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▼授業改善のための参考資料（教職員向け）
学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を通じて、３つの資質・能力
（「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力」「学びに向かう力、人間性等」）をバランスよく育成すること
を目指しています。本サイトでは、教職員の皆さまの学習指導や学習評価に当たって、参考となる資料をご
紹介します。

１.学習指導要領のもとでの授業づくりに向けて

▼学習指導要領「生きる力」
令和２年度から順次、新しい学習指導要領がスタートしています。
本サイトでは、新学習指導要領の基本的なことから、改訂の詳しい内容、
授業改善のための参考資料などをご紹介します。

▼学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと
協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料

学習指導要領に基づいた児童生徒の資質・能力の育成に向けて、ICTを最大限活用し、これまで以上に
「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
授業改善につなげるとともに、カリキュラム・マネジメントの取組を一層進めるに当たり、留意することが重要と
考えられる内容を学習指導要領の総則の構成に沿ってまとめた資料です。
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm


▼文部科学省「教育の情報化の推進」HP
教育の情報化の推進に関する情報を集約している文部科学省のHP。
小学校プログラミング教育、情報モラル教育等に関する、文部科学省作成研修教材
等へのリンクのほか、教員のICT活用指導力のチェックリスト、学校における教育の情報化
の実態等に関する調査、各種事業についても掲載しています。

▼教員のICT活用指導力チェックリスト
ICTを効果的に授業で活用することによる「わかる授業」の実現のためには、ICT環境
の整備はもとより、その環境を活用する教員のICT活用指導力の向上が必要不可欠で
す。４項目でICT活用指導力を測ることができます。

▼教育の情報化に関する手引ー追補版ー(令和2年6月)
学習指導要領の下で，教育の情報化が一層進展するよう、
教師による指導をはじめ、学校・教育委員会の具体的な取組
の参考にしていただくための手引。各学校段階・教科等におけ
るICTを活用した指導の具体例等を掲載しています。

２.情報教育（全般）
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416800.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html


▼情報化社会の新たな問題を考えるための教材
＜児童生徒向けの動画教材、教員向けの指導手引き＞

学校における情報モラルに関する指導を行う際に役立つ児童生徒向けの動画教材と手引書。
シナリオスライド・モデル指導案・板書例・ワークシート例・アンケート例・カード教材等も添付しています。

⑲学習用タブレットの上手な使い方

⑳思ったままSNSに送信しただけなのに

情報教育（情報モラル教育）

カード教材

シナリオスライド

モデル指導案

板書例
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416322.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416322.htm


▼小学校プログラミング教育に関する研修教材
プログラミング教育に初めて取り組む教員を含め、プログ
ラミング教育を担当する教員がねらいや育む資質・能力、
指導例などや基本的な操作等を解説した、映像教材とテ
キスト教材です。

▼小学校プログラミング教育の手引
学習指導要領や同解説で示しているプロ
グラミング教育についての基本的な考え方な
どをわかりやすく解説しています。

▼小学校を中心としたプログラミング教育ポータル
文部科学省・総務省・経済産業省と民間企
業等が連携して設立した「未来の学びコンソーシ
アム」が運営するポータルサイト。具体的な指導
事例・教材情報・自宅で学べる小学生向けコン
テンツ等を掲載しています。

情報教育（プログラミング教育①）
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416408.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1403162.htm
https://miraino-manabi.mext.go.jp/


▼中学校技術・家庭科（技術分野）
「D 情報の技術」におけるプログラミング教育実践事例集
学習指導要領において、内容の充実が図られた

(1) 生活や社会を支える情報の技術
(2) ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決
(3) 計測・制御のプログラミングによる問題の解決
における優れた取組を紹介しています。

▼高等学校情報科「情報Ⅰ」・「情報Ⅱ」教員研修用教材

学習指導要領において、新設された「情報Ⅰ」及び「情報Ⅱ」
について、都道府県等の研修や担当教員が個人で活用できる
よう、ワークシート・サンプルコード・サンプルデータなどを掲載した、
教員研修用教材です。

情報教育（プログラミング教育②）
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00617.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00617.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_01832.html


▼外国語教育はこう変わる！
学習指導要領の改訂により小学校・中学校・
高等学校の外国語教育がどのように変わっている
かを、モデルとなる授業のダイジェスト動画や、有識
者・現場教員のインタビュー・対談動画で解説して
います。10～15分で編集され、PC、スマホ、タブ
レットで視聴が可能な動画集です。

▼文部科学省 外国語教育HP
外国語教育に関する情報を集約している文
部科学省のHP。学習指導要領解説、研修用
資料、文部科学省作成教材、動画・音声ファイ
ル等へのリンクのほか、各年度の英語教育実施
状況調査、英語教育改善プランや各種事業も
掲載しています。

３.外国語教育（全般）
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbCsze5PvMhQ1TS-jXEZKA4f
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm


外国語教育（小学校①）

▼小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック
小学校における外国語教育についてぜひ理解しておいていただきたいことを、基本編、授業研究編、実践編、
実習編、理論編、研修指導者編の６つのカテゴリーで整理したガイドブック。対応するYoutube動画もmext
チャンネルに掲載されています（下欄参照）。

▼発音トレーニング
（mextチャンネル内）

▼Small Talk[スモール・トーク]
（mextチャンネル内）

「小学校外国語活動・外国語
研修ガイドブック」で解説されてい
る、Small Talk（2 時間に1 回
程度、帯活動で、あるテーマのもと、
指導者のまとまった話を聞いたり、
ペアで自分の考えや気持ちを伝え
合ったりすること）について、動画
でポイントを紹介する研修教材で
す（「小学校外国語活動・外国
語 研修ガイドブック」P.130～
134を参照）。

「小学校外国語活動・外国語
研修ガイドブック」の「発音トレーニン
グ」に掲載されている発音のうち、特
に日本人が苦手とされているものや
日本語と発音が違うものを取り上げ
た動画教材です（「小学校外国語
活動・外国語 研修ガイドブック」
p.138～141を参照）。先生方が
楽しく英語の発音を練習できるよう
工夫しています。
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https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbAbbrWCHR3kTqTYvOwv6lxF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbAbbrWCHR3kTqTYvOwv6lxF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbCezq1TvzGw6E-z0kmhKqKj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbCezq1TvzGw6E-z0kmhKqKj


▼小学校外国語活動・外国語教材ダウンロード専用サイト

▼「新学習指導要領に対応した小学校新教材説明会」（平成29年9月21日開催）

小学校新学習指導要領対応教材"We Can!"の特色と使用方法について、
平成29年9月21日に行われた教材説明会の様子を動画で見ることができます。
教材の特色、小中高の連携、デモンストレーションの３部に分かれています。

▼新学習指導要領に対応した小学校外国語教育新教材について

小学校新学習指導要領対応教材"Let's Try!"および"We Can!"の児童用冊子・教師用指導者・デジ
タル教材・ワークシートや指導書をダウンロードできる専用サイト。※ＩＤとパスワードが必要。学校で把握さ
れていない場合は設置者の教育委員会事務局や私立学校主管課、附属学校事務主管課等にお尋ねく
ださい。

小学校新学習指導要領対応教材"Let's Try!"および"We Can!"の児童用冊子、年間指導計画例の
ほか、活動例、学習指導案等の参考資料を提供しています。「新学習指導要領に対応した小学校新教材
説明会（平成29年9月21日開催）」の説明資料も掲載しています。

外国語教育（小学校②）
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https://mext-next-kyozai.mext.go.jp/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbBzeX67bofX6HySoIheD_N0
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/123/houkoku/1382162.htm


▼各中・高等学校の外国語教育における「CAN-DOリスト」の形での
学習到達目標設定のための手引き

各学校において、学習到達目標を「CAN-DO リスト」の形で設定し、活用するにあたっての参考となるよう
作られた手引きです。学習指導要領に基づき、生徒に求められる英語力を達成するための指導と評価の改
善に向けた取組にご活用ください。

▼新学習指導要領対応
中学校外国語教材 『Bridge』

令和２年度に中学校第１学年・第２学年に在籍
する生徒を対象とした文部科学省作成教材です。令
和３年度から始まっている中学校学習指導要領に
おいて追加された新しい文法事項を、英語で読んだり
書いたり話したりするコミュニケーションを通して移行期
間中に学習できるよう作成されています。

中学校の「小中接続」「帯活動」に係る指導資料
を紹介しています。小学校での外国語学習との円滑
な接続を図ること、また中学校学習指導要領への移
行にあたり、「話すこと［やり取り］」の能力を少しず
つ身に付け、増加すると思われる語に触れることがで
きるようにすることを目的に作成されています。

▼中学校外国語：移行期間における
指導資料（小中接続・帯活動）

外国語教育（中学校・高等学校）

▼高等学校外国語科におけるパフォーマンステスト参考資料

学習指導要領が目指す「指導と評価の一体化」の充実に向けて、参考となるよう作成したものです。
「話すこと」や「書くこと」の発信力を測るパフォーマンステストを実施する際にぜひご活用ください。

11

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1332306_4.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1332306_4.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414459_00002.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414459_00002.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414459.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414459.htm
https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_kyoiku01-000021347_1.pdf


▼道徳教育について
各学校での「考え・議論する道徳」の充実を支援するために文部科学省で作成した授業映像による実践
例紹介、問題解決的な学習やいじめを扱う授業案などの各教育委員会提供の実践事例等を掲載してい
ます。児童生徒の実態に応じて、多様な創意工夫を生かした授業づくりを進める際にご活用ください。

▼人権教育についての基礎資料
各学校・教育委員会における人権教育の取組を支援していくため、人権教育についての
資料を掲載していますので、ぜひご活用ください。

▼各人権課題に関する参考資料集
「同和問題」や「HIV感染者・ハンセン病患者等」など、各人権課題に関する参考資料をまとめています。

４.道徳教育、人権教育、消費者教育
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▼消費者教育について
各学校・教育委員会における消費者教育の取組を支援していくために文部科学省や消費者庁で作成した教
材や、授業の指導案の作成支援等を行う「消費者教育アドバイザー」制度を掲載していますので、ぜひご活用く
ださい。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/siryo/index.htm
https://doutoku.mext.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/sankosiryo/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/index.htm


５.キャリア教育
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▼キャリア教育（進路指導）の更なる充実のための実践に役立つ資料

キャリア教育のさらなる充実に資するため、実践に役立つ資料を作成しています。キャリア教育全般に関わること
や、「キャリア・パスポート」の具体的な活用事例等を掲載していますので、研修等でご活用ください。

（国立教育政策研究所HP）

▼キャリア教育 先生応援ページ

小学校、中学校、高等学校におけるキャリア教育に関する
手引きやパンフレット、実際のキャリア教育体験活動の事例集
等を紹介しています。

https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div09-shido.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1312372.htm


▼はじめて通級による指導を担当する教師のためのガイド
通級による指導について、担当となることが分かった時から年度末の引継ぎま
で、１年間の流れに沿って、担当としての役割を示し、具体的な場面を想定
した16の実践例を紹介しています。障害の捉え方や指導・支援を行う際のポ
イントなど、通級による指導はもちろん、通常の学級における指導・支援にも参
考となります。

▼聴覚障害教育の手引き

聴覚障害教育について、歴史や意義、言語
指導や多様なコミュニケーションの方法、発達
段階や特別支援教育の場ごとの具体的な指
導の例や指導力を向上させる取組についてまと
めています。

▼障害のある子供の教育支援の手引
～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～

障害のある子供の適切な就学先決定や見直しが行われるよう、各教育委員会や学校が就学先を決定
するまでのプロセスで重視すべき点や、就学後の障害種に応じた教育的対応等についてまとめています。

６.特別支援教育①

▼障害理解に関する資料

一人一人の教育的ニーズに応じた教育が
行えるよう、障害理解や障害に配慮した教育
に資する資料をまとめています。
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https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/index.html
https://www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_tokubetu02-100002897_003.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00800.html


学校や教育委員会等が、医療的ケアに関する体制整備を行う際に参考となるよう、
基本的な考え方やケアごとの対応についてまとめています。

▼小学校等における医療的ケア実施支援資料
～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～

▼特別支援学校学習評価参考資料
特別支援学校小学部・中学部・高等部で学習評価を行うにあたって、観点別学習状況の評価を実施する
際に必要となる評価規準の例やそれを作成する際の手順等をまとめています。

▼交流及び共同学習ガイド
障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動する交流及び共同
学習の実施の際のポイントや、具体例などをまとめています。

特別支援教育②
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▼障害者の生涯学習啓発リーフレット「だれでもいつでも学べる社会へ」
学校を卒業してこれから社会へ出ていく生徒の皆さんを対象に「わかりやすい版」として作成したものです。ぜひ、
授業等で、生涯学習について考えるきっかけとしてご活用ください。

https://www.mext.go.jp/content/20220317-mxt_tokubetu01-000016489_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220317-mxt_tokubetu01-000016489_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1386427.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/010/001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/010/001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00601.html


▼「新しい先生とともに」
平成16年3月に、幼稚園新規採用教員研修
（現初任者研修）の園内研修における研修指
導員のための手引きとして作成したものです。事例
も掲載されていますので、研修の際にご活用くださ
い。

▼幼児教育・研修について
「指導計画の作成」「障害のある幼児などの状態に
応じた指導を行うための体制」等の動画等を掲載し
ています。
また、文部科学省の委託事業で作成した「学校評
価」に関する研修資料も掲載しておりますので、併せ
てご活用ください。

７.幼児教育

16

７．

https://www.mext.go.jp/content/20200306-mext_youji-000004480.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/07121724/1296261_00001.htm


▼学校におけるアレルギー疾患対応資料
（mextチャンネル内）

学校におけるアレルギー疾患対応の基本的な
考え方や、食物アレルギーに関する基礎知識、
学校生活上の留意点、緊急時の対応などを紹
介しています。

▼学校保健の推進（まとめ）

学校における保健管理や保健教育を充実する
ための取組や通知、参考資料等を紹介しています。

８.健康教育

17

８．

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbD74oboWo2FWfDeUDgbH01U
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbD74oboWo2FWfDeUDgbH01U
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/index.htm


▼学校における食育の推進・学校給食の充実

子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校においても積極的
に食育に取り組んでいくことが重要となっていることから、食に関する指導の充実や、食育の生きた教材とな
る学校給食の充実を図るための制度や通知、活用いただける教材等を紹介しています。

▼食に関する指導の手引き
食育基本法、学校給食法、学校教育法に基づく学習指導要領等を踏まえ、学校における食育を推進
する観点から、学校における食育の必要性、食に関する指導の目標、食に関する指導の全体計画、食に
関する指導の基本的な考え方や指導方法、食育の評価について示しています。

９.食育

18

９．

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm


▼GAP学習指導の手引き（GAP学習用指導書）
平成30年度文部科学省委託事業「専門高校の魅力発信に関する調査研究事業」において、GAP
（農業生産工程管理）学習推進のための「GAP学習指導の手引き（GAP学習用指導書）」と「GAP
テキスト（GAP学習用副教材）」を作成しました。

▼福祉科・看護科_資料動画（mextチャンネル内）
福祉の生活支援技術・医療的ケアの動画教材を、令和元年度の教育課程研究指定校事業（三重
県立伊賀白鳳高等学校）研究成果から抜粋して掲載しています。
看護技術に関する教材として作成・配布したDVD「看護科資料（平成15年 文部科学省）」につい
て、動画部分のファイル形式を更新し掲載しています。

令和元年度文部科学省委託事業「専門高校の魅力発信に関する調査研究事業」において、農業高
校及び水産高校向けにHACCP（危害要因分析・重要管理点方式）学習推進のための「教職員向け
HACCP学習指導の手引き」と「生徒向けHACCPテキスト」を作成しました。

▼教職員向け HACCP学習指導の手引き

10.産業教育

▼新たな看護師等養成カリキュラムに対応した指導の手引き
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正に伴い、高等学校における教育内容が変更され
ることから、その円滑な実施のため、臨地実習の効果的な実施や主体的な学びを喚起する学習のための
指導法等をまとめた参考資料を作成しました。

19

10．

http://www.zennokocyokai.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbAful1xJpUQgxr_IPxGfUym
http://www.zennokocyokai.org/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/kango/20211111-mxt_koukou01-1.pdf


▼『生徒指導リーフ』シリーズ
生徒指導に関して、理解しているようでいながら、実は十分に
説明されてはこなかった事柄、新しい概念や手法などにスポットを
当てピンポイントで解説や提案を行う生徒指導の資料です。

▼生徒指導に関する研修・参考資料（「生徒指導提要」等）
生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として、小学校段階から高等学校段階
までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法等を、時代の変化に即して網羅的に
まとめた「生徒指導提要」等の資料を掲載しています。

▼初任者教員向け生徒指導資料

「児童(生徒)理解」をするためには何をすべきか、「授業の中
で生徒指導をする」とはどういうことなのか、「ホウ・レン・ソウ
（報・連・相）」はなぜ必要なのかなどについて簡潔に解説し
ている、初任者教員向けの資料です。

11.生徒指導①
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11．

http://www.nier.go.jp/shido/leaf/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302912.htm
https://www.nier.go.jp/shido/shoninsha/index.html


生徒指導②
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▼教師が知っておきたい子供の自殺予防

▼子供の自殺が起きた時の緊急対応の手引き

▼子供に伝えたい自殺予防

自殺予防に関して知っておいていただきたい基礎知識を中心にまとめたものです。

子供の自殺が起きたときの、主に数日以内の事後対応について解説したものです。

「教師が知っておきたい子供の自殺予防」、「子供の自殺が起きたときの緊急対応の手引き」に
続くものとして、子供を直接対象として自殺予防教育を行うことを計画している場合に、その実
施に際しての留意点と、その具体的な進め方についてまとめたものです。

▼学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き

▼学校現場における虐待防止に関する研修教材

学校や教育委員会等の関係者が虐待と疑われる事案について、迷いなく対応に臨めるよう具
体的な対応の在り方を示したものです。

具体的な虐待対応のケースを取り上げ、必要な対応のポイントや関係法令を解説しており、
学校等における虐待対応の実践的な研修に資する教材です。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/046/gaiyou/1259186.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1408018.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_5/gaiyou/1351873.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2020/01/28/20200128_mxt_kouhou02_01.pdf


▼教職員のための学校安全e-ラーニング

教職員を志す学生から管理職までのキャリアス
テージ別に、学校安全に関して習得しておくべき
事項を整理。各学校・教育委員会の研修や大
学の講義等で活用することを目的とした教材で
す。

▼文部科学省 学校安全ポータルサイト

学校安全のために、文部科学省や都道府県
等で実施している取組やこれまでに作成した資料
などを掲載するとともに、各地域で取り組まれてい
る学校安全の実践事例等を共有し、防災教育
を含む安全教育の更なる充実を図るために、
様々な情報発信を行っています。

12.学校安全
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12．

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/learning/index.html
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/


▼コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 最終まとめ（令和4年3月14日）
平成29年の地教行法改正法附則において、「施行後５年を目途として、学校運営協議会の活動の充実及
び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その
結果に基づいて所要の措置を講ずる」とされたことから、有識者による「コミュニティ・スクールの在り方等に関する
検討会議」を開催しました。
本検討会議で取りまとめられた「最終まとめ」では、今後のコミュニティ・スクールの在り方や推進方策等について、
提言がなされています。

▼お伝えします!!
コミュニティ・スクールの魅力
コミュニティ・スクールのよさや魅力、実際の学校
運営協議会の様子を動画でご紹介しています。

13.地域と学校の連携・協働

▼コミュニティ・スクールと地域学校協働活動関
連資料・パンフレット等
研修用資料や調査研究報告（「コミュニティ・スクール
及び地域学校協働活動実施状況調査」等）を掲載し
ています。

13
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https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/163/toushin/mext_00001.html
https://youtu.be/x67xrLvc2LM
https://youtu.be/x67xrLvc2LM
https://manabi-mirai.mext.go.jp/document/index.html


▼生命（いのち）の安全教育

生命（いのち）を大切にし、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、全国の学校
において「生命（いのち）の安全教育」を推進することになりました。このたび、文部科学省と内閣府が連
携し、有識者の意見も踏まえ、 生命（いのち）の安全教育のための教材、動画教材及び指導の手引き
を作成しました。

14.生命（いのち）の安全教育

児童生徒の発達の段階や
学校の状況を踏まえ、各学校の
判断により、 教育課程内外の
様々な活動を通じて本教材を
活用することが可能です。
また、教材の内容については
各学校や地域の状況等に応じ
て適宜内容の加除や改変を
行った上での使用も可能ですの
で、積極的な活用をお願いしま
す。
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14

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html


▼男女共同参画の推進に向けた教員研修モデルプログラム
初等中等教育の学校現場における男女共同参画について、教員自身の
「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」への気付きを促し、男女共
同参画の基本理念や意義を整理するとともに、日常の教育活動や学校運営
などを男女共同参画の視点から捉え直し、自身の指導のヒントにつながる教員
向けの研修プログラムです。
実施の手引き、動画教材、ワークシート等を掲載しています。

15.男女共同参画

▼学校と地域で育む男女共同参画の促進
小・中学生を対象に、男女の尊重や自分を大事にすることの理解、固定
的な性別役割分担意識解消の理解を深める教材及び指導の手引き等を
作成しました。

25
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https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kyoudou/detail/1416258_00002.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kyoudou/detail/1416258_00002.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kyoudou/detail/1376840_00004.htm


「指導力を上げたい！」 「授業を改善したい！」
・・・そんな教職員の皆さんの学びを応援します！・・・

▼教師の学び応援ページ ～教職員支援コンテンツ特設ページ～

独立行政法人教職員支援機構（NITS）

▼新たな教師の学びのための検索システム

〇10分でプログラミングやICTを学べる！ 教職員の自己学習のための“実践力向上シリーズ”
〇初めて教職に就く方に・・・ “基礎的研修シリーズ (まずはここから)”

〇実践事例が２００件以上！ 授業改善のための”アクティブ・ラーニング”

〇20分で学べる動画が100本以上！ テーマごとに掲載されている“校内研修シリーズ”

26

各機関が提供している研修、学習コンテンツ等の
情報を検索できます。

https://www.nits.go.jp/documents/manabi/
https://kensaku.nits.go.jp/
https://www.nits.go.jp/materials/practical/
https://www.nits.go.jp/materials/basic.html
https://www.nits.go.jp/service/activeLearning/achievement/jirei/
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/theme.html


障害のある児童生徒等の教育に携わる教職員の皆さんの主体的な学びを支援するため、インターネットによる講義
配信 「NISE学びラボ」 特別支援教育eラーニング事業を展開しています。

・利用可能機器：PC、タブレット、スマートフォン等
・視聴時間：１コンテンツ 15分～30分程度
・対象：個人登録を行えばどなたでも視聴できます。

▼インターネットによる講義配信 NISE学びラボ

独立行政法人特別支援教育総合研究所（NISE）

▼インクルDB（インクルーシブ教育システム構築支援データベース）
〇「合理的配慮」実践事例データベース
子どもの実態から、どのような基礎的環境整備や合理的配慮が有効かについて、参考となる事例を紹介していま
す。気になる子供について、条件をチェックして事例を検索することができます。
〇相談コーナー
都道府県・市区町村・学校からのインクルーシブ教育システム構築の相談を行っています。

〇関連情報
インクルーシブ教育システム構築に関連する様々な情報を掲載しています。
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https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online
http://inclusive.nise.go.jp/


「教職員研修に関する主な提言等について」(令和４年8月通知)
掲載サイト

関係府省庁等が作成した教材や資料集等を集めたリンク集

●各教科等に関係する教材や資料集等のウェブサイト

●教育の情報化の推進

●『KNiT knot-net』

●『かすたねっと』

学校教育分野、社会教育分野における情報化の推進の
ためのさまざまな取り組みや研修用動画等をまとめたサイト

各都道府県・市町村教育委員会等が様々な言語で
作成したお知らせや教材を集めた、外国につながりのある
児童・生徒の学習を支援する情報検索サイト

文部科学省「外国人児童生徒等を
担う教員の養成・研修モデルプログラム
開発事業」の成果物をまとめたサイト

●『StuDX Style』
GIGAスクール構想の実現に向けた情報発信・共有サイト
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1394142.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm
https://mo-mo-pro.com/
https://casta-net.mext.go.jp/
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
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