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男子 ６６．８％ ６９．９％

女子 ４７．８％ ５２．５％

合計 ５７．５％ ６１．７％

令和元年度 福岡県の運動部入部率

〇 はじめに

全国に比べると入部率は低いが、約６割の生徒が活動に参加

学校組織全体での運営や指導の目標、方針等の共有が必要



〇 はじめに

Q 部活動のよさは？
生徒・教員・保護者の
立場から考えてみましょう！

〇生徒：好きなことに打ち込める・異学年との交流 など

〇教師：教科以外での生徒の様相が分かる など

〇保護者：心身の成長 など



〇 はじめに

Q 部活動の課題は？
生徒・教員・保護者の
立場から考えてみましょう！

〇生徒：学習時間の確保 など

〇教師：勤務超過・競技歴のない指導への不安 など

〇保護者：活動への協力（経済的・時間的）など



〇 はじめに

Q 部活動で目指すものとは？

このことを考えながら、講義を進めていきたいと思います！



〇 本日の内容

１ 学習指導要領における部活動の位置付け

２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」
について



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

学習指導要領解説

総則編

部活動は、
どのように示さ
れているか見て
いきましょう

学習指導要領



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

中央教育審議会答申（平成２０年１月）

「生徒の自主的・自発的な活動として行われている部活動
について、学校教育活動の一環としてこれまで中学校教育に
おいて果たしてきた意義や役割を踏まえ、教育課程に関連す
る事項として学習指導要領に記述することが必要である。」
との指摘がなされた。

〇 学習指導要領に記載されている理由

教育課程外の部活動が学習指導要領に示されているのか

部活動は教育において役割を果たしている
次期学習指導要領にも継承



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

第１章 総則 第５ １ ウ

教育課程外の学校教育と教育課程の関連が図られるように留意するも
のとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動につ
いては、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任
感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するも
のであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留
意すること。その際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社
会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上
の工夫を行い、持続可能体な運営体制が整えられるようにするものとする。

中学校学習指導要領（平成２９年告示） P２７

学校教育の一環である



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

〇 意義

部活動には意義がある

（略）～異年齢との交流の中で、生徒同士や教員と生徒等の人
間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を
高めたりするなど、その教育的意義が高いことも指摘されている。

① スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向

上や責任感、連帯感の涵養、互いに協力し合って友情を

深めるといった好ましい人間形成等に資するものである

との意義があること

学習指導要領解説（平成２９年告示） 総則編 P126～127



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

② 部活動は、教育課程において学習したことなども踏まえ、
自らの適正や興味・関心等をより深く追求していく機会である
ことから、各教科等の目標及び内容との関連にも配慮しつ
つ、生徒自身が教育課程において学習する内容について改
めてその大切さを認識するよう促すなど、学校教育の一環と
して、教育課程との関連が図られるよう留意すること。

〇 留意点 教育課程外の学校教育活動と教育課程との関連

関係する教科の目標及び内容の理解が必要
る！学習指導要領解説（平成２９年告示） 総則編 P127



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

学習指導要領解説総則編

各教科の目標等が
どのように示されてい
るか見ていきましょう



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

体育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を発見し、

合理的な解決に向けた学習過程を通して、心と体を一
体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し
豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育
成する。

各教科等の目標 【保健体育】

中学校学習指導要領（平成２９年告示） P１１５



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

運動部の活動は、スポーツに興味と関心をもつ同好の生徒が、ス

ポーツを通して交流したり、より高い水準の技能や記録に挑戦したりす
る中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生活を経験する
活動であるとともに、体力の向上や健康の増進にも極めて効果的な
活動である。したがって、生徒が運動部の活動に積極的に参加できる
よう配慮することが大切である。

【保健体育】第３章 指導計画の作成と内容の取扱い

３教育課程外の教育活動と教育課程との関連

＜運動部の活動＞

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 保健体育編 P２４７

部活動は、豊かな学校生活を経験する効果的な活動



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽的（造形的）な見

方・考え方を働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化（美術
や美術文化）と豊かに関わる資質・能力を育成する。

各教科等の目標 【音楽・美術】 ※太字は美術

各教科等の目標 【理科】

自然の物事・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通し

をもって観察、実験を行うことなどを通して、自然の物事・現象を科学

的に探求するために必要な資質・能力を育成する。

中学校学習指導要領（平成２９年告示） 音楽 P９９ 美術P１０７ 理科P７８



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

他の例として・・・

数学科で学習したヒストグラムを活用して試合での作戦や練習
の方法を考える。

保健体育科の体育理論で学習した「運動やスポーツが心身の
発達に与える効果と安全」、「運動やスポーツの効果的な学習
の仕方」を活用して練習の計画を立案する。

【部活動】
教育課程で学習したことなどを踏まえて、生涯にわたって
スポーツや文化及び科学等に親しみ、追求する生徒を育成

「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書」（平成２５年運動部活動の在り方に関する調査研究協力者会議）



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

③ 一定規模の地域単位で運営を支える体制を構築していくこと
が長期的には 不可欠であることから、設置者等と連携しながら、学
校や地域の実態に応じ、 教員の勤務負担軽減の観点も考慮しつ

つ、部活動指導員等のスポーツや文化及び科学等にわたる
指導者や地域の人々の協力、体育館や公民館などの社会教育施
設や地域のスポーツクラブといった社会教育関係団体等の各種団体
との連携などの運営上の工夫を行うこと。

〇 配慮事項

部活動指導員等を活用して指導体制の充実を図る

学習指導要領解説（平成２９年告示） 総則編 P127



１ 学習指導要領における部活動の位置付け

部活動は意義がある

学校教育の一環である

ここまでのまとめ

生涯にわたってスポーツや文化及び科学等に親しみ、追求す
る生徒を育成



〇 本日の内容

１ 学習指導要領における部活動の位置付け

２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」
について



２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

〇策定の経緯 【国の取組】

・体罰等の不適切な指導

平成２４年１２月 大阪市の高等学校での事件を受けて

文部科学大臣メッセージ
高体連・中体連・日本オリンピック委員会（JOC）
体育協会・教育委員会 など 多くの団体が通知

体罰の根絶に向けた取組



２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

・運動部活動での指導において必要又は考慮が望まれる基本的事項・留意点

を整理して策定

平成25年5月文部科学省

運動部活動での指導のガイドライン

〇策定の経緯 【国の取組】

具体的な取組として

しかし、課題も多様化し、
従前と同様の運営体制では難しくなってきた・・・



・少子化による部員不足

・女子の入部率の低迷

・多様化する生徒のニーズ

・体罰等の不適切な指導

・部活動顧問の負担

・過度な練習によるスポーツ障害・外傷（活動中の事故含む）

・高齢化による顧問不足

・顧問の種目に対する専門的知識、指導技術の不足

部活動の課題

２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

そこで



〇策定の経緯 【国の取組】

２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

全国の生徒が生涯にわたって豊かなスポー
ツライフを実現する資質・能力を育む基盤と
して、運動部活動を持続可能なものとする
ためには、各自のニーズに応じた運動・スポー
ツを行うことができるよう、速やかに、運動部
活動の在り方に関し、抜本的な改革に取り
組む必要がある。

平成３０年３月スポーツ庁
運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン



１ 適切な運営のための体制整備

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

３ 適切な休養日等の設定

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備

５ 学校単位で参加する大会等の見直し

ガイドラインの５つの柱

２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

〇策定の経緯 【国の取組】



２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

福岡県ＨＰから
ダウンロード可

〇策定の経緯 【県の取組】

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン
平成３０年3月 スポーツ庁

運動部活動に係る調査研究委員会を設置
平成３０年 福岡県教育委員会

福岡県運動部活動の在り方に関する指針
平成３０年１２月 福岡県教育委員会



２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

「運動部活動の在り方に関する方針」を策定

〇策定の経緯

「設置する学校に係る運動部活動の方針」を策定

「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定
（毎年度）

県教育
委員会

市町村
教育
委員会

学校長

各自の市町村・学校の方針を確認しておきましょう！



１ 運動部活動の適切な運営のために

２ 運動部活動の活性化を図るために

〇別添資料
活動方針及び活動計画、活動予定作成例

〇参考資料
「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

（平成３０年３月 スポーツ庁）

２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」の構成

Ｐ９～
先生方が作成
される参考に！



１ 運動部活動の適切な運営のために
（１）運動部活動の方針の策定等
（２）指導・運営に係る体制の構築
（３）バランスのよい運動部活動
（４）合理的でかつ効率的・効果的な活動の

推進のための取組
（５）生徒の健康・安全確保

２ 運動部活動の適切な指導
「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」の構成

指針を参照して確認していきましょう！



（３）バランスのよい運動部活動

ア 適切な休養日及び活動時間等の設定

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について P３

・家庭で過ごす時間や家庭学習等にも取り組める時間の保証
・成長期にある生徒が運動、食事、休養及び睡眠のバランスの
とれた生活を送ることができるように
・バーンアウトを防ぐ
＜スポーツ医・科学の観点＞
・トレーニング効果を得るために休養を適切にとることが必要
・過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高める
・過度の練習は必ずしも体力・運動能力の向上につながらない

生徒のバランスの取れた生活と成長のため



（３）バランスのよい運動部活動

ア 適切な休養日及び活動時間等の設定

＜休養日＞
・ 学期中→２日以上／週
※平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日は
少なくとも１日以上
・ 長期休業中→学期中に準じる
※ある程度長期の休養期間（オフシーズン）の設定

＜活動時間＞
・ 平日→２時間程度 ・ 学校の休業日→３時間程度

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について P3

基準を遵守して計画を立てる



文部科学省 「公立学校教職員の人事行政状況調査について」「体罰に係る懲戒処分等の状況」（政令市除く）

※数は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の合計

年度 全国（人） 福岡県（人）

２８年度 ６５４ ２５

２９年度 ５８５ ２９

３０年度 ５７８ ２７

（４）合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

ア 体罰等禁止の徹底

中学校では部活動での
場面が最も多い

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について P4

０
に
す
る
！

全国ワースト
２位



引率者、監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）、ト
レーナー等は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ
等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けて
いない者であること

九州中学校体育連盟･･････同様の通知をH３１年３月２９日通知
福岡県中学校体育連盟･･･・・H３１年４月１７日通知

日本中学校体育連盟通知

（４）合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

ア 体罰等禁止の徹底

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について



・長時間にわたる無意味な正座

・水を飲ませない長時間のランニング 等

「体罰によらない指導の手引」
（平成２５年８月福岡県教育委員会）参照

「ゆるされない指導」の例

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について P4

（４）合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

ア 体罰等禁止の徹底

これらも体罰！！



２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について P5

（４）合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

カ 運動部活動指導手引きの活用

スポーツ庁ＨＰから
ダウンロード可

サッカー柔道

バスケットボール

陸上競技

剣道 ソフトテニス バレーボール

必見！特に
指導経験の無い
種目を担当
また、指導歴が浅い
先生方は活用を！



（５） 生徒の健康・安全

「学校の危機管理マニュアル作成の手引（平成３０年２月文部科学省）

学校に求められるもの

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について



平成３１年３月改訂
福岡県庁ホームページから

ダウンロード可

なお、安全点検については、
「体育スポーツ活動に関する学校安全点検の指針」
（平成３１年福岡県教育委員会）を参考に実施
すること。

特に移動式設備・用具については確実に固定すると
ともに、保管時も転倒等の防止策を講じること。

ウ 施設設備等の安全点検

（５） 生徒の健康・安全

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について P5～６

体育・スポーツ活動に関する
学 校 安 全 点 検 の 指 針

平成３１年３月（改訂）
福岡県教育委員会

事前の危機管理

平成３１年改訂版を確認！



体育・スポーツ活動に関する学校安全点検の指針

区分 時期 留意点

体
育
施
設
・
設
備
・
用
具

定
期

学期に１回
・全ての体育施設・設備・用具の破損及び保管状況の確認
・関係教職員等と連携した確認
・必要に応じて業者へ点検依頼

月に１回
・頻繁に使用する体育施設・設備・用具の破損及び保管状況
の確認
・関係教職員等と連携した確認

臨
時

体育的行事の前
後、災害時など
必要に応じて

・使用する体育施設・設備・用具の破損及び保管状況の確認
・暴風雨、地震などの自然災害時の確認
・関係教職員等と連携した確認

日
常

体育授業及び運
動部活動等の活
動ごと

・使用する体育施設・設備・用具の破損及び保管状況の確認
・移動式設備・用具の固定状況の確認
・関係教職員等と連携した確認
・体育設備・用具等の取り扱い方に関する事前指導
・習慣化の工夫と継続的実施

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

（５） 生徒の健康・安全

定期的
臨時的

日常的かつ
継続的に！

全職員で
組織的かつ

計画的に点検！
点検は

ペア等で！

点検結果の
周知！

生徒にも！

留意点事前の危機管理



移動式設備・用具の固定状況【中学校（政令市除く）】

年度 常に固定
常に固定して
いない

固定していな
いときがある

H30 ７７．５％ ２．９％ １９.６％

R1 ９８．１％ ０．５％ １．４％

H30・R1体育・保健体育及び学校保健調査（福岡県教育委員会）結果

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

（５） 生徒の健康・安全 事前の危機管理

常に固定を１００％に！（常に固定していないはありえません！）



年度 常に固定
固定して
いない

倒れないよう
安全に保管

H30 ４７．４％ １．４％ ５１．２％

R1 ５８．６％ ０％ ４１．４％

移動式設備・用具の保管状況【中学校（政令市除く）】

H30・R1体育・保健体育及び学校保健調査（福岡県教育委員会）結果

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

（５） 生徒の健康・安全 事前の危機管理

今年度も０％を継続しましょう！



年度 学期１回 月１回 半年１回 年１回

H30 ４０．７％ ５８．４％ ０．５％ ０．５％

R1 ３９．５％ ６０．５％ ０％ ０％

学校安全点検実施状況【中学校（政令市除く）】

H30・R1体育・保健体育及び学校保健調査（福岡県教育委員会）結果

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について

（５） 生徒の健康・安全 事前の危機管理

「学期に１回」の安全点検は法で定められおり、２学期制でも
年間に3回以上は行う！今年度も０％を継続しましょう！



ア 危機管理の徹底

危機管理マニュアルの理解
・事故が起こった場合の対処方法
・医療関係者等への連絡体制 など

熱中症対策
・活動前の健康状態等を把握
・こまめな水分・塩分補給
・暑さ指数（WBGT）等を活用

危険を感じた場合、躊躇なく計画の変更・中断を行うこと！

２ 「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」について P5

（５） 生徒の健康・安全

事後の危機管理

事前の危機管理

緊急事態発生時の危機管理



運動部活動指導力向上研修会
〈最新の研究成果等を入手し指導に生かす〉

対象：指導歴が浅い顧問もしくは、競技歴がない顧問
期日：１０月１３日（火）～１０月１６日（金）に実施予定

〇 おわりに 研修会について

運動部活動の顧問及を対象に、生徒理解に基づく指導法や

スポーツ医・科学に立脚した指導法等に関する研修会を行うこと
により、運動部活動に関わる指導者の資質の向上と運動部活動
の適切な運営に資することを目的に実施



〇 おわりに

今後の部活動再開に向けて

今後、感染の状況によって、通知等も随時更新されること
が予想されます。
最新の情報をもとに適切な対応を行いましょう！



〇 おわりに 今後の部活動再開に向けて

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校等における教育活動再開等に関するQ&A（令和2年４月２３日時点）

【運動部活動に関すること】
問４６ 部活動の実施に当たり、どのような点に留意すべきか。

○ 部活動の実施に当たっては、地域の感染状況等も踏まえ、
３月２４日の通知で示した事項※を着実に実施するととも
に、以下の事項について、生徒だけに任せるのではな く、教師
や部活動指導員等においても着実な取組を行うことが必要



〇 おわりに 今後の部活動再開に向けて

○ ３月２４日の通知で示した事項

４．部活動に関すること 部活動の実施に当たっては、地域の感染状況等も
踏まえ、３月９日の専門家会議で示 されている３つの条件が重ならないよ
う、実施内容や方法を工夫すること。部活動は、 生徒の自主的、自発的な
参加により行われる活動であるが、生徒の健康・安全の確保のため、生徒だけ
に任せるのではなく、教師や部活動指導員等が部活動の実施状況を把握す
ること。
生徒に手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底させるととも
に、部室等の利用に当たっては、短時間の利用としたり一斉に利用しないなど
に留意するよう指導すること。
また、生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加を見合
わせ、自宅で休養するよう指導すること。



〇 おわりに 今後の部活動再開に向けて

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校等における教育活動再開等に関するQ&A（令和2年４月２３日時点）

・ 生徒が密集する活動や、生徒が近距離で組み合ったり接触したり
する場面が多い活動、向かい合って発声したりする活動については、
地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合、当面の
間、密集せずに距離を取って行うことができる活動に替えるなどの工
夫をすること。

・ 部活動で使用する用具等については、使用前に消毒を行うとともに、
生徒間で不必要に使い回しをしないこと。

・ 一斉臨時休業及び春季休業期間において、運動不足となっている
生徒もいると考えられるため、十分な準備運動を行うとともに、身体に
過度な負担のかかる運動を避けるなど、生徒の怪我防止には十分に
留意すること。



〇 おわりに 今後の部活動再開に向けて

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校等における教育活動再開等に関するQ&A（令和2年４月２３日時点）

・ 活動時間や休養日については、「運動部活動の在り方に関する総
合的なガイドライ ン」や「文化部活動の在り方に関する総合的なガイド
ライン」に準拠すること。その際、感染の拡大防止の観点からも、より短
時間で効果的な活動の実現に積極的に取り組むこと。

・ 体育館や教室など屋内で実施する部活動については、その場所のド
アを広く開け、こまめな換気や消毒液の使用（消毒液の設置、生徒
が手を触れる箇所の消毒）など、感染拡大防止のための防護措置等
を実施すること。



〇 おわりに 今後の部活動再開に向けて

さらに

熱中症対策
臨時休業中に生徒の体力等が低下している状況を鑑み、徐々
に体を慣らしていくなど、短時間で段階的な指導に努める。

暑さにも徐々に慣らしていきましょう！！

心のケア
大会までの準備期間が少なく不安な生徒、特に、最終学年の
生徒は意欲が低下している場合も考えられる。
生徒の状況の把握、様相観察を行い、複数の教員で対応す
ること。



〇 おわりに

Q 部活動で目指すものとは？

振り返りましょう



〇 おわりに

私たちは、生徒の豊かな学校生活の実現をサポート！

生徒が主役！！

部活動を安全に！適切な運営を！

生涯にわたって運動やスポーツに親しむ生徒へ



中学

高校

将来

〇 おわりに

部活動での経験を通して生徒と共
に成長していきましょう！
生涯にわたって運動やスポーツに
親しむ生徒をたくさん育てよう！


