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学習指導要領改訂等に向けた検討 審議経過
（平成28年12月21日現在）

〈総会〉

第95回 平成26年11月20日（木）10:00～12:00

第99回 平成27年４月14日（火）15:00～16:30

第100回 平成27年８月６日（木）14:00～16:00

第101回 平成27年９月28日（月）10:00～12:00

第108回 平成28年９月21日（水）10:00～12:00

〈初等中等教育分科会〉

第98回 平成27年４月21日（火）15:00～17:00

第99回 平成27年７月16日（木）10:00～12:00

第100回 平成27年９月14日（月）10:00～12:00

第106回 平成28年９月12日（月）10:00～12:00

第108回 平成28年12月16日（金）10:00～12:00

〈教育課程部会〉

第92回 平成27年４月20日（月）10:00～12:30

第93回 平成27年６月22日（月）10:00～12:00

第94回 平成27年７月28日（月）10:00～12:00

第95回 平成27年８月26日（月）15:00～17:00

第96回 平成28年４月20日（月）10:00～12:00

第97回 平成28年７月19日（月）10:00～12:00

第98回 平成28年８月26日（金）15:00～17:00

第99回 平成28年９月26日（水）17:00～19:00

第100回 平成28年11月21日（月）10:00～12:00

第101回 平成28年12月８日（木）10:00～12:00

〈教育課程企画特別部会〉

第１回 平成27年１月29日（木）10:00～12:00

第２回 平成27年２月12日（木）10:00～12:30

第３回 平成27年３月11日（水）９:30～12:00

第４回 平成27年３月26日（木）10:00～12:30
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第５回 平成27年４月15日（火）10:00～12:30

第６回 平成27年４月28日（火）10:00～12:30

第７回 平成27年５月12日（火）10:00～12:30

第８回 平成27年５月25日（月）10:00～12:30

第９回 平成27年６月９日（火）10:00～12:30

第10回 平成27年６月23日（火）10:00～12:30

第11回 平成27年７月８日（水）13:00～15:30

第12回 平成27年７月22日（水）13:00～15:30

第13回 平成27年８月５日（水）13:00～15:30

第14回 平成27年８月20日（木）15:00～17:30

第15回 平成28年４月15日（金）10:30～12:30

第16回 平成28年５月10日（火）15:00～17:00

第17回 平成28年６月28日（火）10:00～12:00

第18回 平成28年７月11日（月）10:00～12:00

第19回 平成28年８月１日（月）13:00～15:00

第20回 平成28年８月19日（金）10:00～12:00

第21回 平成28年10月６日（木）10:00～12:00

第22回 平成28年10月17日（月）12:30～14:30

第23回 平成28年10月31日（月）13:00～15:00

第24回 平成28年11月４日（月）15:00～17:00

第25回 平成28年11月14日（月）10:00～12:00

第26回 平成28年12月６日（火）19:00～20:30

〈総則・評価特別部会〉

第１回 平成27年11月２日（月）13:00～15:00

第２回 平成27年12月２日（水）15:30～17:30

第３回 平成27年12月22日（火）10:00～12:00

第４回 平成28年１月18日（月）13:00～15:00

第５回 平成28年２月24日（水）10:00～12:00

第６回 平成28年３月14日（月）13:00～15:30

第７回 平成28年４月４日（月）13:00～16:00

第８回 平成28年５月23日（月）13:00～15:00

第９回 平成28年６月21日（火）15:00～17:00
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第10回 平成28年７月７日（金）10:00～12:00

〈幼児教育部会〉

第１回 平成27年10月23日（金）10:00～12:00

第２回 平成27年11月20日（金）10:00～12:00

第３回 平成27年12月24日（木）10:00～12:00

第４回 平成28年１月21日（木）10:00～12:00

第５回 平成28年３月７日（月）10:00～12:30

第６回 平成28年３月30日（水）10:00～12:30

第７回 平成28年４月25日（月）15:00～17:00

第８回 平成28年５月30日（月）10:00～12:00

第９回 平成28年６月21日（火）17:15～18:30

第10回 平成28年10月31日（月）10:30～12:00

〈小学校部会〉

第１回 平成28年１月20日（水）11:00～13:00

第２回 平成28年２月４日（木）13:00～15:30

第３回 平成28年２月22日（月）15:30～18:00

第４回 平成28年３月14日（月）10:00～12:00

第５回 平成28年４月25日（月）13:00～15:00

第６回 平成28年５月27日（金）10:30～12:30

第７回 平成28年６月23日（木）10:00～12:00

〈中学校部会〉

第１回 平成28年４月21日（木）15:00～17:00

第２回 平成28年５月19日（木）15:00～17:00

第３回 平成28年６月３日（金）13:00～15:00

第４回 平成28年７月１日（金）13:00～15:00

〈高等学校部会〉

第１回 平成28年４月13日（水）10:00～12:00

第２回 平成28年５月９日（月）10:00～12:00

第３回 平成28年６月１日（水）10:00～12:00
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第４回 平成28年６月15日（水）10:00～12:00

第５回 平成28年６月27日（月）09:30～11:30

〈特別支援教育部会〉

第１回 平成27年11月６日（金）15:00～17:00

第２回 平成27年11月19日（木）10:00～12:00

第３回 平成27年12月16日（水）13:00～15:00

第４回 平成27年12月16日（水）15:30～17:30

第５回 平成28年１月20日（水）14:00～16:30

第６回 平成28年２月22日（月）13:00～15:30

第７回 平成28年４月13日（水）14:00～16:30

第８回 平成28年５月18日（水）10:00～12:00

第９回 平成28年５月30日（月）10:00～12:00

〈言語能力の向上に関する特別チーム〉

第１回 平成27年10月22日（木）10:00～12:00

第２回 平成27年12月18日（金）10:00～12:00

第３回 平成28年１月13日（水）10:00～12:00

第４回 平成28年３月３日（木）10:00～12:00

第５回 平成28年５月12日（木）10:00～12:00

第６回 平成28年６月23日（木）10:00～12:00

〈高等学校の地歴・公民科科目の在り方に関する特別チーム〉

第１回 平成27年11月12日（木）10:00～12:00

第２回 平成27年12月21日（月）10:00～12:00

第３回 平成28年２月16日（火）13:00～15:30

第４回 平成28年５月18日（水）17:00～19:00

第５回 平成28年６月27日（月）17:00～19:00

〈高等学校の数学・理科にわたる探究的科目の在り方に関する特別チーム〉

第１回 平成27年11月20日（金）15:30～17:30

第２回 平成28年１月21日（木）15:00～17:00

第３回 平成28年３月１日（火）17:00～19:00

第４回 平成28年４月13日（水）17:00～19:00
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第５回 平成28年５月30日（月）17:30～19:30

〈国語ワーキンググループ〉

第１回 平成27年11月19日（木）10:00～12:00

第２回 平成27年12月14日（月）10:00～12:00

第３回 平成28年１月19日（火）10:00～12:00

第４回 平成28年２月19日（金）13:00～15:00

第５回 平成28年３月14日（月）16:00～18:00

第６回 平成28年４月20日（水）14:00～16:00

第７回 平成28年５月17日（火）15:00～17:00

第８回 平成28年５月31日（火）15:00～17:00

〈外国語ワーキンググループ〉

第１回 平成27年10月26日（月）10:00～12:00

第２回 平成27年11月30日（月）15:00～17:00

第３回 平成27年12月11日（金）09:00～11:00

第４回 平成27年12月21日（月）15:00～17:00

第５回 平成28年１月12日（火）09:00～11:00

第６回 平成28年２月23日（火）10:00～12:00

第７回 平成28年３月22日（火）10:00～12:00

第８回 平成28年４月26日（火）10:00～12:00

第９回 平成28年５月30日（月）09:30～11:30

第10回 平成28年６月20日（月）09:30～11:30

〈社会・地理歴史・公民ワーキンググループ〉

第１回 平成27年12月７日（月）10:00～12:30

第２回 平成28年１月18日（月）16:00～18:00

第３回 平成28年１月25日（月）13:00～15:00

第４回 平成28年１月28日（木）14:30～16:30

第５回 平成28年２月８日（月）13:00～15:30

第６回 平成28年２月29日（月）13:00～15:00

第７回 平成28年３月４日（金）10:00～12:30

第８回 平成28年４月６日（水）15:00～18:00

第９回 平成28年４月11日（月）13:00～16:00

第10回 平成28年４月22日（金）10:00～13:00

第11回 平成28年４月27日（水）10:00～13:00
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第12回 平成28年５月13日（金）10:00～13:00

第13回 平成28年５月26日（金）16:00～19:00

第14回 平成28年６月13日（月）17:00～19:00

〈算数・数学ワーキンググループ〉

第１回 平成27年12月17日（木）13:00～15:00

第２回 平成28年１月22日（金）10:00～12:00

第３回 平成28年２月15日（月）17:00～19:00

第４回 平成28年３月11日（金）17:00～19:00

第５回 平成28年４月18日（月）15:00～17:00

第６回 平成28年５月13日（金）10:00～12:00

第７回 平成28年５月13日（金）13:00～15:00

第８回 平成28年５月24日（火）17:00～19:00

〈理科ワーキンググループ〉
第１回 平成27年11月10日（火）14:30～16:30
第２回 平成27年12月14日（月）15:00～17:00
第３回 平成28年１月14日（木）16:00～18:00
第４回 平成28年２月５日（金）17:00～19:00
第５回 平成28年３月９日（水）10:00～12:00
第６回 平成28年３月29日（火）14:00～16:00
第７回 平成28年４月26日（火）16:30～19:00
第８回 平成28年５月25日（水）16:00～19:00

〈芸術ワーキンググループ〉

第１回 平成27年11月23日（月）10:00～12:00

第２回 平成27年12月21日（月）13:00～17:00

第３回 平成28年１月22日（金）13:00～15:00

第４回 平成28年１月22日（金）15:00～17:00

第５回 平成28年２月23日（火）13:00～15:00

第６回 平成28年２月23日（火）15:00～17:00

第７回 平成28年４月26日（火）13:00～15:30

第８回 平成28年５月26日（木）10:00～12:00
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〈家庭、技術・家庭ワーキンググループ〉

第１回 平成27年11月30日（月）15:00～17:00

第２回 平成27年12月15日（火）13:00～15:00

第３回 平成27年12月15日（火）15:30～17:30

第４回 平成28年２月17日（水）13:00～15:00

第５回 平成28年２月17日（水）15:30～17:30

第６回 平成28年３月11日（金）13:30～16:00

第７回 平成28年４月13日（金）13:00～16:00

第８回 平成28年５月11日（水）13:00～16:00

第９回 平成28年６月８日（水）書 面 開 催

〈情報ワーキンググループ〉

第１回 平成27年10月22日（木）15:00～17:00

第２回 平成27年11月24日（火）17:00～19:00

第３回 平成27年12月22日（火）17:00～19:00

第４回 平成28年１月20日（水）10:00～12:00

第５回 平成28年２月23日（火）10:00～12:00

第６回 平成28年３月15日（火）15:00～17:00

第７回 平成28年４月20日（水）17:00～19:00

第８回 平成28年５月18日（水）17:00～19:00

〈体育・保健体育、健康、安全ワーキンググループ〉

第１回 平成27年11月23日（月）10:00～12:00

第２回 平成27年11月23日（月）13:00～15:00

第３回 平成27年12月10日（木）15:00～18:00

第４回 平成27年12月24日（木）13:00～16:00

第５回 平成28年１月20日（水）10:00～12:30

第６回 平成28年２月10日（水）10:00～12:30

第７回 平成28年３月８日（火）13:00～16:00

第８回 平成28年４月26日（火）13:00～15:30

第９回 平成28年５月26日（木）15:00～17:30
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〈生活・総合的な学習の時間ワーキンググループ〉

第１回 平成27年11月16日（月）10:00～12:00

第２回 平成27年12月８日（火）10:00～12:00

第３回 平成28年１月12日（火）14:00～16:00

第４回 平成28年２月23日（火）10:30～12:30

第５回 平成28年３月８日（火）10:30～12:30

第６回 平成28年３月24日（木）10:30～12:30

第７回 平成28年４月25日（月）10:30～12:30

第８回 平成28年５月30日（月）10:30～13:00

第９回 平成28年６月17日（金）15:30～17:30

〈特別活動ワーキンググループ〉

第１回 平成27年11月25日（水）10:00～12:00

第２回 平成27年12月22日（火）14:00～16:00

第３回 平成28年１月20日（水）15:00～17:00

第４回 平成28年２月24日（水）13:30～15:30

第５回 平成28年３月10日（木）10:00～12:00

第６回 平成28年３月23日（水）10:00～12:00

第７回 平成28年５月13日（金）16:30～18:30

第８回 平成28年６月22日（水）17:00～19:00

〈産業ワーキンググループ〉

第１回 平成27年12月７日（月）13:00～15:00

第２回 平成27年12月16日（水）13:00～15:00

第３回 平成28年１月８日（金）13:00～15:00

第４回 平成28年１月８日（金）15:30～17:30

第５回 平成28年２月１日（月）15:00～17:00

第６回 平成28年３月28日（月）15:00～18:00

第７回 平成28年４月27日（水）15:00～17:00

第８回 平成28年５月18日（水）15:00～17:00

〈考える道徳への転換に向けたワーキンググループ〉

第１回 平成28年５月27日（金）14:00～16:00
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第２回 平成28年６月９日（木）16:00～18:00

第３回 平成28年７月29日（金）13:00～15:00

第４回 平成28年８月16日（火）13:00～15:00

【合計】

延べ218回の開催

約441時間の審議


