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「E.FORUM スタンダード」の改訂に向けて（体育科・保健体育科） 
 

北原琢也（京都大学教育学部・非常勤講師） 

 

１.  「E.FORUM スタンダード（体育科・

保健体育科）」第 1次案の成果の概要	

「E.FORUMスタンダード（体育科・保健体
育科）（2014年3月）」の第1次案（以下，第1次案）
は，2008年・2009年（平成20・21年）改訂学習

指導要領の小学校体育科，中学校・高等学校保

健体育科（以下，体育科・保健体育科）の「目

標」・「内容」を踏まえつつ，京都大学大学院教

育学研究科E.FORUM「カリキュラム設計デー
タベース（CDDB）」（会員限定サイト）からの
引用，E.FORUMの参加者の実践事例・意見及
び近年の「思考・判断・表現」の学力形成とそ

の評価の文献に基づいて「本質的な問い」「永

続的理解」「パフォーマンス課題」の例を提案

した。 
第1次案の成果として，筆者は次の2点を提示

したい。1点目は，体育科・保健体育科の「目標」

及び分野・領域の「内容」を越えて繰り返し問

われるような，校種間・学年間の系統性，整合

性，連続性及び発展性を考えた包括的な「本質

的な問い」を提案できたことである。	

2点目は，体育科・保健体育科の「目標」を踏

まえ，仮説的に「体力の向上」「豊かな運動・

スポーツライフ」「心身の健康」の3つの範疇に

カテゴライズし，分野・領域の「内容」を機能

的特性からみた運動・スポーツの分類を提案し，

校種別に「本質的な問い」「永続的理解」「パ

フォーマンス課題」の例を提案できたことであ

る。 
	

２.  「E.FORUM スタンダード（体育科・

保健体育科）」第 1次案の課題と改訂案	

	(1)	包括的な「本質的な問い」の課題と改

訂案  
中学校保健体育科の「目標」を例に，以下よ

うに図式化すると，次のような文章構造になっ

ていると考えられる。 

 

 
 
 
 
 
 
（図表１）2008年版	 中学校学習指導要領保健体育科「目標」の図式化（筆者作成） 

第 1次案の課題は，［直接的目標］の解釈であ

る。前半部分の「生涯にわたって運動に親しむ

資質や能力を育てる」は，知的・社会的発達を

促すとともに，生涯スポーツへの繋がりを意識

し，「ひと・もの・こと」1と運動・スポーツとの

かかわり方の学びを示した「スポーツによる教育」

(運動手段論＝「運動による教育」)2を内包して

いる独自の楽しさや喜びを体験的に味わうこと

を強調し，生涯スポーツを実行できる主体者の育

成を示している「スポーツの教育」（運動目的論

＝「運動の教育」）3と捉えることができる。し

かし，後半部分の「健康の保持増進のための実

践力の育成」と「体力の向上」の記述は，身体

の発育・発達を促進することを強調している（身
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体の教育）4と解釈すると，［直接的目標］という

より［内容と方法］と捉えることが適切との考

え方である。 
以上の考察から，筆者は「学校体育とは何か」

という本質を問う中心的概念として，［直接的目

標］である「生涯にわたって運動に親しむ資質

や能力を育てる」及び［究極的目標］である「明

るく豊かな生活を営む態度を育てる」に着目し

直し，包括的な「本質的な問い」を「生涯にわ

たって，バランスのとれた健康的な生き方をす

るには，どうすればよいか」を改訂案として提

案したい。 
(2)	3 つの範疇と運動・スポーツの機能的特

性における分類の課題と改訂案  
最初に，3つの範疇は，改訂案の包括的な「本

質的な問い」を踏まえ，「体力の向上と健康の

保持増進を促す資質・能力の育成」，「豊かな

運動・スポーツライフを営む資質・能力の育成」，

「生活の質的向上のための健康づくりの資質・能

力の育成」を改訂案として提案したい。 
次に，運動・スポーツの機能的特性における

分類の課題は，体育科・保健体育科の指導内容

が運動技術（身体運動を行うための方法）5にお

ける認識の習得及び運動技能（運動技術を練習

することで身についた能力，スキル）6を主に習

得するといった「競争型」「克服型」を顕在化

させることである。例えば，中学校の「陸上競

技」では「記録に挑戦したり，相手と競争した

りする楽しさや喜びを味わうことのできる運動

である」7と示されている。以下，「器械運動」

「水泳」「球技」「武道」の指導内容も同じ様な

表現で記述されている。これらは，一部に勝ち

負けを競い合う競争性を含んだ運動，自然や物

的障害を克服する運動，記録やフォームを達成

する運動などを含めた運動・スポーツとしての

「競争型」「克服型」「達成型」8を含意した記

述であると考えられる。これら分類については，

過去の学習指導要領で幾度となく検討及び分類

されてきたが，「競争型」「克服型」の顕在化

は，学校体育には馴染まないだけでなく，学校

教育の正課としての意義が矮小化・形骸化する

危惧が考えられる。（しかし，学校の正課である

体育科・保健体育科における身体活動が無用ま

たはそれを否定するものではないことを付け加

えておきたい。） 
一方，ダンス（中学校1・2年）では，「『創作

ダンス』，『フォークダンス』，『現代的なリズム

のダンス』で構成され，イメージをとらえた表

現や踊りを通した交流を通して仲間とのコミュ

ニケーションを豊かにすることを重視する運動

で，仲間とともに感じを込めて踊ったり，イメ

ージをとらえて自己を表現したりすることに楽

しさや喜びを味わうことのできる運動である」9

と記述されている。つまり，ダンスは「表現型」

と捉えることができる。 

以上の課題を考えると，今後の体育科・保健

体育科で育成すべき資質・能力に向けた「目標」，

分野・領域の「内容」及び「学習評価」を一体

的に捉えた教育課程の編成のためには，「達成

型」と「表現型」を融合した資質・能力に重心

を置く教科観の転換を提案したい。	

(3)	校種別の「本質的な問い」の課題と改訂

案  
校種別の「本質的な問い」の改訂案の考え方

は，改訂案の包括的な「本質的な問い」と 3 つ
の範疇を踏まえつつ，体育科・保健体育科の本

質に関わる問いに答えるためのものの見方・考

え方・感じ方，処理や表現の方法などの資質・

能力を育てるのが何よりも大切であると考える。

そのためには，概ね決められた分野・領域の「内

容」を体系的に習得することを通して，児童・

生徒の実生活や生涯にわたって豊かなスポーツ

ライフを継続する資質や能力を育てることに基

づいた課題（問題）を解決することに重点を置

いた教材化を創意工夫し，課題（問題）解決の

資質・能力を身に付けることが大切だと考える。 
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例えば，改訂案の高等学校第１学年〔問い 3〕

「陸上競技」（長距離走）では，「将来，長距離

走に親しみ，楽しむためにはどうすればよいか」

といった「本質的な問い」を考えることができ

る。この「本質的な問い」に対する「永続的理

解」で明文化される資質・能力を身に付けるた

めには，もちろん身体発達の面からみても，生

徒は異なった体質・体格・体力をもち，身体活

動に対する必要性は量的にも質的にも異なるは

ずである。それゆえ，生徒の立場に立って，あ

くまでも主体的・自主的な学習を方向付けるこ

とが大切になってくる。そこで，〔理解 3〕では，

「継続して長距離走に親しみ，楽しむための自

分に適した関わりを，以下の点から見付けると

よい。自分の体質・体格・体力及び技能を十分

に理解し，量的・質的にバランスのとれた身体

活動に合わせて目標タイムや距離及び達成する

ペースを設定し，そのペースに応じたスピード

を維持することなど，かしこい運動・スポーツ

の実践者，主体者を目指すことである」と改訂

案を提示したい。（E.FORUM スタンダード（改

訂案）：小学校体育，中・高等学校保健体育（北

原琢也編集）を参照） 
 
おわりに	

今後，体育科・保健体育科で育成すべき資質・

能力に向け，「目標」，分野・領域の「内容」及

び「学習評価」を一体的に捉え，各学校の実際

の教育課程編成10について述べていきたい。	

中学校学習指導要領解説保健体育科編におけ

る「器械運動」（1・2年）の指導内容「知識，思

考・判断」11及び評価規準の参考資料の「運動に

ついての思考・判断」12を例にとると，技術の名

称，体力・技能の高め方などのスキル・テスト

やアチーブメント・テスト，またはゲーム・パ

フォーマンス評価方法の要素で述べられてい

る。これらは，次のような考え方に基づくと考

えられる。まず，体育科・保健体育科の指導内

容の「知識，思考・判断」（小学校体育科は「思

考・判断」）について，「運動学習においては，

知識と思考・判断は関連が深いことから，『知

識，思考・判断』という一つのカテゴリーで取

り扱われる」13こと，次に，「知識領域の内容に

は『体の動かし方や運動の行い方に関する知識』

『運動やスポーツにおける体力・健康に関する

知識』『運動やスポーツの実践につながる態度

の知識』『生涯スポーツの設計に関する知識』

の 4つが位置づけられた」14と述べられている。

そして，「習得，活用・探究型の学習指導」で

は，「体育学習の場合，身につけた能力を活用

する学習と自ら課題を見つけて課題解決する探

究的学習が統合的に行われることが少なくな

い。とくにボール運動のルールづくり，作戦を

立てる学習，また表現運動の創作活動において

は，活用型の学習と探究型の学習が分かちがた

く結びついている」15とも述べられている。 

しかし，「論点整理」16では，「教科等を横断す

る汎用的なスキル（コンピテンシー）等に関わ

るもの」，「教科等の本質に関わるもの（教科等

ならではの見方・考え方など）」，「教科等に固有

の知識や個別スキルに関するもの」については，

相互のつながりを意識しつつ扱うことが重要と

述べている。この「論点整理」を踏まえると，

分野・領域の「内容」における単元（題材）の

「ボール運動のルールづくり」「作戦を立てる

学習」などが，今後の体育科・保健体育科が求

める資質・能力の学力としての「思考・判断」

なのか，また，スキル・テスト，アチーブメン

ト・テスト，ゲーム・パフォーマンス評価方法

などが，資質・能力の学力としての「思考・判

断」の妥当性・信頼性を確保した評価方法なの

かが課題であると考える。	  

筆者は，以上のような課題によって，教科全

体としての「目標」である「生涯にわたって運

動に親しむ資質や能力」や「明るく豊かな生活

を営む態度」といった学校教育の正課としての
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体育科・保健体育科に求められる資質・能力の

洗い出しや，可視化・明確化することを不透明

にしていると考えている。	

体育科・保健体育科における生涯にわたって

バランスのとれた健康的な生き方を身に付ける

ための批判的・反省的な「思考・判断」や情意

領域の観点である「関心・意欲・態度」の評価

は，分野・領域の「内容」が児童・生徒によっ

て十分にこなされ，「生涯にわたって運動に親

しむ資質や能力」や「明るく豊かな生活を営む

態度」といった生き方や在り方までの発達・成

長した児童・生徒の姿（学力の発展・習熟）を

評価すべきだと考えている。	

今後，これらの資質や能力の育成を見据えて，

児童・生徒の主体的・自主的な学習を方向付け

るとともに，真正性の評価の理念に基づくパフ

ォーマンス評価が有効だと考える。例えば，パ

フォーマンス課題の文脈が生涯にわたって運動

に親しみ，明るく豊かな生活を営む生活に即し

たものになっていることは，そのこと自体が評

価しようとしている学力観を暗示し，児童・生

徒の日々の学習への姿勢を方向付けることにな

ると考える。このような考え方で編成される教

育課程や学びの変革としての授業改革は，創意

工夫，改善された授業を育む本物の学力を把握

するためだけでなく，そうした本物の学力を形

成するためにも，教育評価の問い直しにまで変

革しなければならない17と考える。	

体育科・保健体育科が学問的領域，教育的領

域，文化的領域を担う学校教育の正課の営みと

とらえるならば，例えば，国際バカロレアの中

等課程プログラム（以下，ＭＹＰ）における体

育科は，ただスポーツや試合を行うだけでなく，

「知的なパフォーマー」の育成を主な目的とし，

バランスのとれた健康的な生き方の重要性を理

解させることを長期的・直接的な目標としてい

る。ＭＹＰのカリキュラムを通して，生徒は知

識，批判的思考力，反省する技術，責任感，そ

して対人能力や自発性を伸ばしていくことが，

長期的な健康的生活につながる選択を促すはず

であると述べている18。筆者は，これらの理念・

理論も大いに参考になるのではないかと考え

る。 
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