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学習指導要領の改訂及び

新教育課程編成・実施のポイント
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学習指導要領 第１章総則第１
(学習指導要領解説 総則編 第１章）

総 説
冊子版解説Ｐ１～１２



ポイント①

学習指導要領の改訂の経緯が示されている。
冊子版解説P.1～2

改訂の経緯
◇今の子どもたちが活躍する時代

→生産年齢人口の減少
→グローバル化の進展や技術革新

H28.12.21中央教育審議会

「2030年の社会とその先の未来において，子どもたち
がよりよい人生と社会を築いていくために・・・」

何が起こるか分からないし，今予測されている
こともその通りになるとは言えない。

小学校学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント

予測困難な時代
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未知の状況が次々と起こる急激な社会変化の中で・・・

未来の作り手となるために必要な資質・能力を確実に育成する

・基礎的基本的な学力は変わることなく必要。
一方で，科学技術や社会の変化に応じて知識
が役立たなくなる。

・人間に求められるのは，感性を豊かに働かせ，
どのように社会や人生をよりよいものにしていく
かを考え，主体的に学び続けて，自らの能力を
引き出し，試行錯誤したり，多様な他者と協働
したりして，新たな価値を生み出していくこと。

◆学校教育を学校内に閉じずに，
その目指すところを社会と共有・
連携しながら実現させていく。

→できる限り，保護者・地域の人々に理解
してもらい，そちらではたすべきことをやっ
てもらうよう要請し，足りないところを補っ
ていく。
（中央教育審議会教育課程部会長無藤隆）
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ポイント① 学習指導要領の改訂の経緯が示されている。

小学校学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント
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社会に開かれた
教育課程

の実現を目指し・・・

学習指導要領の枠組みを６点にわたって改善

①何ができるようになるか

（育成を目指す資質・能力）

②何を学ぶか

（教科等を学ぶ意義と教科等間・学校段階間のつながりを踏ま
えた教育課程の編成）

③どのように学ぶか

（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の改善・充実）

④子供一人一人の発達をどのように支援するか

（子供の発達を踏まえた指導）

⑤何が身に付いたか

（学習評価の充実）

⑥実施するために何が必要か

（学習指導要領の理念を実現するために必要な方策）

各
学
校
に
お
い
て
，
教
育
課
程
を
軸
に

学
校
教
育
の
改
善
・充
実
の
好
循
環
を

生
み
出
す
。

冊子版解説P.1～2



ポイント②

学習指導要領改訂の基本方針が示されている。

・「生きる力」をより具体化し，教育
課程を通して

・知・徳・体にわたる「生きる力」を子ども
たちに育むために「何のために学ぶのか」
という各教科等を学ぶ意義を共有しながら，
授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を
引き出していけるようにするため，

→全ての教科等の目標及び内容を三つの柱で
再整理。
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ア 「社会に開かれた教育課程」の重視
イ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する

（Ｈ２０年版の枠組み・教育内容を維持）
ウ 道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充実

① 改訂の基本的な考え方

② 育成を目指す資質・能力の明確化

冊子版解説P.2～3

育成すべき資質・能力の三つの柱

冊子版解説P.3～5

前ページから
続く
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子供たちが，学習内容を人生や社会の
在り方と結び付けて深く理解し，これか
らの時代に求められる資質・能力を身に
付け，生涯にわたって能動的に学び続け
られるようにする。

→学習の質を高める授業改善の取り
組みを活性化

③ 「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けた授業改善の推進

学校全体として，児童や学校，地域
の実態を適切に把握し，以下に示す
「カリキュラム・マネジメントの三つ
の側面」などを通して，教育活動の質
を向上させ，学習効果の最大化を図る。

④ 各学校におけるカリキュラム・マネ

ジメントの推進

カリキュラム・マネジメントの三つの側面

カリキュラム・デザイン

ＰＤＣＡサイクル

内外リソースの活用

※リソース：教育資源

のちほど詳しく説明します。



前ページから
続く
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〔言語能力の確実な育成〕

〔理数教育の充実〕
・必要なデータを収集・分析し，その傾向を踏まえて課題を解決するための統計教育の
充実（小：算数 中：数学）
・自然災害に関する内容の充実（小中：理科）

〔伝統や文化に関する教育の充実〕

〔体験活動の充実〕
・生命の有限性や自然の大切さ，挑戦や他者との協働の重要性を実感するための体
験活動を充実（小中：総則）

〔外国語の充実〕
・小学校において，中学年で「外国語活動」を，高学年で「外国語科」を導入
・小・中・高等学校を一貫した学びを重視し，外国語能力の向上を図る目標を設定する
とともに，国語教育との連携を図り日本語の特徴やよさに気付く指導の充実

⑤ 教育内容の主な改善事項

改善事項の具体は，文部科学省ＨＰ「新学習指導要領改訂のポイント」で確認！
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1384662_2.pdf

冊子版解説P.5

ポイント③

総則改正の要点が示されている。

改訂された学習指導要領の趣旨が教育課程の編成や実施に生かされるようにするため，
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総則改正の要点

①資質・能力の育成を目指す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
授業改善の推進

②カリキュラム・マネジメントの充実

③児童の発達の支援，家庭や地域との連携・協働の重視

学
校
に
お
け
る
教
育
課
程

の
編
成
や
実
施
に
関
す
る

流
れ
を
踏
ま
え
て
整
理

学
校
に
お
け
る
教
育
課
程

の
編
成
や
実
施
に
関
す
る

流
れ
を
踏
ま
え
て
整
理

などの改善を行った。

Ｈ２９年告示学習指導要領 （解説 総則編では第３章）

（第１章総則第１）小学校教育の基本と教育課程の役割

（第１章総則第２）教育課程の編成

（第１章総則第３）教育課程の実施と学習評価

（第１章総則第４）児童の発達の支援

（第１章総則第５）学校運営上の留意事項

（第１章総則第６）道徳教育推進上の配慮事項

冊子版解説P.7
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学習指導要領 第１章総則第１
(学習指導要領解説 総則編 第３章 第１節）

小学校教育の基本と教育課程の役割

冊子版解説Ｐ１７～４５

ポイント④

教育課程の編成及び実施について具体的事項が示されている。

【Ｈ２０】版
第１ 教育課程編成の一般方針

【Ｈ２９】版
第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割
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各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示
すところに従い，児童の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して，
適切な教育課程を編成するものとし，これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものと
する。

教育課程の編成作業は，当然ながら，全教職員の協力の下に行われなくて
はなりません。「総合的な学習の時間」をはじめとして，創意工夫を生かした教
育課程を各学校で編成することが求められており，学級や学年の枠を超えて
教師同士が連携協力することがますます重要になってきます。

１ 教育課程編成の原則

冊子版解説P.17～18

主体的・対話的
で深い学び

カリキュラム・
マネジメント

育成を目指す
資質・能力



【Ｈ２９】版
第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割
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前ページから
続く

２ 生きる力を育む各学校の特色ある教育活動の展開 ※一部抜粋（P22～33）

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，主体的・対話的で深い学びの実現に向け
た授業改善を通して，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で，児童生徒に生きる力を
育むことを目指すものとする。

３ 育成を目指す資質・能力 ※一部抜粋（P34～39）

児童に生きる力を育むことを目指すに当たっては，学校教育全体並びに各教科，道徳科，外国語活
動，総合的な学習の時間及び特別活動の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すのかを
明確にしながら，教育活動の充実を図るものとする。その際，児童の発達の段階や特性を踏まえつつ，
次に掲げることが偏りなく実現できるようにするものとする。
(1) 知識及び技能が習得されるようにすること。
(2) 思考力，判断力，表現力等を育成すること。
(3) 学びに向かう力，人間性等を涵養すること。

４ カリキュラム・マネジメントの充実 ※一部抜粋（P39～45）

各学校においては，児童や学校及び地域の実態を適切に把握し，
・教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと
・教育課程の実施状況を評価し，その改善を図っていくこと
・教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと
を通して，教育課程に基づき，組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこ
とに努めるものとする。

編成のポイント

【Ｈ２０】版
知・徳・体のバランスの取れた

【Ｈ２９】版
知・徳・体のバランスの取れた

(1)知識及び技能が習得されるようにすること
(2)思考力，判断力，表現力等を育成すること
(3)学びに向かう力，人間性等を涵養すること

前ページから
続く
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「生きる力」の育成と「資質・能力の三つの柱」について

「生きる力」の育成 「生きる力」の育成

国語

社会

算数

理科
音楽

図工

体育

特活

家庭

総合道徳

資質・能力の三つの柱
支える支える

①今回の改訂では，「何を学ぶか」という教育の内容を重視しつつ，その内容

を学ぶことで「何ができるようになるか」を重視する必要があり，児童に対してどのよ
うな資質・能力の育成を目指すのかを指導のねらいとしていくことがますます
重要！

②三つの柱は，学習の過程を通して相互に関連し合いながら育成されていくものである
ことに留意が必要！

児童の学びは各教科で閉じる
ものでなく，相互につながり
あっているはず・・・。

児童の学びは各教科で閉じる
ものでなく，相互につながり
あっているはず・・・。

12



【例１ 目標について】 【例２ 内容について】

Ｈ２０版：小学校国語科

国語を適切に表現し正確に理解する能力を育
成し，伝え合う力を高めるとともに，思考力や想
像力及び言語感覚を養い，国語に対する関心
を高め，国語を尊重する態度を育てる。

言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を
通して，国語で正確に理解し適切に表現する資
質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)日常生活に必要な国語について，その特質
を理解し適切に使うことができるようにする。

(2)日常生活における人との関わりの中で伝え合
う力を高め，思考力や想像力を養う。

(3)言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚
を養い，国語の大切さを自覚し，国語を尊重
してその能力の向上を図る態度を養う。

Ｈ２９版：小学校国語科
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Ｈ２９版：小学校理科（例）

（各学年の内容）〔３学年〕

Ａ物質・エネルギー
(1)物と重さ
物の性質について，形や体積に着目して，
重さを比較しながら調べる活動を通して，次の
事項を身に付けることができるように指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験な
どに関する技能を身に付けること。
(ｱ) 物は，形が変わっても重さは変わらない

こと。
(ｲ) 物は，体積が同じでも重さは違うことがあ

ること。

イ 物の形や体積と重さとの関係について追究
する中で，差異点や共通点を基に，物の性
質についての問題を見いだし，表現すること。

前ページから
続く各学校では，学校教育全体並びに各教科等における指導において

資質・能力の三つの柱のバランスある育成を目指して，児童一人一人の「生きる力」の育成に努めること
が求められます。そのため，各教科等の指導を通して育成する資質・能力を明確にすることの重要性か

ら，各教科等の目標や内容を資質・能力の観点から再整理されました。
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カリキュラム・マネジメントの充実について

学校教育に関わる様々な取組を，教育課程を中心に据えながら組織的かつ計画
的に実施し，教育活動の質の向上につなげていくこと。

Ｑ：カリキュラム・マネジメントを充実させるためには，具体的に
どんなことに取り組んでいけばいいのでしょうか？

Ａ：これまでも，各学校では，教育目標の実現に向けて，各種指導計画を作
成し，授業の実施に必要な予算を配当したり，地域からの協力を得たりし
ながら，それらに基づいた授業を展開し，成果や課題を見取りながら，次
年度の改善につなげることで，質の向上を図ってきていると思います。

充
実自校の教育活動の質を最大限高めることができるものとなっているか自校の教育活動の質を最大限高めることができるものとなっているか

教科等を超えて，育成を目指す資質・能力がねらいどおり育成されているか教科等を超えて，育成を目指す資質・能力がねらいどおり育成されているか

地域の人的・物的資源の活用について考えることはできないか地域の人的・物的資源の活用について考えることはできないか

などについて，組織的，計画的，継続的に実施状況を把握し，改善を図っていく。

冊子版解説P.39～45



カリキュラム・マネジメントを充実させるためには，三つの側面について理解す
るとともに，各学校の実態から効果を得やすいポイントを探り，そこに焦点をあて
て取り組むのも１つの方法です。

①学校が行っていること，行うべきことを整理する。

②できている点や強み，問題点や要改善点を明らかにする。

③それらの要因を明らかにする。

④改善することで効果が見込めそうな要素を明らかにする。
（出典：「カリキュラムマネジメント・ハンドブック」 田村知子・村川雅弘・吉富芳正・西岡加名恵 編著 ぎょうせい）
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前ページから
続く

・教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横
断的な視点で組み立てていくこと。

・教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。

・教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保すると
ともに，その改善を図っていくこと。

三
つ
の
側
面

分
析

カリキュラム・デザイン

ＰＤＣＡサイクル

内外リソースの活用

ウチの学校は，どの先生もそれぞ
れが熱心に授業に取り組んでいるし，
総合的な学習の時間や特別活動に
も頑張っているわ。でも，いつも時間
に追われて余裕がないのよね。

カリキュラム・マネジメントの１つ目の側
面から，例えば，「単元配列表」を活用
して，共通点を関連付け，効率的かつ
有効な学びになる配列を考えることに
より，教育活動の質の向上を図ります。

計画を考えて
いく中で，人的・
物的資源の活
用を検討し，さら
なる教育活動の
充実を目指して
いきます。

終了後には，
活動を短期的・
長期的に評価し，
次年度に向けて
改善の方向性を
探ることも大切
です。
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（第１章 総則第２）

教育課程の編成
冊子版解説Ｐ４６～７４

ポイント⑤

学校の教育目標の設定について示されている。
冊子版解説P.46～47

18

１ 各学校の教育目標と教育課程の編成

教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科等における指導を通して育成を
目指す資質・能力を踏まえつつ，各学校の教育目標を明確にするとともに，教育課程の編
成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。その際，
第５章総合的な学習の時間の第２の１に基づき定められる目標との関連を図るものとする。

・法令に定める学校教育
の目的や目標
・学習指導要領

学校の教育目標
・児童の実態
・当面する教育課題

・教科等横断的な視点に立って
育成すべき資質・能力

・各教科等において，当該教科等
の指導を通して育成を目指す
資質・能力を再整理

各学校の育成を目指す資質・能力については，

育成を目指す資質・能力の
三つの柱を踏まえることが大切

各学校において，教育目標に照らしながら各教科の授業のねらいを改善したり，教育課程の実施状
況を評価したりすることが可能となるよう，教育目標は具体性のあるものが求められる。



Ａ：各学校における教育課程の編成は，学校の教育目標の実現
を目指して行われるものです。教育課程を編成する基準と
なる学習指導要領が，資質・能力の三つの柱で整理された
ことから，学校としても，三つの柱を踏まえ，子どもたち
にどのような資質・能力を身に付けるのかを明らかにする
ことで，日々の教育実践とのつながりをより意識しやすく
なります。
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Ｑ：教育目標を三つの柱を踏まえて見直しをしたのはなぜで
すか。

つまり，学校の教育目標の達成に日々の教育実践が
繋がっていることを教員が意識し，実践・評価・改善を繰
り返していくことで，確実に子どもたちに資質・能力の育
成をしていくということになります。

国語 社会 算数 理科 音楽 体育 道徳

考えとそれを支
える理由や事例，
全体と中心など
の情報と情報と
の関係について
理解すること

生産の仕事は，
地域の人々の
生活と密接な関
わりをもって行
われていること
を理解すること

等分してできる
部分の大きさや
端数部分の大
きさを表すのに
分数を用いるこ
とを知ること

生物は，色，形，
大きさなど，姿
に違いがあるこ
と。また周辺の
環境と関わって
生きていること

呼吸及び発音
の仕方に気をつ
けて，自然で無
理のない歌い方
で歌う技能

ゴール型ゲームで
は，基本的なボー
ル操作とボールを
持たないときの動
きによって易しい
ゲームをすること

（※道徳的
価値につい
ての理解）

学校として育成を目指す〔知識及び技能〕

ただし，この「学校として育成を目指す資質・能力」は学校の教育目標そのも
のとして示されている場合もあれば，目指す子ども像などとして示されている
場合もあると思います。学校の実態に応じて，日々の実践とつなぎ，評価・改
善に生かしましょう

各教科等で育成を目指す〔知識及び技能〕

「知識及び技能」を例に・・・

20



ポイント⑤－２

各学校が定めることとされている総合的な学習の時間の目標については，学校の教育目標との関連を
図り，児童や学校，地域の実態に応じてふさわしい探究課題を設定することができるという総合的な学
習の時間の特質が，各学校の教育目標に実現に生かされるようにしていくことが重要。
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学校の教育目標と総合的な学習の時間の目標との関連について示されている。

前ページから
続く

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」の
目
標

ポイント⑥

教科等横断的な視点に立った資質・能力が示されている。
冊子版解説P.47～53

【Ｈ２０】版
なし。

【Ｈ２９】版

第２の２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力

各学校においては，児童の発達段階等を考慮し，以下に示す資質・能力を教科等横断的な視
点で育んでいくことができるようにする。
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(1)学習の基盤となる資質・能力・・・
・言語能力
・情報活用能力（情報モラルを含む。）
・問題発見・解決能力 等

・言語能力
・情報活用能力（情報モラルを含む。）
・問題発見・解決能力 等

(2)現代的な諸課題に対応して
求められる資質・能力

・・・

・健康・安全・食に関する力
・主権者として求められる力
・新たな価値を生み出す豊かな人間性
・多様な他者と協働しながら目標に向かって
挑戦する力
・自然環境や資源の有効性等の中で持
続可能な社会を作る力
・豊かなスポーツライフを実現する力

・健康・安全・食に関する力
・主権者として求められる力
・新たな価値を生み出す豊かな人間性
・多様な他者と協働しながら目標に向かって
挑戦する力
・自然環境や資源の有効性等の中で持
続可能な社会を作る力
・豊かなスポーツライフを実現する力

※各学校の実態に合わせた教科等横断的な教育を行う際の参考資料（P204～）が示されている。
（例）伝統や文化に関する教育，主権者に関する教育，防災を含む安全に関する教育 など



ポイント⑦

教育課程の編成における共通的事項が示されている。
冊子版解説P.53～58

【Ｈ２０】版
１ 各教科等の内容の共通的扱い
２ 複式学級の場合の教育課程編成の

特例
３ その他の教育課程編成の特例
※平成27年一部改正より道徳の記述

【Ｈ２９】版
(1)内容の取扱い
① 内容の取り扱いの原則
② 学年の目標及び内容をまとめて示した教科の内容

の取扱い
③ 複式学級の場合の教育課程編成の特例
④ 道徳教育の内容

この項に関しては大きな変更なし。以下，確認。

「① 内容の取扱いの原則」より

ア 第２章以下に示す各教科，道徳科，
外国語活動及び特別活動の内容に
関する事項は，特に示す場合を除
き，いずれの学校においても取り
扱わなければならない。
（学習指導要領の「基準性」）

イ 学校において特に必要がある場合
には，第２章以下に示していない
内容を加えて指導することができ
る。（中略）ただし，これらの場
合には，第２章以下に示す各教科，
道徳科，外国語活動及び特別活動
の趣旨を逸脱したり，児童の負担
過重となったりすることのないよ
うにしなければならない。
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ポイント⑧－１

授業時数等の取扱いが示されている。
冊子版解説P.58～61

各学校においては，学校の教育課程全体のバランスを図りながら，児童や学校及び地域の実
態を考慮し，学習指導要領に基づいて各教科等の教育活動を適切に実施するための授業時数を
具体的に定め，適切に配当する必要がある。

・各学校において，年度当初の段階から
別表１に定めている授業時数を下回っ
て教育課程を編成することは，学習指
導要領の基準性の観点から適当とは
考えられない。

・各学校においては，児童の負担過重に
ならない限度で別表１に定められてい
る授業時数を上回って教育課程を編成
し，実際に指導することが可能である。

・災害や流行性疾患による学級閉鎖等
の不測の事態により当該授業時数を
下回った場合，その確保に努力をする
ことは当然であるが，下回ったことのみ
をもって別表第１に反するものとはしな
い。

・個々の教科等の授業時数と同様に総
授業時数についてもその確保を図る。

（※1単位時間は45分として換算する）
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ポイント⑧－２

授業時数等の取扱いが示されている。
冊子版解説P.62～64

特別活動の授業時数 ※以下の項に関しては大きな変更なし。

特別活動の授業のうち，児童会活動，クラブ活動及び学校行事については，それらの
内容に応じ，年間，学期ごと，月ごとに適切な授業時数を充てるものとする。

→特別活動のうち，児童会活動，クラブ活動及び学校行事の授業時数については，定められて
いない。したがって，各学校や地域の実情等を考慮しつつ，児童の興味・関心を踏まえて計
画的に実施できるよう，学校において適切な授業時数を充てる。
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短い時間を活用して行う指導 （※小学校では新設）

各教科等の特質に応じ，10分から15分の短い時間を活用して特定の教科等の指導
を行う場合において，教師が，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通した中
で，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等の年間授業時数に含めることができる
こと。

当該教科や学習活動の特質に照らして妥当かどうかの教育的配
慮に基づいた判断が必要

◆例えば，道徳科や特別活動（学級活動）の時間を毎日10分から15分程度の短い時
間を活用して行うことは通常考えられない。

◆外国語学習の特質を踏まえ，短時間の授業を行う際は，まとまりのある授業時数を確
保した上で，両者の関連性を明瞭にする必要がある。このため，年間35単位時間，週
当たり１単位時間の外国語活動を短時間で実施することは，上記のようなまとまりの
ある授業時間を確保する観点から困難である。

前ページから
続く

「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」

報告書
平成29年2月14日

１．小学校における時間割編成の現状

２．時間割編成に当たっての課題

３．新しい教育課程における時間割編成の
基本的な考え方

４．授業時数増に対応した時間割の編成

５．各学校における時間割編成を支えるた
めに必要な方策

（別添）

資料１ 考えられる選択肢（イメージ）

参考１ 年間行事の例
参考２ 時間割のイメージ
参考３ 休業日の定めを弾力化した学校

管理規則の例

資料２ 短時間または長時間の授業時間の設
定に際しての留意点及び考えられる学
習活動例

資料３ 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協力者
名簿
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学習指導要領Ｑ&Ａには，児童の学習についての集中力や持続力，指導内容のまとまり，
学習活動の内容を考慮して定める必要性や適切な教材を用いることについて示されてい
ます。

※別紙参照



ポイント⑧－３

授業時数等の取扱いが示されている。
冊子版解説P.66～67

総合的な学習の時間の実施による特別活動の代替

総合的な学習の時間における学習活動により，特別活動の学校行事に掲げる各行
事の実施と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な学習の時間における
学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えること
ができる。

※大きな変更なし。（要確認）

→これは，総合的な学習の時間において，総合的な学習の時間と特別活動の両方
の趣旨を踏まえた体験活動を実施した場合に特別活動の代替を認めるもので
あって，特別活動において体験活動を実施したことをもって総合的な学習の時
間の代替を認めるものではない。

＜総合的な学習の時間＞･･･自然体験活動・環境
や自然を課題とした問題の解決や探究活動とし
て行われる。

＜特別活動＞･･･遠足・集団宿泊的行事・自然の
中で集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境
にあって，見聞を広め，自然や文化などに親しむ
とともに，よりよい人間関係を築く。

ただし！問題の解決や探究活動を
行うという総合的な学習の時間の
特質を十分に踏まえた活動を展開
することが必要である。

※例えば，運動会のような特別活動
の健康安全・体育的行事の準備など
を総合的な学習の時間に行うことは，
総合的な学習の時間の趣旨になじま
ない。

※特別活動の代替を認めており，
特別活動として改めてこれらの体
験を行わないことができる。
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例

ポイント⑨

学校段階等間の接続が示されている。
冊子版解説P.73～75

【Ｈ２０】版
なし。

【Ｈ２９】版

(1)幼児期の教育との接続及び低学年における教育全体の充実
(2)中学校教育及びその後の教育との接続

(1)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指導を工夫する（幼稚園教育要領等
に基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえた教育活動の実施）

○特に，小学校入学当初には，幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育ま
れてきたことが，各教科における学習に円滑に接続されるよう，生活科を中心に，合科
的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など，指導の工夫や指導計画の作成を行
うこと。

(2)については･･･
○小学校及び中学校９年間を通じて育成を目指す資質・能力を明確にし，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る。

○同一中学校区内の小学校と中学校の間の連携を深めるための工夫
・学校運営協議会等の合同開催（教育目標や教育課程編成の基本方針の共有）
・教職員の合同研修会の開催（指導の工夫改善）
・保護者間の連携・交流を深め，取組の成果を共有 など

28
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（第１章 総則第３）

教育課程の実施と学習評価
冊子版解説Ｐ７６～９４

ポイント⑩

教育課程の実施に当たっての配慮事項が示されている。
冊子版解説P.76～80

【Ｈ２０】版
児童の言語環境の整備と言語活動の充実
(1) 各教科等の指導に当たっては，児童の思

考力，判断力，表現力等を育む観点から，
基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図
る学習活動を重視するとともに，言語に対
する関心や理解を深め，※（言語に関する
能力の育成を図る上で必要な言語環境を整
え，児童の言語活動を充実すること。）
※（ ）内は新学習指導要領では(2)とし

て再編

【Ｈ２９】版
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
(1) 第１の３の(1)から(3)までに示すことが偏

りなく実現されるよう，単元や題材など内容
や時間のまとまりを見通しながら，児童の主
体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業
改善を行うこと。
特に，各教科等において身に付けた知識及

び技能を活用したり，思考力，判断力，表現
力等や学びに向かう力や人間性等を発揮させ
たりして，学習の対象となる物事を捉え思考
することにより，各教科等の特質に応じた物
事を捉える視点や考え方(以下「見方・考え
方」）が鍛えられていくことに留意し，児童
が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働
かせながら，知識を相互に関連付けてより深
く理解したり，情報を精査して考えを形成し
たり，問題を見いだして解決策を考えたり，
思いや考えを基に創造したりすることに向か
う過程を重視した学習の充実を図ること。
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前ページから
続く

授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく，

児童に求められる資質・能力を育むために，児童や学

校の実態，指導内容に応じ，「主体的な学び」「対話

的な学び」「深い学び」の視点からバランスよく，授

業改善を図ることが重要。

① 学ぶことに興味をもち，自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら，見
通しをもって粘り強く取り組み，自己の学習活動を振り返って次につなげる
「主体的な学び」が実現できているかという視点

② 子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛かり
に考えること等を通じ，自己の考えを広げ深める「対話的な学び」ができてい
るかどうかという視点

③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教科等の特質に応じた「見
方・考え方」を働かせながら，知識を相互に関連付けてより深く理解したり，
情報を精査して考えを形成したり，問題を見出して解決策を考えたり，思い
や考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現できているかど
うかという視点

具体的には，以下の視点を手掛かりに，質の高い学びを実現し，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に学び続けるようにすることが求められる。
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ポイント 1 について

「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた授業改善

前ページから
続く
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ポイント 2 について

各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら，知識を相互に関連付け
てより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだして解
決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程を重視した
学習の充実を図る

各教科の特質に応じた物事を捉える視点や考え方

各教科等の習得・活用・探究という学習過程
の中で「見方・考え方」を働かせる 深い学び

Ｑ：各教科の「見方・考え方」は学習指導要領解説総則編の中で示されている
けれど，「見方・考え方」を働かせるためにはどうすればいいのかしら？

「見方・考え方」とは，具体的な学習経験をつなげて統合することで一般
化・抽象化されていく物事の認識の仕方であり，その認識にしたがって新し
い具体例も捉えようとする枠組みです。

まず，授業者は子どもたちが既にもっている「見方・考え方」は何かを把
握することが大切です。その上で，それを授業の中で働かせることにより学
びが深まる学習を仕組みます。（授業の最後には，次につながる「見方・考

え方」を得られるように授業をデザインすることが重要になります。）



前ページから
続く
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留意事項
○「主体的・対話的で深い学び」は必ずしも１単位時間の授業の中で全てが実現さ
れるものではなく，単元や題材など，内容や時間のまとまりを見通して授業改善を
進めることが重要。

○「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を考えること
→学習の見通しを立てたり振り返ったりする場面をどこに設定するか，児童が考
える場面と教師が教える場面をどのように組み立てるかなど，単元や題材など
内容や時間のまとまりをどのように構成するかというデザインを考えること。

○基礎的・基本的な知識・技能の習得に課題が見られる場合には，それを身に付
けさせるために，子供の学びを深めたり主体性を引き出したりといった工夫を重ね
ながら，確実な習得を図ることが求められる。

○子供たちの実際の状況を踏まえ，資質・能力を育成するために多様な学習活動
を組み合わせて授業を組み立てていくことが重要。そのための討論や対話といっ
た学習活動を行ったりすることのみが「主体的・対話的で深い学び」ではない点に
留意が必要。
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冊子版解説P.83～87

【Ｈ２０】版
(9)情報教育の充実，コンピュータ等や教材
教具の活用

各教科の指導に当たっては，児童がコンピュータ
や情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親し
み，コンピュータで文字を入力するなどの基本的な
操作や情報モラルを身に付け，適切に活用できる
ようにするための学習活動を充実するとともに，これ
らの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの
教材・教具の適切な活用を図ること。

【Ｈ２９】版

(3) コンピュータ等や教材・教具の活用，
コンピュータの基本的な操作やプログラミ
ングの体験

第２の２の(1)に示す情報活用能力の育成を図る
ため，各学校において，コンピュータや情報通信
ネットワークなどの情報手段を活用するために必要
な環境を整え，これらを適切に活用した学習活動
の充実を図ること。また，各種の統計資料や新聞，
視聴覚教材や教育機器などの教材教具の適切な
活用を図ること。
あわせて，各教科等の特質に応じて，次の学習
活動を計画的に実施すること。

ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの
学習の基盤として必要となる情報手段の基本
的な操作を習得するための学習活動

イ 児童がプログラミングを体験しながら，コン
ピュータに意図した処理を行わせるために必要
な論理的思考力を身に付けるための学習活動

※各教科における指導が，児童の主体的・対話的

で深い学びへとつながっていくようにするためには，

必要な資料の選択が重要であり，とりわけ信頼性

が高い情報が整理されている情報，正確な読み

取りが必要な情報などを授業に活用していくこと

が必要であることから，今回の改訂において，各

種の統計資料と新聞を特に例示。

34
次ページに
続く



前ページから
続く「小・中学校学習指導要領Ｑ&Ａ」， H28.12「中央教育審議会答申 別紙資料」より
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小学校段階において学習活動としてプロ
グラミングに取り組むねらいは，児童が・・・

・プログラミング言語を覚えたり→×

・技能を習得したり→△

・「プログラミング的思考」と呼ばれる論理

的な思考力を育むこと→◎
・各教科等で学ぶ知識及び技能等をより

確実に身に付けさせること→◎

プログラミング教育を通じて目指す育成すべき資質･能力

思考力・判断力・表現力等知識・技能

学びに向かう力・人間性等
【知識・技能】
（小）身近な生活でコンピュータが活用されていることや，問題の解決には必
要な手順があることに気付くこと。
【思考力・判断力・表現力等】
発達の段階に即して，「プログラミング的思考」を育成すること。
【学びに向かう力・人間性等】
発達の段階に即して，コンピュータの働きを，よりよい人生や社会づくりに生か
そうとする態度を涵養すること。

自分が意図する一連の活動を実現す
るために，どのような動きの組み合わ
せが必要であり，一つ一つの動きに対
応した記号を，どのように組み合わせ
たらいいのか，記号の組み合わせをど
のように改善していけば，より意図し
た活動に近づくのか，といったことを
論理的に考えていく力

一方で，「小学校段階におけるプログラミング
教育のあり方について（議論のとりまとめ）」では
『情報技術を効果的に活用して』とあるので，ＰＣ
やタブレットを使うこともポイントとなります。

前ページから
続く

【小学校段階におけるプログラミング教育の実施例】 ※以下の教科に限らない。

総合的な
学習の時間

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

理科 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び

算数 図の作成において，プログラミング的思考と数学
的な思考の関係やよさに気付く学び

音楽
創作用のICTツールを活用しながら，音
の長さや高さの組合せなどを試行錯誤し，
音楽をつくる学び

図画
工作

表現しているものを，プログラミングを通じ
て動かすことにより，新たな発想や構想
を生み出す学び

特別
活動 クラブ活動において実施

36
小学校段階におけるプログラミング教育のあり方について（議論のとりまとめ）H28.6.16

「小・中学校学習指導要領Ｑ&Ａ」， H28.12「中央教育審議会答申 別紙資料」より

Ｑ：小学校におけるプログラミング教育について，全面実施に向けてどのような
準備を進めていったらいいのかしら？

プログラミング教育のねらいを踏まえ，教科等における学習上の必要性や学
習内容と関連付けながら，無理なく確実に実施できるよう，教育課程全体を見
渡し，実施する教科・学年・単元を決定し計画していくとともに，必要なＩＣ
Ｔ環境を整えていくことが求められます。文部科学省「小学校プログラミング
教育の手引き（第一版）」を参考にしてください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1403162.htm



ポイント⑪

学習評価の実施に当たっての配慮事項が示されている。
冊子版解説P.93～95

【Ｈ２０】版

児童のよい点や進歩の状況などを積極
的に評価するとともに，指導の過程や成
果を評価し，指導の改善を行い学習意欲
の向上に生かすようにすること。

【Ｈ２９】版
(1) 児童のよい点や進歩の状況などを積極的に評

価し，学習したことの意義や価値を実感できる
ようにすること。また，各教科等の目標の実現
に向けた学習状況を把握する観点から，単元や
題材など内容や時間のまとまりを見通しながら
評価の場面や方法を工夫して，学習の過程や成
果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上を図
り，資質・能力の育成に生かすようにすること。

〔留意事項〕
・ここでいう「知識」には，個別の事実的な知識のみでなく，それらが相互に関連付けられ，さらに社会
の中で生きて働く知識となるものが含まれていることに留意する。
・「学びに向かう力，人間性等」は，
①「主体的に学習に取り組む態度」として観点別学習状況の評価（学習状況を分析的に捉える）を
通じて見取ることができる部分
②観点別学習状況の評価や評定にはなじまず，こうした評価では示しきれないことから，個人内評
価（個人のよい点や可能性，進歩の状況について評価する）を通じて見取る部分

があることに留意する。
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小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について
（通知）平成31年3月29日 文部科学省
観点別学習状況の評価の観点についても，これらの資質・能力に関わる「知識・技能」，「思考・判断・表
現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理して示し，設置者において，これに基づく適切な観
点を設定することとしたこと。
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（第１章 総則第４）

児童の発達の支援
冊子版解説Ｐ９６～１１８



ポイント⑫－１

児童の発達の支援が具体的に示されている。
冊子版解説P.96～106

【Ｈ２０】版
なし。

【Ｈ２９】版

１ 児童の発達を支える指導の充実

この項で示されている「児童の発達を支える指導の充実」は，以下の内容。

(1)学級経営，児童の発達の支援
→集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと一人一人が抱える課題に個別に対応
した指導を行うカウンセリングの双方により児童の発達を支援すること。

(2)生徒指導の充実
→児童が，自己の存在感を実感しながら，よりよい人間関係を形成し，有意義で充実した
学校生活を送る中で，現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう，
児童理解を深め，学習指導と関連付けながら，生徒指導の充実を図ること。

(3)キャリア教育の充実 ※小学校では新設
→児童が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向
けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことのできるよう，特別活動を要と
しつつ各教科の特質に応じてキャリア教育の充実を図ること。

(4)個に応じた指導の充実
→児童が，基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め，学習内容を確実に身に付けるこ
とができるよう，指導方法や指導体制の工夫改善や個に応じた指導の充実を図ること。

39

40

前ページから
続く

キャリアくん

キャリア教育の充実

・特別活動が学校教育全体で行うキャリア教育の要
・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
うに整理

キャリア教育が学校教
育全体を通して行うもの
であるという前提のもと，
これからの学びや自己の
生き方を見通し，これまで
の活動を振り返るなど，
教育活動全体の取組を
自己の将来や社会づくり
につなげていくための役
割を果たすこと。

・学級や学校生活における不安や心配の解決のため
の目標をたてて行動することにより，現在の生活
をよりよくすることの大切さを理解したり，学級
での話合いを通して，友達の意見などを参考にし
ながら自己のよさや実現できそうな目標を具体的
に考えたりすることができるようにする。

・他の児童と多様性を認め合いながら，力を合わせ
て働くことの大切さや自分のよさを生かすことに
ついて考えることができるようにするとともに，
自分の仕事に対して工夫しながら役割を果たすこ
とができるようにする。
→学級全体で分担する清掃や給食，交替で行う日直など
の当番活動や係活動などを取り上げる。

具体的には・・・



ポイント⑫－２

児童の発達の支援が具体的に示されている。
冊子版解説P.106～108

説明

【Ｈ２０】版

なし。
【Ｈ２９】版 ２ 特別な配慮を必要とする児童への指導
(1) 障害のある児童などへの指導
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ア 障害のある児童などについては，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，個々の児童
の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。

○ 「障害者の権利に関する条約」の理念実現に向け，就学先決定の仕組みの改正を踏まえ，通常の学級
にも，教育上特別の支援を必要とする児童が在籍している可能性があることを前提に，全ての教職員が
特別支援教育の目的や意義について十分に理解することが不可欠。

○ 障がいの種類や程度を的確に把握し，「困難さ」に対する「指導上の工夫の意図」を理解し，個に応
じた様々な「手立て」を検討し，指導に当たっていく必要がある。

○ 障がいの種類や程度によって一律に指導内容や指導方法が決まるわけではない。児童一人一人の障が
いの状態や特性及び心身の発達の段階等により，学習上又は生活上の困難が異なることに十分留意する。

○ 校長は，特別支援教育実施の責任者として，校内委員会を設置し，特別支援教育コーディネーターを
指名し，特別支援教育の体制を充実させ，効果的な学校運営に努める必要がある。その際，特別支援学
校等に対し専門的な助言又は援助を要請するなどして，計画的，組織的に取り組むことが重要。

○ 学級内において温かい人間関係づくりに努めながら，「特別な支援の必要性」の理解を進め，互いの
特徴を認め合い，支え合う関係を築いていくことが大切である。

○ 各教科等においても，障がいのある児童などに対する学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指
導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行う。

（１）障がいのある児童などへの指導
②特別支援学級における特別の教育課程

（イ）障害の程度や学級の実態等を考慮の上，各教科
の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えた
り，各教科を，知的障害特別支援学校の各教科に替え
たりするなどして，実態に応じた教育課程を編成する
こと。

イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については，次のとおり編成するものとする。
○ 小学校の学級の一つであり，学校教育法に定める小学校の目的及び目標を達成するものでなければならない。ただし，

障害のない児童に対する教育課程をそのまま適用することが必ずしも適当でない場合があることから，特別の教育課程
によることができることを規定している。（学校教育法施行規則第138 条）

○ 各教科，道徳科，外国語活動及び特別活動は，
特に示す場合を除き，いずれの学校においても取
り扱うことが前提。

○ 保護者等に対する説明責任を果たし，指導の継
続性を担保する観点から，理由を明らかにしなが
ら教育課程の編成を工夫する。

○ 検定教科用図書を使用することが適当でない場
合には，学校の設置者の定めるところにより，他
の適切な教科用図書を使用することができる。

説明

（ア） 障害による学習上又は生活上の困難を克服
し自立を図るため，自立活動を取り入れること。

○「１ 健康の保持」
「２ 心理的な安定」
「３ 人間関係の形成」
「４ 環境の把握」
「５ 身体の動き」
「６ コミュニケーション」

＊６区分の下に27項目ある。

○ 必要な項目を選定して取り扱う。

○ 児童一人一人に個別の指導計画を作成し，
それに基づいて指導を展開する。

冊子版解説P.108～110
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（１）障がいのある児童などへの指導
②特別支援学級における特別の教育課程 （自立活動に必要な項目の選定）

【自立活動の個別の指導計画を作成する手順や様式】
それぞれの学校が，児童の障害の状態，発達や経験の程度，興味・関心，生活や学習環境など
の実態を的確に把握し，自立活動の指導の効果が最もあがるように考えるべきもの。

（手順の一例）
ａ 個々の児童の実態を的確に把握する。

ｂ 実態把握に基づいて得られた指導すべき課題や課題相互の関連を整理する。

ｃ 個々の実態に即した指導目標を設定する。

ｄ 自立活動の指導内容から，個々の児童の指導目標を達成させるために必要な項目を選定する。

ｅ 選定した項目を相互に関連付けて具体的な指導内容を設定する。

● 今回の改訂を踏まえ，自立活動における個別の指導計画の作成について更に理解を促すため，
「特別支援学校学習指導要領解説自立活動編」においては，上記の各過程において，どのよう
な観点で整理していくか，発達障がいを含む多様な障がいに対する児童等の例を充実し解説して
いる。

説明

前ページから
続く
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（１）障がいのある児童などへの指導
②特別支援学級における特別の教育課程（各教科の目標設定に至る手続きの例）

●知的障害者である児童の実態に応じた各教科の目標を設定するための手続きの例

ａ 小学校学習指導要領の第２章各教科に示されている目標及び内容について，次の手順で児
童の習得状況や既習事項を確認する。

・ 当該学年の各教科の目標及び内容について（※第１段階）
・ 当該学年より前の各学年の各教科の目標及び内容について（※第２段階）

ｂ ａの学習が困難又は不可能な場合，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の第２章第２
款第１に示されている知的障害者である児童を教育する特別支援学校小学部の各教科の目標
及び内容についての取扱いを検討する。（※第３段階）

ｃ 児童の習得状況や既習事項を踏まえ，小学校卒業までに育成を目指す資質・能力を検討し，
在学期間に提供すべき教育内容を十分見極める。

ｄ 各教科の目標及び内容の系統性を踏まえ，教育課程を編成する。

説明

前ページから
続く
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（１）障がいのある児童などへの指導
③通級による指導における特別の教育課程

ウ 通級による指導を行い，特別の教育課程を編成する場合には，特別支援学校小学部・中学部

学習指導要領第７章に示す自立活動の内容を参考とし，具体的な目標や内容を定め，指導を
行うものとする。その際，効果的な指導が行われるよう，各教科等と通級による指導との関連を
図るなど，教師間の連携に努めるものとする。

○ 各教科等の大部分の授業を通常の学級で行いながら，一部の授業について，障がいに応じた特別
の指導を特別の指導の場（通級指導教室）で行う教育形態。

○ 言語障がい者，自閉症者，情緒障がい者，弱視者，難聴者，学習障がい者，注意欠陥多動性障が
い者，肢体不自由者，病弱者及び身体虚弱者が対象。

○ 今回の改訂では，通級による指導を行い，特別の教育課程を編成する場合について，自立活動の
内容を参考とし，具体的な目標や内容を定め，指導を行うという規定が新たに加わった。

○ 自立活動における個別の指導計画を作成し，それに基づいて指導を展開する必要がある。

○ 各教科の内容を取り扱う場合であっても，障がいによる学習上又は生活上の困難の改善又は克服
を目的とする指導であるとの位置付けが明確化された。

○ 授業時数は，年間35単位時間から280単位時間までを標準としているほか，学習障がい者及び注
意欠陥多動性障がい者については，年間10単位時間から280単位時間までを標準としている。

説明

冊子版解説P.110～112
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（１）障がいのある児童などへの指導
④個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成と活用

エ 特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については，個々の児童の実
態を的確に把握し，個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し，効果的に活用するものと
する。

① 個別の教育支援計画

○ 家庭や医療，福祉などの関係機関と連携するため，それぞれの側面からの取組を示したもの。
○ 生活の中で遭遇する制約や困難を改善・克服するために，本人及び保護者の意向や将来の希望など

を踏まえる。
○ 家庭，療育事業及び児童発達支援事業において，実際にどのような支援が必要で可能であるか，提

供する支援の内容を具体的に記述し,支援の内容を整理したり,関連付けたりするなど関係機関の役割
を明確にする。

○ 学校が教育課程の編成の基本的な方針を明らかにする際，全教職員が共通理解をすべき大切な情報
となる。

○ 提供される教育的支援の内容については，教科等横断的な視点から個々の児童の障がいの状態等に
応じた指導内容や指導方法の工夫を検討する際の情報として個別の指導計画に生かしていく。

○ 就学前に作成される個別の支援計画を引き継ぎ，適切な支援の目的や教育的支援の内容を設定した
り，進路先に在学中の支援の目的や教育的支援の内容を伝えたりするなど，就学前から就学時，進学
先まで，切れ目ない支援に生かす。

○ 個別の教育支援計画には，多くの関係者が関与することから，保護者の同意を事前に得るなど個人
情報の適切な取扱いに十分留意することが必要である。

説明

冊子版解説P.112～114
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（１）障がいのある児童などへの指導
④個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成と活用

②個別の指導計画

○ 個々の児童の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成されるもの。

○ 教育課程を具体化し，一人一人の指導目標，指導内容及び指導方法を明確にし，きめ細や
かに指導するために作成する。

○ 知的障がい特別支援学校の各教科に替えた場合，各教科の各段階の目標及び内容を基にし
て，一人一人の実態等に応じた具体的な指導目標及び指導内容を設定する。

○ 通級による指導（他校通級）を受ける場合には，学校間及び担当教師間の連携の在り方を
工夫し，個別の指導計画に基づく評価や情報交換等が円滑に行われるよう配慮する必要が
ある。

○ 作成・活用システムを校内で構築していくためには，障がいのある児童などを担任する教
師や特別支援教育コーディネーターだけに任せるのではなく，全ての教師の理解と協力が
必要である。

○ 学校運営上の特別支援教育の位置付けを明確にし，学校組織の中で担任する教師が孤立す
ることのないよう留意する必要がある。

○ 校長のリーダーシップのもと，学校全体の協力体制づくりを進め，全ての教師が「個別の
教育支援計画」と「個別の指導計画」の正しい理解と認識を深め，教師間の連携に努めて
いく。

説明

冊子版解説P.114～115
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●自立活動の指導

特別支援学校学習指導要領 自立活動編

○ 児童が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態度
及び習慣を養い，もって心身の調和的発達の基盤を培う。

○ 自立活動の内容は，全てを取り扱うものではなく，必要な項目を選定して取り扱うものである。
○ 児童一人一人に個別の指導計画を作成し，それに基づいて指導を展開する必要がある。

健康の保持
（1） 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
（2） 病気の状態の理解と生活管理に関すること。
（3） 身体各部の状態の理解と養護に関すること。
（4） 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。（新設）
（5） 健康状態の維持・改善に関すること。

心理的な安定
（1） 情緒の安定に関すること。
（2） 状況の理解と変化への対応に関すること。
（3） 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克
服する意欲に関すること。

人間関係の形成
（1） 他者とのかかわりの基礎に関すること。
（2） 他者の意図や感情の理解に関すること。
（3） 自己の理解と行動の調整に関すること。
（4） 集団への参加の基礎に関すること。

環境の把握
（1） 保有する感覚の活用に関すること。
（2） 感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。
（3） 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
（4） 感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に
応じた行動に関すること。

（5） 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

身体の動き
（1） 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
（2） 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
（3） 日常生活に必要な基本動作に関すること。
（4） 身体の移動能力に関すること。
（5） 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。

コミュニケーション
（1） コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
（2） 言語の受容と表出に関すること。
（3） 言語の形成と活用に関すること。
（4） コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
（5） 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

説明
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●知的障がい者である児童を教育する特別支援学校小学部の各教科の目標及び内容

特別支援学校学習指導要領

H29版（小学部 国語）
１ 目標
言葉による見方・考え方を働かせ， 言語活動を通して， 国語で理解し表

現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
（１）日常生活に必要な国語について，その特質を理解し使うことができる

ようにする。
（２）日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を身に付け，思考力

や想像力を養う。
（３）言葉で伝え合うよさを感じるとともに，言語感覚を養い，国語を大切

にしてその能力の向上を図る態度を養う。

２ 各段階の目標及び内容
○１段階の目標と内容
(1) 目標

ア 日常生活に必要な身近な言葉が分かり使うようになるとともに，いろい
ろな言葉や我が国の言語文化に触れることができるようにする。

イ 言葉をイメージしたり，言葉による関わりを受け止めたりする力を養い，
日常生活における人との関わりの中で伝え合い，自分の思いをもつことが
できるようにする。

ウ 言葉で表すことやそのよさを感じるとともに，言葉を使おうとする態度
を養う。
(2) 内容

〔知識及び技能〕
ア 言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指
導する。
(ｱ)身近な人の話し掛けに慣れ，言葉が事物の内容を表していることを感じ
ること。

(ｲ)言葉のもつ音やリズムに触れたり，言葉が表す事物やイメージに触れた
りすること。 ※以下省略

Ｈ２０版（小学部 国語）
１ 目標
日常生活に必要な国語を理解し，伝え合う力

を養うとともに，それらを表現する能力と態度
を育てる。

２ 内容
○1段階
（1）教師の話を聞いたり，絵本などを読んで

もらったりする。
（2）教師などの話し掛けに応じ，表情，身振

り，音声や簡単な言葉で表現する。
（3）教師と一緒に絵本などを楽しむ。
（4）いろいろな筆記用具を使って書くことに

親しむ。
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●各教科等における指導計画作成上の配慮事項（障がいのある児童への配慮）

小学校学習指導要領解説 国語編

説明

第４章指導計画の作成と内容の取扱い
１ 指導計画作成上の配慮事項
○障害のある児童への配慮についての事項
(9)障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に
生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画
的，組織的に行うこと。

○ 今回の改訂では，障がいのある児童などの指導に当
たっては，個々の児童によって，見えにくさ，聞こえ
にくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面
や安全面での制約，発音のしにくさ，心理的な不安定，
人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の困難さ，
注意の集中を持続することが苦手であることなど，学
習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意
し，個々の児童の困難さに応じた指導内容や指導方法
を工夫することを，各教科等において示している。

○ その際，国語科の目標や内容の趣旨，学習活動のね
らいを踏まえ，学習内容の変更や学習活動の代替を安
易に行うことがないよう留意するとともに，児童の学
習負担や心理面にも配慮する必要がある。

●文章を目で追いながら音読することが困難
（意図）
・自分がどこを読むのかが分かるようにする。

（配慮の例）
・教科書の文を指で押さえながら読むように促す。
・行間を空けるために拡大コピーしたものを用意する。
・語のまとまりや区切りが分かるように分かち書きさ
れたものを用意する。

・読む部分だけが見える自助具（スリット等）を活用
する。

●自分の立場以外の視点で考えたり他者の感情を理解したり
するのが困難

（意図）
・文章に表れている気持ちやその変化等が分かるよう
にする。

（配慮の例）
・児童の日常的な生活経験に関する例文を示し，行動
や会話文に気持ちが込められていることに気付かせ
る。

・気持ちの移り変わりが分かる文章の中のキーワード
を示す。

・気持ちの変化を図や矢印などで視覚的に分かるよう
に示してから言葉で表現させたりする。

前ページから
続く
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ポイント⑫－３

児童の発達の支援が具体的に示されている。
冊子版解説P.115～117

【Ｈ２０】版
なし。

【Ｈ２９】版

（2）海外から帰国した児童や外国人の児童の指導
①学校生活への適応
②日本語の習得に困難のある児童への通級による指導

①学校生活への適応
→外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うものとする。

②日本語の習得に困難のある児童への通級による指導
→H26年 学校教育法施行規則が改正され，日本語の習得に困難がある児童に対し，日本語
の能力に応じた特別の指導を行うための特別の教育課程を編成し，実施することが可能に。
・指導方法については，通級による指導，通常の学級における日本語の能力に配慮した指
導，放課後等を活用した指導などの工夫が考えられる。

・通常の学級における指導に当たっては，
①授業において使われている日本語や学習内容を認識できるようにするための支援
②学習したことを構造化して理解・定着できるようにするための支援
③理解したことが適切に表現できるようにするための支援
④自ら学習を自律的に行うことができるようにするための支援
⑤学習や生活に必要な心理的安定のための情意面の支援

・通級による指導
指導の目標及び指導内容を明確にした指導計画（個別の指導計画）を通常の学級の担

当教師等と連携して作成し，学習評価を行うなど，教職員の共通理解の下にきめ細かな
指導を行うことが求められる。 51

ポイント⑫－４

児童の発達の支援が具体的に示されている。
冊子版解説P.118～119

【Ｈ２０】版
なし。

【Ｈ２９】版

（3）不登校の児童への配慮
①個々の児童の実態に応じた支援
②不登校児童の実態に配慮した教育課程の編成

（3）不登校の児童への配慮

・不登校は取り巻く環境によっては，どの児童にも起こり得ることとして捉える。

・多様な要因，背景により，結果として不登校状態になっているということであ
り，その行為を「問題行動」として判断してはならない。

・個々の状況に応じた支援を行うことが必要であり，登校という結果のみを目標
にするのではなく，児童や保護者の意思を十分に尊重しつつ，児童が自らの進
路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指す必要がある。

・不登校への支援の際は，不登校のきっかけや継続理由，学校以外の場において
行っている学習活動の状況等について家庭訪問も含めた継続的な把握が必要で
ある。

・ＳＣ，ＳＳＷなど専門スタッフと連携し，組織的・計画的支援を行うこと。

・学校が当該児童や保護者と話合うなどして「児童理解・教育支援シート」等を
作成することが望ましい。
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（第１章 総則第５）

学校運営上の留意事項
冊子版解説Ｐ１２０～１２７

ポイント⑬－１

学校運営上の留意事項が示されている。
冊子版解説P.120～123

【Ｈ２０】版
なし。

【Ｈ２９】版 教育課程の改善と学校評価等

①カリキュラム・マネジメントの実施と学校評価との関連付け

ア 各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員
が適切に役割分担しつつ，相互に連携しながら，各学校の特色を
生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとす
る。また，各学校が行う学校評価については，教育課程の編成，
実施，改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ，カ
リキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意す
るものとする。

児童の実態や地域
の実情，指導内容を
踏まえて効果的な年
間指導計画等の在り
方や，授業時間や週
時程の在り方につい
て校内研修等を通じ
て研究を重ねていく
ことが重要

・どのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断

・「学校評価ガイドライン」（平成28年3月文部科学省）
評価項目・指標等の設定について検討する際の視点を例示
→各学校は例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく，重
点目標を達成するために必要な項目・指標等を精選して設定。

54

〔参考：学校評価ガイドラインにおける教育課程の評価〕
※各学校が設定する評価項目・指標等の設定について検討する際の視点となる例
①教育課程・学習指導 ②キャリア教育（進路指導） ③生徒指導 ④保健管理
⑤安全管理 ⑥特別支援教育 ⑦組織運営 ⑧研修（資質向上の取組）
⑨教育目標・学校評価 ⑩情報提供 ⑪保護者，地域住民等との連携 ⑫環境整備

54



ポイン⑬－２

学校運営上の留意事項が示されている。
冊子版解説P.123～125

【Ｈ２０】版
なし。

②各分野における学校の全体計画等との関連付け
イ 教育課程の編成及び実施に当たっては，学校保健計

画，学校安全計画，食に関する指導の全体計画，いじ
めの防止等のための対策に関する基本的な方針など，
各分野における学校の全体計画等と関連付けながら，
効果的な指導が行われるように留意するものとする。

〔学校保健計画〕・・・学校保健安全法
〔学校安全計画〕・・・学校保健安全法
〔食に関する指導の全体計画〕・・・学校給食法
〔いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針〕…いじめ防止対策推進法 など

Ｈ２９版学習指導要領でその充実が求められているカリキュラム・マネジメントの視点からも，
各分野の全体計画等と関連付けて，教育活動が効果的に実施されるようにすることを示している。
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（第１章 総則第６）

道徳教育推進上の配慮事項
冊子版解説Ｐ１２８～１４５



ポイント⑭

道徳教育推進上の配慮事項が示されている。
冊子版解説P.128～145

【Ｈ２０】版
３ 道徳教育を進めるに当たっては，
次の事項に配慮するものとする

【Ｈ２９】版

第６ 道徳教育に関する配慮事項

１ 各学校においては，道徳教育の目標を踏まえ，道徳教育の全体計画を作成し，校長の方針
の下に道徳教育の推進を主に担当する教師（道徳教育推進教師）を中心に全教師が協力して
道徳教育を展開すること。

２ 指導の重点化
・自立心や自律性を高め，規律ある生活をすること
・生命を尊重する心や自らの弱さを克服して気高く生きようとする心を育てること
・法やきまりの意義に関する理解を深めること
・自らの将来の生き方を考え主体的に社会の形成に参画する意欲と態度を養うこと
・伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重
すること

・国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けること

３ 学校や学級内の人間関係を整えるとともに，職場体験活動やボランティア活動，自然体験
活動，地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また，道徳教育の指導内容が
日常生活に生かされるようにし，いじめの防止や安全の確保等にも資することとなるよう留
意すること。

４ 道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を積極的に公表したり道徳教育
の充実のために家庭や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど連携を図ること。

※この項の内容については大きな変更なし
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その他 確認事項

○移行措置について



新学習指導要領への移行スケジュール

平成３０年度 平成３１年度 令和２年度

幼稚園

小

学

校

・総則
・総合的な学習
の時間
・特別活動
・道徳科

・国語・算数
・理科・社会
・生活・音楽
・図画工作
・家庭・体育

※移行措置関係資料確認
①「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措
置並びに移行期間中における学習指導等について」

②「移行期間中における学習指導について」

・外国語活動
・外国語

全面実施

全面実施

※「プログラミングを体験しながら，論理的な思考力を
身に付けるための学習活動」の部分を除く

全面実施

H29学習指導要領の内容を一部加えて扱う 全面実施

※３・４年生→・外国語活動
・年間１５時間を確保

※５・６年生→・外国語活動に加えて外国語の内容を
扱う。
・年間５０時間を確保

※３・４年生
→年間３５時間
５・６年生
→年間７０時間

○上記スケジュールに対応した教育課程の編成が求められます。
○中学校は，令和３年度の全面実施で，総則，総合，特活は小学校と同様に平成30年度から
全面実施です。 59

小学校外国語教育の移行措置 ～平成３０・３１年度～

時数・教材 指導内容 評 価

１ 移行措置期間の時数

○３・４年は，１５時間
５・６年は，５０時間（３５時間+１５時間）
⇒ 外国語活動として実施

○３・４年を３５時間
５・６年を７０時間（３５時間+３５時間）
⇒ 先行実施することも可能

２ 使用教材について

○３・４年は，新教材（文科省作成）
５・６年は，Hi, friends!（３０時間程度）

＋新教材（２０時間程度）

※５・６年が先行実施を７０時間行う場合は，
Hi, friends!と新教材の両方を扱うものとし，
新教材のみの実施はできません。

１ 新教材（文科省作成）

〇３年生でアルファベットの大文字に慣れ親し
み（UNIT６），
〇４年生でアルファベットの小文字に出会いま
す。（UNIT６）
〇５年生のUNIT１～４でアルファベットの文字
を書くことで認識を深め，
〇６年生では，お手本を見ながら単語，文を書
く活動を行います。
〇小学校では，文法は勉強しませんが，
〇５年生のUNIT５，９では，「第三者を紹介す
る」活動を行い，
〇６年生のUNIT５，７では，「過去のこと」を伝
え合う活動を行います。

２ 今後の予定
〇１２月 ３・４年新教材及び指導書ＨＰ掲載
〇H30年２月 全ての小学校に児童冊子・指
導書・デジタル教材（完成版，３～６年）を送付
〇４月 移行措置・先行実施による授業開始

１ 外国語活動として評価

〇H30・31年度は，先行実施についても外国語
活動として扱います。
〇つまり，３～６年とも，現在の３観点
①コミュニケーションへの関心・意欲・態度
②外国語への慣れ親しみ
③言語や文化に関する気付き
について記述による評価を行います。

２ 指導要録について

〇第３学年及び第４学年は，総合所見及び指
導上参考となる諸事項を記録する欄に児童の
学習状況に顕著な事項がある場合に記入する
等，児童にどのような力が身に付いたかを文章
で記述する。

〇第５学年及び第６学年は，外国語活動の記
録の欄に文章で記述。（現在の取扱いと同様）

新学習指導要領
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
「小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック」
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503.htm
H30年度使用新教材ダウンロード専用サイト（ＩＤ・パスワードが必要）
http://mext-next-kyozai.net/

参考資料
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移行期間中における学習指導等について ※別紙参照

「移行期間中における学習指導等について（周知）」 平成30年3月30日 より一部抜粋

１．文部科学省において補助教材の作成を予定している指導内容について

以下に示す指導内容については，（中略）現行の教科書に記載がなく，指導が困難と考
えられる内容であり，文部科学省として補助教材の作成を予定。
具体的なスケジュールが決まり次第，改めてお知らせ。

①平成31年度第4学年の算数･･･「小数を用いた倍」「簡単な場合についての割合」
②平成31年度第5学年の算数･･･「速さ」

２．移行措置によりＨ２０年告示学習指導要領に追加して指導することとされている指導
内容について

１に示す指導内容のほか，移行措置によりＨ２０年告示 学習指導要領に追加して指導す
ることとされている指導内容等については，以下に示す内容を参考として適切な指導を。

【例】
②平成30年度第5学年及び平成31年年度第5学年及び平成31年度第5学年の社会
「世界における我が国の国土の位置，国土の構成，領土の範囲」
・指導にあたっては，新小学校学習指導要領解説社会編（73－76頁）が参考となる
こと。
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