
 

 

71 

 

第２部 各学校段階、各教科等における改訂の具体的な方向性 

第１章．各学校段階の教育課程の基本的な枠組みと、学校段階間の接続 

１．幼児教育 

（１）現行幼稚園教育要領等の成果と課題 

○ 幼稚園教育要領は、これまで「環境を通して行う教育」を基本とし、幼児の自発的な

活動としての遊びを中心とした生活を通して、一人一人に応じた総合的な指導を行って

きたところであり、現行幼稚園教育要領では、言葉による伝え合いや幼稚園教育と小学

校教育の円滑な接続などについて充実を図り、その趣旨については、国立教育政策研究

所の教育課程研究指定校の研究成果等から、おおむね理解されていると考えられる。 

○ 一方で、社会状況の変化等による幼児の生活体験の不足等から、基本的な技能等が身

に付いていなかったり、幼稚園教育と小学校教育との接続では、子供や教員の交流は進

んできているものの、教育課程の接続が十分であるとはいえない状況であったりするな

どの課題も見られる。 

○ また、近年、国際的にも忍耐力や自己制御、自尊心といった社会情動的スキルやいわ

ゆる非認知的能力といったものを幼児期に身に付けることが、大人になってからの生活

に大きな差を生じさせるという研究成果をはじめ、幼児期における語彙数、多様な運動

経験などがその後の学力、運動能力に大きな影響を与えるという調査結果などから、幼

児教育の重要性への認識が高まっている。 

○ さらに、平成２７年度から「子ども・子育て支援新制度」が実施されたことにより、

幼稚園等を通じて全ての子供が健やかに成長するよう、質の高い幼児教育を提供するこ

とが一層求められてきている。 

○ このため、前述のような研究成果や調査結果を踏まえつつ、幼稚園のみならず、保育

所、認定こども園を含めた全ての施設全体の質の向上を図っていくことが必要となって

いる。 

（２）幼稚園等におけるカリキュラム・マネジメントについて 

○ 幼児教育において育みたい資質・能力の実現に向けては、幼稚園等において、子供の

姿や地域の実情等を踏まえつつ、どのような教育課程を編成し、実施・評価し改善して

いくのかというカリキュラム・マネジメントを確立することが求められる。 

○ カリキュラム・マネジメントは、教職員が全員参加で、幼稚園等の特色を構築してい

く営みであり、園長のリーダーシップの下、全ての教職員が参加することが重要である。

また、こうしたカリキュラム・マネジメントを園全体で実施していくためには、教員一
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人一人が教育課程をより適切なものに改めていくという基本的な姿勢を持つことも重要

である。 

○ 幼稚園等では、教科書のような主たる教材を用いず環境を通して行う教育を基本とし

ていること、家庭との関係において緊密度が他校種と比べて高いこと、預かり保育や子

育ての支援などの教育課程以外の活動が、多くの幼稚園等で実施されていることなどか

ら、カリキュラム・マネジメントは極めて重要である。 

○ このため、幼稚園等においては、以下の三つの側面からカリキュラム・マネジメント

を捉える必要がある。 

① 各領域のねらいを相互に関連させ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」や小学

校の学びを念頭に置きながら、幼児の調和の取れた発達を目指し、幼稚園等の教育目

標等を踏まえた総合的な視点で、その目標の達成のために必要な具体的なねらいや内

容を組織すること。 

② 教育内容の質の向上に向けて、幼児の姿や就学後の状況、家庭や地域の現状等に基

づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確

立すること。 

③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、家庭や地域の外部の資源も含

めて活用しながら効果的に組み合わせること。 

○ 各幼稚園等では、これまで以上に前述の三つの側面からカリキュラム・マネジメント

の機能を十分に発揮して、幼児の実態等を踏まえた最も適切な教育課程を編成し、保護

者や地域の人々を巻き込みながらこれを実施し、改善・充実を図っていくことが求めら

れる。 

（３）幼児教育において育みたい資質・能力と幼児期にふさわしい評価の在り方につい

て 

①幼児教育における「見方・考え方」 

○ 幼児期は、幼児一人一人が異なる家庭環境や生活経験の中で、自分が親しんだ具体的

なものを手掛かりにして、自分自身のイメージを形成し、それに基づいて物事を感じ取

ったり気付いたりする時期であることから、「見方・考え方」も園生活全体を通して、一

人一人の違いを受け止めて培うことが大切である。 

○ 幼児教育における「見方・考え方」は、幼児がそれぞれの発達に即しながら身近な環

境に主体的に関わり、心動かされる体験を重ね遊びが発展し生活が広がる中で、環境と

の関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、諸感覚を働かせながら、試行

錯誤したり、思い巡らしたりすることである。 
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○ また、このような「見方・考え方」は、遊びや生活の中で幼児理解に基づいた教員に

よる意図的、計画的な環境の構成の下で、教員や友達と関わり、様々な体験をすること

を通して広がったり、深まったりして、修正・変化し発展していくものである。こうい

った「見方・考え方」が幼稚園等における学びにつながるものである。 

○ このような様々な体験等を通して培われた「見方・考え方」は、小学校以降において、

各教科等の「見方・考え方」の基礎になるとともに、これらを統合化することの基礎と

もなるものである。 

②幼児教育において育みたい資質・能力の整理と、小学校の各教科等との接続の在り方 

○ 育成を目指す資質・能力の三つの柱は、「高等学校を卒業する段階で身に付けておくべ

き力は何か」という観点や、「義務教育を終える段階で身に付けておくべき力は何か」と

いう観点を共有しながら、各学校段階の各教科等において、系統的に示されなければな

らないこととされている。 

○ 幼児教育においては、幼児期の特性から、この時期に育みたい資質・能力は、小学校

以降のような、いわゆる教科指導で育むのではなく、幼児の自発的な活動である遊びや

生活の中で、感性を働かせてよさや美しさを感じ取ったり、不思議さに気付いたり、で

きるようになったことなどを使いながら、試したり、いろいろな方法を工夫したりする

ことなどを通じて育むことが重要である。このため、資質・能力の三つの柱を幼児教育

の特質を踏まえ、より具体化すると、以下のように整理される。 

ア 「知識・技能の基礎」（遊びや生活の中で、豊かな体験を通じて、何を感じたり、何

に気付いたり、何が分かったり、何ができるようになるのか） 

イ 「思考力・判断力・表現力等の基礎」（遊びや生活の中で、気付いたこと、できるよ

うになったことなども使いながら、どう考えたり、試したり、工夫したり、表現

したりするか） 

ウ 「学びに向かう力・人間性等」（心情、意欲、態度が育つ中で、いかによりよい生活

を営むか） 

○ これらの資質・能力は、現行の幼稚園教育要領等の５領域106の枠組みにおいても育ん

でいくことが可能であると考えられることから、幼稚園教育要領等の５領域は引き続き、

維持することとする。なお、幼児教育の特質から、幼児教育において育みたい資質・能

力は、個別に取り出して身に付けさせるものではなく、遊びを通しての総合的な指導を

                                            
106 幼稚園教育の「ねらい」と「内容」を発達の側面からまとめたもので、心身の健康に関する領域「健康」、
人とのかかわりに関する領域「人間関係」、身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」、言葉の獲得に
関する領域「言葉」、感性と表現に関する領域「表現」からなる。 
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行う中で、「知識・技能の基礎」、「思考力・判断力・表現力等の基礎」、「学びに向かう力・

人間性等」を一体的に育んでいくことが重要である。（別添１を参照） 

○ また、５領域の内容等を踏まえ、５歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を平成

２２年に取りまとめられた「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について

（報告）」を手掛かりに、資質・能力の三つの柱を踏まえつつ、明らかにしたものが、以

下の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 である。 

ア 健康な心と体 

幼稚園生活の中で充実感や満足感を持って自分のやりたいことに向かって心と体を

十分に働かせながら取り組み、見通しを持って自ら健康で安全な生活を作り出してい

けるようになる。 

イ 自立心 

身近な環境に主体的に関わりいろいろな活動や遊びを生み出す中で、自分の力で行

うために思い巡らしなどして、自分でしなければならないことを自覚して行い、諦め

ずにやり遂げることで満足感や達成感を味わいながら、自信を持って行動するように

なる。 

ウ 協同性 

友達との関わりを通して、互いの思いや考えなどを共有し、それらの実現に向けて、

工夫したり、協力したりする充実感を味わいながらやり遂げるようになる。 

エ 道徳性・規範意識の芽生え 

してよいことや悪いことが分かり、相手の立場に立って行動するようになり、自分

の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、決まりを守る必要性が分かり、決

まりを作ったり守ったりするようになる。 

オ 社会生活との関わり 

家族を大切にしようとする気持ちを持ちつつ、いろいろな人と関わりながら、自分

が役に立つ喜びを感じ、地域に一層の親しみを持つようになる。 

遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情報を伝え合ったり、活用したり、情報に基

づき判断しようとしたりして、情報を取捨選択などして役立てながら活動するように

なるとともに、公共の施設を大切に利用したりなどして、社会とのつながりの意識等

が芽生えるようになる。 

カ 思考力の芽生え 

身近な事象に積極的に関わり、物の性質や仕組み等を感じ取ったり気付いたりする

中で、思い巡らし予想したり、工夫したりなど多様な関わりを楽しむようになるとと

もに、友達などの様々な考えに触れる中で、自ら判断しようとしたり考え直したりな
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どして、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにす

るようになる。 

キ 自然との関わり・生命尊重 

自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、身近な事象への

関心が高まりつつ、好奇心や探究心を持って思い巡らし言葉などで表しながら、自然

への愛情や畏敬の念を持つようになる。 

身近な動植物を命あるものとして心を動かし、親しみを持って接し、いたわり大切

にする気持ちを持つようになる。 

ク 数量・図形、文字等への関心・感覚 

遊びや生活の中で、数量などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気付い

たりして、必要感からこれらを活用することを通して、数量・図形、文字等への関心・

感覚が一層高まるようになる。 

ケ 言葉による伝え合い 

言葉を通して先生や友達と心を通わせ、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言

葉や表現を身に付けるとともに、思い巡らしたことなどを言葉で表現することを通し

て、言葉による表現を楽しむようになる。 

コ 豊かな感性と表現 

みずみずしい感性を基に、生活の中で心動かす出来事に触れ、感じたことや思い巡

らしたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりして、表現す

る喜びを味わい、意欲が高まるようになる。 

○ この「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、５領域の内容等を踏まえ、特に５

歳児の後半にねらいを達成するために、教員が指導し幼児が身に付けていくことが望ま

れるものを抽出し、具体的な姿として整理したものであり、それぞれの項目が個別に取

り出されて指導されるものではない。もとより、幼児教育は環境を通して行うものであ

り、とりわけ幼児の自発的な活動としての遊びを通して、これらの姿が育っていくこと

に留意する必要がある。 

○ また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、５歳児だけでなく、３歳児、４歳

児においても、これを念頭に置きながら５領域にわたって指導が行われることが望まれ

る。その際、３歳児、４歳児それぞれの時期にふさわしい指導の積み重ねが、この「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」につながっていくことに留意する必要がある。 

○ さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、５歳児後半の評価の手立てとも

なるものであり、幼稚園等と小学校の教員が持つ５歳児修了時の姿が共有化されること

により、幼児教育と小学校教育との接続の一層の強化が図られることが期待できる。 
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○ 小学校の各教科等においても、生活科を中心としたスタートカリキュラムの中で、合

科的・関連的な指導や短時間での学習などを含む授業時間や指導の工夫、環境構成等の

工夫を行うとともに、子供の生活の流れの中で、幼児期の終わりまでに育った姿が発揮

できるような工夫を行いながら、幼児期に育まれた資質・能力を徐々に各教科等の特質

に応じた学びにつなげていく必要がある。 

③資質・能力を育む学びの過程の考え方 

○ 幼児教育において、幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の

基礎を培う重要な学習である。「論点整理」においては、習得・活用・探究という学びの

過程の重要性が提言されており、幼児教育においても、資質・能力を育む上で学びの過

程を意識した指導が重要である。 

○ 幼児教育における学びの過程は、発達の段階によって異なり、一律に示されるもので

はないが、一例を示すとすれば、５歳児の後半では、遊具・素材・用具や場の選択等か

ら遊びが創出され、やがて楽しさや面白さの追求、試行錯誤等を行う中で、遊びへ没頭

し、遊びが終わる段階でそれまでの遊びを振り返るといった過程をたどる。 

○ 前述のような学びの過程が実現するには、教員は、幼児教育において育みたい資質・

能力を念頭に置いて環境を構成し、このような学びの過程の中で、一人一人の違いにも

着目しながら、総合的に指導していくことが前提となる。 

④幼児期にふさわしい評価の在り方 

○ 幼稚園における評価については、現行の幼稚園教育要領第２章「ねらい及び内容」に

示された各領域のねらいを視点として、幼児の発達の実情から向上が著しいと思われる

ものを評価してきたところである。 

○ 次期幼稚園教育要領等においては、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の明確化

の方向性が示されることに伴い、幼児期の評価についても、その方向性を踏まえ、改善

を図る必要がある。 

○ 具体的には、幼児一人一人のよさや可能性を評価するこれまでの幼児教育における評

価の考え方は維持しつつ、評価の視点として、幼稚園教育要領等に示す各領域のねらい

のほか、５歳児については、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた視点を

新たに加えることとする。その際、他の幼児との比較や一定の基準に対する達成度につ

いての評定によって捉えるものでないことに留意するようにする。 

○ また、幼児の発達の状況を小学校の教員が指導上参考にできるよう、指導要録の示し

方の見直しを図るとともに、指導要録以外のものを含め、小学校と情報の共有化の工夫

を図る。 
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○ その他、日々の記録や、実践を写真や動画などに残し可視化したいわゆる「ドキュメ

ンテーション」、ポートフォリオなどにより、幼児の評価の参考となる情報を日頃から蓄

積するとともに、このような幼児の発達の状況を保護者と共有することを通じて、幼稚

園等と家庭が一体となって幼児と関わる取組を進めていくことが大切である。 

（４）資質・能力の育成に向けた教育内容の改善・充実 

○ 幼児教育は、幼児の自発的な活動としての遊びを中心とした教育を実践することが何

よりも大切であり、教員は、幼児の自発的な遊びを生み出すために必要な環境を構成す

ることが求められる。 

○ 特に、近年、少子化や都市化等の進行によって、友達との外遊びや自然に触れ合う機

会が減少してきていることから、教員は、戸外で幼児同士が関わり合ったり、自然との

触れ合いを十分に経験したりすることができる環境を構成していくことが重要となって

きている。 

○ 先に述べた幼児教育において育みたい資質・能力は、このような遊びを通しての総合

的な指導の中で一体的に育んでいくものであり、これまで幼児教育において大切にされ

てきた社会情動的スキルやいわゆる非認知的能力といったものの育成も含め、以下に述

べる教育内容等の改善を通じて更に充実を図り、小学校以降の学びにつなげていく必要

がある。 

①幼稚園教育要領等の構成の見直し 

○ カリキュラム・マネジメントや学習・指導方法の改善など各学校種共通で示された学

習指導要領等の総則の見直しのほか、幼稚園教育要領等固有の主な構成の見直しについ

ては、以下のとおりである。 

○ 預かり保育など教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などについては、

これまでも教育課程に係る教育活動を考慮して行われてきたところであるが、幼児の生

活を、見通しを持って把握し、幼稚園等におけるカリキュラム・マネジメントを充実す

る観点から、教育課程や預かり保育を含め、登園から降園までの幼児の生活全体を捉え

た全体的な計画の作成を幼稚園教育要領等に位置付ける。 

○ 幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図る観点から、５歳児修了時までに育ってほし

い具体的な姿について１０項目に整理した「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」107を

幼稚園教育要領等に新たに位置付ける。 

                                            
107 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」については、幼稚園等のみならず、家庭に対しても、その周知

を図っていくことが求められる。 
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②資質・能力の整理を踏まえた教育内容の見直し 

○ 育成を目指す資質・能力については、幼児教育から高等学校教育までを通じて、見通

しを持って系統的に示す必要があることから、現在の領域構成を引き継ぎつつ、資質・

能力の三つの柱に沿って、内容の見直しを図る。 

③現代的な諸課題を踏まえた教育内容の見直し 

○ 近年の子供の育ちを巡る環境の変化等を踏まえた教育内容の見直しについては、以下

のとおりである。 

○ 安全な生活や社会づくりに必要な資質・能力を育む観点から、状況に応じて自ら機敏

に行動することができるようにするとともに、安全についての理解を深めるようにする。 

○ 幼児期における多様な運動経験の重要性の指摘を踏まえ、幼児が遊ぶ中で体の諸部位

を使った様々な体験を重視するとともに、食の大切さに気付いたり、食に対する態度を

身に付けたりすることを通じて、幼児の心身の健やかな成長の増進を図るようにする。 

○ 幼児期におけるいわゆる非認知的能力を育むことの重要性の指摘等を踏まえ、身近な

大人との深い信頼関係に基づく関わりや安定した情緒の下で、例えば、親しみや思いや

りを持って様々な人と接したり、自分の気持ちを調整したり、くじけずに自分でやり抜

くようにしたり、前向きな見通しを持ったり、幼児が自分のよさや特徴に気付き、自信

を持って行動したりするようにする。 

○ 学びの過程の重要性を踏まえ、具体的な活動の中で、比べる、関連付ける、総合する

といった、思考の過程を示すなど、思考力の芽生えを育むようにする。 

○ 「社会に開かれた教育課程」の重要性を踏まえ、自然に触れたり、我が国や地域社会

における様々な文化や伝統に触れたり、異なった文化等に触れたりし、これらに親しみ

を持てるようにするなどして、幼児に、自然や身の回りの物を大切にする態度や、社会

とのつながりの意識を育んだり、多様性を尊重する態度や国際理解の意識の芽生え等を

育んだりするようにする。その際、園内外の行事を活用することも有効と考えられる。 

○ 視聴覚教材等については、幼児教育では、直接体験が重要であることを踏まえつつ、

例えば、日頃の幼稚園生活では体験することが難しい体験を補完したりする場合や、幼

児がより深く知りたいと思ったり、体験を深めたいと思ったりした場合の活用法を示す

ことを検討する。 

○ 幼児期における言語活動の重要性を踏まえ、幼児が言葉のリズムや響きを楽しんだり、

知っている言葉を様々に使いながら、未知の言葉と出会ったりする中で、言葉の獲得の

楽しさを感じたり、友達や教員と言葉でやり取りしながら自分の考えをまとめたりする

ようにする。 
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○ 身近な自然や生活の中にある、何気ない音や形、色に気付き楽しむことが、幼児の豊

かな感性や自分なりの表現を培う上で大切であることから、自然や生活の中にある音や

素材に触れる機会の充実を図るようにする。 

④幼稚園における預かり保育と子育ての支援の充実 

○ 社会と教育課程のつながりを大切にする「社会に開かれた教育課程」としての役割は、

預かり保育や子育ての支援を通じて、施設や機能を開放してきた幼稚園では、これまで

も担われてきたものである。近年の社会環境の急速な変化に対応し、今後も、幼稚園に

おける教育課程が「社会に開かれた教育課程」としての役割を更に果たしていくために

は、以下のような改善を図っていく必要がある。 

○ 幼稚園生活全体を通じて幼児の発達を把握し、幼稚園生活を更に充実する観点から、

預かり保育について、教育課程に係る教育時間を含めた全体の中で計画、実施する必要

があることや地域の人々との連携などチームとして取り組むことの例を示す。 

○ 幼稚園が地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を一層果たしていく観点

から、子育ての支援について、心理士、小児保健の専門家、幼児教育アドバイザーなど

の活用や地域の保護者と連携・協働しながら取り組むようにする。 

（５）学びや指導の充実と教材の充実 

①「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 幼児教育における重要な学習としての遊びは、環境の中で様々な形態により行われて

おり、以下のアクティブ・ラーニングの視点から、絶えず指導の改善を図っていく必要

がある。その際、発達の過程により幼児の実態は大きく異なることから、柔軟に対応し

ていくことが必要である。 

① 周囲の環境に興味や関心を持って積極的に働き掛け、見通しを持って粘り強く取り組

み、自らの遊びを振り返って、期待を持ちながら、次につなげる「主体的な学び」が実

現できているか。 

② 他者との関わりを深める中で、自分の思いや考えを表現し、伝え合ったり、考えを出

し合ったり、協力したりして自らの考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できてい

るか。 

③ 直接的・具体的な体験の中で、「見方・考え方」を働かせて対象と関わって心を動かし、

幼児なりのやり方やペースで試行錯誤を繰り返し、生活を意味あるものとして捉える「深

い学び」が実現できているか。 
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②教材の在り方 

○ 教科書のような主たる教材を用いるのではなく、体を通して体験的に学ぶ幼児教育に

おいて、幼児が主体的に活動を展開できるかどうかは、教員の環境の構成に懸かってお

り、教員が日常的に教材を研究することは極めて重要である。また、継続的な教材研究

により教材の質が高まることで、「見方・考え方」も発展させることが期待できる。 

〇 このため、幼児の発達に即して、幼児の経験に必要な遊具や用具、素材等の検討・選

択及び環境の構成の仕方など、教員による日々の継続的な教材研究の必要性などについ

て、明確化を図る。 

（６）幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項 

①在園期間や時間等が異なる多様な幼児がいることへの配慮 

○ 在園期間や時間等が異なる多様な幼児一人一人の乳児期からの発達の連続性とそれに

応じた学びの連続性を確保しつつ、幼児一人一人の育ちを支えていくことが重要である

ことから、園での環境と家庭との連携について充実を図る。 

〇 短時間で降園する幼児と長時間過ごす幼児の人数比や保育室の配置などで、一日の過

ごし方や環境の構成が異なることから、それぞれの園の状況によって、一日の生活の流

れをどうつくっていくかということを考えた創意工夫が必要である。 

○ 在園時間等、一日の生活リズムの異なる幼児が一緒に生活することを念頭に、例えば、

活動内容や時間の選択肢を増やすなど、個々の実態に即した生活ができるように配慮す

ることが望ましい。 

○ 指導計画の作成においては、一日の生活を見通して作成する必要がある。その際、一

日の様々な時間を担当する保育教諭等が話し合い、協力して作成することが望ましく、

その過程で、幼児への理解を深め、教育及び保育の方向性を共有することが重要である。 

○ 登園する幼児と登園しない幼児がいる期間中は、家庭と園で過ごす幼児がいることを

前提とした、それぞれの幼児や保護者に対する配慮が必要であり、全ての幼児で園生活

を始める際に、それぞれの多様な経験が生かされるようにするとともに、円滑に生活で

きるよう工夫することが重要である。 

○ 在園期間が異なる幼児がいること、教育及び保育の時間が異なる幼児がいることなど

を前提に、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえながら、教育及び保育の全

体的な計画を策定するということが重要である。 
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②２歳児から３歳児の学級への移行に当たっての配慮 

○ ２歳児後半から３歳児以上の幼児との交流の機会をつくりながら、幼児一人一人が期

待感や安心感を持って３歳児の学級に移行できるようにすることが望ましい。 

○ 集団生活の経験年数の違う幼児が一緒に過ごす３歳児の学級では、幼児及び保護者と

担任の保育教諭等が信頼関係を築くとともに、２歳児から移行する幼児と３歳児から入

ってくる幼児同士のつながりをつくっていくことが重要である。 

③子育ての支援に当たっての配慮 

○ 生活形態が異なる保護者間の相互理解や交流が深まるよう工夫すること。その際、保

護者同士が子育てに対する新たな考えに出会い気付き合うなどの視点も重要である。 

（７）必要な条件整備等について 

○ 教育の成果は、その担い手である教員の資質・能力に負うところが大きく、特に、幼

児教育において、教員は幼児のモデルとして様々な役割を果たしており、与える影響も

極めて大きい。加えて、幼稚園等は、若い世代の入れ替わりが多く、経験に基づく知見

が蓄積されにくく、また、預かり保育や子育ての支援など教育課程以外の活動へのニー

ズの高まりから研修時間の確保が難しくなっている現状を踏まえると、資質・能力の向

上を図るための研修の在り方が喫緊の検討すべき課題となっている。 

○ このため、各幼稚園等においては、教員以外の職員も含め、相互に日頃の実践につい

ての意見交換やテーマに基づく研究の実施など、園内研修の継続・充実を図るとともに、

園外研修の機会の確保を図ることが必要である。その際、特に近年の幼稚園等の小規模

化を踏まえ、複数の園による多様な立場にある教員等の交流の機会を確保することも重

要である。また、国や教育委員会等においては、指導方法等に関して参考となる教材の

開発や研修体制の充実を図るとともに、幼稚園等においては、地域の幼稚園教諭の教職

課程を有する大学・学部や幼児教育研究団体等との連携も必要である。とりわけ、地域

の幼稚園教諭の教職課程を有する大学・学部においては、最新の知見に基づいた教育・

研究が期待されることから、常に最新の情報の獲得に努めることが求められる。 

○ また、各地域における幼児教育の質の充実を図るためには、市区町村を中心に幼児教

育の経験を持った指導主事の配置や幼稚園、保育所、認定こども園等を巡回して指導・

助言を行う幼児教育アドバイザーの育成・配置や、都道府県を中心に地域の幼児教育の

拠点となる幼児教育センターの設置など幼児教育の推進体制の整備が求められる。 

○ 今後とも、幼児教育の質の向上を図っていくためには、中長期的な観点から幼児教育

に関する基礎的な研究を行う必要がある。このため、平成２８年度より国立教育政策研

究所に新たに設置された幼児教育研究センターを中心にして、継続的に政策効果に関す

る調査研究活動を行っていくことが求められる。 
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○ また、現在、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂の検討

が進められているが、これらの改訂に当たっては、幼稚園教育要領の改訂の方向性と内

容の整合性の確保が図られるとともに、幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園と小

学校との円滑な接続が一層推進されることが望まれる。 
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２．小学校 

（１）小学校教育の基本と、低・中・高学年それぞれの課題 

○ 小学校においては、「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基

礎」を培うこと及び「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質」を養う

ことを目的とする義務教育のうち、基礎的なものを施すことが目的となる。 

○ 小学校教育における現状の課題について考えると、小学校の６年間という期間は子供

たちにとって大きな幅のある期間であり、低学年、中学年、高学年の発達の段階に応じ

て、それぞれ異なる課題が見受けられるとの指摘があるところである。 

○ 低学年においては、その２年間の中で生じた学力差が、その後の学力差の拡大に大

きく影響しているとの課題が指摘されている。学習の質に大きく関わる語彙量を増

やすことなど基礎的な知識・技能の定着や、感性を豊かに働かせ、身近な出来事か

ら気付きを得て考えることなど、中学年以降の学習の素地
そ じ

を形成していくとともに、

一人一人のつまずきを早期に見いだし、指導上の配慮を行っていくことが重要とな

る。 

○ 中学年は、生活科の学習が終わり、社会科や理科の学習が始まるなど、具体的な活動

や体験を通じて低学年で身に付けたことを、より各教科等の特質に応じた学びにつなげ

ていく時期である。例えば国語科における言葉の働きについても、低学年における「事

物の内容を表す働き」等に加えて、「考えたことや思ったことを表す働き」があることに

気付くなど、指導事項も次第に抽象的な内容に近づいていく段階であり、そうした内容

を扱う学習に円滑に移行できるような指導上の配慮が課題となる。 

○ 高学年においては、子供たちの抽象的な思考力が高まる時期であり、教科等の学習内

容の理解をより深め、育成を目指す資質・能力の育成に確実につなげるためには、指導

の専門性の強化が課題となっている。定期的に文部科学省が実施している「教育課程の

編成・実施状況調査」の結果を見ても、理科や音楽などを中心に、特に高学年において、

専科指導を行う学校の割合は年々増加しているところである。こうした専科指導の充実

は、子供たちの個性に応じた得意分野を伸ばしていくためにも重要である。 

○ また、様々な生徒指導上の課題が早期化し、中学校からではなく、小学校高学年から

の対応が必要となっているとの指摘もある。こうした課題に対応するためには、学級担

任だけではなく、複数の教員が関わり育てていくことが重要になっており、専科指導に

よる教科担任の充実は、結果的にこうした子供たちとの多面的な関わりを創り出すこと

にもつながっている。学級担任制のよさと、教科担任のよさを兼ね備えた指導体制の確

立が課題となっている。 

○ 小学校教育の改善・充実に当たっては、前述のような低・中・高学年それぞれの課題

を踏まえつつ、幼児教育や中学校教育との接続を考えながら、高等学校卒業までに育成
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を目指す資質・能力や、義務教育を通じて育成を目指す資質・能力の在り方などを見通

していくことが必要である。 

（２）言語能力の育成と国語教育、外国語教育の改善・充実 

①小学校段階における言語能力育成の重要性について 

○ 学習や生活の基盤づくりという観点から、小学校段階における言語能力の育成がその

後の学習に与える影響は極めて大きい。特に小学校低学年において、語彙量を増やして

いくことがその後の学習に大きな影響を与えると指摘されていることなども踏まえなが

ら、義務教育の初期段階を担う小学校教育において、重要な課題として取り組んでいく

必要がある。 

○ こうした言語能力については、全ての教科等における言語活動の充実を通じて育成を

図るべきものであるが、特に言葉を直接の学習対象とする国語教育及び外国語教育の果

たすべき役割は極めて大きい。第１部第５章４．において述べた、言語能力を構成する

資質・能力やそれらが働く過程、育成の在り方を踏まえながら、改善・充実の在り方を

考えていくことが必要である。 

②国語教育の充実 

○ 国語で理解したり表現したりして、考えを形成し深める力を身に付けることは、あら

ゆる学習の基盤として必要不可欠なものである。変化の激しい社会の中で未来を創り出

していくためには、多様な情報や考えを理解して、文章や発話により表現したり、個人

や集団としての考えを形成したり深めたりしていくために必要となる、言語能力や情報

活用能力の向上が重要な課題となってくる。 

○ また、第１部第５章５．において述べたように、グローバル化する中で世界と向き合

うことが求められている我が国においては、自国や他国の言語や文化を理解し、日本人

としての美徳やよさを生かしグローバルな視野で活躍するために必要な資質・能力の育

成が求められている。言語能力を向上させるとともに、古典に関する学習等を通じて、

日本人として大切にしてきた言語文化を積極的に享受していくことは、我が国の伝統や

文化を語り、継承していけるようにするとともに、文化や考え方の多様性を理解し多様

な人々と協働したりできるようにするための素地を形成することにもなると考えられる。 

○ 現行学習指導要領の国語科においては、実生活で生きて働き、各教科等の学習の基本

ともなる国語の能力を身に付けること、我が国の言語文化を享受し継承・発展させる態

度を育てること等に重点を置いて、その充実が図られた。 

○ しかし、例えば小学校では、目的や意図に応じて情報を整理して文章にすること、筆者

の意図を想定しながら文章全体の構成や表現の工夫を捉えることなどに課題があること

が明らかになっている。 
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○ こうした課題を踏まえ、小学校の国語科については、高等学校における科目構成の見

直し等も見通しながら、言語能力を構成する資質・能力やそれが働く過程等に関する整

理を踏まえ、教育目標や内容の見直しを図ることとしている。 

○ 特に、小学校低学年の学力差の大きな背景に語彙の量と質の違いがあるとの指摘を踏

まえ、思考を深めたり活性化させたりしていくための語彙を豊かにするなど、語彙量を

増やしたり、語彙力を伸ばしたりして、語彙を生活の中で活用できるよう指導の改善・

充実を図ることが重要である。 

③外国語教育の充実 

（小・中・高等学校を通じて一貫して育成を目指す外国語教育における資質・能力） 

○ グローバル化の急速な進展が、社会のあらゆる分野に影響する現在やこれからの社会

の在り方を考えると、外国語、特に国際共通語としての英語によるコミュニケーション

能力は、これまでのように一部の業種や職種だけでなく、子供たちがどのような職業に

就くとしても、生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定され、今まで以上に

その能力の向上が課題となっている。 

○ 外国語活動及び外国語科においては、特に外国語活動を通じて児童の学習意欲が高

まっていることなど、現行学習指導要領に基づく各学校段階での指導108を通じた学習

成果が認められるものの、進学や進級した後に、それまでの学習内容を発展的に生か

すことができていないといった状況も見られ、学校段階間の接続の不十分さなどが指

摘されている。また、中・高等学校においては、文法・語彙等の知識がどれだけ身に

付いたかという点に重点が置かれがちであり、外国語によるコミュニケーション能力の

育成を意識した取組に課題109があると指摘されている。 

○ また、求められる生徒の英語力としては、国の第２期教育振興基本計画(平成２５年

度～２９年度)が掲げる成果指標を基に、中学校卒業段階で国際的な基準であるＣＥＦＲ

のＡ１レベル程度以上、高等学校卒業段階でＣＥＦＲのＡ２～Ｂ１レベル程度以上を達

成した生徒の割合をそれぞれ５０％110とすることに向けた取組を推進してきたが、達成

されていない状況にある111。 

                                            
108 現行学習指導要領における外国語教育においては、小・中・高等学校を通じて、発達の段階に応じて、言
語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、情報や考えなどを理
解したり伝えたりする力の育成を目標に掲げ、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」などに必
要な力を総合的に育成することをねらいとしており、これまでも様々な取組を通じて充実が図られてきた。 

109 「話すこと」及び「書くこと」などの言語活動が十分に行われていないことや、知識や経験を生かしてコ
ミュニケーションを行う目的・場面・状況等に応じて適切に表現することなどに課題が指摘されている。 

110 国の第２期教育振興基本計画（平成２５年度～平成２９年度）（平成２５年６月１４日閣議決定）におい
ては、成果指標として、中学校卒業段階で英検３級程度以上、高等学校卒業段階で英検準２級程度～２級
程度以上を達成した中高生の割合を５０％とすることとされている。また、「英語教育の在り方に関する有
識者会議」報告（平成２６年９月）においては、これまで設定されている英語力の目標から、高校生の特
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○ こうした課題に対応するためには、①各学校段階の学びを接続させること、②「知識・

技能」のみならず、外国語を「どのように使うか」、外国語を通して「どのように社会・

世界と関わり、よりよい人生を送るか」といった観点から、「思考力・判断力・表現力等」、

「学びに向かう力・人間性等」もバランス良く育成していくことが重要である。 

○ 次期学習指導要領においては、第２部に示すとおり、言語能力の向上に関する議論も

踏まえつつ112、小・中・高等学校を通じて育成を目指す資質・能力を明確にし、「外国語

を使って何ができるようになるか」という観点から、外国語の資質・能力の具体的な内

容を明確にした上で「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やりとり：interaction）」「話

すこと（発表：production）」「書くこと」の領域別の目標113を含む一貫した教育目標を

学習指導要領に設定することとしている。 

○ こうした目標に基づき、小・中・高等学校を通じて、前述の五つの領域のバランス

の取れた育成を図り、言語や文化に対する理解を深め、他者を尊重し、聞き手・読み

手・話し手・書き手に配慮しながら、外国語でコミュニケーションを図ろうとする態

度を育成していくことが求められる。子供たちが卒業後も、自分の将来の進路や職業

などと結び付けながら、主体的に学習に取り組む態度を身に付けるようにしていくこと

も重要である。 

（小学校の外国語教育における改善・充実） 

○ 小学校段階においては、高学年の外国語活動の充実により、児童の高い学習意欲、中

学生の外国語教育に対する積極性の向上といった変容などの成果が認められる。一方で、

①音声中心で学んだことが、中学校の段階で音声から文字への学習に円滑に接続されて

いない、②国語と英語の音声の違いや英語の発音と綴
つづ

りの関係、文構造の学習において

課題がある、③高学年は、児童の抽象的な思考力が高まる段階であり、より体系的な学

習が求められることなどが課題として指摘されている。 

                                                                                                                                          

性・進路等に応じて、高等学校卒業段階で、例えば英検２級から準１級、ＴＯＥＦＬｉＢＴ６０点前後以
上等（ＣＥＦＲＢ１～Ｂ２レベル程度）を設定し、生徒の多様な英語力の把握・分析・改善を行うことが
必要であると指摘されている。さらに、平成２７年度の国の行政事業レビューでは、第２期期末時のレビ
ューを経た上で、将来的な目標設定を行うことを提示している。 

111 中学校段階の達成率が３５％、高等学校段階が３２％という現状にある。第２期教育振興基本計画の期末
にこれまでの取組を評価した上で、今後、現在審議されている第３期教育振興基本計画(平成３０年度～３
４年度)において、次期学習指導要領に沿った目標を設定し、更なる改善・充実を図る必要がある。 

112 外国語教育においては、言語能力の三つの側面のうち、「他者とのコミュニケーション」の側面を、資質・
能力全体を貫く軸としつつ、そうしたコミュニケーションが「創造的・論理的思考」や「感性・情緒」の
側面にも支えられるよう、資質・能力を整理している。 

113 領域別の目標は、小・中・高等学校で一貫した目標を実現するため、国際的な基準を参考に、外国語教育
の目標に沿って、外国語学習の特性を踏まえて育成する「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力等」
を、「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やりとり）」「話すこと（発表）」「書くこと」の５領域ごとに明確
にするものである。高等学校卒業時において共通に求められる資質・能力を明確にした上で、発達段階に
応じた形でそこに至る段階が示される。各学校においては、国が学習指導要領に定める外国語科の指標形
式の目標を踏まえ、学校毎に具体的な学習到達目標を設定することが求められる。 
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○ こうした成果と課題を踏まえ、次期改訂においては、第２部第２章１２．に示すとお

り、中学年から「聞く」「話す」を中心とした外国語活動を通じて外国語に慣れ親しみ外

国語学習への動機付けを高めた上で、高学年から発達の段階に応じて段階的に文字を「読

むこと」及び「書くこと」を加えて総合的・系統的に扱う教科学習を行うことが求めら

れる。 

○ 小学校高学年において教科に位置付けるに当たっては、以下のような方向性が重要で

ある。 

・教科としての外国語教育のうち基礎的なものとして、中学年からの高学年及び中学校へ

の学びの連続性を持たせながら、これまでの体験的な「聞くこと」「話すこと」に加え、

「読むこと」「書くこと」の領域を扱う言語活動を通じて、より系統性を持たせた指導（教

科型）を行う。その際、外国語の基本的な表現に関わって聞くことや話すことなどのコ

ミュニケーション能力の基礎を養う体系的な指導を行う教科として位置付ける。 

・これまでの課題に対応した教科化に向けて、新たに①アルファベットの文字や単語など

の認識、②国語と英語の音声の違いやそれぞれの特徴への気付き、③語順の違いなど文

構造への気付きなど、言語能力向上の観点から言葉の仕組みの理解などを促す指導を行

うために必要な時間を確保する。 

・教科として位置付ける際、単に中学校で学ぶ内容を小学校高学年に前倒しするのではな

く、身近なことに関する基本的な表現による各領域の豊かな言語活動を行うため、発達

の段階に応じた「読むこと」、「書くこと」に慣れ親しみ、積極的に英語を読もうとした

り書こうとしたりする態度の育成を含めた初歩的な運用能力を養うこととする。 

例）馴染（なじ）みのある定型表現を使って、自分の好きなものや一日の生活などにつ

いて、友達に質問したり、質問に答えたりすることができる。 

・教科として評価する際、英語嫌いにならないようにするため、外国語を読んだり、書い

たりすることなどを通して、言葉の仕組みの面白さなどに気付きながら活用しようとす

る態度をより適切に評価できるようにすることが重要である。 

○ 小学校中学年においては、「聞くこと」、「話すこと」を中心とする、外国語を用いた体

験的な活動を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、外国語の音声や基本的

な表現などに慣れ親しませ、コミュニケーションの素地を養う外国語活動として位置付

ける。 

○ 語彙、表現などについては、児童生徒の発達の段階に応じて、小学校で学んだ学習内

容を、中学校において小学校とは異なる場面で使ったり別の意味で活用したりするなど、

言語活動において繰り返し活用し定着を図ることが重要である。その際、「聞くこと」「読

むこと」において理解出来るようにするものと、「話すこと」「書くこと」において、児

童生徒が表現する際に、選択して活用することができるようにするものとがあることに
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留意して指導することが大切である。さらに、中学校で学習した語彙・表現・文法事項

等は高等学校においても意味のある文脈でのコミュニケーションを通して繰り返し触れ

ることが重要である。その際、ＩＣＴ等を活用した効果的な言語活動に向けての工夫を

行うことや、児童生徒が自らの学習活動を振り返って次につなげる主体的な学びができ

るようにすることも重要となる。 

○ このような方向性を目指し、小学校高学年において「聞くこと」「話すこと」の活動に

加え、「読むこと」「書くこと」を含めた言語活動を展開し定着を図り、教科として系統

的な指導を行うためには、現行の外国語活動に必要な時間の倍程度となる年間７０単位

時間の時数が必要である。また、中学年における外国語活動については、従来の外国語

活動と同様に年間３５単位時間の時数が必要である114。 

（短時間学習等の活用など、弾力的な授業時間の設定や時間割編成に関する考え方） 

○ 教科化に伴い、小学校高学年において年間３５単位時間増となる時数を確保するため

には、教育課程全体の枠組みの状況115を考慮すると、ＩＣＴ等も活用しながら１０～１

５分程度の短い時間を単位として繰り返し教科指導を行う短時間学習（帯学習、モジュ

ール学習。以下「短時間学習」という。）116を含めた弾力的な授業時間の設定や時間割編

成を、教育課程全体を見通しながら実現していく必要がある。 

○ 弾力的な授業時間の設定や時間割編成に関する研究開発学校等の先行的な取組状況や

「教育課程の編成・実施状況調査」の結果、これまでの成果・課題等を踏まえ、今後、

外国語科の特質を踏まえた指導内容のまとまりや教育効果を高める観点から、短時間学

習を行う場合には、学習指導要領上の標準授業時数内で、その時間を年間授業時数に含

め、その目標を明確にし、まとまりのある授業時間との関連性を確保した上で実施する

ことが必要である。 

〇 前述の調査結果や小学校の取組の現状を踏まえると、短時間学習については、授業時

数内外で様々な教科も含めた取組が行われており、全ての小学校において、外国語科に

特化した短時間学習を一律に行うこととすることは困難な状況にある。このため、年間

７０単位時間における一定の短時間学習の在り方を横並びで求めるのでなく、ある場合

には４５分授業を６０分授業の扱いにして、その中の１５分を短時間学習として位置付

けることや、また別の場合には外国語科の短時間学習を２週間に３回程度実施すること、

                                            
114 こうした授業時数を想定した具体的な指導内容については、第２部第２章１２．（２）②を参照。 

115「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」（平成
20 年 1 月中央教育審議会）6（1）小・中学校の教育課程の枠組みにおいては、「学習指導要領上の標準授
業時数を増加する場合、週 28 コマが限度と考えられる」と指摘された。 

116 小学校学習指導要領においては、短時間学習を含む単位時間の設定の工夫について、総則の解説に記載
されている。なお、中学校学習指導要領においては、総則本文に「１０分間程度の短い時間を単位として
特定の教科の指導を行う場合において、当該教科を担当する教員がその指導内容の決定や指導の成果の把
握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは、その時間を当該教科の年間授業時数に含め
ることができる」との規定がある。 
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さらに別の場合には夏季、冬季の長期休業期間において言語活動を行うなど、地域や各

学校の実情に応じた幅のある弾力的な授業時間の設定や時間割編成が必要である。 

○ 中学年においては、年間３５単位時間、週当たり１コマ相当の外国語活動を、短時間

学習で実施することは困難であり、小学校の教育課程全体を見通して弾力的な時間割編

成を行っていくことが必要である。 

○ 以上を踏まえた検討とともに、④で後述するように、担当する教員が、その指導内容

の決定や指導成果の把握・活用等を、責任を持って行う体制を確保していく観点から、

教員養成・採用・研修及び教材開発に関する条件整備が不可欠である。 

（国語教育との効果的な連携） 

○ 国語教育と外国語教育は、第１部第５章４．において述べたように、学習の対象とな

る言語は異なるが、ともに言語能力の向上を目指すものであるため、共通する指導内

容や指導方法を扱う場面がある。別紙２－３のとおり、学習指導要領等に示す指導内容

を適切に連携させたり、各学校において指導内容や指導方法等を適切に連携させたりす

ることによって、外国語教育を通じて国語の特徴に気付いたり、国語教育を通じて外国

語の特徴に気付いたりするなど、言葉の働きや仕組みなどの言語としての共通性や固有

の特徴への気付きを促すことを通じて相乗効果を生み出し、言語能力の効果的な育成に

つなげていくことが重要である。 

（３）情報技術を手段として活用する力やプログラミング的思考の育成 

○ 第１部第５章４．において述べたように、将来の予測が難しい社会においては、情報

や情報技術を受け身でとらえるのではなく、手段として主体的に活用していく力が求め

られる。そのためには、発達の段階に応じて、情報活用能力を体系的に育んでいくこと

が重要になる。 

○ 特に、情報技術の基本的な操作については、小学生の１分間当たりのキーボードでの

文字入力数が平均５．９文字であることなども踏まえながら、文字入力やデータ保存な

どに関する技能の着実な習得を小学校段階から図っていくことが求められる。第３学年

の国語科におけるローマ字学習や、総合的な学習の時間において身に付ける学び方、社

会科における資料活用、算数における図形やグラフの作成、理科における実験・観察の

記録等の学習とも関連付けながら、着実な習得を図っていくことが必要である。また、

国は関係者とも連携して、そのために必要な練習用教材を開発し、Ｗｅｂ上で提供して

いくことが求められる。 

○ また、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる「プロ

グラミング的思考」などを育むプログラミング教育を通じて、身近なものにコンピュー

タが内蔵され、プログラミングの働きにより生活の便利さや豊かさがもたらされている

ことについて理解し、そうしたプログラミングを、自分の意図した活動に活用していけ
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るようにすることもますます重要になっている。中学校においては、技術・家庭科（技

術分野）においてプログラミング教育に関する内容が倍増され、高等学校でも情報科の

共通必履修科目の新設が予定されている。小学校段階においても、文部科学省が設置し

た有識者会議による議論の取りまとめ117も踏まえて位置付けていくことが求められる。 

○ 具体的には、各小学校において、各学校における子供の姿や学校教育目標、環境整備

や指導体制の実情等に応じて、教育課程全体を見渡し、プログラミング教育を行う単元

を位置付けていく学年118や教科等119を決め、地域等との連携体制を整えながら指導内容を

計画・実施していくことが求められる。 

○  各小学校が見通しを持ってこうした計画・実施を行うことができるよう、国は、新し

い教育課程の実施に向けて、教育委員会や小学校現場、関係団体、民間や学術機関等と

連携しながら、指導内容の在り方を検討して指導事例集としてまとめることや、各教科

等における教育の強みとプログラミング教育のよさが結びついた教材等の開発・改善を、

その先の教育の在り方も見据えながら行っていくことが求められる120。 

○  プログラミング教育を実施することとなった教科等においては、前述の指導事例集等

を参考に、各教科等の指導内容を学びながら、コンピュータに意図した処理を行うよう

指示することができるということを体験することを、各教科等の特質に応じた見方・考

え方を働かせた「主体的･対話的で深い学び」の中で実現し、各教科等における教育の強

みとプログラミング教育のよさが相乗効果を生むような指導内容を具体化していくこと

が求められる。 

○ 併せて、プログラミング教育の実施に当たっては、ＩＣＴ環境の整備や教員研修、民

間と連携した指導体制の確保などを確実に図っていく必要がある。その際、小学校段階

                                            
117 「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について（議論の取りまとめ）」（平成２８年６月小学
校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議）
参照。 

118 小・中・高等学校を見通した観点からは、高学年での実施が中学校との接続に効果的と考えられるが、中
～高学年の幅の中で、各学校の教育目標や子供たちの興味・関心等を踏まえた対応が求められる。 

119 例えば、理科において電気の性質や働きを利用した道具があることをとらえる学習を行う際、プログラミ
ングを体験しながら、エネルギーを効果的に利用するために、様々な電気製品にはプログラムが活用され
条件に応じて動作していることに気付く学習を取り入れていくことや、算数における多角形などの図の作
成等において、プログラミングを体験しながら考え、プログラミング的思考と数学的な思考の関係やそれ
らのよさに気付く学びを取り入れていくこと等が考えられる。また、総合的な学習の時間において情報に
関する課題を探究する中で、自分の暮らしとプログラミングとの関係を考え、プログラミングを体験しな
がらそのよさに気付く学びを取り入れていくことなども考えられる。さらに、芸術系教科において、創造
的な活動とプログラミングを関連付けながら実施していくことも考えられるが、いずれの教科等において
も、プログラミング教育が各教科等における学習上の必要性に支えられながら、無理なく確実に実施され、
子供たちに必要な資質・能力が育成されるようにしていくことが求められる。（各教科等における指導内
容のイメージについては別紙３－２参照。） 

120 効果的なプログラミング教育の実施が都市部だけではなく全国で偏りなく可能となるよう、官民連携した
コンソーシアムなどを通じて、教科の特質に応じた ICT 教材や優れたコンテンツの開発共有、教員の指導
を支える支援人材バンクの構築など、学校を支援する体制を整備していくことが重要である。 
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における指導には、コンピュータ科学分野の高度な知識が必要というわけではないこと

に留意が必要である。 

（４）各小学校における弾力的な時間割編成 

（時間割編成とカリキュラム・マネジメント） 

○ 教育課程を通じて、言語能力や情報活用能力等も含め、小学校教育として育成を目指

す資質・能力を育んでいくためには、各教科等を学ぶ意義を大切にしつつ、教科等間の

相互の関連を図りながら、教育課程全体としての教育効果を高めていくことが必要とな

る。そのための鍵となるのが、カリキュラム・マネジメントである。 

○ 各小学校が行う時間割の編成なども、学校における子供の生活時間を、教育課程の指

導内容や授業時数との関係でどのようにデザインするかという観点から行われるカリキ

ュラム・マネジメントの一部であると言える。現行学習指導要領では、児童の発達の段

階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して、授業の１単位時間を何分にするかについ

て決定したり、創意工夫を生かして時間割を弾力的に編成したりすることができること

とされているところである。 

○ 各小学校では、学習指導要領に基づき育成を目指す資質・能力を設定し、時間割の編

成を含めて指導内容を体系化したり、地域や社会との連携・協働の中で、どのように人

的・物的資源を活用していくかを計画したりしていくことが求められる。 

（小学校における多様な時間割編成の現状） 

○ 弾力的な時間割編成を可能としている現行学習指導要領を踏まえ、各学校においては、

時間割を編成するに当たって、子供たちの姿や地域の実情を踏まえつつ、休憩の取り方

や休業期間を工夫したり、朝学習や昼学習などの短時間学習の時間を設定したり、授業

時間を弾力化したり、学校教育法施行規則の改正に伴った土曜日の活用を行ったりする

など、様々な創意工夫が行われているところである。 

○ 文部科学省が実施している「教育課程の編成・実施状況調査」の結果からは、週当た

りのコマ数の設定や、短時間学習の実施内容、土曜授業の実施など、時間割編成につい

ては、各学校の多様な創意工夫がなされていることが分かる121。時間割編成の在り方を

考えるに当たっては、こうした多様な編成の現状を踏まえる必要がある。 

                                            
121  例えば６年生において、週２８コマとしている小学校は６３％、２９コマとしている小学校は３２％で
ある。 

また、現在、７５％の小学校が短時間学習を実施しており、その主な目的としては、「繰り返し学習」
による基礎的な知識・技能の定着や生活リズムの形成が挙げられている。指導の成果については、９割以
上の学校が、指導の成果や児童の変容が見られたと回答しているところである 。 
 短時間学習の実施内容については、読書活動が最も多く（９１％。うち７％が授業時数内で実施）、次い
で計算練習（８４％。うち１６％が授業時数内）、漢字練習（７８％。うち１９％が授業時数内）となっ
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（次期改訂に向けた授業時数の考え方と時間割編成） 

○ 教育課程に基づき、これからの時代に求められる資質・能力を育成していくためには、

学びの量と質が共に重要であり、また、教科学習と、教科横断的な学習の双方を充実さ

せていくことが必要である。 

○ こうした改訂の方向性のもとでは、各教科等の指導内容は維持しつつ、資質・能力の

育成の観点から教育目標や内容を再編成したり、子供たちの学びの質的な向上を図った

りすることが前提となり、第１部第６章においても述べたように、指導内容や授業時数

を削減するという選択肢をとることは適当ではない。 

○ 現行学習指導要領における各教科等の授業時数を前提に考えれば、外国語教育の充実

を図ることにより、時数としては中学年・高学年において年間３５単位時間増となる122。

週当たりで考えれば１コマ分であるが、教育課程全体の枠組みの状況123や、小学校にお

ける多様な時間割編成の現状を考慮すると、全小学校において一律の取扱いとすること

は困難であり、この時数の確保をどのように行っていくかについては、各学校の実情に

応じた多様な時間割編成を可能としていく方向で検討していくことが必要となる。 

○ 高学年において年間３５単位時間増となる時数を確保するためには、外国語に多く触

れることが期待される外国語学習の特質を踏まえ、外国語科を中心にまとまりのある授

業時間との関連性を確保した上で、効果的な繰り返し学習等を行う短時間学習を実施す

ることが考えられるが、他にも、４５分に１５分を加えた６０分授業の設定、夏季、冬

季の長期休業期間における学習活動、土曜日の活用や週当たりコマ数の増なども考えら

れるところであり、場合によってこれらを組み合わせながら、地域や各学校の実情に応

じた弾力的な時間割編成を可能としていくことが求められる。 

○ また、中学年については、外国語活動を短時間学習で行うことは難しいと考えられる

が、その他については同様の考え方に基づき、地域や各学校の実情に応じた弾力的な時

間割編成を可能としていくことが求められる。 

                                                                                                                                          

ている。外国語活動や英語の学習については、実施している割合は低いが、実施する場合は授業時数に含
めて実施している割合が相対的に高くなっている。 

加えて、学校教育法施行規則の改正等を受けて、現在２５％の小学校で土曜授業が実施されている。 

122 小学校における標準授業時数の見直しについては別紙９－１参照。 

123 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」（平成
１０年 1 月中央教育審議会）６（１）小・中学校の教育課程の枠組み」においては、「学校では、一週間の
中で、各教科等の授業以外にも、特別活動として児童会活動やクラブ活動が行われているほか、個別の児
童に対する補充指導や生徒指導といった取組もなされている、９．にあるとおり学校が組織力を高め、教
育課題に組織的に対応するに当たっては、校長や副校長、教頭、主幹教諭、教員との間の情報交換や意思
疎通のための時間の確保なども必要である、ことなどから、学習指導要領上の標準授業時数を増加する場
合、週２８コマが限度と考えられる」と指摘された。 
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（各小学校における創意工夫を支える方策） 

○ 各学校において前述のような工夫を行うことが考えられるとしても、中学年・高学年

において、指導内容や授業時数として年間３５単位時間分が増えることに変わりはなく、

上限であるとされた前回改訂の授業時数を更に上回る改訂は、教育現場にとっては負担

の増となる。 

○ こうした中で、次期改訂の方向性に向けて、小学校の教育課程の改善・充実を図るに

は、弾力的な時間割編成の実践に関する知見の共有とともに、外国語教育に関する教員

養成、教員研修及び教材開発に関する条件整備、小学校の低・中・高学年それぞれの課

題に応じた指導体制の整備が不可欠である。 

○ 弾力的な時間割の編成の在り方については、短時間学習の位置付けを含め、学習指導

要領の総則やその解説において分かりやすく示すことが必要である。また、こうした時

間割の編成に当たっては、外国語教育や特定の学年にとどまらず、全ての教科等と学年

全体を見通す視点が必要になることから、効果的な創意工夫の在り方について、国や教

育委員会と小学校現場、関係団体が連携して調査研究124を行い、その成果を普及させて

いくことが求められる。 

○ 外国語教育については、効果的な教材開発と、指導者の確保が課題となる。教材につ

いては、教科書が今回改訂の教科化の内容に対応したものとなることが重要であり、弾

力的な時間割編成の考え方も踏まえた教科書の在り方を具体的に関係者間で共有し、充

実した質の高い教科書の作成に結びつけるためにも、先行して教科化に対応した新たな

教材を平成３０年度に活用できるようにする必要がある。このため、平成２８年度中に、

先進的な取組を実施する学校等へ配布した小学校中学年・高学年向けの新たな補助教材

の検証を開始し、その検証結果を踏まえて、平成２９年度末までに小学校中学年・高学

年の新教材の開発・整備を行う必要がある125。開発に当たり、高学年向けの教材におい

ては短時間学習等の設定が可能となるようにするとともに、活用しやすいＩＣＴ教材を

開発することが求められる。併せて、学習指導要領改訂を踏まえた校内研修等を平成２

９年度からより一層促進するため、研修用資料を開発・配布するとともに、新教材とし

て開発していく内容を平成２９年度中の早期の段階から教育委員会等を通じて周知する

ことが求められる。 

                                            
124 文部科学省においては、平成２８年７月に「小学校におけるカリキュラム・マネジメントの在り方に関す
る検討会議」を立ち上げたところであり、各学校において弾力的な時間割編成を実施する場合の配慮事項
等を整理し普及することとしている。 

125平成２８年６月、文部科学省に「小学校の新たな外国語教育における補助教材の検証及び新教材の開発に
関する検討委員会」を設置し、検討を行っている。 
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〇 小・中学校においては、新学習指導要領に円滑に移行できるよう、平成３０年度から

の移行期間において、新課程の内容の全部又は一部について新学習指導要領による教育

課程の編成・実施が行われる。現行の小・中学校学習指導要領による場合には、新学習

指導要領に定める内容を追加又は適用することについて、学習指導要領の特例を定め、

各学校において適切な対応が行われる必要がある。 

○ 外国語教育の移行期間中の対応について、小学校については、平成３２年度の全面実

施に向けて、中学年の外国語活動を通じて外国語に慣れ親しみ外国語学習への動機付け

を高めた上で、高学年から教科学習を行うことを前提として、平成３０年度から平成３

１年度末までの移行措置期間における対応について明確にする必要がある。移行措置期

間において小学校第３学年から第６学年となる児童を対象とした教育課程の編成・実施

に当たっての留意事項と必要な学習内容を早期に明確にし、新教材の活用等と併せて周

知徹底を図る必要がある。 

○ 中学校については、平成３３年度の全面実施に向けて、次期学習指導要領に対応した

言語活動の高度化などを踏まえ、平成３１年度から３２年度末までの移行措置期間にお

いて中学校第１学年、第２学年となる生徒を対象とした内容を早期に明確にし、適切な

対応が行われる必要がある。 

○ また、小学校外国語の教科化に伴い、中学校における入学者選抜に外国語が実施され

ることが想定されるが、小学校段階の英語学習の目標を踏まえ、学習者に過度の負担と

ならないように十分配慮することが必要である。 

○ 今後、高学年の教科化に対応するためには、以下に述べるように、養成・採用・研修

を通じた取組を進め、小学校教員の専門性を高めるとともに、中・高等学校の英語の教

員免許を所持する小学校教員や退職教員が専科指導を行う、ネイティブ・スピーカーな

どの外国語が堪能な外部人材が学級担任とティーム・ティーチングを行うなど、専門性

を一層重視した指導体制を構築する必要がある。 

○ 小学校の外国語教育に携わる指導者は、専門性を有し地域の指導的立場にある教員を

中心に、中学校区等の地域単位を基盤として、中学校と複数の小学校とが連携した研修

を行うことや、小・中学校教員相互の授業参加、合同研究会の実施等によって、連携体

制を構築することが求められる。例えば、国が養成する「英語教育推進リーダー」によ

る中核教員に対する域内研修を進めるとともに、専門性を有する中核教員を各校に位置

付け、学校全体の外国語教育の授業準備や校内研修の運営、外国語の指導等を担当させ

るなど校内体制の整備を進めることが期待される。 

○ このような取組を通じて、学級担任はじめ全教員が外国語に触れ、外国語を指導する

力を身に付けることができるよう、校内研修や外国語教育における域内の連携体制を充

実させていくなど、各地方自治体の実態に応じた体制を構築することが重要である。 
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〇 このため、国では、小学校の教科化に対応したコア・カリキュラムの開発・普及によ

り教職課程を改善・充実させることや、現職教員が外国語の指導に関する専門性を高め

るため、中学校英語免許を取得する認定講習に小学校の教科化に必要な内容を加えたプ

ログラム開設支援及び外国語が堪能な外部人材の活用を支援すること等が求められる。 

○ このような次期学習指導要領に対応する指導体制を構築するという観点からも、

小中一貫教育の典型的な取組の一つである教科担任制や乗り入れ授業の実施は有効

であり、更なる取組の促進が期待される。 

○ また、児童生徒の外国語によるコミュニケーション能力を伸ばす上で、外国語指導助

手（ＡＬＴ）等を活用した指導は効果的であり、ＡＬＴ等とのティーム・ティーチング

などを活用した指導体制の充実を図り、相手に配慮しながら生きた外国語に触れる機会

を積極的に増やすことが重要である126。このようなＡＬＴ等の質の向上を図るため、Ｊ

ＥＴプログラムにより招致したＡＬＴへの研修のほか、教員用指導資料や外国語指導助

手等に向けた研修用資料などを充実することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
126 平成 28 年６月に閣議決定された「日本再興戦略 2016」には、全ての小学校への外国語指導助手（ＡＬＴ）
等外部人材２万人以上の配置や、実践的な研修の充実等により、全ての児童生徒に質の高い英語教育を実
施することが明記されている。 
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３．中学校 

（１）中学校教育の基本 

○ 中学校においては、義務教育を行う最後の教育機関として、教育基本法第５条第２項

が規定する「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎」及び

「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質」を卒業までに育むことがで

きるよう、小学校教育の基礎の上に、中学校教育を通じて身に付けるべき資質・能力を

明確化し、その育成を高等学校教育等のその後の学びに円滑に接続させていくことが求

められている127。 

○ このため、現行学習指導要領の各教科等の授業時数や指導内容を前提としつつ、高等

学校における新たな教科・科目構成との接続を含め、小・中・高等学校を見通した改善・

充実の中で、中学校教育の充実を図っていくことが重要である。 

（２）義務教育段階で求められる資質・能力の確実な育成を目指した教育課程の見直し 

○ 小学校教育においては、学級担任が児童の生活全般に関わりながら、各教科等の学習

も含め児童の育ちを全般的に支えている128。中学校教育には、教科担任による各教科等

の専門性を踏まえた指導を通じて、小学校教育の成果を受け継ぎ、義務教育９年間の集

大成として、必要な資質・能力として確実に育てていくこととともに、生徒一人一人の

興味や関心に応じた学びを深め広げ、自らのキャリア形成の方向性を見いだし、高等学

校教育等のその後の学びにつなげていくという、極めて重要な役割が期待されている。 

○ そのためには、中学校教育を通じて育むことを目指す資質・能力を明確にし、「主体的・

対話的で深い学び」を通じて確実に育んでいくことが求められる。各教科等においては、

例えば前述２．（２）の言語能力の育成と国語教育、外国語教育の改善・充実などは、小

学校だけに求められるものではなく、中学校や高等学校においても重視・充実される必

要がある。また、後述の２．以降で示すとおり、例えば社会科において、高等学校地理

歴史科に「歴史総合」が設置されることを受け、我が国の歴史に関わる世界の歴史の学

習を充実させ、広い視野を持って我が国の歴史の理解を促すことや、外国語教育に関し

て、指導する語彙数を、実際のコミュニケーションにおいて必要な語彙を中心に充実し

ていくこと129などとしている。 

                                            
127 中学校の標準授業時数については別紙９－２参照。 

128 なお、小学校高学年の段階では、前述２．（１）の通り専科指導の充実が求められているところであり、

中学校との円滑な接続にも効果が期待される。 
129 日本の中学校の教科書では、語彙の分量を増やすことに主眼が置かれ、実際のコミュニケーションに必要
な語彙が少ない一方、かなり難易度の高い単語が出てきている状況が指摘されている。子の改善を図るた
め、指導する語彙については、実際のコミュニケーションにおいて活用される語彙を繰り返し使うよう質
的な改善を図る必要がある。こうしたことを踏まえながら、指導する語彙数については、実際のコミュニ
ケーションに必要な語彙を中心に、小学校で６００～７００語程度、中学校で１，６００～１，８００語
程度、高等学校で１，８００～２，５００語程度と整理している。 
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○ こうした各教科等の充実に加えて、教科等横断的な視点からの学習の充実が必要であ

る。特に、教科担任制をとる中学校においては、学年間の縦の連携に加え、教科等横断

的な意識を教員それぞれが持つことが重要であり、校内の研修体制の充実なども、教科

等横断的な視点から図っていくことが求められる。 

（３）教育課程を軸とした中学校教育の改善・充実 

①多様化する課題に対応するためのカリキュラム・マネジメントの実現 

○ 中学生の時期は、思春期に入り、親や友達と異なる自分独自の内面の世界があること

に気付きはじめるとともに、自意識と客観的事実との違いに悩み、様々な葛藤
かっとう

の中で、

自らの生き方を模索しはじめる時期である。また、大人との関係よりも、友人関係に自

らへの強い意味を見いだす。さらに、親に対する反抗期を迎えたり、親子のコミュニケ

ーションが不足したりしがちな時期でもあり、思春期特有の課題が現れる。生徒指導に

関する問題行動などが表出しやすいのが、思春期を迎えるこの時期の特徴である。 

○ このように、発達の段階に応じて多様化する課題に対して、各中学校ではこれまでも

生徒指導主事、進路指導主事等の校務分掌を担当する教員を中心に、生徒一人一人の発

達をきめ細かに支える熱心な取組が展開されてきたところである。今後は、カリキュラ

ム・マネジメントを軸としながら、各学校が直面する課題にどのように対応し、子供た

ちにどのような資質・能力を育むことを目指すのかを、学校教育目標や育成を目指す資

質・能力として明確にし、全ての教職員や地域が課題や目標を共有して対応していくこ

とが重要になる。また、各学校が行う進路指導や生徒指導、学習指導等の意義を、子供

たちの発達を支え、資質・能力を育成するという観点から捉え直すことにより、さらな

る効果的な取組の充実を図っていくことが求められる。 

○ また、中学生の時期は、生徒自身の興味・関心に応じて、部活動などの教育課程外の

学校教育活動や、地域の教育活動など、生徒による自主的・自発的な活動が多様化して

いく段階にある。少子化や核家族化が進む中にあって、中学生が学校外の様々な活動に

参加すること130は、ともすれば学校生活に留まりがちな生徒の生活の場を地域社会に広

げ、幅広い視野に立って自らのキャリア形成を考える機会となることも期待される。 

○ このように、教育課程外の学校教育活動や地域主体の教育活動と、教育課程とを有機

的に関連付けていくことは、生徒に多様な学びや経験の場を保障し、一人一人が多様な

分野の学びや社会とのつながりを実感しながら、自分の興味・関心を深く追究する機会

を実現し、人生を切り拓いていくために必要な資質・能力を身に付けていくことにつな

がる。そのためには、「社会に開かれた教育課程」の理念の下、学校と家庭、地域が、生

                                            
130 例えば、社会教育団体が主催する地域貢献の活動や、幼児への絵本の読み聞かせ会などの活動に中学生が
参加し、地域の高齢者や幼児児童など異年齢の者との様々な交流を深める機会を得ることなどが考えられ
る。 
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徒にどのような資質・能力を育成することを目指すのかという教育目標を共有しながら、

それぞれの役割を認識し、共有した目標に向かって、共に活動する協働関係を築いてい

くことが重要である。 

○ また、教育課程内外の活動が相乗効果を持って生徒の資質・能力の育成に資するもの

となるよう、教育課程外の活動についても、生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実

現を共に目指すことが重要である。生徒の学びと生涯にわたるキャリア形成の関係を意

識しながら、短期的な学習成果のみを求めたり、特定の活動に偏ったりするものとなら

ないよう、その実施形態や活動時間の適切な設定など、生徒のバランスのとれた生活や

成長に配慮していくことが求められる。 

②将来にわたる持続可能性を踏まえた部活動の在り方 

○ 部活動については現行学習指導要領では「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う」こととさ

れている。 

○ 部活動は、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等、教育的意義が高いことも

指摘されているが、そうした教育が、部活動の充実の中だけで図られるのではなく、教

育課程内外の学校教育活動の関連を図り、学校の教育活動全体の中で達成されることが

重要である。 

○ このことを踏まえ、部活動については教育課程との関連を図った適切な運営を推進す

る観点から以下の改善を図ることとする。 

・ 子供の自主的・自発的な参加により行われるスポーツや文化、科学等に関する活動

については、学校教育か社会教育かといった枠を超えて、共に子供の成長を支えると

いう観点に立つ必要がある。少子化が進む中で、部活動の実施に必要な集団の規模や

指導体制を持続的に整えていくためには、中学校単独での部活動の運営体制から、複

数の中学校を含む一定規模の地域単位で、その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り、そうした将来の在り方を描きながら、教育委員会や関係

団体等を中心として指導に必要な体制の基盤を整えていくことが求められる。 

・ 部活動も学校教育活動の一環であることから、生徒の「主体的・対話的で深い学び」

を実現する視点が求められることを明確にする。これにより、部活動と教育課程との

関連がより一層明確になると考えられる。 

特に「深い学び」を実現する観点からは、例えば、保健体育科（体育）の「見方・
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考え方」は「運動やスポーツを、その価値や特性に着目して、楽しさや喜びとともに

体力の向上に果たす役割の視点から捉え、自己の適性等に応じた『する・みる・支え

る・知る』の多様な関わり方と関連付けること。」と整理している。運動部活動におい

ても、こうした「見方・考え方」を生かしながら、競技を「すること」のみならず、

スポーツに関する科学的知見やスポーツとの多様な関わり方、多くのスポーツのよさ

を実感しながら、自己の適性等に応じて、生涯にわたるスポーツとの豊かな関わり方

を学ぶような指導が求められる。 

こうした指導の考え方に基づき、スポーツや文化、科学等それぞれの分野に関する

科学的知見や、指導者や仲間との言語活動を重視した指導者教育が行われることが重

要である。 

・ 部活動が教育課程内の教育活動と相乗効果を持って展開されるためには、前述のⅰ）

においても述べたように、部活動の時間のみならず、子供の生活や生涯全体を見渡し

ながら、生徒の学びと生涯にわたるキャリア形成の関係を意識した教育活動が展開さ

れることが重要であり、短期的な成果のみを求めたり、特定の活動に偏ったりするも

のとならないよう、休養日や活動時間を適切に設定するなど、生徒のバランスのとれ

た生活や成長に配慮することが求められる。 

・ 部活動も含めた、子供の自主的・自発的な参加により行われるスポーツや文化、科

学等に関する活動の実施に当たっては、教員の負担軽減の観点131・132も考慮しつつ、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、各

種団体との連携など、生徒にとっても多様な経験の場となるよう、運営上の工夫を行

うことが求められる。 

  

                                            
131 ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ）では、日本の教員の一週間当たりの勤務時間は参加国中、
最長となっている。勤務時間の内訳を見ると、授業時間は参加国平均と同程度であるが、課外活動（スポ
ーツ・文化活動）の指導時間が長いという結果が出ている。 

132 「学校現場における業務の適正化に向けて」（次世代の学校指導体制にふさわしい教職員の在り方と業務
改善のためのタスクフォース報告 平成２８年６月１３日）においては、教員の長時間労働の状況を改善
し、教員が子供と向き合う時間を確保するための改善方策の一つとして、部活動の負担を大胆に軽減する
ために休養日の設定の徹底による運営の適正化や外部人材の活用など部活動を支える環境整備の推進のた
めの具体的な方策を示している。 
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４．高等学校 

（１）高等学校教育の基本 

○ 高等学校は、中学校卒業後の約９８％の者が進学し、社会で生きていくために必要と

なる力を共通して身に付ける、初等中等教育最後の教育機関である。その教育を通じて、

一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばし、その後の高等教育機関等や社会

での活動へと接続させていくことが期待されており、その学びは、高等学校等就学支援

金制度等により社会全体で支えられているものである。 

○ 平成２７年６月の公職選挙法の改正により、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられ、

生徒にとって政治や社会がより一層身近なものとなっている。高等学校においては、社

会で求められる資質・能力を全ての生徒に育み、未来の創り手として送り出していくこ

とがこれまで以上に強く求められている。 

○ 高等学校教育については、大学入学者選抜や資格の在り方等といった外部要因により

その在り方が規定されてしまい、目指す教育改革が進めにくいとの指摘もなされてきた。

しかしながら、現在、第１部第２章でも述べたように、社会が成熟社会に移行していく

中で、学校教育を通じて育成を目指す資質・能力とは何かという認識を、学校と社会が

共有し、相互に連携できる好機にある。 

○ 今、教育界だけではなく社会的な要請としても求められているのは、初等中等教育が

その強みを発揮し、未来の創り手となるために必要な資質・能力を生徒に育み、大学教

育など高等教育の在り方や、社会生活の在り方につなげていくことである。とりわけ社

会への出口に近い高等学校が、初等中等教育の総仕上げを行う学校段階として、子供た

ちに必要な資質・能力とは何かを明確にし、それをしっかりと育み次につなげ、生涯に

わたって学び続けることの意義を生徒が見いだせるようにしていくことができるかどう

かは、単なる接続の問題ではなく、子供自身の人生や未来の社会の在り方に関わる大き

な課題となっている。 

○ こうした中で行われる次期改訂は、高大接続改革という、高等学校教育を含む初等中

等教育改革と、大学教育改革、そして両者をつなぐ大学入学者選抜改革の一体的改革や、

キャリア教育の視点で学校と社会の接続を目指す中で実施されるものであり、特に高等

学校にとって、これまでの改訂以上に大きな意義を持つものであると言える。 
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○ 中央教育審議会では、平成２６年１２月に取りまとめられた答申「新しい時代にふさ

わしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体改革に

ついて」の提言も踏まえつつ、次期改訂に向け、全ての教科等において、高大接続改革

の実現を目指した学習指導要領の在り方を議論してきた133。 

○ そうした次期改訂に向けた議論の状況は、高大接続改革の具体化のために設置された

「高大接続システム改革会議」にも共有され、本年３月の最終報告にも反映されたとこ

ろである。このように、初等中等教育と大学教育が連携を密にしながら、これからの時

代に求められる資質・能力を生徒に育んでいくため、手を携えて改善・充実を図るとい

う改革を進めている。 

○ また、次期改訂に向けては、第１部第８章において述べたように、学校教育と社会を

つなぐキャリア教育についても、平成２３年の中央教育審議会答申「今後の学校におけ

るキャリア教育・職業教育の在り方について」を踏まえつつ、小・中・高等学校を通じ

た充実が議論された。今はまさに、高等学校と大学、社会が共に歩みを進め、学校種を

越え、また学校と社会の間で学びをつなぐことのできる、またとない機会にある。 

○ こうしたことを踏まえながら、高等学校の教育課程の在り方については、各学校が、

社会で生きていくために必要となる力を共通して身に付ける「共通性の確保」の観点134と、

一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばす「多様性への対応」の観点を軸と

しつつ、育成を目指す資質・能力を明確にし、それらを教育課程を通じて育んでいくこ

とが重要である。また、育成を目指す資質・能力と教育課程の在り方を、生徒や社会と

共有していくことも重要である。 

○ また、高等学校の科目構成については、育成を目指す資質・能力の在り方に基づいた

抜本的な見直しを図ることとしている。新しい科目の趣旨に沿った教材の開発や教員の

養成・研修がなされるよう、新しい科目の趣旨を周知し、指導体制の確保等に必要な仕

組みを構築していくことも重要である。 

                                            
133 文部科学大臣から次期改訂に向けた審議要請の諮問がなされたのは、平成２６年１１月であり、中央教育
審議会高大接続特別部会において答申の最終案が審議されている段階であった。諮問においてはこうした
状況が反映され、「高等学校教育について、中央教育審議会における高大接続改革に関する議論や、これま
での関連する答申等も踏まえつつ」検討を行うことが要請された。同年１２月に取りまとめられた中央教
育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選
抜の一体改革について」では、今後の学習指導要領改訂の方向性も見据えながら、一人一人の生徒が、義
務教育を基盤として、十分な知識と技能を身に付け、十分な思考力・判断力・表現力を磨き、主体性を持
って多様な人々と協働することを通して、喜びと糧を得ていくことができるよう、高等学校教育の改革を
実現していくことが求められている。 

134 「共通性の確保」の観点からは、中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会が平成２７年６月
にまとめた、全ての生徒に共通に身に付ける資質・能力「コア」についての考え方なども踏まえることが
重要である。補足資料１７２ページ参照。 
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○ 加えて、高等学校における指導や評価の改善・充実が未来を創り出すものだというこ

とを認識し、指導と多面的な評価を通じて生徒の資質・能力を伸ばしていくことを教員

の中核的な業務として捉えていくことが重要となる。 

（２）「共通性の確保」と「多様性への対応」を踏まえた教育課程の編成 

○ 第１部第４章３．で述べたとおり、特に高等学校では、生徒一人一人の進路選択や、

地域や社会の現状や見通しを踏まえて、各学校において育てたい生徒の姿を明確にし、

教科・科目選択の幅の広さを生かしながら、教育課程を通じて育んでいくことが求めら

れる。例えば、校是や校訓などをより具体化して育成する資質・能力を設定し、それを

基に教育課程の改善・充実を図るという文化を高等学校の中に作り、教職員全体で学校

の特色づくりを図っていくことが、カリキュラム・マネジメントにおいて必要となる。 

○ また、社会全体で生徒の成長を支えていく観点から、学校における学びのみならず、

社会で学んだことを実践として取り入れていくことも重要である。高校生が、家庭・地

域における多様な活動や企業等と連携した活動を通じて獲得した経験を蓄積し、また、

学校における教育活動の中で生かしていくことで、より豊かな学びにつながることとな

る。 

①学び直しの充実 

○ 我が国の高校生の学力・学習状況については、特に学力中位層の学習時間の減少とと

もに、基礎学力の不足や学習意欲の面での課題が指摘されており、小・中学校での学習

内容を十分に身に付けていない生徒も少なからず見られるなど、学び直しへのニーズは

高い。 

○ 現行の学習指導要領においては、指導計画の作成に当たって配慮すべき事項として、

学校や生徒の実態等に応じて義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導を

行うこと、具体的な工夫としては、ア．各教科・科目の学習の中で、学び直しの機会を

設けること、イ．必履修教科・科目について学習指導要領に定める標準単位数より増加

して履修させること、ウ．学校設定教科・科目として学び直しを行うことの三つを示し

ている135。 

○ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導については、個々の生徒の

状況を踏まえた対応が必要である。今後は、生徒一人一人に、初等中等教育を通じて共

                                            
135 平成２６年度における義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導の実施状況としては、必
履修教科・科目の「標準単位数を超えて増加して配当する」ことによる指導を実施している学校の割合が
最も高い状況であった。また、学校によっては義務教育段階の学習内容の確実な定着を図ることを当該学
校の特色として位置付けるなど、学び直しの充実が図られており、そうした学校においては、学校設定教
科・科目として学び直しを中心とした科目を開設し、主に第１学年の生徒については、当該学校設定教科・
科目を中心に履修させるような教育課程を編成している場合がある。 
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通に身に付けるべき資質・能力を確実に育むという観点から、後述する「高等学校基礎

学力テスト（仮称）」等とも連携したより一層の工夫が期待されている。 

○ このため、学校設定教科・科目の設置を含めた対応が可能であるという、学習指導要

領における位置付けをより明確にするとともに、具体的な取組例について周知を図って

いくことが求められる。 

②学習評価の改善・充実等 

○ 高等学校における指導や評価は、前述のとおり、社会で生きていくために必要となる

力を共通して身に付ける「共通性の確保」の観点と、一人一人の生徒の進路に応じた多

様な可能性を伸ばす「多様性への対応」の観点から充実を図っていくことが重要である。 

○ なお、学習評価の改善・充実に向けては、生徒の資質・能力の育成に向けて、指導の

改善と評価の改善を一体として進めることが求められており、学習評価は、実際に指導

したことから現れた生徒の変容を的確に見取り、更なる指導の充実に生かしていくため

にも行われるものであるという、学習評価の意義を改めて確認していく必要がある。 

（観点別評価の実施） 

○ 第１部第９章に示したとおり、小・中・高等学校を通じて、資質・能力の三つの柱に

基づき学習評価の観点を示すことなどの改善を図ることとしているが、特に高等学校に

おける観点別学習状況の評価に関して、知識量のみを問うペーパーテストの結果や、特

定の活動の結果などのみに偏重した評価が行われているのではないかとの懸念も示され

ている136。 

○ 高等学校教育を通じて、義務教育までにバランスよく培われた資質・能力を更に発展・

向上させることができるよう、高等学校教育においても、観点別の記載欄を設けた指導

要録の様式例を示すことなどを通じて評価の観点を明確にし、観点別評価の一層の充実

を支援していくことが重要である。 

（多面的な評価の充実） 

○ 高等学校においては、生徒一人一人の進路に応じた多様な可能性を伸ばしていくとい

う視点から、多様な活動の機会を通じて、それぞれの生徒に成長のきっかけを与えると

ともに、多様な学習活動における学習の成果を的確に見取り、生徒一人一人に対応した

指導の改善につなげていく取組が重要となる。 

                                            
136 高等学校における観点別評価の実施状況としては、「実施できている」と回答している学校（学科数）は
約７～８割であるが、観点別の学習状況を指導要録に記録している学科は、普通科で１.３％、専門学科で
０.８％、総合学科で２.１％などとなっている。また、目標に準拠した評価の実施に当たっての課題とし
ては、「評価技術の問題」、「教員の意識や学校の体制の問題」などがあげられているが、一人の教員が指導
する生徒数が多いことなどもその背景として指摘されている。 
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○ 例えば、後述の（３）②において詳述する「総合的な探究の時間」や「理数探究」な

ど、探究の過程を重視した学習について、その学びの過程を含めた評価を行うなど、多

様な学習活動に対応した評価の在り方等を開発・普及していくことが必要である。 

○ また、評定や観点別学習状況の評価といった目標に準拠した評価だけではなく、生徒

一人一人のよい点や可能性に着目する個人内評価についても併せて充実を図る必要があ

る。 

○ 高大接続改革においては、こうした多様な評価を活用して、高等学校における学びと

大学教育をつないでいく議論がなされており、大学入学者選抜改革の観点からも、こう

した多面的な評価の充実が求められる。 

（キャリア形成を見通し振り返る自己評価の充実） 

○ 一人一人の進路に応じた多様な可能性を伸ばし、その後の大学や専門学校などの高等

教育機関での学修や社会での活動等へと接続させていく上で、高校生自らが将来のため

に何に取り組んでいくべきかを考え、その取組を自覚的に振り返ることを通して、主体

的な学びや自発的なキャリア形成を促していくことが重要である。 

○ そのため、高等学校教育において、生徒自らが設定した将来の目標に向かい、どのよ

うな学びを重ねてきたのか、そこから何を学んだのかについて、高等学校入学から卒業

までを通して、自覚的に振り返ることや、それを踏まえて教員が生徒の学習状況等を把

握し、目標達成に向けた助言を行ったり、進路指導を行ったりすることを促す取組を推

進していくことが求められる。 

○ 具体的には、第１部第８章で述べた「キャリア・パスポート（仮称）」などを活用して、

生徒一人一人が、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりすること

ができるようにすることが重要である。こうした自己評価に関する学習活動に、教員が

対話的に関わり、目標を修正するなどの改善に生かしていくことや、複数の教員が関わ

り、一人の生徒を多面的に見てその生徒の個性を伸ばす指導へとつなげていくことなど

も期待される。 

（「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の活用） 

○ 義務教育段階の学習内容を含めた高校生に求められる基礎学力の確実な習得とそれに

よる高校生の学習意欲の喚起に向けて、高等学校における生徒の基礎学力の定着度合い

を把握・提示できる仕組みとして「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の検討が進められ

ている。 

○ この「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の基本的な目的は、生徒の基礎学力の習得と

学習意欲の向上を図ることにあり、具体的な運用においては、学校が、客観的でより広

い視点から自校の生徒の基礎学力の定着度合いを把握し、指導を工夫・充実することや、
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設置者等が基礎学力定着に向けた施策の企画・立案や教員配置、予算等を通じた学校支

援の実施に取り組むことが重要になる。 

○ この他にも、都道府県独自に調査を実施したり、校長会等において検定試験を行った

りしている。各学校及び教育委員会等の設置者は、こうした調査等の結果を活用して、

授業の改善をはじめ、教育課程の改善を図るサイクルが構築されるよう、具体的な活用

事例の提示を含めて検討を進めていくことが必要である。 

（教員の評価能力の向上に向けた研修等の充実） 

○ 以上のように、生徒の多様な学習活動を多面的に評価することが求められていること

を踏まえ、教員の評価能力の向上を図っていくことが重要であり、教員の養成・研修の

充実が必要である。また、評価業務が教員の中核的業務であることを踏まえつつ、指導

要録や調査書の電子化などの業務改善に資する取組や教員配置等の改善が求められる。 

③各学校の特色ある教育課程編成の推進 

○ スーパーサイエンスハイスクールや、スーパーグローバルハイスクール、スーパー・

プロフェッショナル・ハイスクールにおける先進的な教育課程の研究成果や、論理的思

考力や表現力、探究心等を備えた人間育成を目指す国際バカロレアのカリキュラム等を

踏まえながら、各高等学校が特色ある教育活動を実施していく観点から、教科等におけ

る学びと教科等横断的な学びを教育課程の中でより一層効果的に関連付けていくこと

も求められる。 

（３）卒業に必要な単位数や教科・科目の構成等 

①単位数についての考え方 

（卒業に必要な単位数） 

○ 現行の学習指導要領等においては、各学校における教育課程の状況等を踏まえ、卒業

に必要な単位数は７４単位としつつ、「高度な普通教育」及び「専門教育」を施す高等学

校においては、普通教育として、全ての生徒に対し、日常生活を営む上で共通に必要と

される知識・技能を習得させ、それを活用する能力を伸ばし、調和のとれた人間の育成

を目指すとの観点から、必履修教科・科目を設定しており、全学科共通で必履修及び選

択必履修の教科・科目等の単位数は最低で３８単位となっている。 

○ 生徒に卒業までに修得させる単位数については、多くの定時制課程や通信制課程にお

いて、卒業までに修得させる単位数を７４単位としている現状を踏まえ、国として定め

る卒業までに修得させる単位数は、引き続き７４単位以上とすることが適当である。 
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（必履修教科・科目の単位数） 

○ 学習指導要領に定める高等学校の必履修教科・科目は、「高等学校とは何か」というこ

とを学習内容の面から国が示したものであり、引き続き、必履修教科・科目を設定する

ことが適当である。現在の必履修とすべき教科の範囲は、いずれも全ての生徒が社会で

生きていくために必要となる力を共通して身に付けるためのものであり、現行の教科を

基本とすることが適当である。 

○ また、標準単位数の設定については、全ての生徒が社会で生きていくために必要とな

る力を共通して身に付ける観点と、一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ば

す観点を踏まえる必要があることから、各必履修教科における必履修科目の単位数につ

いて、現行の単位数を原則として増加させないこととし、選択必履修となっている教科

についても最少の単位数については、原則として増加させないこととすることが適当で

ある。 

（選択科目の単位数） 

○ 必履修科目に関する見直しと併せて、選択科目や専門教科・科目について改善・充実

を図ることとし、標準単位数については、①各教科の必履修科目との関係や履修順序、

②生徒の進路に応じた選択を可能にするとともに過大にならないようにすること、③現

行の各教科における科目の履修状況等を考慮して定めることとすることが適当である。 

②教科・科目の構成と標準単位数 

○ 「共通性の確保」と「多様性への対応」を軸に、高等学校において育成を目指す資質・

能力を踏まえつつ、共通教科における教科・科目の構成に関して、以下のような改善が

求められる。 

〔国語科〕 

・共通必履修科目については、育成が求められる言語能力の在り方を踏まえつつ、実社

会・実生活における言語による諸活動に必要な能力を育成する「現代の国語」と、我

が国の伝統や文化が育んできた言語文化を理解し継承して生かす能力を育成する「言

語文化」を設定すること。 

・選択履修科目については、言語能力の三つの側面（①創造的・論理的思考、②感性・

情緒、③他者との伝え合い）それぞれを主として育成する「論理国語」、「文学国語」、

「国語表現」を設定するとともに、伝統的な言語文化に関する理解をより深めるため

の「古典探究」を設定すること。 

〔地理歴史科〕 

・共通必履修科目については、世界史必修を見直し、世界とその中における我が国を広
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く相互的な視野から捉えて、現代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史を考察する

「歴史総合」と、持続可能な社会づくりを目指し、環境条件と人間の営みとの関わり

に着目して現代の地理的な諸課題を考察する「地理総合」を設定すること。 

・選択履修科目については、歴史や地理を発展的に学習する科目として「日本史探究」、

「世界史探究」、「地理探究」を設定すること。 

〔公民科〕 

・共通必履修科目については、現代社会の諸課題を捉え考察し、選択・判断するための

手掛かりとなる概念や理論を、古今東西の知的蓄積を踏まえて習得するとともに、そ

れらを活用して自立した主体として、他者と協働しつつ国家・社会の形成に参画し、

持続可能な社会づくりに向けて必要な力を育む「公共」を設定すること。 

 選択履修科目については、人間としての在り方生き方や社会の在り方を発展的に学習

する科目として「倫理」、「政治・経済」を設定すること。 

〔理数科〕 

・スーパーサイエンスハイスクールにおける取組の成果等を踏まえながら、教科の枠に

とらわれない多面的・多角的な視点で事象を捉え、数学や理科における「見方・考え

方」を活用しながら探究的な学習を行い、新たな価値の創造に向けて粘り強く挑戦す

る力の基礎を培う科目を、共通教科としての「理数」に設定すること。探究の進め方

等に関する基礎を学ぶ「理数探究基礎」と、自ら課題を設定し探究する「理数探究」

とで構成すること。 

・これらの科目の履修で「総合的な探究の時間」（後述）と同様の成果を期待できる場合

は、履修の一部又は全部に替えることができるものとすること。 

〔数学科〕 

・数学の学びを社会生活で活用する場面として、統計に関する学習を充実させていくこ

とが重要である。「理数探究」の新設なども踏まえて、「数学活用」を発展的に廃止す

るとともに、「数学Ｃ」を新設するなど科目構成を見直すこと。 

〔理科〕 

・「理数探究」の新設なども踏まえて、「理科課題研究」を発展的に廃止すること。 

〔外国語科〕 

・国の高等学校卒業段階における英語力の目標を基に、国際的な基準であるＣＥＦＲの

Ａ２～Ｂ１レベル程度以上（英検準２級～２級程度以上）の高校生の割合を５割とす

る取組を進めてきたことを踏まえつつ、小・中・高等学校を通じて一貫して育む指標

形式の目標を設定すること。科目構成については、聞くこと、話すこと、読むこと、
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書くことを総合的に扱う科目群として「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を設定。

「英語コミュニケーションⅠ」を共通必履修科目とすること。 

・また、発表や討論・議論、交渉の場面を想定し、外国語による発信能力を高める科目

群として「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を設定すること。 

〔家庭科〕 

・科目の履修状況を踏まえ、現行の３科目からの選択必履修を改め、「家庭基礎」と「家

庭総合」の２科目からの選択必履修とすること。 

〔情報科〕 

・共通必履修科目については、問題の発見・解決に向けて、事象を情報とその結び付き

の視点から捉え、情報技術を適切かつ効果的に活用する力を全ての生徒に育む「情報

Ⅰ」を設定。全ての高校生がプログラミングによりコンピュータを活用する力を身に

付けられるようにすること。 

・選択履修科目として、「情報Ⅰ」の基礎の上に、情報システムや多様なデータを適切か

つ効果的に活用する力や、情報コンテンツを創造する力を育む「情報Ⅱ」を設定する

こと。 

〔総合的な学習の時間〕 

・高等学校における総合的な学習の時間は、特定の分野を前提とせず、実社会・実生活

から自ら見いだした課題を探究することを通じて、小･中学校における学びを基盤とし

ながら、より自分のキャリア形成の方向性を考えることにつなげるものであること。

いわば、生涯にわたって探究する能力を育むための、初等中等教育最後の総仕上げと

なる重要な時間であること。 

・一方で、小･中学校と比較して高等学校での取組が低調であるとの指摘もあるところで

あり、重要性を踏まえた位置付けを明確化するため、名称を例えば「総合的な探究の

時間」として見直すとともに、生徒の主体的な探究を支援する教材等の作成も検討す

ること。 

○ その他、保健体育科においては、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続したり、

自他の健康課題を解決したりできるようにすることや、芸術科においては、生活や社会

の中の芸術の働きや芸術文化と豊かに関わり、生涯にわたって芸術文化を愛好する心情

をもてるようにすることを重視することとしている。 

○ こうした各教科等の改善の方向性を踏まえつつ、標準単位数については、前述の①の

考え方を踏まえながら、別紙９－３のとおりとすることが適当である。 
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③専門学科及び総合学科について 

○ 農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉、理数、体育、音楽、美術、英語

の専門学科においては、我が国の産業経済の発展を担う人材を育成するため、又はその

他の特定の分野における専門的な人材を育成するため、一定の専門性を確保する観点か

ら、専門教科・科目を２５単位以上履修させることとしている。 

○ 専門学科については、一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばすために、

学校の実態に応じて、様々な履修が考えられるため、引き続き、全ての生徒に履修させ

る専門教科・科目の単位数は、２５単位を下らないこと、必履修教科・科目の履修と同

様の成果が期待できる場合には、その専門教科・科目の履修をもって、必履修教科・科

目の履修の一部又は全部に替えることができること、職業教育を主とする専門学科にお

いては、「課題研究」、「看護臨地実習」又は「介護総合演習」と「総合的な探究の時間」

について、同様の成果が期待できる場合には、相互に一部又は全部に替えることができ

ることとする。 

○ また、総合学科は、幅広い選択科目の中から生徒が自ら科目を選択し学ぶことを特色

とし、将来の職業選択など自己の進路への自覚を深める学習が重視されるものであり、

学校設定科目「産業社会と人間」を履修することとされている。学校教育目標や育成を

目指す資質・能力を明確にしつつ、生徒の選択に応じた資質・能力の確実な育成につな

がるカリキュラムづくりが求められる。 

○ 「産業社会と人間」については、「社会に開かれた教育課程」の理念や、キャリア教育

の充実の方向性を踏まえつつ、公民科において「公共」が設置されることや、特別活動

においてキャリア教育の視点からの改善・充実が図られることなどについて整理し、内

容の充実を図っていくことが必要である。 

④定時制課程及び通信制課程について 

○ 定時制課程及び通信制課程は、高等学校生徒の多様化が進む中にあって、多様な学習

スタイルに応じた学びの実現を可能としており、従来からの勤労青年のための教育機関

としての役割だけでなく、多様な学習ニーズにも対応する役割を果たしている。このた

め、高等学校の教育課程の基本的な枠組みを踏まえつつ、必要な弾力的な扱いを維持す

ることが適当である。 

○ なお、学習時間や時期、方法など自分のペースで学べることから、不登校・中途退学

経験者等への学び直しの機会提供など、困難を抱える生徒の自立支援等の面でも大きく

期待されるようになっている。また、外国籍の生徒や発達障害等の特別な支援を必要と

する生徒への対応なども重要な課題となっている。 

○ このような中で、多様な生徒が入学している実態にきめ細かに対応するため、義務教

育段階からの学び直しを支える体制の強化に加え、日々の生活指導や教育相談、将来を
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見通した進路指導をサポートする体制など、学習面だけでなく、学校の内外を問わず、

様々な形で生徒や学校等への支援を充実していく必要がある。 
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５．特別支援学校137 

（１）現状・課題と改善の方向性 

○ 近年、特別支援学校に在籍する子供たちの数は増加傾向にあり、特に、中学校に在籍

した生徒が特別支援学校高等部に入学するケースが増加している。 

  また、重複障害者の割合も増加傾向にあり、例えば、他の障害に自閉症を併せ有する

者や視覚と聴覚の障害を併せ有する者など、多様な障害の種類や状態等に応じた指導や

支援がより強く求められるようになっている。 

○ 各学校においては、在籍する子供たちの実態を分析・検討した上で、それぞれの学校

における教育課題を正しくとらえ、重視する点や留意する点を明らかにして学校の教育

目標を設定する必要がある。 

○ その上で、幼稚園教育要領に示された各領域のねらい、学習指導要領に示された各教

科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動の目標、指導内

容の選択や配列等を通して、各学校の教育目標を達成できるよう、教育課程を編成する

ことが必要である。 

○ 教育課程の実施に当たっては、全ての子供たちに個別の教育支援計画を作成し、家庭

や地域、医療や福祉等の関係機関等と連携した組織的、継続的な指導や支援を行うとと

もに、各教科等にわたる個別の指導計画を作成し、それに基づいて行われた学習の状況

や結果を適切に評価し、指導の改善に努める必要がある。 

○ 次期学習指導要領においては、①教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会の変

化に視点を向け、柔軟に受け止めていく「社会に開かれた教育課程」の考え方、②育成

を目指す資質・能力についての基本的な考え方、③課題の発見や解決に向けた「主体的・

対話的で深い学び」の視点を踏まえた指導方法の充実、④カリキュラム・マネジメント

など、初等中等教育全体の改善・充実の方向性は、特別支援学校においても重視するこ

とが必要である。 

（２）具体的な改善事項 

①視覚障害者等である児童生徒に対する教育課程 

○ 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者に対する教育を行う特別支援学校

においては、幼稚園の各領域や小学校等の各教科等の改訂内容を十分に踏まえ、その着

実な実施が求められる。 

                                            
137 本項においては、特別支援学校における教育課程について記している。全ての学校種を通じた特別支援教
育の充実については、第１部第８章においてまとめている。 
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○ 次期改訂では、小学校の中学年に外国語活動、高学年に外国語科が導入されることに

伴い、小学部においては、授業時間数の確保など、教育課程編成の工夫が必要となるこ

とから、基本的な考え方を示すことが必要である。 

②知的障害者である児童生徒に対する教育課程 

○ 小学校等の学習指導要領等の改訂において、各学校段階の全ての教科等において育成

を目指す資質・能力の三つの柱に基づき、各教科等の目標や内容が整理されたことを踏

まえ、知的障害者である児童生徒のための各教科の目標や内容について小学校等の各教

科の目標や内容の連続性・関連性を整理することが必要である。 

○ 各部の各段階において育成を目指す資質・能力を明確にすることで計画的な指導が行

われるよう、各段階共通に示している目標を、段階ごとに示すことが必要である。 

○ 各部間での円滑な接続を図るため、小学部、中学部及び高等部の各部や各段階の内容

のつながりを整理し、小学部と中学部、中学部と高等部間や段階間で系統性のある内容

を設定することが必要であり、特に、現行では一段階のみで示されている中学部につい

ては、新たに第二段階を設けることが適当である。 

○ 小学校における外国語教育の充実を踏まえ、小学部において、児童の実態等を考慮の

上、外国語に親しんだり、外国の言語や文化について体験的に理解や関心を深めたりす

るため、教育課程に外国語活動の内容を加えることができるようにすることが適当であ

る。 

○ 各教科については、小学校等の各教科の内容の改善を参考に、社会の変化に対応した

各教科の内容や構成の充実を図ることが必要である。 

○ 障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ、既に当該各部の各教科にお

ける段階の目標を達成しているなど、特に必要がある場合には、個別の指導計画に基づ

き、当該各部に相当する学校段階までの小学校等の学習指導要領の各教科の目標・内容

等を参考に指導できるようにすることが適当である。 

○ 教科別や領域別に指導を行う場合の基本的な考え方を十分に理解した上で、各教科等

を合わせた指導が行われるよう、学習指導要領等における示し方を工夫することが重要

である。 

○ 児童生徒一人一人の学習状況を多角的に評価するため、各教科の目標に準拠した評価

の観点による学習評価を導入し、学習評価を基に授業評価や指導評価を行い、教育課程

編成の改善・充実に生かすことのできるＰＤＣＡサイクルを確立することが必要である。 

③自立活動 

○ 自己の理解を深め、自己肯定感を高めるとともに、得意不得意等に係る意思を表明す
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る力を育み、主体的に学ぶ意欲を一層伸長するなど、発達の段階を踏まえて自立活動の

内容を改善・充実することが必要である。 

○ 実態把握から指導・内容の設定までの各プロセスをつなぐポイントを分かりやすく記

述することが必要である。その際、指導目標・内容を設定する際の各教科等と自立活動

における手順の違いや両者の関連を分かりやすく示す必要がある。 

○ 自立活動における多様な評価方法について分かりやすく記述することが必要である。

その際、子供たち自らが、自立活動を通して、学習上又は生活上の困難をどのように改

善・克服できたか自己評価する方法を工夫することなども重要である。 

④重複障害者等に対する教育課程の取扱い等 

○ 学習指導要領及び解説において、重複障害者等に関する教育課程の取扱いを適用する

際の基本的な考え方を更に分かりやすく示すことが必要である。 

・ 各教科等の目標・内容を、取り扱わなかったり、前各学年の目標・内容に替えたりし

た場合について、取り扱わなかった内容を学年進行後にどう履修するかなど、教科等の

内容の連続性の視点を大切にした指導計画を作成するための基本的な考え方を更に整理

して示す。その際、現行の学習指導要領で障害種別に示している「指導内容を適切に精

選」すること等の規定も十分考慮する。 

・ 他の障害と知的障害を併せ有する者に対して、小・中学校等の各教科の目標・内容を

知的障害のある児童生徒のための各教科の目標・内容に替える場合について、教科の内

容の連続性の視点から、基本的な考え方を整理して示す。 

・ 障害の状態により特に必要がある児童生徒に対して、各教科等の目標・内容に替えて

自立活動を主とした指導を行う場合について、心身の調和的発達を促す視点から、基本

的な考え方を整理して示す。 

⑤指導方法の改善・充実 

○ 小学校等におけるアクティブ・ラーニングの視点からの学びの過程についての質的改

善の方向性は、特別支援学校においても同様であり、新しい社会の在り方を自ら創造す

ることができる資質・能力を育むために、教員が習得・活用・探究といった学びの過程

全体を通して、子供たちが「主体的・対話的で深い学び」ができているのかといった子

供たちの変容等を踏まえて指導方法を見直し、改善していくことが必要である。 

○ アクティブ・ラーニングの視点からの指導方法の見直しについては、子供たちが思考

し、判断し、表現していく学びの過程が重要となるが、障害のために思考し、判断し、

表現することへの困難さのある子供たちについても、障害の状態等に留意して、「主体

的・対話的で深い学び」を実現することを目指し、これらの困難さに対応しながら、学
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びの過程の質的改善を行うことが求められる。 

○ 視覚障害者等である子供たちに対する、各教科等の指導計画の作成と内容の取扱いに

ついては、育成を目指す資質・能力の視点を一層重視しつつ、医療の進展や支援機器等

の開発が進むであろうことも考慮し、子供たちの障害の状態や特性等を踏まえた指導上

の留意事項を示すことが必要である。 

○ 重複障害者等に対する指導については、ⅳ）で前述した教育課程の取扱いのほか、例

えば、自閉症と他の障害が重複する子供たちや、視覚と聴覚の障害が重複する子供たち

に対する指導方法について、基本的な考え方や留意点等を具体的に示すことが必要であ

る。 

○ 障害の状態等に応じた効果的な学習指導やコミュニケーションの手段として、コンピ

ュータ等のＩＣＴ等を一層活用することが有効である。 

⑥カリキュラム・マネジメントの考え方 

○ 「社会に開かれた教育課程」の観点から、子供たちが卒業後に社会で生活する姿を描

き、それぞれの学校において、各部段階を通じてでどのような子供たちを育てようとす

るのか、そのためにはどのような教育を行うことが適当か等の基本的な考え方を明確に

した上で教育課程編成に必要な考え方を示すことが必要である。 

⑦キャリア教育の充実 

○ 幼稚部、小学部の段階から、学校や社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らし

い生き方を実現していく過程であるキャリア発達を促すキャリア教育の視点を示すこと

が必要である。 

○ 障害の程度が重度の子供たちのキャリア教育の考え方について、社会との接続を踏ま

え、キャリア発達の視点から示すことが必要である。 

○ 特別支援学校高等部の卒業生の一般企業等への就労が年々増加している状況を踏まえ、

障害のある生徒が自立し社会参加を図るために、幼稚部段階から高等部卒業までを見据

えた一貫性のある指導や支援の下、子供たち一人一人のキャリア発達を確実に促すこと

のできる教育を一層充実させていくことが必要である。 

⑧あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師等の養成カリキュラム等の改善 

○ 高等部における専門教科、専攻科における教育については、あん摩マッサージ指圧師、

はり師及びきゅう師等のカリキュラム等の改善に関する検討がなされている動向を踏ま

え、教育内容等の改善・充実を図る必要がある。 
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（３）特別支援教育の改善・充実を支える方策 

①教員の専門性向上 

○ 中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申）」

（平成２７年１２月）を踏まえ、以下に示すように、教員の養成・採用・研修の各段階

において特別支援教育に関する内容を充実することが必要である。 

（大学の教職課程における教員養成） 

・発達障害を含めた特別な支援を必要とする子供たちに関する理論及びその指導法につい

て、幼稚園、小・中・高等学校の教員免許状取得のための教職課程において独立した科

目として位置付ける。 

（幼稚園等、小・中・高等学校教員） 

・全ての教員が特別支援教育に関する基礎的な知識・技能を身に付けるための研修が必要

である。 

・小・中学校等の特別支援学級担任の特別支援学校教諭免許状の保有率について、現状の

２倍程度を目標として、取得を促進することが期待される。 

（特別支援学校教員） 

・障害の多様化や重度・重複化への対応、特別支援学校のセンター的機能を発揮するため

の地域における小・中学校等との効果的な連携手法等に関する知識を身に付けるための、

専門的な研修の充実が期待される。 

・教育職員免許法附則第１６項の廃止も見据え、平成３２年度までの間に、おおむね全て

の特別支援学校の教員が特別支援学校教諭免許状を所持することを目指し、国が必要な

支援を行う必要がある。 

②学校の指導体制 

○ 特別支援教育コーディネーターについては、障害の多様化や重度・重複化への対応、

地域における他の学校、関係機関との効果的な連携が求められてきており、特別支援教

育コーディネーターの役割を分かりやすく整理し示すとともに、その専門性を高めるた

めの研修等の充実等を図ることが求められる。 

○ 特別支援教育コーディネーター、通級による指導の担当教員など、各学校において特

別支援教育に対応するための教員定数等の改善が求められる。 

○ 特に、特別支援教育コーディネーターは、各学校において、校内委員会、校内研修の

企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口等の役割を担う

など、特別支援教育推進に向けた多岐にわたる校務の中核を担っている。 
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○ また、特別支援学校における特別支援教育コーディネーターは、校内における取組だ

けでなく、例えば、小・中学校等に在籍する児童生徒に対する巡回による指導を行った

り、特別支援学校の教員の専門性を活用しながら教育相談を行ったりするなど、域内の

教育資源の組合せ（スクールクラスター138）の中で、コーディネーターとしての機能を

発揮していくことが求められる。 

○ このような特別支援教育コーディネーターの役割の重要性を踏まえ、各学校に計画的

に育成・配置されていくことが必要である。 

③家庭や地域、関係機関等との一層の連携 

○ 教育課程の編成に当たっては「社会に開かれた教育課程」の観点から、各教科等や自

立活動の指導の場面でも、家庭や地域、専門家や支援団体等の関係機関等との連携・協

力が求められる。 

○ 障害のある子供たちへの指導や支援に当たり、医療や福祉等の関係機関との連携は不

可欠であり、これらを担当する行政機関等との連携・協力が一層求められる。 

④高等学校入学者選抜や大学入学者選抜、企業等の雇用における取組の充実 

○ 障害者差別解消法の趣旨を十分に踏まえ、全ての学校を障害のある生徒が受験する可

能性があることを前提として、障害のある生徒への適切な対応が求められる。 

○ 障害のある生徒の卒業後の継続的な就労等に向けて、障害者の雇用の促進等に関する

法律の趣旨を踏まえた障害者雇用の改善が図られることが求められる。 

⑤教科用図書、教材、支援機器等の充実 

○ 視覚障害、聴覚障害及び知的障害のある児童生徒のための文部科学省著作教科書を作

成するとともに、教科書会社等により拡大教科書や点字教科書の作成が期待される。 

○ 障害のある子供たちの特性等に応じて、支援機器等教材の積極的な活用を促進する。 

⑥全国的な実施状況の把握 

○ 新しい学習指導要領の着実な実施を図るため、文部科学省、国立特別支援教育総合研

究所、都道府県等教育センター、特別支援教育に関する研究団体等が連携し、特別支援

教育に係る教育課程の編成・実施についての実態把握、教育課程の改善・充実のための

                                            
138 地域内の幼稚園、小・中・高等学校及び特別支援学校の組合せにより、域内の全ての子供一人一人の教
育ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムの構築を目指す。例えば、交流及び共同学
習を推進したり、特別支援学校のセンター的機能を活用し、地域内の関係者で特定の子供の合理的配慮に
ついて検討したり、通級指導担当教諭が地域内の各学校を巡回指導したりする取組が行われている。 
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研究開発等に取り組み、各学校での教育課程編成や学習指導の改善・充実を支援してい

くことが重要である。 

○ さらに、将来の学習指導要領の改訂に資するよう、次期改訂に基づく教育課程の編成・

実施について、全国的な状況を経年で把握・分析していくことが重要である。 
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６．学校段階間の接続 

（１）幼児教育と小学校教育の接続 

○ 小学校低学年は、学びがゼロからスタートするわけではなく、幼児教育で身に付け

たことを生かしながら教科等の学びにつなぎ、子供たちの資質・能力を伸ばしてい

く時期である。 

○ 幼稚園教育要領においては、前述の１．に示したとおり、「健康」「人間関係」「環境」

「言葉」「表現」の各領域において、資質・能力の三つの柱に沿って内容の見直しを図る

ことや、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を位置付けることとしているところで

ある。こうした改善を踏まえ、小学校教育においては、生活科を中心としたスタートカ

リキュラムを学習指導要領に明確に位置付け、その中で、合科的・関連的な指導や短時

間での学習などを含む授業時間や指導の工夫、環境構成等の工夫139も行いながら、幼児

期に総合的に育まれた資質・能力や、子供たちの成長を、各教科等の特質に応じた学び

につなげていくことが求められる。 

○ その際、スタートカリキュラムにおける学習を、小学校におけるその後の学習に円滑

につないでいくという視点も重要である。 

（２）小学校教育と中学校教育の接続 

○ 小学校・中学校の接続については、義務教育９年間を通じて、子供たちに必要な資質・

能力を確実に育むことを目指し、同一中学校区内の小・中学校間の連携の取組の充実が

求められる。 

○ 具体的な取組の工夫として、例えば以下のようなことが考えられる。 

① 学校評議員会や地域学校協働本部の会議等の合同開催などの機会を通して、各学校

で育成を目指す資質・能力や、それに基づく教育課程の編成方針などを、学校、保護

者、地域間で共有し必要に応じて改善を図ること。 

② 校長・教頭等の管理職が集まる機会を用いて、各学校で育成を目指す資質・能力や、 

それに基づく教育課程の編成方針などを共有し必要に応じて改善を図ること。 

③ 教職員による合同研修会を開催し、当該中学校区で９年間を通じて育成を目指す資

質・能力との関係から、各教科等、各学年の指導の在り方を考えるなど、学習指導の

改善を図ること。 

④ 同一中学校区内の小・中学校のＰＴＡ代表が集まる場や、各小・中学校のＰＴＡ総

                                            
139 「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」（平成２２年１１月）においては、
スタートカリキュラム編成上の留意点として、幼稚園、保育所、認定こども園と連携協力すること、個々
の児童に対応した取組であること、学校全体での取組とすること、保護者への適切な説明を行うこと、授
業時間や学習空間などの環境構成、人間関係づくりなどについて工夫することを挙げている。 



 

 

119 

 

会の場等において、同一中学校区内の小・中学校の取組の共有や、保護者間の連携・

交流を深めること。 

○ また、小学校高学年に関しては、子供たちの抽象的な思考力が高まる時期であり、指

導の専門性の強化が課題となっていることを踏まえ、専科指導を拡充するなどにより、

中学校への接続を見据えた指導体制の充実を図ることが必要である。 

○ さらには、小中一貫教育による特色ある教育課程を編成できる制度として創設された、

義務教育学校制度における教育課程の特例措置140を活用することによって、小学校高

学年の発達の段階における課題に対応した教育内容と指導体制を確立し、小学校教育と

中学校教育を円滑に接続させ、特色ある教育活動を展開していくことも効果的であると

考えられる。 

（３）中学校教育と高等学校教育の接続 

○ 新しい教育課程においては、「義務教育段階を終える段階で身に付けておくべき力は何

か」、「高等学校卒業の段階で身に付けておくべき力は何か」という観点から、各学校段

階で育成を目指す資質・能力を相互につないでいくことが求められる。義務教育を行う

最後の教育機関としての役割を担う中学校においては、小学校６年間の学びを中学校で

の学びにつなげ、義務教育段階で身に付けておくべき資質・能力をしっかりと育成した

上で、高等学校の学びにつなげていく視点を一層重視していくことが求められる。 

○ 高等学校においては、必要に応じて学び直しの視点を踏まえた教育課程を編成して、

義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るなど、生徒の学習課題に応じた学習の基

盤づくりを行い、高等学校段階の学びの共通性の確保を確かなものにしていくことが求

められる。 

○ また、高等学校においては、生徒の多様な進路の希望に応えるため、幅広い教科・科

目の中から生徒が履修する科目の選択を行うなど、選択履修の趣旨を生かした教育課程

編成を行うこととしている。このことは、生徒に自身の在り方や生き方を考えさせて適

切に選択・判断する力を求めるものである。中学校までの教育課程においては、生徒が

履修する教育課程を選択するということはないため、高等学校への接続に関連して、生

徒が適切な教科・科目を選択できるよう指導の充実を図ることが重要である。 

○ 高等学校入学者選抜については、中学校における学びの成果を高等学校につなぐもの

であるとの認識に立ち、知識の理解の質を重視し、資質・能力を育んでいく次期学習指

導要領の趣旨を踏まえた改善を図ることが求められる。 

                                            
140 義務教育学校及び併設型の小中一貫教育校においては、小中一貫教育による特色ある教育課程を編成する
ことができるよう、小学校に相当する前期課程と中学校に相当する後期課程において、学習指導要領に定
める指導内容の一部について、相互に関連するものを入れ替えて指導したり、移行して指導したりするこ
となどができる。 



 

 

120 

 

○ なお、中学校と高等学校との円滑な接続の観点からは、中等教育の多様化を一層推進

し、生徒の個性をより重視した教育を実現するため、中高一貫教育制度が設けられてい

るところである。子供たちの現状や地域の実情に応じ、こうした制度を活用して特色あ

る取組を展開していくことも考えられる。 

（４）幼稚園、小学校、中学校、高等学校等と特別支援学校との連続性 

○ 子供たちの学びの連続性を確保する観点から、知的障害のある児童生徒のための各教

科の目標・内容の考え方や、重複障害者等の教育課程の取扱いを適用する際の留意点等

について、小・中学校等の各教科の目標・内容との連続性に留意して整理し、分かりや

すく示すことが必要である。 

○ 小学校等から特別支援学校への転学や、特別支援学校から小学校等への転学が行われ

た場合に、各学校において、前籍校から引き継いだ個別の教育支援計画や個別の指導計

画を基に、子供たちの障害の状態等や学習の履歴等を踏まえた、継続的な指導や支援が

行われるよう、個別の教育支援計画や個別の指導計画の引継ぎ、活用についての考え方

や留意点を示すことが必要である。 

○ 次期学習指導要領の改訂において、知的障害のある児童生徒のための各教科の目標・

内容の整理を行うことを踏まえ、長期的には、幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学

校等との間で、教育課程が円滑に接続し、子供たち一人一人の学びの連続性を実現して

いくために、国として、学校種別にかかわらず、各教科の目標・内容を一本化する可能

性についても検討する必要がある。 

（５）高大接続 

○ 現在進められている高大接続改革は、大学入学者選抜の在り方のみが議論されている

わけではなく、高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の在り方を一体的に改革して

いこうとするものであることに留意が必要である。 

○ 本答申が示すように、次期学習指導要領に基づく高等学校教育は、生徒一人一人に資

質・能力を育むことや、アクティブ・ラーニングの視点で生徒の学びの質を高めていく

ことなどを目指すものである。大学入学者選抜においても、高等学校教育を通じて育ま

れた生徒の力を多面的に捉えて評価していくための改革が進められている。こうした中

で、大学入学者選抜は、高等学校における学びを価値付け、その成果を大学教育におい

て更に伸ばしていくためのものとして機能することになる。 

○ 大学教育においては、高等学校教育における成果を更に伸ばすことを目指し、三つの

方針（三つのポリシー）141を策定することとされている。これにより、生徒や高等学校

                                            
141 三つの方針（三つのポリシー）とは、①各大学、学部・学科等の教育理念に基づき、どのような力を身
に付けた者に卒業を認定し、学位を授与するのかを定める基本的な方針（卒業認定・学位授与の方針、デ
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関係者は、難易度ではなく、どのような力を身に付けていきたいかを軸に、進路を選択

していくことが可能となる。 

○ 高等学校においては、こうした高大接続の見通しを持ちながら、教育課程の編成・実

施・改善、指導や評価の充実を図っていくことが求められる。 

（６）職業との接続 

○ 人は職業を通じて、社会と関わり生計を維持するとともに、個性を発揮して自己を実

現していく。子供たちが、変化の激しい社会の中で職業に就くためには、学校教育を通

じて、社会的・職業的自立に向けて必要な資質・能力を育成するとともに、生涯にわた

って、必要となる知識・技能などを自ら身に付けていけるようにすることが必要である。

学校教育においては、子供たちが学校から社会・職業へ移行した後までを見通し、その

中で、学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を明確にし、教育課程を編成していく

ことが求められる。 

○ 特に高等学校においては、卒業後に就職を希望する生徒に対して、そのニーズに応え

ることができるよう、必要な資質・能力の育成につながる教育課程の改善・充実を図る

とともに、企業等とも連携しつつ、社会的移行に対応した、より実践的な教育活動が展

開できるように体制整備等を進める必要がある。 

○ 特に、職業教育を主とする専門学科においては、地域の企業やその団体等との間で緊

密な関係が構築されており、教育活動や就業に向けた指導や支援においても連携が図ら

れている。引き続き、こうした関係を維持、発展させていくことが必要である。 

 

  

                                                                                                                                          

ィプロマ・ポリシー）、②ディプロマ・ポリシーの達成のために、どのような教育課程を編成し、どのよう
な教育内容・方法を実施し、学修成果をどのように評価するのかを定める基本的な方針（教育課程編成・
実施の方針、カリキュラム・ポリシー）、③各大学、学部・学科等の教育理念、ディプロマ・ポリシー、カ
リキュラム・ポリシーに基づく教育内容等を踏まえ、どのように入学者を受け入れるかを定める基本的な
方針であり、受け入れる学生に求める学習成果（①知識・技能、②思考力・判断力・表現力等、③主体性・
多様性・協働性）を示すもの（入学者受入れの方針、アドミッション・ポリシー）のことである。 



 

 

122 

 

２．各教科・科目等の内容の見直し 

１．国語 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた国語科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ ＰＩＳＡ２０１２（平成２４年実施）においては、読解力の平均得点が比較可能な調

査回以降、最も高くなっているなどの成果が見られたが、ＰＩＳＡ２０１５（平成２７

年実施）においては、読解力について、国際的には引き続き平均得点が高い上位グルー

プに位置しているものの、前回調査と比較して平均得点が有意に低下していると分析が

なされている。これは、調査の方式がコンピュータを用いたテスト（ＣＢＴ）に全面移

行する中で、子供たちが、紙ではないコンピュータ上の複数の画面から情報を取り出し、

考察しながら解答することに慣れておらず、戸惑いがあったものと考えられるが、そう

した影響に加えて、情報化の進展に伴い、特に子供にとって言葉を取り巻く環境が変化

する中で、読解力に関して改善すべき課題が明らかとなったものと考えられる142。 

○ 全国学力・学習状況調査等の結果によると、小学校では、文における主語を捉えるこ

とや文の構成を理解したり表現の工夫を捉えたりすること、目的に応じて文章を要約し

たり複数の情報を関連付けて理解を深めたりすることなどに課題があることが明らかに

なっている。中学校では、伝えたい内容や自分の考えについて根拠を明確にして書いた

り話したりすることや、複数の資料から適切な情報を得てそれらを比較したり関連付け

たりすること、文章を読んで根拠の明確さや論理の展開、表現の仕方等について評価す

ることなどに課題があることが明らかになっている。 

○ 一方、全国学力・学習状況調査において、各教科等の指導のねらいを明確にした上で

言語活動を適切に位置付けた学校の割合は、小学校、中学校ともに９０％程度となって

おり、言語活動の充実を踏まえた授業改善が図られている。しかし、依然として教材へ

の依存度が高いとの指摘もあり、更なる授業改善が求められる。 

○ 高等学校では、教材への依存度が高く、主体的な言語活動が軽視され、依然として講

義調の伝達型授業に偏っている傾向があり、授業改善に取り組む必要がある。また、文

章の内容や表現の仕方を評価し目的に応じて適切に活用すること、多様なメディアから

読み取ったことを踏まえて自分の考えを根拠に基づいて的確に表現すること、国語の語

彙の構造や特徴を理解すること、古典に対する学習意欲が低いことなどが課題となって

いる。 

                                            
142 第１部第１章（子供たちの現状と課題）を参照。 
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○ 今回の学習指導要領の改訂においては、これまでの成果を踏まえるとともに、これら

の課題に適切に対応できるよう改善を図ることが求められる143。その際、思考力・判断

力・表現力等の育成を効果的に図るため、引き続き、記録、要約、説明、論述、討論等

の言語活動の充実を図ることが必要である。 

②課題を踏まえた国語科の目標の在り方 

○ 国語科において育成を目指す資質・能力については、第１部第５章（４）に示す言語

能力を構成する資質・能力の整理を踏まえ、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、

「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱に沿った整理を行い、別添２‐１のとおり取

りまとめた。 

 ・「知識・技能」の「言葉の働きや役割に関する理解」は、自分が用いる言葉に対するメ

タ認知に関わることであり、言語能力を向上させる上で重要な要素である。このこと

は、これまでの学習指導要領においても扱われてきたが、実際の指導の場面において

十分なされてこなかったことが指摘されている。 

・これからの子供たちには、創造的・論理的思考を高めるために、「思考力・判断力・表

現力等」の「情報を多面的・多角的に精査し構造化する力」がこれまで以上に必要と

されるとともに、自分の感情をコントロールすることにつながる「感情や想像を言葉

にする力」や、他者との協働につながる「言葉を通じて伝え合う力」など、三つの側

面の力がバランスよく育成されることが必要である。 

また、より深く、理解したり表現したりするためには、「情報を編集・操作する力」、

「新しい情報を、既に持っている知識や経験、感情に統合し構造化する力」、「新しい

問いや仮説を立てるなど、既に持っている考えの構造を転換する力」などの「考えを

形成し深める力」を育成することが重要である。 

○ これを踏まえ、学校段階ごとに育成を目指す資質・能力について別添２‐２のとおり

整理した。学校段階ごとの国語科の教科目標についても、このような資質・能力の整理

に基づき示すこととする。 

○ なお、小・中学校においては、文字の由来や文字文化に対する理解を深めることにつ

いて、高等学校においては、実社会・実生活に生かすことや多様な文字文化に対する理

解を深めることについて、高等学校芸術科（書道）との円滑な接続を図る必要がある。 

                                            
143 この改善には、第１部第５章４．（言語能力）で述べた読解力の向上に向けた取組（３４ページ）も含ま

れる。 
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③国語科における「見方・考え方」 

○ 国語科は、様々な事物、経験、思い、考え等をどのように言葉で理解し、どのように

言葉で表現するか、という言葉を通じた理解や表現及びそこで用いられる言葉そのもの

を学習対象とするという特質を有している。それは、様々な事象の内容を自然科学や社

会科学等の視点から理解することを直接の学習目的とするものではないことを意味して

いる。 

○ 事物、経験、思い、考え等を言葉で理解したり表現したりする際には、対象と言葉、

言葉と言葉の関係を、創造的・論理的思考、感性・情緒、他者とのコミュニケーション

の側面144から、言葉の意味、働き、使い方等に着目して捉え、その関係性を問い直して

意味付けるといったことが行われており、そのことを通して、自分の思いや考えを形成

し深めることが、国語科における重要な学びであると考えられる。 

○ このため、自分の思いや考えを深めるため、対象と言葉、言葉と言葉の関係を、言葉

の意味、働き、使い方等に着目して捉え、その関係性を問い直して意味付けることを、

「言葉による見方・考え方」として整理した。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ） 資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 国語科においては、ただ活動するだけの学習にならないよう、活動を通じてどのよう

な資質・能力を育成するのかを示すため、別添２‐３のとおり、現行の学習指導要領に

示されている学習過程を改めて整理し、「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」

の３領域における学習活動の中で、三つの柱で整理した資質・能力がどのように働いて

いるかを含めて図示した。 

  その際、言語能力の働く過程145の整理を踏まえ、「認識から思考へ」という過程の中で

働く理解するための力や、「思考から表現へ」という過程の中で働く表現するための力が、

各領域の中で、主にどこで重点的に働いているのかを踏まえて示している。 

○ 「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」のいずれの学習過程においても、

「情報を編集・操作する力」、「新しい情報を、既に持っている知識や経験、感情に統合

                                            
144 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会言語能力の向上に関する特別チームにおいて、これまで
の各種会議等（文化審議会答申「これからの時代に求められる国語力について」（平成１６年２月３日）等）
の議論の成果を踏まえ、言語能力を構成する資質・能力について、①創造的・論理的思考の側面、②感性・
情緒の側面、③他者とのコミュニケーションの側面の三つの側面から整理されたことを受け、国語ワーキ
ングループにおいても、同様の整理をしている。 

145 第１部第５章４．（言語能力の育成）参照 
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し構造化する力」、「新しい問いや仮説を立てるなど、既に持っている考えの構造を転換

する力」を働かせ、考えを形成し深めることが特に重要である。 

○ これらの一連の学習過程を実施する上では、別添２‐１に整理された資質・能力の三

つの柱のうち「学びに向かう力・人間性等」が大きな原動力となる。「学びに向かう力・

人間性等」で挙げられている態度等が基盤となって、自ら次の学習活動に向かおうとす

る意識が生まれ、「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力等」の育成が図られる。ま

た、これらの過程を意識的に行うことを通じて、より一層「学びに向かう力・人間性等」

が育まれ、更に次の学習活動に向かう意欲が高まるなどの正の循環が見込まれる。 

○ 国語科においては、こうした学習活動は言葉による記録、要約、説明、論述、討論等

の言語活動を通じて行われる必要がある。したがって、国語科で育成を目指す資質・能

力の向上を図るためには、資質・能力が働く一連の学習過程をスパイラルに繰り返すと

ともに、一つ一つの学習活動において資質・能力の育成に応じた言語活動を充実するこ

とが重要である。 

ⅱ） 指導内容の示し方の改善 

○ 学校段階ごとに育成を目指す「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに

向かう力・人間性等」（別添２‐２）に基づき教科の「目標」を示すとともに、子供たち

を社会に送り出すまでに国語科においてどのような力を身に付けることを目指すのかを

明確にした上で、小・中・高等学校の教科内容を系統的に示す。 

○ 学習指導要領の「内容」に関しては、別添２‐１に示す育成を目指す資質・能力と、

別添２‐３に示す学習過程を踏まえ、「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」

の３領域により明確に示す。 

②教育内容の改善・充実 

ⅰ） 科目構成の見直し 

○ 高等学校の国語教育においては、教材の読み取りが指導の中心になることが多く、国

語による主体的な表現等が重視された授業が十分行われていないこと、話合いや論述な

どの「話すこと・聞くこと」、「書くこと」の領域の学習が十分に行われていないこと、

古典の学習について、日本人として大切にしてきた言語文化を積極的に享受して社会や

自分との関わりの中でそれらを生かしていくという観点が弱く、学習意欲が高まらない

ことなどが課題として指摘されている。 

こうした長年にわたり指摘されている課題の解決を図るため、科目構成の見直しを含

めた検討が求められており、別添２‐１に示した資質・能力の整理を踏まえ、以下のよ

うな科目構成とする。（別添２‐４を参照） 
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  なお、以下の科目構成の説明において、「学びに向かう力・人間性等」については特に

言及していないが、全ての科目において育成されるものである。 

○ 国語は、我が国の歴史の中で創造され、上代から近現代まで継承されてきたものであ

り、そして現代において実社会・実生活の中で使われているものである。このことを踏

まえ、後者と関わりの深い実社会・実生活における言語による諸活動に必要な能力を育

成する科目「現代の国語」と、前者と関わりの深い我が国の伝統や文化が育んできた言

語文化を理解し、これを継承していく一員として、自身の言語による諸活動に生かす能

力を育成する科目「言語文化」の二つの科目を、全ての高校生が履修する共通必履修科

目として設定する。 

○ 共通必履修科目「現代の国語」は、実社会・実生活に生きて働く国語の能力を育成す

る科目として、「知識・技能」では「伝統的な言語文化に関する理解」以外の各事項を、

「思考力・判断力・表現力等」では全ての力を総合的に育成する。 

○ 共通必履修科目「言語文化」は、上代（万葉集の歌が詠まれた時代）から近現代につ

ながる我が国の言語文化への理解を深める科目として、「知識・技能」では「伝統的な言

語文化に関する理解」を中心としながら、それ以外の各事項も含み、「思考力・判断力・

表現力等」では全ての力を総合的に育成する。 

○ 選択科目においては、共通必履修科目「現代の国語」及び「言語文化」において育成

された能力を基盤として、「思考力・判断力・表現力等」の言葉の働きを捉える三つの側

面のそれぞれを主として育成する科目として、「論理国語」、「文学国語」、「国語表現」を

設定する。 

  また、「言語文化」で育成された資質・能力のうち「伝統的な言語文化に関する理解」

をより深めるため、ジャンルとしての古典を学習対象とする「古典探究」を設定する。 

○ なお、共通必履修科目である「現代の国語」及び「言語文化」において育成された能

力は、特定の選択科目ではなく全ての選択科目につながる能力として育成されることに

留意する必要がある。 

○ 選択科目「論理国語」は、多様な文章等を多面的・多角的に理解し、創造的に思考し

て自分の考えを形成し、論理的に表現する能力を育成する科目として、主として「思考

力・判断力・表現力等」の創造的・論理的思考の側面の力を育成する。 

○ 選択科目「文学国語」は、小説、随筆、詩歌、脚本等に描かれた人物の心情や情景、

表現の仕方等を読み味わい評価するとともに、それらの創作に関わる能力を育成する科

目として、主として「思考力・判断力・表現力等」の感性・情緒の側面の力を育成する。 

○ 選択科目「国語表現」は、表現の特徴や効果を理解した上で、自分の思いや考えをま

とめ、適切かつ効果的に表現して他者と伝え合う能力を育成する科目として、主として

「思考力・判断力・表現力等」の他者とのコミュニケーションの側面の力を育成する。 
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○ 選択科目「古典探究」は、古典を主体的に読み深めることを通して、自分と自分を取

り巻く社会にとっての古典の意義や価値について探究する科目として、主に古文・漢文

を教材に、「伝統的な言語文化に関する理解」を深めることを重視するとともに、「思考

力・判断力・表現力等」を育成する。 

○ また、「古典探究」以外の選択科目においても、高等学校で学ぶ国語の科目として、探

究的な学びの要素を含むものとする。 

○ なお、高校生の読書活動が低調であることなどから、各科目において、高校生がそれ

ぞれの読書の意義や価値について実感を持って認識することにつながるような指導の充

実、読書活動の展開が必要である。 

ⅱ） 教育内容の見直し 

○ 読書は、多くの語彙や多様な表現を通して様々な世界に触れ、これを擬似的に体験し

たり知識を獲得したりして、新たな考え方に出会うことを可能にする。このため、読書

は、国語科で育成を目指す資質・能力をより高める重要な活動の一つである。自ら進ん

で読書をし、読書を通して人生を豊かにしようとする態度を養うために、国語科の学習

が読書活動に結び付くよう小・中・高等学校を通じて読書指導を改善・充実するととも

に、教育課程外の時間においても、全校一斉の読書活動など子供たちに読書をする習慣

が身に付くような取組を推進する必要がある。 

○ 漢字指導の改善・充実の観点から、児童の学習負担を考慮しつつ、常用漢字表の改定

（平成２２年）、児童の日常生活及び将来の社会生活、国語科以外の各教科等の学習にお

ける必要性を踏まえ、都道府県名に用いる漢字を「学年別漢字配当表」に加えることが

適当である。なお、追加する字種の学年配当に当たっては、当該学年における児童の学

習負担に配慮することが必要である。 

○ 現行の学習指導要領では、国語科においても我が国や郷土が育んできた伝統文化に関

する教育を充実したところであるが、引き続き、我が国の言語文化に親しみ、愛情を持

って享受し、その担い手として言語文化を継承・発展させる態度を小・中・高等学校を

通じて育成するため、伝統文化に関する学習を重視することが必要である。 

伝統文化に関する学習については、小・中・高等学校を通じて、古典に親しんだり、

楽しんだり、古典の表現を味わったりする観点、古典についての理解を深める観点、古

典を自分の生活や生き方に生かす観点、文字文化（書写を含む）についての理解を深め

る観点から整理を行い、改善を図ることが求められる。 

○ 現行の学習指導要領においては、全ての教科等において言語活動を重視し充実を図っ

てきたところであるが、今後、アクティブ・ラーニングの視点から授業改善に取り組ん

でいくためには、より一層、言語活動の充実を図り、全ての学習の基盤である言語能力

を向上させることが必要不可欠である。 
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このため、国語科が、中心的役割を担いながら他教科等と連携して言語能力の向上を

図るとともに、国語科が育成する資質・能力が各教科等において育成する資質・能力の

育成にも資することがカリキュラム・マネジメントの観点からも重要である。 

○ このほか、地域の言語文化に関する学習の充実、情報の取扱いなども含む言葉を取り

巻く環境の変化を踏まえた学習の充実等が求められる。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ） 「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 国語教育の改善・充実を図るためには、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、

後述するアクティブ・ラーニングの三つの視点に立った授業改善に取り組んでいくこと

が重要である。言語能力を育成する国語科においては、言語活動を通して資質・能力を

育成する。このため、国語科におけるアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善と

は、アクティブ・ラーニングの視点から言語活動を充実させ、子供たちの学びの過程の

更なる質の向上を図ることであると言える。 

・「主体的な学び」の実現に向けて、子供自身が目的や必要性を意識して取り組める学習

となるよう、学習の見通しを立てたり振り返ったりする学習場面を計画的に設けるこ

と、子供たちの学ぶ意欲が高まるよう、実社会や実生活との関わりを重視した学習課

題として、子供たちに身近な話題や現代の社会問題を取り上げたり自己の在り方生き

方に関わる話題を設定したりすることなどが考えられる。特に、学習を振り返る際、

子供自身が自分の学びや変容を見取り自分の学びを自覚することができ、説明したり

評価したりすることができるようになることが重要である。 

・「対話的な学び」の実現に向けて、例えば、子供同士、子供と教職員、子供と地域の人

が、互いの知見や考えを伝え合ったり議論したり協働したりすることや、本を通して

作者の考えに触れ自分の考えに生かすことなどを通して、互いの知見や考えを広げた

り、深めたり、高めたりする言語活動を行う学習場面を計画的に設けることなどが考

えられる。 

・「深い学び」の実現に向けて、「言葉による見方・考え方」を働かせ、言葉で理解した

り表現したりしながら自分の思いや考えを広げ深める学習活動を設けることなどが考

えられる。その際、子供自身が自分の思考の過程をたどり、自分が理解したり表現し

たりした言葉を、創造的・論理的思考の側面、感性・情緒の側面、他者とのコミュニ

ケーションの側面からどのように捉えたのか問い直して、理解し直したり表現し直し

たりしながら思いや考えを深めることが重要であり、特に、思考を深めたり活性化さ

せたりしていくための語彙を豊かにすることなどが重要である。 

○ また、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた学習・指導の改善・充実のため

に、ＩＣＴを活用することも効果的であると考えられる。例えば、コンピュータを用
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いて情報を収集し、それらを多面的・多角的に吟味すること、大型ディスプレイ等を

用いて発表したり互いの情報を交流したりして、他者の感想や意見を基に自分の考え

を広げ深めること、話す様子を撮影して自身の話し方を振り返り改善をすることなど

が考えられる。 

ⅱ） 教材や教育環境の充実 

○ 資質・能力の育成に向けた教育内容の改善・充実のためには、教材の在り方を見直す

ことが必要である。 

学習指導要領には、「読むこと」以外にも「話すこと・聞くこと」、「書くこと」の領域

があるにもかかわらず、依然として授業が「読むこと」の指導に偏っている傾向がある。

国語科の授業が言語活動を通じて資質・能力を育成する授業となるよう、教材の改善・

充実を図ることが求められる。 

次期学習指導要領の趣旨を実現するため、主たる教材である教科書において、授業の

中で言語活動が一層充実するような教材提示の在り方や、教員が、当該題材において育

成を目指す資質・能力や言語活動を考えるような教材の在り様などが求められる。 

高等学校の科目構成の見直しに応じて、それぞれの科目の趣旨が実現されるよう、教

材の在り方を検討することが求められる。 

○ 資質・能力の育成を図るためには、教員養成や教員研修による教員の資質・能力の向

上、学校図書館やＩＣＴ環境の整備・充実などの条件整備が求められる。 
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２．社会、地理歴史、公民 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた社会科、地理歴史科、公民科の目標の

在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 社会科、地理歴史科、公民科においては、社会的事象に関心を持って多面的・多角的

に考察し、公正に判断する能力と態度を養い、社会的な見方や考え方を成長させること

等に重点を置いて、改善が目指されてきた。一方で、主体的に社会の形成に参画しよう

とする態度や、資料から読み取った情報を基にして社会的事象の特色や意味などについ

て比較したり関連付けたり多面的・多角的に考察したりして表現する力の育成が不十分

であることが指摘されている。また、社会的な見方や考え方については、その全体像が

不明確であり、それを養うための具体策が定着するには至っていないことや、近現代に

関する学習の定着状況が低い傾向にあること、課題を追究したり解決したりする活動を

取り入れた授業が十分に行われていないこと等も指摘されている。 

○ これらの課題を踏まえるとともに、これからの時代に求められる資質・能力を視野に

入れれば、社会科、地理歴史科、公民科では、社会との関わりを意識して課題を追究し

たり解決したりする活動を充実し、知識や思考力等を基盤として社会の在り方や人間と

しての生き方について選択・判断する力、自国の動向とグローバルな動向を横断的・相

互的に捉えて現代的な諸課題を歴史的に考察する力、持続可能な社会づくりの観点から

地球規模の諸課題や地域課題を解決しようとする態度など、国家及び社会の形成者とし

て必要な資質・能力を育んでいくことが求められる。 

②課題を踏まえた社会科、地理歴史科、公民科の目標の在り方 

○ これを踏まえ、社会科、地理歴史科、公民科における教育目標は、従前の目標の趣旨

を勘案して「公民としての資質・能力」を育成することを目指し、その資質・能力の具

体を「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三

つの柱で示し、別添３‐１の通りとりまとめた。 

その際、高等学校地理歴史科、公民科では、広い視野に立ち、グローバル化する国際

社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民として

の資質・能力を、小・中学校社会科ではその基礎をそれぞれ育成することが必要である。 

○ 資質・能力の具体としては、「知識・技能」については、社会的事象等に関する理解な

どを図るための知識と社会的事象等について調べまとめる技能として、「思考力・判断

力・表現力等」については、社会的事象等の意味や意義、特色や相互の関連を考察する

力、社会に見られる課題を把握して、その解決に向けて構想する力や、考察したことや

構想したことを説明する力、それらを基に議論する力として、また、「学びに向かう力・

人間性等」については、主体的に学習に取り組む態度と、多面的・多角的な考察や深い
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理解を通して涵養される自覚や愛情などとして、それぞれ校種の段階や分野・科目ごと

の内容に応じて整理した。（別添３‐２、別添３‐３を参照） 

③社会科、地理歴史科、公民科における「見方・考え方」 

○ 「社会的な見方・考え方」は、課題を追究したり解決したりする活動において、社会

的事象等の意味や意義、特色や相互の関連を考察したり、社会に見られる課題を把握し

て、その解決に向けて構想したりする際の視点や方法であると考えられる。そこで、小

学校社会科においては、「社会的事象を、位置や空間的な広がり、時期や時間の経過、事

象や人々の相互関係などに着目して捉え、比較・分類したり総合したり、地域の人々や

国民の生活と関連付けたりすること」を「社会的事象の見方・考え方」として整理し、

中学校社会科、高等学校地理歴史科、公民科においても、校種の段階や分野・科目の特

質を踏まえた「見方・考え方」をそれぞれ整理した。その上で、「社会的な見方・考え方」

をそれらの総称とした。（別添３‐４、別添３‐５を参照） 

○ こうした「社会的な見方・考え方」は、社会科、地理歴史科、公民科としての本質的

な学びを促し、深い学びを実現するための思考力、判断力の育成はもとより、生きて働

く知識の習得に不可欠であること、主体的に学習に取り組む態度や学習を通して涵養さ

れる自覚や愛情等にも作用することなどを踏まえると、資質・能力全体に関わるもので

あると考えられる。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 三つの柱に沿った資質・能力を育成するためには、課題を追究したり解決したりする

活動の充実が求められる。社会科においては従前から、小学校で問題解決的な学習の充

実、中学校で適切な課題を設けて行う学習の充実が求められており、それらの趣旨を踏

襲する。 

○  そうした学習活動を充実させるための学習過程の例としては、大きくは課題把握、課

題追究、課題解決の三つが考えられる。また、それらを構成する活動の例としては、動

機付けや方向付け、情報収集や考察・構想、まとめや振り返りなどの活動が考えられる。

（別添３‐６を参照） 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○  社会科、地理歴史科、公民科の内容については、三つの柱に沿った資質・能力や学習

過程の在り方を踏まえて、それらの趣旨を実現すべく、次の二点から教育内容を整理し

て示すことが求められる。 
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○ 視点の第一は、社会科における内容の枠組みや対象に関わる整理である。小学校社会

科では、中学校社会科の分野別の構成とは異なり、社会的事象を総合的に捉える内容と

して構成されている。そのため教員は、指導している内容が社会科全体においてどのよ

うな位置付けにあるか、中学校社会科とどのようにつながるかといったことを意識しづ

らいという点が課題として指摘されている。そのことを踏まえ、小・中学校社会科の内

容を、①地理的環境と人々の生活、②歴史と人々の生活、③現代社会の仕組みや働きと

人々の生活という三つの枠組みに位置付ける。また、①、②は空間的な広がりを念頭に

地域、日本、世界と、③は社会的事象について経済・産業、政治及び国際関係と、対象

を区分する。 

○ 視点の第二は、「社会的な見方・考え方」に基づいた示し方の改善である。「社会的な

見方・考え方」は社会的事象等を見たり考えたりする際の視点や方法であり、時間、空

間、相互関係などの視点に着目して事実等に関する知識を習得し、それらを比較、関連

付けなどして考察・構想し、特色や意味、理論などの概念等に関する知識を身に付ける

ために必要となるものである。これらのことを踏まえて、学習指導要領の内容について、

例えば「社会的な見方・考え方」と概念等に関する知識との関係などを示していくこと

が重要である。 

②教育内容の改善・充実 

ⅰ）科目構成の見直し 

（地理歴史科の科目構成） 

○ 地理歴史科の科目構成を見直し、共通必履修科目としての「歴史総合」と「地理総合」

を設置し、選択履修科目として「日本史探究」、「世界史探究」及び「地理探究」を設置

することが適当である。（別添３-７を参照） 

○ 共通必履修科目である「歴史総合」については、（１）②で示した資質・能力を踏まえ

つつ、 

① 世界とその中における日本を広く相互的な視野から捉えて、近現代の歴史を理解す

る科目 

② 歴史の推移や変化を踏まえ、課題の解決を視野に入れて、現代的な諸課題の形成に

関わる近現代の歴史を考察する科目 

③ 歴史の大きな転換に着目し、単元の基軸となる問いを設け、資料を活用しながら、

歴史の学び方（「類似・差異」、「因果関係」に着目する等）を習得する科目 

とすることが適当である。（別添３-８、別添３-９を参照） 
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  そのため、以下のような四つの大項目で構成する。具体的には、科目の導入として、

中学校社会科の学習を振り返りながら、例えば、現代的な諸課題の形成に関わる近現代

の歴史を題材に、歴史を学ぶ意義や歴史の学び方を考察させ、これに続く三つの大項目

は、近現代の歴史の大きな転換（「近代化」、「大衆化」、「グローバル化」）に着目させる

という構成が適当である。 

その際、「近代化」では、近代化の前の各地域の状況（例えば、アジアを舞台とする日

本と世界の商業や交易など）について触れ導入とし、産業社会と国民国家の形成を背景

として人々の生活や社会の在り方が変化したことを扱い、「大衆化」では、大衆の社会参

加の拡大を背景として人々の生活や社会、国際関係の在り方が変化したことを扱い、「グ

ローバル化」では、グローバル化する国際社会を背景として人々の生活や社会、国際関

係の在り方が変化したことを扱い、世界とその中における日本を広く相互的な視野から

捉えて、現代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史を考察させるという構成が適当で

ある。 

また、「自由と制限」、「富裕と貧困」、「対立と協調」、「統合と分化」、「開発と保全」な

どの現代的な諸課題につながる歴史的な状況を取り上げ、近現代の歴史の学習内容の焦

点化を図る。 

  なお、「近代化」、「大衆化」、「グローバル化」といった近現代の歴史の大きな転換に着

目する際には、欧米等特定の地域の動きやそれらの動きが歴史に与える影響のみに着目

することがないよう留意する必要がある。 

また、これを発展的に学習する選択履修科目として「日本史探究」、「世界史探究」を

位置付ける。（別添３-１０、別添３-１１を参照） 

○ 同じく、共通必履修科目である「地理総合」についても、（１）②で示した資質・能力

を踏まえつつ、 

① 持続可能な社会づくりを目指し、環境条件と人間の営みとの関わりに着目して現代

の地理的な諸課題を考察する科目 

② グローバルな視座から国際理解や国際協力の在り方を、地域的な視座から防災など

の諸課題への対応を考察する科目 

③ 地図や地理情報システム（ＧＩＳ）などを用いることで、汎用的で実践的な地理的

技能を習得する科目 

とすることが適当である。（別添３-１２を参照） 

そのため、科目を三つの大項目で構成する。具体的には、第一には、地理を学ぶ意義

を確認するとともに、現代世界の地理的認識を深め、地図やＧＩＳなどに関わる汎用的

な地理的技能を身に付けさせること、第二には、自然と社会・経済システムの調和を図
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った、世界の多様性のある生活・文化について理解させるとともに、地球規模の諸課題

とその解決に向けた国際協力の在り方について考察させること、第三には、日本国内や

地域の自然環境と自然災害との関わりや、そこでの防災対策について考察させるととも

に、生活圏の課題を、観察や調査・見学等を取り入れた授業を通じて捉え、持続可能な

社会づくりのための改善、解決策を探究させるという構成とすることが適当である。 

  また、これを発展的に学習する選択履修科目として「地理探究」を位置付ける。（別添

３-１３を参照） 

（公民科の科目構成） 

○ 公民科の科目構成を見直し、家庭科、情報科や総合的な探究の時間等と連携して、現

代社会の諸課題を捉え考察し、選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論を、古

今東西の知的蓄積を踏まえて習得するとともに、それらを活用して自立した主体として、

他者と協働しつつ国家・社会の形成に参画し、持続可能な社会づくりに向けて必要な力

を育む共通必履修科目としての「公共」を設置し、選択履修科目として「倫理」及び「政

治・経済」を設置することが適当である。その際、現行の選択必履修科目「現代社会」

については、科目を設置しないことが適当である。 

○ 共通必履修科目である「公共」については、（１）②で示した資質・能力を踏まえつつ、

次の三つの大項目で構成する。（別添３-１４を参照） 

① 第一には、自立した主体とは、孤立して生きるのではなく、他者との協働により国

家や社会など公共的な空間を作る主体であるということを学ぶとともに、古今東西の

先人の取組、知恵などを踏まえ、社会に参画する際の選択・判断するための手掛かり

となる概念や理論を、また、公共的な空間における基本的原理（民主主義、法の支配

等）を理解し、以下の大項目の学習につなげることが適当である。 

② 第二には、小・中学校社会科で習得した知識等を基盤に、第一で身に付けた資質・

能力を活用して現実社会の諸課題を、政治的主体、経済的主体、法的主体、様々な情

報の発信・受信主体として自ら見いだすとともに、話合いなども行い考察、構想する

学習を行うことが適当である。 

その際、例えば、政治参加、職業選択、裁判制度と司法参加、情報モラルといった各

主体ならではの題材を取り上げるとともに、指導のねらいを明確にした上で、各主体の

相互の有機的な関連が求められる。例えば、財政と税、消費者の権利や責任、多様な契

約などの題材を取り扱うことが適当である。 

また、これらの主体となる個人を支える家族・家庭や地域等にあるコミュニティを基

盤に、自立した主体として社会に参画し、他者と協働することの意義について考えさせ

ることが求められる。 
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③ 第三には、前二つの学習を踏まえて、持続可能な地域、国家・社会、国際社会づく

りに向けて、諸課題の解決に向けて構想する力、合意形成や社会参画を視野に入れな

がら、構想したことの妥当性や効果、実現可能性などを指標にして議論する力などを

育むことをねらいとして、現実社会の諸課題、例えば、公共的な場づくりや安全を目

指した地域の活性化、受益と負担の均衡や世代間の調和がとれた社会保障、文化と宗

教の多様性、国際平和、国際経済格差の是正と国際協力などを探究する学習を行う構

成とすることが適当である。 

また、これを発展的に学習する選択履修科目として「倫理」、「政治・経済」を位置付

ける。（別添３-１５、別添３-１６を参照） 

○ なお、これらの地理歴史科や公民科の各科目においては、特定の事柄を強調しすぎた

り、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど、偏った取扱いにより、生徒

が多面的・多角的に考察し、事実を客観的に捉え、公正に判断することを妨げることの

ないよう留意するとともに、客観的かつ公正な資料に基づいて指導するよう留意するこ

とが必要である。 

ⅱ）教育内容の見直し 

○ 社会に見られる課題を把握して、その解決に向けて構想する力を養うためには、現行

学習指導要領において充実された伝統・文化等に関する様々な理解を引き続き深めつつ、

将来につながる現代的な諸課題を踏まえた教育内容の見直しを図ることが必要である。

具体的には、日本と世界の生活・文化の多様性の理解や、地球規模の諸課題や地域的な

諸課題の解決について、例えば、我が国の固有の領土について地理的な側面や国際的な

関係に着目して考えるなど、時間的・空間的など多様な視点から考察する力を身に付け

るなどのグローバル化への対応、持続可能な社会の形成、情報化等による産業構造の変

化やその中での起業、防災・安全への対応や周囲が海に囲まれ、多くの島々からなる海

洋国家である我が国の国土の様子、主権者教育において重要な役割を担う教科として選

挙権年齢の１８歳への引き下げに伴い財政や税、社会保障、雇用、労働や金融といった

課題への対応にも留意した政治参加、少子高齢化等による地域社会の変化などを踏まえ

た教育内容の見直しを図ることが必要である。（別添３-１７を参照） 

○ 小学校社会科においては、世界の国々との関わりや政治の働きへの関心を高めるよう

教育内容を見直すとともに、自然災害時における地方公共団体の働きや地域の人々の工

夫・努力等に関する指導の充実、少子高齢化等による地域社会の変化や情報化に伴う生

活や産業の変化に関する教育内容を見直すなどの改善を行う。 

○ 中学校社会地理的分野においては、「世界の諸地域の学習」において地球規模の課題等

を主題として取り上げた学習を充実させるとともに、防災・安全教育に関して空間情報

に基づく危険の予測に関する指導を充実させるなどの改善を行う。 
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同じく歴史的分野においては、我が国の歴史的事象に間接的な影響を与えた世界の歴

史の学習についても充実させるとともに、民主政治の来歴や人権思想の広がりなどの動

きを取り上げるなどの改善を行う。 

  更に公民的分野においては、防災情報の発信・活用に関する指導、情報化など知識基

盤社会化による産業や社会の構造的な変化やその中での起業に関する扱い、選挙権年齢

引き下げに伴う政治参加等に関する指導を充実させるなどの改善を行う。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 主体的な学びについては、児童生徒が学習課題を把握しその解決への見通しを持つこ

とが必要である。そのためには、単元等を通した学習過程の中で動機付けや方向付けを

重視するとともに、学習内容・活動に応じた振り返りの場面を設定し、児童生徒の表現

を促すようにすることなどが重要である。 

○ 対話的な学びについては、例えば、実社会で働く人々が連携・協働して社会に見られ

る課題を解決している姿を調べたり、実社会の人々の話を聞いたりする活動の一層の充

実が期待される。しかしながら、話合いの指導が十分に行われずグループによる活動が

優先し内容が深まらないといった課題が指摘されるところであり、深い学びとの関わり

に留意し、その改善を図ることが求められる。 

○ また、主体的・対話的な学びの過程で、ＩＣＴを活用することも効果的である。 

○  これらのことを踏まえるとともに、深い学びの実現のためには、「社会的な見方・考え

方」を用いた考察、構想や、説明、議論等の学習活動が組み込まれた、課題を追究した

り解決したりする活動が不可欠である。具体的には、教科・科目及び分野の特質に根ざ

した追究の視点と、それを生かした課題（問い）の設定、諸資料等を基にした多面的・

多角的な考察、社会に見られる課題の解決に向けた広い視野からの構想（選択・判断）、

論理的な説明、合意形成や社会参画を視野に入れながらの議論などを通し、主として用

語・語句などを含めた個別の事実等に関する知識のみならず、主として社会的事象等の

特色や意味、理論などを含めた社会の中で汎用的に使うことのできる概念等に関わる知

識を獲得するように学習を設計することが求められる。このような観点から、例えば主

権者教育の充実のため、指導法の改善や単元開発のモデル提示の実施、教育効果の高い

指導上の工夫の普及などを図ることも重要である。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 教育の改善・充実のためには、教材の在り方を次のように見直すことが求められる。 
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・小学校社会科においては、これまで第４学年から配布されていた「教科用図書 地図」

を第３学年から配布するようにし、グローバル化などへの対応を図っていくこと 

・授業において、新聞や公的機関が発行する資料等を一層活用すること 

・高等学校地理歴史科の歴史系科目では、教材で扱われる用語が膨大になっていること

が指摘されていることから、歴史用語について、研究者と教員との対話を通じ、「社会

的事象の歴史的な見方・考え方」等も踏まえ、地理歴史科の科目のねらいを実現する

ために必要な概念等に関する知識を明確化するなどして整理すること 

・地理系科目においては、地理情報システム（ＧＩＳ）の指導に関わり、教育現場にお

けるＧＩＳ活用を普及するための環境整備や広報等とともに、活用可能なデータ情報

の一元的整理・活用が求められること 

○ 教育環境の充実のために次のような条件整備が求められる。 

・教科の内容に関係する専門家や関係諸機関等と円滑な連携・協働を図り、社会との関

わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動を充実させること 

・博物館や資料館、図書館などの公共施設についても引き続き積極的に活用すること 

・教員を対象にした研修の充実を進めること 

・地理歴史科及び公民科科目と大学入学者選抜との関係について、高大接続システム改

革会議の最終報告の趣旨を踏まえた出題の検討が望まれること 
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３．算数、数学 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた算数科、数学科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 現行の学習指導要領により、ＰＩＳＡ２０１５では、数学的リテラシーの平均得点は

国際的に見ると高く、引き続き上位グループに位置しているなどの成果が見られるが、

学力の上位層の割合はトップレベルの国・地域よりも低い結果となっている。また、Ｔ

ＩＭＳＳ２０１５では、小・中学生の算数・数学の平均得点は平成７年（１９９５年）

以降の調査において最も良好な結果になっているとともに、中学生は数学を学ぶ楽しさ

や、実社会との関連に対して肯定的な回答をする割合も改善が見られる一方で、未だ諸

外国と比べると低い状況にあるなど学習意欲面で課題がある。さらに、小学校と中学校

の間で算数・数学の勉強に対する意識に差があり、小学校から中学校に移行すると、数

学の学習に対し肯定的な回答をする生徒の割合が低下する傾向にある。 

○ さらに、全国学力・学習状況調査等の結果からは、小学校では、「基準量、比較量、割

合の関係を正しく捉えること」や「事柄が成り立つことを図形の性質に関連付けること」、

中学校では、「数学的な表現を用いた理由の説明」に課題が見られた。また、高等学校

では、「数学の学習に対する意欲が高くないこと」や「事象を式で数学的に表現したり

論理的に説明したりすること」が課題として指摘されている。 

○ 今回の学習指導要領の改訂においては、これらの課題に適切に対応できるよう改善を

図っていくことが必要である。 

②課題を踏まえた算数科、数学科の目標の在り方 

○ 今回の学習指導要領の改訂に際しては、幼児期に育まれた数量・図形への関心・感覚

等の基礎の上に、小・中・高等学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を、「知識・

技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱に沿っ

て明確化し、各学校段階を通じて、実社会との関わりを意識した数学的活動の充実等を

図っていくことが求められる。（別添４-１を参照） 

○ そのため、算数科・数学科において育成を目指す資質・能力について、学校段階ごと

に別添４-２のとおり整理した。学校段階ごとの算数科・数学科の教科目標についても、

このような資質・能力の整理に基づき示すことが求められる。 

③算数科・数学科における「見方・考え方」 

○ 算数科・数学科の学習においては、「数学的な見方・考え方」を働かせながら、知識・

技能を習得したり、習得した知識・技能を活用して探究したりすることにより、生きて

働く知識となり、技能の習熟・熟達にもつながるとともに、より広い領域や複雑な事象
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を基に思考・判断・表現できる力が育成される。このような学習を通じて、「数学的な

見方・考え方」が更に成長していくと考えられる。 

○ また、算数科・数学科において育成を目指す「学びに向かう力・人間性等」について

も、「数学的な見方・考え方」を通して社会や世界にどのようにかかわっていくかが大

きく作用しており、「数学的な見方・考え方」は資質・能力の三つの柱である「知識・

技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の全てに働くもの

であり、かつ全てを通して育成されるものとして捉えられる。 

○ 「数学的な見方・考え方」のうち、「数学的な見方」については、事象を数量や図形及

びそれらの関係についての概念等に着目してその特徴や本質を捉えることであると整

理することができる。 

○ また、「数学的な見方・考え方」のうち、「数学的な考え方」については、目的に応じ

て数・式、図、表、グラフ等を活用し、論理的に考え、問題解決の過程を振り返るなど

して既習の知識・技能等を関連付けながら統合的・発展的に考えることであると整理す

ることができる。 

○ これらを踏まえると、算数科・数学科において育成される「数学的な見方・考え方」

については、「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え、論理的、統合

的・発展的に考えること」として再整理する。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 資質・能力を育成していくためには、学習過程の果たす役割が極めて重要である。算

数科・数学科においては、「事象を数理的に捉え、数学の問題を見いだし、問題を自立的、

協働的に解決し、解決過程を振り返って概念を形成したり体系化したりする過程」とい

った数学的に問題解決する過程が重要である。 

○ この数学的に問題解決する過程は、別添４-３に示したとおり、日常生活や社会の事象

を数理的に捉え、数学的に表現・処理し、問題を解決し、解決過程を振り返り得られた

結果の意味を考察する、という問題解決の過程と、数学の事象について統合的・発展的

に捉えて新たな問題を設定し、数学的に処理し、問題を解決し、解決過程を振り返って

概念を形成したり体系化したりする、という問題解決の過程の二つのサイクルが相互に

かかわり合って展開する。その際、これらの各場面で言語活動を充実し、それぞれの過

程を振り返り、評価・改善することができるようにする。また、これらの過程について

は、自立的に、時に協働的に行い、それぞれに主体的に取り組めるようにすることが大

切である。このことにより、資質・能力が育成されるよう指導の改善を図ることが重要

である。 
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○ より具体的には、これらの問題解決の過程において、よりよい解法に洗練させていく

ための意見の交流や議論など対話的な学びを適宜取り入れていくことが必要であるが、

その際にはあらかじめ自己の考えを持ち、それを意識した上で、主体的に取り組むよう

にし、深い学びを実現することが求められる。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 「内容」に関しては、育成を目指す「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」が

より明確となり、それらを育成するための学習過程の改善が図られるよう、どのような

「数学的な見方・考え方」を働かせて数学的活動を行い、どのような「知識・技能」及

び「思考力・判断力・表現力等」を身に付けることを目指すのかを示していくことが必

要である。その上で、「内容」の系統性、「内容」と育成される資質・能力とのつながり

及びこれまでに明らかになっている課題などを意識した「内容」の構成、配列にするこ

とが求められる。 

②教育内容の改善・充実 

ⅰ）科目構成の見直し 

○ 高等学校の「数学活用」については、開設されている学校が少ないことや、スーパー

サイエンスハイスクールなどの取組で成果をあげている課題研究と同様の趣旨の「理数

探究」及び「理数探究基礎」が新設されることに伴い廃止する。ただし、「数学活用」は

事象を数理的に考察する能力や数学を積極的に活用する態度などを育てる内容で構成さ

れており、これらは今回の改訂でも重視すべきことであることから、新たに「数学Ｃ」

を設けて高等学校数学科を「数学Ⅰ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅲ」、「数学Ａ」、「数学Ｂ」、「数

学Ｃ」に再編するとともに、「数学活用」の内容をその趣旨などに応じてそれぞれ「数学

Ａ」、「数学Ｂ」、「数学Ｃ」に移行することが適当である。なお、高等学校数学科の必履

修科目は「数学Ⅰ」とする。（別添４-４を参照） 

○ 「数学Ｃ」は、高等学校の多様な履修形態に対応し、活用面において基礎的な役割を

果たす「データの活用」その他の内容で構成することが適当と考えられる。 

○ なお、高等学校の統計的な内容については、特に情報科などとの連携を重視すること

が求められる。 

ⅱ）教育内容の見直し 

○ 算数・数学を学ぶことは、問題解決の喜びを感得し、人生をより豊かに生きることに

寄与するものと考えられる。また、これからの社会を思慮深く生きる人間を育成するこ

とにも大きく貢献すると考えられる。このため、数学と人間との関わりや数学の社会的

有用性についての認識が高まるよう、十分に配慮した内容としていくことが求められる。 
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○  こ れ か ら の 時 代 を 生 き 抜 く た め 、 米 国 等 で は Ｓ Ｔ Ｅ Ｍ

（Science ,Technology ,Engineering and Mathematics）教育の推進が図られており、

その基盤に数学が位置付けられている。数学には、諸事象に潜む数理を見いだし、それ

を的確に表現することへの大きな期待が寄せられている。また、ＰＩＳＡ調査の読解力

の定義が、読むテキストの形式として物語、論説などの｢連続テキスト｣と、表、図、ダ

イヤグラムなどの｢非連続テキスト｣があり、両者を含めて読む対象とするとして、より

広い言語観に立って規定されているなど、言語としての数学の特質が一層重視されてき

ており、このことに配慮する必要がある。 

○ また、社会生活などの様々な場面において、必要なデータを収集して分析し、その傾

向を踏まえて課題を解決したり意思決定をしたりすることが求められており、そのよう

な能力を育成するため、高等学校情報科等との関連も図りつつ、小・中・高等学校教育

を通じて統計的な内容等の改善について検討していくことが必要である。 

○ さらに、プログラミング教育については、他教科においても学習機会の充実に向けた

検討がなされているところであるが、小学校の算数科においても、時代を超えて普遍的

に求められる力であるプログラミング的思考を身に付けることが重要であると考えられ

る。そのため、プログラミング的思考と、算数科で身に付ける論理的な思考とを関連付

けるなどの活動を取り入れることも有効である。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 算数科・数学科では、児童生徒自らが、問題の解決に向けて見通しをもち、粘り強く

取り組み、問題解決の過程を振り返り、よりよく解決したり、新たな問いを見いだした

りするなどの「主体的な学び」を実現することが求められる。 

○ また、算数科・数学科では、事象を数学的な表現を用いて論理的に説明したり、より

よい考えや事柄の本質について話し合い、よりよい考えに高めたり事柄の本質を明らか

にしたりするなどの「対話的な学び」を実現することが求められる。 

○ さらに、算数科・数学科では、数学に関わる事象や、日常生活や社会に関わる事象に

ついて、「数学的な見方・考え方」を働かせ、数学的活動を通して、新しい概念を形成

したり、よりよい方法を見いだしたりするなど、新たな知識・技能を身に付けてそれら

を統合し、思考、態度が変容する「深い学び」を実現することが求められる。 

○ このような活動については、現行の学習指導要領においても意図されており、既に各

学校でも取り組まれていると考えられる。今後は、このような活動を通して児童生徒の

「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」が実現できているかどうかについて確認

しつつ一層の充実を求めて進めることが重要であり、育成を目指す資質・能力及びその

評価の観点との関係も十分に踏まえた上で指導計画等を作成することが必要である。 
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○ また、「主体的・対話的で深い学び」の過程で、ＩＣＴを活用することも効果的である。

例えば、一つの問題について複数の児童の解答を大型画面で映しどのような表現がよい

かを考えたり、１時間の授業の終わりにその授業を振り返って大切だと思ったことや疑

問に感じたことなどをタブレット型のコンピュータに整理して記録し、一定の内容のま

とまりごとに更に振り返ってどのような学習が必要かを考えたり、算数・数学の学びを

振り返り「数学的な見方・考え方」の成長を実感したりすることの指導を充実すること

もできる。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 前述のようにＩＣＴは積極的な活用が求められる一方で、ＩＣＴを活用して得られた

結果から新たな疑問や問いを発して考えを深めたり、ＩＣＴを効果的に活用して対話や

議論を進めたりすることができなければ、算数・数学の面白さなどを味わうことも、「数

学的な見方・考え方」を成長させることも難しい。ＩＣＴの活用に当たってはこの点に

留意することが重要である。 

○ 算数科・数学科の内容は、児童生徒にとって時に抽象的で分かりにくいということも

ある。例えば、式を用いて表すことはできても、表現した式を基に考えを進めることが

苦手な発達の段階や児童の存在が指摘されている。その際、おはじきや計算ブロックな

どの具体物を用いた活動を行うなど、児童生徒の発達の段階や個に応じた教材、教具の

工夫も必要であることに留意することが重要である。 
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４．理科 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた理科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 理科においては、発達の段階に応じて、子供たちが知的好奇心や探究心を持って、自

然に親しみ、目的意識をもった観察・実験を行うことが重要である。これらを通じて、

「科学的な見方や考え方」を養うことができるようにするなどの観点から、その指導の

充実を図ってきたところである。 

○ ＰＩＳＡ２０１５では、科学的リテラシーの平均得点は国際的に見ると高く、引き続

き上位グループに位置しているなどの成果が見られ、また同年に実施されたＴＩＭＳＳ

２０１５では、１９９５年以降の調査において最も良好な結果になるとともに、理科を

学ぶことに対する関心・意欲や意義・有用性に対する認識について改善が見られる一方

で、諸外国と比べると肯定的な回答の割合が低い状況にある。 

○ また、小学校、中学校ともに、「観察・実験の結果などを整理・分析した上で、解釈・

考察し、説明すること」などの資質・能力に課題がみられることが明らかになっている

ほか、高等学校については、観察・実験や探究的な活動が十分に取り入れられておらず、

知識・理解を偏重した指導となっているなどの指摘がある。 

②課題を踏まえた理科の目標の在り方 

○ これらの課題に適切に対応できるよう、小学校、中学校、高等学校それぞれの学校段

階において、理科の学習を通じて身に付ける資質・能力の全体像を明確化するとともに、

資質・能力を育むために必要な学びの過程についての考え方を示すこと等を通じて、理

科教育の改善・充実を図っていくことが必要である。 

○ 学校段階ごとの育成を目指す資質・能力について、別添５-１のとおり、「知識・技能」、

「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱に沿った整理

を行った。「知識・技能」では、自然の事物・現象に対する概念や原理・法則の理解、科

学的探究や問題解決に必要な観察・実験等の技能などが求められる。「思考力・判断力・

表現力等」では、科学的な探究能力や問題解決能力などが求められる。「学びに向かう力・

人間性等」では、主体的に探究しようとしたり、問題解決しようとしたりする態度など

が求められる。 

○ 学校段階ごとの理科の教科目標について、これらの育成を目指す資質・能力の整理を

踏まえ、示すことが求められる。（別添５-２を参照） 
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③理科における「見方・考え方」 

○ 理科においては、従来、「科学的な見方や考え方」を育成することを重要な目標として

位置付け、資質・能力を包括するものとして示してきたところであるが、今回の改訂で

は、資質・能力をより具体的なものとして示し、「見方・考え方」は資質・能力を育成す

る「視点や思考の枠組み」として全教科等を通して整理されたことを踏まえ、「理科の見

方・考え方」を改めて検討することが必要である。 

○ 見方（様々な事象等を捉える各教科等ならではの視点）については、理科を構成する

領域ごとの特徴を見いだすことが可能であり、別添５-３のとおり、「エネルギー」領域

では、自然の事物・現象を主として量的・関係的な視点で捉えることが、「粒子」領域で

は、自然の事物・現象を主として質的・実体的な視点で捉えることが、「生命」領域では、

生命に関する自然の事物・現象を主として多様性と共通性の視点で捉えることが、「地球」

領域では、地球や宇宙に関する自然の事物・現象を主として時間的・空間的な視点で捉

えることが、それぞれの領域における特徴的な視点として整理することができる。 

○ ただし、これらの特徴的な視点はそれぞれの領域固有のものではなく、その強弱はあ

るものの他の領域において用いられる視点でもあり、また、これら以外の視点もあるこ

とについて留意することが必要である。これらを踏まえれば、理科という教科全体とし

ての見方を単に列挙するのではなく、科学的な視点の例示として主なものを掲げること

が適当と考えられる。 

○ また、理科の学習における考え方（思考の枠組みなど）については、探究の過程を通

じた学習活動の中で、比較したり、関係付けたりするなどの科学的に探究する方法を用

いて、事象の中に何らかの関連性や規則性、因果関係等が見いだせるかなどについて考

えることであると思われる。この「考え方」は思考の枠組みなどであり、資質・能力と

しての思考力や態度とは異なることに留意が必要である。 

○ 以上を踏まえ、「理科の見方・考え方」については、「自然の事物・現象を、質的・量

的な関係や時間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、比較したり、関係付けた

りするなどの科学的に探究する方法を用いて考えること」（中学校の例）と整理した。 

○ 理科の学習においては、この「理科の見方・考え方」を働かせながら、知識・技能を

習得したり、思考・判断・表現したりしていくものであると同時に、学習を通じて、「理

科の見方・考え方」が更に広がったり深まったりし成長していくと考えられる。なお、

「見方・考え方」は、まず「見方」があって、次に「考え方」があるといった順序性の

あるものではない。 
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（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 理科においては、高等学校の例を示すと、課題の把握（発見）、課題の探究（追究）、

課題の解決という探究の過程を通じた学習活動を行い、それぞれの過程において、資質・

能力が育成されるよう指導の改善を図ることが必要である。（別添５－４を参照） 

○ この学習過程の例で示す資質・能力については、「思考力・判断力・表現力等」として

掲げてある探究の過程を実施するための力を中心に、「知識・技能」や「学びに向かう力・

人間性等」についても加えた上で、それぞれの過程において主に必要とされる資質・能

力に細分化して示したものである。 

○ 特に、このような探究の過程全体を生徒が主体的に遂行できるようにすることを目指

すとともに、生徒が常に知的好奇心を持って身の回りの自然の事物・現象に接するよう

になることや、その中で得た気付きから疑問を形成し、課題として設定することができ

るようになることを重視すべきである。 

○ 学習過程については、必ずしも一方向の流れではなく、必要に応じて戻ったり、繰り

返したりする場合があること、また、授業においては全ての学習過程を実施するのでは

なく、その一部を取り扱う場合があることに留意する必要がある。また、意見交換や議

論など対話的な学びを適宜取り入れていくことが必要であるが、その際にはあらかじめ

自己の考えを形成した上で行うようにすることが求められる。 

○ 小学校及び中学校においては、それぞれの発達の段階に応じて、学習過程の一部を省

略したり統合的に取り扱ったりすることはあり得るものの、基本的には高等学校の例と

同様の流れで学習過程を捉えることが必要である。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 各内容項目について、どのような学習過程において、どのような「見方・考え方」を

働かせることにより、どのような「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力等」を

身に付けることを目指すのかを示していくことが必要である。その上で、内容の系統性

とともに、育成を目指す資質・能力のつながりを意識した構成、配列となるようにする

必要がある。 

○ 「学びに向かう力・人間性等」については、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力

等」とは異なり、内容項目ごとに大きく異なるものではないことから、内容項目ごとに

整理するのではなく、各学年や各分野の「目標」において整理されたものを、全ての内

容項目において共通的に扱うこととするのが適当である。 
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○ 三つの柱に沿って整理された資質・能力を総合的に育成する観点から、実際の指導の

場面において留意すべき点等については、「指導計画の作成と内容の取扱い」において示

していくことも必要である。 

②教育内容の改善・充実 

ⅰ）科目構成の見直し 

○ 高等学校理科の科目構成に関しては、新たに共通教科として「理数」を位置付け「理

数探究」及び「理数探究基礎」を科目として設けることとしており、「理数探究」などが、

現行の理科の「理科課題研究」、数学科の「数学活用」及び専門教科「理数」の「課題研

究」の内容を踏まえ、発展的に新設されるものであることから、「理科課題研究」につい

ては廃止する。 

○ 高等学校理科における他の科目については、各高等学校における開設状況や履修状況

が望ましい方向に向かっていることから、現行どおりとすることが適当である。 

ⅱ）教育内容の見直し 

○ 国際調査において、日本の生徒は理科が「役に立つ」、「楽しい」との回答が国際平均

より低く、理科の好きな子供が少ない状況を改善する必要がある。このため、生徒自身

が観察・実験を中心とした探究の過程を通じて課題を解決したり、新たな課題を発見し

たりする経験を可能な限り増加させていくことが重要であり、このことが理科の面白さ

を感じたり、理科の有用性を認識したりすることにつながっていくと考えられる。 

○ また、現代社会が抱える様々な課題を解決するためにイノベーションが期待されてお

り、世界的にも理数教育の充実や創造性の涵養が重要視されており、米国等におけるＳ

ＴＥＭ教育の推進はその一例である。ＳＴＥＭ教育においては、問題解決型の学習やプ

ロジェクト型の学習が重視されており、我が国における探究的な学習の重視と方向性を

同じくするものである。探究的な学習は教育課程全体を通じて充実を図るべきものであ

るが、観察・実験等を重視して学習を行う教科である理科がその中核となって探究的な

学習の充実を図っていくことが重要である。 

○ さらに、子供たちが将来どのような進路を選択したとしても、これからの時代に共通

に求められる力を育むために、小学校段階での理科で重視してきた問題解決の過程にお

いて、プログラミング的思考の育成との関連が明確になるように適切に位置付けられる

ようにするとともに、実施に当たっては、児童一人一人の学びが一層充実するものとな

るように十分配慮することが必要である。 
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③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 理科においては、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の三つの視点から学習

過程を更に質的に改善していくことが必要である。なお、これら三つの視点はそれぞれ

が独立しているものではなく、相互に関連し合うものであることに留意が必要である。 

・ 理科において「主体的な学び」を実現していくためには、例えば、a）自然の事物・

現象から問題を見いだし、見通しをもって課題や仮説の設定や観察・実験の計画を立

案したりする学習場面を設けることや、b）観察・実験の結果を分析・解釈して仮説の

妥当性を検討したり、全体を振り返って改善策を考えたりする学習場面を設けること、

c）得られた知識や技能を基に、次の課題を発見したり、新たな視点で自然の事物・現

象を把握したりする学習場面を設けることなどが考えられる。 

・ 理科において「対話的な学び」を実現していくためには、例えば、課題の設定や検

証計画の立案、観察・実験の結果の処理、考察・推論する場面などでは、あらかじめ

個人で考え、その後、意見交換したり、議論したりして、自分の考えをより妥当なも

のにする学習場面を設けることなどが考えられる。 

・ 理科においては、自然の事物・現象について、「理科の見方・考え方」を働かせて、

探究の過程を通して学ぶことにより、資質・能力を獲得するとともに、「見方・考え方」

も成長するものであると考えられる。さらに、獲得した資質・能力や成長した「見方・

考え方」を次の学習や日常生活などにおける問題発見・解決に活用することによって、

「深い学び」につながっていくものと考えられる。 

○ このような学習場面を通じて児童生徒の「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学

び」が実現できているのかについて確認しつつ進めることが重要であり、育成を目指す

資質・能力及びその評価の観点との関係も十分に踏まえた上で指導計画等を作成するこ

とが必要である。 

○ また、「主体的な学び」や「対話的な学び」の過程でＩＣＴを活用することも効果的で

あり、授業時間の効率的な活用にも資するものである。例えば、観察・実験の際に変化

の様子をタブレットＰＣで録画したものを何度か再生して確認することにより、結果を

根拠として自分の考えを深めることができる。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 理科の教科書を含む教材については、学習の質を高められるよう配慮されたものであ

ることが必要である。いたずらに細かなあるいは高度な知識を身に付けさせ、それを評

価するものとならないようにするとともに、生徒が問題の発見・解決に向けて主体的・

協働的に学習を進めることができるものとすることが適当である。さらに、生徒の興味・
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関心等に応じて意欲的に学習を進め、考えを広めたり深めたりしていくこともできるよ

う配慮されたものであることが望まれる。 

○ また、探究の過程の中で、観察・実験を通じて仮説を検証するために効果的な教材の

開発が重要であり、各教員の創意工夫を共有化するような取組も重要である。 

○ 理科において育成を目指す資質・能力の実現を図り、理数科目に対する子供たちの興

味・関心を高めていくためには、指導体制の強化や教員研修の充実、実験器具等の整備

充実、ＩＣＴ環境の整備などの条件整備が求められる。 

○ 特に理科の特色でもある観察・実験の充実を図っていく観点からは、理科教育のため

の設備整備の支援や、理科の観察・実験に使用する設備の準備・調整等を行う補助員の

配置に引き続き取り組むことが重要である。このため、国において必要な予算を引き続

き確保するとともに、各学校設置者において、各学校の実態の把握や整備のための計画

の策定等に取り組むことが求められる。 

○ また、児童生徒に三つの柱に沿って整理された資質・能力を育むためには、各教員が

改訂の趣旨や狙いを十分に理解して指導計画等を作成できるようにすることが必要であ

る。さらに、観察・実験を中心とした探究的な学習を指導できる力が一層重要になる。

このため教員研修の充実等を通じて、教育課程をデザインする力やマネジメントする力

などを含めた指導力の向上を図るとともに、改訂の趣旨等について十分な周知を行って

いくことが必要である。 
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５．高等学校における数学・理科にわたる探究的科目 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた教科等目標の在り方 

①新科目の設置の背景 

○ ＰＩＳＡ２０１５では、数学的リテラシー、科学的リテラシーともに、平均得点が高

く、引き続き上位グループに位置しているなどの成果が見られるとともに、同年に実施

されたＴＩＭＳＳ２０１５では、小・中学生ともこれまでの調査において最も良好な結

果であり、また、数学及び理科を学ぶ楽しさやこれらの学習する意義等に対する意識に

ついても改善が見られる一方で、諸外国と比べると肯定的な回答の割合が少なく、更に

学校段階が上がるごとに低下していく傾向にあり、憂慮される状況にある。 

○ また、探究的な学習は、学習に対する興味・関心・意欲の向上をはじめ、知識・技能

の着実な習得や思考力・判断力・表現力等の育成に有効であると考えられ、高等学校の

数学及び理科の分野における探究的な学習を中核に据えた科目として、「数学活用」及び

「理科課題研究」が設定されているが、大学入学者選抜における評価がほとんど行われ

ないことや、指導のノウハウが教員間に共有されていないことなどもあって、高等学校

における科目の開設率が極めて低くなっている。 

○ このような背景から、数理横断的なテーマに徹底的に向き合い考え抜く力を育成する

ため、大学入学者選抜の改革や「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」に向けた動き

も踏まえつつ、数学と理科の知識や技能を総合的に活用して主体的な探究活動を行う新

たな選択科目の設置を検討した。 

○ 数学・理科にわたる探究的科目については、スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳ

Ｈ）で行われている「課題研究」等と同様、将来、学術研究を通じた知の創出をもたら

すことができる人材の育成を目指し、そのための基礎的な資質・能力を身に付けること

ができる科目となることが期待されている。このため、今後の学術研究に求められる方

向性を十分に踏まえたものとすることが重要である。 

○ 現在、我が国は様々な課題に直面しており、これらの解決手段としてイノベーション

に大きな期待が寄せられているが、研究者には、深い知的好奇心や自発的な研究態度、

自ら課題を発見したり未知のものに挑戦したりする態度が求められている。また、革新

的な価値は、多様な学問分野の知の統合により生まれることが多く、従来の慣習や常識

にとらわれない柔軟な思考と斬新な発想によってもたらされるものである。 

②新科目の基本原理 

○ このような方向性を踏まえつつ、アイディアの創発、挑戦性、総合性や融合性等の視

点を重視しつつ新科目の基本原理については、以下のとおり整理したところである。 
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①様々な事象に対して知的好奇心を持つとともに、教科・科目の枠にとらわれない多角

的、複合的な視点で事象を捉え、 

②「数学的な見方・考え方」や「理科の見方・考え方」を豊かな発想で活用したり、組

み合わせたりしながら、 

③探究的な学習を行うことを通じて、 

④新たな価値の創造に向けて粘り強く挑戦する力の基礎を培う。 

③教育課程上の位置付け 

○ また、現在、数学と理科にまたがる内容の教科としては「理数」が設定されているが、

「数学・理科にわたる探究的科目」である新科目については、教科「理数」に位置付け

た上で、「主として専門学科において開設される科目」ではなく、「各学科に共通する科

目」の選択科目として設定することが適当である。 

○ 名称については、教科「理数」の科目であること、「数理」は通常数学を意味する用語

であること、結果よりも探究の過程を重視する科目であることから、「理数」及び「探究」

の用語を用いたものとすることが適当と考えられる。 

（２）新科目の概要 

①基本的な構成 

○ ＳＳＨにおける実践の状況等も踏まえ、新科目においては、生徒が探究の過程全体を

自ら遂行できるようになることを目指し、その基礎を学ぶ段階（「理数探究基礎」）と、

それを活用しつつ実際に探究を進める段階（「理数探究」）の２段階で構成することが適

当である（別添６‐１を参照）。 

○ 「基礎を学ぶ段階」では、探究の過程全体を自ら遂行するための進め方等に関する基

礎的な知識・技能、新たな価値の創造に向けて挑戦することについての意義の理解、主

体的に探究に取り組む態度等を育成することが重要である。 

○ 「探究を進める段階」においては、基礎で身に付けた資質・能力を活用して探究の過

程全体を自ら遂行し、結果を取りまとめ、発表するものとする。（別添６‐２を参照） 

その際、探究の成果としての新たな知見の有無や価値よりむしろ、探究の過程におけ

る生徒の思考や態度を重視し、主体的に探究の過程全体をやり遂げることに指導の重点

を置くべきである。 

○ また、「理数探究」及び「理数探究基礎」は、現行の数学科における「数学活用」、理

科における「理科課題研究」及び専門教科「理数」における「課題研究」の内容を踏ま

え、発展的に新設されるものであることから、専門教科「理数」における「課題研究」

については廃止するものとする。 



 

 

151 

 

②指導に当たって留意すべき点 

○ 常に知的好奇心を持って様々な視点から自然事象や社会事象を観察し、その中で得た

様々な気付きから疑問を形成させるようにすることが必要である。 

○ 探究の課題の設定に当たっては、生徒の主体性を尊重しつつ、数学や理科における手

法により探究が可能な課題となるよう適切な示唆を与えることが必要である。その際、

生徒が既に身に付けている手法を前提に、これを適用できる課題を探すような順序とな

らないよう留意しつつ指導することが求められる。 

③新科目の評価の在り方について 

○ 「理数探究」の評価に当たっては、探究の成果における新たな知見の有無や価値より

も、探究の過程において資質・能力をどの程度身に付けることができたかや、探究の過

程全体を俯瞰
ふ か ん

的に捉え、自らがどの位置にいるか、どこで間違ったのかなどが説明でき

るようになっているかという点を重視すべきである。 

○ 探究の過程における観察・実験の内容やその中で生じた疑問、それに対する自らの思

考の過程などを「探究ノート」等に記録させ、自己の成長の過程を認識できるようにす

るとともに、評価の場面でも用いることが重要である。また、「探究ノート」等を通じて

生徒の独創的な思考や探究の過程における態度を評価するほか、報告書や発表の内容、

発表会における生徒による相互評価や自己評価を取り入れるなど、多様な評価方法を用

いるとともに、複数の教員による複合的な視点で評価することが必要である。 

④教育環境の充実等 

（校内体制） 

○ 新科目の実施に当たっては、数学及び理科の教員を中心に全校的な指導体制を整える

ことが必要である。特に「理数探究」の指導に当たっては、１クラスの生徒に対して複

数の教員が協働して指導に当たることが不可欠である。 

（教材の提供等） 

○ 探究の進め方等に関する基礎的な知識・技能、新たな価値の創造に向けて挑戦するこ

とについての意義の理解、研究倫理に関する基本的な理解など、「理数探究基礎」におけ

る学習内容を適切に指導できるよう、教科書等適切な教材が作成されることが求められ

る。その際、数学及び理科の各科目（物理、化学、生物、地学）それぞれにつながりが

あることやそれらが有機的に組み合わさることによって理解が深まったり、新たな発想

が生まれたりする場合があることが理解できるよう、適切な事例を紹介することが望ま

れる。 
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○ 新科目の指導のノウハウについては、ＳＳＨ等における実践を通じて好事例が蓄積さ

れていることから、これを全国で共有化できるよう国等において指導事例集の作成等、

事例の収集・紹介を行うことが必要である。 

（教員の養成・採用） 

○ 新科目を指導する教員に、教員研修等を通じて必要な指導方法等を修得させることが

必要である。その際、ＳＳＨにおける知見を十分に活用することが重要である。また、

教員養成段階においては、新科目に限らず教育課程全体を通じて探究的な学習が一層重

視される方向性であることも踏まえ、探究的な学習を実施するための指導力の育成に向

けた取組の充実が求められる。さらに、教員採用において、理学や工学、農学等の博士

号を有する者など大学で自然科学に関する研究を行った経験を有する者を積極的に採用

することや、これらの大学院に在籍する学生等を講師や補助者として活用することも考

えられる。 

（施設・設備等の充実） 

○ 新科目を実施する学校においては、観察・実験を行うための施設・設備や、調査やデ

ータ分析を行うためのＩＣＴ環境の整備等の条件整備が適切になされる必要がある。ま

た、生徒が探究を行うために必要な物品等（書籍、試料、実験器具等）の購入に関する

経費を用意することも必要である。 

（大学、研究機関、企業等との連携） 

○ 生徒が探究を進めるに当たって、可能な限り大学や研究機関、企業等から助言が得ら

れるような体制を設けることが望ましい。その際、各学校が個別に大学等と連携を構築

する方法のみならず、例えば、地域ごとに各学校や教育委員会、大学、企業等が円滑に

連携を行うための協議会等を設けるような取組も考えられる。また、大学において、特

定の教員に負担が集中しないよう組織的な協力体制を構築することが期待される。さら

に、近隣に適当な大学等が所在しない場合でも遠隔での支援が得られるような仕組みづ

くりについても、国等において検討すべきである。 
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６．生活 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた生活科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 生活科は、児童の生活圏を学習の対象や場とし、それらと直接関わる活動や体験を重

視し、具体的な活動や体験の中で様々な気付きを得て、自立への基礎を養うことをねら

いにしてきた。現行学習指導要領では、活動や体験を一層重視するとともに、気付きの

質を高めること、幼児教育との連携を図ることなどについて充実を図った。 

○ 各小学校においては、身近な人々、社会及び自然等と直接関わることや気付いたこと・

楽しかったことなどを表現する活動を大切にする学習活動が行われており、言葉と体験

を重視した改訂の趣旨が概ね反映されているものと考えることができる。 

○ 一方で、以下のような点については、更なる充実を図ることが期待される。 

① 活動や体験を行うことで低学年らしい思考や認識を確かに育成し、次の活動へつな

げる学習活動を重視すること。「活動あって学びなし」との批判があるように、具体的

な活動を通して、どのような思考力等が発揮されるか十分に検討する必要がある。 

② 幼児教育において育成された資質・能力を存分に発揮し、各教科等で期待される資

質・能力を育成する低学年教育としてなめらかに連続、発展させること。幼児期に育

成する資質・能力と小学校低学年で育成する資質・能力とのつながりを明確にし、そ

こでの生活科の役割を考える必要がある。 

③ 幼児教育との連携や接続を意識したスタートカリキュラムについて、生活科固有の

課題としてではなく、教育課程全体を視野に入れた取り組みとすること。スタートカ

リキュラムの具体的な姿を明らかにするとともに、国語、音楽、図画工作などの他教

科等との関連についてもカリキュラム・マネジメントの視点から検討し、学校全体で

取り組むスタートカリキュラムとする必要がある。 

④ 社会科や理科、総合的な学習の時間をはじめとする中学年の各教科等への接続が明

確ではないこと。単に中学年の学習内容の前倒しにならないよう留意しつつ、育成を

目指す資質・能力や「見方・考え方」のつながりを検討することが必要である。 

②課題を踏まえた生活科の目標の在り方 

（生活科の目標のイメージ） 

○ 生活科において、対象に直接関わる具体的な活動や体験を通して育成を目指す資質・

能力を、資質・能力の三つの柱や生活科の特質を踏まえつつ、幼児教育において育みた

い資質・能力とのつながりや、小学校低学年における他教科及び中学年以降の理科、社

会、総合的な学習の時間を含めた各教科等における学習との関係性も踏まえた上で整理
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すると、別添７‐１のように考えることができる。 

○ 別添７‐１のとおり整理された資質・能力を育むために、生活科の目標としては、具

体的な活動や体験を通して、「身近な生活に関わる見方・考え方」を生かし、自立し生活

を豊かにしていくための資質・能力を育成することを示す。（別添７‐２を参照） 

（教育課程全体における生活科の役割とカリキュラム・マネジメント） 

○ 生活科を中心としたスタートカリキュラムの工夫により、小学校に入学した児童が安

心して自信を持って成長し自立への基礎の形成につながることが期待される。体験的・

総合的な学びから徐々に意図的・系統的な学びへと移行していくことを促しながら、そ

の中で学校や家庭、地域での生活に必要な技能等も学んでいく。その過程においては、

合科的・関連的な指導を行ったり、児童の生活の流れを大切にした指導を行ったりして、

幼児期の終わりまでに育った姿が発揮できるような教育課程の編成、実施上の工夫を行

うことが考えられる。小学校内における組織的な取組はもとより、校区内の幼稚園、保

育所等と連携し、子供の育ちの現状、育成を目指す資質・能力等についてのイメージを

共有し、共に考えていくことが必要である。 

○ 中学年は、生活科の学習が終わり理科や社会科の学習が始まるなど、具体的な活動や

体験を通じて低学年で身に付けたことを、より各教科の特質に応じた学びにつなげてい

く時期である。指導事項も次第に抽象的な内容に近づいていく段階であり、そうした学

習に円滑に移行できるような指導上の配慮が課題となる。生活科においては、低学年の

未分化で一体的な学びの特性を生かし、幼児期に育成された資質・能力を発揮するとと

もに、学びを自覚し自ら学習に向かうこと、学級の友達と学び合うこと、体験と言葉を

使って学ぶことなどを意識していくことが大切になる。 

◯ また、生活科の体験を通した一体的な学びは、総合的な学習の時間における各教科等

の「見方・考え方」を生かした学習につながっていく。幼児期、小学校低学年、中学年

だけでなく、さらにその先につながっている生活科であるということを改めて示してく

ことが必要である。 

③生活科における「見方・考え方」 

○ 生活科では、具体的な活動や体験を通して、児童の生活圏に存在する身近な人々、社

会及び自然を学習の対象として扱う。その際、対象を自分との関わりで捉えることとも

に、人々、社会、自然を一体として捉えることが特徴である。 

○ 具体的な活動や体験を通して捉えた対象については、比較したり、分類したり、関連

付けたりなどして解釈し把握するとともに、試行したり、予測したり、工夫したりなど

して新たな活動や行動を創り出していくことを通して、自分自身や自分の生活について

考え、そこに新たな気付きを生み出すことを期待している。こうして児童はそれぞれの

対象のよさや特徴、自分との関係や、対象同士の関わりに気付いていく。 
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○ これらを踏まえ、生活科の特質に応じた「身近な生活に関わる見方・考え方」として

は「身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉え、比較、分類、関連付け、試行、

予測、工夫することなどを通して、自分自身や自分の生活について考えること」と整理

した。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 生活科における資質・能力を育む学習過程は、やってみたい、してみたいと自分の思

いや願いを持ち、具体的な活動や体験を行い、直接対象と関わる中で感じたり考えたり

したことを表現し、行為していくプロセスと考えることができる。（別添７‐３を参照） 

一人一人の思いや願いを実現していく一連の学習活動を行うことにより、児童の自発

性が発揮され、一人一人の児童が能動的に活動するようになること、体験活動と表現活

動とが繰り返されることで児童の学びの質を高めていくことが重要である。 

○ 具体的な活動や体験を通して、比較したり、分類したり、関連付けたりなどして解釈

し把握するとともに、試行したり、予測したり、工夫したりなどして新たな活動や行動

を創り出すことを通して、自分自身や自分の生活について考え、個別的な気付きが関係

的な気付きへと質的に高まるなど、新たな気付きを生み出すことが期待される。 

○ 熱中し没頭したこと、発見や成功したときの喜びなどは表現への意欲となり、他者に

伝えたり、交流したり、振り返って捉え直したりして表現する活動を行うことにつなが

る。小学校に入学したばかりの時期においては、伝え合い表現する学習活動を行うこと

が学びの振り返りになる。活動や体験したことを言葉などによって振り返ることで、無

自覚な気付きが自覚的になったり、一つ一つの気付きが関連付いたりするという意義を

持つ。表現することを通じて振り返るという学習を重視する必要がある。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 生活科では、内容構成の基本的な視点として、「自分と人や社会とのかかわり」「自分

と自然とのかかわり」「自分自身」の三つを示しつつ、九つの内容項目と１１の視点を示

すとともに、それを育む学習活動が実現するよう１５の学習対象を示してきた。（別添７

‐４を参照） 

こうした生活科の内容について、育成を目指す資質・能力の三つの柱を踏まえつつ、

生活科の三つの基本的な視点を踏まえて、その構成を見直す必要がある。 

○ 具体的には、各内容項目について、学習対象を基に内容を構成するのではなく、①伸

ばしたい思考力・判断力・表現力等が発揮され、認識を広げ、期待する態度を育成して
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いくという点を重視して整理し、②そうした資質・能力を育成するためにふさわしく、

児童の身の回りにある学習対象を、児童の実態や学習環境の変化、社会的要請等を踏ま

えて示すことで、内容を整理することが適当である。 

○ 特に、思考力等については、これまでの目標の中で必ずしも明確に示されていないこ

とから、できるだけ具体的に示すようにすること、認識を広げることについては、個別

の気付きを関係的な気付きとして質が高まるようにすること、１１の視点で示してきた

児童の姿（態度）については、幼児期の終わりまでに育てたい幼児の姿との関連や、中

学年以降の各教科等における学習との関連を考慮しながら見直す。 

○ 目標や内容の示し方は、現行の２年間を通した設定を前提としつつ、第１学年、第２

学年の発達の違い、経験の違いなどを考慮した示し方を工夫する。 

②教育内容の改善・充実 

○ 生活科においては、身近な幼児や高齢者、障害のある児童生徒などの多様な人々と触

れ合うことを大切にすることとしてきた。多様性を尊重する社会づくりという視点から、

この視点を今後、更に重視していく必要がある。 

○ 健康で安全な生活を営むことについての内容は、生活科の指導の全般にわたっている。

教育課程全体で防災を含む安全教育を通じて育成を目指す資質・能力を明確化し、その

育成に必要な各教科等における指導内容を系統的に示す中で、生活科の教育内容につい

て健康・安全の視点からの充実を図る。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ アクティブ・ラーニングの視点による生活科の授業改善は、これまでと同様に、児童

の思いや願いを実現する体験活動を充実させるとともに、表現活動を工夫し、体験活動

と表現活動とが豊かに行きつ戻りつする相互作用を意識することが重要である。 

①「主体的な学び」の視点 

・生活科では、子供の生活圏である学校、家庭、地域を学習の対象や場とし、対象と直

接関わる活動を行うことで、興味や関心を喚起し、自発的な取組を促してきた。こう

した点に加えて、表現を行い伝え合う活動の充実を図ることが必要である。 

・小学校低学年は、自らの学びを直接的に振り返ることは難しく、相手意識や目的意識

に支えられた表現活動を行う中で、自らの学習活動を振り返る。振り返ることで自分

自身の成長や変容について考え、自分自身についてのイメージを深め、自分のよさや

可能性に気付いていく。自分自身への気付きや、自分自身の成長に気付くことが、自

分は更に成長していけるという期待や意欲を高めることにつながる。 
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・学習活動の成果や過程を表現し、振り返ることで得られた手応えや自信は、自らの学

びを新たな活動に生かし挑戦していこうとする子供の姿を生み出す。こうしたサイク

ルが「学びに向かう力」を育成するものとして期待することができる。 

②「対話的な学び」の視点 

・生活科では、身の回りの様々な人々と関わりながら活動に取り組むことや、伝え合っ

たり交流したりすることが大切である。伝え合い交流する中で、一人一人の発見が共

有され、そのことをきっかけとして新たな気付きが生まれたり、関係が明らかになっ

たりすることが考えられる。他者との協働や伝え合い交流する活動は、一人一人の子

供の学びを質的に高めることにもつながる。 

・また、双方性のある活動が行われ、対象と直接関わり、対象とのやりとりをする中で、

感じ、考え、気付くなどして「対話的な学び」が豊かに展開されることが求められる。 

③「深い学び」の視点 

・生活科では、思いや願いを実現していく過程で、一人一人の子供が自分との関わりで

対象を捉えていくことが生活科の特質であると言える。 

・「身近な生活に関わる見方・考え方」を生かした学習活動が充実することで、気付いた

ことを基に考え、新たな気付きを生み出し関係的な気付きを獲得するなどの「深い学

び」を実現することが求められる。低学年らしいみずみずしい感性により感じ取られ

たことを、自分自身の実感の伴った言葉にして表したり、様々な事象と関連付けて捉

えようとしたりすることを助けるような教員の関わりが求められる。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 地域は、児童にとって生活の場であり学習の場である。地域の文化的・社会的な素材

や活動の場などを見いだす観点から地域の環境を繰り返し調査し、それらの素材を教材

化して最大限に生かすことが重要である。 

○ 飼育動物や栽培植物といった生きた教材は、児童にとって直接的な体験の機会が減っ

ている中で大きな意義を持つものであり、引き続き充実を図ることが必要である。 

○ スタートカリキュラムについては、入学当初の児童の生活面の支援に関する人的なサ

ポートも含め、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活

用しながら効果的に組み合わせるカリキュラム・マネジメントが重要となる。校区内の

公立私立の幼稚園等との連携体制、教育委員会と首長部局の連携も望まれる。 

○ 児童の体験的な活動を重視した学習を実施するため、学校内外の様々な人的な協力、

交流が必要となる。学校と地域の円滑な協働体制の構築、関連する施設との連携、獣医

師等の専門家の協力も必要である。 
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７．音楽、芸術（音楽） 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた音楽科、芸術科（音楽）の目標の在り

方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 音楽科、芸術科（音楽）においては、音楽のよさや楽しさを感じるとともに、思いや

意図を持って表現したり味わって聴いたりする力を育成すること、音楽と生活との関わ

りに関心を持って、生涯にわたり音楽文化に親しむ態度を育むこと等に重点を置いて、

その充実を図ってきたところである。 

○ 一方で、感性を働かせ、他者と協働しながら音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそ

のよさや価値等を考えたりしていくこと、我が国や郷土の伝統音楽に親しみ、よさを一

層味わえるようにしていくこと、生活や社会における音や音楽の働き、音楽文化につい

ての関心や理解を深めていくことについては、更なる充実が求められるところである。 

○ 今回の学習指導要領の改訂においては、これまでの成果を踏まえ、これらの課題に適

切に対応できるよう改善を図っていくことが必要である。 

②課題を踏まえた音楽科、芸術科（音楽）の目標の在り方 

○ 音楽科、芸術科（音楽）で育成を目指す資質・能力について、「知識・技能」、「思考力・

判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱は相互に関連し合い、一

体となって働くことが重要である。このため、必ずしも、別々に分けて育成したり、「知

識・技能」を習得してから「思考力・判断力・表現力等」を身に付けるといった順序性

を持って育成したりするものではないことに留意する必要がある。 

○ 芸術系教科・科目における「知識」については、一人一人が感性などを働かせて様々

なことを感じ取りながら考え、自分なりに理解し、表現したり鑑賞したりする喜びにつ

ながっていくものであることが重要である。知識が、体を動かす活動なども含むような

学習過程を通じて、個別の感じ方や考え方等に応じ、生きて働く概念146として習得され

ることや、新たな学習過程を経験することを通じて、知識が更新されていくことが重要

である。（なお、ここで言う概念の習得が一般概念の習得にとどまるものではないことに

留意する必要がある。） 

○ このことを踏まえて、「知識」に関しては以下のことが重要であり、発達の段階に応じ

て整理していくことが必要である。 

                                            
146 脚注 56 参照。 



 

 

160 

 

・〔共通事項〕との関連を図り、音楽を形づくっている要素などの働きについて実感を伴い

ながら理解し、表現や鑑賞などに生かすことができるようにすること 

・芸術に関する歴史や文化的意義を、表現や鑑賞の活動を通して、自己との関わりの中で

理解すること 

○ また、芸術系教科・科目における「技能」についても、一定の手順や段階を追って身

に付く個別の技能のみならず、変化する状況や課題に応じて主体的に活用できる技能と

して習熟・熟達していくということが重要である。 

○ 以上のような「知識・技能」の整理とともに、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに

向かう力・人間性等」についても三つの柱に沿った整理を行い、小・中・高等学校を通

じて、音楽科、芸術科（音楽）において育成を目指す資質・能力を別添８‐１のとおり

整理した。 

○ これらを踏まえ、学校段階ごとに育成を目指す資質・能力について、別添８‐２のと

おり整理しており、学校段階ごとの教科の目標についても、このような資質・能力の整

理に基づき示すことが求められる。 

○ また、高等学校芸術科は、芸術への永続的な愛好心を育み、感性を高め、豊かな情操

を養う教科であり、一人一人がそれぞれの興味・関心や個性を生かして、芸術と幅広く、

かつ、多様な観点から主体的に関わっていくことが重要である。したがって、今後も現

行と同様に、音楽、美術、工芸、書道の選択制のもと、人間の精神の働きによってつく

りだされた有形・無形の成果の総体と言える芸術文化に対する理解を深め、愛着を持つ

とともに、学校を卒業した後も、生涯にわたり我が国及び諸外国の芸術文化を尊重する

態度の育成を重視していくことが大切である。 

③音楽科、芸術科（音楽）における「見方・考え方」 

○ 音楽科、芸術科（音楽）の「見方・考え方」については、以下のとおり整理した。 

【小学校音楽科】 

音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視

点で捉え、自己のイメージや感情、生活や文化などと関連付けること。 

【中学校音楽科】 

音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視

点で捉え、自己のイメージや感情、生活や社会、伝統や文化などと関連付けること。 

【高等学校芸術科（音楽）】 
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感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉え、自

己のイメージや感情、芸術としての音楽の文化的・歴史的背景などと関連付けること。 

○ これらの教科・科目の「見方・考え方」は、現行の学習指導要領において、小学校音

楽科、中学校音楽科で示されている表現及び鑑賞に共通して働く資質・能力である〔共

通事項〕とも深い関わりがある。今後、その関連について検討していくことが求められ

る。 

○ こうした芸術系教科・科目の「見方・考え方」の特徴は、知性と感性の両方を働かせ

て対象や事象を捉えることである。知性だけでは捉えられないことを、身体を通して、

知性と感性を融合させながら捉えていくことが、他教科等以上に芸術系教科・科目が担

っている学びである。また、個別性の重視による多様性の包容、多様な価値を認める柔

軟な発想や他者との協働、自己表現とともに自己を形成していくこと、自分の感情のメ

タ認知なども含まれており、そこにも、芸術系教科・科目を学ぶ意義や必要性がある。 

○ また、特に重要な「感性」の働きは、感じるという受動的な面だけではない。感じ取

って自己を形成していくこと、新しい意味や価値を創造していくことなども含めて「感

性」の働きである。また、「感性」は知性と一体化して創造性の根幹をなすものである。

このため、芸術系教科・科目が、子供たちの創造性を育む上でも大切な役割を担ってい

る。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 音楽科、芸術科（音楽）において、資質・能力を育成する学習過程の在り方について、

別添８‐３のとおり図示した。 

○ 音楽科、芸術科（音楽）においては、音や音楽との出会いを大切にし、音楽活動を通

して、音楽を形づくっている要素を聴き取り／知覚し、感じ取って／感受して、音楽的

な特徴と、音楽によって喚起される自己のイメージや感情、音楽の背景などと関連付け

ることを、表現及び鑑賞の学習において共通に位置付けた。 

○ このことを支えとして、表現領域の学習では、音楽表現について創意工夫し、音楽表

現に対する思いや意図を持ち、音楽で表現できるようにする過程を示した。また、鑑賞

領域の学習では、音楽のよさや美しさなどについて自分なりの考えを持ち、味わって聴

くことができるようにする過程を示した。 

○ こうした学習過程を通して、生活や社会の中の音や音楽の働きの視点から学んでいる

こと、学んだことの意味や価値を自覚できるようにし、このことによって、音楽文化に

ついての理解を一層深めることにつなげられるようにすることが重要である。 
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ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 音楽科、芸術科（音楽）においては、現行の学習指導要領において、育成する資質・

能力を明確化しているが、今後、学習内容との関係について三つの柱に沿って整理され

た資質・能力や学びの過程の考え方を踏まえて、それらの趣旨を実現すべく、次の点か

ら指導内容の示し方を改善する。 

 ・現行の学習指導要領で複数の資質・能力を関連付けて示している学習内容を、三つの

柱に沿って見直し、Ａ表現、Ｂ鑑賞それぞれの領域及び〔共通事項〕の中で育成を目

指す「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力等」について整理する。また、別

添８‐３に示す学習過程を学習指導要領の構造に反映する。 

・表現及び鑑賞に関する能力を育成する上で共通に必要となる資質・能力である〔共通

事項〕を、「見方・考え方」との関連を考慮して位置付ける。 

・主として専門学科において開設される教科としての音楽科については、音楽に関する

専門的な内容を指導する教科であることから、各科目における専門的な学習を通して

育成を目指す資質・能力について、三つの柱に沿って整理する。 

②教育内容の改善・充実 

○ グローバル化する社会の中で、子供たちには、芸術を学ぶことを通じて感性等を育み、

日本文化を理解して継承したり、異文化を理解し多様な人々と協働したりできるように

なることが求められている。このため、音楽に関する伝統や文化を尊重し、実感的な理

解を深めていくことが重要である。 

○ 芸術系教科・科目においては、子供たちが、世の中にある音楽、美術、工芸、書道等

と自分との関わりを築いていけるようになることを大切にしている。しかし、授業の中

で、なぜそれを学ばなければならないのかということを実感することについては、教員

の意識としても、子供たちの意識としても弱いのではないかという指摘もなされている。

このため、授業で学習したことが、これからの自分たちの生活の中で生きてくるという

実感を持てるよう、指導の改善・充実を図ることが求められる。 

○ 子供たちが置かれている生活環境がこれまでと大きく変わってきている。こうした環

境の変化を踏まえて、例えば、我が国のよき音楽文化を伝える教材を扱ったり、実際に

ものに触れて感じ取ることや体を使って体験する活動を重視したり、伝統的な書式で和

紙の便箋や封筒を使用して手紙を書いたり、実感を伴う学習にするために畳や床の間と

いった伝統的な生活環境を活用したりするなど、学校教育において取り上げなければ出

会うことのない教材や経験することのない活動を、子供たちに提供することも、学校教

育の役割の一つである。 
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○ 芸術系教科・科目においては、思考力・判断力・表現力等を高めるため、言語を用い

た言語活動を行うほか、言語以外の方法（音や形、色など）を用いた言語活動や、音や

形、色などにより表現されたことを捉えて言語化する言語活動を行っている。また、捉

えたことを、喩えたり、見立てたり、置き換えたりすることは、表現や鑑賞を深めてい

く際に重要な活動である。このため、アクティブ・ラーニングの「深い学び」、「対話的

な学び」、「主体的な学び」の視点からの学習・指導の改善・充実を図る上でも、現行の

学習指導要領において重視されてきた言語活動については、芸術系教科・科目の特質に

応じた充実を図ることが求められる。 

○ また、「プログラミング的思考」など、子供達が将来どのような職業に就くとしても求

められる力を育むため、小学校の各教科等においてプログラミングを体験する教育が求

められている。小学校音楽科では、例えば、音楽づくりの学習の中で、プログラミング

を体験することなどが考えられる。その際、音楽の学びの本質に照らして適切に位置付

けられるよう、機器の操作に傾斜した学習にならないよう留意するとともに、つくった

音楽を実際に自分の声や音で表すことを大切にすることが重要である。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 従来、音楽科、芸術科（音楽）においては、心と体を使って触れたり感じたりする体

験や、人との関わりを通してよさや価値を実感する活動を重視してきた。今後、アクテ

ィブ・ラーニングの視点に立ち、活動と学びの関係性や、活動を通して何が身に付いた

のかという観点から、学習・指導の改善・充実を進めることが求められる。 

○ 以下、高等学校芸術科（音楽Ⅰ）を例に、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学

び」を実現する学習・指導の改善・充実の視点を示す。 

・ 「主体的な学び」の実現のためには、音楽によって喚起されるイメージや感情を自

覚させることが重要である。このことが、イメージや感情を喚起させる要因となった

音楽的な特徴を探ったり、芸術としての音楽の文化的・歴史的背景との関わりを考え

たりすることの原動力となり、表したい音楽表現や音楽のよさや美しさなどを見いだ

すことに関する見通しを持つことにつながる。また、音楽表現を創意工夫して音楽で

表現したり音楽のよさや美しさを味わって聴いたりする過程で持ったイメージや感情

の動きを振り返り、音や音楽が自分の感情及び人間の感情にどのような影響を及ぼし

たのかを考えることが、学んでいること、学んだことの意味や価値を自覚するととも

に、音や音楽を生活や社会に生かそうとする態度を育成することとなる。このことが

次の学びにつながっていく。 

・ 「対話的な学び」の実現のためには、一人一人が「音楽的な見方・考え方」を働か

せて、音楽表現をしたり音楽を聴いたりする過程において、互いに気付いたことや感
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じたことなどについて言葉や音楽で伝え合い、音楽的な特徴について共有したり、感

じ取ったことに共感したりする活動が重要である。客観的な根拠を基に他者と交流し、

自分なりの考えを持ったり音楽に対する価値意識を更新したり広げたりしていく過程

に学習としての意味がある。 

・ 「深い学び」の実現のためには、中学校音楽科における学習を基礎として、生徒が

音や音楽と出会う場面を大切にし、一人一人が「音楽的な見方・考え方」を働かせて、

音楽と主体的に関わることができるようにすることが重要である。その際、知覚・感

受したことを言葉や体の動きなどで表したり比較したり関連付けたりしながら、要素

の働きや音楽の特徴について他者と共有・共感したりする活動を適切に位置付ける。

このことが、曲想と音楽の構造や文化的・歴史的背景との関わり及び表現方法、音楽

様式、伝承方法の多様性などの音楽文化について理解することや、どのように音楽で

表すかについて表現意図を持つこと、また楽曲の特徴や演奏のよさや美しさ、自分や

社会にとっての音楽の意味や価値は何かなどの価値判断をすることに関する思考・判

断を促し、深めることにつながる。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 音楽科、芸術科（音楽）においては、我が国の音楽文化に親しみ一層の愛着を持つ観

点から、我が国の自然や四季、文化、日本語の持つ美しさなどを味わうことのできる歌

曲を取り上げるようにする。小・中学校音楽科においては、我が国のよき音楽文化を、

世代を超えて受け継がれるようにする観点から、引き続き、歌唱共通教材を示していく

必要がある。なお、その選曲や指導の在り方については検討が必要である。 

 また、我が国や郷土の伝統音楽を含む我が国及び諸外国の様々な音楽のうち、児童生

徒の実態を踏まえ、指導のねらいに適切なものを幅広く取り扱う必要がある。その際、

地域にある郷土の音楽を教材として取り入れることも大切である。主たる教材などにつ

いては、一人一人が「音楽的な見方・考え方」を働かせて、「主体的な学び」、「対話的な

学び」、「深い学び」の視点からの学習過程の質的改善につながるような示し方の工夫な

どが求められる。 

○ こうした学習指導要領の趣旨を実現できるよう、引き続き、教員養成や教員研修によ

る教員の資質・能力の向上、教材や材料、用具、環境等の整備を図ることが求められる。 
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８．図画工作、美術、芸術（美術、工芸） 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた図画工作科、美術科、芸術科（美術、

工芸）の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）においては、創造することの楽しさを感

じるとともに、思考・判断し表現するなどの造形的な創造活動の基礎的な能力を育てる

こと、生活の中の造形や美術の働き、美術文化に関心を持って、生涯にわたり主体的に

関わっていく態度を育むこと等に重点を置いて、その充実を図ってきたところである。 

○ 一方で、感性や想像力等を豊かに働かせて、思考・判断し、表現したり鑑賞したりす

るなどの資質・能力を相互に関連させながら育成することや、生活を美しく豊かにする

造形や美術の働き、美術文化についての実感的な理解を深め、生活や社会と豊かに関わ

る態度を育成すること等については、更なる充実が求められるところである。 

○ 今回の学習指導要領の改訂においては、これまでの成果を踏まえ、これらの課題に適

切に対応できるよう改善を図っていくことが必要である。 

②課題を踏まえた図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）の目標の在り方 

○ 図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）で育成を目指す資質・能力について、「知

識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱は

相互に関連し合い、一体となって働くことが重要である。このため、必ずしも、別々に

分けて育成したり、「知識・技能」を習得してから「思考力・判断力・表現力等」を身に

付けるといった順序性を持って育成したりするものではないことに留意する必要がある。 

○ 芸術系教科・科目における「知識」については、一人一人が感性などを働かせて様々

なことを感じ取りながら考え、自分なりに理解し、表現したり鑑賞したりする喜びにつ

ながっていくものであることが重要である。知識が、体を動かす活動なども含むような

学習過程を通じて、個別の感じ方や考え方等に応じ、生きて働く概念147として習得され

ることや、新たな学習過程を経験することを通じて更新されていくことが重要である。

（なお、ここで言う概念の習得が一般概念の習得にとどまるものではないことに留意す

る必要がある。） 

○ このことを踏まえて、「知識」に関しては以下のことが重要であり、発達の段階に応じ

て整理していく必要がある。 

                                            
147 脚注 56 参照。 
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・〔共通事項〕との関連を図り、形や色などの働きについて実感を伴いながら理解し、表

現や鑑賞などに生かすことができるようにすること 

・芸術に関する歴史や文化的意義を、表現や鑑賞の活動を通して、自己との関わりの中

で理解すること 

○ また、芸術系教科・科目における「技能」についても、一定の手順や段階を追って身

に付く個別の技能のみならず、変化する状況や課題に応じて主体的に活用できる技能と

して習熟・熟達していくということが重要である。 

○ 以上のような「知識・技能」の整理とともに、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに

向かう力・人間性等」についても三つの柱に沿った整理を行い、小・中・高等学校を通

じて図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）において育成を目指す資質・能力を別

添９‐１のとおり整理した。 

○ また、小学校図画工作科の工作に表す活動において育成する資質・能力は、中学校技

術・家庭科（技術分野）において育成する材料、加工に関する技術についての基礎的・

基本的な知識・技能ともつながるものである。 

○ これらを踏まえ、学校段階ごとに育成を目指す資質・能力について、別添９‐２のと

おり整理しており、学校段階ごとの教科の目標についても、このような資質・能力の整

理に基づき示すことが求められる。 

○ また、高等学校芸術科は、芸術への永続的な愛好心を育み、感性を高め、豊かな情操

を養う教科であり、一人一人がそれぞれの興味・関心や個性を生かして、芸術と幅広く、

かつ、多様な観点から主体的に関わっていくことが重要である。したがって、今後も現

行と同様に、音楽、美術、工芸、書道の選択制のもと、人間の精神の働きによってつく

りだされた有形・無形の成果の総体と言える芸術文化に対する理解を深め、愛着を持つ

とともに、学校を卒業した後も、生涯にわたり我が国及び諸外国の芸術文化を尊重する

態度の育成を重視していくことが大切である。 

③図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）における「見方・考え方」 

○ 図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）の「見方・考え方」については、以下の

とおり整理した。 

【小学校図画工作科】 

感性や想像力を働かせ、対象や事象を、形や色などの造形的な視点で捉え、自分のイ

メージを持ちながら意味や価値をつくりだすこと。 

【中学校美術科】 
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 感性や想像力を働かせ、対象や事象を、造形的な視点で捉え、自分としての意味や価

値をつくりだすこと。 

【高等学校芸術科（美術）】 

 感性や美的感覚、想像力を働かせ、対象や事象を、造形的な視点で捉え、新しい意味

や価値をつくりだすこと。 

【高等学校芸術科（工芸）】 

 感性や美的感覚、想像力を働かせ、対象や事象を、造形的な視点で捉え、新しい意味

や価値をつくりだすこと。 

○ これらの教科・科目の「見方・考え方」は、現行の学習指導要領において、小学校図

画工作科、中学校美術科で示されている表現及び鑑賞に共通して働く資質・能力である

〔共通事項〕とも深い関わりがある。今後、その関連について検討していくことが求め

られる。 

○ こうした芸術系教科・科目の「見方・考え方」の特徴は、知性と感性の両方を働かせ

て対象や事象を捉えることである。知性だけでは捉えられないことを、身体を通して、

知性と感性を融合させながら捉えていくことが、他教科等以上に芸術系教科・科目が担

っている学びである。また、個別性の重視による多様性の包容、多様な価値を認める柔

軟な発想や他者との協働、自己表現とともに自己を形成していくこと、自分の感情のメ

タ認知なども含まれており、そこにも、芸術系教科・科目を学ぶ意義や必要性がある。 

○ また、特に重要な「感性」の働きは、感じるという受動的な面だけではない。感じ取

って自己を形成していくこと、新しい意味や価値を創造していくことなども含めて「感

性」の働きである。また、「感性」は知性と一体化して創造性の根幹をなすものである。

このため、芸術系教科・科目が、子供たちの創造性を育む上でも大切な役割を担ってい

る。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）において、資質・能力を育成する学習過

程の在り方について、別添９‐３のとおり図示した。 

○ 図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）においては、感性や想像力等を働かせて、

形や色などの特徴やイメージなどと幅広く関わり、思考・判断し、表現したり鑑賞した

りするなどの資質・能力を相互に関連させながら学習することができるように、発想や

構想の能力、創造的な技能、鑑賞の能力を位置付けた。 
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○ こうした学習過程の中で、発想や構想の能力、創造的な技能、鑑賞の能力が主体的に

学ぶ意欲や感性などと往還して、形や色などの特徴やイメージなどと関わることを重視

した。 

○ 表現の学習において発想や構想することや創造的な技能を働かせること、鑑賞の学習

において作品などのよさや美しさなどを感じ取り味わうことなどが、それぞれの学習過

程の中で、知識を得たり結び付けたり活用したりしながら、相互に関連して働くように

することにより、資質・能力を効果的に育成することが重要である。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）においては、現行の学習指導要領におい

て、育成する資質・能力を明確化しているが、今後、学習内容との関係について三つの

柱に沿って整理された資質・能力や学びの過程の考え方を踏まえて、それらの趣旨を実

現すべく、次の点から指導内容の示し方を改善する。 

・現行の学習指導要領で明確にした、資質・能力と学習内容との関係を踏まえて、Ａ表

現、Ｂ鑑賞のそれぞれ領域及び〔共通事項〕の中で育成を目指す「知識・技能」及び

「思考力・判断力・表現力等」について、それらと関連する項目や指導事項、内容の

取扱いなどに明示する。また、別添９‐３に示す学習過程を学習指導要領の構造に反

映する。 

・表現及び鑑賞に関する能力を育成する上で共通に必要となる資質・能力である〔共通

事項〕を、「見方・考え方」との関連を考慮して位置付ける。 

・主として専門学科において開設される教科としての美術科については、美術に関する

専門的な内容を指導する教科であることから、各科目における専門的な学習を通して

育成を目指す資質・能力について、三つの柱に沿って整理する。 

ⅲ）教育内容の改善・充実 

○ グローバル化する社会の中で、子供たちには、芸術を学ぶことを通じて感性等を育み、

日本文化を理解して継承したり、異文化を理解し多様な人々と協働したりできるように

なることが求められている。このため、美術や工芸の伝統や文化を尊重し、実感的な理

解を深めていくことが重要である。 

○ 芸術系教科・科目においては、子供たちが、世の中にある音楽、美術、工芸、書道等

と自分との関わりを築いていけるようになることを大切にしている。しかし、授業の中

で、なぜそれを学ばなければならないのかということを実感することについては、教員

の意識としても、子供たちの意識としても弱いのではないかという指摘もなされている。

このため、授業で学習したことが、これからの自分たちの生活の中で生きてくるという

実感を持てるよう、指導の改善・充実を図ることが求められる。 
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○ 子供たちが置かれている生活環境がこれまでと大きく変わってきている。こうした環

境の変化を踏まえて、例えば、我が国のよき音楽文化を伝える教材を扱ったり、実際に

ものに触れて感じ取ることや体を使って体験する活動、伝統や創造の視点から造形や美

術を捉える活動などを重視したり、伝統的な書式で和紙の便箋や封筒を使用して手紙を

書いたり、実感を伴う学習にするために畳や床の間といった伝統的な生活環境を活用し

たりするなど、学校教育において取り上げなければ出会うことのない教材や経験するこ

とのない活動を、子供たちに提供することも、学校教育の役割の一つである。 

○ 芸術系教科・科目においては、思考力・判断力・表現力等を高めるため、言語を用い

た言語活動を行うほか、言語以外の方法（音や形、色など）を用いた言語活動や、音や

形、色などにより表現されたことを捉えて言語化する言語活動を行っている。また、捉

えたことを、喩えたり、見立てたり、置き換えたりすることは、表現や鑑賞を深めてい

く際に重要な活動である。このため、アクティブ・ラーニングの「深い学び」、「対話的

な学び」、「主体的な学び」の視点からの学習・指導の改善・充実を図る上でも、現行の

学習指導要領において重視されてきた言語活動については、芸術系教科・科目の特質に

応じた充実を図ることが求められる。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 従来、図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）においては、心と体を使って触れ

たり感じたりする体験や、人との関わりを通してよさや価値を実感する活動を重視して

きた。今後、アクティブ・ラーニングの視点に立ち、活動と学びの関係性や、活動を通

して何が身に付いたのかという観点から、学習・指導の改善・充実を進めることが求め

られる。 

○ 以下、高等学校芸術科（美術Ⅰ、工芸Ⅰ）を例に、「主体的な学び」、「対話的な学び」、

「深い学び」を実現する学習・指導の改善・充実の視点を示す。 

【高等学校芸術科（美術Ⅰ）】 

・ 「主体的な学び」の実現のためには、主題を生成したり構想をしたりする場面、創

造的な技能を働かせる場面、鑑賞の場面のそれぞれにおいて、形や色彩などの造形の

要素の働きなどに意識を向けて考えることや、対象や事象を造形的な視点で深く捉え

ることが必要である。加えて、自己の生成した主題や対象の見方や感じ方を大切にし

て、創造的に考えて表現したり鑑賞したりする学習の充実を図り、それらの学習活動

を自ら振り返り次の学びにつなげていくことが重要である。 

・ 「対話的な学び」の実現のためには、表現や鑑賞の能力を育成する観点から、「造形

的な見方・考え方」を働かせて、美術の創造活動の中で、形や色彩などの造形の要素

の働きなどについて理解し、美術作品や互いの作品について批評し合い討論する機会
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を設け、自他の見方や感じ方の相違などを理解し、自分の見方や感じ方を広げるなど

の言語活動を一層充実させることが重要である。 

・ 「深い学び」の実現のためには、中学校美術科における学習を基礎にして、「造形的

な見方・考え方」を働かせて、芸術としての美術と豊かに関わる学習活動を通して、

主体的に学ぶ意欲を高め、豊かに主題を生成して発想や構想をし、創造的な技能を働

かせてつくりだす表現の能力と、美術作品や文化遺産などを様々な観点から鑑賞して、

そのよさや美しさを創造的に味わう鑑賞の能力を相互に関連して働くようにすること

が大切である。加えて、お互いの見方や感じ方、考えなどを交流することで、新しい

見方や価値などに気付き、表現や鑑賞の能力を深めていくような学習により教科・科

目において育成する資質・能力を確実に身に付け、それらを積み重ねていくことが重

要である。 

【高等学校芸術科（工芸Ⅰ）】 

・ 「主体的な学び」の実現のためには、思いや願いを持ち、自らの発想や構想をした

りする場面、創造的な技能を働かせる場面、鑑賞の場面のそれぞれにおいて、形や色

彩、素材などの造形の要素の働きなどに意識を向けて考えることや、対象や事象を造

形的な視点で深く捉えることが必要である。加えて、自己の思いや願い、対象の見方

や感じ方を大切にして、創造的に考えて表現したり鑑賞したりする学習の充実を図り、

それらの学習活動を自ら振り返り次の学びにつなげていくことが重要である。 

・ 「対話的な学び」の実現のためには、表現や鑑賞の能力を育成する観点から、「造

形的な見方・考え方」を働かせ、工芸の創造活動の中で、形や色彩、素材などの造

形の要素の働きなどについて実感的に理解し、工芸作品や互いの作品について批評

し合い討論する機会を設け、自他の見方や感じ方の相違などを理解し、自分の見方

や感じ方を広げるなどの言語活動を一層充実させることが重要である。 

・ 「深い学び」の実現のためには、中学校美術科における学習を基礎にして、「造

形的な見方・考え方」を働かせて、生活を心豊かにする芸術としての工芸と豊かに

関わる学習活動を通して、主体的に学ぶ意欲を高め、豊かに発想や構想し、創造的

な技能を働かせて制作する表現の能力と、工芸作品や伝統工芸などを様々な観点か

ら鑑賞して、そのよさや美しさを創造的に味わうなどの鑑賞の能力を相互に関連し

て働くようにすることが大切である。、加えて、お互いの見方や感じ方、考えなどを

交流することで、新しい見方や価値などに気付き、表現や鑑賞の能力を深めていくよ

うな学習により教科・科目において育成する資質・能力を確実に身に付け、それら

を積み重ねていくことが重要である。 
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ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 小学校図画工作科、中学校美術科、高等学校芸術科（美術、工芸）においては、学習

指導要領に示す育成する資質・能力と学習内容を踏まえ、児童生徒の実態に応じて題材

を工夫することが大切である。特に、表現の学習に使用する教材については、個性やよ

さなどを伸長する観点から、一人一人が、自分のよさを発見し喜びを持って自己実現を

果たしていく態度の形成を図るように、児童生徒の実態に応じた多様な視点から設定す

ることが求められる。 

また、児童生徒が使用する教材などについては、一人一人が「造形的な見方・考え方」

を働かせて、「発想や構想の能力」、「創造的な技能」、「鑑賞の能力」を相互に関連させる、

「深い学び」、「対話的な学び」、「主体的な学び」の視点からの学習過程の質的改善につ

ながるような示し方の工夫などが求められる。例えば、主たる教材には、作品とともに

児童生徒の活動の様子も示し、どのような資質・能力の育成を目指すのかが教員にもわ

かるようにすることが大切である。 

○ こうした学習指導要領の趣旨を実現できるよう、引き続き、教員養成や教員研修によ

る教員の資質・能力の向上、教材や材料、用具、環境等の整備を図ることが求められる。 
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９．芸術（書道） 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた芸術科（書道）の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 芸術科（書道）においては、書の文化の継承と創造への関心を一層高めるために、書

の文化に関する学習の充実を図るとともに、豊かな情操を養い、感性や想像力を働かせ

ながら考えたり判断したりするなどの資質・能力の育成等に重点を置いて、その充実を

図ってきたところである。 

○ 一方で、書の伝統と文化を踏まえながら、生徒が感性を働かせて、表現と鑑賞の相互

関連を図りながら能動的に学習を深めていくことや、書への永続的な愛好心を育むこと

等については、更なる充実が求められるところである。 

○ 今回の学習指導要領の改訂においては、これまでの成果を踏まえ、これらの課題に適

切に対応できるよう改善を図っていくことが必要である。 

②課題を踏まえた芸術科（書道）の目標の在り方 

○ 芸術科（書道）で育成を目指す資質・能力について、「知識・技能」、「思考力・判断力・

表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱は相互に関連し合い、一体となっ

て働くことが重要である。このため、必ずしも、別々に分けて育成したり、「知識・技能」

を習得してから「思考力・判断力・表現力等」を身に付けるといった順序性を持って育

成したりするものではないことに留意する必要がある。 

○ 芸術系教科・科目における「知識」については、一人一人が感性などを働かせて様々

なことを感じ取りながら考え、自分なりに理解し、表現したり鑑賞したりする喜びにつ

ながっていくものであることが重要である。知識が、体を動かす活動なども含むような

学習過程を通じて、個別の感じ方や考え方等に応じ、生きて働く概念148として習得され

ることや、新たな学習過程を経験することを通じて、更新されていくことが重要である。

（なお、ここで言う概念の習得が一般概念の習得にとどまるものではないことに留意す

る必要がある。） 

○ このことを踏まえて、「知識」に関しては以下のことが重要であり、発達の段階に応じ

て整理していく必要がある。 

・〔共通事項〕との関連を図り、書を構成する要素などの働きについて実感を伴いながら

理解し、表現や鑑賞などに生かすことができるようにすること 

                                            
148 脚注 56 参照。 
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・芸術に関する歴史や文化的意義を、表現や鑑賞の活動を通して、自己との関わりの中

で理解すること 

○ また、芸術系教科・科目における「技能」についても、一定の手順や段階を追って身

に付く個別の技能のみならず、変化する状況や課題に応じて主体的に活用できる技能と

して習熟・熟達していくということが重要である。 

○ 以上のような「知識・技能」の整理とともに、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに

向かう力・人間性等」についても三つの柱に沿った整理を行い、高等学校芸術科（書道）

において育成を目指す資質・能力を別添１０‐１のとおり整理した。 

○ また、高等学校芸術科（書道）において育成する資質・能力は、小学校及び中学校の

国語科（書写）において育成する、文字を正しく整えて（速く）書くこと、書写能力を

学習活動や日常生活（社会生活）に生かすとともに、文字文化（手書きの意義や文字の

由来など）について理解することといった資質・能力ともつながるものと考えられる。

また、高等学校においては、資質・能力の育成に当たり、国語科の共通必履修科目にお

いて育成する、書写能力を実社会・実生活に生かすことや、古典の作品と書体等との関

わりから多様な文字文化への理解を深めることといった関連を図ることが考えられる。 

○ これらを踏まえ、育成を目指す資質・能力について、別添１０‐２のとおり整理して

おり、教科の目標についても、このような資質・能力の整理に基づき示すことが求めら

れる。 

○ また、高等学校芸術科は、芸術への永続的な愛好心を育み、感性を高め、豊かな情操

を養う教科であり、一人一人がそれぞれの興味・関心や個性を生かして、芸術と幅広く、

かつ、多様な観点から主体的に関わっていくことが重要である。したがって、今後も現

行と同様に、音楽、美術、工芸、書道の選択制のもと、人間の精神の働きによってつく

りだされた有形・無形の成果の総体と言える芸術文化に対する理解を深め、愛着を持つ

とともに、学校を卒業した後も、生涯にわたり我が国及び諸外国の芸術文化を尊重する

態度の育成を重視していくことが大切である。 

③芸術科（書道）における「見方・考え方」 

○ 芸術科（書道）の「見方・考え方」については、以下のとおり整理した。 

・感性を働かせ、書を、書を構成する要素やそれらが相互に関連する働きの視点で捉

え、書かれた言葉、歴史的背景、生活や社会、諸文化などとの関わりから、意味や

価値を見いだすこと。 

○ こうした芸術系教科・科目の「見方・考え方」の特徴は、知性と感性の両方を働かせ

て対象や事象を捉えることである。知性だけでは捉えられないことを、身体を通して、

知性と感性を融合させながら捉えていくことが、他教科等以上に芸術系教科・科目が担
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っている学びである。また、個別性の重視による多様性の包容、多様な価値を認める柔

軟な発想や他者との協働、自己表現とともに自己を形成していくこと、自分の感情のメ

タ認知なども含まれており、そこにも、芸術系教科・科目を学ぶ意義や必要性がある。 

○ また、特に重要な「感性」の働きは、感じるという受動的な面だけではない。感じ取

って自己を形成していくこと、新しい意味や価値を創造していくことなども含めて「感

性」の働きである。また、「感性」は知性と一体化して創造性の根幹をなすものである。

このため、芸術系教科・科目が、子供たちの創造性を育む上でも大切な役割を担ってい

る。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 芸術科（書道）において、資質・能力を育成する学習過程の在り方について、別添１

０‐３のとおり図示した。 

○ 芸術科（書道）においては、書表現のよさや美しさを感受することで、書と豊かに関

わることから書の創造的活動が展開する。育成する資質・能力と学習内容との関係を一

層明確にしていく観点から、表現及び鑑賞の活動に共通に働く内容を、書を構成する要

素とそれらの相互に関連する働きを捉えることとして位置付けた。これは、「書に関する

見方・考え方」と深く関係している。 

○ これらを支えとして、表現領域においては、知識や技能を活用しながら、自らの意図

に基づいて構想し、表現を工夫していく過程を示した。また、鑑賞領域では、書表現を

創造的に味わうことを通して、文字や芸術としての書の伝統と文化について深く捉え、

文字や書の効用を生活や社会の中で生かしたり、作品の意味や価値を考え、書を味わっ

て深く捉えたりする過程を示した。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 芸術科（書道）においては、現行の学習指導要領において、育成する資質・能力を明

確化しているが、今後、学習内容との関係について三つの柱に沿って整理された資質・

能力や学びの過程の考え方を踏まえて、それらの趣旨を実現すべく、次の点から指導内

容の示し方を改善する。 

・学習内容を三つの柱に沿って整理された資質・能力の在り方を踏まえて見直し、Ａ表

現、Ｂ鑑賞それぞれの領域の中で育成を目指す「知識・技能」及び「思考力・判断力・

表現力等」について整理する。また、別添１０‐３に示す学習過程を学習指導要領の

構造に反映する。 
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・表現及び鑑賞に関する能力を育成する上で共通に必要となる資質・能力である〔共通

事項〕を、「見方・考え方」との関連を考慮して位置付ける。 

②教育内容の改善・充実 

○ グローバル化する社会の中で、子供たちには、芸術を学ぶことを通じて感性等を育み、

日本文化を理解して継承したり、異文化を理解し多様な人々と協働したりできるように

なることが求められている。このため、書の伝統や文化を尊重し、実感的な理解を深め

ていくことが重要である。 

○ 芸術系教科・科目においては、子供たちが、世の中にある音楽、美術、工芸、書道等

と自分との関わりを築いていけるようになることを大切にしている。しかし、授業の中

で、なぜそれを学ばなければならないのかということを実感することについては、教員

の意識としても、子供たちの意識としても弱いのではないかという指摘もなされている。

このため、授業で学習したことが、これからの自分たちの生活の中で生きてくるという

実感を持てるよう、指導の改善・充実を図ることが求められる。 

○ 子供たちが置かれている生活環境がこれまでと大きく変わってきている。こうした環

境の変化を踏まえて、例えば、我が国のよき音楽文化を伝える教材を扱ったり、実際に

ものに触れて感じ取ることや体を使って体験する活動を重視したり、伝統的な書式で和

紙の便箋や封筒を使用して手紙を書いたり、実感を伴う学習にするために畳や床の間と

いった伝統的な生活環境を活用したりするなど、学校教育において取り上げなければ出

会うことのない教材や経験することのない活動を、子供たちに提供することも、学校教

育の役割の一つである。 

○ 芸術系教科・科目においては、思考力・判断力・表現力等を高めるため、言語を用い

た言語活動を行うほか、言語以外の方法（音や形、色など）を用いた言語活動や、音や

形、色などにより表現されたことを捉えて言語化する言語活動を行っている。また、捉

えたことを、喩えたり、見立てたり、置き換えたりすることは、表現や鑑賞を深めてい

く際に重要な活動である。このため、アクティブ・ラーニングの「深い学び」、「対話的

な学び」、「主体的な学び」の視点からの学習・指導の改善・充実を図る上でも、現行の

学習指導要領において重視されてきた言語活動については、芸術系教科・科目の特質に

応じた充実を図ることが求められる。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 従来、芸術科（書道）においては、心と体を使って触れたり感じたりする体験や、人

との関わりを通してよさや価値を実感する活動を重視してきた。今後、アクティブ・ラ
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ーニングの視点に立ち、活動と学びの関係性や、活動を通して何が身に付いたのかとい

う観点から、学習・指導の改善・充実を進めることが求められる。 

○ 以下、高等学校芸術科（書道Ⅰ）を例に、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学

び」を実現する学習・指導の改善・充実の視点を示す。 

・「主体的な学び」の実現のためには、生徒の作品の構想段階から完成に至るまでの作品

の変容を実感的に確認することで、新たな見通しを持って次の表現へと展開していく

活動、また、書の持つよさや美しさを創造的に捉え、自らの生活と関連付けたり、生

活や社会における文字や書の働きについて考えたりする活動の充実を図り、それらの

学習活動を振り返ることで、次の学びにつなげていくことが重要である。 

・「対話的な学び」の実現のためには、感性を働かせて、書を構成する要素とそれらが相

互に関連する働きの視点で書を捉え、作品について感じたことを確かな言葉で伝えた

り、互いに批評し合ったりするなどの言語活動を通して、作品の意味や価値を考え、

書を味わって深く捉える活動を一層充実することが重要である。 

・「深い学び」の実現のためには、中学校国語科（書写）の学習を発展させて、「書に関

する見方・考え方」を働かせて、芸術としての書と豊かに関わりながら書の創造的活

動を展開していくことが重要である。感性を働かせて、思いや意図に基づいて作品を

構想し、表現を工夫していく表現の能力と、書のよさや美しさを感受し、創造的に味

わう鑑賞の能力を相互に関連させながら、育成を目指す資質・能力を着実に身に付け

ていくことが重要である。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 芸術科（書道）において、生徒が「書に関する見方・考え方」を働かせながら、表現

や鑑賞の活動を行うことができるよう、主たる教材などにおいては、「深い学び」、「対話

的な学び」、「主体的な学び」の視点からの学習過程の質的改善につながるよう、教材の

示し方の工夫などが求められる。また、教員が生徒の実態に応じて、教材を選択して扱

うことができるよう多様な視点から示していくことが大切である。 

○ こうした学習指導要領の趣旨を実現できるよう、引き続き、教員養成や教員研修によ

る教員の資質・能力の向上、教材や材料、用具、環境等の整備を図ることが求められる。 
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１０．家庭、技術・家庭 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた家庭科、技術・家庭科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 家庭科、技術・家庭科家庭分野においては、普段の生活や社会に出て役立つ、将来生

きていく上で重要であるなど、児童生徒の学習への関心や有用感が高いなどの成果が見

られる。一方、社会構造の変化や家庭や地域の教育力の低下等に伴い、家族の一員とし

て協力することへの関心が低いこと、家族や地域の人々と関わること、家庭での実践や

社会に参画することが十分ではないことなどに課題が見られる。また、家族・家庭生活

の多様化や消費生活の変化等に加えて、グローバル化や少子高齢社会の進展、持続可能

な社会の構築等、今後の社会の急激な変化に主体的に対応することが求められる。 

○ 技術・家庭科技術分野においては、社会、環境及び経済といった複数の側面から技術

を評価し具体的な活用方法を考え出す力や、目的や条件に応じて設計したり、効率的な

情報処理の手順を工夫したりする力の育成について課題があるとの指摘がある。また、

社会構造の変化等に主体的に対応し、よりよい生活や持続可能な社会を構築していくた

め、技術分野では、技術の発達を主体的に支え、技術革新を牽引することができるよう、

技術を評価、選択、管理・運用、改良、応用することが求められる。 

②課題を踏まえた家庭科、技術・家庭科の目標の在り方 

○ 家庭科、技術・家庭科家庭分野における資質・能力について、実践的・体験的な学習

活動を通して、家族・家庭、衣食住、消費や環境等についての科学的な理解を図り、そ

れらに係る技能を身に付けるとともに、生活の中から問題を見出して課題を設定しそれ

を解決する力や、よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫し創造しようとする態度等

を育成することを 

基本的な考え方とし、別添１１‐１、１１‐３の通り整理した。技術・家庭科技術分

野における資質・能力については、実践的・体験的な活動を通して、生活や社会で利用

されている技術についての基礎的な理解を図り、それらに係る技能を身に付けるととも

に、生活や社会の中から技術に関わる問題を見出して課題を設定しそれを解決する力や、

よりよい生活や持続可能な社会の構築に向けて、適切かつ誠実に技術を工夫し創造しよ

うとする態度等を育成することを基本的な考え方とし、別添１１‐２、１１‐４の通り

整理した。 

③家庭科、技術・家庭科における「見方・考え方」 

○ 家庭科、技術・家庭科家庭分野では、人の生活の営みに係る多様な生活事象を学習対

象としている。生涯にわたって自立し共に生きる生活を創造するために、「家族や家庭、

衣食住、消費や環境などに係る生活事象を、協力・協働、健康・快適・安全、生活文化
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の継承・創造、持続可能な社会の構築等の視点で捉え、よりよい生活を営むために工夫

すること」を「生活の営みに係る見方・考え方」として整理した。なお、この「見方・

考え方」に示される視点は、相互に関わり合うものであり、児童生徒の発達の段階を踏

まえるとともに、例えば、衣食住の生活に関する内容においては、「健康・快適・安全」

や「生活文化の継承・創造」を主として考察する視点とするなど、取上げる内容や題材

構成等によってどの視点を重視するのかを適切に定める必要がある。 

○ 技術・家庭科技術分野では、技術の開発・利用の場面において用いられている、「生活

や社会における事象を、技術との関わりの視点で捉え、社会からの要求、安全性、環境

負荷や経済性等に着目して技術を最適化すること」という技術ならではの視点や思考の

枠組みを、「技術の見方・考え方」として整理した。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 家庭科、技術・家庭科家庭分野で育成することを目指す資質・能力は、「生活の営みに

係る見方・考え方」を働かせつつ、生活の中の様々な問題の中から課題を設定し、その

解決を目指して解決方法を検討し、計画を立てて実践するとともに、その結果を評価・

改善するという活動の中で育成できると考えられる。そこで学習過程を、１）生活の課

題発見、２）解決方法の検討と計画、３）課題解決に向けた実践活動、４）実践活動の

評価・改善と整理した。なお、家庭や地域での実践についても一連の学習過程として位

置付けることが考えられる。（別添１１-５を参照） 

○ 技術・家庭科技術分野で育成することを目指す資質・能力は、単に何かをつくるとい

う活動ではなく、「技術の見方・考え方」を働かせつつ、生活や社会における技術に関わ

る問題を見出して課題を設定し、解決方策が最適なものとなるよう設計・計画し、製作・

制作・育成を行い、その解決結果や解決過程を評価・改善するという活動の中で効果的

に育成できると考えられる。そこで学習過程を、１）既存の技術の理解と課題の設定、

２）技術に関する科学的な理解に基づいた設計・計画、３）課題解決に向けた製作・制

作・育成、４）成果の評価と次の問題の解決の視点と整理した。（別添１１‐６を参照） 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 家庭科、技術・家庭科家庭分野の指導内容については、次の三点から示し方を改善す

ることが求められる。第一には、小・中・高等学校の内容の系統性の明確化である。児

童生徒の発達を踏まえ、小・中・高等学校の各内容の接続が見えるように、小・中学校

においては、「家族・家庭生活」、「衣食住の生活」、「消費生活と環境」に関する三つの枠



 

 

179 

 

組みに整理することが適当である。また、この枠組みは、（１）③に示した「見方・考え

方」も踏まえたものである。 

○ 第二には、空間軸と時間軸という二つの視点からの学校段階に応じた学習対象の明確

化である。空間軸の視点では、家庭、地域、社会という空間的な広がりから、時間軸の

視点では、これまでの生活、現在の生活、これからの生活、生涯を見通した生活という

時間的な広がりから学習対象を捉えて指導内容を整理することが適当である。 

○ 第三には、学習過程を踏まえた改善である。生活の中から問題を見出し、課題を設定

し、解決方法を検討し、計画・実践、評価・改善するという一連の学習過程を重視し、

この過程を踏まえて基礎的な知識・技能の習得に係る内容や、それらを活用して思考力・

判断力・表現力等の育成に係る内容について整理することが適当である。 

○ 技術・家庭科技術分野の指導内容については、資質・能力や学習過程との関連を図る

ことが適当であり、以下の内容で構成することが考えられる。 

・ 技術の仕組みや役割、進展等を、科学的に理解することで、「技術の見方・考え方」

に気付き、課題の解決に必要となる知識・技能を習得させる内容（「生活や社会を支え

る技術」） 

・ 習得した知識・技能を活用して、生活や社会における技術に関わる問題を解決する

ことで、理解の深化や技能の習熟を図るとともに、技術によって問題を解決できる力

や技術を工夫し創造しようとする態度を育成する内容（「技術による問題解決」） 

・ 自らの問題解決の結果と過程をふり返ることで、身に付けた「技術の見方・考え方」

に沿って生活や社会を広く見つめなおす内容（「社会の発展と技術」） 

②教育内容の改善・充実 

ⅰ）科目構成の見直し 

○ 高等学校家庭科においては、自立した生活者として必要な生活の科学的な理解、生活

課題を解決する力の育成について一層の充実が求められる。また、選挙権年齢が 18 歳以

上に引き下げられたことなども踏まえて、男女が協力して主体的に家庭を築き相互に支

え合う社会の構築に向けて、家庭や地域の生活を創造しようとする態度や主体的に地域

社会と関わり、参画しようとする態度を育成することが一層求められている。 

・ 科目構成と内容については、現行の「家庭基礎」（２単位）「家庭総合」（４単位）及

び「生活デザイン」（４単位）の３科目から、各科目の履修状況を踏まえて、内容を再

構成し「家庭基礎」「家庭総合」の２科目とする。 

・ 「家庭基礎」では、高等学校の卒業段階において、自立した生活者として必要な実

践力を育成することを重視した基礎的な内容構成とする。 
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・ 「家庭総合」では、従前の「家庭総合」や「生活デザイン」の内容を引き継ぎ、生

涯を見通したライフステージごとの生活を科学的に理解させるとともに、主体的に生

活を設計することや、生活文化の継承・創造等、生活の価値や質を高め豊かな生活を

創造することを重視した内容構成とする。 

ⅱ）教育内容の見直し 

〇 今後の社会を担う子供たちには、グローバル化、少子高齢化、持続可能な社会の構築

等の現代的な諸課題を適切に解決できる能力が求められることから、家庭科、技術・家

庭科においては、学校種ごとに次のような教育内容の見直しを図ることが必要である。 

（小学校 家庭科） 

〇 小学校家庭科については、「家族・家庭生活」、「衣食住の生活」、「消費生活と環境」に

関する三つの内容で構成する。家族の一員として家庭の仕事に協力するなど、家庭生活

を大切にする心情を育むための学習活動や、家族や地域の異世代の人々と関わるなど、

人とよりよく関わる力を育成するための学習活動、食育を一層推進するための食事の役

割や栄養・調理に関する学習活動を充実する。また、消費生活や環境に配慮した生活の

仕方に関する内容を充実するとともに、他の内容との関連を図り、実践的な学習活動を

一層充実する。さらに、主として衣食住の生活において、日本の生活文化の大切さに気

付く学習活動を充実する。 

〇 学習した知識・技能を実生活で活用するために、家庭や地域と連携を図った生活の課

題と実践に関する指導事項を設定することや、基礎的な知識・技能を確実に身に付ける

ために、一部の題材を指定することも考えられる。 

（中学校 技術・家庭科 技術分野） 

○ 技術・家庭科技術分野については、生活や社会において様々な技術が複合して利用さ

れている現状を踏まえ、材料、加工、生物育成、エネルギー変換、情報等の専門分野に

おける重要な概念等を元にした教育内容とする。なお、急速な発達を遂げている情報の

技術に関しては、小学校におけるプログラミング教育の成果を生かし、発展させるとい

う視点から、従前からの計測・制御に加えて、双方向性のあるコンテンツに関するプロ

グラミングや、ネットワークやデータを活用して処理するプログラミングも題材として

扱うことが考えられる。その際、情報セキュリティ等についても充実する。  

○ また、技術の発達を支え、技術改革を牽引するために必要な資質・能力を育成する視

点から、知的財産を創造・保護・活用していこうとする態度や使用者・生産者の安全に

配慮して設計・製作したりするなどの倫理観の育成を重視する。併せて、技術の高度化

や産業構造の変化等の社会の変化を踏まえ、我が国に根付いているものづくりの文化や

伝統的な技術の継承、技術革新及びそれを担う職業・産業への関心、経済的主体等とし
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て求められる働くことの意義の理解、他者と協働して粘り強く物事を前に進めようとす

ること、安全な生活や社会づくりに貢献しようとすること等を重視する。 

（中学校 技術・家庭科 家庭分野） 

〇 技術・家庭科家庭分野については、「家族・家庭生活」、「衣食住の生活」、「消費生活・

環境」に関する三つの内容で構成する。家庭の機能を理解し、家族や地域の人々と協働

することや、幼児触れ合い体験、高齢者との交流等、人とよりよく関わる力を育成する

ための学習活動、食育を一層推進するための中学生の栄養と献立、調理や食文化などに

関する学習活動を充実する。また、金銭の管理に関する内容や、消費生活や環境に配慮

したライフスタイルの確立の基礎となる内容を充実するとともに、他の内容との関連を

図り、実践的な学習活動を一層充実する。さらに、主として衣食住の生活において、日

本の生活文化を継承する学習活動を充実する。 

〇 学習した知識・技能を実生活で活用するために、家庭や地域社会と連携を図った「生

活の課題と実践」に関する内容を充実する。 

（高等学校 家庭科） 

○ 高等学校家庭科の教育内容については、少子高齢化等の社会の変化や持続可能な社会

の構築、食育の推進等に対応し、男女が協力して主体的に家庭を築いていくことや親の

役割と子育て支援等の理解、高齢者の理解、生涯の生活を設計するための意思決定や消

費生活や環境に配慮したライフスタイルを確立するための意思決定、健康な食生活の実

践、日本の生活文化の継承・創造等に関する学習活動を充実する。また、これらの学習

により身に付けた知識・技能を活用して、「ホームプロジェクト」や「学校家庭クラブ活

動」等、主体的に取り組む問題解決的な学習を一層充実する。 

○ これらのことを踏まえ、「家庭基礎」では、子供を生み育てることや子供と関わる力を

身に付けるなどの乳児期に関する内容や、高齢者の生活支援技術の基礎に関する内容を

充実する。また、自立した生活者として必要な衣食住の生活や生活における経済の計画

等などの実践力の定着を図るための学習活動を充実する。             

「家庭総合」では、乳児との触れ合いや子供とのコミュニケーション、高齢者の生活

支援技術、グローバル化に対応した日本の生活文化等に関する内容を充実する。また、

生活を総合的にマネジメントできるように、健康や安全等を考慮するとともに生活の価

値や質を高める豊かな衣食住の生活を創造するための実践力を身に付けるための学習活

動を充実する。 

○ なお、家庭科、技術・家庭科家庭分野においては、生活の科学的な理解を深め、生活

の自立に向けて主体的に活用できる技能の習得を図るために、実践的・体験的な学習活

動を重視し、問題解決的な学習を一層充実する。  
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③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）主体的・対話的で深い学びの実現 

○ 家庭科、技術・家庭科における「主体的な学び」とは、現在及び生涯を見通した生活

の課題について、解決の見通しを持ち、課題の発見や解決に取り組むとともに、学習の

過程を振り返って、次の学習に主体的に取り組む態度を育む学びである。そのため、学

習した内容を実際の生活で生かす場面を設定し、自分の生活が家庭や地域社会と深く関

わっていることを認識したり、自分が社会に参画し貢献できる存在であることに気付い

たりする活動に取り組むことなどが考えられる。 

○ 「対話的な学び」とは、他者との会話を通して考えを明確にしたり、他者と意見を共

有して互いの考えを深めたり、他者と協働したりするなど、自らの考えを広げ深める学

びである。なお、技術・家庭科技術分野では、例えば、直接、他者との対話を伴わなく

とも、既製品の分解等の活動を通してその技術の開発者が設計に込めた意図を読み取る

といったことなども、自らの考えを広げ深める学びとなる。 

○ 「深い学び」とは、児童生徒が、生活の中から問題を見出して課題を設定し、その解

決に向けた解決策の検討、計画、実践、評価、改善といった一連の学習活動の中で、「生

活の営みに係る見方・考え方」や「技術の見方・考え方」を働かせながら課題の解決に

向けて自分の考えを構想したり、表現したりして、資質・能力を獲得する学びである。

このような学びを通して、生活や技術に関する事実的知識が概念的知識として質的に高

まったり、技能の習熟・熟達（定着）が図られたりする。また、このような学びの中で

「対話的な学び」や「主体的な学び」を充実させることによって、家庭科、技術・家庭

科が目指す思考力・判断力・表現力も豊かなものとなり、生活や技術についての課題を

解決する力や、生活や技術を工夫し創造しようとする態度も育まれると考えられる。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 家庭科、技術・家庭科家庭分野においては、生活事象の原理・原則を科学的に理解す

るための指導や学習の見通しをもたせる指導、個に応じた指導、児童生徒の協働的な学

びを推進するための指導において、ＩＣＴの活用を充実することが求められる。また、

実感を伴った理解を深めるために、実際に見たり、触れたりすることができる実物や標

本、乳幼児触れ合い体験や高齢者疑似体験等に必要な教材の充実が求められる。 

○ 技術・家庭科技術分野においては、例えば、「情報の技術」におけるプログラミングに

関する内容の充実に対応し、必要な機能をもったプログラムの開発環境を整備したり、

「技術に関する科学的な理解に基づいた設計・計画」の段階において、モデルを試作す

るための３ＤＣＡＤや３Ｄプリンタ等を必要に応じて整備したりするといった、内容や

学習過程に応じた教材の整備について検討することが求められる。 
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○ 全ての学校で家庭科、技術・家庭科の指導を充実するには、幼稚園や保育所等、高齢

者施設、消費生活センター、工業試験場や農業試験場、民間企業、公民館や博物館・科

学館、関連する分野の専門高校等との連携について検討することが求められる。また、

指導対象である生活や技術が変化し続けるという家庭科、技術・家庭科の特質を踏まえ、

教員が常に新たな情報を入手し、教材研究や指導力向上を図ることができる研修の充実

も必要である。 
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１１．体育、保健体育 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた体育科、保健体育科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 体育科、保健体育科については、生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツ

ライフを実現することを重視し、体育と保健との一層の関連や発達の段階に応じた指導

内容の明確化・体系化を図りつつ、指導と評価の充実を進めてきた。 

○ その中で、運動やスポーツが好きな児童生徒の割合が高まった149こと、体力の低下傾

向に歯止めがかかった150こと、「する、みる、支える」のスポーツとの多様な関わりの必

要性や公正、責任、健康・安全等、態度の内容が身に付いていること、子供たちの健康

の大切さへの認識や健康・安全に関する基礎的な内容が身に付いていることなど、一定

の成果がみられる。 

○ 他方で、習得した知識や技能を活用して課題解決することや、学習したことを相手に

分かりやすく伝えること等に課題があること、運動する子供とそうでない子供の二極化

傾向がみられる151こと、子供の体力について、低下傾向には歯止めがかかっているもの

の、体力水準が高かった昭和６０年ごろと比較すると、依然として低い状況がみられる152

ことなどの指摘がある。また、健康課題を発見し、主体的に課題解決に取り組む学習が

不十分であり、社会の変化に伴う新たな健康課題に対応した教育が必要との指摘がある。 

②課題を踏まえた体育科、保健体育科の目標の在り方 

○ 体育科、保健体育科では、これらの課題を踏まえ、心と体を一体としてとらえ、生涯

にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成する

ことを重視する観点から、運動や健康に関する課題を発見し、その解決を図る主体的・

協働的な学習活動を通して、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向か

                                            
149 スポーツ庁の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」では、「運動やスポーツをすることは好きですか」
という質問への「好き」の回答の割合は、平成２４年度調査結果は、小学校（第５学年）男子７２．７％、
同女子５３．６％、中学校（第２学年）男子６２．６％、同女子４３．５％、平成２７年度調査結果は、
小学校（第５学年）男子７４．０％、同女子５６．５％、中学校（第２学年）男子６４．８％、同女子４
８．１％となっている。 

150 文部科学省の「文部科学省白書２０１５」では、子供の体力の現状と課題について、新体力テストとなっ
て以降の直近１７年間の合計点の推移を見てみると、ほとんどの年代で緩やかな向上傾向となっており、
平成２６年度の結果は多くの年代で過去最高を記録しているとされている。 

151 スポーツ庁の「平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」では、例えば、中学校（第 2 学年）
女子において、1 週間の総運動時間が４２０分以上の割合が５８．９％である一方、1週間の総運動時間が
６０分未満の割合は２１．０％となっている。 

152 文部科学省の「文部科学省白書２０１５」では、子供の体力の現状と課題について、長期的にみると、体
力水準が高かった昭和６０年頃との比較では、握力及び走、跳、投能力にかかる項目は、依然低い水準と
なっている（中学校男子の５０m 走及びハンドボール投げ並びに高校男子の５０m 走を除く）とされている。 



 

 

185 

 

う力・人間性等」を育成することを目標として示す。（別添１２‐１、別添１２‐２を参

照） 

③体育科、保健体育科における「見方・考え方」 

○ 体育科、保健体育科においては、各種の運動がもたらす体の健康への効果はもとより、

心の健康も運動と密接に関連していることを踏まえ、生涯にわたる豊かなスポーツライ

フを実現する資質・能力の育成や健康の保持増進のための実践力の育成及び体力の向上

について考察することが重要である。 

○ 「体育の見方・考え方」については、生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する

観点を踏まえ、「運動やスポーツを、その価値153や特性に着目して、楽しさや喜びととも

に体力の向上に果たす役割の視点から捉え、自己の適性等に応じた『する・みる・支え

る・知る』の多様な関わり方と関連付けること。」と整理した。 

○ 「保健の見方・考え方」については、疾病や傷害を防止するとともに、生活の質や生

きがいを重視した健康に関する観点を踏まえ、「個人及び社会生活における課題や情報を、

健康や安全に関する原則や概念に着目して捉え、疾病等のリスクの軽減や生活の質の向

上、健康を支える環境づくりと関連付けること。」と整理した。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 体育科、保健体育科における学習過程については、これまでも心と体を一体としてと

らえ、自己の運動や健康についての課題の解決に向け、積極的・自主的・主体的に学習

することや、仲間と対話し協力して課題を解決する学習等を重視してきた。これらを引

き続き重視するとともに、体育科、保健体育科で育成を目指す「知識・技能」、「思考力・

判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの資質・能力を確実に身に付

けるために、その関係性を重視した学習過程を工夫する必要がある。（別添１２‐３） 

・体育については、スポーツとの多様な関わり方を楽しむことができるようにする観点

から、運動に対する興味や関心を高め、技能の指導に偏ることなく、「する、みる、支

える」に「知る」を加え、三つの資質・能力をバランスよく育むことができる学習過

程を工夫し、充実を図る。また、粘り強く意欲的に課題の解決に取り組むとともに、

自らの学習活動を振り返りつつ、仲間と共に課題を解決し、次の学びにつなげる主体

的・協働的な学習過程を工夫し、充実を図る。 

                                            
153 運動やスポーツの価値とは、例えば「公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全」等が挙げられる。 
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・保健については、健康に関心をもち、自他の健康の保持増進や回復を目指して、疾病

等のリスクを減らしたり、生活の質を高めたりすることができるよう、知識の指導に

偏ることなく、三つの資質・能力をバランスよく育むことができる学習過程を工夫し、

充実を図る。また、健康課題に関する課題解決的な学習過程や、主体的・協働的な学

習過程を工夫し、充実を図る。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 体育科、保健体育科の指導内容については、(1)知識・技能、(2)思考力・判断力・表

現力等、(3)学びに向かう力・人間性等の育成を目指す資質・能力の三つの柱に沿って示

す。 

・体育については、「体育の見方・考え方」を働かせて、三つの資質・能力を育成する観

点から、運動に関する「知識・技能」、運動課題の発見・解決等のための「思考力・判

断力・表現力等」、主体的に学習に取り組む態度等の「学びに向かう力・人間性等」に

対応した目標、内容に改善する。その際、児童生徒の発達の段階を踏まえて、学習し

たことを実生活や実社会に生かし、豊かなスポーツライフを継続することができるよ

う、小学校、中学校、高等学校を通じて系統性のある指導ができるように示す必要が

ある。 

・保健については、「保健の見方・考え方」を働かせて、三つの資質・能力を育成する観

点から、健康に関する「知識・技能」、健康課題の発見・解決のための「思考力・判断

力・表現力等」、主体的に健康の保持増進や回復に取り組む態度等の「学びに向かう力・

人間性等」に対応した目標、内容に改善する。その際、健康な生活と疾病の予防、心

身の発育・発達と心の健康、健康と環境、傷害の防止、社会生活と健康等の保健の基

礎的な内容について、小学校、中学校、高等学校を通じて系統性のある指導ができる

ように示す必要がある。 

②教育内容の改善・充実 

（小学校 体育） 

○ 小学校運動領域については、運動の楽しさや喜びを味わうための基礎的・基本的な「知

識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の育成を重視

する観点から、内容等の改善を図る。また、保健領域との一層の関連を図った内容等に

ついて改善を図る。 

・全ての児童が、楽しく、安心して運動に取り組むことができるようにし、その結果と

して体力の向上につながる指導等の在り方について改善を図る。その際、特に、運動

が苦手な児童や運動に意欲的ではない児童への指導等の在り方について配慮する。 
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・オリンピック・パラリンピックに関する指導の充実については、児童の発達の段階に

応じて、ルールやマナーを遵守することの大切さをはじめ、スポーツの意義や価値154等

に触れることができるよう指導等の在り方について改善を図る。 

○ 保健領域については、身近な生活における健康・安全についての基礎的・基本的な「知

識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の育成を重視

する観点から、内容等の改善を図る。その際、自己の健康の保持増進や回復等に関する

内容を明確化するとともに、「技能」に関連して、心の健康、けがの防止の内容の改善を

図る。また、運動領域との一層の関連を図った内容等について改善を図る。 

（中学校 保健体育） 

○ 中学校体育分野については、生涯にわたって運動やスポーツに親しみ、スポーツとの

多様な関わり方を場面に応じて選択し、実践することができるよう、「知識・技能」、「思

考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の育成を重視する観点から内

容等の改善を図る。また、保健分野との一層の関連を図った内容等について改善を図る。 

・各領域で身に付けたい具体的な内容を、資質・能力の三つの柱に沿って明確に示す。

特に、「思考力・判断力・表現力等」及び「学びに向かう力・人間性等」の内容の明確

化を図る。また、体力や技能の程度、年齢や性別及び障害の有無等にかかわらず、運

動やスポーツの多様な楽しみ方を共有することができるよう配慮する。 

・体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに、健康や体力の状況に応じて体力を高

める必要性を認識し、運動やスポーツの習慣化につなげる観点から、体つくり運動155の

内容等について改善を図る。 

・スポーツの意義や価値等の理解につながるよう、内容等について改善を図る。特に、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会がもたらす成果を次世代に引き継いでい

く観点から、知識に関する領域において、オリンピック・パラリンピックの意義や価

値156等の内容等について改善を図る。 

                                            
154 スポーツ基本法第二条第二項では、「スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、
体力を向上させ、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を及ぼすものであり、
国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものである 下略」とされて
いる。 

155 現在、中学校の体つくり運動は、体ほぐしの運動と体力を高める運動で構成され、第 1学年及び第 2学年
では、体を動かす楽しさや心地よさを味わい、体力を高め、目的に適した運動を身に付け、組み合わせる
ことができるようにすることを、第 3 学年では、体を動かす楽しさや心地よさを味わい、健康の保持増進
や体力の向上を図り、目的に適した運動の計画を立て取り組むことができるようにすることをねらいとし
ている。 

156 第１部５．（５）参照。 
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・グローバル化する社会の中で、我が国固有の伝統と文化への理解を深める観点から、

日本固有の武道157の考え方に触れることができるよう、内容等について一層の改善を

図る。 

○ 保健分野については、個人生活における健康・安全についての「知識・技能」、「思考

力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の育成を重視する観点から、内

容等の改善を図る。その際、心の健康や疾病の予防に関する健康課題の解決に関わる内

容、ストレス対処や心肺蘇
そ

生法等の技能に関する内容等を充実する。また、個人生活に

おける健康課題を解決することを重視する観点から、健康な生活と疾病の予防の内容を

学年ごとに配当するとともに、体育分野との一層の関連を図った内容等について改善を

図る。 

（高等学校 保健体育） 

○ 高等学校科目体育については、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続し、スポ

ーツとの多様な関わり方を状況に応じて選択し、卒業後も継続して実践することができ

るよう、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の

育成を重視する観点から内容等の改善を図る。また、科目保健との一層の関連を図った

内容等について改善を図る。 

・各領域で身に付けたい具体的な内容を、資質・能力の三つの柱に沿って明確に示す。特

に、「思考力・判断力・表現力等」及び「学びに向かう力・人間性等」の内容の明確化

を図る。また、体力や技能の程度、年齢や性別及び障害の有無等にかかわらず、運動や

スポーツの多様な楽しみ方を社会で実践することができるよう配慮する。 

・体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに、健康や体力の状況に応じて自ら体力を

高める方法を身に付け、運動やスポーツの習慣化につなげる観点から、体つくり運動158

の内容等について改善を図る。 

・スポーツの意義や価値等の理解につながるよう、内容等について改善を図る。特に、東

京オリンピック・パラリンピック競技大会がもたらす成果を次世代に引き継いでいく観

点から、知識に関する領域において、オリンピック・パラリンピックの意義や価値及び

ドーピング等の内容等について改善を図る。 

○ 科目保健については、個人及び社会生活における健康・安全についての総合的な「知

識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の育成を重視

                                            
157 日本武道協議会加盟団体実施種目・・・柔道、剣道、弓道、相撲、空手道、合気道、少林寺拳法、なぎな
た、銃剣道 

158 現在、高等学校の体つくり運動は、体ほぐしの運動と体力を高める運動で構成され、体を動かす楽しさや
心地よさを味わい、健康の保持増進や体力の向上を図り、目的に適した運動の計画や自己の体力や生活に
応じた運動の計画を立て、実生活に役立てることができるようにすることをねらいとしている。 



 

 

189 

 

する観点から内容等の改善を図る。その際、少子高齢化や疾病構造の変化による現代的

な健康課題159の解決に関わる内容や、ライフステージにおける健康の保持増進や回復に

関わる内容及び一次予防のみならず、二次予防や三次予防160に関する内容を改善すると

ともに、人々の健康を支える環境づくりに関する内容の充実を図る。また、科目体育と

一層の関連を図り、心身の健康の保持増進や回復とスポーツとの関連等の内容等につい

て改善を図る。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 体育科、保健体育科における資質・能力を育成するための学びの過程は、運動や健康

についての課題や児童生徒の実態等により様々であるが、「主体的な学び」、「対話的な

学び」、「深い学び」の三つの学習・指導の改善・充実の視点に基づき、以下のとおり整

理することができる。なお、これら三つの学びの過程をそれぞれ独立して取り上げるの

ではなく、相互に関連を図り、体育科、保健体育科で求められる学びを一層充実するこ

とが重要である。また、これら三つの学びの過程は、順序性や階層性を示すものでない

ことに留意することが大切である。 

・「主体的な学び」は、運動の楽しさや健康の意義等を発見し、運動や健康についての興

味や関心を高め、課題の解決に向けて粘り強く自ら取り組み、それを考察するととも

に学習を振り返り、課題を修正したり新たな課題を設定したりする学びの過程と捉え

られる。各種の運動の特性や魅力に触れたり、自他の健康の保持増進や回復を目指し

たりするための主体的な学習を重視するものである。 

・「対話的な学び」は、運動や健康についての課題の解決に向けて、児童生徒が他者（書

物等を含む）との対話を通して、自己の思考を広げ深めていく学びの過程と捉えられ

る。自他の運動や健康についての課題の解決を目指して、協働的な学習を重視するも

のである。 

・「深い学び」は、自他の運動や健康についての課題を発見し、解決に向けて試行錯誤を

重ねながら、思考を深め、よりよく解決する学びの過程と捉えられる。児童生徒の発

                                            
159 死因として最多はがんで、第２位が心疾患であり、これらの生活習慣病は、死因の約６割、国民医療費の
約３割を占めている。また、20 代の死因の半数は自殺で、その動機や原因の約４割が仕事関連の悩みとう
つ病によるものと指摘されている。少子高齢化については、若い世代の出産・子育てや高齢化に伴う健康
寿命の延伸などの課題が指摘されている。 

160 疾病予防の考え方として、一次予防（適正な食事や運動不足の解消、禁煙、ストレスコントロールといっ
た健康的な生活習慣づくりの取組や予防接種、環境改善、事故の防止など）、 二次予防（検診等による病
気の早期発見と早期治療など）、 三次予防（適切な治療により病気や障害の進行を防ぐことなど）がある。 
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達の段階に応じて、これらの深い学びの過程を繰り返すことにより、体育科、保健体

育科の「見方・考え方」を育てることを重視するものである。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 「主体的・対話的で深い学び」の過程を踏まえて、体育については、学習したことを

実生活や実社会で生かし、運動やスポーツの習慣化につなげたり、体力や技能の程度、

年齢や性別及び障害の有無等にかかわらず、スポーツとの多様な関わり方を場面に応じ

て選択したりすることができるよう、教材の工夫やＩＣＴの活用を図ることが重要であ

る。保健については、同様に、健康に関する課題解決的な学びや児童生徒の多様なニー

ズ、興味や関心を踏まえ、教科書を含めた教材を工夫することが重要である。また、保

健の知識・技能、思考力・判断力・表現力等の育成を目指してＩＣＴの活用を図ること

が重要である。 

○ 体育科、保健体育科の改善に向けて、教員養成、教員研修、教材整備等の環境を整え

ていくことも必要である。その際、体育については、生涯にわたって豊かなスポーツラ

イフを実現するとともに、スポーツとの多様な関わり方を場面に応じて選択し、実践で

きるようにする観点から、条件整備等を行う必要がある。また、保健については、少子

高齢化や疾病構造の変化等の社会環境に対応し、子供たちが生涯を通じて自他の健康課

題に適切に対応できるようにする観点から、条件整備等を行う必要がある。 
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１２．外国語 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた外国語活動、外国語科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ グローバル化が急速に進展する中で、外国語によるコミュニケーション能力161は、こ

れまでのように一部の業種や職種だけでなく、生涯にわたる様々な場面で必要とされる

ことが想定され、その能力の向上が課題となっている。 

○ 現行の学習指導要領は、外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的に

コミュニケーションを図ろうとする態度や、情報や考えなどを理解したり伝えたりする

力の育成を目標として掲げ、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」などを総

合的に育成することをねらいとして改訂され、様々な取組を通じて充実が図られてきた。 

○ 一方で、指導改善による成果が認められるものの、児童生徒の学習意欲に関わる課題

や、学校種間の接続が十分とは言えず、進級や進学をした後に、それまでの学習内容や

指導方法等を発展的に生かすことができないといった状況も見られている。 

○ 中・高等学校においては、文法・語彙等の知識がどれだけ身に付いたかという点に重

点が置かれた授業が行われ、外国語によるコミュニケーション能力の育成を意識した取

組、特に「話すこと」及び「書くこと」などの言語活動が十分に行われていないことや、

習得した知識や経験を生かし、コミュニケーションを行う目的・場面・状況等に応じて

適切に表現することなどに課題がある。 

②課題を踏まえた外国語活動、外国語科の目標等の在り方 

○ これらの課題を踏まえ、特に、他者とのコミュニケーション（対話や議論等）の基盤

を形成する観点を、外国語教育を通じて育成を目指す資質・能力全体を貫く軸として重

視しつつ、他の側面（創造的思考、感性・情緒等）からも育成を目指す資質・能力が明

確となるよう整理することを通じて、更に外国語教育における「知識・技能」、「思考力・

判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの資質・能力を育成すること

を目標として改善を図る。（別添１３‐１を参照） 

                                            
161 コミュニケーション能力については様々な考え方があるが、文部科学省の有識者会議の報告（コミュニ
ケーション教育推進会議審議経過報告「子どもたちのコミュニケーション能力を育むために」平成 23 年 8
月 29 日）においては「いろいろな価値観や背景をもつ人々による集団において、相互関係を深め、共感し
ながら、人間関係やチームワークを形成し、正解のない課題や経験したことのない問題について、対話を
して情報を共有し、自ら深く考え、相互に考えを伝え、深め合いつつ、合意形成・課題解決する能力」と
定義している。本ワーキンググループにおける議論においては、こうした定義も踏まえ、外国語教育にお
ける特質に配慮しながら、外国語によるコミュニケーション能力について、外国語やその背景にある文化
に対する理解を深め、他者を尊重し、聞き手・読み手・話し手・書き手に配慮しながら、コミュニケーシ
ョンを行う目的・場面・状況等に応じて、外国語で情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝え合った
りすることができる能力として整理している。 



 

 

192 

 

併せて、後述③の「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」を働か

せながら、外国語教育において求められている資質・能力を育むために必要な教科等目

標を設定する。（別添１３‐２を参照） 

（育成を目指す資質・能力と小・中・高等学校を通じた領域別の目標の設定） 

○ 前述のように、外国語教育における「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学

びに向かう力・人間性等」の三つの資質・能力を明確にした上で、前述のような課題を

踏まえ、①各学校段階の学びを接続させるとともに、②「外国語を使って何ができるよ

うになるか」を明確にするという観点から目標の改善・充実を図る。 

○ 外国語の学習においては、語彙や文法等の個別の知識がどれだけ身に付いたかに主眼

を置くのではなく、児童生徒の学びの過程全体を通じて、知識・技能が、実際のコミュ

ニケーションにおいて活用され、思考・判断・表現することを繰り返すことを通じて獲

得され、学習内容の理解が深まるなど資質・能力が相互に関係し合いながら育成される

必要がある。 

○ このため、それらの育成を目指す力について、前述のような課題を踏まえつつ、国際

的な基準であるＣＥＦＲ162などを参考に、外国語学習の特性を踏まえて「知識・技能」

と「思考力・判断力・表現力等」を一体的に育成し、小・中・高等学校で一貫した目標

を実現するため、そこに至る段階を示すものとして段階的に実現する領域別の目標を設

定する。 

                                            
162  国際的な基準：CEFR （Common European Framework of Reference for Languages: Learning、 teaching、 
assessment 外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ共通参照枠） は、語学シラバスやカリキュラ
ムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、包括的な基盤
を提供するものとして、20 年以上にわたる研究を経て、2001 年に欧州評議会が発表した。国により、CEFR 
の「共通参照レベル」が、初等教育、中等教育を通じた目標として適用されたり、欧州域内の言語能力に
関する調査を実施するに当たって用いられたりするなどしている。CEFR は、学習者、教授する者、評価者
が共有することによって、外国語の熟達度を同一の基準で判断しながら「学び、教え、評価できるよう」
開発されたもの。「話すこと」のやりとり（interaction ）は、少なくとも 2 人以上の個人が言葉のやりと
りをする。その際、産出的活動と受容的活動が交互に行われ、口頭のコミュニケーションの場合は同時に
行われることもあり、対話者が同時に話し、聞くだけでなく、聞き手は話し手の話を先回りして予測し、
その間に答えを準備しているものであるなど、やりとりは言語使用と言語学習の中でも大きな重要性が認
められ、コミュニケーションにおける中枢的役割を果たしているとされている。 
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○ ＣＥＦＲにおいては、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の４技能では

なく、外国語の学習等のための「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やりとり：interaction）」

「話すこと（発表：production）」「書くこと」という五つの領域において、単に、知識・

技能だけが示されているのではなく、知識・技能を活用して思考したり表現したりする

言語能力が示されている163。このことを踏まえ、これまで「４技能」と称されることが

多かった、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」については、国の領域別の

目標において五つの領域として示すこととする。 

○ 国が定める領域別の目標については、外国語で聞いたり読んだりして得た知識や情報、

考えなどを的確に理解したり、それらを活用して適切に表現し伝え合ったりすることで

育成される「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力等」について、外国語教育の目

標に沿って、高等学校卒業時において求められる資質・能力を明確にした上で、それぞ

れの学校段階等において設定することが大切である。このため、「聞くこと」「読むこと」

「話すこと（やりとり：interaction）」「話すこと（発表 production）」「書くこと」の

五つの領域ごとに小学校中学年段階から児童生徒の発達の段階に応じて「知識・技能」

と「思考力・判断力・表現力等」を設定するとともに、これらの複数を組み合わせて効

果的に活用する統合的な言語活動を一層重視した目標とする。（別添１３‐３を参照） 

○ また、育成を目指す資質・能力の三つの柱の「学びに向かう力・人間性等」は、児童

生徒が言語活動に主体的に取り組むことが外国語によるコミュニケーション能力を身に

付ける上で不可欠であるため、極めて重要な観点である。「知識・技能」を実際のコミュ

ニケーションの場面において活用し、考えを形成・深化させ、話したり書いたりして表

現することを繰り返すことで、児童生徒に自信が生まれ、主体的に学習に取り組む態度

が一層向上するため、「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力等」と「学びに向か

う力・人間性等」は不可分に結び付いている。児童生徒が興味を持って取り組むことが

できる言語活動を易しいものから段階的に取り入れたり、自己表現活動の工夫をしたり

するなど、様々な手立てを通じて児童生徒の「主体的に学習に取り組む態度」の高まり

を目指した指導をすることが大切である。 

                                            
163 ①CEFR の文書において人間が言語を用いて行うタスク（人間の行為全般を CEFR ではタスクと言う。）
は reception（受容）、 interaction（やりとり）、 production（産出）の３領域に分かれており、それら
が総合的に「コミュニケーション活動（communicative activities）」と呼ばれている（CEFR オリジナル
文書2.1.3）。②自己評価表 (self-assessment grid）の形式で、Listening、 Reading、 Spoken interaction、 
Spoken production、 Writing の五つのタスクは、コミュニケーション能力の社会言語的側面、語用論的
側面を含んだ多面的なものであり、それらの複雑な横軸の側面については CEFR 文書 Chapter 4、 5 で解
説されており、多層的な「領域」と考えられており、③複雑な横軸の側面として具体的に CEFR の CAN-DO
形式の目標で示されている内容は communicative competence （コミュニケーション能力）を示しており、
それらは、linguistic competence(従来の語彙・文法などの知識と技能)、sociolinguistic competence 
(社会的文脈などを考慮してことばを使える力)、pragmatic competence(場面・状況・相手などを考慮して
ことばを使える力)と定義されている。④CEFR で目指している姿は「自律的社会的成員（autonomous social 
agent）」であり、自ら学習を管理できる「生きる力」を体現する社会的成員としての個人であり、この点
からも学習指導要領の目標と CEFR は非常に近い目標が掲げられていると考えられている。 
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○ 各学校においては、国が外国語の学習指導要領に定める領域別の目標を踏まえ、更に

具体的に各校の学習到達目標を設定する。その際、個別の知識がどれだけ身に付くかに

主眼を置くのではなく、「知識・技能」を外国語による実際のコミュニケーションにおい

て活用し、外国語で情報や自分の考えなどを表現し伝え合うことで、「思考力・判断力・

表現力等」について外国語教育の資質・能力の育成が図られるよう、学習内容等を設定

することが求められる。 

（外国語教育における学習評価） 

○ 大切な役割を科大切な役割を観点別学習状況評価の実施にあたっては、各学校におい

て領域別の目標を踏まえ設定する学習到達目標164や、年間を通じた目標、単元目標にお

いて、求められる資質・能力を、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習

に取り組む態度」の三観点により明確にしておく必要がある。その上で、年間を通じた

目標を見通した上で単元目標に基づき観点別の評価を行うことが重要である。 

○ 小学校高学年の外国語科における「観点別学習状況の評価」についても、中・高等学

校の外国語科と同様に「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む

態度」の三観点により行う必要がある。その際、必要な資質・能力を育成するための学

びの過程を通じて、筆記テストのみならず、インタビュー（面接)、スピーチ、簡単な語

句や文を書くこと等のパフォーマンス評価や活動の観察等、多様な評価方法から、その

場面における児童生徒の学習状況を的確に評価できる方法を選択して評価することが

重要である。 

○ また、小学校高学年の外国語を教科として位置づけるに当たり、「評定」においては、

中・高等学校の外国語科と同様に、その特性及び発達の段階を踏まえながら、数値によ

る評価を適切に行うことが求められる。その上で、外国語の授業において観点別学習状

況の評価では十分に示すことができない、児童一人一人のよい点や可能性、進歩の状況

等については、日々の教育活動や総合所見等を通じて児童に積極的に伝えることが重要

である。小学校「外国語活動」については、現行の学習指導要領において数値による評

価にはなじまないとされていること等を踏まえ、特に顕著な取組が見られる場合、文章

の記述による評価を行うことが適当である。 

○ 具体的な「観点別学習状況の評価」及び「評定」の在り方については、英語教育強化

地域拠点事業等における先進的な取組も参考にしつつ、子どもたち一人一人に学習指導

要領の内容が確実に定着するよう、学習指導の改善につながる取組が進められることが

期待される。 

                                            
164 各学校の学習到達目標は、学習指導要領上の 目標等に基づいて生徒が身に付けることが期待される資

質・能力に関する目標であり、生徒の学習の状況や地域の実態等を踏まえた上で、卒業時の学習到達目標

を、「～することができる」という形で設定し、指導の改善などに活用することが想定されている。 
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③外国語活動、外国語科における「見方・考え方」 

○ 他者とコミュニケーションを行う力を育成する観点から、社会や世界とのかかわりの

中で、外国語やその背景にある文化の多様性を尊重し、外国語を聞いたり読んだりする

ことを通じて様々な事象等を捉え、情報や自分の考えなどを外国語で話したり書いたり

して表現して伝え合うなどの一連の学習過程を経て、子供たちの発達段階に応じた「見

方・考え方」が成長することを重視し、整理することが重要である。 

○ 外国語教育において育成を目指す資質・能力を踏まえ、「外国語によるコミュニケーシ

ョンにおける見方・考え方」は、「外国語で表現し伝え合うため、外国語やその背景にあ

る文化を、社会や世界、他者との関わりに着目して捉え、コミュニケーションを行う目

的・場面・状況等に応じて、情報や自分の考えなどを形成、整理、再構築すること」と

整理する。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」を働かせる学習過程に改

善するため、育成を目指す「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう

力・人間性等」の三つの資質・能力を確実に身に付けられるように改善・充実を図る必

要がある。 

〇 外国語教育における学習過程では、児童生徒が、①設定されたコミュニケーションの

目的・場面・状況等を理解し設定する、②目的に応じて情報や意見などを発信するまで

の方向性を決定し、コミュニケーションの見通しを立てる、③対話的な学びとなる目的

達成のため、具体的なコミュニケーションを行う、④言語面・内容面で自ら学習のまと

めと振り返りを行うというプロセスを経ることで、学んだことの意味付けを行ったり、

既得の知識や経験と、新たに得られた知識を言語活動へつなげ、思考力・判断力・表現

力等を高めていくことが大切になる。 

○ 言語活動を行う際は、単に繰り返し活動を行うのではなく、児童生徒が言語活動の目

的や、使用の場面を意識して行うことができるよう、具体的な課題等を設定し、その目

的を達成するため必要な語彙や文法事項などの言語材料を取捨選択して活用できるよう

にすることが必要である。このような言語活動を通じて、児童生徒の学びに向かう力・

人間性等を育成することが重要である。 

○ また、言語材料については、発達段階に応じて、児童生徒が受容するものと発信する

ものとがあることに留意して指導し、各学校段階等を通じて習得させていく過程が重要

である。併せて、小学校中学年の授業で扱われた語彙・表現や、高学年における文字の
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認識、語順の違いなどへの気付き等に関して指導した内容を、中学校の言語活動におい

て繰り返し活用することによって、生徒が自分の考えなどを表現する際にそれらを活用

し、話したり書いたりして表現できるような着実な定着まで高めることが重要である。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 外国語教育において育成を目指す三つの資質・能力を踏まえ、小・中・高等学校を通

じた領域別の目標、指導内容等について体系的に構造を整理する。この構造の中で、外

国語教育において「主体的・対話的で深い学び」を推進する学習過程を繰り返し経るよ

うな改善・充実が図られる必要がある。 

②教育内容の改善・充実 

ⅰ）小学校の外国語教育における改善・充実 

○ これまでの成果と課題を踏まえて、中学年から「聞くこと」及び「話すこと」を中心

とした外国語活動を通じて外国語に慣れ親しみ、外国語学習への動機付けを高めた上で、

高学年から発達段階に応じて段階的に「読むこと」「書くこと」を加え、総合的・系統的

に扱う学習を行うことが求められる。その際、これまでの課題に対応するため、新たに

①アルファベットの文字や単語などの認識、②国語と英語の音声の違いやそれぞれの特

徴への気付き、③語順の違いなど文構造への気付きなど、言語能力向上の観点から言葉

の仕組みの理解などを促す指導を教科として行うために必要な時間を確保することが必

要である165（別添１３‐４）。 

○ このような方向性を目指し、小学校高学年において、「聞くこと」「話すこと」の活動

に加え、「読むこと」「書くこと」を含めた言語活動を展開し、定着を図り、教科として

系統的な指導を行うためには、年間７０単位時間程度の時数が必要である。また、中学

年における外国語活動については、従来の外国語活動と同様に年間３５単位時間程度の

時数が必要である166。 

ⅱ）中学校の外国語教育における改善・充実 

○ 小学校で学んだ語彙や表現などの学習内容については、中学校の言語活動において、

具体的な課題等を設定するなどして、意味のある文脈の中でのコミュニケーションを通

                                            
165  外国語教育の改善・充実については、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮
問）」においても、文部科学省「英語教育の在り方に関する有識者会議」（平成２６年９月２６日）におい
てまとめられた提言を踏まえつつ検討することとされている。提言においては、「小・中・高等学校を通じ
た英語教育強化事業」等の先行した取組の検証を踏まえた外国語教育の課題や方向性について詳細がまと
められている。 

166 これらの効果的な教育課程の編成の在り方については、第２部第１章２．の「（４） 各学校における弾

力的な時間割編成」を参照。 
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して繰り返し触れ、生徒が必要な語彙や表現などを活用することができるようにするこ

と、すなわち、様々な工夫をして言語活動の実質化を図り、生徒の言語運用能力を高め

ることが必要である。 

○ また、中学校では、生徒にとって身近なコミュニケーションの場面を設定した上で、

学習した語彙・表現などを実際に活用する活動を充実させるとともに、高校との接続の

観点から、外国語で授業を行うことを基本とするなど指導の改善を図る。 

○ 併せて、中学校では新たに「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」を測定す

る全国学力・学習状況調査の実施167により、具体的な指導改善につながるＰＤＣＡサイ

クルを確立することが重要である。 

ⅲ）高等学校における科目構成の見直し 

○ これまでの課題、高校生の多様化に対応するため、高等学校卒業段階で求められる「外

国語を通じて、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりすることができる力」

（必履修科目で CEFR の A2 相当、選択科目で同 B1 相当を想定）を育成するため「聞くこ

と」「話すこと」「読むこと」「書くこと」を総合的に扱う科目として「英語コミュニケー

ション」を設定する。 

○ 中学校で学んだことを実際のコミュニケーションにおいて運用する力を十分に身に付

けていないといった課題のある生徒も含めた高校生の多様性を踏まえ、外国語で授業を

行うことを基本とすることが可能な科目を見直す必要がある。このため、必履修科目（特

に学習の初期段階）において、中学校の学び直しの要素を入れることとする。 

○ 外国語科の授業において言語活動の比重が低い現状を踏まえ、学習指導要領に沿って

設定された領域別の目標を実現するため、いかに言語活動を改善・充実していくかとい

った観点から科目の見直しを行う。このため、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書

くこと」の総合型の科目（必履修科目を含む）を核とし、発信能力の育成を更に強化す

るための科目として「論理・表現」（「発表、討論・議論、交渉」などにおいて、聞いた

り読んだりしたことを活用して話したり書いたりする統合型の言語活動が中心）を設定

する。併せて、留学や進学などの目的に応じて高い英語力を目指す高校生もいるといっ

た多様性を踏まえ、専門教科の科目構成を見直すとともに、学校設定科目などで対応で

きるようにする。（別添１３‐５を参照） 

○ また、高等学校においては、生徒や学校の多様なニーズを踏まえ、スーパーグローバ

ルハイスクール等の成果を参考にしつつ、グローバルな視点で他教科等での学習内容等

                                            
167  文部科学省「全国的な学力調査に関する専門家会議」のもとに設置された「英語調査の検討に関するワ

ーキンググループ」にて審議の上、同専門家会議において、平成 28 年 6 月には「全国学力・学習状況調査

における中学校の英語の実施に関する中間まとめ」がまとめられている。 
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と関連付けて、外国語を用いて課題解決を図る力などを育成するための言語活動の改

善・充実を図る必要がある。 

(英語以外の外国語教育の改善・充実) 

○ グローバル化が進展する中、日本の子供たちや若者に多様な外国語を学ぶ機会を提供

することは、言語とその背景にある文化の多様性を維持・促進し、他の国や文化の尊重

につながるため、英語以外の外国語教育の必要性を更に明確にするとともに、学習指導

要領の改訂に向けて、外国語教育における指標形式の目標設定を踏まえたカリキュラム

研究、研修、教材開発などの取組について支援することが必要である。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 外国語教育においては、質の高い学びに向けて、学びの過程を、相互に関連を図りつ

つ、改善・充実を図ることが必要である。そのような過程で外国語によるコミュニケー

ションを通じて、自分の思いや考えが深まったり更新されたりすることを児童生徒が認

識し、自信を持つことができるような学習活動を設けることが重要である。 

①「主体的な学び」の過程では、外国語を学ぶことに興味や関心を持ち、どのように社

会・世界と関わり、生涯にわたってどのように学んだことを生かそうとするかについ

て、見通しを持って粘り強く取り組むとともに、自分の意見や考えを発信したり評価

したりするために、自らの学習のまとめを振り返り、次の学習につなげることが重要

である。このため、コミュニケーションを行う目的・場面・状況等を明確に設定し、

学習の見通しを立てたり振り返ったりする場面を設けるとともに、発達の段階に応じ

て、身の回りのことから社会や世界との関わりを重視した題材を設定することなどが

考えられる。 

②「対話的な学び」の過程においては、他者を尊重した対話的な学びの中で、社会や世

界との関わりを通じて情報や考えなどを伝え合う言語活動の改善・充実を図ることが

重要である。このため、言語の果たす役割として他者とのコミュニケーション（対話

や議論等）の基盤を形成する観点を資質・能力全体を貫く軸として重視しつつ、コミ

ュニケーションを行う目的、場面、状況に応じて、他者を尊重しながら対話が図られ

るような言語活動を行う学習場面を計画的に設けることなどが考えられる。 

③「深い学び」の過程については、言語の働きや役割に関する理解、外国語の音声、語

彙・表現、文法の知識や、それらの知識を「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと」、「書

くこと」において実際のコミュニケーションで運用する力を習得し、実際に活用して、

情報や自分の考えなどを書いたり話したりする中で、外国語教育において育まれる「見

方･考え方」を働かせて思考･判断･表現し、学習内容を深く理解し、学習への動機付け

等がされる｢深い学び｣につながり、資質・能力の三つの柱に示す力が総合的に活用・
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発揮されるようにする。このため、授業において、コミュニケーションを行う目的・

場面・状況等に応じた言語活動を効果的に設計することが重要である。 

ⅱ）新たな外国語教育に対応した教材の充実 

○ 小学校の外国語教育については、指導者の確保に加え、効果的な教材の開発が課題

となる。教科化に対応し弾力的な時間割編成の考え方も踏まえた質の高い教科書の作

成に結びつけるため、関係者間で新たな教科書の在り方を具体的に共有できるよう、

国は、教科化に対応した教材を開発し、平成３０年度には先行して活用できるように

する必要がある。このため、平成２８年度中に、平成２６・２７年度に開発した小学

校中学年・高学年向けの補助教材の検証を行うとともに、新教材(児童用冊子、教室

用デジタル教材、年間指導計画例、学習指導案などを含む教員用指導書)の開発を開

始する168。併せて、平成２９年度から学習指導要領改訂を踏まえた校内研修等を促進

するため、平成２８年度中に研修用資料を開発し、新教材として開発した内容を含め、

平成２９年度の早期の段階から教育委員会等を通じて適時適切に周知することが求

められる。高学年向けの教材においては短時間学習等の設定が可能となるようにする

とともに、活用しやすいＩＣＴ教材の開発が求められる。 

○ 教育委員会等においては、各校の中核教員が学習指導要領改訂を踏まえた効果的な校

内研修を行うことが可能となるよう、次期学習指導要領の内容について周知するととも

に、新教材等を活用した地域の研修を計画的に実施することが期待される。 

○ 中・高等学校においては、教科書・教材の課題として、説明・発表・討論等を通じて

「思考力・判断力・表現力等」を育成するような言語活動の展開が十分に意識されてい

ないと思われるものも見られる。そのため、どのような力を身に付けるべきであるかと

いうことを念頭におきつつ、学習指導要領における領域別の目標設定などを踏まえた教

材とする必要がある。また、真に思考力・判断力・表現力等を育成するような言語活動

の比重が低い現状から、学習指導要領の内容の実現のために言語活動の改善・充実に資

する生徒が発信したいと思える題材とする視点が必要である。 

ⅲ）指導体制、教員養成・研修等 

○ 次期学習指導要領に対応した外国語教育に向けた教員養成、研修及び教材開発等の条

件整備については、学校段階や学年段階それぞれの課題に応じた指導体制の整備が不可

欠である。特に小学校については、教育委員会、大学等と連携し、教員の養成・採用・

研修の一体的な改善の取組を推進するとともに、ネイティブ・スピーカーなど外国語が

堪能な外部人材が学級担任とティーム・ティーチングを行うなど、教科化に対応する専

                                            
168 平成２８年６月、文部科学省に「小学校の新たな外国語教育における補助教材の検証及び新教材の開発に
関する検討委員会」を設置し、検討を行っている。 
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門性を一層重視した指導体制を構築することが必要である。 

ア 教員研修の改善・充実 

 

○ 地域においては、小・中・高等学校の一貫した外国語教育のＰＤＣＡサイクル169の中

で、「英語教育推進リーダー」や英語教育担当指導主事等が中心となって、小・中・高等

学校の連携による研修や、教育委員会と大学・外部専門機関との連携による研修などを

計画的に実施する。この研修の計画において、「英語教育推進リーダー」や地域の指導的

立場にある教員が、研究校等において授業公開・研究会等の企画・運営をしたり、講師・

助言者として活動を行うことを位置付ける。また、各学校を巡回し、校内研修、指導計

画の作成、専科指導を行うことなどを通じて、学習到達目標を活用した授業改善等につ

いて、指導・助言を行うことなどが期待される。 

○ 小学校の外国語教育に携わる指導者は、中学校区等の地域単位を基盤として、専門性

を有し地域の指導的立場にある教員を中心に、中学校と複数の小学校とが連携した研修

を行うことや、小・中学校教員相互の授業参加、合同研究会の実施等によって、連携体

制を構築することが求められる。このため、専門性を有する中核教員等を各校に位置付

け、学校全体の外国語教育の授業準備や校内研修の運営、外国語の指導等を担当させる

など校内体制の整備を進めることを行うことが期待される。 

○ 教育委員会等においては、「英語教育推進リーダー」による中核教員に対する研修を計

画的に実施し、今後、開発・配布される国の新教材等を活用した各校の中核教員等によ

る校内研修が確実に実施されるようにすることが必要である。また、研修を受講した「英

語教育推進リーダー」や中核教員が中心となって、大学等との連携により日常的・継続

的に指導・助言を行うことができるよう、必要な指導体制を構築することで、研究校等

における指導法等に係る研修成果を確実に波及させ、教員の外国語教育に係る指導力の

専門性を向上することが期待される。 

○ このような取組を通じて、学級担任はじめ全教員が外国語に触れ、外国語を指導する

力を身に付けることができるよう、校内研修や外国語教育における域内の連携体制を充

実させていくなど、各地方自治体の実態に応じた体制を構築する 

○ 高学年の教科化に向けては、小学校の現職教員の中で、地域の指導的立場にある教員

や各学校の中核教員が教科化に対応した外国語の指導に関する専門性を高めることがで

きるよう、国は、小・中学校の学びの円滑な接続を図るために必要な内容を加えた認定

                                            
169  平成 28 年度より、都道府県ごとに「英語教育改善プラン」の策定・公表を行い、生徒・教員の英語力

等の目標設定・管理の下、必要な研修等を実施し、ＰＤＣＡサイクルの構築を推進している。 
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講習等の開設や、免許状更新講習及び養成課程で活用可能なカリキュラム開発170等の支

援を行う必要がある。 

イ 大学における教員養成の改善・充実 

○ 大学における教員養成においては、小学校における英語の教科化への対応や、中・高

等学校の「話す」「書く」の指導力の向上を図るため、小・中・高等学校のコア・カリキ

ュラム開発・普及を行い、課程認定や各大学による教職課程の改善・充実の取組に活用

できるようにする必要がある。 

○ 小学校の教職課程においては、小学校中学年の外国語活動及び高学年の教科としての

外国語の導入など次期学習指導要領への対応を図るため、基礎的な音声学を含む英語学

など教科に関する専門的事項とともに教科外国語に関する指導法を教職課程に位置付け
171、全ての教員の外国語指導力向上を図る必要がある。次期学習指導要領を踏まえた課

程認定がなされるまでの間は、各大学の小学校の教職課程において、コア・カリキュラ

ムなどを活用するなどして小学校における外国語の教科化に対応したカリキュラムを開

発・開設することが期待される。 

ウ 採用における改善・充実 

○ 外国語教員の採用選考に当たり、養成段階における取組に併せ、高い英語力と英語に

よる指導力を評価する筆記試験、実技試験や面接等の取組が任命権者の教育委員会にお

いて一層進められることが期待される。国際基準であるＣＥＦＲ Ｂ２程度172(準１級、

ＴＯＥＦＬ ｉＢＴスコア８０点程度)等の者を採用するような取組173が期待される。 

○ 小学校では、当面、現職教員の中で専門性を有する教員が専科指導を行ったり、高学

年で専科指導を行う教員が学級担任と連携しながら授業を行ったりする指導体制が想定

される。専科指導を想定した小学校教員の採用選考に当たっては、採用段階における英

語力の基準を設定することや、留学などの海外経験の評価、面接試験、模擬授業などに

                                            
170 「英語教育の在り方に関する有識者会議」報告(平成26年9月)においては、具体的には、例えば、小学校
における英語指導に必要な、基本的な英語音声学、第二言語習得、実際の場面で使うことができる語彙、
表現、文構造、文法の特徴に関する理解と運用、異文化理解、発達段階に応じた適切な指導法、小学校に
おける教室英語、ALT等とのティーム・ティーチングを含む模擬授業、小中連携に対応した演習や事例研究
などなど教職課程において実践的な内容を扱う必要がある、とされている。 

171 小学校外国語の教科化に伴う教育職員免許法施行規則の改正。平成 29 年度に改正、30 年度に課程認定、

31 年度から施行予定。 

172 国の第２期教育振興基本計画（平成２５年６月１４日閣議決定）においては、中・高等学校教員に求めら

れる英語力の目標について、英検準１級、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ８０点、ＴＯＥＩＣ７３０点以上を達成した

英語教員の割合を中学校で５０％、高等学校で７５％とすることとされている。今後は、現在審議されて

いる第３期教育振興基本計画（平成３０～３４年度）において新たな目標を設定し、教員の英語力の更な

る改善・充実を図る必要がある。 

173 平成 27 年度に実施された教員採用選考試験（全 68 都道府県・指定都市等教育委員会）において、英語の

資格等を有する者を対象に、46 都道府県市が加点や英語試験の免除などの取組行っている。 
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よる実技試験等によってコミュニケーション能力などの専門性を考慮した採用選考174の

実施を促すことが必要である。併せて、中・高等学校英語免許の所持者や、教職課程に

おける小学校英語関係科目の履修状況など専門性を考慮した採用選考の実施などを促進

することが求められる。 

エ 地域・学校における指導体制の改善・充実 

○ 小学校中学年の外国語活動導入及び高学年の教科化に対応するためには、教員の養

成・採用・研修及び外部人材の活用支援等により、専門性を一層重視した指導体制を構

築することが求められる。平成３２年度の全面実施までには、養成・採用・研修を通じ

て専門性を有する中核教員等を各校に位置付け、前述のア～ウのように、学校全体の外

国語教育の授業準備や校内研修の運営、外国語の指導等を担当する校内体制の整備を進

めるとともに175、教科指導が可能となる指導体制を整備するため、専科指導に当たる教

員を確保すること等が必要である。 

○ このため、小学校では、中学年と高学年の接続が円滑になされることを前提に、例え

ば、中学年では、学級担任が、外国語指導助手（ＡＬＴ）や外国語が堪能な外部人材と

のティーム・ティーチングを活用しながら指導することや、高学年では、これらに加え、

専門性を有する中・高等学校の英語担当教員や中・高等学校の英語免許を所持する小学

校教員が専科指導を行うこと等が考えられる。 

○ 併せて、学級担任が中学校の免許法認定講習や新教材を活用した研修を受講すること

を通じて、英語の指導力に関する専門性を高めて指導するなどして、専門性を一層重視

した指導体制を構築する必要がある。例えば、英語教育強化地域拠点事業における事例

などを踏まえ、①中・高等学校の英語担当教員が小学校教員を兼務して専科指導者とし

て区域内の複数校を指導する取組や、②地域のバランスなどに配慮しながら中学校英語

免許を所持する現職の小学校教員が指導を行うなど、地域の実情に応じた取組が行われ

ることが期待される。 

○ また、新たに教科化する小学校高学年と中学校での学びを円滑に接続するために、

９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す小中一貫教育を導入する

ことも有効な手段の一つである。 

○ 児童生徒が生きた外国語に触れる機会を一層充実するため、教員や外国語指導助手（Ａ

                                            
174 平成 27 年度に実施された小学校教員の採用選考試験（全 68 都道府県・指定都市等教育委員会）において、

23 道県市が外国語活動に関する実技試験を実施し、21 県市が英語の資格等を有する者を対象にした加点や

英語試験の免除などの取組を行っている。 

175 例えば、専門性を有する中核教員の役割として、校内指導計画の作成、教材研究、指導方法・評価方法の
共有化、外国語の授業を含めたカリキュラム・マネジメント、及び高学年の専科指導などへの対応が求め
られることについて明確にした上で校内の体制整備が進める必要がある。 
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ＬＴ）等として、ネイティブ・スピーカーなど外国語が堪能な地域人材や外国語担当教

員の退職者等、外部人材の受入れを推進する。その際、特別免許状を活用することや、

必要に応じて小学校の児童理解や学級経営なども含む一定の研修を経た上で専科指導者

として活用する取組も期待される。 

○ 児童生徒が英語母語話者や英語が堪能な地域人材とのコミュニケーションを通じて、 

・標準的な英語音声に接し、正確な発音を習得する 

・英語で情報や自分の考えを述べるとともに、相手の発話を聞いて理解するための機会

が日常的に確保される 

ことが重要である。児童生徒の外国語によるコミュニケーション能力を伸ばす上で、外

国語指導助手（ＡＬＴ）等を活用した指導は効果的であり、積極的にＡＬＴ等を活用

した指導体制の充実を図り、生きた外国語に触れる機会を増やすことが重要である176。 

○ このため、小学校の次期学習指導要領が実施される前年に当たる平成３１年度までに、

その質を確保しつつ、全ての小学校にＡＬＴ等が参画できるよう支援を行う必要がある。

ＡＬＴ等の質の向上を図るため、ＪＥＴプログラムにより招致したＡＬＴへの研修のほ

か、教員用指導資料や外国語指導助手等の研修用資料などを充実することが必要である。

なお効果的な活用の在り方については、地域・学校の実情に応じて役割を明確にした上

で検討する必要がある。 

○ 以上のような取組について、小学校においては、校長がリーダーシップを発揮し、学

校全体の取組方針を明確にした上で、専門性を有する各校の中核教員等を中心として、

全教員の共通理解を図りながら、校内の外国語教育全体の授業準備や研修、ＡＬＴ等の

活用など指導体制の強化に取り組むことが重要である。 

 

  

                                            
176 平成 28 年６月に閣議決定された「日本再興戦略 2016」には、全ての小学校への外国語指導助手（ＡＬＴ）
等外部人材２万人以上の配置や、実践的な研修の充実等により、全ての児童生徒に質の高い英語教育を実
施することが明記されている。 
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１３．情報 

（１） 現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた情報科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 近年、情報技術は急激な進展を遂げ、社会生活や日常生活に浸透するなど、子供たち

を取り巻く環境は劇的に変化している。今後、人々のあらゆる活動において、そうした

機器やサービス、情報を適切に選択・活用していくことがもはや不可欠な社会が到来し

つつある。それとともに、今後の高度情報社会を支えるＩＴ人材の裾野を広げていくこ

との重要性が、各種政府方針等により指摘されている。そうした中、情報科は高等学校

における情報活用能力育成の中核となってきたが、情報の科学的な理解に関する指導が

必ずしも十分ではないのではないか、情報やコンピュータに興味・関心を有する生徒の

学習意欲に必ずしも応えられていないのではないかといった課題が指摘されている。 

○ こうしたことを踏まえ、小・中・高等学校を通じて、情報を主体的に収集・判断・表

現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる力や情報モラル等、

情報活用能力を育む学習を一層充実するとともに、高等学校情報科については、生徒の

卒業後の進路等を問わず、情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力を育むこと

が一層重要となってきている。 

②課題を踏まえた情報科の目標の在り方 

○ 情報科は、小・中・高等学校の各教科等の指導を通じて行われる情報教育の中核とし

て、小・中学校段階からの問題発見・解決や情報活用の経験の上に、情報や情報技術を

問題の発見と解決に活用するための科学的な理解や思考力等を育み、ひいては、生涯に

わたって情報技術を活用し現実の問題を発見し解決していくことができる力を育む教科

と位置付けられる。そこで、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向か

う力・人間性等」の三つの柱に沿って整理された小・中・高等学校の各教科等の学習を

通じて全ての生徒に育成を目指す情報に関わる資質・能力を踏まえ、情報科において育

成を目指す資質・能力を整理し（別添１４‐１を参照）、さらに、これを踏まえて情報科

の教科目標を示すことが必要である。（小・中・高等学校を通じた情報教育と高等学校情

報科の位置付けのイメージについて、別添１４‐２を参照） 

○ 情報活用能力については従前から情報教育の目標の３観点が示され、主として情報活

用能力を育むための指導内容や学習活動を具体的にイメージしやすくし指導を充実させ

ることに寄与してきた。今後、「三つの柱」による資質・能力の視点を踏まえることによ

り、育成を目指す資質・能力とも関わらせながら具体的な指導内容や学習活動が一層イ

メージしやすくなるものと考えられる。 
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③情報科における「見方・考え方」 

○ この際、情報科は、情報と情報技術に関する理解と技能とを基盤として、問題を発見・

解決する能力や態度を育むことを目的としてきており、いわば情報技術の活用による問

題の発見・解決の過程や手法そのものをも学ぶ教科であるということが情報科の特徴で

あり、情報科における「見方・考え方」とは、「事象を、情報とその結び付きとして捉え、

情報技術の適切かつ効果的な活用（プログラミングやモデル化・シミュレーションを行

ったり情報デザインを適用したりすること等）により、新たな情報に再構成すること。」

であると整理した。 

○ なお、情報科は、小・中・高等学校の各教科等の指導を通じて行われる情報教育の中

核であるから、カリキュラム・マネジメントを通じた、中学校の関連する教科等との縦

の連携、高等学校の他教科等との横の連携も極めて重要である。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 情報科の学習は、社会、産業、生活、自然等の種々の事象の中から問題を発見し、プ

ログラムを作成・実行したりシミュレーションを実行したりするなど、情報技術を活用

して問題の解決に向けた探究を行うという過程を通して展開される。実際の学習過程に

は多様なものがあると考えられるが、一例としては、次のようなプロセスが考えられる。

（別添１４‐３を参照） 

①社会、産業、生活、自然等の事象の中からの問題の発見（モデル化や統計的手法等を

活用） 

②情報の収集・分析による問題の明確化、解決の方向性の決定 

③合理的判断に基づく解決方法の選択、手順の策定や基本設計 

④情報技術の適用・実行 

⑤得られた結果を社会、産業、生活、自然等の問題に適用して有効に機能するか等につ

いての検討 

（これらのプロセスに並行して、情報や情報技術等に関する知識の習得を行う。） 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 情報科においては、学習過程は上で述べたように多様なものが考えられるが、資質・

能力を明確に示すことによって、具体的にどのような指導を行えばよいのかがイメージ

しやすくなるものと考えられることから、教育内容については、情報科で育む資質・能

力を、情報技術と情報を扱う方法にしたがって整理した上で、それぞれの教育内容を更

に資質・能力の整理に沿って示していくことが適当である。 
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②教育内容の改善・充実 

ⅰ）科目構成の見直し 

○ 情報科の科目構成については、現行の「社会と情報」及び「情報の科学」の２科目か

らの選択必履修を改め、問題の発見・解決に向けて、事象を情報とその結び付きの視点

から捉え、情報技術を適切かつ効果的に活用する力を全ての生徒に育む共通必履修科目

としての「情報Ⅰ」を設けるとともに、「情報Ⅰ」において培った基礎の上に、問題の発

見・解決に向けて、情報システムや多様なデータを適切かつ効果的に活用する力や情報

コンテンツを創造する力を育む選択科目としての「情報Ⅱ」を設けることが適当である。

（別添１４-４を参照） 

ⅱ）教育内容の見直し 

○ 情報科については、情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力を育むとともに、

情報と情報技術を問題の発見・解決に活用するための科学的な考え方等を育むことが求

められている。そのため、具体的には、コンピュータについての本質的な理解に資する

学習活動としてのプログラミングや、より科学的な理解に基づく情報セキュリティに関

する学習活動などを充実する必要がある。また、統計的な手法の活用も含め、情報技術

を用いた問題発見・解決の手法や過程に関する学習を充実する必要がある。 

○ これを踏まえ、「情報Ⅰ」においては、プログラミング及びモデル化とシミュレーショ

ン、ネットワーク（関連して情報セキュリティを扱う）とデータベースの基礎といった

基本的な情報技術と情報を扱う方法とを扱うとともに、情報コンテンツの制作・発信の

基礎となる情報デザインを扱い、さらに、この科目の導入として、情報モラルを身に付

けさせ情報社会と人間との関わりについて考えさせることとして、内容を構成すること

が適当である。 

○ また、「情報Ⅱ」においては、情報システム、ビッグデータやより多様な情報コンテン

ツを扱うとともに、情報技術の発展の経緯と情報社会の進展との関わり、さらにＡＩや

ＩｏＴ等の技術と今日あるいは将来の社会との関わりについても考えさせることとして、

内容を構成することが適当である。 

○ なお、プログラミングに関しては、中学校技術・家庭科（技術分野）においても充実

させることとしており、情報科の内容の検討に当たっては、学習内容の適切な接続・連

携により学習に広がりや深まりが生まれるよう留意する必要がある。さらに、小学校段

階におけるプログラミングの体験を通じて「プログラミング的思考」を育むことや、学

校外におけるプログラミングに関する学習機会の充実に向けて、種々の検討や、企業、

ＮＰＯにおける取組等がなされており、これらの動向も考慮して検討する必要がある。 
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③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 情報科における「主体的な学び」とは、見通しをもって試行錯誤することを通して自

らの情報活用を振り返り、評価・改善して、次の問題解決に取り組むことや、生徒に達

成感を味わわせ学習に取り組む意欲を高めたり、個々の興味・関心や能力・適性に応じ

てより進んだ課題に取り組んだりすることなどであると考えられる。 

○ 情報科における「対話的な学び」とは、生徒が協働して問題の発見・解決に取り組ん

だり、互いに評価し合ったりして、情報技術のより効果的な活用を志向し探究したり、

産業の現場など実社会の人々と関わるなどして現実の問題解決に情報技術を活用するこ

との有効性を、実感をもって理解したりすることなどであると考えられる。 

○ 情報科における「深い学び」とは、具体的な問題の発見・解決に取り組むことを通し

て、日常生活においてそうした問題の発見・解決を行っていることを認識し、その過程

や方法を意識して考えるとともに、その過程における情報技術の適切かつ効果的な活用

を探究していく中で「見方・考え方」を働かせ成長させること、それとともに、情報技

術を活用し、試行錯誤して目的を達成することにより、情報や情報技術等に関する概念

化された知識、問題の発見・解決に情報技術を活用する力や情報社会との適切な関わり

について考え主体的に参画しようとする態度などといった資質・能力を獲得していくこ

とであると考えられる。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 情報科の教材（教科書を含む。）については、いたずらに細かなあるいは高度な知識を

身に付けることを目指すのではなく、生徒が問題の発見・解決に向けて情報技術を積極

的に活用し主体的・協働的に学習を進めることができるものが適当である。その上で、

生徒の興味・関心等に応じて、より進んだ学習も含め、主体的に学習を深めていくこと

もできるよう配慮されたものであることが望まれる。また、プログラムの制作・実行環

境等については、情報科の趣旨を踏まえた授業の実施に適したアプリケーション等の開

発・提供が必要であり、国等においては民間等におけるそれらの開発・提供を促してい

く必要がある。さらに、民間独自の良質な教材や学校外の教育プログラムなどとの連携

等を促していくことも必要である。 

○ 情報科担当教員について、各都道府県教育委員会等においては、情報科免許状を有す

る者の計画的な採用・配置や現職教員の情報科免許状保有の促進等により、免許外教科

担任や臨時免許状による担任の解消に務める必要がある。また、情報科の指導内容・方

法に関する研修の充実による担当教員の専門性向上も急務であり、国においても各都道

府県教育委員会等における研修の充実に資する支援策を講じる必要がある。 
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○ 情報科における学習を充実していく上では、教育用コンピュータだけでなく、安全で

高速にインターネット接続できる大容量のネットワーク環境等、学習活動の充実に必要

なＩＣＴ環境全体の整備を進めることが不可欠である。なお、ネットワークのセキュリ

ティに関しては、不正アクセス等に対する十分な対策を講じると同時に、有害情報対策

等がかえって必要な学習活動を展開する上での過剰な制約とならないようきめ細かな設

定等に留意する必要がある。  
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１４．主として専門学科において開設される各教科・科目 

Ⅰ 職業に関する各教科・科目 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた産業教育の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉からなる職業に関する各教科（以

下「職業に関する各教科」という。）においては、各教科の指導を通して、関連する職業

に従事する上で必要な資質・能力を育み、社会や産業を支える人材を輩出してきたが、

科学技術の進展、グローバル化、産業構造の変化等に伴い、必要とされる専門的な知識・

技術も変化するとともに高度化しているため、これらへの対応が課題となっている。 

○ また、職業に関する各教科においては、専門的な知識・技術の定着を図るとともに、

多様な課題に対応できる課題解決能力を育成することが重要であり、地域や産業界との

連携のもと、産業現場等における長期間の実習等の実践的な学習活動をより一層充実さ

せていくことが求められている。併せて、職業学科に学んだ生徒の進路が多様であるこ

とから、大学等との接続についても重要な課題となっている。 

②課題を踏まえた産業教育の目標の在り方 

○ このような中、産業教育全体の目標の考え方については、産業界で必要とされる資質・

能力を見据えて、三つの柱に沿って次のように整理した。（別添１５‐１、別添１５‐２

を参照） 

  職業に関する各教科の「見方・考え方」を働かせた実践的・体験的な学習活動を通し

て、社会を支え産業の発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成する

ことを目指す。 

① 各職業分野について（社会的意義や役割を含め）体系的・系統的に理解させるとと

もに、関連する技術を習得させる。 

② 各職業分野に関する課題（持続可能な社会の構築、グローバル化・少子高齢化への

対応等）を発見し、職業人としての倫理観をもって合理的かつ創造的に解決する力を

育成する。 

③ 職業人として必要な豊かな人間性を育み、よりよい社会の構築を目指して自ら学び、

産業の振興や社会貢献に主体的かつ協働的に取り組む態度を育成する。 

○ これらを構成する要素のうち、例えば、「倫理観」や「合理的」等は、従来から学習指

導要領において明示してきた重要な要素である。一方で、「職業人として必要な豊かな人

間性を育み、よりよい社会の構築を目指して自ら学ぶ」、「社会貢献」、「協働的に取り組

む」は、社会や産業における新たな課題の解決に向けて多くの人と協力して挑戦し粘り
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強く学び続けることや、広い視野でよりよい社会の構築に取り組むことが重要であるこ

とから明示した。 

③産業教育における「見方・考え方」 

○ また、産業教育の特質に応じ育まれる「見方・考え方」については、教科ならではの

視点や思考の枠組みであり、三つの柱で整理していく資質・能力を育むため、各教科に

関連する職業を踏まえて検討を行った。 

その結果、社会や産業に関する事象を、職業に関する各教科の本質に根ざした視点で

捉え、人々の健康の保持増進や快適な生活の実現、社会の発展に寄与する生産物や製品、

サービスの創造や質の向上等と関連付けることなどに整理した。（別添１５‐３を参照） 

○ 各教科の目標や「見方・考え方」については、前述の産業教育全体の目標の考え方や

「見方・考え方」を踏まえ、各産業の特質に応じて整理することが必要である。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 前述の三つの柱に沿った資質・能力を育成するためには、産業教育において従前から

実施されている具体的な課題を踏まえた課題解決的な学習の充実が求められる。 

○ このような学習については、解決すべき職業に関する課題を把握する「課題の発見」、

関係する情報を収集して予想し仮説を立てる「課題解決の方向性の検討」、「計画の立案」、

計画に基づき解決策を実践する「計画の実施」、結果を基に計画を検証する「振り返り」、

といった過程に整理した。この過程においては、例えば、「課題の発見」では、学びに向

かう力や人間性として、よりよい社会の構築に向け課題を発見しようとする態度が、「計

画の実施」では、思考力・判断力・表現力として、専門的な知識・技術を活用する力が

育まれることが想定される。（別添１５‐４を参照） 

○ ここで整理した過程はあくまでも例示であり、各過程を行き来して学習活動が行われ

るものであることに留意する必要があるが、これらの過程において、先述した三つの柱

に基づき整理した資質・能力の育成を図ることができる。 

ⅱ）科目構成の構造 

○ 今回の改訂においては、産業教育で育成する資質・能力を踏まえ、各教科で指導すべ

き共通の内容を整理し、これを各教科共通の基礎的・基本的な内容として各教科の原則

履修科目などの基礎的科目において扱うことが求められる。 
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○ また、産業教育に関する各教科の科目構成については、基礎的科目において各教科に

関する基礎的・基本的な内容を理解させ、それを基盤として専門的な学習につなげ、更

に「課題研究」等で専門的な知識・技術の深化、総合化を図るという現行の考え方を継

続し、改訂を進めることが必要である。 

②教育内容の改善・充実 

○ 今回の改訂においては、前述のような資質・能力の育成を前提に、社会や産業の変化

の状況等や学校における指導の実情を踏まえて、持続可能な社会の構築、情報化の一層

の進展、グローバル化などへの対応についての視点から改善を図ることが求められる。

また、こうした社会や産業の変化の状況等に対応する観点からも、経営等に関する指導

についてはより重要となっており、例えば、農林水産業などの各産業においては、経営

感覚に優れた次世代の人材の育成に向けた指導の充実などが求められる。 

○ 資質・能力の育成に向けた職業に関する各教科の教育内容については、次の方向で改

善・充実を図る。 

〔農業〕 

○ 安定的な食料生産の必要性や農業のグローバル化への対応など農業を取り巻く社会的

環境の変化を踏まえ、農業や農業関連産業を通して、地域や社会の健全で持続的な発展

を担う職業人を育成するため、次のような改善・充実を図る。 

・現在の「農業経営、食品産業分野」と「バイオテクノロジー分野」を再構造化し、バ

イオテクノロジーを含む「農業生産や農業経営の分野」と「食品製造や食品流通の分

野」に整理 

・農業の各分野において、持続可能で多様な環境に対応した学習の充実 

・農業経営のグローバル化や法人化、６次産業化や企業参入等に対応した経営感覚の醸

成を図るための学習の充実 

・安全・安心な食料の持続的な生産と供給に対応した学習の一層の充実 

・農業の技術革新と高度化等に対応した学習の充実 

・農業の持つ多面的な特質を学習内容とした地域資源に関する学習の充実 

〔工業〕 

○ 安全・安心な社会の構築、職業人としての倫理観、環境保全やエネルギーの有効な活

用、産業のグローバル競争の激化、情報技術の技術革新の開発が加速することなどを踏

まえ、ものづくりを通して、地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成する

ため、次のような改善・充実を図る。 

・工業の各分野で横断的に履修する科目について、知識や技術及び技能の活用に関する

学習の充実 

・技術の高度化や情報技術の発展等への対応に関する学習の充実 
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・環境問題や省エネルギーに対応した学習の充実 

・グローバルな視点を取り入れた学習の充実 

・電子機械に関わる知識と技術の活用に関する学習の充実 

・組込み技術について知識と技術の一体的な習得を図る学習の充実 

・耐震技術やユニバーサルデザイン等の知識と技術に関する学習の充実 

〔商業〕 

○ 経済のグローバル化、ＩＣＴの進歩、観光立国の流れなどを踏まえ、ビジネスを通し

て、地域産業をはじめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成するため、次

のような改善・充実を図る。 

・観光に関する知識と技術を習得させ、観光の振興に取り組む態度を育成する学習の一

層の充実 

・ビジネスにおけるコミュニケーションに関する学習の充実 

・マーケティングと広告・販売促進に関する知識と技術の一体的な習得 

・ビジネスに関わるマネジメントに関する学習の充実 

・経済のグローバル化に関する学習の充実 

・情報通信ネットワークを活用したビジネスに関する学習の充実 

・プログラミングとシステム開発に関する知識と技術の一体的な習得 

・情報通信ネットワークの構築・運用管理とセキュリティに関する学習の重点化 

〔水産〕 

○ 水産物の世界的な需要の変化や資源管理、持続可能な海洋利用など水産や海洋を取り

巻く状況の変化を踏まえ、水産業や海洋関連産業を通して、地域や社会の健全で持続的

な発展を担う職業人を育成するため、次のような改善・充実を図る。 

・海面の多様な利用を踏まえ、海洋環境基準及び環境保全等に対応した学習の充実 

・水産や海洋に関連する機器や流通等の技術革新に対応した学習の充実 

・船舶や企業内における情報セキュリティや、食品の安全に関わる産業としての危機管

理に関する学習の充実 

・水産物・水産加工品の品質管理・衛生管理に関する学習の充実 

・漁業、水産加工業における基礎的・基本的な経営に関する学習の充実 

・漁船をはじめとした船員養成の国際基準等に対応した学習の充実 

〔家庭〕 

○ 少子高齢化、食育の推進や専門性の高い調理師養成、価値観やライフスタイルの

多様化、複雑化する消費生活等への対応などを踏まえ、生活産業を通して、地域や

社会の生活の質の向上を担う職業人を育成するため、次のような改善・充実を図る。 

・調理師法施行令、調理師法施行規則の改正（平成２７年４月１日施行）に伴う科目の

再編成 
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・食育の推進等、食に関する学習の充実 

・子供の発達や地域の子育て支援に関する学習の充実 

・高齢期の衣食住生活の質の向上を図る学習の充実 

・複雑化する経済社会や消費生活の理解に関する学習の充実 

・生活文化の伝承・創造に関する学習の充実 

・職業人としてのマネジメント能力の育成に関する学習の充実 

〔看護〕 

○ 少子高齢化の進行、入院期間の短縮、在宅医療の拡大などを踏まえ、看護を通し

て、地域や社会の保健医療福祉を支え、人々の健康の保持増進に寄与する職業人を

育成するため、次のような改善・充実を図る。 

・多職種と連携・協働し、多様な生活の場にいる人々の看護について、専門性の高い実

践力を養う学習の充実 

・医療安全に関する学習の充実 

・各領域における倫理的課題に関する学習の充実 

〔情報〕 

○ 知識基盤社会の到来、情報社会の進展、高度な情報技術を持つＩＴ人材の需要増

大などを踏まえ、情報関連産業を通して、地域産業をはじめ情報社会の健全で持続

的な発展を担う職業人を育成するため、次のような改善・充実を図る。 

・情報セキュリティに関する知識と技術を習得させ、情報の安全を担う能力と態度を育

成する学習の一層の充実 

・情報コンテンツを利用した様々なサービスや関連する社会制度についての知識や技術

を習得させ、実際に活用する能力と態度を育成する学習の一層の充実 

・システムの設計・管理と情報コンテンツの制作・発信に関する実践力の一体的な習得 

・情報メディアと情報デザインに関する知識と技術の一体的な習得 

・問題解決やプログラミングに関する学習の充実 

・統計的手法の活用やデータの分析、活用、表現に関する学習の充実 

・データベースの応用技術に関する学習の充実 

・ネットワークの設計、構築、運用管理、セキュリティに関する学習の充実 

・コンピュータグラフィックや情報コンテンツの制作に関する学習の充実 

〔福祉〕 

○ 福祉ニーズの高度化と多様化、倫理的課題やマネジメント能力・多職種協働の推

進、ＩＣＴ・介護ロボットの進歩などを踏まえ、福祉を通して、人間の尊厳に基づ

く地域福祉の推進と持続可能な福祉社会の発展を担う職業人を育成するため、次の

ような改善・充実を図る。 

・医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な学習の追加 
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・福祉従事者に求められるマネジメント能力に関する学習の追加 

・福祉従事者に必要な倫理に関する学習の充実 

・福祉実践における多職種協働に関する学習の充実 

・福祉用具や介護ロボット等を含む福祉機器に関する学習の充実 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 産業教育においては、企業等と連携した商品開発、地域での販売実習、高度熟練技能

者による指導など、地域や産業界等と連携した実験・実習などの実践的、体験的な学習

活動を重視してきた。 

○ 企業等での高度な技術等に触れる体験は、キャリア形成を見据えて生徒の学ぶ意欲を

高める「主体的な学び」に、産業界関係者等との対話、生徒同士の協議等は、自らの考

えを広げ深める「対話的な学び」につながるものである。 

また、社会や産業の具体的な課題に取り組むに当たっては、各教科で育まれる「見方・

考え方」を働かせ、よりよい製品の製造やサービスの創造等を目指すといった「深い学

び」につなげていくことが重要である。「深い学び」を実現する上では、課題の解決を図

る学習や臨床の場で実践を行う「課題研究」等の果たす役割が大きい。 

○ これらの学びを実現するためには、地域や産業界等との連携が重要であり、産業教育

においては、今後とも地域や産業界等と連携した実験・実習などの実践的、体験的な学

習活動を充実し、アクティブ・ラーニングの三つの視点から、これらの学習活動を再確

認しながら、不断の授業改善に取り組むことが求められる。 

ⅱ）教育環境の充実 

（産業界等との連携） 

○ 地域や産業界等と連携した実験・実習などの実践的、体験的な学習活動は、アクティ

ブ・ラーニングの三つの視点を踏まえた学びを実現する上でも重要なものであることか

ら、地域や産業界等との連携がより一層求められる。このような連携を促進するために

は、各地域の産業教育振興会等と協力して、定期的に学校と産業界等が情報交換を行う

とともに、教育委員会、地方公共団体の関係部局、経済団体等が協力し、インターンシ

ップの受入や外部講師の派遣の調整を行うなどといった取組も期待される。 

  また、（２）①ⅰ）で述べた職業に関する各教科で指導すべき共通の内容については、

より充実した指導を行うため、例えば、関係の団体に働きかけ、校長会等の協力を得な

がら副教材を作成することなど、各学校の取組を支援することが期待される。 
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（中学校や大学等との接続） 

○ 研修を通じて中学校の教員が職業の多様性や専門高校について理解を深めることや、

産業教育フェア等の取組によって、中学生の主体的な進路選択に資するよう、専門高校

での学習に対する理解・関心を高めることも求められる。 

○ 現在実施されている大学入学者選抜は、共通教科を中心としていることが多いため、

アドミッション・ポリシー等に応じ、専門高校での学びを積極的に評価できる入学者選

抜の実施の拡大が望まれる。また、農業大学校や職業能力開発大学校などの省庁系大学

校等との連携・協力の促進等も求められる。 

（教員研修等の充実） 

○ 教員の資質・能力を向上させるための研修の機会等の充実、大学が教育委員会等と連

携した教員養成課程の充実、実務経験が豊富な社会人の活用が求められる。 

（実験・実習の環境整備） 

○ 計画的な施設・設備の改善・充実・更新、生産や販売実習等の学習活動を円滑に実施

するための地方公共団体における関係する財務規則等の整理などの環境整備が求められ

る。 

Ⅱ その他の専門教育に関する各教科・科目 

○ 職業以外の専門教育に関する各教科・科目についても、専門分野ごとに求められる資

質・能力を、関係団体等との間で共有化しつつ、三つの柱を踏まえて各教科・科目の位

置付けを明確化し、目標を示すこととする。 

○ また、専門教育を主とする学科の特色が一層生かされ、一人一人の生徒の進路に応じ

た多様な可能性を伸ばすために、より高度で専門的な学習ができる科目構成に見直すな

どの改善を行う。 

○ 具体的には、例えば、専門教科「英語」においては、高度な発表、討論・議論、交渉

等ができる総合的なコミュニケーションの力を高める学習の充実を図る観点から、「ディ

ベート＆ディスカッションⅠ・Ⅱ」を設けるなどの改善を行う。 

また、前述５．のとおり、各学科に共通する教科として「理数」を設定し、科目とし

て「理数探究基礎」及び「理数探究」を位置付けることとしており、専門教科「理数」

における「課題研究」については廃止する。 
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１５．道徳教育 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた道徳教育の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ これからの時代においては、社会を構成する主体である一人一人が、高い倫理観をも

ち、人間としての生き方や社会の在り方について、多様な価値観の存在を認識しつつ、

自ら考え、他者と対話し協働しながら、よりよい方向を模索し続けるために必要な資質・

能力を備えることが求められている。子供たちのこうした資質・能力を育成するために、

道徳教育はますます重要になっていると考えられる。 

（小・中学校学習指導要領等の一部改正と「考え、議論する道徳」への転換） 

○ 道徳教育については、平成２７年３月に、学校教育法施行規則及び小・中学校の学習

指導要領の一部改正が行われ、従来の「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」（以下「道

徳科」という。）として新たに位置づけられた。 

○ 戦後我が国の道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うという方針の下に進めら

れてきた。小・中学校に関しては、各学年週１単位時間の「道徳の時間」が、昭和３３

年告示の学習指導要領において設置され、学校における道徳教育の「要
か な め

」としての役割

を果たしてきた。 

 しかし、これまでの間、学校や児童生徒の実態などに基づき充実した指導を重ね、確

固たる成果を上げている学校がある一方で、例えば、歴史的経緯に影響され、いまだに

道徳教育そのものを忌避しがちな風潮があること、他教科に比べて軽んじられているこ

と、発達の段階を踏まえた内容や指導方法となっていなかったり、主題やねらいの設定

が不十分な単なる生活経験の話合いや読み物の登場人物の心情の読み取りのみに偏った

形式的な指導が行われていたりする例があることなど、多くの課題が指摘されてきた。 

○ このような状況を踏まえて行われた「特別の教科」化は、多様な価値観の、時には対

立がある場合を含めて、誠実にそれらの価値に向き合い、道徳としての問題を考え続け

る姿勢こそ道徳教育で養うべき基本的資質であるという認識に立ち、発達の段階に応じ、

答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児童生徒が自分自身の問題と捉え、向き

合う「考え、議論する道徳」へと転換を図るものである。小学校で平成３０年度から、

中学校で３１年度から全面実施されることに向けて、全国の一つ一つの学校において、

「考え、議論する道徳」への質的転換が、着実に進むようにすることが必要である。 

（高等学校の道徳教育の充実） 

○ 高等学校については、道徳の時間を設けず、学校教育全体で道徳教育を行うこととし

てきた。 

 高等学校段階の生徒は、自分の人生をどう生きればよいか、生きることの意味は何か

ということについて思い悩む時期であり、自分自身や自己と他者との関係、さらには、
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広く国家や社会について関心をもち、人間や社会の在るべき姿について考えを深める時

期でもある。こうしたことに鑑み、高等学校においては、人間としての在り方生き方を

考える学習を通して道徳教育の充実を図ることとしている。 

 しかしながら、中央教育審議会答申「道徳に係る教育課程の改善等について」で述べ

られているように、高等学校全体としては、人としての在り方や生き方に関する中核的

な指導の場は、十分には担保されているとは言い難い。校長や個々の教員の力量に依存

する部分が大きいという指摘もある。先んじて行われた小・中学校における学習指導要

領等の一部改正の趣旨や、高等学校の公民科における「公共」の新設など今般の学習指

導要領全体の改訂の方向性を踏まえ、高等学校の道徳教育の充実について検討する必要

がある。 

②課題を踏まえた道徳教育の目標の在り方 

○ 小・中学校学習指導要領においては、今回の改正により、道徳教育と道徳科の目標を

「よりよく生きるための道徳性を養う」ものであると統一した。その上で、道徳科の目

標は「道徳性を養う」ための学習活動をさらに具体化して示す観点から、「道徳的諸価値

についての理解を基に、自己を見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え、

自己の（人間としての）生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、

心情、実践意欲と態度を育てる」と規定した。（括弧内は中学校学習指導要領における表

記） 

○ 道徳教育・道徳科で育成することを目指す資質・能力と、今回の学習指導要領改訂に

おいて整理する資質・能力の三つの柱（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学

びに向かう力・人間性等」）との関係については、人格そのものに働きかけ、道徳性を養

うことを目的とする道徳教育の特質を考慮する必要がある。このため、「道徳教育に係る

評価等の在り方に関する専門家会議」（以下「専門家会議」という。）の報告（平成２８

年７月２２日）では、資質・能力の三つの柱との関係について、道徳科の学習活動に着

目した捉え方を示している。 

○ 学習指導要領の一部改正により、小・中学校の道徳科においては、目標の中で、「道徳

的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角

的に考え、自己の（人間としての）生き方についての考えを深める」学習を通して道徳

性を養うことが明確に示された。この道徳性を養うために行う道徳科における学習は、

「道徳的諸価値の理解」と「自己の（人間としての）生き方についての考え」といった

要素により支えられている。道徳科の学習の中で、これらが相互に関わり合い、深め合

うことによって、道徳教育・道徳科で育成することを目指す資質・能力である「道徳性」

を養うことにつながっていく。（別添１６‐２） 

○  高等学校においては、人間としての在り方生き方についての教育の中で、小・中学校

における道徳科の学習等を通じた道徳的諸価値の理解を基にしながら、様々な体験や思
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索の機会を通して自らの考えを深めることにより自分自身に固有の選択基準・判断基準

を形成していく。（別添１６‐３） 

○  また、小・中・高等学校のいずれにおいても、各教科において、学びを人生や社会に

生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」を育成することは、自立した人間として

他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を育てることに深く関わっている。 

○ こうしたことを踏まえると、道徳教育と資質・能力の三つの柱との関係については、

道徳教育・道徳科の学習の過程に着目して、道徳性を養う学習を支える重要な要素であ

る「道徳的諸価値の理解と自分自身に固有の選択基準・判断基準の形成」、「人間として

の在り方生き方についての考え」及び道徳教育・道徳科で育成することを目指す資質・

能力である「人間としてよりよく生きる基盤となる道徳性」の三つが、各教科等で育成

することを目指す資質・能力の三つの柱にそれぞれ対応するものとして整理することが

できる。ただし、前述のような道徳教育の意義、特質から、これらの要素を分節して観

点別に評価を行うことはなじまないことに留意する必要がある。（別添１６‐１） 

○ これらのことは改訂後の小・中学校の道徳科の目標等に示されているものと言えるた

め、改めて小・中学校の道徳科の目標を改訂し直すのではなく、指導資料の作成等を通

じて周知していく中で分かりやすく示していくことが必要である。 

○ 高等学校学習指導要領総則の中で示している高等学校の道徳教育の目標等については、

先に行われた小・中学校学習指導要領の改訂を踏まえつつ、高等学校全体で、答えが一

つではない課題に誠実に向き合い、それらを自分のこととして捉え、他者と協働しなが

ら自分の答えを見いだしていく思考力・判断力・表現力等や、これらの基になる主体性

を持って多様な人々と協働して学ぶ態度の育成が求められていることに対応し、公民科

に新たに設けられる「公共」や「倫理」及び特別活動を、人間としての在り方生き方に

関する中核的な指導場面として関連付けを図る方向で改善を行う。 

③道徳科における「見方・考え方」 

○ 各教科の特質に応じた「見方・考え方」は、それぞれの教科等の学びの「深まり」の

鍵となるものである。生きて働く知識・技能を習得したり、思考力・判断力・表現力を

豊かなものとしたり、社会や世界にどのように関わるかの視座を形成したりするために

重要なものである。すなわち、資質・能力の三つの柱全てに深く関わる、各教科等を学

ぶ本質的な意義の中核をなすものであり、教科等の教育と社会をつなぐものである。 

○ 「考え、議論する道徳」を目指す今回の小・中学校学習指導要領の改訂の趣旨に照ら

して考えると、道徳科における「深い学び」の鍵となる「見方・考え方」は、今回の改

訂で目標に示されている、「様々な事象を、道徳的諸価値の理解を基に自己との関わりで

（広い視野から）多面的・多角的に捉え、自己の（人間としての）生き方について考え

ること」であると言える。 
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（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 先に述べたように、小・中学校の道徳科において資質・能力を育成する学習過程は、

道徳科の目標に示された「道徳的諸価値の理解を基に、自己を見つめ、様々な物事を（広

い視野から）多面的・多角的に考え、自己の（人間としての）生き方についての考えを

深める学習」である。（別添１６‐２） 

○ 道徳的諸価値の理解を図るには、児童生徒一人一人が道徳的価値の理解を自分との関

わりで捉えることが重要である。「道徳的諸価値の理解を基に」とは、道徳的諸価値の理

解を深めることが自分自身の生き方について考えることにつながっていくということだ

けでなく、自分自身の生き方について考えたり、体験的な学習を通して実感を伴って理

解したり、道徳的問題について多面的・多角的に捉えその解決に向けて自分で考えたり

他者と話し合ったりすることを通じて道徳的諸価値の理解が深まっていくことも含まれ

ている。 

○ このため、特定の道徳的価値を絶対的なものとして指導したり、本来実感を伴って理

解すべき道徳的価値のよさや大切さを観念的に理解させたりする学習に終始することの

ないように配慮することが大切である。児童生徒の発達の段階等を踏まえ、例えば、社

会のルールやマナー、人としてしてはならないことなどについてしっかりと身に付けさ

せることは必要不可欠であるが、これらの指導の真の目的は、ルールやマナー等を単に

身に付けさせることではなく、そのことを通して道徳性を養うことである。 

○ 学校における道徳教育は、道徳科を要
か な め

として学校の教育活動全体を通じて行うことと

なっており、道徳科は、①道徳教育としては取り扱う機会が十分でない内容項目に関す

る指導を補うこと、②児童生徒や学校の実態等を踏まえて指導をより一層深めること、

③内容項目の相互の関係を捉え直したり発展させたりすることに留意して指導する必要

がある。 

○ 高等学校における道徳教育は、前述のとおり、人間としての在り方生き方に関する教

育の中で、小・中学校における道徳科の学習等を通じた道徳的諸価値の理解を基にしな

がら、自分自身に固有の選択基準・判断基準を形成していく。（別添１６‐３）これらは

様々な体験や思索の機会を通して自らの考えを深めることにより形成されてくるもので

あるため、人間としての在り方生き方に関する教育においては、教員の一方的な押しつ

けや先哲の思想の紹介にとどまることのないよう留意し、生徒が自ら考え、自覚を深め

る学習とすることが重要である。 
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ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 小・中学校においては、小・中学校学習指導要領の改訂により、道徳科の内容の示し

方について、いじめの問題への対応の充実や発達の段階をより一層踏まえた体系的なも

のに改善し、小学校では、第１・２学年に「個性の伸長」、「公正、公平、社会正義」、「国

際理解、国際親善」を、第３・４学年に「相互理解、寛容」、「公平、公正、社会正義」、

「国際理解、国際親善」を、第５・６学年には「よりよく生きる喜び」の内容項目を追

加した。 

○ 高等学校における道徳教育については、小・中学校のように道徳科を特設しておらず、

指導する内容項目等は示されていないが、学校全体で行う道徳教育の全体計画を作成、

実施するに当たっては、小・中学校の内容項目とのつながりを意識することが求められ

る。その上で、高等学校の共通性と多様性ということを考慮すると、各高等学校におい

て全体計画を作成、実施するに当たっては、各学校や生徒の実態に応じて、内容を網羅

するのではなく重点化して示すことが重要である。このため、校長のリーダーシップの

下で、全体計画に基づく道徳教育のカリキュラム・マネジメントを担う者として、高等

学校においても道徳教育推進教師を置く（任命する）ことが求められる。 

○ また、小・中・高等学校のいずれにおいても、カリキュラム・マネジメントの視点か

ら、各学校が作成する道徳教育の全体計画及び別葉の中において、学校の道徳教育の重

点目標に基づき各教科等で育成を目指す資質・能力と道徳科で育成を目指す資質・能力

や指導内容等の関連を図ることを示すことが考えられる。また、作成した全体計画を教

職員が共有するだけでなく、ホームページに掲載する等により広く公開することも重要

である。 

○ さらに、計画等を作成・公開して終わりではなく、例えば学校評価の中で、計画に基

づいた達成状況を振り返り、次年度の計画の作成や取組に生かすといったことも重要で

ある。 

②教育内容の改善・充実 

○ 小・中学校学習指導要領の一部改正では、いじめへの対応や、情報モラル等の現代的

課題などへの対応の充実が図られたところである。 

○ 今後、小・中・高等学校を通じて、さらなる指導の充実を図るべき点としては、例え

ば、①公職選挙法改正による選挙権年齢の引き下げ等も踏まえた積極的な社会参画に関

わること、②障害者差別解消法の施行等を踏まえた障害者理解（心のバリアフリー）に

関わること等が考えられる。こうした課題に関する学習の充実を図るとともに、各学校

においては学校や地域、児童生徒の状況に応じて重点的に取り組むべき課題の設定を行

うことが望まれる。 
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③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 現在検討されている学習指導要領全体改訂の中では、社会で生きて働く知識や力を育

むために、子供たちが「何を学ぶか」という学習内容の在り方に加えて、「どのように学

ぶか」という、学びの過程に着目してその質を高めることにより、学習内容を深く理解

し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続けるように

していくことが重要である。「どのように学ぶか」の鍵となるのがアクティブ・ラーニン

グの視点、すなわち子供たちの「主体的・対話的で深い学び」をいかに実現するかとい

う学習・指導改善の視点である。道徳教育においては、他者と共によりよく生きるため

の基盤となる道徳性を育むため、答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児童生

徒が自分自身の問題と捉え、向き合う「考え、議論する道徳」を実現することが、「主体

的・対話的で深い学び」を実現することになると考えられる。 

○ 専門家会議では、「考え、議論する道徳への転換」に向けて求められる質の高い多様な

指導方法の例示として、①読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習、②問題解

決的な学習、③道徳的行為に関する体験的な学習を指導方法の例を挙げている。これら

は独立した指導の「型」を示すわけではなく、それぞれに様々な展開が考えられ、また

それぞれの要素を組み合わせた指導を行うことも考えられることとしている。 

○ 道徳科における学習・指導改善における工夫や留意すべき点については、専門家会議

における質の高い多様な指導方法の例示や、既に一部改正がなされた学習指導要領及び

その解説等を、踏まえつつ、「主体的・対話的で深い学び」の視点に沿って整理すると、

概ね以下のように考えられる。 

○ なお、道徳科における具体的な学習プロセスは限りなく存在し得るものである。様々

な工夫や留意点を三つの視点に分けることが目的ではなく、これらの視点を手掛かりに、

教員一人一人が、子供たちの発達の段階や発達の特性、指導内容などに応じた方法につ

いて研究を重ね、ふさわしい方法を選択しながら工夫して実践できるようにすることが

重要である。 

①「主体的な学び」の視点 

「主体的な学び」の視点からは、児童生徒が問題意識を持ち、自己を見つめ、道徳的

価値を自分自身との関わりで捉え、自己の生き方について考える学習とすることや、各

教科で学んだこと、体験したことから道徳的価値に関して考えたことや感じたことを統

合させ、自ら道徳性を養う中で、自らを振り返って成長を実感したり、これからの課題

や目標を見付けたりすることができるよう工夫することが求められる。 

 このため、主題やねらいの設定が不十分な単なる生活経験の話合いや、読み物教材の

登場人物の心情理解のみに終始する指導、望ましいと思われることを言わせたり書かせ

たりすることに終始する指導などに陥らないよう留意することが必要である。例えば、
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児童生徒の発達の段階等を考慮し、興味や問題意識を持つことができるような身近な社

会的課題を取り上げること、問題解決的な学習を通して一人一人が考えたことや感じた

ことを振り返る活動を取り入れること、我が国や郷土の伝統や文化、先人の業績や生き

方に触れることや、自然体験活動など美しいもの・気高いものなどに出会う機会を多様

に設定し、そこから感じたことを通じて自己を見つめ、自分自身の生き方について考え、

多様な考えを持つ他者を相互に認め合い広い心で異なる意見や立場を尊重し、共により

よく生きようという意欲などを高めるようにすることも重要である。また、年度当初に

自分の有様やよりよく生きるための課題を考え、課題や目標を捉える学習を行ったり、

学習の過程や成果などの記録を計画的にファイル等に集積（ポートフォリオ）したりす

ること等により、学習状況を自ら把握し振り返ることができるようにすることなどが考

えられる。 

○ 上記のような「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、多様な意見を受け

止め、認め合える学級の雰囲気がその基盤としてなくてはならず、学級（ホームルーム）

経営の充実が大変重要である。このことは、道徳的価値を自分との関わりで捉え考えを

深める時間である道徳においては特に求められると言える。一方で、道徳の時間を通し

て、児童生徒理解を深め、これを学級経営に生かすということも考えられる。 

○ なお、前述のとおり高等学校には道徳の時間が設けられておらず、「公共」及び「倫理」

並びに特別活動が中核的な指導場面として期待されている。したがって、これらの科目

等においても、道徳教育において育成を目指す資質・能力及び上記の視点を意識した学

習が求められる。 

 

②「対話的な学び」の視点 

「対話的な学び」の視点からは、子供同士の協働、教員や地域の人との対話、先哲の

考え方を手掛かりに考えたり、自分と異なる意見と向かい合い議論すること等を通じ、

自分自身の道徳的価値の理解を深めたり広げたりすることが求められる。 

 例えば、教材や体験などから考えたこと、感じたことを発表し合ったり、「理解し合

い、信頼や友情を育む（友情、信頼）」と「同調圧力に流されない（公正、公平、社会

正義）」といった葛藤や衝突が生じる場面について、話合いなどにより異なる考えに接

し、多面的・多角的に考え、議論したりするなどの工夫を行うことや、日頃から何でも

言い合え、認め合える学級の雰囲気を作ることが重要である。また、資料を通じて先人

の考えに触れて道徳的価値の理解を深めたり自己を見つめる学習につなげたりするこ

とができるような教材の開発・活用を行うことや、様々な専門家や保護者、地域住民等

に道徳科の授業への参加を得ることなども「対話的な学び」の視点から効果的な方法と

考えられる。 

 また、児童生徒同士で話し合う問題解決的な学習を行うに当たっては、そこで何らか

の合意を形成することが目的ではなく、そうした学習を通して、道徳的価値について自
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分のこととして捉え、多面的・多角的に考えることにより、将来、道徳的な選択や判断

が求められる問題に対峙した時に、自分にも他者にとってもよりよい選択や判断ができ

るような資質・能力を育てることにつなげることが重要であることに留意する必要があ

る。なお、発達の段階や個人の特性等を踏まえれば、教員が介在することにより「対話

的な学び」が実現できる場合も考えられ、その実態を踏まえた適切な配慮が求められる。

言葉によって伝えるだけでなく、多様な表現を認めることも大切である。 

 特に、特設の道徳科の時間がない高等学校においては、特別活動、特にホームルーム

活動における話し合いを通して、人間としての在り方生き方に関する考えを深めること

が重要である。 

③「深い学び」の視点 

「深い学び」の視点からは、道徳的諸価値の理解を基に、自己を見つめ、物事を多

面的・多角的に考え、自己の生き方について考える学習を通して、様々な場面、状況

において、道徳的価値を実現するための問題状況を把握し、適切な行為を主体的に選

択し、実践できるような資質・能力を育てる学習とすることが求められる。 

 そのためには、単に読み物教材の登場人物の心情理解のみで終わったり、単なる生

活体験の話合いや、望ましいと分かっていることを言わせたり書かせたりする指導と

ならないよう留意し、道徳的な問題を自分事として捉え、議論し、探究する過程を重

視し、道徳的価値に関わる自分の考え方、感じ方をより深めるための多様な指導方法

を工夫することなどが考えられる。深い学びにつながる指導方法としては、例えば以

下のような工夫が考えられる。 

・読み物教材の登場人物への自我関与を中心とした学習において、教材の登場人物の

判断と心情を自分との関わりにおいて多面的・多角的に考えることを通し、道徳的

価値の理解を深めること。 

・様々な道徳的諸価値に関わる問題や課題を主体的に解決する学習において、児童生

徒の考えの根拠を問う発問や、問題場面を自分に当てはめて考えてみることを促す

発問などを通じて、問題場面における道徳的価値の意味を考えさせること。 

・道徳的行為に関する体験的な学習において、疑似体験的な活動（役割演技など）を

通して、実際の問題場面を実感を伴って理解することで、様々な問題や課題を主体

的に解決するために必要な資質・能力を養うこと。 

道徳的な問題場面には、①道徳的諸価値が実現されていないことに起因する問題、

②道徳的諸価値についての理解が不十分又は誤解していることから生じる問題、③道

徳的諸価値のことは理解しているが、それを実現しようとする自分とそうできない自

分との葛藤から生じる問題、④複数の道徳的価値の間の対立から生じる問題などがあ

り、これらの問題構造を踏まえた場面設定や学習活動の工夫を行うことも大切である。 
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ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 教材については、小・中学校学習指導要領において「特に、生命の尊厳、自然、伝統

と文化、先人の伝記、スポーツ、情報化への対応等の現代的な課題など」を題材とする

ことが示されている。 

○ 例えば「生命の尊厳」は、生命のもつ偶然性、有限性、連続性から、生命の尊重や感

謝、よりよく生きる喜びなど様々な道徳的な問題を考えることができるいわば道徳の内

容全体に関わる事項である。身近な人の死に接したり、人間の生命の尊さやかけがえの

なさに心を揺り動かされたりする経験が少なくなっていると考えられる現代において、

例えば動植物を取り上げた教材の提示により、生や死など生命の尊さについての考えを

深めていくことができるような教材の工夫が考えられる。 

○ また、「スポーツ」では、例えばオリンピック・パラリンピックなど、世界を舞台に

活躍している競技者の公正な態度や苦悩、努力などに触れて、道徳的価値の理解を深め

たり、自己を見つめたりすることも効果的であると考えられる。 

○ 教材の活用に当たっては、地域や学校、児童生徒の実態や発達の段階、指導のねらい

に即して、適切に選択することが求められる。教科書や教材について、学校に置いてお

くのではなく、持ち帰って家庭や地域でも活用できるようにすることも重要である。 

○ 環境整備については専門家会議において提言されたように、道徳教育の質的転換に向

けて、それぞれの立場から積極的な取組を進めることが求められる。 

・文部科学省においては、道徳教育・道徳科で育成を目指す資質・能力など基本的な考

え方について分かりやすく情報発信をすること、モデル事業の推進や学習指導要領解

説の改訂、教師用指導資料の作成、教育委員会等の積極的な取組について全国へ発信

すること等を進めること 

・各教育委員会や研究団体においては、質の高い多様な指導方法、特に問題解決的な学

習や体験的な学習に関する研究をこれまで以上に進めること 

・各学校、特に管理職には、道徳科を学校教育全体で行う道徳教育の真の「要
かなめ

」となる

ようにカリキュラム・マネジメントを確立すること 

・道徳科の指導を行う一人一人の教員には、学級や児童生徒の実態から柔軟に授業を構

想し、道徳教育推進教師と協働しつつ、家庭や地域との連携を深め、主体的・能動的

に道徳教育を実践すること 

・家庭や地域においては、例えば「親子道徳の日」の設定や教科書などを通じて保護者

と児童生徒が一緒に道徳について考えたり、道徳の授業にゲストティーチャーとして

関わったりすること 
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○ 特に、高等学校については、校長のリーダーシップの下、道徳教育推進教師を軸とし

ながら、特設の時間がないからこそ、担任を持つ教員だけでなく教員全員が道徳教育の

担当であるという意識で推進する必要がある。校長は全体をマネジメントするだけでな

く、例えば校長自身も節目節目での講話等を通じて直接生徒に語りかけ、生徒が道徳に

ついて考える機会を作ることにも大きな意義がある。 

○ なお、道徳教育推進教師には、例えば、児童生徒の実態把握に基づいて道徳教育に係

る全体計画を作成することや、その実施のための各教員に対する支援、校内研修や授業

研究の実施、家庭や地域、近隣の学校等との連携など、カリキュラム・マネジメントの

視点から、学校教育全体における道徳教育を推進するための取組を実施するに当たって、

中心的な役割を果たすことが求められる。そのためには、教育委員会等においても、道

徳教育推進教師に対する研修の実施などを通じて、道徳教育推進教師に求められる資

質・能力の育成とともに、管理職や他の教員の理解が得られるような取組の推進が求め

られる。 

○ 学校・地域によっては、独自に道徳教育のための時間を確保し、必修化するなどの取

組や、そうした時間等や各教科等で活用できる教材の作成、道徳教育を担当する教員に

対する研修など積極的な取組を行っている例がある。国や都道府県教育委員会には、そ

うした高等学校における道徳教育の充実に関する取組に対する支援や成果の共有などを

積極的に進めることが求められる。 

○ 道徳教育の質的転換に向けては、「社会に開かれた教育課程」の視点から、道徳教育で

育成を目指す資質・能力などについて、専門家同士での理解を前提としたものではなく、

全ての教員はもとより、保護者や地域の理解も得られるような示し方、伝え方としてい

き、社会全体で共有できるようにしていくことが重要である。例えば道徳性の諸様相に

ついての説明は昭和３０年代から大きく変わっていないが、今後、関係する諸分野にお

ける科学的知見や資質・能力に関する研究等の進歩を踏まえながら、より分かりやすく

適切な示し方について研究がなされることが期待される。 
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１６．特別活動 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた特別活動の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 特別活動は、学級活動・ホームルーム活動、児童会活動・生徒会活動、クラブ活動、

学校行事から構成され、それぞれ構成の異なる集団での活動を通して、児童生徒が学校

生活を送る上での基盤となる力や社会で生きて働く力を育む活動として機能してきた。 

○ 特別活動は（望ましい）集団活動を通じて行われるという特質があり、各活動及び学

校行事を通じて、協働性や異質なものを認め合う土壌を育むなど、生活集団、学習集団

として機能するための基盤が創られている。さらに、特別活動のもつ生徒指導の機能、

ガイダンスの機能等が、それらを強固なものにすることに寄与している。 

○ このことは、全国学力・学習状況調査の質問紙調査において、「学級会などの時間に友

達同士で話し合って学級のきまりなどを決めていると思う」と肯定的に回答している児

童生徒の方が、全ての教科で平均正答率が高い傾向にあることからも見て取れる。 

○ 特別活動における集団活動は、集団への所属感、連帯感を育み、それが学級文化、学

校文化の醸成へとつながり、各学校の特色ある教育活動の展開を可能としており、この

ような特別活動は、我が国の教育課程の特徴として、海外からも高い評価を受けている。 

○ 一方で、更なる充実が期待される今後の課題は、概ね以下のような点である。 

①育成を目指す資質・能力の視点 

特別活動においては、「なすことによって学ぶ」ということが重視され、各学校で特

色ある取組が進められている一方で、各活動において身に付けるべき資質・能力は何

なのか、どのような学習過程を経ることにより資質・能力の向上につながるのかとい

うことが必ずしも意識されないまま指導が行われてきた実態も見られる。特別活動の

時間において育成する資質・能力だけでなく、特別活動が各教科等の学びの基盤とな

るという面もあり、教育課程全体における特別活動の役割、機能も明らかにする必要

がある。 

②学習指導要領における内容の示し方の視点 

これまで、各活動の内容や指導のプロセスについて構造的な整理が必ずしもなされ

ておらず、各活動等の関係性や意義、役割の整理が十分でないまま実践が行われてき

たという実態も見られる。特に中学校・高等学校の学級活動・ホームルーム活動の内

容項目が多いことが、学級・ホームルームの課題を自分たちで見出して解決に向けて

話合う活動が深まらない要因の一つとなっていると考えられる。 

③複雑で変化の激しい社会の中で求められる能力を育成するという視点 
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社会参画の意識の低さが課題となる中で、自治的能力を育むことがこれまで以上に

求められている。また、キャリア教育を学校教育全体で進めていく中で特別活動が果

たす役割への期待も大きい。このほか、防災を含む安全教育、体験活動など、社会の

変化や要請も視野に入れ、各教科等の学習と関連付けながら、特別活動において育成

を目指す資質・能力を示す必要がある。 

②課題を踏まえた特別活動の目標の在り方 

○ 特別活動において育成を目指す資質・能力について、幼児教育や他教科等との関係性

も意識しつつ、「人間関係形成」、「社会参画」、「自己実現」という三つの視点を手掛かり

としながら、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」

の三つの柱に沿って別添１７-１のとおり整理を行った。これら育成を目指す資質・能力

を踏まえ、小・中・高等学校の系統性を考慮して特別活動の目標を示す必要がある。（別

添１７-２を参照） 

○ これまでの特別活動の目標では、特別活動の特質を「望ましい集団活動を通して」と

いう点においてきた。この「望ましい集団活動を通して」とは、一人一人の児童生徒が

互いのよさや可能性を認め、生かし、伸ばし合うことができるような実践的な方法で集

団活動を行ったり、望ましい集団を育成しながら個々の児童生徒に育てたい資質や能力

を育成したりするという特別活動の方法原理を示したものであるが、「望ましい」という

ことが、学習過程というよりは目標を示しているような印象や、あらかじめ望ましい集

団があることが学習の前提となっているかのような誤解を与える可能性があるため、今

後その要素を具体的に目標の中に示すことが必要である。 

○ 特別活動は、教育課程全体の中で、①特別活動の各活動において資質・能力を育む役

割だけでなく、②学級活動を通じて学級経営の充実が図られ、学びに向かう学習集団を

形成することや、各教科等において育まれる「見方・考え方」を特別活動の中で実践的

な文脈で用いることによって、各教科におけるより「主体的・対話的で深い学び」の実

現に寄与する役割や ③教育課程外も含め学級・学校文化の形成等を通じて学校全体の

目標の実現につなげていく役割を担っており、これらをバランスよく果たすことが求め

られる。 

③特別活動における「見方・考え方」 

○ 特別活動とは、様々な構成の集団から学校生活を捉え、課題の発見や解決を行い、よ

りよい集団や学校生活を目指して様々に行われる活動の総体である。その活動の範囲は

学年・学校段階が上がるにつれて広がりを持っていき、社会に出た後の様々な集団や人

間関係の中でその資質・能力は生かされていくことになる。 

○ また、実生活の課題を解決するために、互いのよさや可能性を発揮できるような様々

な集団活動を通して、各教科等における学びを実際の場面で総合的に活用して実践する
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時間であるとともに、特別活動の学びが各教科等の学習を行う上での土台となるといっ

た各教科等と往還的な関係にあると言うことができる。 

○ このような特別活動の特質を踏まえつつ、「人間関係形成」、「社会参画」、「自己実現」

の三つの視点を手掛かりとして、特別活動の「見方・考え方」は、「各教科等における見

方・考え方を総合的に活用して、集団や社会における問題を捉え、よりよい人間関係の

形成、よりよい集団生活の構築や社会への参画及び自己の実現に関連付けること」と整

理した。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 特別活動の特質に鑑みれば、「決めたことの実践」が重要であることはいうまでもない

が、特別活動において育成を目指す資質・能力は、実践も含めた全体の学習過程の中で

育まれるものである。例えば、学級活動・ホームルーム活動においては「問題の発見・

確認」、「解決方法の話合い」、「解決方法の決定」、「決めたことの実践」、「振り返り」と

いった学習過程を示している。（別添１７-３を参照） 

○ 集団活動の中で、多くの生徒が役割を経験することが重要である。役割を果たす中で

主体的に思考・判断・表現し、自己有用感を育むとともに、役割を決め、その責任を果

たそうとする過程自体が、自治的能力や、主権者として積極的に社会参画する力を育成

することになる。 

○ また、特別活動においては、休み時間や給食の時間、放課後等を含めた学校教育全体

を見渡して、教員が意図的、計画的に指導を行うことも大変重要である。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

（学級活動・ホームルーム活動の内容） 

○ 学級活動・ホームルーム活動について、内容項目ごとに育成を目指す資質・能力とそ

のために重視する学習過程を明確にして、特に自治的能力の育成を重視し、課題の発見

を含めて児童生徒主体の話合いを通じて行うことが改めて明確となるようにする。 

○ 総則において学級（ホームルーム）経営に関して明示することに対応し、学級活動・

ホームルーム活動の（１）を中心に学級経営との関連を図ることを示すことが必要であ

る。 

○ また、小・中・高等学校を通じて育成を目指す資質・能力の観点から、以下のように

系統性が明確になるよう構造を整理する。 



 

 

229 

 

・小学校の学級活動の内容に（３）を設け、キャリア教育の視点からの小・中・高等学

校のつながりが明確になるよう整理すること 

・中学校、高等学校において、与えられた課題ではなく学級・ホームルーム生活におけ

る課題を自分たちで見出して解決に向けて話し合う活動として（１）の内容を重視す

る視点から、（２）（３）の内容を整理すること 

○ これらを踏まえ、小・中・高の学級活動・ホームルーム活動の構成は、以下のような

構成とする。 

①学級・ホームルームや学校における集団生活の創造、参画（仮） 

主として自発的・自治的な集団活動の形成や運営に関わる内容であり、集団として

の議題の選定や話合い、合意形成とそれに基づく実践を大事にする活動。日々の学級

経営との関連を図る。 

②一人一人の適応や成長及び健康安全な生活の実現（仮） 

主として個人が現在直面する生活における適応や成長、自律等に関わる内容であり、

一人一人の理解や自覚、意思決定とそれに基づく実践等を大事にする活動。最終的に

は一人一人が意思決定を行い実践するが、話合いを生かして考えを深めることを重視

する。関係する教科、個別の生徒指導等との関連を図る。 

③一人一人のキャリア形成と実現（仮） 

主として将来に向けた自己の実現に関わる内容であり、一人一人の主体的な意思決

定を大事にする活動。教育課程全体を通して行うキャリア教育との関連を図るととも

に、個に応じた学習の指導・援助や、個別の進路相談等との関連を図る。 

○ 前述のように、構成の大枠は小・中・高等学校の系統が明らかになるよう整理しつつ、

それぞれの具体的な内容や示し方は、総則や各教科等の学習内容との関係も踏まえなが

ら、各学校段階にふさわしいものとすることが必要である。 

（児童会活動・生徒会活動、クラブ活動、学校行事） 

○ 児童会活動・生徒会活動、クラブ活動、学校行事においても、それぞれの活動を通し

て、育成を目指す資質・能力を明確化する方向で目標及び内容の示し方を改めることが

必要である。各学校において、各活動等を通じて育成を目指す資質・能力と、その実現

に必要な活動内容を十分考慮し、必要かつ適切な時間数を確保することが必要である。 

○ 特にクラブ活動については、一時間一時間の活動を楽しむと言うことだけではなく、

全員にとって楽しいものとなるよう話し合って実践したり、役割や責任を果たしたり、

目標を持って参加したりすることで資質・能力の育成につながるよう、年間を通して適

切な時間を確保することが望まれる。 
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○ また、特に小学校・中学校については、地域により学校の規模その他の事情が様々で

あることに留意して、必要に応じて重点化を図ることも示す。 

②教育内容の改善・充実 

○ 主権者教育の視点として、多様な他者と協働しながら、地域の課題を自分事として捉

えて主体的にその解決に関わり、社会に積極的に関わっていく力が今後ますます重要に

なる。学級会・ホームルーム活動における自治的能力を育成する様々な活動、児童会・

生徒会における役員選挙や総会、委員会活動や、クラブ活動の計画的な運営など、自治

的な活動を実践的に学ぶ場面などについて、社会科や公民科との関連も図りつつ、その

一層の充実を図ることが求められる。 

○ キャリア教育は、小学校から高等学校まで教育活動全体の中で「基礎的・汎用的能力」

を育むものであるが、狭義の「進路指導」との混同により、中学校・高等学校において

は、入学試験や就職活動があることから本来の趣旨を矮小化した取組になっていたり、

職業に関する理解を目的とした活動だけに目が行きがちになったり、小学校では特別活

動において進路に関する内容が存在しないため体系的に行われてこなかったりしている

実態がある。キャリア教育本来の役割を改めて明確にするためにも、小学校段階から特

別活動の中にキャリア教育の視点を入れていくことが重要である。 

○ 防災を含む安全教育について、特別活動は、学級活動における「安全な生活態度の形

成」や学校行事における避難訓練などの活動を行うことだけでなく、各教科における学

びと日常の生活をつなぐ重要な役割を果たす。また、特別活動で育む自立した生活を営

むことや、ともに助け合う力、社会参画の力は、安全に生きていくために求められる「自

助」「共助」「公助」につながっていく。安全に関して育成を目指す資質・能力の議論を

踏まえつつ、こうした取組の充実を図ることが求められる。 

○ 前回改訂で充実が図られた、食育の観点を踏まえた学校給食と食習慣の形成は引き続

き重要であり、各学校の実態に応じて効果的な指導が行われることが望ましい。 

○ 自然の中で生活をともにする集団宿泊活動については引き続き重要である。育成した

い資質・能力を明確にし、青少年教育施設の指導員等とねらいや活動について共有する

ことが重要である。より効果的な活動とするために各教科の年間計画と関連を図って学

びを深いものとしたり、「イングリッシュ・キャンプ」「通学合宿」などを行ったりする

などの工夫を行い、より長期間の活動とすることも考えられる。 

○ 学級・学校の中にいる児童生徒一人一人の個性を尊重し、障害の有無や国籍など様々

な違いに関わらず協働していく力を育むこと、地域の高齢者や障害者、外国出身者など

様々な人との交流を通じて学ぶことも重要である。 
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○ 情報活用能力の育成という視点からは、学級活動等における問題の発見や確認などを

行う際に情報を収集・整理することや、学校図書館の利用なども重要である。また、ク

ラブ活動の中にプログラミングを体験する学習を取り入れることも考えられる。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 特別活動は、児童生徒同士の話合い活動や、児童生徒の自主的・実践的な活動をその

特質としている。「主体的・対話的で深い学び」を実現する視点から授業改善を行うこと

は、特別活動の本質に関わるものであり、これまでも重要と考えられてきたことにつな

がるものである。 

①「主体的な学び」の視点 

 特別活動においては、学級や学校の実際の集団生活の中から課題を見いだすことに

特質がある。集団生活をよりよくしていくためには何に取り組んだらよいのかという

ことを主体的に見いだしたり、活動を振り返り、よい点や改善点を見付け出すことに

よって、新たな課題の発見、設定をすることが可能となりそれが次なる動機となった

りする。こうした課題の設定や振り返りといった学習過程を意識して、そこで育成を

目指す資質・能力を明確にすることが求められる。 

②「対話的な学び」の視点 

 特別活動は多様な他者との集団活動を基本とし、これまでも「話合い」を全ての活

動の中で重視してきた。集団活動を行う上で合意形成を図ったり、意思決定をしたり

する中で、他者の意見に触れ、自分の考えを広げたり、課題について多面的・多角的

に考えたりすることが可能となる。また、異年齢の子供や障害のある児童生徒等多様

な他者と対話しながら協働すること、地域の人との交流の中で考えを広めたり自己肯

定感を高めたりすること、自然体験活動を通じて自然と向き合い日頃得られない気付

きを得ること、キャリア形成に関する自分自身の意思決定の過程において他の児童生

徒や教員等との対話を通じて考えを深めることなども重要である。 

③「深い学び」の視点 

 特別活動が重視している「実践」を、単に行動の場面と狭く捉えるのではなく、課

題の設定から振り返りまでの一連の過程を「実践」と捉え、一連のプロセスの中で、

「見方・考え方」を働かせ育成を目指す資質・能力は何なのかということを明確にし

た上で、意図的・計画的に指導に当たることが求められる。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

○ 教育課程全体で行うキャリア教育の中で、特別活動が中核的に果たす役割を明確にす

るため、小学校から高等学校までの特別活動をはじめとしたキャリア教育に関わる活動
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について、学びのプロセスを記述し振り返ることができるポートフォリオ的な教材（「キ

ャリア・パスポート（仮称）」）を作成することが求められる。特別活動を中心としつつ

各教科等と往還しながら、主体的な学びに向かう力を育て、自己のキャリア形成に生か

すために活用できるものとなることが期待される。将来的には個人情報保護に留意しつ

つ電子化して活用することも含め検討することが必要である。 

○ 特別活動に関する指導力は、免許状がないこと等から専門性という点で軽く見られが

ちであるが、本来、小・中・高等学校の全ての教員に求められる最も基本的な専門性の

一つである。教員養成段階で、特別活動の意義や学校の教育活動全体における役割、指

導方法等の本質をしっかりと学ぶようにすることが必要である。また、国や都道府県等

による取組状況の共有などを行う研修や、研究団体等による指導方法等の研究及びその

普及が強く求められる。 

○ 特別活動の充実を図るためには、「チームとしての学校」の視点で、教員以外の養護教

諭、栄養教諭・学校栄養職員、司書教諭・学校司書などの専門性を生かしながら学校全

体で取り組むとともに、学校外の専門家等の協力を得ることが重要である。 

○ 地域との連携・協働に当たり、活動を通して育てたい資質・能力を地域と共有するこ

とが必要である。子供たちが地域の行事への参加、地域の課題解決に向けて取り組むな

ど大きな役割を果たすことにより、資質・能力を生きて働くものとして成長させたり、

学習意欲、自己肯定感を醸成させたりするとともに、地域教育力の向上、地域の活性化、

学校との信頼関係構築にもつながる。コミュニティ・スクールの枠組みの積極的な活用

や、地域学校協働本部との協働、教育委員会と首長部局との連携も重要である。 

○ また、自主的な学習を深める場としての学校図書館の整備充実、小・中・高等学校の

学校間の連携、家庭との連携や様々な家庭状況への配慮、小規模校における教育効果を

高める工夫などの取組も重要である。 
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１７．総合的な学習の時間 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた総合的な学習の時間の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ 総合的な学習の時間は、学校が地域や学校、児童生徒の実態等に応じて、横断的・総

合的な学習など創意工夫を生かした教育活動を行うこととしている。 

○ 現行学習指導要領では、総合的な学習の時間を、教科等の枠を超えた横断的・総合的

な学習とすることと同時に、探究的な学習や協同的な学習とすることが重要であること

を明示した。特に、探究的な学習を実現するため、「①課題の設定→②情報の収集→③整

理・分析→④まとめ・表現」の探究のプロセスを明示し、学習活動を発展的に繰り返し

ていくことを重視した。 

○ 成果としては、全国学力・学習状況調査の分析等において、総合的な学習の時間で探

究のプロセスを意識した学習活動に取り組んでいる児童・生徒ほど各教科の正答率が高

い傾向にあること、探究的な学習活動に取り組んでいる児童生徒の割合が増えているこ

となどが明らかになっている。また、総合的な学習の時間の役割はＰＩＳＡにおける好

成績につながったことのみならず、学習の姿勢の改善に大きく貢献するものとしてＯＥ

ＣＤをはじめ国際的に高く評価されている。 

○ その上で、今後さらなる充実が期待されることとして、概ね以下のような課題がある。 

・ 一つ目は、総合的な学習の時間で育成する資質・能力についての視点である。総合

的な学習の時間を通してどのような資質・能力を育成するのかということや、総合的

な学習の時間と各教科等との関連を明らかにするということについては学校により差

がある。これまで以上に総合的な学習の時間と各教科等の相互の関わりを意識しなが

ら、学校全体で育てたい資質・能力に対応したカリキュラム・マネジメントが行われ

るようにすることが求められている。 

・ 二つ目は、探究のプロセスに関する視点である。探究のプロセスの中でも「整理・

分析」「まとめ・表現」に対する取組が十分ではないという課題がある。探究のプロセ

スを通じた一人一人の資質・能力の向上をより一層意識することが求められる。 

・ 三つ目は、高等学校における総合的な学習の時間のさらなる充実という視点である。

地域の活性化につながるような事例が生まれていている一方で、本来の趣旨を実現で

きていない学校もあり、小・中学校の取組の成果の上に高等学校にふさわしい実践が

十分展開されているとは言えない状況にある。 
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②課題を踏まえた総合的な学習の時間の目標の在り方 

（総合的な学習の時間の目標） 

○ これまでは総合的な学習の時間において各学校において育成を目指す資質・能力・態

度として、「学習方法に関すること」「自分自身に関すること」「他者や社会とのかかわり

に関すること」の三つの視点が例示されていた。これら三つの視点と、資質・能力の三

つの柱に即して、総合的な学習の時間で育成を目指す資質・能力について整理した。（別

添１８-１を参照） 

○ これらを踏まえ、総合的な学習の時間においては、「探究的な（探究の）見方・考え方」

を働かせて、よりよく課題を解決し、自己の（在り方）生き方を考えることを通して、

資質・能力を育成することを目標として示す必要がある。（括弧内は高等学校）（別添１

８-２を参照） 

（教育課程全体における総合的な学習の役割とカリキュラム・マネジメント） 

○ 総合的な学習の時間において、学習指導要領に定められた目標を踏まえて各学校が教

科横断的に目標を定めることは、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの鍵とな

る。各学校が定める目標についても、資質・能力の三つの柱の考え方を踏まえたものと

なることが求められる。 

○ 教科横断的に学ぶ総合的な学習の時間において、各教科等の「見方・考え方」を活用

することによって、「見方・考え方」は多様な文脈で使えるようになるなどして確かなも

のになり、各教科等の「深い学び」を実現することにもつながるものと期待できる。 

○ 学年間・学校段階間といった「縦」のつながりでも期待される役割が大きい。小学校、

中学校、高校の中で、どのような学習を行い、資質・能力を養うことを積み上げていく

のかという中で、総合的な学習の時間においてどのような目標、内容の学習を行うかと

いうことがひとつの軸となる。 

○ さらに、総合的な学習の時間は、目標や内容を各学校が定めるという点において、各

学校の教育目標に直接的につながる。特に、高等学校では総合的な学習の時間がその学

校のミッションを体現するものとなるべきである。 

③総合的な学習の時間における「見方・考え方」 

○ 総合的な学習の時間の特質から求められることは、大きく整理すると、以下のような

点がある。 

・一つの教科等の枠に収まらない課題に取り組む学習活動をとおして、各教科等で身に

付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活に生かし、それらが児童生徒の中

で総合的に働くようにすること。 
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・多様な他者と協働し、異なる意見や他者の考えを受け入れる中で、実社会や実生活と

の関わりで見出される課題を多面的・多角的に俯瞰して捉え、考えること。 

・学ぶことの意味や意義を考えたり、学ぶことを通じて達成感や自身を持ち、自分のよ

さや可能性に気付いたり、自分の人生や将来について考え学んだことを現在及び自己

の将来につなげたりして考えるという、内省的（Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ）な考え方を

すること。特に高等学校においては自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら「見

方・考え方」を組み合わせて統合させ、活用すること。 

○ これらを踏まえてまとめると、総合的な学習の時間の「見方・考え方」は「各教科等

における『見方・考え方』を総合的（・統合的）に活用して、広範（かつ複雑）な事象

を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や実生活の文脈や自己の（在り方）生き方と関

連付けて問い続けること」であると言える。（括弧内は高等学校） 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 総合的な学習の時間において、①「課題の設定」→②「情報の収集」→③「整理・分

析」→④「まとめ・表現」といった探究のプロセスを通して資質・能力を育成する。こ

うした中で、各教科等の「見方・考え方」を総合的（統合的）に活用し、広範かつ複雑

な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や実生活の複雑な文脈の中で物事を考え

たり、自分自身の在り方生き方と関連付けて内省的に考えたりすることが総合的な学習

の時間における学習過程の特徴である。（別添１８-３を参照） 

○ 各教科等で育成された「見方・考え方」を総合的・統合的に活用することで、各教科

等の「見方・考え方」と総合的な学習の時間の「見方・考え方」は相互に関連し合いな

がら、より確かなものとなり、実社会・実生活の中で生きて働くものとなっていく。 

○ この過程の順序は入れ替わったり、一体化したり、重点的に行われたり、一連の過程

がより大きな過程の一部になったりもする。児童生徒にとっては試行錯誤を繰り返すこ

とによりこうした過程を行ったり来たりすることも重要であり、時には失敗したり立ち

止まって前提を疑って考えることがあってこそ探究的な学びである。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 学習指導要領において総合的な学習の時間の目標を示し、各学校においてそれを踏ま

えて目標や内容を設定するという基本的な構成は維持すべきと考えられる。その上で、

総合的な学習の時間を通じて育成を目指す資質・能力や、教育課程全体における総合的
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な学習の時間の役割等を明確にするという観点から、総合的な学習の時間に関する学習

指導要領における示し方についても構造を再整理する必要がある。 

○ 学習活動の例示については、総合的な学習の時間が果たすべき役割を踏まえ、学習活

動の設定に関して望まれる考え方を示す。（例えば、実生活・実社会に関する現代社会や

地域社会に関する課題などとすること、児童生徒にとって身近に感じられ、かつ、探究

的に学ぶ意義等を実感できるような課題を設定すること等） 

○ 「知識・技能」に関して、総合的な学習の時間の「探究的な（探究の）見方・考え方」

を働かせた学習活動を通して獲得される概念（的な知識）の方向性を例示するなどの示

し方の工夫を行う。 

○ 「思考力・判断力・表現力等」に関して、探究のプロセスを通じて働く学習方法（思

考スキル）に関する資質や能力を例示するなどの示し方の工夫を行う。 

○ 「学びに向かう力・人間性等」に関して、探究活動と自分自身、探究活動と他者や社

会に関する資質・能力を例示することを検討する。特に高等学校においては、探究と自

己のキャリア形成を関連付けることを明確化するなどの示し方の工夫を行う。 

○ 全体計画及び年間指導計画の作成に当たり、育成する資質・能力を明示するとともに、

児童生徒や保護者、地域・社会にも積極的に説明し共有するよう求めることが考えられ

る。 

②教育内容の改善・充実 

ⅰ）構成の見直し 

○ 各学校段階における総合的な学習の時間の実施状況や、義務教育９年間の修了時及び

高等学校修了時までに育成を目指す資質・能力、高大接続改革の動向等を考慮すると、

高等学校においては、小・中学校における総合的な学習の時間の取組の成果を活かしつ

つ、より探究的な活動を重視する視点から、位置づけを明確化し直すことが必要と考え

られる。 

○ 小学校、中学校においては、各教科等の特質に応じて育まれた「見方・考え方」を総

合的に活用しながら、自ら問いを見出し探究することのできる力を育成し、探究的な学

習が自己の生き方に関わるものであることに気付くようにする。 

○ それを基盤とした上で、高等学校における総合的な学習の時間においては、各教科等

の特質に応じて育まれる「見方・考え方」を総合的・統合的に活用することに加えて、

自己の在り方生き方に照らし、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら「見方・

考え方」を組み合わせて統合させ、活用しながら、自ら問いを見出し探究することので

きる力を育成するようにする。 
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○ このため、高等学校の総合的な学習の時間については、名称を「総合的な探究の時間」

などに変更することも含め位置づけを見直す。これまでの実践事例や国際バカロレアデ

ィプロマプログラムにおける「知の理論」なども参考に、各学校の取組が一層の充実を

図るようにする。より探究的な学習を展開するための学ぶ教材を作成し、提供すること

も求められる。 

○ キャリア形成と関連付けるという点においては、専門教科における課題研究科目や検

討中の「理数探究」と同様の性格を持つが、総合的な学習の時間では、特定の分野を前

提とせずに、実社会や実生活から自ら見出した課題を探究していくことを通して自己の

キャリア形成の方向性を見いだすことにつなげていく。 

ⅱ）教育内容の見直し 

○ 総合的な学習の時間においては、学習課題の例示として、国際理解、情報、環境、福

祉・健康などの横断的な課題や地域の人々の暮らし、伝統と文化など地域や学校の特色

に応じた課題などを示している。教科横断的な課題については、総合的な学習の時間で

扱うだけでなく、各教科等の学習と関連付け、全体としてどのような資質・能力を育成

していくかという視点も重要である。 

○ 教科横断的に育成を目指す資質・能力については、総則の見直しを踏まえて総合的な

学習の時間に関しても必要な規定を置くことが適当である。 

（持続可能な社会という視点） 

○ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）は、次期学習指導要領改訂の全体において基

盤となる理念であると言えるが、そこで求められている資質・能力（国立教育政策研究

所の整理によれば、「多様性」「相互性」「有限性」「公平性」「連携性」「責任性」といっ

た概念の理解、「批判的に考える力」「未来像を予測して計画を立てる力」「多面的・総合

的に考える力」などの力）は、総合的な学習の時間で探究的に学習する中で、より確か

な力としていくことになると考えられる。 

○ 持続可能な社会の担い手として必要とされる資質・能力を育成するには、どのような

テーマを学習課題とするかではなく、必要とされる資質・能力を育むことを意識した学

習を展開することが重要である。各学校がＥＳＤの視点からの教科横断的な学習を一層

充実していくに当たり、総合的な学習の時間が中心的な役割を果たしていくことが期待

される。 

（情報活用能力の育成、プログラミング的な思考や社会との関わりの視点） 

○ 総合的な学習の時間においては、情報の集め方や調べ方、整理・分析の仕方、まとめ

方や表現の仕方などの教科横断的に活用できる「学び方」を身に付け、学習の過程にお

いて情報手段の操作もできるようにすることが求められる。 
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○ 「プログラミング的思考」など、子供達が将来どのような職業に就くとしても求めら

れる力を育むため、小学校段階でプログラミングを体験する教育が求められている。総

合的な学習の時間では、例えば、探究的な学習の中で、プログラミングを体験しながら、

自分の暮らしとプログラミングとの関係を考え、そのよさに気付く学びを取り入れてい

くことが考えられる。 

○ その際、プログラミングを体験することが、総合的な学習の時間における学びの本質

である探究的な学習として適切に位置づけられるようにすることとともに、児童一人一

人に探究的な学びが実現し、一層充実するものとなるように十分配慮することが必要で

ある。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

①「主体的な学び」の視点 

○ 総合的な学習の時間において、探究のプロセスの中で主体的に学んでいく上では、課

題設定と振り返りが重要である。課題の設定に当たっては、自分事として課題を設定し、

主体的な学びを進めていくようにするため、実社会や実生活の問題を取り上げることや、

学習活動の見通しを明らかにし、ゴールとそこに至るまでの道筋を描きやすくなるよう

な学習活動の設定を行うことが必要である。 

○ 振り返りについては、自らの学びを意味づけたり価値づけたりして自己変容を自覚し、

次の学びへと向かう「学びに向かう力」を培うために、言語によりまとめたり表現した

りする学習活動を意識することが必要である。 

○ 振り返りは授業や単元の終末に行うものとは限らず、学習の途中において、見通した

ことを確かめ、必要に応じて見通しを立て直すことも考えられ、こうした振り返りを主

体的に行う資質・能力を育てることも重要である。 

②「対話的な学び」の視点 

○ 多様な他者と力を合わせて問題の解決や探究活動に取り組むことには、①他者へ説明

することにより生きて働く知識や技能の習得が図られること、②他者から多様な情報が

収集できること、③新たな知を創造する場を構築できることといったよさがある。 

○ 例えば、情報を可視化し操作化する思考ツールの活用などにより、児童生徒同士で学

びあうことを助けるなどの授業改善の工夫によって、思考を広げ深め、新たな知を創造

する児童生徒の姿が生まれるものと考えられる。 

○ 協働的に学習することはグループとして結果を出すことが目的ではなく、一人一人が

どのような資質・能力を身に付けるかということが重要であることに留意する。 
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○ また、「対話的な学び」は、学校内において他の児童生徒と活動を共にするということ

だけではなく、一人でじっくりと自己の中で対話すること、先人の考えなどと文献で対

話すること、離れた場所をＩＣＴ機器などでつないで対話することなどを含め、様々な

対話の姿や対象が考えられる。 

③「深い学び」の視点 

○ 探究のプロセスを一層重視し、これまで以上に学習過程の質的向上を目指すことが求

められる。実社会・実生活に即した学習課題について探究的に学ぶ中で、各教科等の特

質に応じて育まれる「見方・考え方」を総合的に活用することで、個別の知識や技能は

関連付けられて概念化し、能力は実際の活用場面と結び付いて汎用的になり、多様な文

脈で使えるものとなることが期待できる。 

○ 特に、「①課題の設定」の場面で課題を自分事としてとらえること、「③整理・分析」

の場面で俯瞰して捉え内省的に考えるという「探究的な（探究の）見方・考え方」を働

かせることが重要である。 

ⅱ）教材や教育環境の充実 

（教材の在り方） 

○ 高等学校において、生徒が主体的に探究していく上で助けとなるような、全国共通で

活用できる教材等を作成することを検討する。例えば課題の設定や、情報の整理・分析

に関する思考のスキル、成果を適切にまとめて発表するための方法といったことを学べ

るものとすることが考えられる。その際、高等学校の総合的な学習の時間が、「当該教材

を教えるもの」にならないよう留意する。 

（必要な条件整備） 

○ 各学校において、全ての教職員が協力して力を発揮するため、校長のビジョンとリー

ダーシップのもと、各学校が育成しようとする子供の姿から必要な資質・能力を明らか

にし、各教科をつないでカリキュラムデザインができるミドルリーダー的な教員が育つ

ことが期待される。 

○ 総合的な学習の時間を担当する教員の資質・能力向上を図るため、国や都道府県等の

レベルで各地域の取組状況等を協議できる機会を引き続き充実する。 

○ 「社会に開かれた教育課程」の視点から、学校と保護者とが育成したい子供たちの資

質・能力について共有し、必要な協力を求めることも大事である。 

○ 地域との連携に当たっては、コミュニティ・スクールの枠組みの積極的な活用や、地

域学校協働本部との協働を図ることが望まれる。地域の様々な課題に即した学習課題を

設定するに当たり、教育委員会と首長部局との連携も強く求められる。 
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