
新学習指導要領の趣旨を実現する授業づくり
（小学校 特別活動）



本日の内容

１ 学習指導の改善・充実

２ 特別活動における指導と評価の一体化
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１ 学習指導の改善・充実 令和２年度小・中学校教育課程研究協議会に係る改善の重点

① 集団としての「合意形成」を図る学級活動（１）と一
人一人の「意思決定」を図る学級活動（２）（３）の
両者の違いを明確にした上で、両者の特質に応じた学習
過程を展開すること。
② 特別活動の学級活動・児童会活動・クラブ活動・学校
行事を横断的に指導し、構成や規模、活動の原理などが
異なる集団活動を通して、特別活動の目標に掲げる資
質・能力を育成すること。
③ 各教科等の学習で育成された資質・能力を、特別活
動における集団活動の場で総合的・実践的に発揮したり、
いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図った
りすること。また、キャリア教育の要として、小中高のつな
がりを考慮した指導の充実を図ること。 3



特別活動〔学級活動〕の「内容」の改善・充実について・・・小学校段階から学級活動の内容に
「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」を新たに設けた

解説P.46～62

〔学級活動〕（平成20年告示）
内容
〔共通事項〕
（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）日常の生活や学習への適応及び健康安全
ア 希望や目標をもって生きる態度の育成
イ 基本的な生活習慣の形成
ウ 望ましい人間関係の形成
エ 清掃などの当番活動等の役割と働くことの意
義の理解

オ 学校図書館の利用
カ 心身ともに健康で安全な生活態度の育成
キ 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

〔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 基本的な生活習慣の形成
イ よりよい人間関係の形成
ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
エ 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（新設）
ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成
イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解
ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

説明
学級活動の「内容」

内容は増えたのではなく、（２）の中からキャリア形成に関する
項目を整理・分類して、小・中・高のつながりを明確化した。

①「合意形成」を図る学級活動（１）と「意思決定」を図る学級活動（２）（３）の違いを明確にする。



①「合意形成」を図る学級活動（１）と「意思決定」を図る学級活動（２）（３）の違いを明確にする。
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学級活動の内容

（１）学級や学校における生活づくりへの

参画

（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

（３）一人一人のキャリア形成と自己実現

「合意形成」

「意思決定」



学級活動の（１）の学習過程の例・・・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。

説明 解説P.45

①「合意形成」を図る学級活動（１）と「意思決定」を図る学級活動（２）（３）の違いを明確にする。



学級活動の（２）（３）の学習過程の例・・・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。

説明 冊子版解説P.46

①「合意形成」を図る学級活動（１）と「意思決定」を図る学級活動（２）（３）の違いを明確にする。



学級活動を成功させるポイント
学級活動（１） 学級活動（２）（３）

①「議題ボックス」等に基づき、児
童が自発的、自治的に議題を
選定する。
②学級全員で解決すべき議題を
選定する。
③提案理由を明確化する。
④意見を出し合う際に短冊等に
記載する。
⑤すぐに多数決に頼らず、少数
意見を生かすようにする。
⑥折り合いを付け「合意形成」す
るために考えを合体するなど工
夫する。
⑦学級会の進行表やノートなど
を用意する。

①「年間指導計画」に基づき、教
師が題材を設定する。
②児童生徒の実態を的確につか
む。
③指導するねらい・付けたい資
質・能力を明確にする。
④適切な資料を選ぶ。
⑤中心となる問題点・指導内容・
展開の方法を明確にする。
⑥児童生徒が自分に合っためあ
てについて一人一人が「意思決
定」できるようにする。

「指導資料 特別活動編」（国立教育政策研究所）より



特別活動〔児童会活動〕〔クラブ活動〕〔学校行事〕について・・・大きな変更点はないが、内容に
ついて若干の改善点を示した。

解説P.84～135

〔児童会活動〕（P.84～101）
○内容の（１）を「児童会の組織づくりと児童会活動の計画や運営」とし、児童が主体的に組織をつく
ることを明示した。
○児童会活動における異年齢集団活動による交流を重視することとした。
○小学校では、運営や計画は主として高学年の児童が行うこととしつつ、児童会活動には学校の全
児童が主体的に参加できるよう配慮することを示した。

〔クラブ活動〕（小学校のみ P.102～115）
○従来に引き続き、同好の異年齢の児童が共通の
興味・関心を追求する活動であるとした上で、児童
が計画を立てて役割分担し、協力して楽しく活動
するものであることを明示した。

〔学校行事〕（P.116～135）
○小学校における自然の中での集団宿泊活動を引
き続き重視することとした。
○健康安全・体育的行事の中で、事件や事故、災害
から身を守ることについて明示した。

○学級活動の標準授業時数は、

時数については変更なし
【重要】

○学級活動の標準授業時数は、
年間35単位時間（第１学年は
34単位時間）とする。
○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、月ごと等に適切な授業時
数を充てる。

説明

②「学級活動」と「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」を横断的に指導し、資質・能力を育成する。



②「学級活動」と「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」を横断的に指導し、資質・能力を育成する。

特別活動において育成を目指す資質・能力

（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、自己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）



児童会活動の学習過程の例を示し、課題の発見・確認から、解決に向けての話し合いを経て
合意形成をして解決方法の決定を行い、決めたことを実践し、振り返り、次の課題に向かって
いくという流れを示す。

解説P.86

②「学級活動」と「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」を横断的に指導し、資質・能力を育成する。



クラブ活動の学習過程の例を示し、年間を通した一連の学習過程と１単位時間の活動の学習
過程からなるものを示す。

解説P.104

②「学級活動」と「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」を横断的に指導し、資質・能力を育成する。



学校行事の学習過程の例を示し、概ね「学校行事の意義の理解」「計画や目標についての話
し合い」「活動目標や活動内容の決定」「体験的な活動実践」「振り返り」といった全体の学習過
程の中で学校行事で育成を目指す資質・能力が育まれることを示す。 解説P.118

②「学級活動」と「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」を横断的に指導し、資質・能力を育成する。



②「学級活動」と「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」を横断的に指導し、資質・能力を育成する。

多様な集団活動の経験の中で、集団活動
の運営や役割を果たす活動を通して

自分なりの考えを深め、集団の一員と
しての役割貢献、リーダーシップの発

揮などのあり方を理解し、めあてをもって
取り組むことができるようにする。

場や機会の充実



②「学級活動」と「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」を横断的に指導し、資質・能力を育成する。



学級活動の内容

（１）学級や学校における生活づくりへの参画

（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

（３）一人一人のキャリア形成と自己実現

③キャリア教育の要として、小中高のつながりを考慮した指導の充実を図る。

「キャリア形成」とは

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
実現していくための働きかけ、その連なりや積み重ね



小学校学習指導要領 第１章 総則
第４の１（３）

（３）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がで

きるよう、特別活動を要としつつ各教

科等の特質に応じて、キャリア教育の

充実を図ること。

③キャリア教育の要として、小中高のつながりを考慮した指導の充実を図る。



③キャリア教育の要として、小中高のつながりを考慮した指導の充実を図る。

「小学校 特別活動 指導資料」（国立教育政策研究所）より

学級活動（３）「もうすぐ５年生」（第４学年の例）
（ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の育成）



「大分県版キャリア・ノート」（大分県教育委員会）「大分県版キャリア・ノート」（大分県教育委員会）

令和２年度に、大分県内全ての小・中学生に配付

③キャリア教育の要として、小中高のつながりを考慮した指導の充実を図る。



「学習や生活の見通しを立て、振り返る教材等の活用」「学習や生活の見通しを立て、振り返る教材等の活用」

③キャリア教育の要として、小中高のつながりを考慮した指導の充実を図る。

【総則：小中高共通】
児童（生徒）が学習の見通しを立てたり学習した
ことを振り返ったりする活動を、計画的に取り入
れるように工夫すること。

【学級活動内容の取扱い：小中高共通】
２の（３）の指導に当たっては、学校、家庭及び
地域における学習や生活の見通しを立て、学んだ
ことを振り返りながら、新たな学習や生活への意
欲につなげたり、将来の生き方（在り方）を考え
たりする活動を行うこと。その際、児童（生徒）
が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。



「キャリア・パスポート」の指導上の留意事項「キャリア・パスポート」の指導上の留意事項

③キャリア教育の要として、小中高のつながりを考慮した指導の充実を図る。

学級活動で「キャリア・パスポート」
を取り扱う場合には、学級活動の目標や
内容に則したものとなるようにすること。

記録の活動のみに留まることなく、記
録を用いて話し合い、意思決定を行うな
どの学習過程を重視すること。

・活動を振り返ることができ
るように記録を積み重ねる
・今の取組を大切にする



本日の内容
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１ 学習指導の改善・充実

２ 特別活動における指導と評価の一体化



２ 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する説明資料（大分県教育委員会）

大分県公立学校総合情報ポータルサイト
URL:https://sites.google.com/a/oen.
ed.jp/school-portal/movie/gimu

国立教育政策研究所指導資料
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html

①学習評価の在り方ハンドブック（小・中学校編）

１

②「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する
参考資料（小学校 特別活動）

２



◇特別活動の事例の特徴
特別活動は、全校又は学年を単位として行う活動があり、また、学級担任以外の教師が指

導することもある。このため、本参考資料（特別活動編）においては、学習指導要領に示さ
れた各活動・学校行事ごとに工夫例を交えながら評価の進め方や留意点等について記述して
いる。

○1単位時間や年間の指導と評価の計画を示している
本参考資料で提示する事例は、いずれも、各活動・学校行事における議題や題材、活動の

一つを例にとり、１単位時間の指導計画を示すとともに、 １単位時間の指導計画また、評価
結果を児童の学習や教師の指導の改善に生かすまでの一連の学習評価の流れを念頭において、
事前から事後までの一連の学習過程を指導案の形で表し、「目指す児童の姿」を本時の展開
の中で具体的に示している。

○評価方法の工夫を示している
各活動・学校行事において、学級会ノートやワークシート、活動の振り返りなどを活用し

た評価方法や補助簿を活用した評価方法などを資料として提示するなど、特別活動の特質を
踏まえ、評価方法の多様な工夫について示している。

また、特別活動は、全校又は学年を単位として行う活動があり、また、学級担任以外の教
師が指導することもある。そこで、学級担任と担当する教師との連携の在り方についても示
している。

２ 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料について



２ 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料について



今こそ、特別活動を創意工夫して実践することが大切！

• 参画意識を高め、自治的能力を育む
特別活動の実践を通して「自分たちの学級・学校であ
る」「楽しく豊かな学級・学校生活を自分たちでつく
る」という意識を高める ⇒学級活動（１）の充実

「何のために話し合うのか」「何のための活動か」を
明確にする⇒「やらされる活動」にしない！

• 自己有用感、自己効力感を高める
「役割を果たす」（係活動、委員会活動、異年齢交流
活動など）⇒「自分もやればできる」



• 役割意識を高める⇒自己有用感の向上
「互いのよさやがんばりに気付く」⇒振り返りの工夫

「次の課題解決に生かす」ことができるようにする

• 将来に向け、「自分らしい生き方の実現」
「自分のよさに気付く」⇒振り返りの工夫

「なりたい自分に向けて努力する」⇒学級活動（３）

の充実

• 学校行事の充実
「特色ある学校づくり」「学校文化をつくる」

よりよい学級・学校生活に向け、自分たちの生活上の
課題に気付き、創意工夫して自ら解決する力を育む！



新学習指導要領の趣旨を実現する授業づくり

（小学校 特別活動）

ご視聴、ありがとうございました。


