
月経中の水泳について教育委員会聞き取り

　【質問１】
　月経中の水泳について、生徒を泳がせる、泳がせないに関して、
　なにか方針、判断、指導などはありますか？」

 北海道  特に無し。中学校は市町村が管轄しているので道として直接判断はしていない。

 青森県  対応していません。そのような資料はありません。

 岩手県  学校ごとに任せている

 宮城県  特に県からの指導はありません。

 秋田県  県教育委員会レベルでの方針はない。各学校の判断に任せている。国の通知があれば各市区町村の
教育委員会に通知している程度

 山形県  特にありません。

 福島県  特になし

 茨城県  各学校に任せている。県としては特に無い。

 栃木県  県としての通知や指導は特にしていない。

 群馬県  特に県としての通知はない。

 埼玉県  特に県として出している方針は無いが、人権への配慮が必要で、担当内でも確認が要るかもしれない。

 千葉県  具体的には特にない。

 東京都  都としての方針などはない、各学校ごとによる

 神奈川県  決まったものはないが、生徒の申し出があれば生徒の健康安全に配慮して対応している

 新潟県  回答できない

 富山県  健康観察などは行っておりますが、水泳の授業に限ってなにか出しているようなことはありません。

 石川県  そういったことを調査したことがないのでわからない。

 福井県  ありません。県教育委員会は法令上、中学校に対する教育指導・監督権限がないため。

 山梨県
 まず、学校では健康チェック表を担任に提出、体調不良によりプール不可の場合は保護者の印が必
要。細かい理由が書いてある時もあるが、書いてない場合でもプライバシーの問題で詳しく聴いたりせ
ずに見学させる

 長野県  無い、各学校に任せている。

 岐阜県  県教育委員会レベルでの方針はない。各学校の判断に任せている。

 静岡県  特に方針は無い

 愛知県  県の方針はない

 三重県  体調不良の場合休ませるように指導している

 滋賀県  方針などないが、月経に限らず体調不良の場合は休ませるよう指導している

 京都府  特になし。月経はとても個人差のあるものという事で教育委員会では特にないそうです。



 大阪府  定期的に調査しているわけではないが、生徒が体調不良を訴えてるのであればそれを聞き入れるよう
指導をしている

 兵庫県  無理して入る必要はない。体調は本人の申告の元、学校側に慎重に判断してもらっている。

 奈良県  特にありません。

 和歌山県  特にありません。

 鳥取県
 回答できない（協議の上、質問の意図と日本漢方薬膳協会との関連性が薄いと判断し、総ての質問に
答えかねる）

 島根県  プールがある学校が少ないので、そもそも水泳の授業がほとんどない。そのため特に指針などはない

 岡山県  特化した事項はない

 広島県  県としてはありません。水泳に特化してなにか指導はしていません。

 山口県  ありません

 徳島県
 教育委員会の方では基準はとくになく、各学校で対応している。中学校ではプールのあるところも少な
い。

 香川県  県教育委員会から具体的な指導指針の通知は行っていません。

 愛媛県  県、教育委員会としての指針はなく、基本各学校にお任せしております。

 高知県  県として一定の基準はない

 福岡県  基準はなく、その子の体調などを本人と保護者で話し合って決めてもらう

 佐賀県  特に明文化した規定はありません

 長崎県  県からの規定は特にない

 熊本県
 生理中の水泳授業に関する明確なルールはなく、休ませるかどうかの判断は各小中高校に委ねてい
る。指導の参考として各校に配った日本学校保健会のプール保健衛生管理マニュアルは、「痛みや出
血量が多いような重い生理のときには、水泳を休ませることも考慮すべき」と注意を促している

 大分県  県から特に文書にして示したりなどはありません。

 宮崎県  特にない

 鹿児島県  基準はなく、学校による

 沖縄県  取り決めなどは無いが、生徒から申し出があれば泳がせないのが普通だと思う。



　【質問２】
　もしも、生徒が生理痛、月経過多、体調不良などがあり
　月経で体育の授業の見学を希望した場合、どういった対応をされますか？　

 北海道  取り決めは無いが、見学させるのが一般的。

 青森県  特に対応に対して示していませんが、状況によって対応する感じになるのではないか。

 岩手県  休むことができる。可能な範囲で参加させる。（思春期だからか、いつも休む子もいるので）

 宮城県  担当者の方が実際に体育の教員をされていた時は、申し出により見学をさせていたとのこと。

 秋田県  希望通り、見学をさせている。

 山形県
 できるかできないか。体調によって見学になります。
見学もただボーッと見ているのではなく。見学の時には「態度」「思考」「判断」に基づき
例えば、仲間の泳法を見て学ぶことなどが評価の対象となります。

 福島県  各学校の判断（対応していない）

 茨城県  見学させると思う。

 栃木県
 各学校は、日本学校保健会の冊子「学校における水泳プールの保健衛生管理」を参考にしていると思
うとのことでした。

 群馬県  市町村で判断

 埼玉県  実際に調査は行っていないが、希望があれば尊重するのが当然

 千葉県  市町村の管轄

 東京都
 教育方針がないため、把握していない。ただし、回答者ご本人も元教員で、自分自身の場合は見学の
申し出があればそれに応じていた。

 神奈川県  生徒の申し出があれば健康状態に配慮した対応をするようにしている

 新潟県

 富山県  欠席させてるとは思いますが、各学校の判断に任せています

 石川県

 福井県  各市区町村の教育委員会、ならびに各学校の判断になります。

 山梨県  それはもちろん見学させる

 長野県  無い。各学校に任せているが希望をしたのに休ませないという事は無い。

 岐阜県  希望通り、見学させていると思う。

 静岡県  無理強いはせず、適切に対応する。

 愛知県  統計を取っていないので学校の判断に任せている

 三重県  休ませる。懲罰的なことはないと把握している。

 滋賀県  休ませる。これまで県のほうにそういう相談がほとんどないので対応できていると思う

 京都府  休めます

 大阪府  月経に限らず体調不良を訴えているのであれば休ませるのが常識だと思っている。



 兵庫県  無理して入る必要はなく、見学は可能。体調は本人の申告の元、学校側に慎重に判断してもらってい
る。

 奈良県  教育委員会では特になく学校判断

 和歌山県  休む事ができます。

 鳥取県

 島根県  月経中で希望があれば休ませる

 岡山県
 基本教育委員会は県立が対象で、県立の小中学校にはプールがほとんどない。
体育学科のある学校にだけプールはあるが本人の申し出で対応してるはずだが、調査はしていないの
であくまで想像ではあります。

 広島県  体調が悪い生徒を無理に泳がせるようなことはないと思いますが、各学校の判断に任せています

 山口県
 一般的には生徒さんからの申し出から体の具合や状況に応じて学校判断で対応されると思いますが、
統一されたものはない

 徳島県
 小学校高学年くらいですが、本人の申し出や保護者の方からの連絡でお休みを希望される場合、見学
になります。

 香川県
 そういった調査を行ったことがありません。今回聞き取り調査にご協力いただいた担当者自身の経験で
言えば、体調不良などで見学の希望があれば見学させていたとのこと。また、水泳授業の場合は、授業
時間を無駄にしないよう水泳授業に関するレポート作成を指示していた。

 愛媛県  休ませることとしております。

 高知県  月経中はできないしほとんど無理なので、希望通り休ませます

 福岡県  学校によると思うが、休ませる。

 佐賀県  見学を希望したら当然見学をさせます。見学が適切と考えます

 長崎県  現場での判断になる。

 熊本県  本人や家族から見学の申し出があれば、配慮するのが適切な指導

 大分県  各学校で先生方が話し合いをして対応されていると思う。

 宮崎県  休ませると思われる

 鹿児島県  担任と相談の上、休ませる

 沖縄県  県としての取り決めなどは無し



　【質問３】
　休む場合は、普通に休むことはできますか？かわりに校庭を走るなど
　代わりの運動をさせたり、補講などがあったりしますか？

 北海道  無し

 青森県  それは無いと思いますが、、、

 岩手県
 授業の場を離れて、ということは、安全の確保が出来ないため禁止している。
技能に関しては、チャレンジしたい生徒を放課後等に指導することはある。（やはり、水泳の技能と知識
の教育はある程度必要なため。）

 宮城県  そのようなことは無いと思います。

 秋田県  希望通り、見学をさせている。

 山形県  そういった指導は行われていない。

 福島県  学校単位で対応

 茨城県

 高校では、プールが無い所も多く必須では無い為授業も無い。しかしある場合は単位が必要になるの
で、別日体調が良い時に改めて泳ぐ、別の運動で代替する措置がとられている。←あくまでも生徒の為
を思って…
中学校も同じだと思う。

 栃木県

 群馬県

 埼玉県  調査は行っていないが、常識的にできているだろうと把握している。

 千葉県

 東京都

 神奈川県  補習を行うことをさせることは聞いたことはあるが、無理矢理させるというのは生徒の健康・安全に反す
るのでさせないようにしている

 新潟県

 富山県

 石川県

 福井県  各市区町村の教育委員会、ならびに各学校の判断に委ねており、詳細は把握していません。

 山梨県  全く無い。そんな事をしたら体罰だと問題になります。

 長野県  調査をしていないからわからないが、安全の面からも他の場所(担当教諭の目が届かない所)で活動さ
せるという事は有り得ない。

 岐阜県  希望通り、見学させていると思う。

 静岡県  水泳は出来ないけど、走ることは出来るだろうということはあるかもしれない。懲罰としてではなく、あく
まで代替措置として、体力向上のための授業なので。

 愛知県

 三重県

 滋賀県

 京都府  学校判断による。生徒には教育を受ける権利があるので、授業の補充の意味合いで放課後に残る場
合はある。

 大阪府



 兵庫県
 本人申告の元、学校側で慎重に判断してもらっている。月経に関わらず、体調不良の場合は、安心安
全のもと行う必要があるので、そのように指導している。

 奈良県  こちらも学校判断だそうです。

 和歌山県

 鳥取県

 島根県  そういったことはない

 岡山県

 広島県

 山口県

 徳島県
 普通に見学で休めます。学期ごとの単位でほかの科目もあるので、課題をだしたり強要することもあり
ません。

 香川県  休みの申し出があれば生徒の話を聞いて、休ませる判断を現場で行っていると思う。

 愛媛県
 代替えの水泳、体育はなく、レポート提出という形での授業参加はあると報告を受けた学校は過去あり
ます。

 高知県  無理してとかガマンしてさせることはないし、体調も違うので個々に相談してすすめている

 福岡県  そういったことはない

 佐賀県  これまでそういった事例はない。把握してない

 長崎県

 熊本県  見学が成績に影響することはない

 大分県

 宮崎県  そういった報告はない

 鹿児島県  休むことは可能。学校によっては補講を実施するところもある

 沖縄県  無し



　【質問４】
　もしも、生徒側が嫌がっていたり、月経を理由に水泳を休みたいと希望した場合、
　無理に泳がせたり、成績に影響するから泳ぎなさいというようなことはありませんか？

 北海道

 青森県

 岩手県  水泳の授業（技能）に参加していない場合は、技能面での成績はどうしてもつけられない。

 宮城県

 秋田県

 山形県
 ない。実態として生理には周期があるので、1週間経っても休む時には女性教諭や養護教諭などから
聞き取りをしてもらう。生徒指導のひとつとして考えている。

 福島県  各学校で対応

 茨城県

 栃木県

 群馬県

 埼玉県

 千葉県

 東京都  回答者ご自身としては、そういう経験はない、とのこと

 神奈川県

 新潟県

 富山県

 石川県

 福井県  そのような調査をしたことがなく、詳細は把握していません。

 山梨県  無い

 長野県
 そういう事は無いという事でよろしいでしょうか？の問いかけに「そう捉えている」との回答をいただきま
した。

 岐阜県

 静岡県  無理強いは不適切なので、そういうことはない。

 愛知県  今のところそういったご相談はない

 三重県

 滋賀県

 京都府

 大阪府

 兵庫県

 奈良県

 和歌山県

 鳥取県



 島根県

 岡山県  調査していない

 広島県

 山口県  各学校判断なのでわかりませんが、今のところそういった相談はない

 徳島県

 香川県

 愛媛県

 高知県

 福岡県

 佐賀県

 長崎県  個人的には無理に泳がせるという事はない。

 熊本県

 大分県

 宮崎県

 鹿児島県

 沖縄県



　【質問５】
　もしも学校単位で、嫌がっているのに生徒を泳がせるということがあって、
　生徒や保護者から訴えがあった場合、どのような対応をされますか？

 北海道  今まではそう言ったことはないが、事実確認をしてから対応する。

 青森県  事実確認をして個々に対応していく。

 岩手県

 宮城県  学校側、保護者との連絡を取り、個々に慎重に対応したいと思います。

 秋田県
 最初は市区町村の教育委員会に連絡があると思う。そこから県レベルまで連絡が来たら、個別に話を
聞くことになると思う。今のところそういった訴えは聞いたことがない。

 山形県  事実確認を行う。
嫌がっていることにどういう対応をしたのかを確認してからの対応となる。

 福島県  今のところ、そのような事例は無い。特に取り決めはない。

 茨城県
 中学校は市区町村が担当なので、聴き取りをして事実ならば指導が必要と考えられる。
今まで1度もそういう訴えは無い。

 栃木県

 群馬県

 埼玉県  県立高校の場合は直接電話をして指導。
小中学校の場合は、県から各教育委員会へ調査・把握、指導をしてもらう。

 千葉県

 東京都  学校へ相談、もしくは今回お電話した指導部　体育健康教育班などに連絡が入り、そこから対応してく

 神奈川県  相談があった場合、丁寧に聞き取りを行い、その後に学校へ伝えたり、関係部署と連携して動いている

 新潟県

 富山県
 もし、そう言うことがあった場合、事実確認をしてどのような背景でそう言うことになったのかを調査しま
す。事実であれば処分を考えます

 石川県

 福井県  県の教育委員会に強制力はないため、生徒さん・保護者の方、各市区町村の教育委員会の同意のも
と、事実確認を進めて物事を解決できるように調整役を務めます。

 山梨県  市町村の教育委員会から上がってくるが、そんな事があったらかなり問題になるので、協議が必要とな
る。今の所その様な事例は無い

 長野県  中学校の場合、市町村の方に事実確認を行い、もしあった場合は適切な指導をするとの事です。

 岐阜県
 個別に話を聞いて代替案を検討することになると思う。プールに入らない代わりに水泳授業に関わるレ
ポートを書かせるとか、水泳技術の知識習得のため体育館で疑似訓練をするなど。

 静岡県  個人的な判断ではお答えできないが、調査をして適切に対応します。

 愛知県  基本、市ごとの教育委員会に任せている

 三重県

 滋賀県



 京都府

 大阪府

 兵庫県
 そのような事はないと思うが、もしもそのような事実があれば、学校側に対し確認調査し、厳重に対処・
指導しますので、何かあれば連絡下さい。

 奈良県

 和歌山県

 鳥取県

 島根県

 岡山県  その時に対応を考えるしそのようにならない対象するようにしているが、生徒の体調不良による見学は
学校で対応してもらっている。

 広島県  もしそのような連絡があった場合、保護者と連絡を取り、話を聞きます。

 山口県  起こってないので、仮の答えになってしまいますし、その時の状況で判断します

 徳島県
 そういった（嫌がっているのに泳がせるというような）ことは、今はないと思います。
もしあれば、お話をお伺いします。

 香川県  そういった訴えが来たことがないので、個別に話を聞いて対処することになると思う。決まった対応指針
は今のところありません。

 愛媛県
 匿名での訴えの場合、該当研修会などでそのような声があったことをどう活かすか、という勉強会の材
料として参考にします。

 高知県  いまそういった声も届いていないので…県の管轄が県立の中学校4校だけなので、もう少し幅広く必要
でしたら市のほうに問い合わせていただけるとよいと思います。少ない中での情報で申し訳ないです。

 福岡県

 佐賀県  見学が適切であるので、そのように指導する

 長崎県  県に訴えがあった場合は、話し合いをして市町村の教育委員会に情報提供を行う。市立の学校への直
接の指導は行なっていない。

 熊本県

 大分県  今のところ、こちらまで声が上がってきていない。各学校で対応して頂いていると思う。

 宮崎県

 鹿児島県

 沖縄県  今までは無いが、事実確認の上対応する。


