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中学校 特別活動 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

ポイント①

これまでの特別活動の課題を踏まえて，改訂の基本的な方向性を定め，「目標」「内容構成」
「内容」「学習指導」の４点について改訂を行った。

冊子版解説P.５～６

これまでの特別活動の課題（P.５～６）
①特別活動において育成することを目指す資質・能力

の視点

②内容の示し方の視点

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

説明
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ポイント①

これまでの特別活動の課題を踏まえて，改訂の基本的な方向性を定め，「目標」「内容構成」
「内容」「学習指導」の４点について改訂を行った。

冊子版解説P.７～10

改訂の要点（P.７～10）
目標の改善

• 「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，資質・能
力の三つの柱に沿って目標を整理した。

内容構成の改善
• 項目名だけが示されていた各活動の内容について，どのような過程を通して学ぶのかを

端的に示した。
• 小学校の学級活動に「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」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にした。
内容の改善・充実

• 学習の過程として学級活動の内容の(１）は集団としての合意形成，（２）（３）は一人一人の
意思決定を行うことを示した。

学習指導の改善・充実
• 児童生徒が集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ,互いのよさや個性，多様

な考えを認め合い，等しく合意形成に関わり役割を担うようにすることを重視する。
• 児童生徒の自発的，自治的な活動を中心として，各活動と学校行事を総合に関連付けな

がら，学級経営の充実を図る。
• いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図り，ガイダンスとカウンセリングの双

方の趣旨を踏まえて指導を行うことを示す。（※「ガイダンス」「カウンセリング」解説Ｐ.124）
• 異年齢集団による交流を重視するとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学

習など多様な他者との交流や対話を充実する。

前ページから
続く

説明
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特別活動の学習指導要領の構成
中学校学習指導要領 第５章 特別活動

第１ 目標

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動〕

１ 目標 ２ 内容 ３ 内容の取扱い

〔生徒会活動〕

１ 目標 ２ 内容 ３ 内容の取扱い

〔学校行事〕

１ 目標 ２ 内容 ３ 内容の取扱い

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっての配慮事項

２ 内容の取扱いについての配慮事項
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ポイント②

特別活動の「目標」の改訂について・・・どのような資質・能力の育成を目指すのかを目標の中
に明確に示した。

冊子版解説P.11～21

平成20年告示
第１ 目 標

望ましい集団活動を通して，心身の調和のと
れた発達と個性の伸長を図り，集団の一員とし
てよりよい生活や人間関係を築こうとする自主
的, 実践的な態度を育てるとともに, 人間として
の生き方についての考えを深め, 自己を生かす
能力を養う。

平成29年告示
第１ 目 標
集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ，

様々な集団活動に自主的・実践的に取り組み，互いのよさ
や可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解
決することを通して，次のとおり資質・能力を育成することを
目指す。

（１）多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動
を行う上で必要となることについて理解し，行動の仕方を身
に付けるようにする。（知識及び技能）

（２）集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決
するために話し合い，合意形成を図ったり，意思決定したり
することができるようにする。（思考力，判断力，表現力等）

（３）自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを
生かして，集団や社会における生活及び人間関係をよりよ
く形成するとともに，人間としての生き方についての考えを
深め，自己実現を図ろうとする態度を養う。（学びに向かう
力，人間性等）

説明
特別活動の「目標」

特別活動で育成を目指す
資質・能力を三つの柱に沿って示す
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ポイント③

特別活動〔学級活動〕の「内容」の改善・充実について・・・（２）と（３）の内容について，内容項
目を整理統合した。

冊子版解説P.44～62

〔学級活動〕（平成20年告示）
内容
（１）学級や学校の生活づくり

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決
イ 学級内の組織づくりや仕事の分担処理
ウ 学校における多様な集団の生活の向上

（２）適応と成長及び健康安全
ア 思春期の不安や悩みとその解決
イ 自己及び他者の個性の理解と尊重
ウ 社会の一員としての自覚と責任
エ 男女相互の理解と協力
オ 望ましい人間関係
カ ボランティア活動の意義の理解と参加
キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の育成
ク 性的な発達への適応
ケ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の

形成

（３）学業と進路
ア 学ぶことと働くことの意義の理解
イ 自主的な学習態度の形成と学校図書館の利用
ウ 進路適正の吟味と進路情報の活用
エ 望ましい勤労観・職業観の形成
オ 主体的な進路の選択と将来設計

〔学級活動〕（平成29年告示）
内容
（１）学級や学校における生活づくりへの参画

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決
イ 学級内の組織づくりや役割の自覚
ウ 学校における多様な集団の生活の向上

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア 自他の個性の理解と尊重，よりよい人間関係の形成
イ 男女相互の理解と協力
ウ 思春期の不安や悩みの解決，性的な発達への対応
エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成
オ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

（３）一人一人のキャリア形成と自己実現
ア 社会生活，職業生活との接続を踏まえた主体的な学習

態度の形成と学校図書館等の活用
イ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成
ウ 主体的な進路の選択と将来設計

説明
中学校特別活動〔学級活動〕の「内容」

学級活動の時数は35時間で変更なし
内容を削減したのではなく，項目を整理統合
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ポイント④

特別活動〔学級活動〕の「内容構成」の改訂について・・・項目名だけが示されていた各活動の
内容について，どのような過程を通して学ぶのかを端的に示した。

冊子版解説P.44～50

〔学級活動〕（平成29年告示） 「内容」（１）

（１）学級や学校における生活づくりへの参画
ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決

学級や学校における生活をよりよくするための課題を見いだし，解決するた
めに話し合い，合意形成を図り，実践すること。

イ 学級内の組織づくりや役割の自覚
学級生活の充実や向上のため，生徒が主体的に組織をつくり，役割を自覚

しながら仕事を分担して，協力し合い実践すること。

ウ 学校における多様な集団の生活の向上
生徒会など学級の枠を超えた多様な集団における活動や学校行事を通して

学校生活の向上を図るため，学級としての提案や取組を話し合って決めること。

「いずれの学年においても取り扱うものとする」
「学級の生徒全員が協働して取り組まなければ解決できないものでなければならない」

説明
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ポイント④

特別活動〔学級活動〕の「内容構成」の改訂について・・・項目名だけが示されていた各活動の
内容について，どのような過程を通して学ぶのかを端的に示した。

冊子版解説P.50～57

〔学級活動〕（平成29年告示） 「内容」（２）

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア 自他の個性の理解と尊重，よりよい人間関係の形成

自他の個性を理解して尊重し，互いのよさや可能性を発揮しながらよりよい集団生活
をつくること。

イ 男女相互の理解と協力
男女相互について理解するとともに，共に協力し尊重し合い，充実した生活づくりに

参画すること。
ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応

心や体に関する正しい理解を基に，適切な行動をとり，悩みや不安に向き合い乗り越
えようとすること。

エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成
節度ある生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや，

事件や事故，災害から身を守り安全に行動すること。
オ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

給食の時間を中心としながら，成長や健康管理を意識するなど，望ましい食習慣の形
成を図るとともに，食事を通して人間関係をよりよくすること。

「いずれの学年においても取り扱うものとする」

説明

前ページから
続く
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ポイント④

特別活動〔学級活動〕の「内容構成」の改訂について・・・項目名だけが示されていた各活動の
内容について，どのような過程を通して学ぶのかを端的に示した。

冊子版解説P.57～62

〔学級活動〕（平成29年告示） 「内容」（３）

（３）一人一人のキャリア形成と自己実現（小・中・高のつながり）
ア 社会生活，職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の育成と学校図書館の利用

現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考えたり，自主的に学習する場として
の学校図書館を活用したりしながら，学ぶことと働くことの意義を意識して学習の見通し
を立て，振り返ること。

イ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成
社会の一員としての自覚や責任をもち，社会生活を営む上で必要なマナーやルール，

働くことや社会に貢献することについて考えて行動すること。

ウ 主体的な進路の選択と将来設計
目標をもって，生き方や進路に関する適切な情報を収集・整理し，自己の個性や興味・

関心と照らして考えること。

「いずれの学年においても取り扱うものとする」

説明

意思決定

前ページから
続く
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ポイント⑤

学級活動の（１）学習過程の例・・・みんなで「合意形成」したことについて協働して取り組むと
ともに，一連の活動を振り返り，次の課題解決へつなげていく。

冊子版解説P.42説明
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ポイント⑤

学級活動の（２）（３）学習過程の例・・・話し合いを通して自分で「意思決定」したことを粘り強
く実践するとともに，一連の活動を振り返り，次の課題解決へつなげていく。

前ページから
続く

説明 冊子版解説P.44
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ポイント⑥

特別活動〔生徒会活動〕〔学校行事〕について・・・大きな変更点はないが，内容について整理
統合し，若干の改善点を示した。

冊子版解説P.74～112

〔生徒会活動〕（P.74～91）
○現行の内容の（１）（２）（３）を統合し，「生徒会の組織づくりと生徒会活動の計画や運営」とし，生徒

が主体的に組織をつくり，役割を分担し，計画を立て，学校生活の課題を見いだし，解決するため
に話し合い，合意形成を図り実践することを明示した。

○内容（３）を「ボランティア活動などの社会参画」として、地域や社会の課題を見いだし，具体的な対
策を考え，実践し，地域や社会に参画できるようにすることを明示した。

○学級活動と同じく，生徒会活動においても育成することを目指す資質・能力を明示した。
○小学校と同じく，異年齢の生徒同士で協力し，学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決

に向けて，自主的、実践的に取り組むことを明示した。

〔学校行事〕（P.92～112）
○目標の中で，全校又は学年の生徒で協力することを明示し

た。
○５つの行事の種類は変更なし。
○文化的行事の中で，自己の向上の意欲について明示した。
○健康安全・体育的行事の中で，事件や事故，災害から身を
守る安全な行動について明示した。

○旅行・集団宿泊的行事の中で，よりよい人間関係を築くな
どの集団生活の在り方を明示した。

時数については変更なし
【重要】

○生徒会活動及び学校
行事については，それ
らの内容に応じ，年間，
学期ごと，月ごと等に
適切な授業時数を充て
る。

説明
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ポイント⑦

生徒会活動の学習過程の例・・・生徒の自主性，自発性をできるだけ尊重し，生徒が自ら活動
の計画を立て，生徒がそれぞれの役割を分担し，協力し合って望ましい集団活動を進めるよう，
教師が適切に指導することの大切さを示す。

冊子版解説P.75
説明
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ポイント⑦

学校行事の学習過程の例・・・全校又は学年の生徒で協力し，よりよい学校生活を築くための
体験的な活動を通して身に付けたことを生かして，学校や社会への所属意識をもち，多様な他
者を尊重し，協働してよりよい生活づくりに参画する連帯感を養う過程を示す。

前ページから
続く

説明
冊子版解説P.94
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ポイント⑧

○指導計画の作成に当たっての配慮事項

説明

１ 特別活動における主体的・対話的で深い学び

○ 特別活動の指導に当たっては，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた
授業改善を行うことが重要である。しかしながら主体的・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い。また，これまでと全く異なる指
導方法を導入しなければならないと捉えるのではなく，「主体的な学び」「対話的な学
び」「深い学び」の視点から授業改善を図ることが重要である。

○ 特別活動における「主体的・対話的で深い学び」の実現のために（冊子版解説P.22）
（１）「主体的な学び」の実現・・・学ぶことに興味・関心をもち，学校生活に起因する諸課

題の改善・解決や見通しをもって粘り強く取り組み，自己の活動を振り返るなど，活動
の意義を理解すること。

（２）「対話的な学び」の実現・・・生徒相互の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の
考え方や資料等を手掛かりに考えたり話し合ったりして，自己の考え方を協働的に広
げ深めていくこと。

（３）「深い学び」の実現・・・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，新たな課題を見いだして解決策を考えたり創造したりすること。

冊子版解説P.113～115

「生徒が集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、自主的、実践的に取り組む」
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ポイント⑧

○指導計画の作成に当たっての配慮事項

説明

２ 特別活動の全体計画と年間指導計画の作成
○ H20の学習指導要領と大きな変更はなし。
【全体計画】

各学校においては，重点目標や授業時数，他教科と関連させた全体
計画を作成すること。

（全体計画に示すもの）
○ 学校教育目標
○ 特別活動の重点目標
○ 各教科等との関連（教育課程外の活動等との関連を含む）

や危機管理との関連
○ 各活動・学校行事の目標と指導の方針
○ 特別活動に充てる授業時数等
○ 特別活動を推進する校内組織
○ 評価 など

冊子版解説P.115～116

前ページから
続く
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ポイント⑧

○指導計画の作成に当たっての配慮事項

説明

２ 特別活動の全体計画と年間指導計画の作成
○ H20の学習指導要領と大きな変更はなし。
【年間指導計画】

「全体計画に基づいて，年間指導計画を作成すること。」
（年間指導計画に示すもの）

○年間を通じた各活動・学校行事ごとに
・目標
・内容や方法
・指導の流れ
・時間の配当
・評価など

冊子版解説P.116

前ページから
続く
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ポイント⑧

○指導計画の作成に当たっての配慮事項

説明

２ 特別活動の全体計画と各活動・学校行事の年間指導計画の作成

○ 作成の留意点としては、以下のとおり
（１）学校の創意工夫を生かす「編成」，「実施」，「評価」，「改善」
（２）学級や学校の実態や生徒の発達の段階を考慮する
（３）各教科，道徳科及び総合的な学習の時間などとの指導との関連を図る
（４）生徒による自主的，実践的な活動が助長されるようにする
（５）家庭や地域の人々との連携，社会教育施設等の活用などを工夫する
（６）特別活動の授業時数

・学級活動は年間35単位時間
・生徒会活動，学校行事については，それぞれの目標やねらいが十分に達成

できるようによく検討した上で年間，学期ごと，月ごと，などに適切な授業時
数を充てる。

・道徳科や特別活動（学級活動）については、毎日10分間程度の短い時間を
活用して行うことは，通常考えられない。

冊子版解説P.116～120

前ページから
続く
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ポイント⑧

○指導計画の作成に当たっての配慮事項

「各教科，道徳科，総合的な学習の時間などとの指導との関連を図る」
（１）各教科との関連

・各教科の学習で獲得した資質・能力などが，集団活動の場で総合的に発揮される。
・特別活動の充実により各教科の「主体的・対話的で深い学び」が支えられるという関係にある。

（２）道徳科との関連
・道徳教育と特別活動・・・特別活動における集団活動や体験的な活動は，道徳的な実践の指
導を行う重要な機会と場である。

・道徳科と特別活動・・・道徳科の授業で学んだ道徳的価値の理解や人間としての生き方の考え
を，よりよい学級生活や人間関係を築こうとする実践的な活動の中で実際に行う。

（３）総合的な学習の時間との関連
・特別活動での「実践」は，話し合って決めたことを「実践」したり，現実の問題の解決に生かす。
・総合的な学習の時間での「探究」は，物事の本質を探って見極めようとしていくこと。

（４）生徒指導等との関連
・生徒の自発的，自治的な活動を中心として，各活動と学校行事を相互に関連付ける。
・個々の生徒についての理解を深め，教師と生徒，生徒相互の信頼関係を育み，学級経営の
充実を図る。

・特に，いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図る。

前ページから
続く

冊子版解説P.31～39説明

19

ポイント⑨

○内容の取扱いについての配慮事項

＜内容の取扱いについての配慮事項＞

１ 生徒の自発的，自治的な活動の効果的な展開
（１）指導内容の特質に応じた生徒の自発的，自治的な活動の展開
（２）自分たちできまりをつくって守る活動を充実

２ 指導内容の重点化と内容間の関連や統合
（１）道徳教育の重点などを踏まえた指導内容の重点化
（２）内容間の関連や統合を図ったり，他の内容を加えたりする。

３ ガイダンスとカウンセリングの趣旨を踏まえた指導を図る
○ 学校生活への適応や人間関係の形成，進路の選択などについては，主に集団の場面で必要な指

導や援助を行うガイダンスと，個々の生徒の多様な実態を踏まえ，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（教育相談を含む）の双方の主旨を踏まえて指導を行うこと。
※「ガイダンス」・・・・主に集団の場面で生徒のよりよい生活づくりや集団の形成に関わる案内や説明
「カウンセリング」・・・主に個別の場面で生徒一人一人の生活や人間関係の悩み等への助言

４ 異年齢集団や幼児，高齢者，障害のある人々や幼児児童生徒との交流等を通して，協働することや
社会に貢献することの喜びを得る活動の重視

説明
冊子版解説P.125～134
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中学校学習指導要領解説 特別活動編
第４章 指導計画の作成と内容の取扱い

第１節 指導計画の作成に当たっての配慮事項
4 障害のある生徒など学習活動の困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫

(4)障害のある生徒などについては，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。

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し，生徒
の自立と社会参加を一層推進していくためには，通常の学級，通級による指導，特別支援学級，
特別支援学校において，生徒の十分な学びを確保し，一人一人の生徒の障害の状態や発達の段
階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
通常の学級においても，発達障害を含む障害のある生徒が在籍している可能性があることを

前提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援がで
きるよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられる困難
さに対する指導の工夫の意図，手立てを明確にすることが重要である。
これを踏まえ，今回の改訂では，障害のある生徒などの指導に当たっては，個々の生徒に

よって，見えにくさ，聞こえにくさ，道具の操作の困難や移動上の制約，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，
注意の集中を持続させることが苦手などを，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，個々の生徒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，特別活動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，生徒の学習負担や心理面にも配慮
する必要がある。

冊子版解説P.122～P.123
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困 難●相手の気持ちを察したり理解することが苦手

意 図○他者の心情等を理解しやすいようにする。

配 慮 例・役割を交代して相手の気持ちを考える。
・相手の意図を理解しやすい場面に置き換える。
・イラスト等を活用して視覚的に表したりする指導を取り入れる。

困 難●話を最後まで聞いて答えることが苦手な場合

意 図○発言するタイミングが理解できるようにする。

配 慮 例・事前に発言や質問する際のタイミングなどについて具体的に伝える。
・コミュニケーションの図り方についての指導をする。

困 難●学校行事における避難訓練等の参加に対し，強い不安を抱いたり戸惑ったりす
る場合

意 図○見通しがもてるようにする。

配 慮 例・各活動や学校行事のねらいや活動の内容，役割(得意なこと)の分担などについ
て，視覚化したり，理解しやすい方法を用いる。
・事前指導を行う
・周囲の児童に協力を依頼しておく。

新学習指導要領解説（特別活動における障がいのある生徒への配慮）
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新大分スタンダード 新大分スタンダードで
主体的・対話的で深い学びを実現！

・ 知識の関連付け、問題の発見・解決、情報を精査した考えの形成、思いや考えに基づく創造
・ 様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

*各教科等の見方・考え方を働かせて展開する
「課題設定 情報収集 整理・分析 まとめ・表現・交流 振り返り・評価」等の学習過程の繰り返しの中で行われる

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開

安心して学べる「学びに向かう学習集団」
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