
報告事項５  

 

がんに関する教育について  

平成29年度のがんに関する教育の取組計画について、以下のとおり報告する。  

平成29年５月22日提出  

神戸市教育委員会  

教育長 雪 村 新 之 助  
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健康教育課 

 

平成 29年度 がんに関する教育について 

 

 平成 28年度までの、モデル校を中心に取り組んだ授業や外部講師による講演会等の実績を踏ま

え、29 年度も引き続き、各学校での積極的な取組を更に進めていく。今年度はモデル校を西落合

中学校として文科省の「がんの総合支援事業」に応募している。モデル校での取組とともに、特

に中学校については、全ての学校で実情に応じた取組を進めていく。 

 

１．モデル校等での実践 

 ・モデル校（西落合中学校）を中心とした授業実践 

  西落合中学校においては、前年度の東落合中学校での実践を参考にしながら、現学習指

導要領の中で取り組めるような授業実践を提案すべく計画中である。 

  実施時期：２学期～３学期 

  実施内容：学校保健委員会、講演会、保健体育、道徳など 

 

・外部講師による出前授業 

 医療従事者、がん経験者、行政担当者等の関係機関と連携して、がんに関する教育をよ

り効果的に進めるための講演会、出前授業等を計画、実施するとともに、外部講師確保の

ための方策を模索していく。現段階では、以下の出前授業を予定している。 

講師：東京女子医科大学 がんセンター長  林和彦教授 

① ６月２日（金）14:00～  東落合中学校（３年生対象） ＜別紙１、２＞ 

 日時未定       東落合中学校（２年生対象） 

② 11月下旬～12月上旬 だいち小学校（６年生対象） 

 

２．全市的な取組 

全市的に、神戸市作成のスライド教材（小学校：27 年度末配付、中学校：28 年度末配付）を

活用し、保健や保健体育の時間を中心に授業に取り組んだり、学校保健委員会のテーマとして取

り上げて講演会等を実施したりするなど、各校での実践を促していく。特に、中学校では、全校

で実施する。 

 

３．研修会の実施 

がんに関する教育の必要性や取り組むにあたっての配慮事項、授業実践の具体的方法等につい

て研修会を実施する。 

  ・保健主事対象         ６月 22日 学校保健主事会特別研修会 

・中学校保健体育担当教員対象  ８月 ２日 教育課程研究協議会 

・養護教員対象         ８月 22日 養護教諭夏季特別研修会 

 

４．「がんに関する教育」関係者会議の開催 

・構成員：学校､医師会､歯科医師会､薬剤師会､学校保健会､PTA､保健福祉局､教育委員会等 

・年度内に２回開催。第 1回は６月 12日、第２回はモデル校公開授業日に開催予定。 

 

【参考】・平成 28年度までの「がんに関する教育」取組状況    ＜参考資料１＞ 

※平成 28年度 第３回 神戸市がん対策推進懇話会 資料 ＜参考資料２＞ 
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別紙１ 

教委健 第 221号 

平成 29 年４月 28 日 

神 戸 市 立 各 学 校 園 長 様 

各校養護教員・保健担当教員 様 

関       係       者       様 

神戸市教育委員会健康教育担当部長 馳川 潤哉 

神戸市立東落合中学校長 中村喜代久 

～平成 29年度  がんに関する教育～ 

東落合中学校 出前授業の公開について（案内） 

 

 平素は、子供たちの健康保持増進にご尽力いただき、感謝申し上げます。 

 「神戸市がん対策推進条例」が平成 26 年４月１日から施行され、学校においてもがんに関する教育

の推進が求められている中、神戸市では、文部科学省の『がんの教育総合支援事業』を活用して、モデ

ル的ながんに関する教育を推進しております。今年度も、各校の実情に応じた取組をさらに進めていた

だくようお願いしているところでございます。 

さてこのたび、昨年度のモデル校である東落合中学校において、下記の要領で出前授業を実施いたし

ます。この機会が、健康教育の研修の場として十分に生かされ、今年度の各校でのがんに関する教育の

取組の参考になればと考えております。校務ご多忙の折とは存じますが、多くの関係者にご参加いただ

きますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

１．日 時   平成 29 年６月２日（金） 14：05～14：55 

受付 13：50～（修心館入口） 

      

２．場 所   神戸市立東落合中学校  修心館（武道場） 

          須磨区東落合 2-15-1 （地下鉄名谷駅・東へ 800ｍ） 

         

３．内 容 

  ・がんに関する授業（３年生） 

テーマ 「がん教育を通じて、東落合中のみなさんに伝えたいこと」 

  ・講 師  東京女子医科大学 がんセンター長  林 和彦 教授 

 

※駐車場は設けておりませんので、公共交通機関をご利用ください。 

※別紙申込書により平成 29年５月 23日(火)までに、FAXで健康教育課までお申し込みください。 

 

担当 学校保健係 松尾・碁石  TEL 322-5805 FAX 322-6140 
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別紙２ 

平成 29 年５月 ８日 

３年生保護者様 

神戸市立東落合中学校 

                         校長 中村 喜代久 

               

「がん教育出前授業」テレビ番組撮影のお知らせ 

   

  新緑の候、保護者の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

また平素より本校教育にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。3 年生 

 は来週に控えた修学旅行に向けて、準備を進めているところです。   

  さて、本校は昨年度より教育委員会の研究指定を受けて「がん教育」に取り組んで参

りましたが、今年度その振り返りとして、６月２日（金）５，６校時に「がん教育」の

専門家である東京女子医科大学の林教授が来校し、３年生を対象に出前授業を行ってい

ただきます。 

その林医師が行う授業について、NHK 神戸放送局よりテレビカメラで撮影させていた

だきたいとの申し出がありました。授業を受ける生徒たちの姿を通して、今日の「がん

教育」の様子をテレビ番組でお伝えしたいとのことです。授業後のインタビューや、感

想アンケートなどをもとに、数名の個別の取材も行いたいとのことですので、対象にな

る生徒につきましては事前に確認等をさせていただきます。 

放映日等につきましては 7 月末頃、朝の番組を予定しているとのことですので、あら

ためてご案内いたします。 

この件につきましてお問い合わせなどがございます場合は、本校までご連絡ください。

保護者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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参考資料１ 

 

平成 28年度までの「がんに関する教育」取組状況 

 

・神戸市「神戸市がん対策推進条例」平成 26年４月１日施行 

「市は、学校教育の場において、健康の保持増進及び疾病の予防といった観点から、がんの

予防も含めた健康教育に取り組むものとする。」（第６条） 

・文部科学省「がんの教育総合支援事業」（平成 26、27、28年度） 

  

＜神戸市立小中学校を中心にした取組＞ 

関係者会議  「がんの教育に関する計画」の作成に対しての、指導、助言、及び事業の成果の

検証を行う。※構成員…学校、医師会、歯科医師会、薬剤師会、学校保健会、 

        ＰＴＡ、保健福祉局、教育委員会等 

平成 26年度  第 1回（７月）、第 2回（10月） 

平成 27年度  第 1回（７月）、第 2回（２月） 

   平成 28年度  第 1回（６月）、第 2回（１月） 

 

講演会 

平成 26年度（８月） KOBE教育フォーラムにて 

           教職員等を対象に、がんに関する教育について最新の情報を得ると

共に、講師と教職員等が意見交換を行った。 

（10月）学校医、養護教諭等教職員対象 

       がんに関する教育を行うにあたって必要な基礎知識や配慮 事項

への理解を深めた。 

（12月）烏帽子中学校生徒対象に出前授業 

       学校保健委員会での授業として、生徒による学習発表と外部 講師

による授業を組み合わせて実施した。 

平成 27年度（８月） KOBE教育フォーラムにて 

           がん経験のある方を講師に招き、生の声を伺いながら共に考える場

をもった。 

（12月）歌敷山中学校生徒対象に出前授業 

      生徒たちの学習をより深めるため、1年生を対象に、いのちの尊さ

についての講演を実施した。 

   平成 28年度（８月） KOBE教育フォーラムにて 

             学校におけるがん教育について、講師と教職員等が意見交換し、共に

考える場をもった。 

（12月）東落合中学校生徒対象に出前授業 

       学校保健委員会のテーマに「がん」を取り上げ、その中で看 

護師による出前授業を実施した。 
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授業実践 

平成 26年度（２月） 塩屋中学校（モデル校） 

           保健体育や道徳の時間を活用して、中学２年生を対象とした学級別

授業を実施した。 

平成 27年度 (２月)  歌敷山中学校（モデル校） 

           道徳や特別活動の時間を活用して、いのちをテーマにした 6つの授

業を行った。 

         (11月) 桜の宮小学校（小学校での実践） 

             神戸市小学校教育研究会保健部の協力を得て、小学校用スライド教材

を活用して、保健「病気の予防」の学習の中での授業を行った。 

平成 28年度 (１月)  東落合中学校（モデル校） 

           文科省から出た「がん教育推進のための教材」をもとに、保健体育、

特別活動、道徳の時間を活用した授業を行った。 

         (11月) だいち小学校（小学校での実践） 

              小学校用スライド教材や文科省からの指導案を活用して、 6年生の

保健学習において授業を実施した。 

       

   ※その他、各校での現状の取組 

小学校、中学校、高等学校においては、 学習指導要領に基づき、発達段階や個々の生

徒の置かれた状況に応じて、がんを含む生活習慣病の健康教育を実施している。 

小学校では、保健の授業において、適切な食事、運動、睡眠などの生活習慣が、がんな

どの生活習慣病を予防するために重要であることや、喫煙が肺がんなどの病気にかかりや

すくなることなどを教えている。 

また、中学校、高等学校では、保健体育の授業において、不適切な生活習慣が、がん、

心臓病、脳卒中などの病気と深くかかわっていることや健康診断を受けることが大切であ

ることといった発症予防の重要性などを教えている。 

 

  成果物   ・実践事例集 Vol.１,２,３（平成 26,27,28年度末に、市内全学校へ配付） 

・スライド教材及び指導の手引き 

小学校用 平成 27年度末（H28.３）全小学校へ配付 

中学校用 平成 28年度末（H29.３）全中学校へ配付 
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