小学校高学年との接

続を重視した。

・「第３学年」の目標は、義務教育修了段階であることと高

等学校への接続を重視した。
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（２）内容

・運動に関する領域では、（１）技能（「体つくり運

動」は運動）、（２）態度、（３）知識、思考・判断

を内容として示した。

・運動に関する領域について、その内容構成及び共通

する事項を示した。

①体つくり運動

・授業時数を各学年で 7 単位時間以上配当することを

規定した。

・「体力を高める運動」において運動を「組み合わせて

運動の計画に取り組むこと」を規定した。

②器械運動

・各種目、Ａ〔「基本的な技を滑らかに（安定して）

行うこと」「条件を変えた技を行うこと」「発展技を

行うこと」〕・Ｂ〔「それらを組み合わせること（構

成し演技すること）」を示した。

・「内容の取扱い」において、「第１学年及び第２学

年」では、「アを含む二以上を選択」と「第３学年」

では、「アからエまでの中から選択」することを示し

た。 

・体力の向上を重視し授業時数が示されたことから、確実

に実施することが求められている。

・Ａの中から１つ以上及びＢを行うこと。Ａの３つは、並

列であることを示した。

〈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

・「行い方の例」には、「第１学年及び第２学年」と「第３

学年」とも同じ例が示してある。運動例の高まりではな

いためである。

・「第１学年及び第２学年」では、二以上であるが、生徒

の負担加重にならないように配慮すること。

・「第３学年」では、生徒選択が基本であるが、安全等を

考慮した上で無理のないように可能な限り行うこと。

・現行学習指導要領の「学び方」を「知識、思考・判断」

とした。「学び方」の内容も含まれている。

・（２）態度について

「第１学年及び第２学年」

：各領域に「積極的に取り組む」 
「第３学年」

：各領域に「自主的に取り組む」 
「公正や協力に関する事項」「責任や参画に関する事項」

「健康・安全に関する事項」を示した。

・「健康・安全に関する事項」は、意欲をもつことにとどま

らず、実践することが求められていることを強調した。

・「実生活で生かすことができる」は、最終の目標であり、

それができているかどうかを評価するものではない。

・他領域での「帯での扱い」は、準備運動として行うので

あれば、ねらいが異なる。「７単位時間以上」と規定され

た理由を考慮する必要がある。

・「体ほぐしの運動」と「体力を高める運動」のそれぞれの

時数は各学校で検討する。

・「体ほぐしの運動」では、一つの運動例においても、いく

つかのねらいが関連していることに留意して指導する必

要がある。
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③陸上競技

・安全面や施設面などを考慮して、投種目を除いて構

成した。

④水泳

・「バタフライ」を第１学年から取り上げた。

・「第３学年」において、「複数の泳法で泳ぐこと、又

はリレーをすること」を加えた。

・「スタート及びターン」については、「水中からのス

タート及びターンを取り上げること」を規定した。

⑤球技

・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。

⑥武道

・「第１学年及び第２学年」では、全員が履修すること

を規定した。

・我が国固有の文化である「武道」の伝統的な考え方

や行動の仕方について示した。

・「見取り稽古の仕方」についての解説を加えた。

・「長距離走」では、「体つくり運動」で扱う「持久走」と

の違いを踏まえて取り扱うこと。

・スタートについては、安全の確保が重要であることを考

慮した。

・「例示」では、「キック」「プル」「コンビネーション」の

内容を記載することを基本とした。

・「陸上競技」と「水泳」で示した距離は、数値目標では

なく、それぞれの運動の特性や魅力が引き出せる程度の

ものであることを踏まえる必要がある。

・「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。

・「複数の泳法で泳ぐこと」：「個人メドレー」は、水泳の

種目名であり、泳法や距離が規定されているため、２年

生でそのレベルまで高めることは困難であることから名

称を使用していない。

・球技の種目は、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から、

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。いくつもの種目を扱うこと

ではない。

・「球技」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、従前の種目を取り扱うことを「内容

の取扱い」に示した。

・中学校では、ルール等を正式なスポーツに近付けていく

ことを考慮する。

・「適宜取り上げ」：すべて行うという意味ではない。

・内容の取扱いの「加えて」「替えて」：原則は「加えて」

である。その説明を「３ 内容の取扱い」に示した。

・対人的技能としての指導の在り方及び安全への配慮を強

調した。

・１．１７中教審答申を踏まえて、伝統的な考え方や行動の仕方

を強調した。

・「見取り稽古」は、武道独自のものであり、他領域の

「運動観察の方法」と重なる部分がある。

・施設、用具等の関係から取扱いが難しい場合も、指導方

法を工夫して実施すること。「形」の学習も考えられる。

・第１学年及び第２学年では、技ができる楽しさや喜びを

味わうことをねらいとしている。
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⑦ダンス

・「創作ダンス」では、題材と動きの例示を示した。

・「フォークダンス」では、曲目を初めて示した。

・「現代的なリズムのダンス」から、「サンバ」を削除

した。

⑧体育理論

・「体育に関する知識」を「体育理論」に改めた。

・授業時数を各学年で３単位時間以上配当することを

規定した。

⑨保健

・目標の変更はなし

・「二次災害によって生じる傷害に関する内容」と「医

薬品に関する内容」を加えた。

・「心身の機能の発達と心の健康」において、「発育・

発達の時期やその程度には、個人差があること」を

加えた。

・｢知識を活用する学習活動を取り入れるなど指導方法

の工夫を行う｣ことを｢内容の取扱い｣に示した。

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

・｢体つくり運動｣及び｢体育理論｣の配当時間を規定し

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。

・保健分野は、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。 

・「サンバ」は、高等学校には入っていないため整合性を

とった。

・性に関する内容は、「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。

・「（２）健康と環境」の「身体の適応能力を超えた環境」

では、「熱中症」と「山や海での遭難」の両方を取り上

げること。

・衛生的管理にかかわる内容は、「許容濃度」から「基準」

に統一した。（環境衛生の基準に合わせた）

・「感染症の予防」で取り上げる病気の例示に、ノロウィ

ルスによる感染性胃腸炎、麻疹を加えた。

・「適宜取り上げ」：すべて行うという意味ではない。

・｢（３）傷害の防止｣の心肺蘇生でのＡＥＤの扱いは、す

べての学校にトレーナーがあるわけではないため触れる

程度にする。

・中学校第２学年までは、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。

・内容の習熟を図ることができるよう考慮することが大切

であることを示した。

・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、ルールを守ること、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こ

とにつながる。

・基礎的な知識は、意欲、思考力、運動の技能などの源と

なるものであり、確実な定着を図ることの重要性を示し

た。 
・各領域との関連で指導することが効果的な内容は、各領

域の「（３）知識、思考・判断」に示した。

・各項目１時間で扱うことを考慮した。

・各内容のア、イ、ウの順序は、特に示していない。

・配当時数を示したことは、必ず扱ってほしいということ

である。

・保健分野の授業時数を３学年間で４８単位時間程度とし

たことは、｢体ほぐし運動｣と｢心の健康｣、｢水泳｣と｢応急

手当｣などの指導に当たっては、関連を図って指導するよ

うに配慮する必要があるためである。保健分野は４８単

位時間分の内容があり、安易に４８単位時間を下回って

はいけない。
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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

・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。

・移行期間から完全実施になった場合に、指導内容の逆転

が起こらないように配慮が必要である。

例 水泳のスタート

移行期間 １、２年でプールサイド等から（現行）

完全実施 ３年で、水中から（新） 

・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。


