


は　　じ　　め　　に

小・中学校新学習指導要領の全面実施が近づき，各小・中学校においては，校長先生のリー

ダーシップのもと，全教職員が力を合わせ，全体計画，年間指導計画の作成･見直し等，体制

の整備に余念がないことと思います。

島根県教育委員会では，新学習指導要領の趣旨や内容等の周知を図るため，「小学校・中学

校　教育課程改訂と移行措置のポイント」を配付し，平成20年12月，平成21年 7 月・8 月と新

教育課程説明会を実施しました。また，平成21年 3 月には，島根県教育課程審議会の答申やそ

の答申をもとに作成した「島根の教育で大切にしたいこと」（リーフレット）を配付したとこ

ろです。特に「島根の教育で大切にしたいこと」では基本的な考え方として，

① 子ども一人一人の感性を基盤とした確かな学力（知）・豊かな心（徳）・健やかな体（体）を

バランスよく育む。

② 島根の豊かな自然や歴史，文化，教育熱心な人々など恵まれた教育資源を生かす。

③ 教育活動の全体計画に沿った多面的・総合的な指導と，教科等の特質に応じた重点的な

指導の両面から指導を工夫する。

の３点を示したところです。各学校の教育課程編成・実施に当たっても，この考えを基盤とし

て進めていただきたいと思います。

この度の改訂では，言語活動を充実させ，習得した基礎的・基本的な知識及び技能を活用し

て，思考力，判断力，表現力等をはぐくむことが強調されています。しかし，実際の教育課程

の編成に当たっては，「言語活動を充実する」とは授業をどう変えることなのか，どのように

環境を整えればよいのか等，細かな点で確認が必要になることも多いかと思います。こうした

ことから，学校の疑問に答えるＱ＆Ａの形で「小学校・中学校　教育課程の編成・実施の手引」

を作成しました。

今回，この手引きを発行するにあたり，次のような点を工夫しています。

○ 答（Ａ）の要点を「ポイント」として箇条書きで示し，その後に「ポイント」について

の説明を加えたこと。

○ 一つ一つの答（Ａ）にできるだけ例を載せ，内容を具体的にイメージできるようにした

こと。

○ 平素から質問の多い「授業日数及び授業時数」についての内容を，一つの章にまとめた

こと。

内容については，学習指導要領を踏まえるとともに，「学校図書館教育の充実」「ふるさと教

育の充実」「複式学級を有する学校での教育課程の編成」等，島根県の重点施策及び実態にか

かわる内容も含め，編集しています。

各小・中学校においては，この手引を有効に活用していただき，児童生徒，学校及び地域の

実態に合わせ創意工夫した特色ある教育課程の編成・実施が行われることを期待しています。

平成22年 3 月
島根県教育庁義務教育課長　　秋　利　幸　秀
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教育課程の基準の改訂の趣旨第1章

Q1 学習指導要領は，なぜ改訂されたのでしょうか。

ポイント

１　21世紀は「知識基盤社会」であること，国内外の学力調査で課題が明らかにされたこ

と，教育基本法・学校教育法が改正されたことを踏まえ，「生きる力」をはぐくむため

に具体的な手立てを確立する必要があった。

1 学習指導要領改訂の理由

（１） 「知識基盤社会」の時代と「生きる力」

21世紀は，新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域

での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す，いわゆる「知識基盤社会」の時代である

と言われている。このような知識基盤社会化やグローバル化は，アイディアなど知識そ

のものや人材をめぐる国際競争を加速させる一方で，異なる文化や文明との共存や国際

協力の必要性を増大させている。このような状況において，確かな学力，豊かな心，健

やかな体の調和を重視する「生きる力」をはぐくむことがますます重要になっている。

（２）子どもたちの学力と学習状況

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のＰＩＳＡ調査など各種の調査からは，我が国の児童

生徒については，例えば，

○　思考力，判断力，表現力等を問う読解力や記述式問題，知識・技能を活用する問

題に課題，

○　読解力で成績分布の分散が拡大しており，その背景には家庭での学習時間などの

学習意欲，学習習慣・生活習慣に課題，

○　自分への自信の欠如や自らの将来への不安，体力の低下といった課題，

が見られるところである。

（３）改正教育基本法等と「生きる力」

平成18年，19年には，教育基本法改正，学校教育法改正が行われ，知・徳・体のバラ

ンス（教育基本法第２条第１号）とともに，基礎的・基本的な知識・技能，思考力，判

断力，表現力等及び学習意欲を重視し（学校教育法第30条第２項），学校教育において

はこれらを調和的にはぐくむことが必要である旨が法律上規定された。

以上のことから，「生きる力」をはぐくむことが，これまで以上に求められるように

なった。そこで，「生きる力」をはぐくむという学習指導要領の理念を実現するため，

その具体的な手立てを確立する観点から，次の７点の基本的な考え方に基づいて学習指

導要領の改訂が行われた。

○　改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂

○　「生きる力」という理念の共有

○　基礎的・基本的な知識・技能の習得

○　思考力，判断力，表現力等の育成

○　確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保

○　学習意欲の向上や学習習慣の確立

○　豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実

－ 1 －



Q2
学習指導要領の改訂によって教育内容はどのように改善され
たのでしょうか。

ポイント

1 言語活動の充実（Ｑ26参照）

（１） 言語は，知的活動（論理や思考）やコミュニケーション，感性・情緒の基盤であり，

国語科において，これらの言語の果たす役割に応じた能力，感性・情緒をはぐくむこと

を重視する。

（２） 各教科等においては，国語科で培った能力を基本に言語活動を充実することの必要性

を十分に理解し，言語活動を各教科等の指導計画に位置付け，授業の構成や進め方を改

善する必要がある。

2 理数教育の充実（Ｑ27参照）

（１） 90年代半ば以降の学術研究や科学技術の世界的な競争の激化の中で，理数教育の質・

量両面の充実を図る。

（２） 知識・技能の定着のための繰り返し学習や，思考力や表現力等の育成のための観察・

実験，レポートの作成や論述などを行うために必要な時間を確保する。

（３） 国際的な通用性，内容の系統性，小・中・高等学校での学習の円滑な接続を踏まえた

指導内容の充実を図る。

3 伝統や文化に関する教育の充実（Ｑ28参照）

（１） 国際社会で活躍する日本人の育成を図るため，我が国や郷土の伝統や文化を受け止め，

それを継承・発展させるための教育を充実する。

（２） 国語科での古典の重視，社会科での歴史学習の充実，音楽科での唱歌・和楽器，技

術・家庭科での伝統的な生活文化，美術科での我が国の美術文化や保健体育科での武道

の指導の充実を図る。

4 道徳教育の充実（Ｑ29参照）

（１） 基本的な生活習慣や最低限の規範意識，自分への信頼感や思いやりなどの道徳性を養

い，法やルールの意義や遵守について理解し，主体的に判断し，適切に行動できる人間

を育てるために，発達の段階に応じた指導内容の重点化，教材の充実，体験活動の充実，

家庭や地域との役割分担を重視する。

－ 2 －

教育内容に関する主な改善事項は，次に示す７点である。

１　言語活動の充実

２　理数教育の充実

３　伝統や文化に関する教育の充実

４　道徳教育の充実

５　体験活動の充実

６　小学校段階における外国語活動の導入

７　社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項への取組の充実



（２） 道徳教育を充実・強化するという観点から，適切な教材が教科書に準じたものとして

十分に活用されるよう支援を行う。

5 体験活動の充実（Ｑ30参照）

（１） 子どもたちの社会性や豊かな人間性をはぐくむために，その発達の段階に応じ，集団

宿泊活動（小学校），職場体験活動（中学校）を重点的に推進する。

6 小学校段階における外国語活動の導入（Ｑ33参照）

（１） 中学校段階の文法等の英語教育の前倒しではなく，幅広い言語に関する能力や国際感

覚の基盤を培うため，英語の音声や基本的な表現に慣れ親しみ，言語や文化に対する理

解を深めるとともに，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し，中学

校との円滑な接続を図る。

（２） 小学校高学年で，総合的な学習の時間とは別に週１単位時間実施するが，教科とは位

置付けない。

7 社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項への取組の充実（Ｑ34参

照）

社会や子どもたちを取り巻く環境の変化の中で，新たに生じたり，時々刻々変容したりし

ている課題への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項として次の７点がある。

（１） 情報教育

（２） 環境教育

（３） ものづくり

（４） キャリア教育

（５） 食育

（６） 安全教育

（７） 心身の成長発達についての正しい理解

これらに共通するのは，子どもたちが，社会や自分たちを取り巻く環境の変化の中で，自

らの責任を十分自覚した上で，積極的に情報を得て，教科等で得た知識・技能を活用して自

分なりに判断し，行動できることが求められている点である。

そのため，学校は，関連の深い特定の教科等を中心にしつつ教科等を横断して知識・技能

を指導するとともに，これらを素材に子どもたちが考えたり，実践しようとするきっかけを

与えたりする必要がある。

－ 3 －



Q3
学習指導要領の改訂を受けて島根県では今後の教育課程の在
り方についてどのように指針が示されたのでしょうか。

ポイント

1 島根県における教育課程の在り方の指針（Ｑ14参照）

○ 島根県教育課程審議会は，子どもたちを取り巻く社会情勢の変化，各種の法令及び「し

まね教育ビジョン21」の趣旨を踏まえながら，「今後の望ましい教育課程の編成と実施の

在り方」について検討を重ね，平成21年３月，「学習指導要領等の改訂に伴う幼稚園，小

学校，中学校における教育課程の望ましい編成と実施」についての答申を行った。

○ 島根県教育課程審議会の答申を受け，島根県教育委員会は，平成21年４月，改訂された

学習指導要領の趣旨を踏まえ，島根県において特色ある教育課程を編成・実施するための

指針となる「島根の教育で大切にしたいこと」を示した。

「島根の教育で大切にしたいこと」

【幼稚園】

○　人とかかわる力

○　規範意識

○　多様な体験

○　健やかな心と体

○　特別な支援

○　幼・保・小・中の連携

【小学校・中学校】

○　学習意欲・学習習慣

○　言語活動の充実

○　道徳教育

○　健やかな心と体

○　ふるさと教育

○　学校図書館教育

○　特別な支援

○　【小】幼・保・小・中の連携　【中】小・中・高の連携

－ 4 －

１　島根県教育委員会は，島根県教育課程審議会からの答申（※）を受け，教育課程の在

り方の指針となる「島根の教育で大切にしたいこと」を示した。

※「学習指導要領等の改訂に伴う幼稚園，小学校，中学校における教育課程の望ましい

編成と実施について」（平成21年３月）



Q4

ポイント

１　教科では，習得・活用する学習活動を行い，総合的な学習の時間での探究活動へと発

展させる。

２　知識・技能を活用する学習活動や探究活動を通して，思考力，判断力，表現力等をは

ぐくむ。

３　習得・活用・探究の学習活動は，相互に関連し合って力を伸ばしていくものである。

今回の学習指導要領改訂では，基礎的・基本的な知識・技能を習得する学習活動，これらの

活用を図る学習活動及び総合的な学習の時間を中心とした探究活動といった学習の流れを重視

し，基礎的・基本的な知識・技能の習得とこれらを活用して課題を解決するために必要な思考

力，判断力，表現力等の育成をバランスよく図ることとしている。

1 各教科での習得・活用する学習と総合的な学習の時間での探究活動

教科では，基礎的・基本的な知識・技能を習得しつつ，観察・実験をし，その結果をもと

にレポートを作成する，文章や資料を読んだ上で，知識や経験に照らして自分の考えをまと

めて論述するといったそれぞれの教科の知識・技能を活用する学習活動を行い，それを総合

的な学習の時間における教科等を横断した課題解決的な学習や探究活動へと発展させること

が必要である。

2 思考力，判断力，表現力等をはぐくむ知識・技能を活用する学習及び探究活動

習得・活用・探究する学習活動は相互に関連し合っており，截然（せつぜん）と分類され

るものではないが，知識・技能を活用する学習活動やこれらの成果を踏まえた探究活動を通

して，思考力，判断力，表現力等がはぐくまれる。

3 習得・活用・探究する学習の相互作用

各教科での習得や活用と総合的な学習の時間を中心とした探究は，決して一つの方向で進

むだけではなく，例えば，知識・技能の活用や探究がその習得を促進するなど，相互に関連

し合って力を伸ばしていくものである。

－ 5 －

基礎的・基本的な知識・技能の習得とこれらを活用して課題
を解決するために必要な思考力，判断力，表現力等の育成を
バランスよく図るため，習得・活用・探究の学習活動の関連
を意識することが必要であると言われますが，習得・活用・
探究の学習活動の関連をどのようにとらえればよいのでしょ
うか。



教育課程の意義と法的基準第2章

Q5
教育課程やその基準，学習指導要領のとらえ方について，ど
のように考えたらよいのでしょうか。

ポイント

学習指導要領の改訂が行われるたびに，「教育課程の改訂」「教育課程の基準の改訂」「学習

指導要領の改訂」など異なった表し方がなされることがあるが，それぞれの違いについて次の

ように認識して使用することが必要である。

１　教育課程とは

学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童生徒の心身の発達に応じ，授

業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。

したがって，教育課程の改訂という表現の場合には，各学校が学校の教育計画を改めるこ

とをいう。

２　教育課程の基準とは

学校教育は公の性質をもつものであるから，全国的に一定の教育水準を確保し，全国どこ

においても同水準の教育を受けることのできる機会を国民に保障することが要請される。こ

のため，教育の目的や目標を達成するために，学校において編成，実施される教育課程につ

いて，国や地方公共団体として一定の基準を設け，国全体として統一性を保つことが必要と

なる。

つまり，教育課程の基準とは，教育の機会均等の確保と全国的に一定の教育水準を維持す

るために，国又は地方公共団体が示した指導内容に関する規定である。

したがって，教育課程の基準の改訂という表現の場合には，国又は地方公共団体が指導内

容に関する規定を改めることをいう。

３　学習指導要領とは

学習指導要領は，学校教育において，一定の水準を確保するため，学校教育法施行規則第

52条，第74条の規定に基づいて，文部科学大臣が定めた教育課程の基準であり，法的拘束力

をもつ。学習指導要領の改訂という表現の場合には，文部科学大臣が，学校教育法施行規則

に基づいて定めた教育課程の基準を改めることをいう。
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１　教育課程とは，学校が編成する総合的な教育計画である。

２　教育課程の基準とは，教育の機会均等と全国的に一定の教育水準を確保するために，

国または地方公共団体が示した指導内容に関する規定である。

３　学習指導要領とは，国が示した教育課程の基準である。



Q6
教育課程の編成に関する法令にはどのようなものがあります
か。また，学習指導要領は法的拘束力を有していますか。

ポイント

1 教育課程の編成に関する法令について

我が国は民主主義国家であり，学校教育についても公の性質をもち，全国一定水準の教育

を受ける機会を国民に保障するため，日本国憲法の精神にのっとり次のような法令上の定め

がなされている。

（１）教育基本法

教育の目的（第１条），教育の目標（第２条），生涯学習の理念（第３条），教育の機

会均等（第４条），義務教育（第５条），学校教育（第６条），大学（第７条），私立学校

（第８条），家庭教育（第10条），幼児期の教育（第11条），学校，家庭及び地域住民等の

相互の連携協力（第13条），政治教育（第14条）及び宗教教育（第15条）など，教育基

本法は，我が国の教育の基本理念等について定めている。

（２）学校教育法

学校教育法には，普通教育の目標（第21条），小学校教育の目的（第29条）及び目標

（第30条）が定められている。

また，中学校教育の目的（第45条）及び目標（第46条）が定められている。

さらに，小学校及び中学校の教育課程に関する事項については，文部科学大臣が定め

ることとされている（第33条，第48条）。

以上のように，学校教育法は，我が国の学校教育の仕組み等について定めている。

（３）学校教育法施行規則

学校教育法の規定に基づき，同法施行規則において，各教科，道徳，外国語活動，総

合的な学習の時間並びに特別活動によって編成すること（第50条）や教科等それぞれの

標準授業時数及び年間の総標準時数（第51条別表第１）等の基準を定めている。

また，中学校における教育課程（第72条）や教科等それぞれの標準授業時数及び年間

の総標準時数（第73条別表第２）についても明確に定めている。

（４）地方教育行政の組織及び運営に関する法律

教育委員会は，学校の教育課程に関する事務を管理，執行し，法令又は条例に違反し

ない限度において教育課程について必要な教育委員会規則を定めるものとするとされて

いる。

（５）学習指導要領

学校教育法第33条，第48条及び学校教育法施行規則第52条，第74条の規定に基づいて，
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１　教育課程の編成に関する法令

（１）教育基本法

（２）学校教育法

（３）学校教育法施行規則

（４）地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（５）学習指導要領

２　学習指導要領は法的拘束力をもつ



文部科学大臣は小・中学校学習指導要領を告示という形式で定めている。

2 学習指導要領は法的拘束力をもつ

上記１の（５）に基づいて，学習指導要領は，小・中学校の教育について一定の水準を確

保するために法令に基づいて国が定めた教育課程の基準である。したがって，学習指導要領

は法的拘束力をもっており，各学校の教育課程の編成及び実施に当たっては，これに従わな

ければならないものである。
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教育課程編成の原則第3章

Q7 教育課程を編成する場合の原則は何でしょうか。

ポイント

１　教育基本法及び学校教育法その他の法令並びに学習指導要領の示すところに従う。

２　児童生徒の人間としての調和のとれた育成を目指し，地域や学校の実態及び児童生徒

の心身の発達の段階と特性を十分考慮する。

学校における教育課程は，学校教育目標の具体化のために全教職員の協力の下，校長の責任

において編成されるものである。

1 法令及び学習指導要領の示すところに従う

教育課程の編成に当たっては，Ｑ６で説明した法令にある教育の目標及び標準授業時数等

に従い編成する。

2 地域や学校の実態及び児童生徒の心身の発達の段階と特性を十分考慮する

（１）地域の実態

地域には，生活条件や環境の違いがあり，それぞれに特色がある。このような学校を

取り巻く地域社会の実情を十分考慮して教育課程を編成する。とりわけ，学校の教育目

標や指導内容の選択に当たっては，地域の実態を考慮することが大切である。そのため

には，広く社会の変化に注目しながら地域社会の実態を十分分析し検討して的確に把握

すること，また，地域の教育資源や学習環境の実態を考慮し，教育活動を計画すること

が必要である。

（２）学校の実態

学校規模，教職員の状況，施設設備の状況，児童生徒の実態などの人的，物的条件の

実態は学校によって異なっている。

教育課程の編成に際しては，このような学校のもつ条件が密接に関連してくるので，

効率的な教育活動を実施するためには，これらの条件を十分考慮する。そのためには，

これらの条件を客観的に把握しなければならないが，特に，児童生徒の特性や教職員の

構成，教師の指導力，教材・教具の整備状況，地域住民による協同体制の整備状況など

について分析し，教育課程の編成に生かす。

（３）児童生徒の心身の発達の段階や特性

児童生徒の調和のとれた発達を図るという観点から，児童生徒の心身の発達の段階と

特性を十分把握して，これを教育課程の編成に反映させる。

小・中学校は心身の成長の著しい時期であり，各学校においては，児童生徒の発達の

過程などを的確にとらえるとともに，個々の児童生徒の特性や課題について十分配慮し

て，適切な教育課程を編成する。
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Q8
特色ある教育課程の編成には，具体的にどのような例がある
のでしょうか。

ポイント

１　重点を置く教科等の授業時数を増やしたり，身に付けさせたい能力を育成するための

時間を特設したりする。

1 特色ある教育課程の編成の例

（１）重点教科等に余剰時間を配当する例

年度当初に各教科等の授業時数を設定するとき，余剰授業時数を国語科に上乗せし，

標準授業時数を上回る授業時数を設定する。この余剰時数を使って，ことば遊び，詩の

暗唱，朗読会，討論会等を計画的に設定し，言語感覚や伝え合う力を身に付ける。

（２）１単位時間を弾力的に運用する例

中学校第１学年における国語科，数学科は，１単位時間50分でそれぞれ週４時間の授

業設定である。これを，毎日継続して学習を行うことを通して基礎的･基本的な内容を

習得するため，１コマ40分で週５時間の授業設定にし，国語科と数学科の授業を行える

ようにする。

（３）夏季休業中に授業日を設定する例

１学期間を通し，月に２回ずつ計画的に，地域の企業で働く社会人や卒業した先輩の

職業にかかわる講話を聞く時間を設定する。また，夏季休業中に５日間の職場体験学習

を実施する。これらの学習をもとに，更に，自分の就きたい職業調べ等を行い，将来へ

の希望や目標をもてるようにする。

（４）基礎的･基本的な知識･技能を活用する力をはぐくむことに重点を置く例

算数･数学科において，具体物を用いたり，言葉，数，式，図を用いたりして，考え，

説明する算数･数学的活動を行う時間を年間指導計画に位置付ける。また，各単元の終

末に，その単元で身に付けた基礎的・基本的な知識･技能を活用する問題（「しまね数リ

ンピック」の問題等）を解く時間を設定する。

（５）小中一貫教育の視点を取り入れた例

近隣の小学校と中学校において，小学校第６学年の児童と中学校第２学年の生徒が，

定期的に外国語を使った交流活動を行う。小学校第６学年の児童は，自分たちよりも高

いレベルのコミュニケーション能力に触れて学ぶ意欲を高め，中学校第２学年の生徒は，

分かりやすく伝える工夫をすることにより，コミュニケーション能力を更に高めること

につながる。
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Q9
法令及び学習指導要領の定める教育課程の基準によらずに教
育課程を編成できるのは，具体的にはどのような場合があり
ますか。また，その際の留意点は何でしょうか。

ポイント

教育課程の基準によらない教育課程が編成できる場合は，次のとおりである。

１　複式学級の場合

２　特別支援学級の場合

３　通級による指導の場合

４　私立学校の場合

５　教育課程の改善のための研究の場合

６　学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程の編成の場合

７　不登校児童生徒を対象にした学校の場合

1 複式学級の場合

学習指導要領総則では，「学校において２以上の学年の児童（生徒）で編制する学級につ

いて特に必要がある場合には，各教科，道徳，外国語活動及び特別活動（中学校では各教科）

の目標の達成に支障のない範囲内で，その目標及び内容について学年別の順序によらないこ

とができる。」（小学校：第１章第２の５　中学校：第１章第２の４）とされている。

その留意点としては，次のことが挙げられる。

（１） 指導方法については，教科や児童生徒の状況に応じ弾力的に考える必要がある。例え

ば，当該学年の内容を学習しなければ次の学年に進むことが困難な教科と，上下両学年

が同じ内容，同じ程度で学習することができる内容を含む教科とでは，指導する方法が

違ってくることが考えられる。

（２） 学校教育法施行規則第51条の別表第１で示されているとおり，２以上の学年において

標準授業時数が違っていることに配慮すると同時に，第１学年と第２学年，第３学年と

第４学年においては，学年の年間総授業時数が違ってくることに配慮して年間指導計画

の作成をする必要がある（Ｑ10参照）。

（３） 複式学級はその多くがへき地にあることから，指導計画作成に当たっては，地域の利

点を生かし，題材に地域と関係の深いものを選んだり，地域の素材を活用したりするな

ど，児童生徒の学習に対する興味や関心を喚起することが大切である。

（４） 複式学級の指導において，いわゆる「わたり」で指導する場合，間接指導の時間が生

じてくることになる。この時間に十分学習効果をあげるために，児童が主体的に学習す

る力を高める学習訓練をするとともに，教育機器を活用するなど，指導の工夫を図るこ

とが大切である。

（５） 複式学級における教育課程の編成は，学級編制が単式となったり複式となったりと変

動する場合があるので，絶えず数年先を見通すとともに，組み合わされる学年，教科，

児童の個人差等を考慮しつつ行わなければならない。

２　特別支援学級の場合（Ｑ13参照）

学校教育法施行規則では，「小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における

特別支援学級に係る教育課程については，特に必要がある場合は，…（中略）…特別の教育
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課程によることができる。」（第138条）とされている。

その留意点としては，次のことがあげられる。

（１） 特別支援学級において特別の教育課程を編成する場合には，学級の実態や児童生徒の

障がいの程度等を考慮の上，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし，例

えば，障がいによる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導領域である

「自立活動」を取り入れたり，各教科の目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替え

たり，各教科を，知的障がいのある児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科

に替えたりするなどして，実情に合った教育課程を編成する必要がある。また，特別支

援学級の指導に当たっては，学級担任だけでなく他の教師と連携協力して，個々の児童

生徒の障がいの状態等に応じた効果的な指導を行う必要がある。

（２） 特別な支援の必要な児童生徒の教育においては，児童生徒一人一人が社会の一員とし

て豊かな生活を営むことができるように，学校においては，めあてや見通しのもてる生

活の場，自発的・主体的に取り組める生活の場，人と人とのかかわりを楽しめる生活の

場，成就感や充足感を味わえる生活の場などを用意する必要がある。

（３） 特別支援学級について，特別の教育課程を編成する場合であって，文部科学大臣の検

定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には，当該特別支援学級を置く学

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よう

になっている（学校教育法施行規則第139条）。

3 通級による指導の場合（Ｑ12参照）

学校教育法施行規則では，「小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において，

言語障害者，自閉症者，情緒障害者，弱視者，難聴者，学習障害者，注意欠陥多動性障害者，

その他障害のある者に該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）の

うち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には，特別の教育課

程によることができる。」（第140条）とされている。

その留意点としては，次のことがあげられる。

（１） 通級による指導の場で行う特別の指導とは，障がいによる学習上又は生活上の困難の

改善・克服を目的とする指導のことであり，指導に当たっては，特別支援学校小学部・

中学部学習指導要領に規定する自立活動の目標や内容を参考に，学習活動を行うことに

なる。また，これに加えて，特に必要があるときは，特別の指導として，児童生徒の障

がいの状態等に応じて各教科の内容を補充するための指導を，一定時間内において行う

こともできる。

（２） 対象となる児童生徒に対する通常の学級における指導と通級による指導とが共に効果

的に行われるためには，それぞれの担当教員同士が児童生徒の様子や変化について定期

的に情報交換を行うなどして連携に努め，指導の充実を図ることが求められる。また，

児童生徒が他校において指導を受ける場合には，当該児童生徒が在籍する小・中学校の

校長は，当該特別の指導を行う学校の校長と十分な協議の上，教育課程を編成する必要

がある。

（３） 通級による指導に係る授業時数は，年間35単位時間から280単位時間までを標準とさ

れているほか，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されている。

（４） 児童生徒が在籍学校以外の小学校・中学校又は特別支援学校の小学部・中学部におい

て，特別の指導を受ける場合には，当該児童生徒が在籍する小学校・中学校の校長は，
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これら他校で受けた指導を，特別の教育課程に係る授業とみなすことができることにな

っている（学校教育法施行規則第141条）。

4 その他

○　私立学校の場合（学校教育法施行規則　第50条第２項，第79条）

○　教育課程の改善のための研究の場合（学校教育法施行規則　第55条，第79条）

○　学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程の編成の場合（学校教育法施行規則　第

55条の２，第79条）

○　不登校児童生徒を対象とした学校の場合（学校教育法施行規則　第56条，第79条）
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Q10
複式学級を有する学校での教育課程の編成においてはどのよ
うなことに留意する必要があるのでしょうか。

ポイント

１　複式学級における教育課程の編成の特例の趣旨を踏まえる。

２　教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動の複式学級の年間指導計画

を作成する。

３　教科の特性や児童の実態に応じて指導形態や指導方法を工夫する。

1 複式学級における教育課程の編成の特例

複式学級については，学習指導要領総則「内容等の取扱いに関する共通的事項の５」に，

「学校において２以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には，各教

科，道徳，外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障のない範囲内で，各教科，道徳，外

国語活動及び特別活動の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。」と

示されている。

ただし，「特に必要のある場合には」，「目標の達成に支障のない範囲内で」という趣旨に

留意する必要がある。例えば，小学校理科の「電気の通り道」（３年）と「電気の働き」（４

年），「物の溶けかた」（５年）と「水溶液の性質」（６年）など，学習内容に順序性があるも

のについては，その順序が逆にならないよう配慮する必要がある。

2 複式学級における年間指導計画の作成

複式学級では，標準授業時数を踏まえつつ，学校や地域の実態を十分考慮し，授業時数を

定めることとなる。その際，各学年の年間の授業時数を大幅に増減することは好ましくない。

具体的には年間指導計画を工夫し，その内容を踏まえながら授業時数を検討することとなる。

例えば，小学校社会科の第３・４学年の指導について，単元ごとに「学年別指導」（「わた

り」）で行うか，２学年合同で学習する「同単元指導」で行うかを検討する。いずれの場合

でも２学年合計で160時間を下回らないようにすることが必要である。１年間通して「学年

別指導」で行う場合は第３学年70時間，第４学年90時間実施することになる。

また，図１のように，Ａ・Ｂ年度方式においてもいくつかの単元を「学年別指導」で行う

ことにより，標準授業時間の学年差を生み出すことも考えられる。
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3 指導形態や指導方法の工夫

学級編制の流動に留意して，数年先を見通した教育課程を編成するように留意する。また，

教科の特性や児童の実態に応じて，教育課程や指導形態を工夫する。（「同単元指導」にする

か「学年別指導」（「わたり」）で行うか，あるいはその併用をするか等。）

指導方法については教科の特質や児童の実態（１学年の人数など），作成した指導計画に

対応した適切な指導形態や指導方法を工夫する。（図２参照）

〔図２〕 複式学級における指導形態例

また，次のようなことにも留意する必要がある。

○ コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報機器を有効に活用して，複式学級での

指導に役立てる。

○　複式学級を有する学校間で交流を図り，教育課程の編成などについても情報交換をする。

○ 転出入児童がある場合には，既習事項，未習事項を正確に把握し，その旨を転出先の学

校に連絡し，児童の学習に支障が生じないよう適切な対応をする。

○ 間接指導の時間に十分学習効果をあげるために，児童が主体的に学習する力を高める指

導をするとともに，教育機器等の活用をするなど，指導の工夫を図る。
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Q11
へき地・小規模校の教育課程の編成においてはどのようなこ
とに留意する必要があるのでしょうか。

ポイント

１　へき地・小規模校の特性を生かす教育課程の編成を工夫する。

２　コンピュータ等の情報機器の活用を工夫する。

３　近隣の小学校や中学校との交流や地域との交流を積極的に行う。

４　多人数での活動が効果的な場合には，合同での学習を工夫する。

1 へき地・小規模校の特性を生かした教育課程の編成の工夫
県内の学校で，へき地の指定を受けている学校は，平成21年度において，小学校で33％，
中学校で30％となっている。全国的にみてもへき地指定の学校数の割合が大きく，へき地・
小規模校の教育の充実は本県の学校教育の大きな課題の１つである。
へき地・小規模校は，全校児童生徒や１学級当たりの児童生徒の人数が少ない。このため，
教師は一人一人の児童生徒のよさや可能性を把握したり，個を生かしたりすることが行いや
すく，個に応じた指導も適切に実施できる場合が多い。また，体験的な学習や問題解決的な
学習を取り入れる上でも，一人一人に応じた支援を行うこともできるなどのよさも多い。
へき地・小規模校の指導の困難性に目を向けるのみではなく，少人数のよさに目を向け，
一人一人の個性を生かした教育を推進し，個に応じた指導の一層の充実に努めることが求め
られる。

2 情報機器の活用
コンピュータや情報通信ネットワーク等の情報手段を活用することは多くの情報を得たり，
他とのコミュニケーションを図ったりすることに有効な場合がある。情報の活用，発信を通
して児童生徒の視野を広げるとともに他校との交流を図り，より広い視野に立った見方・考
え方を身に付けさせたり，多くの人々との交流を通して自主性や積極性をはぐくんだりする
ことに生かす。

3 近隣の小学校や中学校及び地域との交流
県内の小規模校では，その特性から，校内に家庭的な雰囲気が生まれ，温かい人間関係を
はぐくみやすい一方で，人間関係が固定化しやすいことが指摘されている。そこで，主体的
な行動力やコミュニケーション能力を培うための教育活動を積極的に取り入れ，豊かな人間
関係を構築することが大切である。そのために，同じ地域にある学校，園との交流活動や地
域の人材との交流を適宜組み入れ，必要に応じてより大きな集団での活動を取り入れる。
例えば，近隣の小学校同士が合同で運動会や遠足を行ったり，同じ市町村内の小学校と中
学校との交流活動を行ったりする。また，ふるさと教育と連動する形で授業に積極的に地域
講師を登用したり，地域行事に学校の授業や行事を合わせたりするなどの工夫を行うことに
よって，人間関係が広がっていくようにする。

4 合同での学習の工夫
学習内容や活動によっては，多くの人数で行うのが効果的な場合がある。そのような場合
には，複数学年や他校との合同での授業を取り入れていくことも考えられる。
例えば１人や２人の学級においての道徳の授業では，多様な価値が出にくいという面があ
るので，計画的に複数学年での授業を行ったり，校内の職員や地域の方の協力を得たりする
など多人数での授業を実施することにより，多様な価値観に触れることができるよう工夫する。
このような合同学習を行う場合は，児童生徒の発達の段階に配慮したり，各単元等の目標
を踏まえたりして行うことが必要である。

－ 16 －



Q12
通常の学級に在籍する特別な支援の必要な児童生徒の指導を
行う場合，どのようなことに留意する必要があるのでしょう
か。

ポイント

１　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計画的，組織的に

行う。

２　通級による指導が必要な場合は，児童生徒の的確な実態把握を基に指導のねらいと内

容を明確にして，特別な教育課程を編成する。

平成18年学校教育法が改正され，「幼稚園，小学校，中学校，高等学校等において，障害の

ある幼児，児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対し，障

害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うこと」（学校教育法第81条第１

項）が規定された。

1 障がいの状態等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）的確な実態把握

児童生徒の障がいの種類や程度を的確に把握する。

その際，児童生徒の学習面だけでなく，学校生活の様々な場面での様子や家庭生活を

含めた生活全般の情報を集め，関心のあることがらや得意なことがら等の情報を基に，

今後の指導計画を作成することが必要である。また，ＷＩＳＣ－Ⅲ等の心理検査の結果

を授業の中で生かすために，専門的分野から助言を受けることも必要である。

（２）指導内容や指導方法の工夫

①　個々の児童生徒の障がいの状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討する。

指導に当たっては「個別の指導計画」を作成し，計画的に指導するとともに校内の支

援体制を整備し，組織的に指導する。

例えば，各教科等で「個別の指導計画」を作成する際，教科等の単元目標に個別の

目標を書き加えたり，学習活動に個別の配慮を書き加えたりするとともに，評価の観

点に個別の具体的な評価項目を加えることで効果的な「個別の指導計画」が作成でき

る。こうした「個別の指導計画」に基づく指導を継続していくことが計画的，組織的

な指導につながる。

また，別室等で個別に学習する必要がある場合は，校内体制を整備するとともに在

籍している学級の指導計画に準じ，別室での個別の指導計画を立て，指導に当たる担

当者が目標や指導内容について共通理解を図る。さらに，良好な人間関係を作ってい

くことや学校生活の様々な活動の中で，何をどのように指導し必要な支援を行うかに

ついても，具体的に計画を立てることが必要である。そして，その計画に基づいた評

価を行うとともに，支援の効果が見られない方策については，児童生徒のニーズに合

っていない場合もあることから，新たな支援の方策について検討する。

②　学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導が必要な児童生徒の指導に

当たっては，特別支援学校学習指導要領の自立活動の内容を参考にして適切な指導や

必要な支援を行う。

例えば，学級活動の「日常の生活や学習への適応及び健康安全」の「ア希望をもっ

て生きる態度の形成」の指導においては，集団適応にかかわる問題に対応することが
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必要であるが，そこに自立活動の区分「環境の把握」の項目「感覚や認知の特性への

対応に関すること」や区分「人間関係の形成」の項目「集団への基礎に関すること」

等の指導内容を参考とし学級活動と関連付けて指導を行うことが必要である。

③　学習上の配慮を要する児童生徒については，実態に応じたきめ細かな指導をする。

例えば，指導内容を理解するために，具体物を使ったり他の教科の内容を関連付け

て説明したりする等の工夫を行う。また指導者の指示の出し方や声の大きさ，板書の

構成の工夫等に配慮し分かりやすい授業作りに努める。さらに，学級の指導計画の中

に個別の配慮事項を記入する等を行う。

（３）校内体制の整備

特別な支援を必要とする児童生徒がいる場合，まず校内委員会等で実態把握を行い，

適切な指導と必要な支援（だれが，どこで，どのように）を行うための校内体制作りを

行う。その際，担任一人にまかせるのではなく，学校体制の中でチームを組み対応する

ことが重要である。特別な支援を必要とする児童生徒は，学校のすべての教職員及び児

童生徒とかかわりをもちながら学校生活を送ることから，教職員は共通した理解と指

導・支援を行うことが必要であるとともにすべての教育活動を通して共生社会の実現を

めざすことが重要である。

さらに，児童生徒が必要とする関係機関と連携していくためのツールである個別の教

育支援計画を作成したり，学校内の指導については個別の指導計画を作成したりする等，

児童生徒に必要な指導と支援の目標や具体的な取組を明記して進める。これらの作成に

当たっては，特別支援学校のセンター的機能や各相談機関等を活用し，関係機関も交え

た支援会議を行って作成することも考えられる。

児童生徒の指導・支援が生かされるためには，保護者との良好な関係が欠かせない。

保護者の気持ちを受容的に受け止め理解することが基盤であり，保護者は最大の支援者

であるという思いに立ち，児童生徒のもつ能力や可能性を最大限に伸ばすという視点で

相談していく。

また，特別支援教育支援員が配置されている場合にも，校内委員会等の話し合いをふ

まえて作成した個別の指導計画及び個別の教育支援計画を基に，担任等と連携を図りな

がら必要な支援を行う。

2 指導のねらいと内容を明確にした通級による指導を行う（Ｑ９参照）

通級による指導は，学校教育法施行規則第140条において，指導の対象は「言語障害者，

自閉症者，情緒障害者，弱視者，難聴者，学習障害者，注意欠陥多動性障害者，その他障害

のある者」とされ，特別な教育課程を編成するとされている。

障がいに応じた特別の指導とは，障がいによる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目

的とする指導のことであり，特別支援学校の教育課程にある，自立活動に相当する内容の指

導を行うことになる。ただし，特に必要があるときは，特別の指導として，児童生徒の障が

いの状態等に応じて各教科等の内容を補充するための指導を一定時間内において行うことも

できる。

通級による指導を受けるに当たっては，児童生徒の実態を把握しその必要性を校内委員会

等において充分な審議を行う中で，ねらいと内容を明確にして実施する。さらに，指導を受

けている期間は，学級担任と通級指導教室担当者が密接な連絡をとるとともに，指導のねら

いや内容について適切な評価を行いながら進めるとともに，対象となる児童生徒が通級によ

る指導を意欲的に受けることができるような学級経営上の配慮をすることが必要である。

なお，通級による指導の手続きは，市町村教育委員会と連絡を取りながら進めていくこと

が必要である。
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Q13
特別支援学級で指導を行う場合，教育課程の編成においては
どのようなことに留意する必要があるのでしょうか。

ポイント

１　特別支援学級については，児童生徒の実態を把握し長期的な視点に立って教育課

程の編成を行う。

２　通常の学級との交流及び共同学習を実施する場合には，ねらいを明確にして行う。

1 長期的な視点に立った教育課程の編成（Ｑ９参照）

特別支援学級の教育課程については，必要がある場合は，特別の教育課程によることがで

きる。（学校教育法施行規則第138条）

特別の教育課程を編成する際には，次の点に留意する。
（１） 学校教育法に定める小学校及び中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。

（２） 児童生徒の障がいの程度等の的確な実態把握を行う。

（３） 教師間の連携に努め，効果的な指導を行う。

（４） 特別支援学校小学部･中学部学習指導要領を参考とすることができる。
（５） 小学校及び中学校の指導目標及び指導内容を明確にし，連続性のある教育課程を編成

する。

2 交流及び共同学習

通常の学級との交流及び共同学習は，双方の教育的ニーズを十分把握し，校内の協力体制

を構築し，効果的な活動を設定する。双方の学級担任や教科担任が，個別の指導計画に基づ

き，交流及び共同学習のねらいを共通理解し指導に当たる。

例えば，情報交換ノートを作成して活用し，児童生徒の授業での様子について，常に，情

報交換したり，評価したりして取り組むことが必要である。

※ 「特別支援学校及び特別支援学級・教育課程編成の手引」

（島根県教育委員会　平成22年度発行予定）
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具体的な教育課程編成第4章

Q14
島根県において，教育課程を編成・実施する際にどのような
点に配慮するとよいのでしょうか。

ポイント

１　「島根の教育で大切にしたいこと」に示した基本的な考え方を踏まえる。

２　「島根の教育で大切にしたいこと」に示した重点指導事項を踏まえる。

島根県教育委員会は，「島根県教育課程審議会答申」に基づき，「島根の教育で大切にしたい

こと」（リーフレット）を作成したが，その中に，教育課程編成・実施上の基本的な考え方

（３点）及び重点指導事項（８点）を示した。各学校においては，これらを踏まえ，教育課程

を編成・実施することが大切である。

1 3 つの基本的な考え方

（１） 子ども一人一人の感性を基盤とした確かな学力（知）・豊かな心（徳）・健やかな体

（体）をバランスよく育む。

（２） 島根の豊かな自然や歴史，文化，教育熱心な人々など恵まれた教育資源を生かす。

（３） 教育活動の全体計画に沿った多面的・総合的な指導と，教科等の特質に応じた重点的

な指導の両面から指導を工夫する。

2 8 つの重点指導事項

【小学校】

（１）学習意欲・学習習慣（Ｑ25参照）

学習の基盤として，学習意欲を高め，学習習慣を確立する。

（２）言語活動の充実（Ｑ26参照）

言語は知的活動，コミュニケーションや感性・情緒の基盤であることから，各教科等

における言語活動を充実する。

（３）道徳教育（Ｑ29参照）

自分を大切にし，他を思いやる心，卑怯を恥じる心などの道徳性を養い，主体的に判

断し，適切に行動できる人間を育てる。

（４）健やかな心と体（Ｑ31参照）

健やかな心と体をはぐくむための基盤となる基本的生活習慣の定着を図る。

（５）ふるさと教育（Ｑ32参照）

ふるさとの自然や文化などの学習を通して，コミュニケーション能力や地域の一員と

しての自覚，心豊かな人間性，社会性をもつ子どもを育てる。

（６）学校図書館教育（Ｑ35参照）

豊かな心（感性・情緒）をはぐくみ，確かな学力を身に付けるために必要な読書活動

を推進する。

（７）特別な支援（Ｑ12・13参照）
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確かな学力を身に付けるだけでなく，より豊かに生きるために，人間関係の形成に必

要な能力等を高める。

（８）幼・保・小・中の連携（Ｑ38参照）

各校種の教育の役割を果たし，次の校種へ円滑な接続が促されるように，互いの教育

の内容と方法について理解を深める。

【中学校】

（１）学習意欲・学習習慣（Ｑ25参照）

学習の基盤としての学習意欲を高め，生徒自ら課題を解決する学習を行う。

（２）言語活動の充実（Ｑ26参照）

言語は知的活動，コミュニケーションや感性・情緒の基盤であることから，各教科等

において言語活動を充実する。

（３）道徳教育（Ｑ29参照）

社会人として身に付けるべき基本である道徳性（自他の生命を尊重し，規範意識をも

ち，思いやりのある行動ができるなど）をはぐくむ。

（４）健やかな心と体（Ｑ31参照）

生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基盤をつくる。

（５）ふるさと教育（Ｑ32参照）

ふるさとの自然や文化などの学習を通して，コミュニケーション能力や心豊かな人間

性をはぐくむとともに，国際社会に生きる人間としての人格形成を図る。

（６）学校図書館教育（Ｑ35参照）

豊かな心（感性・情緒）をはぐくみ，確かな学力を身に付けるために必要な読書活動

を推進する。

（７）特別な支援（Ｑ12・13参照）

長期的な展望に立って生徒一人一人がもつ可能性を最大限に伸ばす。

（８）小・中・高の連携（Ｑ38参照）

各校種の教育の役割を果たし，次の校種へ円滑な接続が促されるように，互いの教育

の内容と方法について理解を深める。
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Q15

教育課程と学校教育目標，指導計画及び教育活動の関係をど
のようにとらえたらよいのでしょうか。また，学校教育目標
の設定に当たっては，どのような点に留意したらよいのでし
ょうか。

ポイント

１　学校教育目標は，教育活動全体を通じて，育てたい子どもの姿を具体的に表すもので

あり，その教育目標を具現化していくのが教育課程である。学校教育目標設定に当たっ

ては，具備すべき条件を踏まえることが重要である。

２　指導計画は，教育課程内の教育活動を具体化する実施計画である。

３　教育活動は，教育課程内の教育活動と教育課程外の教育活動に大別される。

1 教育課程と学校教育目標について

学校教育目標は，教育活動全体を通じて，育てたい子どもの姿を具体的に表すものであり，

その教育目標を具現化していくのが教育課程である。学校教育目標は，学校の教育活動全体

を通じてその達成を目指すためにも具体的・実践的な内容で表現されていることが必要であ

る。

学校教育目標設定に当たり，具備すべき条件は次のとおりである。

（１） 法律に定められた小・中学校の目的や目標を前提とするものであること。

（２） 学習指導要領に示す各教科，道徳，外国語活動（小学校），総合的な学習の時間及び

特別活動の目標やねらいを前提とするものであること。

（３） 教育委員会の規則，方針等に従っていること。

（４） 地域や学校の実態等に即したものであること。

（５） 教育的価値が高く，継続的な実践が可能なものであること。

（６） 評価が可能な具体性を有すること。

2 教育課程と指導計画について

教育課程が「教育内容を授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であ

る。」ことに対し，指導計画は題材，時間配当，時数ごとの活動内容，評価項目など「授業

として取り組むことができるよう具体化された実施計画である。」といえる。

3 教育課程と教育活動について

学校における教育活動は，教育課程内の活動と教育課程外の活動に大別される。前者は，

教育課程として編成された各教科等に関する教育活動である。それに対して後者は，清掃や

部活動等のように，人間形成にとって重要な機会となる活動であるが，どの教科等にも属さ

ない教育活動である。
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Q16 教育課程の編成は，どのような手順で行えばよいのでしょうか。

ポイント

教育課程の編成の手順は必ずしも一定したものではなく，それぞれの学校がその実態に

即して，手順を考えるべきものであるが，その例は次のとおりである。

１　教育課程の編成に対する学校の基本方針を明確にする。

２　教育課程の編成のための具体的な組織と日程を決める。

３　教育課程の編成のための事前の研究や調査をする。

４　学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定める。

５　教育課程を編成する。

1 教育課程の編成に対する学校の基本方針を明確にする。

（１） 学校として教育課程の意義，教育課程の編成の原則などの編成に対する基本的な考え

方を明確にし，全教職員が共通理解をもつ。

（２） 編成のための作業内容や作業手順の大綱を決め，作業計画の全体について全教職員が

共通理解をもつ。

（３） 編成のための組織と日程の基本的な方針を明確にする。

①　編成に当たる組織及び各種会議の役割や相互関係について，その基本的な考え方を

明確にする。

②　分担作業の実施やその調整なども含め，作業日程についてその基本的な考え方を明

確にする。

2 教育課程の編成のための具体的な組織と日程を決める。

（１） 編成のための組織を決める。

① 編成に当たる組織及び各種会議について，その職務分担，役割などを具体的に決め

る。

② 編成に当たる組織及び各種会議について，分担，協力などその相互関係を明確にす

るとともに，それを学校の組織全体の中に位置付ける。

③ 既存の組織を整備，補強したり，新たな組織を設けたりするなど，具体的に組織の

手直しや組織づくりをする。

④　組織内の役割や分担を決める。

（２） 編成のための作業日程を決める。

分担作業やその調整を含めて，作業ごとの具体的な日程を決める。

3 教育課程の編成のための事前の研究や調査をする。

（１） 教育課程についての国の基準や教育委員会の規則などを研究し理解する。

（２） 地域や学校の実態及び児童生徒の心身の発達の段階や特性を把握する。その際，保護

者や地域住民の意向，児童生徒の状況等を把握することに留意する。

（３） 実施中の教育課程を検討し評価して，その改善点を明確にする。その際，児童生徒の

学習状況や反応などに留意する。
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4 学校教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定める。

（１） 事前の研究や調査の結果を検討し，学校教育の目的や目標に照らして，それぞれの学

校や児童生徒がもっている教育課題を明確にする。

（２） 学校教育の目的や目標を調和的に達成するため，各学校の教育課題に応じて，学校教

育目標など教育課程の編成の基本となる事項を設定する。

（３） 編成に当たって，特に留意すべき点を明確にする。

5 教育課程を編成する。

（１）指導内容を選択する。

①　指導内容について，その基礎的・基本的なものを明確にする。

②　学校教育目標の有効な達成を図るため，重点を置くべき指導内容を明確にする。

③ 各教科等の指導において，基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と思考力，判

断力，表現力等の育成を図るとともに，個に応じた指導を推進するよう配慮する。

④ 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及び体育・健康に関する指導について，

適切な指導がなされるよう配慮する。

⑤ 地域や学校，児童生徒の実態に応じて学校が創意を生かして行う総合的な学習の時

間を適切に展開できるよう配慮する。

⑥　指導内容に取り上げた事項のまとめ方や重点の置き方を検討する。

（２）指導内容を組織する。

① 各教科，道徳，外国語活動（小学校），総合的な学習の時間及び特別活動について，

各教科等間の指導内容相互の関連を図る。

②　各教科等の指導内容相互の関連を明確にする。

③ 発展的，系統的な指導ができるように指導内容を配列し組織する。特に，内容を２

学年まとめて示した教科については，２学年間を見通した適切な指導計画を作成する。

④　各学年において，合科的・関連的な指導について配慮する。

（３）授業時数を配当する。

① 指導内容との関連において，各教科，道徳，外国語活動（小学校），総合的な学習

の時間及び特別活動の年間授業時数を定める。

② 各教科等や学習活動の特質に応じて，創意工夫を生かし，１年間の中で，学期，月，

週ごとの各教科の授業時数を定める。

③ 各教科等の授業の１単位時間を，児童生徒の発達の段階及び各教科等や学習活動の

特質を考慮して適切に定める。
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Q17
各教科等の指導内容を構成する場合，どのような点に留意す
ればよいのでしょうか。

ポイント

１　各教科，道徳，外国語活動（小学校）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。また，学校において

特に必要がある場合には，学習指導要領第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。

２　各教科，道徳，外国語活動（小学校）及び特別活動並びに各学年，各分野又は各言語

の内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，その取扱いについて適切な工夫を

加える。

３　教育課程の編成には特例が認められる場合がある。

４　選択教科（中学校）は標準授業時数の枠外で開設することができる。

指導内容の選択・構成に当たっては，学習指導要領総則第２「内容等の取扱いに関する共通

的事項」を踏まえる必要がある。また，「島根県教育課程審議会答申」や「島根県教育課程審

議会答申」を受けて作成した「島根の教育で大切にしたいこと」に示されている基本的な考え

方３点（※）を参考にする。

※① 子ども一人一人の感性を基盤とした確かな学力（知）・豊かな心（徳）・健やかな体

（体）をバランスよく育む。

②　島根の豊かな自然や歴史，文化，教育熱心な人々など恵まれた教育資源を生かす。

③ 教育活動全体計画に沿った多面的・総合的な指導と，教科等の特質に応じた重点的な

指導の両面から指導を工夫する。

1 各教科，道徳，外国語活動（小学校）及び特別活動の内容に関する事項

（１）学習指導要領の内容の取扱い

①　学習指導要領は国が定める教育課程の基準である。特に示されている場合を除き，

必ず取り扱わなければならない。

「特に示す場合」の例

例えば，小学校社会科の第３学年及び第４学年の内容（３）のアでは，地域の

人々にとって必要な「飲料水，電気，ガスの確保」について調べて考える学習を

行うことが示されている。一方，同学年の内容の取扱いでは，「飲料水，電気，

ガス」の中から選択して取り扱うように示されている。したがって，各学校では，

地域等の実態を生かして効果的な内容を取り上げるようにする。

（２）内容の範囲や程度などを示す事項

①　学習指導要領に示している内容は，すべての児童生徒に対して確実に指導しなけれ

ばならない。

②　個に応じた指導を充実する観点から，児童生徒の学習状況などその実態等に応じて，

学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能である。

③　旧学習指導要領において「（…の）事項は扱わないものとする」などと定められて
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いたいわゆる「はどめ規定」が見直された。例えば，中学校学習指導要領解説総則編

には，「さらに知識・技能を深めたり高めたりすることともに，思考力，判断力，表

現力等を豊かにし，学習意欲を一層高めたりすることが期待される。」と記され，数

学科の平方根表の事例が示されている。

④　学習指導要領に示されている各教科，道徳，外国語活動（小学校）及び特別活動の

目標や内容の趣旨を逸脱したり，児童生徒の負担が過重となったりすることのないよ

う，十分に留意する。

2 各教科，道徳，外国語活動（小学校）及び特別活動並びに各学年の内容に掲げる事項の順

序

（１） 特に示す場合を除き，指導の順序を示すものではないので，学校においては，その取

扱いについて適切な工夫を加える。

①　各教科等の学年別の内容に掲げる事項は，それぞれの教科等の内容を体系的に示す

観点から整理して示しているものであり，その順序は，特に示す場合を除き，指導の

順序を示すものではない。

「特に示す場合」の例

例えば，中学校社会科（公民的分野）の内容（１）「私たちと現代社会」には，

ア「私たちが生きる現代社会と文化」，イ「現代社会をとらえる見方や考え方」

が示されており，同内容の取扱いでは，内容（１）については公民的分野の導入部

として位置付け，ア，イの順で行うものと記されている。

②　各学校においては，各指導事項の関連を十分検討し，地域や学校の実態及び児童生

徒の発達の段階や特性を考慮するとともに，教科用図書との関連も考慮して，指導の

順序やまとめ方に工夫を加え，効果的な指導ができるよう指導内容を組織し指導計画

を作成する。

3 教育課程編成の特例

特例が認められる場合は，次のとおりである。（Ｑ９参照）

（１） 複式学級の場合

（２） 特別支援学級の場合

（３） 通級による指導の場合

（４） 私立学校の場合

（５） 教育課程の改善のための研究の場合

（６） 学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程の編成の場合

（７） 不登校児童生徒を対象にした学校の場合

4 選択教科（中学校）を開設する際の留意事項

これについては，本書第４章Ｑ19で説明する。
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Q18
目標や内容を 2学年以上まとめて示された教科等はどのよう
に取り扱えばよいのでしょうか。

ポイント

１　目標及び内容を２学年以上まとめて示された教科等の内容は，２学年間を見通して計

画的に指導する。

２　当該学年間を見通して，地域，学校，児童生徒の実態に応じ，効果的・段階的な指導

ができるよう，特に示す場合を除き，いずれかの学年に分けて，又はいずれの学年にお

いても指導するものとし，内容の取り上げ方を創意工夫して指導計画を作成する。

1 2 学年以上まとめて示した教科等

各教科等の目標や内容は次のように示されている。なお，ゴシックで記した教科等・学年

は，２学年以上で示されているものである。

〈小学校〉

【国語】第１・２学年，第３・４学年，第５・６学年

【社会】第３・４学年，第５学年，第６学年

【算数】第１学年，第２学年，第３学年，第４学年，第５学年，第６学年

【理科】第３学年，第４学年，第５学年，第６学年

【生活】第１・２学年

【音楽】第１・２学年，第３・４学年，第５・６学年

【図画工作】第１・２学年，第３・４学年，第５・６学年

【家庭】第５・６学年

【体育】第１・２学年，第３・４学年，第５・６学年

【道徳】第１・２学年，第３・４学年，第５・６学年

【外国語活動】第５・６学年

【総合的な学習の時間】第３・４・５・６学年

【特別活動】〔学級活動〕第１・２学年，第３・４学年，第５・６学年，共通事項

〔児童会活動〕

〔クラブ活動〕主として第４学年以上

〔学校行事〕

〈中学校〉

【国語】第１学年，第２学年，第３学年

【社会】〔地理的分野〕〔歴史的分野〕〔公民的分野〕

【数学】第１学年，第２学年，第３学年

【理科】〔第１分野〕〔第２分野〕

【音楽】第１学年，第２・３学年

【美術】第１学年，第２・３学年

【保健体育】〔体育分野〕第１・２学年，第３学年〔保健分野〕

【技術・家庭】〔技術分野〕〔家庭分野〕

【外国語】第１・２・３学年

【道徳】第１・２・３学年

【総合的な学習の時間】第１・２・３学年

【特別活動】〔学級活動〕〔生徒会活動〕〔学校行事〕
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２ 内容の取り上げ方の創意工夫及び指導計画の作成の留意点

（１）２学年以上まとめて示されている意味について

２学年以上まとめて示されている教科等は具体的な活動や体験を伴うなどの特性を有

しており，弾力的な取扱いがふさわしい。また，学校において地域や学校及び児童生徒

の実態に応じた創意工夫を生かした指導がしやすい。したがって，各学校においては，

これらの教科等の目標及び内容に示している指導事項を十分検討するとともに，地域や

学校の実態及び児童生徒の発達の特性等を考慮し，該当の学年間を見通した適切な指導

計画を作成し効果的な指導ができるようにする必要がある。

（２）配慮事項について

２学年以上まとめて示された教科等の指導計画を作成するに当たっては，次のような

配慮をしておく必要がある。

①　いずれの学年においても指導する内容があること

【特に示す場合】

例えば，道徳や特別活動〔学級活動〕の内容（小学校の場合は，共通事項）はいず

れの学年においてもすべて取り上げること。また，生活科の飼育や栽培は，２学年に

わたって取り扱うものとする。

【素材や題材を変えて繰り返し指導されるもの】

例えば，話す，書く，読むなどの活動（国語科），合唱や合奏などの表現活動（音

楽科），材料などを工夫した造形活動や，絵，立体などの表現活動（図画工作科），体

つくり運動（体育科）など，いずれの学年においても位置付け，繰り返し指導する。

②　いずれかの学年において指導する内容があること

例えば，小学校第３，４学年社会科は，いずれかの学年で指導する内容として示さ

れている。

（３）指導計画の作成について

①　学校としての教育目標や教育方針を踏まえるとともに，児童生徒や地域の実態を改

めて具体的に明らかにした上で，指導計画作成の方針を明確にする。

②　それらを共通理解した上で，各教科の目標や内容などについても，全教員が参加し

て十分に検討しながら，指導計画の作成に当たる。

③　２学年間の指導の関連性や連続性を明確にし，より効果的かつ段階的な指導ができ

るようにする。例えば，次の３点などが考えられる。

ア　児童生徒の学習段階を考慮して，各学年の目標を適切に定める。

イ　平易なものから難しいものへ，あるいは身近なものから疎遠なものへと段階的に

配列する。

ウ　基本的なものや考える基礎となるものなどを優先的に早い時期に位置付けて配列

する。
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Q19
中学校における選択教科の取扱いはどのように考えればよい
のでしょうか。

ポイント

１　標準授業時数の枠外で，選択教科を開設することができる。また，移行期間中は，い

わゆる「学校選択」が可能である。

２　開設する場合は次の点に留意する。

○ 選択教科の内容については，生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう

各学校において適切に定める。

○ 必修教科及び総合的な学習の時間との有機的な関連を図りつつ，３学年間全体を

見通し，選択教科の内容等を適切に定め，それぞれ選択教科の指導計画を作成する。

1 標準授業時数の枠外で，選択教科を開設することができる

今回の改訂においては，選択教科について，必修教科の教育内容や授業時数を増加するこ

とにより教育課程の共通性を高める必要があることから，標準授業時数の枠外で各学校にお

いて開設し得ることになった。

また，これまで，生徒が教科を選択することを基本としていたが，移行期間中（平成21年

度～平成23年度）は，いわゆる「学校選択」が可能となった。

2 開設する場合の留意点

（１）生徒の特性等に応じた選択教科

①　種類

開設できる選択教科の種類は，国語科，社会科，数学科，理科，音楽科，美術科，

保健体育科，技術・家庭科，外国語科，その他特に必要な教科である。その他特に必

要な教科の名称，目標，内容などについては，各学校が適切に定めるものとする。

②　内容

地域や学校の実態を踏まえつつ，生徒の実態に即した多様な選択教科の開設及び授

業の実施が大切である。その際，生徒の負担過重となることのないよう適切な配慮が

必要である。

○　課題学習（自ら課題を設定し追究する）

○　補充的な学習（教科の授業で学習した内容を十分に理解するため再度学習する）

○　発展的な学習（教科の授業で学習した内容よりさらに進んだ内容を学習する）

（２）適切な指導計画の作成

選択教科の内容は，必修教科や総合的な学習の時間の内容と相互に関連がある。各学

校においては，それぞれの趣旨や目的，ねらいを踏まえ，必修教科や総合的な学習の時

間と有機的な関連を図りつつ３学年間全体を見通して，選択教科の内容を適切に定め，

指導計画を作成する必要がある。

①　必修教科とのかかわり

必修教科：すべての生徒に共通の基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさせる。

選択教科：生徒の能力・適正，興味・関心等に応じた課題学習，補充的な学習や発

展的な学習などの多様な学習活動を行う。
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選択教科においては，必修教科とのかかわりを考慮しながら，生徒が自ら多様な選

択を行えるように配慮する必要がある。

②　総合的な学習の時間とのかかわり

必修教科，選択教科で身に付けた基礎・基本を相互に関連付けながら，総合的な学

習の時間では，身に付けた知識や技能が総合的に働くことを目指して，相互の関連を

図った教育課程を組むようにする。
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授業日数及び授業時数第5章

Q20
教育課程の編成に当たって，授業日数や授業時数についてど
のようなことに配慮すればよいのでしょうか。

ポイント

１　年間授業日数については，休業日を除いた日を授業日とし，学習指導要領で示してい

る各教科等の指導に支障がないよう適切な日数を確保する。

２　各教科等の授業時数については，年間35週以上にわたって行うことを原則とし，週当

たりの授業時数が児童生徒の負担過重にならないようにする。

３　各教科等（中学校の場合は，特別活動のうち学級活動を除く。）や学習活動の特質に

応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合

を含め，これらの授業を特定の期間に行うことができる。

４　標準授業時数は，指導に必要な時間を実質的に確保するという考え方から規定されて

いる。したがって，各学校においては，計画段階で，別表第１（小学校），別表第２

（中学校）に定められている標準授業時数を下回らないよう留意する必要がある。

1 年間授業日数

年間授業日数については，国の基準では直接定めてはいないが，通常は休業日を除いた日

数が授業日数となり，学習指導要領で示している各教科等の内容の指導に支障のないよう，

適切な日数を確保するよう設定する。休業日については，学校教育法施行令及び学校教育法

施行規則で定められている。

また，休業日に授業日を設定する場合は，市町村教育委員会管理規則に従って行うことに

なる。

2 各教科等の年間授業時数とその配当

各教科等の授業時数については，従来どおり年間35週（小学校第1学年については34週）

以上にわたって行うことを原則としている。これは，学校教育法施行規則において定められ

ている年間の授業時数を確保するに当たって，児童生徒の負担過重にならないよう週当たり，

1日当たりの授業時数を平均化して実施することを想定したものである。各学校においては，

この規定を踏まえ，地域や学校及び児童生徒の実態や教科等の特性を考慮して週当たりの授

業時数の配当に工夫を加えることも大切である。

3 特定の期間に授業日を設定　

今回の改訂においては，「ただし，各教科等（中学校の場合は，特別活動のうち学級活動

を除く。）や学習活動の特質に応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の休業日の期

間に授業日を設定する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行うことができる。」こと

が示された。これは，教科等の学習活動によっては年間を通ずることなく，夏季，冬季，学

年末等の休業日の期間に授業日を設定することも含め，特定の期間に集中して行った方が効

果的な場合もあることを考慮したものである。ただし，中学校の場合，特別活動のうち学級
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活動については，この規定は適用されない。なお，道徳においても年間を通じて計画的・継

続的に行う必要があることから，小・中学校ともこの規定は適用されない。（Ｑ22参照）

4 各教科等の標準授業時数

各教科等の標準授業時数は次の表のとおりである。この授業時数は，1単位時間を，小学

校45分，中学校50分としたものであり，この規定は従前どおりである。（Ｑ23参照）
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【小学校】 

第1学年 

第2学年 

第3学年 

第4学年 

第5学年 

第6学年 

区　分 

各  教  科 

国
　
　
語 

 

社
　
　
会 

算
　
　
数 

理
　
　
科 

生
　
　
活 

音
　
　
楽 

図
画
工
作 

家
　
　
庭 

体
　
　
育 

道
　
　
　
徳 

外
国
語
活
動 

総
合
的
な 

学
習
の
時
間 

特
別
活
動 

総
授
業
時
数 

306 

315 

245 

245 

175 

175 

 

　 

　 

70 

90 

100 

105

136 

175 

175 

175 

175 

175

　 

　 

90 

105 

105 

105

102 

105 

 

68 

70 

60 

60 

50 

50

68 

70 

60 

60 

50 

50

　 

　 

　 

　 

60 

55

102 

105 

105 

105 

90 

90

34 

35 

35 

35 

35 

35

 

 

 

 

35 

35

　 

　 

70 

70 

70 

70

34 

35 

35 

35 

35 

35

850 

910 

945 

980 

980 

980

【中学校】 

第1学年 

第2学年 

第3学年 

区　分 

各  教  科 

国
　
　
語 

 

社
　
　
会 

数
　
　
学 

理
　
　
科 

音
　
　
楽 

美
　
　
術 

保
健
体
育 

技
術
・
家
庭 

外

国

語 

道
　
　
　
徳 

総
合
的
な 

学
習
の
時
間 

特
別
活
動 

総
授
業
時
数 

140 

140 

105

105 

105 

140

140 

105 

140

105 

140 

140

45 

35 

35

45 

35 

35

105 

105 

105

70 

70 

35

140 

140 

140

35 

35 

35

50 

70 

70

35 

35 

35

1015 

1015 

1015



Q21

授業時数は，学校教育法施行規則第51条の別表第 1及び同規
則第73条の別表第 2の「標準」として示されていますが，こ
れはどのように受け止めればよいのでしょうか。また，授業
時数を設定する際の留意事項は何でしょうか。

ポイント

１　「標準」として定められている時数は，年間指導計画の段階で最低限確保すべき授業

時数を意味している。

２　各学校においては，各教科等の授業時数を学校や地域の実態に応じて創意工夫し，適

切に配当する。

３　全教職員の共通理解を図り，授業時数やその運用方法等について総合的に検討する。

1 「標準」の意味

授業時数は，学校教育法施行規則に「標準」として定められている。「標準」として定め

られている授業時数は，学習指導要領で示されている各教科等の内容を指導するのに要する

時数を基礎とし，学校運営の実態などの条件も十分考慮しながら定められたものであり，年

間指導計画の段階での最低限の授業時数を意味している。

2 授業時数の適切な配当

上述のとおり，各教科等の授業時数については，学校教育法施行規則に示されている時数

を最低限確保すべき時数として設定することを原則としている。また，学校行事，児童会・

生徒会活動，クラブ活動（小学校）などの授業時数については，標準授業時数としては定め

られていないが，各学校において学校や地域の実態に応じて創意工夫し，活動のねらいが達

成できる時数を確保し，適切に配当する必要がある。

年間のすべての授業日において，各教科等の授業及び学校行事等を含め，授業を実施する

ことが可能だと考えられる年間授業可能総時数を求める必要がある。その際，機械的に算出

するのではなく，実際の年間行事予定等と照らし合わせて算出し，各学校において，児童生

徒の発達の段階や地域の実態等に応じて，特色ある教育課程を編成し，適切な授業時数を配

当する。また，風水害や感染症等の不測の事態にも対応できるよう配慮しておく必要がある。

3 全教職員の共通理解と授業時数の設定

学校全体として児童生徒にどのような教育を実施しようとするのか，また，そのためには

どれだけの時数が必要なのかなどについて共通理解を図り，授業時数やその運用方法等につ

いて総合的に検討する必要である。

教育課程の実施に当たっては，週，月，学期ごとに授業時数を把握し，授業時数が特定の

教科等に偏ることなく，計画的に実施できるようにする。
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Q22
どのような場合に，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に
授業日を設けることができるのでしょうか。

ポイント

１　各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合に，夏季，冬季，学年末等の休業日の

期間に，これらの授業を行うことができる。ただし，道徳の時間や中学校の学級活動は

除く。

１ 各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合

各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合に，「夏季，冬季，学年末等の休業日の期

間に授業日を設定する場合を含め，」これらの授業を特定の期間に行うことができる。

教科等や学習活動によっては年間を通ずることなく，地域の方々との体験活動や宿泊体験

活動など，あくまでも「各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合」に，夏季，冬季，

学年末等の休業日の期間に授業日を設定することも含め，特定の期間に集中して行った方が

効果的な場合もあることから，この度の改訂で総則に規定されたものである。長期休業期間

は，学校教育法施行令で設置者が定めることとなっているので，その手続きについては各市

町村教育委員会の規定（学校管理規則）によるものとする。

特定の期間に行うことのできる教科等には，以下のものは含まれない。

（１）道徳の時間

道徳の時間は原則35週にわたって行うものであり，長期休業中等に授業を行うことは，

相応しくない。

（２）中学校においての特別活動（学級活動）

中学校では，小学校とは異なり教科担任制をとっており，学級担任が生徒と不断に接

しているわけではないので，中学校においては，学級活動の時間を毎週実施することと

している。
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著しく授業時数が減り，やむを得ない場合

災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態などにより授業時数が著しく減

った場合は，授業時数の確保のため，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間を短縮

したり，授業日を設けたりすることができる。ただし，各市町村教育委員会の規定

（学校管理規則）による必要がある。



Q23
授業の１単位時間の弾力的な運用が示されていますが，これ
はどのように受け止めればよいのでしょうか。

ポイント

１　「１単位時間の弾力的な運用」とは，児童生徒の学習活動が学習指導要領で示されて

いる各教科等のねらいを達成したり，内容を身に付けたりする上で効果的である場合に，

１コマの授業時間を，各学校において適切に定めることである。

1 １単位時間の弾力的な運用

授業時数を計算する際の１単位時間は，小学校45分，中学校50分とするとの規定は従前ど

おりである。ここでいう 1単位時間の弾力的な運用とは，例えば小学校の 1コマの授業を15

分で行い，３コマで45分とし，授業時数を 1単位時間としてカウントすることである。各学

校においては，各教科等の 1コマの授業時間を，適切に定めることとなっている。

１単位時間の弾力的な運用をする際は，次のことに留意する。

（１） １単位時間の弾力的な運用ができるのは，児童生徒の学習活動が学習指導要領で示さ

れている各教科等のねらいを達成したり，内容を身に付けたりする上で効果的である場

合である。

（２） 各学年及び各教科等の年間授業時数を確保しつつ，児童生徒の発達の段階及び各教科

等や学習活動の特質を考慮した上で定めること。

例えば，次のような場合，弾力的な運用も可能である。

・小学校で，実験や観察の際の理科の授業を60分で行う。この場合，３回行うと180

分となり，授業時数は４単位時間〔180÷45〕としてカウントする。

・中学校で，10分間程度の短い時間を活用して計算や漢字の反復学習を行う。５回行

って，授業時数を１単位時間とカウントする。

・中学校で，国語30分，数学20分の授業を行う。5 回行うと，国語，数学の授業時数

はそれぞれ３単位時間〔30× 5 ÷50〕，２単位時間〔20× 5 ÷50〕としてカウント

する。

※　ただし，10分間程度の短い時間を活用する場合は，以下の点に留意すること。

①　道徳の時間や特別活動（学級活動）の授業を毎日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。

②　10分間程度の短い時間を活用して児童生徒が自らの興味や関心に応じて選んだ図書

について読書活動を実施するなど，指導計画に適切に位置付けることなく行われる活

動は，授業時数外の教育活動となる。

③　必ず教師が指導に当たること。中学校の場合は，教科外の教師でもよい。ただし，

当該教科を担当する教師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

をもって行う体制を整えておく必要がある。

－ 35 －



教育課程実施上の配慮事項と評価第6章

Q24-1
小学校における教育課程実施上の配慮すべき事項は，具体的
にはどのようなことがあるのでしょうか。

ポイント

１　各小学校においては，学校や地域の実態を考慮しながら，学習指導要領に示された12

の事項及び島根県教育課程審議会答申を踏まえて，教育課程を実施することが大切であ

る。

1 小学校における教育課程実施上の配慮すべき事項

（１）児童の言語環境の整備と言語活動の充実を図る

例えば，各教科等の年間指導計画において学校図書館の活用を意図的に組み込んだり，

教科等の学習以外の時間でも，発言の仕方（聞き方），資料の作り方，掲示の仕方，校

内放送の在り方，言葉遣い（敬語等）等，言語環境の整備について教職員間で共通理解

をもって指導に当たったりする。

（２）体験的・問題解決的な学習及び自主的，自発的な学習を促進する

例えば，総合的な学習の時間において，児童が自分の生活体験や興味・関心を基に，

主体的に課題を見付け，自分なりの方法を考えて，探究活動に取り組むことができるよ

うにする。

（３）学級経営と生徒指導の充実を図る

例えば，児童に対する日頃からのきめ細かい観察を基本に，面接など適切な方法を用

いて，一人一人の児童を客観的かつ総合的に理解するようにする。また，児童の規範意

識を育成するため，必要な場面では，教師の毅然とした対応を行いつつ，児童相互の好

ましい人間関係を育てるため，支持的な学級の風土をつくる。

（４）見通しを立てたり，振り返ったりする学習活動を重視する

例えば，授業の冒頭に当該授業での学習の見通しを児童に理解させたり，授業の最後

に児童が当該授業で学習した内容を振り返る機会を設けたりする取組を充実させる。ま

た，児童が家庭において，学習の見通しを立てて学習をしたり，学習した内容を振り返

って復習したりする習慣の確立を図る。

（５）課題選択や自己の生き方を考える機会の充実を図る

例えば，低・中学年においては，係活動や当番活動を友達と協力してやり遂げ，成就

感を味わう体験を重ねる。また，中・高学年においては，総合的な学習の時間や社会科，

特別活動において，職場見学や体験談を聞く活動を行い，勤労観や職業観の育成を図る

取組を行う。

（６）指導方法や指導体制の工夫改善など個に応じた指導の充実を図る

例えば，課題解決的な学習に取り組み，児童が主体的に学ぶ授業を展開する際に，ペ

ア学習や小グループでの学習を取り入れ，話しやすい雰囲気の中で,一人一人の考えを大

切にした話し合い活動を展開する。また，ティーム・ティーチング，合同授業，交換授

業のほか，従来の学級担任による全教科担任にとらわれず，学年や教科によって，専科
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指導を取り入れるなど，各学校の実態に応じて工夫を行う。

（７）障がいのある児童に対する適切な指導を行う

例えば，校内支援体制の充実を図るとともに，一人一人に応じた指導・支援のための

「個別の指導計画」を作成・活用・評価する。また，特別な支援の必要な児童がかかわ

る様々な人に，理解され支援されていくための啓発も必要である。その際，当該児童の

最も身近にいる他の児童とのかかわりを重視し，共に生きていこうとする心を育てる。

また，保護者とともに移行支援計画を含めた「個別の教育支援計画」の作成・活用・評

価を行い，医療機関，福祉機関，教育機関等の関係諸機関と連携して長期的な視野に立

った指導と支援を進める。

（８）海外から帰国した児童や外国人の児童に対する適切な指導を行う

例えば，当該児童の日本語能力が不十分である場合は，文字の読み書きについて，段

階的，効率的な指導を工夫するなどきめ細かな指導を行う。また他の児童についても帰

国した児童や外国人の児童の長所や特性を認め，広い視野をもって異文化を理解し共に

生きていこうとする姿勢を育てるようにする。

（９）情報教育の充実，コンピュータ等や教材・教具の活用を図る

例えば，総合的な学習の時間において，携帯電話の活用に関する問題を取り上げ，情

報モラルの重要性について認識を深めたり，情報が日常生活や社会に与える影響を考え

たりする学習活動を行う。また道徳の時間や特別活動においても，発達の段階に応じて

情報モラルを取り扱う取組を行う。

（10） 学校図書館の積極的な利活用を図る

例えば，社会科で扱う歴史上の人物について複数の図書を基に調べ，人物像に迫る学

習を行う。その際，学校図書館の蔵書だけでは十分でないことも想定されるので，近隣

の図書館とのネットワークを構築し，必要な図書や資料が入手できる環境を整える。

（11） 指導の過程や成果を評価し，改善を図る

例えば，他者との比較ではなく児童一人一人のもつよい点や可能性などの多様な側面，

進歩の様子などを把握し，学年や学期にわたって児童がどれだけ成長したかという視点

で評価を行う。また，学習の過程の適切な場面で評価を取り入れる。その際，教師の評

価とともに，児童による相互評価や自己評価などを取り入れる。

（12） 家庭や地域社会との連携及び学校相互（幼稚園や保育所，小学校，中学校，特別支援

学校）の連携や交流を図る

例えば，学校行事や授業公開，学校だよりやホームページ，有線放送などを積極的に

活用して，情報の提供を行う。また，保護者から家庭の様子や願い，悩み等を聞く機会

を設けるなど，双方向的に連携をする。このために，保護者や学校評議員，地域住民，

学校運営協議会の委員等による学校関係者評価を積極的に活用し，家庭や地域の人々の

学校運営などに対する意見を的確に把握し，自校の教育活動に生かす。

また，障がいのある児童との交流及び共同学習は，児童が障がいのある幼児児童生徒

とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会であることから，年間

指導計画に位置付け，学校行事での活動を共に行ったり，文通や作品の交換を行ったり

する。
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Q24-2
中学校における教育課程実施上の配慮すべき事項は，具体的
にはどのようなことがあるのでしょうか。

ポイント

１　各中学校においては，学校や地域の実態を考慮しながら，学習指導要領に示された14

の事項及び島根県教育課程審議会答申を踏まえて，教育課程を実施することが大切である。

1 中学校における教育課程実施上の配慮すべき事項

（１）生徒の言語環境の整備と言語活動の充実を図る

例えば，「言語に関する能力を身に付けさせるのは，国語科の授業や国語科の教員の

みによるのではなく，あらゆる教育活動の場で，すべての教職員によってなされるべき」

という共通理解を徹底する。その上で国語科全体計画を改めて検討し，国語科の指導内

容や目標と，他の教科や総合的な学習の時間等での言語活動との関連を明確にする。

（２）体験的・問題解決的な学習及び自主的，自発的な学習を促進する

例えば，音楽科や美術科，保健体育科等においては，体験から感じ取ったことを言葉

や歌，絵，身体等を使って表現する。特別活動や総合的な学習の時間においては，体験

活動を振り返り，そこから学んだことを記述してまとめたり，討議や討論等により異な

る意見に反論したり自分の意見をまとめたりする。また，ふるさと学習において，保護

者や地域の社会人・職業人にインタビューをしたり，体験活動を通して感じたことを伝

え合う活動を設定したりする。その際に，中学生として適切な語句や比喩を用いる等，

語彙を広げることができるよう配慮する。

（３） 生徒指導の充実を図る

例えば，学級担任の日頃の人間的な触れ合いに基づくきめ細かい観察や面接などに加

えて，学年の教師，教科担任，部活動等の顧問などによるものを含めて，広い視野から

生徒理解を行う。また思春期の不安や悩みに目を向け，生徒の内面に対する共感的理解

をもって生徒理解を深める。

（４）進路指導の充実を図る

例えば，進学を希望する学校について調べ，自分の適性や個性を生かした将来への展

望をもったり，職場体験活動の前後には働くことについて考えたり話し合ったりする学

習を取り入れる。その際，地域との交流を深め，地域産業への関心をもてるようにする。

（５）ガイダンス機能の充実を図る

例えば，進路の選択に関して，生徒一人一人が自己理解を深め，自己の将来の生き方

を考え，卒業後の進路を主体的に選択し，さらに積極的にその後の生活において自己実

現を図ろうとする態度を育てる。

（６）見通しを立てたり，振り返ったりする学習活動を重視する

例えば，授業の冒頭に当該授業での学習の見通しを生徒に理解させたり，授業の最後

に生徒が当該授業で学習した内容を振り返る機会を設けたりする取組を充実させる。ま

た，生徒が家庭において，学習の見通しを立てて学習をしたり，学習した内容を振り返

って復習したりする習慣の確立を図る。

（７）指導方法や指導体制の工夫改善など個に応じた指導の充実を図る

例えば，問題解決的な学習など，生徒が主体的に学ぶ授業を展開する。その際，ペア

学習や小グループでの学習を取り入れ，話しやすい雰囲気の中で，一人一人の考えを大

切にした話し合い活動を行う。また，指導体制にかかわって，ティーム・ティーチング，

合同授業などの実際の指導の場面の他に，指導案の作成，教材・教具の開発，共同研究
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や研修，他の学校との連携，など協力して行う。

（８）障がいのある生徒に対する適切な指導を行う

例えば，「個別の指導計画」の作成に当たっては，実態把握に基づいた各教科，領域

における目標や手立てを明確にして作成する。そして，定期的に評価と検証を行い，状

況の把握や課題等について検討を重ねて今後の支援に生かす。また，長期的な視点に立

ち，幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を実施するため，移行支援計画を含めた

「個別の教育支援計画」を作成・活用・評価する。その際，家庭や医療機関，福祉施設

などの関係機関と密接に連携を図る。

（９）海外から帰国した生徒や外国人の生徒に対する適切な指導を行う

例えば，当該生徒の日本語能力が不十分である場合は，文字の読み書きについて，段

階的，効率的な指導を工夫するなどきめ細かな指導を行う。また，他の生徒についても

帰国した生徒や外国人の生徒の長所や特性を認め，広い視野をもって異文化を理解し共

に生きていこうとする姿勢を育てるようにする。

（10） 情報教育の充実，コンピュータ等や教材・教具の活用を図る

例えば，携帯電話の活用の問題を取り上げ，有害な情報を簡単に入手できたり個人情

報が流出したりする危険性や，自ら発信源となって人を傷つける結果を招くことについ

て認識を深めさせる。

（11） 学校図書館の積極的な利活用を図る

例えば，中学校の間に読んでほしい図書を紹介したり，教員やボランティアによる読

み聞かせ，ストーリーテリング，ブックトークを行ったりする。また，各教科等の学習

と関連する図書を集め，活用できる環境を整える。すでに読書の楽しさに気付き，読書

に親しんでいる生徒に対しては，その読書の幅を広げていく指導を工夫する。また，各

教科等の学習と関連する図書を紹介し，学習がさらに発展・深化するように努める。

（12） 指導の過程や成果を評価し，改善を図る

例えば，他者との比較ではなく生徒一人一人のもつよい点や可能性などの多様な側面，

進歩の様子などを把握し，学年や学期にわたって生徒がどれだけ成長したかという視点

で評価を行う。また，生徒が自らの学習過程を振り返り，新たな自分の目標や課題をも

って学習を進めていけるような評価を行う。

（13） 部活動の意義と留意点を踏まえる

例えば，部活動においてはぐくまれた人間関係が，日常生活に生きて働くようにした

り，国語科や学級活動の時間において身に付けた話し合いの仕方を部活動の運営に生か

したりする。

（14） 家庭や地域社会との連携及び学校相互（幼稚園や保育所，小学校，中学校，特別支援

学校）の連携や交流を図る

例えば，毎月第３日曜日の「しまね家庭の日」を生かし，親子で参加できる体験的な

行事や中学生が主体となって取り組むことができる活動等を積極的に紹介する。また，

地域の郷土史家を招いて身近な地域の歴史や郷土に残る伝統音楽について学習したり，

地域での公民館活動やサマースクール，講演会等の行事に，積極的に生徒が参加できる

ように促したりして，地域とともに生き方を考え，自分の力を役立てようとする姿勢が

育つようにする。その際，保護者や地域の人々が積極的に活動にかかわってもらえるよ

うにし，地域が一体となって次代を担う子どもを育成する体制づくりを進める。

また，障がいのある児童との交流及び共同学習は，生徒が障がいのある幼児児童生徒

とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会であることから，年間

指導計画に位置付け，学校行事での活動を共に行ったり，文通や作品の交換を行ったり

する。
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Q25
学習意欲の向上や学習習慣の確立をどのように行えばよいの
でしょうか。

ポイント

１　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

取り入れるようにする。

２　体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに，児童生徒の興味・関心を生か

し，自主的，自発的な学習が促されるよう工夫する。

３　学習によって身に付けた学び方や考え方が実社会において活用できることを実感でき

る時間を設定する。

４　学び合い高め合う集団づくりに努め，話し合いによって考えを深め合えるような学習

活動を工夫する。

５　児童生徒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。

今回の改訂では，教育基本法第６条第２項（※１）及び学校教育法第30条第２項（※２）を

踏まえ，児童生徒の学習意欲の向上を重視している。

※１：「教育を受ける者が，学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに，自ら進ん

で学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。」

※２：「主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。」

1 見通しを立てたり，振り返ったりする学習活動の重視

学習意欲を向上させるためには，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ことが大切である。

例えば，授業の冒頭に当該授業での学習の見通しを児童生徒に理解させたり，授業の最後

に児童生徒が当該授業で学習した内容を振り返る機会を設けたりといった取組の充実を図

る。

また，学習習慣の確立を図るためには，児童生徒が家庭において学習の見通しを立てて予

習をしたり学習した内容を振り返って復習したりすることが大切である。その際，一人一人

の学習内容の理解状況を把握した上で，適度な負荷をかけて取り組ませたり，各学校で作成

した家庭学習の手引を活用し家庭と連携して，自ら計画を立てて学習に取り組むことができ

るようにしたりする。

2 体験的・問題解決的な学習及び自主的，自発的な学習の促進

体験的な学習や基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題解決的な学習は，主体的に学

習に取り組む能力を身に付けさせるとともに，学ぶことの楽しさや成就感を体得させる上で

有効である。

また，各教科等の指導においては，基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得に留意しつ

つ，児童生徒の興味・関心を生かした学習指導を展開することが大切である。児童生徒の興

味・関心を生かすことは，児童生徒の学習意欲を喚起する上で有効であり，また，それは自

主的，自発的な学習を促すことにつながると考えられるからである。
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例えば，社会科の「わたしたちのまち調べ」において，児童生徒が自分の生活体験や興

味・関心を基に，自然環境・伝統文化・産業・他地域とのつながり等，主体的にテーマを見

付け，自分なりの方法を考えて，調査活動に取り組むようにする。

このような学習を実施するためには，各学校においては，指導計画に適切に位置付けると

ともに，教材，指導形態，１単位時間や授業時数の運用などに創意工夫を加えるようにする。

3 学ぶ意義の認識

学ぶ意義を認識したり，夢をもって学んだりするために，学習内容が実社会や実生活と関

連をもっていることや，学習によって身に付けた学び方や考え方が実社会において活用でき

ることを実感できる時間を設定する。

例えば，キャリア教育と関連させて，保護者や地域の社会人・職業人を招いた講話やイン

タビューを行い，その人の人生体験や職業生活において，学校での学習内容や学習によって

身に付けた学び方や考え方がどのように生かされているかを語ってもらう等の活動を工夫す

る。

4 学び合い高め合う集団づくり

学び合い高め合う集団づくりに努め，話し合いによって考えを深め合えるような学習活動

を工夫する。

例えば，問題解決的な学習において，ペア学習や小グループでの学習を取り入れ，話しや

すい雰囲気の中で，一人一人の考えを大切にした話し合い活動を展開する。また，日頃から，

話し合いの際，聞く側の児童生徒には，発表者を見て聞く，うなずいて聞く等の支持的な態

度を養う。なお，こうした態度の育成は，道徳教育や人権教育と関連を図りながら行うよう

にする。

５ 学習意欲の向上に生かす評価

評価に当たっては，学習の成果だけでなく，学習の過程を一層重視する必要がある。特に，

他者との比較ではなく児童生徒一人一人のもつよい点や可能性などの多様な側面，進歩の様

子などを大切にすることが重要である。また，児童生徒が自らの学習過程を振り返り，新た

な自分の目標や課題をもって学習を進めていけるような評価を行うことが大切である。その

時，相互評価や自己評価を取り入れていく。

例えば，１単位時間や１単元ごとの学習振り返りカードを児童生徒に書かせることにより，

どのようなことが身に付いたのかを振り返り，自分の成長を確認したり，学習方法を振り返

り，次に生かせる方法を確認したりする。
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Q26
言語活動の充実が求められていますが，どのように充実させ
ればよいのでしょうか。

ポイント

１　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る。

２　児童生徒の思考力，判断力，表現力等をはぐくむ観点及び言語がコミュニケーション

や感性・情緒の基盤であるという観点から，各教科等における言語活動を充実させる。

３　言語に関する能力をはぐくむ読書活動や図書館活用教育を充実させる。

1 児童生徒の言語活動が適正に行われるようにするための言語環境の整備

以下の点について言語環境を望ましい状態に整える。

（１） 教師は正しい言語で話し，黒板などに正確で丁寧な文字を書くこと

（２） 校内の掲示板やポスター，児童生徒に配布する印刷物において用語や文字を適正に使

用すること

（３） 校内放送において，適切な言葉を使って簡潔に分かりやすく話すこと

（４） 適切な話し言葉や文字が用いられている教材を使用すること

（５） 教師と児童生徒，児童相互及び生徒相互の話し言葉が適切に行われるような状況をつ

くること

（６） 児童生徒が集団の中で安心して話ができるような教師と児童生徒，児童相互及び生徒

相互の好ましい人間関係を築くこと

（７） 言語環境をはじめ学校教育活動を通じ，色のみによる識別に頼った表示方法をしない

こと

2 各教科等における言語活動の充実

（１）知的活動（論理や思考）の基盤としての言語

言語は，知的活動の基盤であることから，思考力，判断力，表現力等をはぐくむため

に，各教科等において言語活動を工夫し，それぞれの教科等で習得した知識・技能を活

用する学習を充実させる。

例えば，小学校では，社会科での見学や理科での観察・実験のレポートにおいて，視

点を明確にして，見学したり観察したりした事象の相違点や共通点をとらえて記録・報

告する活動を取り入れる。また，音楽科において，歌詞の意味を考えて，歌ったり聴い

たりする活動を行う。

中学校では，数学科においては，比較や分類，関連付けといった考えるための技法，

帰納的な考え方や演繹的な考え方等を活用して説明する。社会科や理科等のレポートの

作成においては，まとめる視点を明確にして，見学や観察した事象の特徴や相違点・共

通点をとらえて記録・報告する活動を行う。

（２）コミュニケーションや感性・情緒の基盤としての言語

言語は，コミュニケーションや感性・情緒の基盤であることから，各教科等において

それぞれの特性に応じた言語活動を工夫する。

例えば，小学校では，音楽科，図画工作科，体育科，総合的な学習の時間や特別活動

等において，体験から感じ取ったことを言葉や絵，身体などを使って表現する活動を重

視する。また，ふるさと学習において，地域の人々と会話をしたり，体験活動を通して

感じたことを伝え合ったりする活動を設定する。その際，上手な聞き方というのも会話

の大切な要素であることに気付かせるなど，児童の聞く力が高まるように工夫する。
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中学校では，総合的な学習の時間や特別活動においては，体験活動を振り返り，そこ

から学んだことを記述してまとめたり，討議や討論等により異なる意見に反論したり自

分の意見をまとめたりする。また，ふるさと学習において，保護者や地域の社会人・職

業人にインタビューをしたり，体験活動を通じて感じたことを伝え合う活動を設定した

りする。

言語に関する能力を育成する中核的な教科である国語科においては，小学校教育及び中学

校教育を通じて，話すこと・聞くこと，書くこと，読むことのそれぞれに記録，要約，説明，

論述といった言語活動が，学習指導要領に例示されている。

また，国語科以外の各教科等においても，例えば，以下のような言語活動が示されている。
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持続可能な社会を形成するという観点か
ら，私たちがよりよい社会を築いていく
ために解決すべき課題を探究させ，自分
の考えをまとめさせる 

観察や調査・見学などの体験的な活動や
それに基づく表現活動の一層の充実 

数学的な表現を用いて，根拠を明らかに
し筋道立てて説明し伝え合うといった数
学的活動の充実 

三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の
面積の求め方を，具体物を用いたり，言
葉，数，式，図を用いたりして考え，説
明するといった算数的活動の充実 

小学校 中学校 

社
会 

社
会 

問題を見いだし観察，実験を計画する学
習活動，観察，実験の結果を分析し解釈
する学習活動，科学的な概念を使用して
考えたり説明したりするなどの学習活動
の充実 

観察，実験の結果を整理し考察する学習
活動や，科学的な言葉や概念を使用して
考えたり説明したりするなどの学習活動
の充実 

算
数 

自分たちの生活や地域の出来事を身近な
人々と伝え合う活動を行い，身近な人々
とかかわることの楽しさが分かり，進ん
で交流する活動の充実 

理
科 

楽曲を聴いて想像したことや感じ取った
ことを言葉で表すなどして，楽曲の特徴
や演奏のよさを理解することの重視 

音楽を形づくっている要素や構造と曲想
とのかかわりを理解して聴き，根拠をも
って批評するなどして，音楽のよさや美
しさを味わうことの重視 

生
活 
音
楽 

音
楽 

感じたことや思ったことを話したり，友
人と話し合ったりするなどして，表し方
の変化，表現の意図や特徴などをとらえ
ることの重視 

造形的なよさや美しさ，作者の心情や意
図と創造的な表現の工夫，目的や機能と
の調和のとれた洗練された美しさなどを
感じ取り見方を深め，作品などに対する
自分の価値意識をもって批評し合うなど
して，美意識を高め幅広く味わうことの
重視 

図
画
工
作 

美
術 

チーム内での話合いを通じて自分のチーム
の特徴に応じた作戦を立てる活動の重視 

作戦などについての話合いに貢献しよう
とする活動の重視 

体
育 

保
健
体
育 

衣食住など生活の中の様々な言葉を実感
を伴って理解する学習活動や，自分の生
活における課題を解決するために言葉や
図表などを用いて生活をよりよくする方
法を考えたり，説明したりするなどの学
習活動の充実 

衣食住やものづくりなどに関する実習等
の結果を整理し考察する学習活動や，生
活における課題を解決するために言葉や
図表，概念などを用いて考えたり，説明
したりするなどの学習活動の充実 

家
庭 

技
術
・
家
庭 

自分の考えを基に，書いたり話し合った
りするなどの表現する機会を充実 

自分の考えを基に，書いたり討論したり
するなどの表現する機会を充実 

道
徳 

道
徳 

数
学 

理
科 



3 読書活動や図書館活用教育の充実

（１）読書活動の推進

児童生徒の読書活動を推進していくためには次のような工夫を行う。

①　児童生徒と図書の出会いの場を設定する。

学年に応じた推薦図書を紹介したり，教員や学校司書，ボランティアが協力して読

み聞かせやブックトーク（※１），ストーリーテリング（※２）などを行ったりし，

意図的に児童生徒と本を結び付ける。

②　読書活動を展開する。

様々な学習活動と関連付けて“読書郵便”“味見読書”“読書マラソン”といった読

書活動を展開する。児童会・生徒会の委員会活動と連動させたり，家庭と協力して

“家読（うちどく）”に取り組んだりすることも考えられる。

（２）学校図書館を活用した学習活動の展開

学校図書館にある図書資料を学習活動に取り入れることによって，授業の幅を広げる

とともに，課題解決型の学習の展開が可能になる。その際，学校図書館を活用して図書

資料の探し方を身に付け，必要な情報を取り出して活用する力を身に付けさせるように

する。

そのためには，各教科，総合的な学習の時間，特別活動等における年間指導計画に学

校図書館の活用を位置付け，授業の中で積極的に学校図書館を活用できるようにする。

例えば理科では，扱われている動植物について，さらに知りたいと思ったことを図鑑

等で調べたり，社会科では，歴史上の人物について複数の図書を基に調べて，人物像に

迫ったりする。

※１　ブックトーク：あるテーマの基に何冊かの本を紹介すること

※２　ストーリーテリング：本などを使わず，口頭で｢お話｣を語ること
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与えられたテーマについて簡単なスピー
チをすること，話の内容や書き手の意見
などに対して感想を述べたり賛否やその
理由を示したりすることができるよう，
書かれた内容や考え方などをとらえるこ
と，自分の考えや気持ちなどが読み手に
正しく伝わるように，文と文のつながり
などに注意して文章を書くことなどの活
動の充実 

外国語を用いてコミュニケーションを図
る楽しさを体験すること，外国語の音声
やリズムなどに慣れ親しむとともに，日
本語との違いを知り，言葉の面白さや豊
かさに気付くことなどの活動の充実 

小学校 中学校 

外
国
語
活
動 

外
国
語 

問題の解決や探究活動の過程においては，
他者と協同して問題を解決しようとする学
習活動や，言語により分析し，まとめたり
表現したりするなどの学習活動が行われる
ようにすることを重視 

問題の解決や探究活動の過程においては，
他者と協同して問題を解決しようとする学
習活動や，言語により分析し，まとめたり
表現したりするなどの学習活動が行われる
ようにすることを重視 

総
合
的
な
学
習
の
時
間 

総
合
的
な
学
習
の
時
間 

体験活動を通して気付いたことなどを振
り返り，まとめたり，発表し合ったりす
るなどの活動の充実 

体験活動を通して気付いたことなどを振
り返り，まとめたり，発表し合ったりす
るなどの活動の充実 

特
別
活
動 

特
別
活
動 



Q27 理数教育の充実をどのように図ればよいのでしょうか。

ポイント

１　数学的な見方や考え方，科学的な見方や考え方を養う。

（※　小学校は，数学的な考え方）

算数科･数学科や理科では，知る楽しさを味わわせ，それをさらに意欲につなげるような指

導を行うことが大切である。また，身に付けた知識･技能を活用して，仮説を立て，課題を解

決する学習を通して，思考力，判断力，表現力等を育成することが求められている。その際，

知的活動の基盤である言語の役割に着目し，結果をまとめたり，表現したりする活動を重視す

る必要がある。

1 数学的な見方や考え方，科学的な見方や考え方の育成

（１）小学校

①　算数科の学習における配慮事項

○　基礎的・基本的な知識・技能を確実に定着させるため，学年間での反復（スパイ

ラル）などの繰り返し学習を年間指導計画に位置付ける。

○　学習した広さを実物に当てはめてみるなど，具体物を用いて数量や図形について

の意味を理解する活動を行い，実感的に理解させながら豊かな感覚が身に付くよう

にする。

○　思考力，判断力，表現力等を育成するため，自分の考えを具体物，言葉，数，式，

図，表，グラフなどを用いて説明する活動を取り入れ，自分の考えを表現し，互い

にわかり合う場を設定する。

○　学習したことを身の回りの事象に当てはめて考える算数的活動を一層充実させ，

算数を学ぶことの意義や有用性を実感できるようにする。

②　理科の学習における配慮事項

○　生活科の学習を踏まえ，身近な自然について児童が自ら課題を見出し，見通しを

もった観察・実験などを通して課題解決能力を育てるとともに，学習内容を実生活

と関連付けて実感の伴った理解につなげる。

○　観察・実験の結果を整理して考察し，自分の言葉で記述，説明する学習活動を取

り入れる。

○　総合的な学習の時間において，社会教育施設との連携による体験的な学習や，科

学的な知識を活用したものづくりなどの探究的な学習を取り入れる。

○　外部人材を活用した指導の充実，高学年における理科教員による指導の充実，観

察・実験のための理科教育設備等の整備，自ら発展的な学習に取り組むことを考慮

した年間指導計画の作成など，教育条件の整備を行う。

（２）中学校

①　数学科の学習における配慮事項

○　新たな内容を指導する際には，既に指導した関連する内容を意図的に取り上げ，

学び直しの機会を設定することにより，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着

を図る。
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○　指導計画に具体物を用いて行う指導を位置付け，数量や図形の意味や数学の有用

性を実感的に理解し考えられるよう工夫する。

○　根拠を明らかにし，筋道を立てて体系的に考えること，言葉や数，式，図，表，

グラフ等を適切に用いて問題を解決すること，自分の考えをわかりやすく説明する

ことや互いに自分の考えを表現し伝え合うこと，また，学習を振り返ること等の数

学的活動を充実させる。

○　習得した基礎的･基本的な知識･技能を活用する学習を数学科年間指導計画に位置

付けたり，数学科で学んだことを活用する場面を，他教科等において意図的に設定

したりする。

②　理科の学習における配慮事項

○　仮説を自分で設定し，その検証方法を自分で考えるなど，主体的な学習活動にな

るよう工夫する。

○　観察・実験の結果を考察，表現する活動を多く取り入れる。その際，自分の考え

と他人の考えを比較・検討し，自分の考えを再構築できるよう，話し合い活動を重

視する。また，結果をグラフや表で表したり，レポートをまとめたりする時間を十

分確保する。

○　学習した事柄が，生活の中でどのように生かされているのか説明させる等の工夫

をする。

○　科学的な知識や概念の定着を図り，科学的な見方や考え方を育成するために，も

のづくりや自然観察等を積極的に取り入れる。
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Q28
伝統や文化に関する教育の充実をどのように図ればよいので
しょうか。

ポイント

１　我が国や郷土の伝統や文化を受け止め，そのよさを継承･発展させる教育を行う。

国際社会で活躍する日本人の育成を図る上で，我が国や郷土の伝統文化を受け止め，そのよ

さを継承・発展させるための教育を充実することが必要である。

1 伝統や文化を受け止め，そのよさを継承・発展させる教育

自らの国や郷土の伝統や文化についての理解を深め，尊重する態度を身に付ける学習を行

う。

例えば，総合的な学習の時間等において，地域に伝わる神楽や太鼓演奏等の伝統芸能や行

事について地域講師から学ぶ学習を行う。

小学校の教科等においては，国語科では，例えば，低学年で昔話や神話・伝承などの本や

文章の読み聞かせを聞いたり，中学年で文語調の短歌や俳句のリズムを感じ取りながら音読

や暗唱をしたりする。音楽科や図画工作科では，全学年を通して，唱歌，和楽器，工芸など

に親しみながら，自ら表現・創作したり，鑑賞したりする。また，道徳の時間においては，

各教科等で行う体験活動とのかかわりを大切にし，我が国の伝統や文化を尊重する心情や態

度をはぐくむ授業に取り組む。

また，中学校では，社会科において，我が国や郷土の発展に尽くした先人の働きや，伝統

的な行事，芸能，文化について調べ，我が国の伝統や文化についての理解を深める。音楽科

や美術科では，唱歌や民謡，和楽器，我が国の美術文化についての指導を充実し，これらの

継承と創造への関心を高める。さらに，保健体育科では，男女とも武道が必修化されること

に伴い，我が国固有の文化に触れられるようにし，武道の伝統的な考えを理解させ，自分自

身を鍛えるとともに相手を尊重する態度を養う。
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Q29 道徳教育の充実をどのように図ればよいのでしょうか。

ポイント

１　校長の方針の下，「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推進

するための全体計画と年間指導計画を作成する。

２　道徳の時間はもとより，各教科，外国語活動（小学校），総合的な学習の時間及び特

別活動においても，それぞれの特質に応じた適切な指導を行う。

３　道徳教育の要となる，道徳の時間における指導を充実する。

４　学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，道徳教育の指導内容が児童生徒の

日常生活に生かされるようにするほか，家庭や地域社会などとの連携を図る必要がある。

５　児童生徒の道徳性については，常にその実態を把握して指導に生かす。

1 校長の方針の下，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推進するため

の全体計画と年間指導計画を作成する。

（１）校長の方針を明確にする。

校長が考える学校経営の方針や目指す子ども像に併せて，道徳教育を進めていく上で

の課題や取り組む方向性などを教職員に明示する。

（２）道徳教育推進教師の役割を明確にする。

道徳教育推進教師が一人で道徳教育推進に係るすべての役割を担うのには無理な面も

あり，各学校においては，道徳教育推進教師を複数任じたり担うことがらを選択したり

するなど，道徳教育推進教師が具体的な役割意識をもって実効的な活動ができるように

配慮する。

（３）機能的な協力体制にする。

道徳教育推進教師だけでなく，教職員一人一人が課題意識をもち，自らの役割を進ん

で果たしていくことができるように，道徳教育推進教師が全体を掌握しながら，全教師

の参画，分担，協力ができるように働きかける。

そのために，道徳教育に関する校内研修会を行うだけでなく，年間を通して全学級で

の授業公開や全教師による授業実践を行うなど，教師一人一人が道徳の授業に携わる工

夫をする必要がある。

（４）具体性のある道徳教育の全体計画・年間指導計画をつくる。

例えば，次のようなことがらに配慮して見直しをしたり，加除修正をしたりする。

①　各教科等の内容及び時期の示し方を工夫する。

道徳教育と各教科との連携を図るために，各教科の年間計画等に道徳教育との関連

を図ることができるものについて記載したり，関連のある内容項目を記載したりする

などの工夫をする。

②　全体計画の一部を詳しくした補助資料を添付する。

全体計画に，別紙として体験活動との関連表や道徳教育推進のための組織図，学校

のもつ特色や「強み・弱み」をまとめた表など，補助的な資料を添付することで，よ

り具体性のある全体計画を作成する。

③　重点的な課題を明確にし，その解決のための具体的な計画をつくる。

内容項目のうち，年間を通して複数回扱う項目について，その理由を明確にする。
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④　年間指導計画を工夫する。

例えば，年間指導計画を，内容項目ごとに分けた１枚ずつのカードにするなどの工

夫をする。取り出しやすさがあることや年度途中での書き込みや修正がしやすくなる

ことなどから，授業に生かしやすくなる利点がある。

２　道徳の時間はもとより，各教科，外国語活動（小学校），総合的な学習の時間及び特別活

動においても，それぞれの特質に応じた適切な指導を行う。

（１）道徳教育と各教科等の目標，内容及び教材とのかかわりを考える。

例えば国語科においては，表現力と理解力とを育成するとともに，互いの立場や考え

を尊重しながら言葉で伝え合う力を高めることは，道徳教育を進めていく上での基盤に

なる。また，言語感覚を豊かにすることは，道徳的心情や道徳的判断力を養う基本とな

る。

（２）学習活動や学習態度への配慮をする。

例えば，話し合いの中で自分の考えをしっかりと発表すると同時に友達の意見にも耳

を傾けること，各自で，あるいは協同して課題に最後まで取り組むことを指導すること

などが考えられる。

（３）教師の態度や行動による感化に配慮する。

教師の用いる言葉や児童生徒への接し方は，児童生徒の道徳性が育つよりよい学級の

雰囲気や環境をつくるとともに，児童生徒の人格形成に直接的・間接的に影響をもつこ

とを教師自身が自覚し，道徳の目標や内容に示されている精神を教師自身が授業の中で

実践するよう心がけることが必要である。

3 道徳教育の要となる，道徳の時間における指導を充実する。

（１）内容項目について，次の点を留意する。

○　すべての学年において，示されている内容項目をすべて取り扱う。

○　各学年あるいは学校等において，重点的に取り扱う項目を決めて指導する。

（２） 授業づくりについて，児童生徒の発達の段階や特性に配慮しながら，以下のことに留

意する。

○　協力的な指導などの工夫と指導体制を充実させる。

校長や教頭などの参加，他の教師との協力的な指導において「道徳教育推進教師を

中心とした」指導体制を充実する。

○　体験活動を生かすなど創意工夫ある指導を推進する。

例えば，職場体験学習やボランティア活動，自然体験活動などの体験活動から考え

たことや感じたことなどを出し合って話し合うなど，自己の体験に基づいた話し合い

活動を行う。

○　児童生徒が感動を覚えるような魅力的な教材の開発と活用を図る。

例えば，先人の伝記や自然，伝統と文化・スポーツなどを題材にするなど，多様な

教材を生かすようにする。

○　言葉を生かし成長を実感できる指導を工夫する。

例えば，自分の考えを基に，書いたり話し合ったりするなどの表現する機会を充実

させ，自分とは異なる考えに接する中で，自分の考えを深めたり自らの成長を実感で

きたりするように工夫する。

○　情報モラルに関する指導に留意する。
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例えば，相手の顔が見えないメールと顔を合わせての会話との違いを理解し，メー

ルなどが相手に与える影響について考えるなど，インターネット等に起因する心のす

れ違いなどを題材とした指導を行う。

4 学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，道徳教育の指導内容が児童生徒の日常

生活に生かされるようにするとともに，家庭や地域社会などとの連携を図る。

（１）日常的な生活の場面における指導を充実させる。

日常生活の全体が児童生徒の道徳性をはぐくむ機会であることから，児童生徒の実態

を把握したり，発達の段階や特性に応じて，あいさつなどの基本的生活習慣，礼儀，善

悪の判断などを身に付けさせたりする。また，互いの人権を尊重し合い，児童生徒一人

一人が自分の個性を十分発揮して生き生きと集団活動にかかわっていけるよう，人権･

同和教育を全ての教育活動の基底に据える。

例えば，朝の会や帰りの会に読書の時間や歌，スピーチ，ゲームなどを取り入れたり，

うれしかったことの発表を取り入れたりする。また，教師自身もうれしかったことや願

い，夢や希望を語ったりする。中学校においては，部活動における活動に，道徳的価値

観を取り入れた指導を加えることも考えられる。

（２）家庭や地域社会との協力体制を築く。

家庭や地域社会との連携を深めるため，積極的な公開授業や広報活動を行うほか，相

互交流の場を定例化するなどして，地域の人々の参加や協力，地域の諸行事を生かした

教育活動を進めていくことなどが考えられる。

例えば，ＰＴＡやＮＰＯ法人など地域の人々，また異校種同士の協力によって道徳教

育について共に語る会を定例化し，子どもの道徳性の発達や願いについて話し合う機会

をもつ。そして，それらの話し合いから生まれた問題点などに着目した体験活動を企画

し，分担しながら運営していくことなどが考えられる。道徳性の育成にかかわる講演会

を企画することなども考えられる。

5 児童生徒の道徳性については，常にその実態を把握して指導に生かす。

○　観察や面接，質問紙や作文など，色々な方法で児童生徒の心の変容をとらえたり道徳性

の理解を深めたりして，指導を改善していく。

○　児童生徒個々の道徳性については，数値などによる評価は行わない。
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Q30 体験活動の充実をどのように図ればよいのでしょうか。

ポイント

１　確かな学力をはぐくむための体験活動を行う。

２　豊かな人間性をはぐくむための体験活動を行う。

1 確かな学力をはぐくむための体験活動

学校教育においては，変化の激しいこれからの社会を考えたとき，また，生涯にわたる学

習の基礎を培うため，基礎的･基本的な知識･技能の確実な定着とともに，それらを活用して

課題を解決するための思考力，判断力，表現力等の育成を重視した教育を行うことが必要で

あり，児童生徒がこれらを支える知的好奇心や探究心をもって主体的に学習に取り組む態度

を養うことは極めて重要である。

そのためには，体験的な学習や基礎的･基本的な知識･技能を活用した問題解決的な学習を

充実する必要がある。

例えば，小学校においては，理科では観察，実験を行い，その結果を整理し考察する学習

やものづくりを通した学習活動，音楽科，図画工作科，体育科では体験から感じ取ったこと

を言葉や絵，身体などを使って表現する活動を行う。

中学校においては，例えば，国語科では「社会生活の中から課題を決め，取材を繰り返し

ながら自分の考えを深めるとともに，文章の形態を選択して適切な構成を工夫すること」，

技術・家庭科では衣食住やものづくりなどに関する実習等を行い，その結果を整理し考察す

る学習活動を行う。

2 豊かな人間性をはぐくむための体験活動

学習指導要領第１章総則第１の２の後段において，「集団宿泊活動（小学校），職場体験活

動（中学校）やボランティア活動，自然体験活動などの豊かな体験を通して児童生徒の内面

に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。」と示されている。

例えば，他者，社会，自然･環境の中で行う職場体験活動，奉仕体験活動，自然の偉大さ

や美しさに触れる自然体験活動，ふるさとの伝統文化に触れる文化･芸術体験活動などの豊

かな体験活動を通して，児童生徒の様々な気づき（発見，疑問，驚き，反省，喜び，感動な

ど）を引き出すようにする。

その際，体験活動で出会う人とのかかわりを大切にし，人間としての生き方などを考えさ

せるようにする。
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Q31 健やかな心と体をどのように育成すればよいのでしょうか。

ポイント

１　健やかな心と体を育成するための指導は，児童生徒の発達の段階を考慮して，学校の

教育活動全体を通じて適切に行う。

1 学校の教育活動全体を通じて行う指導の例

（１）体育に関する指導

生涯にわたってスポーツに親しもうとする意欲やその習慣が育つよう，発達の段階に

応じた適切な運動経験の確保に努める。特に，体育科及び保健体育科において，「技能」

「態度」「知識・思考・判断」をバランスよく育てていくとともに，体力の向上を目指す。

例えば，体育科及び保健体育科の学習過程において，「基礎的な身体能力の育成を図

るために，繰り返しによる習得を図ったり，多様な動きを経験させたりすることを重視

した基礎的な学習」と，「基礎的な学習で身に付けた能力を活用する学習」とを段階的

にバランスよく組み合わせる。

（２）健康に関する指導

日常の生活習慣を見直し，規則正しい生活ができるようにする。

例えば，「早寝，早起き，朝ご飯」運動の推進等を通して，自分の健康を保持増進す

る態度を育てる。また，児童会・生徒会や学校保健委員会等を活用しアンケート調査を

行うなどして，児童生徒自身に生活習慣の問題点や改善策を考えさせ，実践力を養う。

（３）食に関する指導

家庭や地域社会との連携を図りながら，「バランスのとれた食事」の習慣化を図る。

例えば，家庭科及び技術・家庭科（家庭分野）などの教科学習や，学級活動，児童

会・生徒会活動を通して，食と心と体のかかわりについての正しい知識や望ましい食習

慣を実践的・体験的に学習できるようにする。また，地産地消の考え方や栄養バランス

の重要性などについて，給食の時間等を通して指導をする。その際，養護教諭，栄養教

諭，及び学校栄養職員等とのティーム・ティーチングによる指導を工夫したり，家庭・

地域との連携を図ったりしながら指導をする。

（４）安全に関する指導

家庭や地域社会との連携を図りながら，児童生徒一人一人の身の回りの生活の安全，

交通安全，防災に関する指導を重視し，安全に関する情報を正しく判断して，適切に行

動できる力を育てる。

例えば，防災訓練や避難訓練，また防犯教室や交通安全教室等を年間を通して計画的

に実施し，体験を通して正しい知識と行動を身に付けさせる。

（５）心身の成長発達に関して適切に理解し，行動することができるようにする指導

子どもたちの心身の調和的発達を重視し，子どもたちが心身の成長発達について正し

く理解できるようにする。

例えば，性情報の氾濫，若年層のエイズ及び性感染症等の現代の課題に関して，特別

活動等で性に関する指導を行ったり性教育講演会を行ったりし，子どもたちが性に関し

て適切に理解し，行動できるようにする。また，児童生徒の発達の段階や実態に応じた

指導計画を作成し，教職員，家庭と共通理解を図りながら指導をする。
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（６）家庭と連携したメディア利用に関する指導

メディアとの正しいつきあい方について，保護者や地域の人々と共に考える機会を設

定するなど，家庭や地域と連携した生活環境づくりを行う。

例えば，地域でテレビの視聴時間やゲームを行う時間についてのきまりや，ノーテレ

ビ・ノーゲームデーやノーメールデーを設け，家族の会話や読書活動ができる環境を整

える。

（７）自己存在感を実感させる指導

他者，社会，自然・環境とのかかわりの中で，自己存在感を実感し，これらと共に生

きる自分への自信をもたせていく。

例えば，地域の大人や異年齢の子どもたちとの交流や自然の中での宿泊体験活動，職

場体験活動，奉仕体験活動をさせる。その後，体験したことを文章で表現したり伝え合

ったりすることで，自分を見つめ，他者，社会，自然・環境とのかかわりの中で共に生

きているという実感や達成感を高める。
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Q32
ふるさとに愛着と誇りをもつ子どもをはぐくむふるさと教育
をどのように充実させたらよいのでしょうか。

ポイント

１　これまで取り組んできたふるさと教育を体系的に整理し，全体計画及び年間指導計画

を見直し，家庭・地域と連携した学習活動を行う。

２　地域に出かけ，自然体験活動，奉仕体験活動，生産体験活動，職場体験活動等を通し

て地域の大人から話を聞いて学ぶ機会を積極的に設ける。

３　学んだことを他者に発信し，他者の評価を得て，児童生徒が学ぶ意義や充実感を味わ

えるようにする。

４　環境の異なる学校や地域の諸団体との交流活動を行い，他校や他地域のよさに触れ，

自分たちの学校，地域のよさを再発見できるようにする。

５　発達の段階，地域の実態に応じて竹島に関する学習を行う。

本県は，豊かな自然や歴史・文化，地域の特色を生かした産業，教育熱心な人々など，恵ま

れた教育資源を有している。ふるさと教育は，これらの島根の恵まれた教育資源を活用した郷

土学習によって，ふるさとへの愛着と誇りをもたせ，ふるさとに対する認識を高める教育であ

る。

また，地域の人々との触れ合いや地域に出かけて行う自然体験活動，生産体験活動，職場体

験活動等を通じて，感性を養い，コミュニケーション能力や地域社会の一員としての自覚，心

豊かな人間性・社会性を身に付けた児童生徒をはぐくむことをねらいとしている。このような

ふるさとの「ひと・もの・こと」を活用した教育活動を行うことは，児童生徒が学ぶ楽しさや

充実感を味わい，学習意欲を高めることにつながる。

1 体系的なふるさと教育の実施

ふるさと教育で育てたい資質や能力について明確にするとともに，題材，教材の構成や活

動内容を工夫し，ねらいを明確にした学習活動を展開する。

例えば，伝統文化を守り伝えようとする人々の思いを感じ取らせるために各地域で継続的

に行われている祭りや行事等に参加したり，伝統文化について調査したりする。また，働く

ことの意義を考えたり，生命の尊さや神秘について気づいたりできるようにするために，地

域の人々と共に栽培活動や食育に関する活動を行う。

ふるさと教育は各学校年間３５時間以上を行うこととしており，総合的な学習の時間をは

じめ各教科等や各行事等の内容と関連させて展開していく。また，自分たちの住む地域に限

定するのではなく，「ふるさと」の概念を地域から市町村全体へ，また県全体へと広げて考

えていくことにも留意する必要がある。

2 地域に出かけ，地域から学ぶ機会の設定

例えば，ふるさとにおいて長年にわたって活躍してきた方々の体験談を直接聞く場を設定

することで，資料による学習では感じ取ることができない様々な思いや現在に至るまでの苦

労に触れ，ふるさとを大切に思う意識を高める。

その際，市町村に派遣されている派遣社会教育主事や公民館の協力を得ながら，地域の教
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育資源マップや人材バンクを継続的に見直し，加除修正をしておく。

３ 地域と共に考える場の設定

例えば，地域の行事や公民館等の社会教育機関の行事において，地域の方から学んだ伝統

文化の発表を行い，感想を返してもらったり賞賛をもらったりする機会を設ける。また，環

境学習で学んだことを地域に発信したり，クリーン活動等を一緒に行ったりするなど学習の

成果を広める活動を行う。

中学校においては，義務教育終了後の自分と地域のつながりを，将来にわたってどう生か

すのかを一人一人に考えさせる等，ふるさと学習が表面的な地域学習のみで終わることなく，

持続可能な地域社会の創造へとつなげる。

4 環境の異なる学校や地域の諸団体との交流活動

他校や他地域のよさに触れ，自分たちの学校や地域のよさを再発見できるようにする。

例えば，中山間地にある学校が海辺の学校との交流活動を行うことで，豊かな海の幸を支

えているのは，自分たちの地域にある豊かな森林であることを実感できるようにする。

5 発達の段階，地域の実態に応じた竹島に関する学習

島根県が作成した竹島副教材（ＤＶＤ・ＣＤ）を活用し，小学校では，例えば５年生にお

いて島根県の人々は漁業を通じて以前から竹島と深いかかわりがあったこと，竹島は日本の

領土であること，そして，現在は韓国との間に領土問題があることを理解させる。

中学校では，竹島が日本の領土であることを確認するとともに，竹島領土問題の歴史，現

在の竹島領土問題についての認識を深める。また，社会科公民的分野において，島根県総務

部総務課ホームページ内「竹島」，外務省パンフレット「竹島」等を活用して調べ学習を行

うことを通し，日韓両国の主張の違いについての理解を深める。
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Q33
小学校の教育課程に新設された外国語活動の目標は何でしょ
うか。また，指導する際に，どのような点に配慮すればよい
のでしょうか。

ポイント

１　外国語活動を実施する際は，目標の三つの柱を踏まえる。

２　指導を行う際は，配慮事項を踏まえる。

小学校の教育課程に新設された外国語活動においては，外国語に触れたり，体験したりする

機会を提供することにより，中・高等学校においてコミュニケーション能力を育成するための

素地をつくることが重要である。

1 外国語活動の目標の三つの柱　

外国語活動の目標は三つの柱から成り立っており，これら踏まえ，指導を行うことが重要

である。

（１） 外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深める。

（２） 外国語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。

（３） 外国語を通じて，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる。

このように，外国語活動は，中学校の外国語教育で行う英語で話したり，書いたりできる

ようになるなどのスキルを目指すのとは異なり，英語を使った楽しいゲームやクイズ等を行

ったり，外国の言語や文化について学んだりしながら，積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする態度を育成する活動である。

2 指導を行う際の配慮事項

各学校においては，外国語活動新設の趣旨や目標及び内容等を踏まえ，児童の発達の段階

に応じて，２年間を通した年間指導計画を作成し，友達とのかかわりを重視したコミュニケ

ーション活動を創意工夫し，中学校，高等学校等における外国語科の学習につながるコミュ

ニケーション能力の素地を養う必要がある。

そのために，次のことに配慮する。

○　児童の学習段階を考慮して，第５学年では，友達や家族，地域，社会とのつながりに焦

点を当てた活動を行う。第６学年では，第５学年での経験を基に，友達とのかかわりを大

切にしながら，世界へのつながりや広がりに関する活動へ発展させていく。

第５学年では，例えば，「あいさつ」「自己紹介」「買物」「学校生活」「遊び」「日常生活」

「食事」など自分や身近な話題に関してのやりとりを通して，友達とのかかわりを深める。

第６学年では，例えば，「世界のあいさつ」「世界の文字」「世界の子どもたちの生活」

「夢」などを扱うことにより，児童の視野を世界へと広げるとともに，外国との比較で見

えてくる日本の文化，国語，自分自身にも興味をもつことができるようにする。

○　年間指導計画の作成や授業の実施については，学級担任または外国語活動を担当する教

員が中心となって行う。

授業の実施に当たっては，ネイティブ・スピーカーの活用に努めるとともに，地域の実

態に応じて，外国語に堪能な人々の協力を得るなど，指導体制を充実する。また，文部科
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学省から配布される「英語ノート」を積極的に活用するとともに，音声を取り扱う場合に

は，ＣＤ，ＤＶＤなどの視聴覚教材を活用する。

○　外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深め，積極的にコミュニケーショ

ンを図ろうとする態度を育成する。

例えば，児童の興味・関心のある題材を取り上げ，自分の思いを伝えたい，相手のこと

をもっと知りたいと児童に思わせるような話題や活動を設定する。また，国語科，音楽科，

図画工作科など他教科等で児童が学習したことを活用するなどの工夫を行い，指導の効果

を高める。

○　小学校・中学校の教員間の情報交換を密にして，ねらい，指導内容，指導方法について

互いに理解し合う等，小中連携を進める。

例えば，中学校区ごとに，小学校の外国語活動の実際を理解するための授業公開，意見

交換を行う機会を設定する。
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Q34
社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき
事項への取組を充実すると言われていますが，これはどのよ
うな力をどのようにして身に付けさせることでしょうか。

ポイント

１　子どもたちが，社会や自分たちを取り巻く環境の変化の中で，積極的に情報を得て，

教科等で得た知識・技能を活用して自分なりに判断し，行動できるようにする。

２　社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項にかかる内容を，総

合的な学習の時間のテーマに取り上げたり，教科等の学習に関連付けたりして行う。

1 社会の変化に対応する力を身に付ける

例えば，以下の内容にかかわって，積極的に情報を得て，教科等で得た知識・技能を活用

して自分なりに判断し，行動できるようにする。

（１） 情報教育

（２） 環境教育

（３） ものづくり

（４） キャリア教育

（５） 食育

（６） 安全教育

（７） 心身の成長発達についての正しい理解

2 総合的な学習の時間のテーマに取り上げたり，教科等の学習に関連付けたりして実施する

例えば，環境教育，情報教育，キャリア教育について，以下のような取組が考えられる。

（１） 小学校

①　環境教育

各教科等の特質に応じた学習活動を通して，自然に対する豊かな感受性や生命尊重

の態度の育成，環境問題と社会経済システムの在り方や生活様式とのかかわりについ

ての理解などに重点を置く学習の充実を図る。

例えば，島根県の美しい山，川，海などの豊かな自然や身近な地域の中での体験活

動や清掃活動を通して，環境を保全する心情や態度を養う。また，その中から環境や

エネルギー問題にかかわる課題を取り上げ，総合的な学習の時間においてリサイクル

の重要性について認識を深める。

②　情報教育

各教科等において，コンピュータや情報通信ネットワークなどの積極的な活用を通

じて，その基本的な操作の習得や，情報モラル等にかかわる指導の充実を図る。

例えば，総合的な学習の時間において，携帯電話の使用に関する問題を取り上げ，

情報モラルの重要性について認識を深めたり，情報が日常生活や社会に与える影響を

考えたりする学習活動を行う。また道徳の時間や特別活動においても，発達の段階に

応じて情報モラルを取り扱う取組を行う。

③　キャリア教育

働くことの意義に気付き，実感できる活動を工夫し，望ましい勤労観や職業観を育
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てるとともに，自らの将来について夢やあこがれをもつことができるようする。

例えば，低・中学年においては，係活動や当番活動を友達と協力してやり遂げ，成

就感を味わう体験を重ねる。また，中・高学年においては，総合的な学習の時間や社

会科，特別活動において，職場見学や体験談を聞く活動を行い，勤労観や職業観の育

成を図る取組を行う。

（２） 中学校

①　環境教育

各教科等において環境問題やエネルギー問題への関心と理解を深め，環境への負荷

が少ない生活様式や自然保護について考える機会を意図的に設定する。

例えば，「学校版エコライフチャレンジしまね」を活用した自校の消費エネルギー

の自己管理や取組の情報提供を行ったり，ごみを減らしたり省エネルギーやリサイク

ルについて話し合ったりする活動を通して，環境を保全する心情や態度を養う。また，

総合的な学習の時間等において，各自やグループで環境をテーマにした課題を見付け

て探究的な活動を行う。

②　情報教育

技術・家庭科（技術分野）や社会科，理科等の教科において，情報機器の操作能力

の向上のみでなく，様々な角度から情報を収集・整理し，取捨選択していく能力を高

めていく機会を設定する。

例えば，携帯電話の使用の問題を取り上げ，有害な情報を簡単に入手できたり個人

情報が流出したりする危険性や，自ら発信源となって人を傷つける結果を招くことに

ついて認識を深めさせる。また，道徳の時間や特別活動等においても情報モラルにつ

いて考えさせる機会を設定し，情報化により人権が侵害された事例や，その対処法を

具体的に指導する。その際，調べる，まとめる，発表する，議論する等の言語活動や，

情報の正確性や信頼性を検討する学習活動を合わせて計画する。

③　キャリア教育

生徒が，自分にふさわしい職業を選ぶ等，自分で決められる価値基準を身に付ける

ために，望ましい勤労観・職業観が育つようにする。

例えば，清掃，給食の準備や片付け，体育祭，文化祭への取組等において，一人一

人の役割や係活動の意味をよく理解して取り組む活動を行う。また，進学を希望する

学校について調べ，自分の適性や個性を生かした将来への展望をもったり，職場体験

活動の前後には働くことについて考えたり話し合ったりする学習を取り入れる。その

際，地域との連携を深め，地域産業への関心をもてるようにする。

その他，雇用形態の変化やモラトリアム傾向，ニートの問題等の社会の現状につい

ても考え，長期的な展望に立って自己の人生設計を考えることができるようにする活

動等が考えられる。
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Q35
学校図書館を活用した教育をどのように充実させればよいの
でしょうか。

ポイント

１　豊かな心（感性・情緒）をはぐくむ読書活動を推進する。

２　確かな学力（思考力，判断力，表現力等）をはぐくむために，学校図書館を活用した

学習活動を工夫する。

３　学校図書館活用教育を推進するために，学校図書館を整備する。

今回の学習指導要領の改訂のポイントの一つに，各教科を貫く視点としての「言語活動の充

実」があげられている。思考力，判断力，表現力等を育成し，感性や情緒をはぐくむために，

各教科においては言語活動を充実させていくことが求められる。言語活動の充実を図るために

活用できるものの一つが，学校図書館である。

1 読書活動の推進

児童生徒の読書活動を推進していくためには次のような工夫が必要である。

（１）児童生徒と図書の出会いの場を設定する。

学年に応じた推薦図書を紹介したり，教員や学校司書，ボランティアが協力して，例

えば，読み聞かせやブックトーク（※１），ストーリーテリング（※２）などを行った

りし，意図的に児童生徒と本を結び付ける。

（２）読書活動を展開する。

教科や総合的な学習の時間，特別活動の中で，“読書郵便”・“味見読書”・“読書

マラソン”といった読書活動を展開する。児童会・生徒会の委員会活動と連動させたり，

家庭と協力して家読（うちどく）・親子読書に取り組んだりすることも考えられる。

2 学校図書館を活用した学習活動の展開

学校図書館にある図書資料を学習活動に取り入れることによって，授業の幅を広げるとと

もに，課題解決型の学習の展開が可能になる。そのためには，学校図書館を活用して図書資

料の探し方を身に付け，必要な情報を取り出して活用することを学ぶ授業を展開する必要が

ある。

（１）授業での学校図書館利用を拡大する。

各教科，総合的な学習の時間，特別活動等における年間指導計画に学校図書館の活用

を位置付け，授業の中で積極的に学校図書館を活用できるようにする。

例えば，理科では，扱われている動植物について，さらに知りたいと思ったことを図

鑑等で調べたり，社会科では，歴史上の人物について複数の図書を基に調べて，人物像

に迫ったりする授業を行う。

（２）情報活用能力を高める学習活動を展開する。

広く｢調べ学習｣と言われる学習には，課題を決めて，その課題を解決するために情報

を収集し，それらをまとめて発表する，という流れがある。この流れの中で，多くの情

報の中から自分が必要とする情報を探してまとめ，発信していくためには，情報を活用

する力が必要となる。この力を身に付けさせるために，次のような取組が考えられる。

①　情報を探すためのトレーニングに取り組む。
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図書資料の中には，様々な種類の膨大な情報が収められている。これらの情報の中

から自分が必要な情報を取り出すには，“図書館クイズ”など，情報を探すためのト

レーニングに取り組むこともよい。

②　課題解決型の学習過程で必要な情報活用の力を身に付ける。

課題解決型の学習過程は，

Ａ 課題の設定→　Ｂ 情報の収集　→ Ｃ 情報の整理・分析 → Ｄ まとめ・発表

という段階で展開していく。実際には段階が順序どおりに進むわけではなく，それ

ぞれの段階を行きつ戻りつしながら展開していくが，この流れを意識することが重

要である。そして，それぞれの段階の中で情報活用のための力を身に付けるために，

例えば次にあげるようなスキル学習を行うことが有効である。

Ａ　課題の設定

・「マッピング」などの手法を用いて課題発見のための手順を学習する。

Ｂ　情報の収集

・百科事典や図鑑，年鑑などを使うための「目次や索引」の使い方について学習

する。

・人的な情報を収集するための「アンケートやインタビュー」の手法を学習する。

Ｃ　情報の整理・分析

・情報の取り出し方としての「要約」の手法を学習する。

・情報を整理するための「情報カード」の使い方を学習する。

Ｄ　まとめ・発表

・情報のまとめ方として「新聞」や｢レポート｣の作成の仕方を学習する。

3 学校図書館の整備

学校図書館法によって，学校には，学校図書館を設けることが義務付けられている。しか

し，「本の倉庫」のような学校図書館であっては，図書館が本来もつべき読書センター，学

習・情報センターとしての機能を発揮させることはできない。そこで，次のような点に留意

して，学校図書館の整備をすることが必要である。

（１）適正な配架に改める。

児童生徒が学校図書館のどこにどんな図書があるのかを知ることで，自ら情報を探す

ことができるようになる。このために，図書を日本十進分類法にそって配架する。

（２）レイアウトや展示の工夫をする。

図書館全体のレイアウトを動かす，本を書架に並べるだけでなく表紙展示をする，季

節ごとの展示をするなど，児童生徒が本を手に取ってみたいと思うような工夫を心がけ

る。

※１　ブックトーク：あるテーマの基に何冊かの本を紹介すること

※２　ストーリーテリング：本などを使わず，口頭で｢お話｣を語ること
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Q36 ガイダンス機能は，どのように充実させればよいのでしょうか。

ポイント

次にあげる時期等にガイダンスにかかる教育活動を実施する。

１　入学時や新学期開始時期など

２　新たな学習や各種の教育活動の開始時期など

３　進路の選択時など（特に中学校）

ガイダンスは，すべての児童生徒が学校や学級の生活によりよく適応し，豊かな人間関係の

中で有意義な生活を築くようにするとともに，生き方を考え行動する態度や能力を育てること

ができるようにするために行うものであり，単なる事前説明や資料配付に限定されるものでは

ない。

1 入学時や新学期開始時期など

○　教師と児童生徒及び児童生徒相互の好ましい人間関係が生まれるよう配慮する。

○　児童生徒自身が学校や学級における諸活動や集団の意義，内容などについて十分に理解

し，自発的によりよい生活に取り組むことができるように創意工夫する。

（取組の例）

・担任や副担任の紹介方法を工夫し，児童生徒との「出会い」を大切にする。

・「学級開き」や「学年開き」を工夫し，児童生徒の「所属感」を高めさせる。

・「自己紹介カード」を活用し，人間関係づくりを進める。

・友達の「よいところさがし」をし，他者理解を進める。

・「学級だより」や「学年だより」を活用して，児童生徒や保護者へ担任の思いや考え，

地域の願いなどを伝える。

2 新たな学習や各種の教育活動の開始時期など

○　新たに始まる学習について積極的な意欲をもち，主体的に活動に取り組むことができる

よう，各教科等において十分に配慮する。

（取組の例）

・学習内容や学習方法について教科ごとにあらかじめ説明を行い，学習に向かう気持ち

を高めさせる。

・学習の前に，学習が終了した時に児童生徒にどんな力が付いているのかをあらかじめ

説明し，学習への展望をもたせる。

3 進路の選択時など（特に中学校）

○　生徒一人一人が自己理解を深め，自己の生き方を考え，卒業後の進路を主体的に選択す

るとともに，その後の生活において自己実現を図ろうとする態度を育てるよう配慮する。

（取組の例）

・二者面談や三者面談等を適宜行い，互いの意思疎通を図る。

・自己の長所や短所を見つめたり考えたりする活動を行い，よりよい進路選択をしよう

とする心情を育てる。

・卒業生や保護者，社会人等の話を聞く機会を適切に設け，自己の将来への展望をもた

せる。
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Q37 学校は，家庭や地域社会とどのように連携を図ればよいので
しょうか。

ポイント

１　各学校の教育方針や特色ある教育活動，児童生徒の状況などについて具体的に家庭や

地域の人々に説明したり，情報を提供したりすると共に，保護者の願いを聞くことに努

める。

２　教育活動の計画や実施に当たって，家庭や地域の人々の積極的な協力を得て地域の教

育資源を一層活用する。

３　学校，家庭，地域社会が連携して教育環境を整備する。

教育基本法（第13条）には，「学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそ

れぞれの役割と責任を自覚するとともに，相互の連携及び協力に努めるものとする。」と規定

されている。また，学校教育法（第43条，第49条）には，「小学校（中学校）は，当該小学校

（中学校）に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに，これらの者

との連携及び協力の推進に資するため，当該小学校（中学校）の教育活動その他の学校運営の

状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」と規定された。このように，学校がその

目的を達成するためには，家庭や地域の人々と共に児童生徒を育てていくという視点に立ち，

家庭，地域社会との連携を深めることが大切である。

1 積極的な情報提供とニーズの把握
各学校の教育方針や特色ある教育活動，児童生徒の状況などについて具体的に家庭や地域

の人々に説明し，情報を提供したり保護者の願いを聞いたりすることを通して，理解や協力

を得られるようにする。

例えば，行事や授業公開，学校だよりやホームページ，有線放送などを積極的に活用し，

情報の提供を行うとともに，保護者から家庭の様子や願い，悩み等を聞く機会を設けるなど，

双方向的な連携を図る。また，保護者や学校評議員，地域住民，学校運営協議会の委員等に

よる学校関係者評価を積極的に活用し，家庭や地域の人々の学校運営などに対する意見を的

確に把握し，自校の教育活動に生かす取組を推進する。

2 地域の教育資源の活用
地域での体験活動の充実を図るとともに，地域の人々との触れ合い活動などを通して学習

効果を高めたり，地域の取組を促進したりする。

例えば，地域講師を招いて身近な地域の歴史や郷土に残る伝統音楽について学習したり，

地域での公民館活動や講演会等の行事に，積極的に児童生徒が参加できるように促したりし

て，地域とともに生き方を考え，自分の力を役立てようとする姿勢が育つようにする。その

際，保護者や地域の人々が積極的に活動にかかわってもらえるようにし，地域が一体となっ

て次代を担う子どもを育成する体制づくりを進める。

3 教育環境の整備と活用

（１） 家庭や地域社会の学習環境を整備し，学びの機会の確保と充実を図り，学習習慣が身

に付くようにする。
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例えば，家庭学習を充実したものにするために，島根県教育用ポータルサイト掲載の

「家庭学習の手引」を参考に，家庭学習の手引を作成し，家庭との連携のもと，家庭学

習が行える環境を整える。また，一人一人の学習内容の理解の状況を把握し，平日での

宿題や課題を適切に与えたり，週休日や長期休業期間においても，児童生徒が自主的に

取り組むことができる課題を与えたりする。

（２） メディアとの正しいつきあい方について，保護者や地域の人々と共に考える機会を設

定するなど，家庭や地域と連携した生活環境づくりを行う。
例えば，地域でテレビの視聴時間やゲームを行う時間についてのきまりや，ノーテレ

ビ・ノーゲームデーやノーメールデーを設け，家族の会話や読書活動ができる環境を整

える。

（３） 幼・保・小・中学校で連携したり，関係行政機関と共同したりして生活習慣の形成や

規範意識の醸成を図る取組を実践する。
例えば，中学校区内の幼・保・小・中学校のＰＴＡが合同で，生活習慣形成に関する

シンポジウムや講演会を開催するなど，家庭や地域社会への啓発活動を計画的，継続的

に行い，早寝・早起き，必ず朝食を摂ること，バランスのとれた食事を工夫すること，

適度な運動を行う等，生活習慣についての正しい理解と実践力を身に付けるようにする。

（４） ＰＴＡ活動や公民館活動等に，豊かな体験活動（集団宿泊活動，奉仕体験活動，自然

体験活動，文化・芸術体験活動等）を取り入れたり，こうした活動へ保護者や地域の

人々の参加を積極的に促したりし，学校と家庭や地域社会が一体となって豊かな心をは

ぐくむ体制づくりを促進する。
例えば，毎月第３日曜日の「しまね家庭の日」を生かし，親子で参加できる体験的な

行事や児童生徒が主体となって取り組むことができる活動等を計画する。また，地域の

大人や異年齢の子ども同士の交流の場や地域の自然を知る活動等を意図的に設け，学校

の道徳教育が児童生徒の日常生活に生かされるよう努める。

（５） 警察，公民館等の行政諸機関や老人クラブ等と連携し，児童生徒が安心して生活でき

る安全な環境をつくる。
例えば，「子ども110番の家・店」や「地域見守り隊」などの防犯・安全組織の構築や

連携に基づく積極的な取組を行う。
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Q38
幼稚園・保育所，小学校，中学校の連携をどのように図った
らよいのでしょうか。

ポイント

１　共通理解を図るために，教員同士の情報交換や交流を密にする。

２　幼児児童間，児童生徒間の交流を行う。

３　指導計画や目標など一貫性のある指導に努める。

今日，児童生徒の心身の発達状況や周りの環境が変化する中，学習面だけでなく生活全般に

おいても，幼稚園・保育所，小学校，中学校の連携がこれまでにも増して大切になっている。

幼稚園・保育所，小学校，中学校は，それぞれの子どもの発達の段階に応じた保育及び教育

を行い，その役割をしっかり果たし，次へバトンをリレーしていくことが重要である。そして，

より効率的に教育効果をあげるためには，それぞれの教育理念を共有し，一貫した教育を行う

ことが求められる。

こうした，幼稚園・保育所と小学校の連携，小学校と中学校の連携は，今日，社会問題とな

っている「小一プロブレム」「中一ギャップ」の解消の面からも必要となっている。

そのために，次のことに配慮する。

1 教員同士の情報交換や交流
他校種の教育課程や幼児児童生徒についての共通理解を図るために，教員同士の情報交換

や交流を密にする。

例えば，「小一プロブレム」「中一ギャップ」の解消・緩和をめざし，同一市町村の学習指

導や生徒指導のための連絡会や合同の研修会を開催したり，幼稚園・保育所と小学校，小学

校と中学校が幼児児童生徒の情報交換の充実を図ったりする。

2 幼児児童間，児童生徒間の交流
新たな学校生活に対する不安を和らげるために，幼児児童間，児童生徒間の交流を行う。

例えば，児童生徒が相互に出かけて行う授業交流や，近隣の幼稚園・保育所や中学校と合

同学習を企画し，学校行事，自然体験活動や奉仕体験活動等を共に行う。また，自然や社会

環境が異なる学校相互の訪問，コンピュータや情報通信ネットワークなどを通しての交流，

特別支援学校との交流などの取組を行う。

3 一貫性のある指導
幼・保・小・中学校で生活習慣や学習習慣の到達目標を話し合って決めるなど，一貫性の

ある指導に努める。

例えば，校区の幼稚園・保育所から中学校までを見通した「目指す子ども像」を作成し，

教職員が共通理解の上で望ましい学習習慣について継続的に指導する。家庭学習の手引を協

力して作成したり，宿題の出し方について共通理解を図ったりする。
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Q39
教育課程を評価するには，どのような観点をもって，どのよ
うな方法で行えばよいのでしょうか。

ポイント

１　各学校で編成された教育課程が，学校の教育目標を実現するために効果的に働き，成

果をあげているか，学校評価を中心として評価を行う。

1 学校評価を中心とした教育課程の評価

教育課程の評価対象は，各教科，道徳，外国語活動（小学校），総合的な学習の時間及び

特別活動等すべての指導計画，指導方法にわたるものである。そのため，日頃から適時，適

切に行うことが必要であるが，学校評価の項目に重点化した項目を入れることによって，重

点目標が達成されたかどうかを評価することが重要である。

（１）評価の項目の設定の仕方

評価の項目は，各学校の学校教育目標や重点目標に沿って，各学校が設定すべきもの

であるが，文部科学省が作成した「学校評価ガイドライン[改訂］」（平成20年１月31日）

及び島根県教育委員会が作成した学校評価ガイドブック「信頼・協働　ひとみ輝く学校

づくり」（平成20年３月）に，項目の設定について検討する際の視点となる例が示され

ているので，参考にするとよい。

その際には，島根県教育課程審議会答申（平成21年３月９日）に示された次の項目等

を重視して評価することが望まれる。

①　学習の基盤としての学習意欲を高めるとともに，児童生徒が自ら課題を解決する学習

となっているか。

②　各教科等における言語活動の充実が図られているか。

③　指導体制の充実，指導内容の重点化，各教科等での取組，教材の充実，体験活動の充

実，家庭や地域と連携した取組等により，道徳教育が推進されているか。

④　基本的な生活習慣を確立し，健やかな心と体をはぐくむ取組の充実が図られているか。

⑤　ふるさとに愛着と誇りをもつ児童生徒をはぐくむふるさと教育の充実が図られている

か。

⑥　豊かな心をはぐくみ，確かな学力を身に付けるための読書活動や学校図書館活用教育

が推進されているか。

⑦　指導体制の整備，共通理解，他校種・関係機関との連携等により，特別支援教育が推

進されているか。

⑧　各校種間の連携が図られ，一貫性のある指導が推進されているか。

（２） 評価の方法

○　学校評価に教育課程の評価を位置付け，校内評価委員会と教務部や研究部等が連携を

とって改善に取り組むなど，組織的・計画的に行う。

○　学校関係者評価を行うことで客観的な評価となるようにする。
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