
イ 英語を使用している人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生

活，風俗習慣，物語，地理，歴史，伝統文化，自然などに関するものの

中から，児童の発達の段階や興味・関心に即して適切な題材を変化をも

たせて取り上げるものとし，次の観点に配慮すること。

(ｱ) 多様な考え方に対する理解を深めさせ，公正な判断力を養い豊かな

心情を育てるのに役立つこと。

(ｲ) 我が国の文化や，英語の背景にある文化に対する関心を高め，理解

を深めようとする態度を養うのに役立つこと。

(ｳ) 広い視野から国際理解を深め，国際社会と向き合うことが求められ

ている我が国の一員としての自覚を高めるとともに，国際協調の精神

を養うのに役立つこと。

（新設）その他の外国語

その他の外国語については，英語の１に示す五つの領域別の目標，２に示す

内容及び３に示す指導計画の作成と内容の取扱いに準じて指導を行うものとす

る。

（新設）第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 外国語科においては，英語を履修させることを原則とすること。

２ 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科など

との関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，

外国語科の特質に応じて適切な指導をすること。
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小学校学習指導要領新旧対照表【道徳】

改 訂 案 平成27年３月告示

第３章 特別の教科 道徳

第 １ 目 標

第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるた

めの基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見

つめ，物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を

通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。

第 ２ 内 容

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要である道徳科においては，以下に

示す項目について扱う。

Ａ 主として自分自身に関すること

［善悪の判断，自律，自由と責任］

〔第１学年及び第２学年〕

よいことと悪いこととの区別をし，よいと思うことを進んで行うこと。

〔第３学年及び第４学年〕

正しいと判断したことは，自信をもって行うこと。

〔第５学年及び第６学年〕

自由を大切にし，自律的に判断し，責任のある行動をすること。

［正直，誠実］

〔第１学年及び第２学年〕

うそをついたりごまかしをしたりしないで，素直に伸び伸びと生活するこ

と。

第３章 特別の教科 道徳

第 １ 目 標

第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基

盤となる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，

物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，

道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。

第 ２ 内 容

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要である道徳科においては，以下に

示す項目について扱う。

Ａ 主として自分自身に関すること

［善悪の判断，自律，自由と責任］

〔第１学年及び第２学年〕

よいことと悪いこととの区別をし，よいと思うことを進んで行うこと。

〔第３学年及び第４学年〕

正しいと判断したことは，自信をもって行うこと。

〔第５学年及び第６学年〕

自由を大切にし，自律的に判断し，責任のある行動をすること。

［正直，誠実］

〔第１学年及び第２学年〕

うそをついたりごまかしをしたりしないで，素直に伸び伸びと生活するこ

と。



〔第３学年及び第４学年〕

過ちは素直に改め，正直に明るい心で生活すること。

〔第５学年及び第６学年〕

誠実に，明るい心で生活すること。

［節度，節制］

〔第１学年及び第２学年〕

健康や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがまま

をしないで，規則正しい生活をすること。

〔第３学年及び第４学年〕

自分でできることは自分でやり，安全に気を付け，よく考えて行動し，節

度のある生活をすること。

〔第５学年及び第６学年〕

安全に気を付けることや，生活習慣の大切さについて理解し，自分の生活

を見直し，節度を守り節制に心掛けること。

［個性の伸長］

〔第１学年及び第２学年〕

自分の特徴に気付くこと。

〔第３学年及び第４学年〕

自分の特徴に気付き，長所を伸ばすこと。

〔第５学年及び第６学年〕

自分の特徴を知って，短所を改め長所を伸ばすこと。

［希望と勇気，努力と強い意志］

〔第１学年及び第２学年〕

自分のやるべき勉強や仕事をしっかりと行うこと。

〔第３学年及び第４学年〕

自分でやろうと決めた目標に向かって，強い意志をもち，粘り強くやり抜

くこと。

〔第５学年及び第６学年〕

より高い目標を立て，希望と勇気をもち，困難があってもくじけずに努力

〔第３学年及び第４学年〕

過ちは素直に改め，正直に明るい心で生活すること。

〔第５学年及び第６学年〕

誠実に，明るい心で生活すること。

［節度，節制］

〔第１学年及び第２学年〕

健康や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがまま

をしないで，規則正しい生活をすること。

〔第３学年及び第４学年〕

自分でできることは自分でやり，安全に気を付け，よく考えて行動し，節

度のある生活をすること。

〔第５学年及び第６学年〕

安全に気を付けることや，生活習慣の大切さについて理解し，自分の生活

を見直し，節度を守り節制に心掛けること。

［個性の伸長］

〔第１学年及び第２学年〕

自分の特徴に気付くこと。

〔第３学年及び第４学年〕

自分の特徴に気付き，長所を伸ばすこと。

〔第５学年及び第６学年〕

自分の特徴を知って，短所を改め長所を伸ばすこと。

［希望と勇気，努力と強い意志］

〔第１学年及び第２学年〕

自分のやるべき勉強や仕事をしっかりと行うこと。

〔第３学年及び第４学年〕

自分でやろうと決めた目標に向かって，強い意志をもち，粘り強くやり抜

くこと。

〔第５学年及び第６学年〕

より高い目標を立て，希望と勇気をもち，困難があってもくじけずに努力
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して物事をやり抜くこと。

［真理の探究］

〔第５学年及び第６学年〕

真理を大切にし，物事を探究しようとする心をもつこと。

Ｂ 主として人との関わりに関すること

［親切，思いやり］

〔第１学年及び第２学年〕

身近にいる人に温かい心で接し，親切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕

相手のことを思いやり，進んで親切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

誰に対しても思いやりの心をもち，相手の立場に立って親切にすること。

［感謝］

〔第１学年及び第２学年〕

家族など日頃世話になっている人々に感謝すること。

〔第３学年及び第４学年〕

家族など生活を支えてくれている人々や現在の生活を築いてくれた高齢者

に，尊敬と感謝の気持ちをもって接すること。

〔第５学年及び第６学年〕

日々の生活が家族や過去からの多くの人々の支え合いや助け合いで成り立

っていることに感謝し，それに応えること。

［礼儀］

〔第１学年及び第２学年〕

気持ちのよい挨拶，言葉遣い，動作などに心掛けて，明るく接すること。

〔第３学年及び第４学年〕

礼儀の大切さを知り，誰に対しても真心をもって接すること。

〔第５学年及び第６学年〕

時と場をわきまえて，礼儀正しく真心をもって接すること。

［友情，信頼］

して物事をやり抜くこと。

［真理の探究］

〔第５学年及び第６学年〕

真理を大切にし，物事を探究しようとする心をもつこと。

Ｂ 主として人との関わりに関すること

［親切，思いやり］

〔第１学年及び第２学年〕

身近にいる人に温かい心で接し，親切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕

相手のことを思いやり，進んで親切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

誰に対しても思いやりの心をもち，相手の立場に立って親切にすること。

［感謝］

〔第１学年及び第２学年〕

家族など日頃世話になっている人々に感謝すること。

〔第３学年及び第４学年〕

家族など生活を支えてくれている人々や現在の生活を築いてくれた高齢者

に，尊敬と感謝の気持ちをもって接すること。

〔第５学年及び第６学年〕

日々の生活が家族や過去からの多くの人々の支え合いや助け合いで成り立

っていることに感謝し，それに応えること。

［礼儀］

〔第１学年及び第２学年〕

気持ちのよい挨拶，言葉遣い，動作などに心掛けて，明るく接すること。

〔第３学年及び第４学年〕

礼儀の大切さを知り，誰に対しても真心をもって接すること。

〔第５学年及び第６学年〕

時と場をわきまえて，礼儀正しく真心をもって接すること。

［友情，信頼］
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〔第１学年及び第２学年〕

友達と仲よくし，助け合うこと。

〔第３学年及び第４学年〕

友達と互いに理解し，信頼し，助け合うこと。

〔第５学年及び第６学年〕

友達と互いに信頼し，学び合って友情を深め，異性についても理解しなが

ら，人間関係を築いていくこと。

［相互理解，寛容］

〔第３学年及び第４学年〕

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，相手のことを理解し，自分と

異なる意見も大切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，謙虚な心をもち，広い心で自

分と異なる意見や立場を尊重すること。

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること

［規則の尊重］

〔第１学年及び第２学年〕

約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕

約束や社会のきまりの意義を理解し，それらを守ること。

〔第５学年及び第６学年〕

法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り，自他の権利を大切

にし，義務を果たすこと。

［公正，公平，社会正義］

〔第１学年及び第２学年〕

自分の好き嫌いにとらわれないで接すること。

〔第３学年及び第４学年〕

誰に対しても分け隔てをせず，公正，公平な態度で接すること。

〔第５学年及び第６学年〕

〔第１学年及び第２学年〕

友達と仲よくし，助け合うこと。

〔第３学年及び第４学年〕

友達と互いに理解し，信頼し，助け合うこと。

〔第５学年及び第６学年〕

友達と互いに信頼し，学び合って友情を深め，異性についても理解しなが

ら，人間関係を築いていくこと。

［相互理解，寛容］

〔第３学年及び第４学年〕

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，相手のことを理解し，自分と

異なる意見も大切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，謙虚な心をもち，広い心で自

分と異なる意見や立場を尊重すること。

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること

［規則の尊重］

〔第１学年及び第２学年〕

約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕

約束や社会のきまりの意義を理解し，それらを守ること。

〔第５学年及び第６学年〕

法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り，自他の権利を大切

にし，義務を果たすこと。

［公正，公平，社会正義］

〔第１学年及び第２学年〕

自分の好き嫌いにとらわれないで接すること。

〔第３学年及び第４学年〕

誰に対しても分け隔てをせず，公正，公平な態度で接すること。

〔第５学年及び第６学年〕
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誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく，公正，公平な態度で

接し，正義の実現に努めること。

［勤労，公共の精神］

〔第１学年及び第２学年〕

働くことのよさを知り，みんなのために働くこと。

〔第３学年及び第４学年〕

働くことの大切さを知り，進んでみんなのために働くこと。

〔第５学年及び第６学年〕

働くことや社会に奉仕することの充実感を味わうとともに，その意義を理

解し，公共のために役に立つことをすること。

［家族愛，家庭生活の充実］

〔第１学年及び第２学年〕

父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝いなどをして，家族の役に立つこ

と。

〔第３学年及び第４学年〕

父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくるこ

と。

〔第５学年及び第６学年〕

父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求めて，進んで役に立つことをする

こと。

［よりよい学校生活，集団生活の充実］

〔第１学年及び第２学年〕

先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，学級や学校の生活を楽しくするこ

と。

〔第３学年及び第４学年〕

先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し合って楽しい学級や学校をつ

くること。

〔第５学年及び第６学年〕

先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し合ってよりよい学級や学校を

誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく，公正，公平な態度で

接し，正義の実現に努めること。

［勤労，公共の精神］

〔第１学年及び第２学年〕

働くことのよさを知り，みんなのために働くこと。

〔第３学年及び第４学年〕

働くことの大切さを知り，進んでみんなのために働くこと。

〔第５学年及び第６学年〕

働くことや社会に奉仕することの充実感を味わうとともに，その意義を理

解し，公共のために役に立つことをすること。

［家族愛，家庭生活の充実］

〔第１学年及び第２学年〕

父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝いなどをして，家族の役に立つこ

と。

〔第３学年及び第４学年〕

父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくるこ

と。

〔第５学年及び第６学年〕

父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求めて，進んで役に立つことをする

こと。

［よりよい学校生活，集団生活の充実］

〔第１学年及び第２学年〕

先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，学級や学校の生活を楽しくするこ

と。

〔第３学年及び第４学年〕

先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し合って楽しい学級や学校をつ

くること。

〔第５学年及び第６学年〕

先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し合ってよりよい学級や学校を

- 204 -



つくるとともに，様々な集団の中での自分の役割を自覚して集団生活の充実

に努めること。

［伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度］

〔第１学年及び第２学年〕

我が国や郷土の文化と生活に親しみ，愛着をもつこと。

〔第３学年及び第４学年〕

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，国や郷土を愛する心をもつこと。

〔第５学年及び第６学年〕

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，先人の努力を知り，国や郷土を愛

する心をもつこと。

［国際理解，国際親善］

〔第１学年及び第２学年〕

他国の人々や文化に親しむこと。

〔第３学年及び第４学年〕

他国の人々や文化に親しみ，関心をもつこと。

〔第５学年及び第６学年〕

他国の人々や文化について理解し，日本人としての自覚をもって国際親善

に努めること。

Ｄ 主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること

［生命の尊さ］

〔第１学年及び第２学年〕

生きることのすばらしさを知り，生命を大切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕

生命の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであることを

理解し，生命を尊重すること。

［自然愛護］

〔第１学年及び第２学年〕

つくるとともに，様々な集団の中での自分の役割を自覚して集団生活の充実

に努めること。

［伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度］

〔第１学年及び第２学年〕

我が国や郷土の文化と生活に親しみ，愛着をもつこと。

〔第３学年及び第４学年〕

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，国や郷土を愛する心をもつこと。

〔第５学年及び第６学年〕

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，先人の努力を知り，国や郷土を愛

する心をもつこと。

［国際理解，国際親善］

〔第１学年及び第２学年〕

他国の人々や文化に親しむこと。

〔第３学年及び第４学年〕

他国の人々や文化に親しみ，関心をもつこと。

〔第５学年及び第６学年〕

他国の人々や文化について理解し，日本人としての自覚をもって国際親善

に努めること。

Ｄ 主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること

［生命の尊さ］

〔第１学年及び第２学年〕

生きることのすばらしさを知り，生命を大切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕

生命の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであることを

理解し，生命を尊重すること。

［自然愛護］

〔第１学年及び第２学年〕
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身近な自然に親しみ，動植物に優しい心で接すること。

〔第３学年及び第４学年〕

身近な自然に親しみ，動植物に優しい心で接すること。

〔第３学年及び第４学年〕

自然のすばらしさや不思議さを感じ取り，自然や動植物を大切にすること。 自然のすばらしさや不思議さを感じ取り，自然や動植物を大切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

自然の偉大さを知り，自然環境を大切にすること。

［感動，畏敬の念］

〔第１学年及び第２学年〕

美しいものに触れ，すがすがしい心をもつこと。

〔第３学年及び第４学年〕

美しいものや気高いものに感動する心をもつこと。

〔第５学年及び第６学年〕

美しいものや気高いものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏

敬の念をもつこと。

［よりよく生きる喜び］

〔第５学年及び第６学年〕

よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解し，人間として生きる

喜びを感じること。

〔第５学年及び第６学年〕

自然の偉大さを知り，自然環境を大切にすること。

［感動，畏敬の念］

〔第１学年及び第２学年〕

美しいものに触れ，すがすがしい心をもつこと。

〔第３学年及び第４学年〕

美しいものや気高いものに感動する心をもつこと。

〔第５学年及び第６学年〕

美しいものや気高いものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏

敬の念をもつこと。

［よりよく生きる喜び］

〔第５学年及び第６学年〕

よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解し，人間として生きる

喜びを感じること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 各学校においては，道徳教育の全体計画に基づき，各教科，外国語活動，総

合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら，道徳科の年間指導計

画を作成するものとする。なお，作成に当たっては，第２に示す各学年段階の

内容項目について，相当する各学年において全て取り上げることとする。その

際，児童や学校の実態に応じ，２学年間を見通した重点的な指導や内容項目間

の関連を密にした指導，一つの内容項目を複数の時間で扱う指導を取り入れる

などの工夫を行うものとする。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 各学校においては，道徳教育の全体計画に基づき，各教科，外国語活動，総

合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら，道徳科の年間指導計

画を作成するものとする。なお，作成に当たっては，第２に示す各学年段階の

内容項目について，相当する各学年において全て取り上げることとする。その

際，児童や学校の実態に応じ，２学年間を見通した重点的な指導や内容項目間

の関連を密にした指導，一つの内容項目を複数の時間で扱う指導を取り入れる

などの工夫を行うものとする。

２ 第２の内容の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 校長や教頭などの参加，他の教師との協力的な指導などについて工夫し，

２ 第２の内容の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 校長や教頭などの参加，他の教師との協力的な指導などについて工夫し，
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道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。

(2)道徳科が学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての役割を果

たすことができるよう，計画的・発展的な指導を行うこと。特に，各教科，

外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育としては取

り扱う機会が十分でない内容項目に関わる指導を補うことや，児童や学校の

実態等を踏まえて指導をより一層深めること，内容項目の相互の関連を捉え

直したり発展させたりすることに留意すること。

(3) 児童が自ら道徳性を養う中で，自らを振り返って成長を実感したり，これ

道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。

(2)道徳科が学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての役割を果

たすことができるよう，計画的・発展的な指導を行うこと。特に，各教科，

外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育としては取

り扱う機会が十分でない内容項目に関わる指導を補うことや，児童や学校の

実態等を踏まえて指導をより一層深めること，内容項目の相互の関連を捉え

直したり発展させたりすることに留意すること。

(3) 児童が自ら道徳性を養う中で，自らを振り返って成長を実感したり，これ

からの課題や目標を見付けたりすることができるよう工夫すること。その際， からの課題や目標を見付けたりすることができるよう工夫すること。その際，

道徳性を養うことの意義について，児童自らが考え，理解し，主体的に学習

に取り組むことができるようにすること。

(4)児童が多様な感じ方や考え方に接する中で，考えを深め，判断し，表現す

る力などを育むことができるよう，自分の考えを基に話し合ったり書いたり

するなどの言語活動を充実すること。

(5)児童の発達の段階や特性等を考慮し，指導のねらいに即して，問題解決的

な学習，道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れるなど，指導

方法を工夫すること。その際，それらの活動を通じて学んだ内容の意義など

について考えることができるようにすること。また，特別活動等における多

様な実践活動や体験活動も道徳科の授業に生かすようにすること。

(6)児童の発達の段階や特性等を考慮し，第２に示す内容との関連を踏まえつ

つ，情報モラルに関する指導を充実すること。また，児童の発達の段階や特

性等を考慮し，例えば，社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱い

にも留意し，身近な社会的課題を自分との関係において考え，それらの解決

に寄与しようとする意欲や態度を育てるよう努めること。なお，多様な見方

や考え方のできる事柄について，特定の見方や考え方に偏った指導を行うこ

とのないようにすること。

(7) 道徳科の授業を公開したり，授業の実施や地域教材の開発や活用などに家

道徳性を養うことの意義について，児童自らが考え，理解し，主体的に学習

に取り組むことができるようにすること。

(4)児童が多様な感じ方や考え方に接する中で，考えを深め，判断し，表現す

る力などを育むことができるよう，自分の考えを基に話し合ったり書いたり

するなどの言語活動を充実すること。

(5)児童の発達の段階や特性等を考慮し，指導のねらいに即して，問題解決的

な学習，道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れるなど，指導

方法を工夫すること。その際，それらの活動を通じて学んだ内容の意義など

について考えることができるようにすること。また，特別活動等における多

様な実践活動や体験活動も道徳科の授業に生かすようにすること。

(6)児童の発達の段階や特性等を考慮し，第２に示す内容との関連を踏まえつ

つ，情報モラルに関する指導を充実すること。また，児童の発達の段階や特

性等を考慮し，例えば，社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱い

にも留意し，身近な社会的課題を自分との関係において考え，それらの解決

に寄与しようとする意欲や態度を育てるよう努めること。なお，多様な見方

や考え方のできる事柄について，特定の見方や考え方に偏った指導を行うこ

とのないようにすること。

(7) 道徳科の授業を公開したり，授業の実施や地域教材の開発や活用などに家

庭や地域の人々，各分野の専門家等の積極的な参加や協力を得たりするなど， 庭や地域の人々，各分野の専門家等の積極的な参加や協力を得たりするなど，

家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図ること。 家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図ること。
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３ 教材については，次の事項に留意するものとする。

(1)児童の発達の段階や特性，地域の実情等を考慮し，多様な教材の活用に努

めること。特に，生命の尊厳，自然，伝統と文化，先人の伝記，スポーツ，

情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし，児童が問題意識をもって

多面的・多角的に考えたり，感動を覚えたりするような充実した教材の開発

や活用を行うこと。

(2)教材については，教育基本法や学校教育法その他の法令に従い，次の観点

に照らし適切と判断されるものであること。

ア 児童の発達の段階に即し，ねらいを達成するのにふさわしいものである

こと。

イ 人間尊重の精神にかなうものであって，悩みや葛藤等の心の揺れ，人間

関係の理解等の課題も含め，児童が深く考えることができ，人間としてよ

りよく生きる喜びや勇気を与えられるものであること。

ウ 多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には，特定の見方や考

え方に偏った取扱いがなされていないものであること。

４ 児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し，指導に生かす

よう努める必要がある。ただし，数値などによる評価は行わないものとする。

３ 教材については，次の事項に留意するものとする。

(1)児童の発達の段階や特性，地域の実情等を考慮し，多様な教材の活用に努

めること。特に，生命の尊厳，自然，伝統と文化，先人の伝記，スポーツ，

情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし，児童が問題意識をもって

多面的・多角的に考えたり，感動を覚えたりするような充実した教材の開発

や活用を行うこと。

(2)教材については，教育基本法や学校教育法その他の法令に従い，次の観点

に照らし適切と判断されるものであること。

ア 児童の発達の段階に即し，ねらいを達成するのにふさわしいものである

こと。

イ 人間尊重の精神にかなうものであって，悩みや葛藤等の心の揺れ，人間

関係の理解等の課題も含め，児童が深く考えることができ，人間としてよ

りよく生きる喜びや勇気を与えられるものであること。

ウ 多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には，特定の見方や考

え方に偏った取扱いがなされていないものであること。

４ 児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し，指導に生かす

よう努める必要がある。ただし，数値などによる評価は行わないものとする。

- 208 -



小学校学習指導要領新旧対照表【外国語活動】

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後）

第４章 外国語活動

第１ 目 標

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語によ

る聞くこと，話すことの言語活動を通して，コミュニケーションを図る素地とな

る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 外国語を通して，言語や文化について体験的に理解を深め，日本語と外国

語の音声との違い等に気付くとともに，外国語の音声や基本的な表現に慣れ

親しむようにする。

(2) 身近で簡単な事柄について，外国語で聞いたり話したりして自分の考えや

気持ちなどを伝え合う力の素地を養う。

(3) 外国語を通して，言語やその背景にある文化に対する理解を深め，相手に

配慮しながら，主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする

態度を養う。

第２ 各言語の目標及び内容等

英語

１ 目 標

英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，話すこと［やり取り］，

話すこと［発表］の三つの領域別に設定する目標の実現を目指した指導を通

して，第１の(1)及び(2)に示す資質・能力を一体的に育成するとともに，そ

の過程を通して，第１の(3)に示す資質・能力を育成する。

(1) 聞くこと

ア ゆっくりはっきりと話された際に，自分のことや身の回りの物を表す

第４章 外国語活動

第１ 目 標

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の育成を図り，外国語の音声や基本的な表現に慣

れ親しませながら，コミュニケーション能力の素地を養う。

（新設）
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簡単な語句を聞き取るようにする。

イ ゆっくりはっきりと話された際に，身近で簡単な事柄に関する基本的

な表現の意味が分かるようにする。

ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に，どの文字であるかが分か

るようにする。

(2) 話すこと［やり取り］

ア 基本的な表現を用いて挨拶，感謝，簡単な指示をしたり，それらに応

じたりするようにする。

イ 自分のことや身の回りの物について，動作を交えながら，自分の考え

や気持ちなどを，簡単な語句や基本的な表現を用いて伝え合うようにす

る。

ウ サポートを受けて，自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄

について，簡単な語句や基本的な表現を用いて質問したり質問に答えた

りするようにする。

(3) 話すこと［発表］

ア 身の回りの物について，人前で実物などを見せながら，簡単な語句や

基本的な表現を用いて話すようにする。

イ 自分のことについて，人前で実物などを見せながら，簡単な語句や基

本的な表現を用いて話すようにする。

ウ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，人前で実物などを見せ

ながら，自分の考えや気持ちなどを，簡単な語句や基本的な表現を用い

て話すようにする。

第２ 内 容

〔第５学年及び第６学年〕

２ 内 容

〔第３学年及び第４学年〕

〔知識及び技能〕

(1) 英語の特徴等に関する事項

実際に英語を用いた言語活動を通して，次の事項を体験的に身に付ける

ことができるよう指導する。

１ 外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるよう，

次の事項について指導する。
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ア 言語を用いて主体的にコミュニケーションを図ることの楽しさや大切

さを知ること。

(1) 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。

(3) 言語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さを知ること。

イ 日本と外国の言語や文化について理解すること。

(ｱ) 英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。

(ｲ) 日本と外国との生活や習慣，行事などの違いを知り，多様な考え方

があることに気付くこと。

(ｳ) 異なる文化をもつ人々との交流などを体験し，文化等に対する理解

を深めること。

２ 日本と外国の言語や文化について，体験的に理解を深めることができる

よう，次の事項について指導する。

(1)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。

(2) 日本と外国との生活，習慣，行事などの違いを知り，多様なものの見

方や考え方があることに気付くこと。

(3)異なる文化をもつ人々との交流等を体験し，文化等に対する理解を深

めること。

（新設）

〔思考力，判断力，表現力等〕

(2) 英語で情報を整理しながら考えなどを形成し，表現したり，伝え合った

りすることに関する事項

具体的な課題等を設定し，コミュニケーションを行う目的や場面，状況

などに応じて，情報や考えなどを表現することを通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。

ア 自分のことや身近で簡単な事柄について，簡単な語句や基本的な表現

を使って，相手に配慮しながら，伝え合うこと。

イ 身近で簡単な事柄について，自分の考えや気持ちなどが伝わるよう，

工夫して質問したり質問に答えたりすること。

（新設）

(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項

① 言語活動に関する事項

(2)に示す事項については，(1)に示す事項を活用して，例えば次のよう

な言語活動を通して指導する。

ア 聞くこと

(ｱ) 挨拶や簡単な指示を聞いて，それらに応じたり，身近な事柄に関す

る短い話を聞いておおよその内容を理解したりする活動。
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(ｲ) 身近な人や身の回りの物に関する簡単な語句や基本的な表現を聞い

て，それらを表すイラストや写真などと結び付ける活動。

(ｳ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて，活字体で書かれた文字と結

び付ける活動。

イ 話すこと［やり取り］

(ｱ) 知り合いと簡単な挨拶を交わしたり，感謝や簡単な指示，依頼をし

て，それらに応じたりする活動。

(ｲ) 自分のことや身の回りの物について，動作を交えながら，好みや要

求などの自分の気持ちや考えなどを伝え合う活動。

(ｳ) 自分や相手の好み及び欲しい物などについて，簡単な質問をしたり

質問に答えたりする活動。

ウ 話すこと［発表］

(ｱ) 身の回りの物の数や形状などについて，人前で実物やイラスト，写

真などを見せながら話す活動。

(ｲ) 自分の好き嫌いや，欲しい物などについて，人前で実物やイラスト，

写真などを見せながら話す活動。

(ｳ) 時刻や曜日，場所など，日常生活に関する身近で簡単な事柄につい

て，人前で実物やイラスト，写真などを見せながら，自分の考えや気

持ちなどを話す活動。

② 言語の働きに関する事項

言語活動を行うに当たり，主として次に示すような言語の使用場面や言
語の働きを取り上げるようにする。

オ 外国語でのコミュニケーションを体験させるに当たり，主として次に

示すようなコミュニケーションの場面やコミュニケーションの働きを取

り上げるようにすること。

〔コミュニケーションの場面の例〕

(ｲ) 児童の身近な暮らしにかかわる場面

ア 言語の使用場面の例

(ｱ) 児童の身近な暮らしに関わる場面

・ 家庭での生活 ・ 学校での学習や活動

・ 地域の行事 ・ 子供の遊び など

• 家庭での生活

• 学校での学習や活動

• 地域の行事
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• 子どもの遊び など

(ｲ) 特有の表現がよく使われる場面 (ｱ) 特有の表現がよく使われる場面

• 挨拶 ・ 自己紹介 ・ 買物 ・ あいさつ

• 食事 ・ 道案内 など ・ 自己紹介

・ 買物

・ 食事

・ 道案内 など

イ 言語の働きの例

(ｱ) コミュニケーションを円滑にする

〔コミュニケーションの働きの例〕

(ｱ) 相手との関係を円滑にする

• 相づちを打つ など

(ｲ) 気持ちを伝える

• 挨拶をする

(ｲ) 気持ちを伝える

• 礼を言う • 褒める など

(ｳ) 事実を伝える

答える など

(ｴ) 考えや意図を伝える

意見を言う など

(ｵ) 相手の行動を促す

(ｳ) 事実・ 情報を伝える

• 説明する ・

(ｴ) 考えや意図を伝える

• 申し出る ・

(ｵ) 相手の行動を促す

• 質問する ・ 依頼する • 命令する など

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は，次の事項に配慮するものとする。

３ 英語の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は，第５学年及び第６学年並びに中学校及び

高等学校における指導との接続に留意しながら，次の事項に配慮するもの

とする。

（新設）ア 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力

の育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るように
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すること。その際，具体的な課題等を設定し，児童が外国語によるコミ

ュニケーションにおける見方・ 考え方を働かせながら，コミュニケーシ

ョンの目的や場面，状況などを意識して活動を行い，英語の音声や語彙，

表現などの知識を，三つの領域における実際のコミュニケーションにお

いて活用できるようにすること。

イ 学年ごとの目標を適切に定め，２学年間を通じて外国語活動の目標の

実現を図るようにすること。

(2) 各学校においては，児童や地域の実態に応じて，学年ごとの目標を適切

に定め，2学年間を通して外国語活動の目標の実現を図るようにすること。

ウ 実際に英語を用いて互いの考えや気持ちを伝え合うなどの言語活動を

行う際は，２の(1)に示す事項について理解したり練習したりするため

の指導を必要に応じて行うこと。また，英語を初めて学習することに配

慮し，簡単な語句や基本的な表現を使いながら，友達との関わりを大切

にした体験的な言語活動を行うこと。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(2) 児童の学習段階を考慮して各学年の指導に当たっては，次のような点に

配慮するものとする。

ア 第５学年における活動

外国語を初めて学習することに配慮し，児童に身近で基本的な表現を

使いながら，外国語に慣れ親しむ活動や児童の日常生活や学校生活にか

かわる活動を中心に，友達とのかかわりを大切にした体験的なコミュニ

ケーション活動を行うようにすること。

エ 言語活動で扱う題材は，児童の興味・関心に合ったものとし，国語科や

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した

り，学校行事で扱う内容と関連付けたりするなどの工夫をすること。

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(4) 指導内容や活動については，児童の興味・ 関心にあったものとし，

国語科，音楽科，図画工作科などの他教科等で児童が学習したことを活用

する などの工夫により，指導の効果を高めるようにすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) ２学年間を通じ指導に当たっては，次のような点に配慮するものとする。

オ 外国語活動を通して，外国語や外国の文化のみならず，国語や我が国

の文化についても併せて理解を深めるようにすること。また，我が国の

文化や，英語の背景にある文化に対する関心を高め，理解を深めようと

する態度を養うのに役立つものとすること。

エ外国語活動を通して，外国語や外国の文化のみならず，国語や我が国

の文化についても併せて理解を深めることができるようにすること。
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（新設）カ 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。

キ 学級担任の教師又は外国語活動を担当する教師が指導計画を作成し，

授業を実施するに当たっては，ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地

域人材などの協力を得る等，指導体制の充実を図るとともに，指導方

法の工夫を行うこと。

(5) 指導計画の作成や授業の実施については，学級担任の教師又は外国語活

動を担当する教師が行うこととし，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

（たん）能な地域の人々の協力を得るなど，指導体制を充実すること。

(2) ２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) ２学年間を通じ指導に当たっては，次のような点に配慮するものとする。

ア 英語でのコミュニケーションを体験させる際は，児童の発達の段階を

考慮した表現を用い，児童にとって身近なコミュニケーションの場面を

設定すること。

ア 外国語でのコミュニケーションを体験させる際には，児童の発達の段

階を考慮した表現を用い，児童にとって身近なコミュニケーションの場

面を設定すること。

イ 文字については，児童の学習負担に配慮しつつ，音声によるコミュニ

ケーションを補助するものとして取り扱うこと。

イ 外国語でのコミュニケーションを体験させる際には，音声面を中心と

し，アルファベットなどの文字や単語の取扱いについては，児童の学習

負担に配慮しつつ，音声によるコミュニケーションを補助するものとし

て用いること。

ウ 言葉によらないコミュニケーションの手段もコミュニケーションを支

えるものであることを踏まえ，ジェスチャーなどを取り上げ，その役割

を理解させるようにすること。

ウ 言葉によらないコミュニケーションの手段もコミュニケーションを支

えるものであることを踏まえ，ジェスチャーなどを取り上げ，その役割

を理解させるようにすること。

（新設）エ 身近で簡単な事柄について，友達に質問したり質問に答えたりする力

を育成するため，ペア・ワーク，グループ・ワークなどの学習形態につい

て適宜工夫すること。その際，相手とコミュニケーションを行うこ と

に課題がある児童については，個々の児童の特性に応じて指導内容や

指導方法を工夫すること。
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(6) 音声を取り扱う場合には，ＣＤ，ＤＶＤなどの視聴覚教材を積極的に活

用すること。その際，使用する視聴覚教材は，児童，学校及び地域の実態

を考慮して適切なものとすること。

オ 児童が身に付けるべき資質・能力や児童の実態，教材の内容などに

応じて，視聴覚教材やコンピュータ，情報通信ネットワーク，教育機器

などを有効活用し，児童の興味・関心をより高め，指導の効率化や言語

活動の更なる充実を図るようにすること。

カ 各単元や各時間の指導に当たっては，コミュニケーションを行う目的，

場面，状況などを明確に設定し，言語活動を通して育成すべき資質・能

力を明確に示すことにより，児童が学習の見通しを立てたり，振り返っ

たりすることができるようにすること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 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は，次の事項に配慮するものとする。

(1) 外国語活動においては，英語を取り扱うことを原則とすること。１ 外国語活動においては，言語やその背景にある文化に対する理解が深まる

よう指導するとともに，外国語による聞くこと，話すことの言語活動を行う

際は，英語を取り扱うことを原則とすること。

２ 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科など

との関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，

外国語活動の特質に応じて適切な指導をすること。

(7) 第１章総則の第１の２及び第3章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，外国語活動の特質に応じて適切な指導をすること。
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小学校学習指導要領新旧対照表【総合的な学習の時間】

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後）

第５章 総合的な学習の時間

第１ 目 標

探究的な見方・ 考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して

よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとお

り育成することを目指す。

(1) 探究的な学習の過程において，課題の解決に必要な知識及び技能を身に付

け，課題に関わる概念を形成し，探究的な学習のよさを理解するようにする。

(2) 実社会や実生活の中から問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，

整理・分析して，まとめ・表現することができるようにする。

(3) 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かし

ながら，積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

第２ 各学校において定める目標及び内容

１ 目 標

各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の

目標を定める。

２ 内 容

各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の

内容を定める。

３ 各学校において定める目標及び内容の取扱い

各学校において定める目標及び内容の設定に当たっては，次の事項に配慮

するものとする。

(1) 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏

まえ，総合的な学習の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。

第５章 総合的な学習の時間

第１ 目 標

横断的・ 総合的な学習や探究的な学習を通して，自ら課題を見付け，自ら学び，

自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとと

もに，学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造

的，協同的に取り組む態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにす

る。

第２ 各学校において定める目標及び内容

１ 目 標

各学校においては，第1の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の

目標を定める。

２ 内 容

各学校においては，第1の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の

内容を定める。

(新設)
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(2) 各学校において定める目標及び内容については，他教科等の目標及び内

容との違いに留意しつつ，他教科等で育成を目指す資質・能力との関連を

重視すること。

【第３ 指導計画の作成と内容の取扱い １(3)より移行】

(3) 第２の各学校において定める目標及び内容については，日常生活や社会

とのかかわりを重視すること。

(3)各学校において定める目標及び内容については，日常生活や社会との関

わりを重視すること。

(4)各学校において定める内容については，目標を実現するにふさわしい探

究課題，探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力を示す

こと。

(5) 目標を実現するにふさわしい探究課題については，学校の実態に応じて，

【第３ 指導計画の作成と内容の取扱い １(5)より移行】

(5) 学習活動については，学校の実態に応じて，例えば国際理解，情報，環

境，福祉・ 健康などの横断的・ 総合的な課題についての学習活動，

児童の興味・ 関心に基づく課題についての学習活動，地域の人々の暮ら

し， 伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題についての学習活動

などを 行う

こと。

例えば，国際理解，情報，環境，福祉・ 健康などの現代的な諸課題に対

応する横断的・ 総合的な課題，地域の人々の暮らし，伝統と文化など地

域 や学校の特色に応じた課題，児童の興味・ 関心に基づく課題などを

踏ま えて設定すること。

(6) 探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・ 能力については

,次の事項に配慮すること。

ア 知識及び技能については，他教科等及び総合的な学習の時間で習得す

る知識及び技能が相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとし

て形成されるようにすること。

イ 思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整

理・分析，まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮され、

未知の状況において活用できるものとして身に付けられるようにするこ

と。

ウ 学びに向かう力・人間性等については，自分自身に関すること及び他

者や社会との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。

【第３ 指導計画の作成と内容の取扱い １(4)より移行】

(4) 育てようとする資質や能力及び態度については，例えば，学習方法に関

すること，自分自身に関すること，他者や社会とのかかわりに関すること

などの視点を踏まえること。⇐

(7) 目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成
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を目指す具体的な資質・能力については，教科等を越えた全ての学習の基

板となる資質・能力が育まれ，活用されるものとなるよう配慮すること。

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は，次の事項に配慮するものとする。

(2) 地域や学校，児童の実態等に応じて，教科等の枠を超えた横断的・

総合的な学習，探究的な学習，児童の興味・ 関心等に基づく学習など創

意工 夫を生かした教育活動を行うこと。

(1) 全体計画及び年間指導計画の作成に当たっては，学校における全教育活

動との関連の下に，目標及び内容，育てようとする資質や能力及び態度，

学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画などを示すこと。

(6) 各教科，道徳科，外国語活動及び特別活動で身に付けた知識や技能等を

相互に関連付け，学習や生活において生かし，それらが総合的に働くよう

にすること。

(7)各教科，道徳科，外国語活動及び特別活動の目標及び内容との違いに留

意しつつ，第１の目標並びに第２の各学校において定める目標及び内容を

踏まえた適切な学習活動を行うこと。

(8)各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において

適切に定めること。

(新設)

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は，次の事項に配慮するものとする。

(1) 年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質

能力の育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るよう

にすること。その際，児童や学校，地域の実態等に応じて，児童が探究的

な見方・考え方を働かせ，教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習や児

童の興味・関心等に基づく学習を行うなど創意工夫を生かした教育活動を

行うこと。

(2)全体計画及び年間指導計画の作成に当たっては，学校における全教育活

動との関連の下に，目標及び内容，学習活動，指導方法や指導体制，学習

の評価の計画などを示すこと。

(3)他教科等及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を相互に関連付

け，学習や生活において生かし，それらが総合的に働くようにすること。

その際，言語能力，情報活用能力など全ての学習の基盤となる資質・能力

を重視すること。

(4) 他教科等の目標及び内容との違いに留意しつつ，第１の目標並びに第２

の各学校において定める目標及び内容を踏まえた適切な学習活動を行うこ

と。

(5)各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において

適切に定めること。

(6)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。

(7) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科な

どとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容につ

いて，総合的な学習の時間の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(9) 第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの

関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，

総合的な学習の時間の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。
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(1)第２の各学校において定める目標及び内容に基づき，児童の学習状況に

応じて教師が適切な指導を行うこと。

(2) 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。

(新設)

(1) 第２の各学校において定める目標及び内容に基づき，児童の学習状況に

応じて教師が適切な指導を行うこと。

(2) 探究的な学習の過程においては，他者と協働して課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。その際，例えば，比較する，分類する，

関連付けるなどの考えるための技法が活用されるようにすること。

(3) 探究的な学習の過程においては，コンピュータや情報通信ネットワーク

などを適切かつ効果的に活用して，情報を収集・整理・発信するなどの学習

活動が行われるよう工夫すること。その際，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し，

情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮すること。

(4) 自然体験やボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産活動

などの体験活動，観察・実験，見学や調査，発表や討論などの学習活動を積

極的に取り入れること。

(5) 体験活動については，第１の目標並びに第２の各学校において定める目

標及び内容を踏まえ，探究的な学習の過程に適切に位置付けること。

(6) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人

々の協力も得つつ，全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制に

ついて工夫を行うこと。

(7) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習

環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。

(8) 国際理解に関する学習を行う際には，探究的な学習に取り組むことを通
して，諸外国の生活や文化などを体験したり調査したりするなどの学習
活動が行われるようにすること。

(9) 情報に関する学習を行う際には，探究的な学習に取り組むことを通して，

情報を収集・整理・発信したり，情報が日常生活や社会に与える影響を考

えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。第１章総則の第3

(3)自然体験やボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産活動な

どの体験活動，観察・ 実験，見学や調査，発表や討論などの学習活動を積

極的に取り入れること。

(4)体験活動については，第１の目標並びに第２の各学校において定める目

標及び内容を踏まえ，問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付けるこ

と。

(5)グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人

々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制につ

いて工夫を行うこと。

(6)学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習

環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。

(7) 国際理解に関する学習を行う際には，問題の解決や探究活動に取り組む

ことを通して，諸外国の生活や文化などを体験したり調査したりするなど

の学習活動が行われるようにすること。

(8)情報に関する学習を行う際には，問題の解決や探究活動に取り組むこと

を通して，情報を収集・ 整理・ 発信したり，情報が日常生活や社会に与

える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。
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の１の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身

に付けるための学習活動を行う場合には，プログラミングを体験すること

が，探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
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小学校学習指導要領新旧対照表【特別活動】

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後）

第６章 特 別 活 動

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。

(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。

(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。

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動〕

１ 目 標

学級や学校での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，合意形成し，役割を分担して協力して実践したり，学級での話

合いを生かして自己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定し

て実践したりすることに，自主的，実践的に取り組むことを通して，第１の

目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。

２ 内 容

１の資質・ 能力を育成するため，全ての学年において，次の各活動を通し

て，それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解

第６章 特 別 活 動

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，自己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。

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動〕

１ 目 標

学級活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員として学級や

学校におけるよりよい生活づくりに参画し，諸問題を解決しようとする自主

的，実践的な態度や健全な生活態度を育てる。

２ 内 容
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し，主体的に考えて実践できるよう指導する。

〔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

イ 基本的な生活習慣の形成

ウ 望ましい人間関係の形成

カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

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

(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，児童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

児童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。

(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

身の周りの整理や挨拶などの基本的な生活習慣を身に付け，節度ある

生活にすること。

イ よりよい人間関係の形成

学級や学校の生活において互いのよさを見付け，違いを尊重し合い，

仲良くしたり信頼し合ったりして生活すること。

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

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，災害等から身を守り安全に行動すること。

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

給食の時間を中心としながら，健康によい食事のとり方など，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。

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

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

(新設)

ア 希望や目標をもって生きる態度の形
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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

学級や学校での生活づくりに主体的に関わり,自己を生かそうとする

とともに，希望や目標をもち，その実現に向けて日常の生活をよりよく

しようとすること。

イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解

清掃などの当番活動や係活動等の自己の役割を自覚して協働すること

の意義を理解し，社会の一員として役割を果たすために必要となること

について主体的に考えて行動すること。

ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

学ぶことの意義や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等を活用したりしながら，

(新設)

〔第１学年及び第２学年〕

学級を単位として，仲良く助け合い学級生活を楽しくするとともに，日

常の生活や学習に進んで取り組もうとする態度の育成に資する活動を行う

こと。

〔第３学年及び第４学年〕

学級を単位として，協力し合って楽しい学級生活をつくるとともに，日

常の生活や学習に意欲的に取り組もうとする態度の育成に資する活動を行

うこと。

〔第５学年及び第６学年〕

学級を単位として，信頼し支え合って楽しく豊かな学級や学校の生活を

つくるとともに，日常の生活や学習に自主的に取り組もうとする態度の向

上に資する活動を行うこと。

学習の見通しを立て，振り返ること。

３ 内容の取扱い

(1) 指導に当たっては，各学年段階で特に次の事項に配慮すること。

〔第１学年及び第２学年〕

話合いの進め方に沿って，自分の意見を発表したり，他者の意見をよく

聞いたりして，合意形成して実践することのよさを理解すること。基本的

な生活習慣や，約束やきまりを守ることの大切さを理解して行動し，生活

をよくするための目標を決めて実行すること。

〔第３学年及び第４学年〕

理由を明確にして考えを伝えたり，自分と異なる意見も受け入れたりし

ながら，集団としての目標や活動内容について合意形成を図り，実践する

こと。自分のよさや役割を自覚し，よく考えて行動するなど節度ある生活

を送ること。

〔第５学年及び第６学年〕

相手の思いを受け止めて聞いたり，相手の立場や考え方を理解したりし

て，多様な意見のよさを積極的に生かして合意形成を図り，実践すること。

高い目標をもって粘り強く努力し，自他のよさを伸ばし合うようにするこ

と。

【第３ 指導計画の作成と内容の取扱い １(2)】
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(2) 〔学級活動〕などにおいて，児童が自ら現在及び将来の生き方を考える

ことができるよう工夫すること。

(2) 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と生活

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，将来の生き方を考えたりする活動を行うこと。その際，

児童が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。

〔児童会活動〕

１ 目 標

児童会活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員としてより

よい学校生活づくりに参画し，協力して諸問題を解決しようとする自主的，

実践的な態度を育てる。

２ 内 容

学校の全児童をもって組織する児童会において，学校生活の充実と向上を

図る活動を行うこと。

(1) 児童会の計画や運営

(2) 異年齢集団による交流

(3) 学校行事への協力

〔児童会活動〕

１ 目 標

異年齢の児童同士で協力し，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，計画を立て役割を分担し，協力して運営することに自主的，

実践的に取り組むことを通して，第１の目標に掲げる資質・ 能力を育成

することを目指す。

２ 内 容

１の資質・ 能力を育成するため，学校の全児童をもって組織する児童会に

おいて，次の各活動を通して，それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必

要となることについて理解し，主体的に考えて実践できるよう指導する。

(1) 児童会の組織づくりと児童会活動の計画や運営

児童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。

(2) 異年齢集団による交流

児童会が計画や運営を行う集会等の活動において，学年や学級が異なる

児童と共に楽しく触れ合い，交流を図ること。

(3) 学校行事への協力

学校行事の特質に応じて，児童会の組織を活用して，計画の一部を担当

したり，運営に協力したりすること。

３ 内容の取扱い (新設)

【第３ 指導計画の作成と内容の取扱い ２(3)より移行】

(3) 〔児童会活動〕の運営は，主として高学年の児童が行うこと。(1) 児童会の計画や運営は，主として高学年の児童が行うこと。その際，学

校の全児童が主体的に活動に参加できるものとなるよう配慮すること。
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〔クラブ活動〕

１ 目 標

異年齢の児童同士で協力し，共通の興味・ 関心を追求する集団活動の計
画

を立てて運営することに自主的，実践的に取り組むことを通して，個性の伸

長を図りながら，第１の目標に掲げる資質・ 能力を育成することを目指す。

〔クラブ活動〕

１ 目 標

クラブ活動を通して，望ましい人間関係を形成し，個性の伸長を図り，集

団の一員として協力してよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的，

実践的な態度を育てる。

【第３ 指導計画の作成と内容の取扱い １(3)より移行】

(3) 〔クラブ活動〕については，学校や地域の実態等を考慮しつつ児童の興

味・ 関心を踏まえて計画し実施できるようにすること。

２ 内 容

学年や学級の所属を離れ，主として第４学年以上の同好の児童をもって組

織するクラブにおいて，異年齢集団の交流を深め，共通の興味・ 関心を

追求する活動を行うこと。

(1) クラブの計画や運営

(2) クラブを楽しむ活動

(3) クラブの成果の発表

２ 内 容

１の資質・ 能力を育成するため，主として第４学年以上の同好の児童

をもって組織するクラブにおいて，次の各活動を通して，それぞれの活動の

意義 及び活動を行う上で必要となることについて理解し，主体的に考えて

実践で きるよう指導する。

(1) クラブの組織づくりとクラブ活動の計画や運営

児童が活動計画を立て，役割を分担し，協力して運営に当たること。

(2) クラブを楽しむ活動

異なる学年の児童と協力し，創意工夫を生かしながら共通の興味・

関心を追求すること。

(3) クラブの成果の発表

活動の成果について，クラブの成員の発意・発想を生かし，協力して全校

の児童や地域の人々に発表すること。

〔学校行事〕

１ 目 標

全校又は学年の児童で協力し，よりよい学校生活を築くための体験的な活

動を通して，集団への所属感や連帯感を深め，公共の精神を養いながら，第

１の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。

２ 内 容

１の資質・ 能力を育成するため，全ての学年において，全校又は学年を単

〔学校行事〕

１ 目 標

学校行事を通して，望ましい人間関係を形成し，集団への所属感や連帯感

を深め，公共の精神を養い，協力してよりよい学校生活を築こうとする自主

的，実践的な態度を育てる。

２ 内 容

全校又は学年を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充
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実と発展に資する体験的な活動を行うこと。位として，次の各行事において，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の

充実と発展に資する体験的な活動を行うことを通して，それぞれの学校行事

の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し，主体的に考えて

実践できるよう指導する。

(1) 儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，

新しい生活の展開への動機付けとなるようにすること。

(2) 文化的行事

平素の学習活動の成果を発表し，自己の向上の意欲を一層高めたり，文

化や芸術に親しんだりするようにすること。

(3) 健康安全・ 体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進，事件や事故，災害等から身を守る

安全な行動や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感
かん

や連帯感の涵養，体力の向上などに資するようにすること。

(4) 遠足・ 集団宿泊的行事

自然の中での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など

の集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるよ

うにすること。

(5) 勤労生産・ 奉仕的行事

勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，ボランティア活動などの

社会奉仕の精神を養う体験が得られるようにすること。

３ 内容の取扱い

(1) 児童や学校，地域の実態に応じて，２に示す行事の種類ごとに，行事及

びその内容を重点化するとともに，各行事の趣旨を生かした上で，行事間

の関連や統合を図るなど精選して実施すること。また，実施に当たっては，

自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに，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

(1) 儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，

新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。

(2) 文化的行事

平素の学習活動の成果を発表し，その向上の意欲を一層高めたり，文化

や芸術に親しんだりするような活動を行うこと。

(3) 健康安全・ 体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め，安全な

行動や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯

感の涵養，体力の向上などに資するような活動を行うこと。

(4) 遠足・ 集団宿泊的行事

自然の中での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，人間関係などの集団生活の在

り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活

動を行うこと。

(5) 勤労生産・ 奉仕的行事

勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，ボランティア活動などの

社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。

(新設)

【第３ 指導計画の作成と内容の取扱い ２(4）より移行】

(4) 〔学校行事〕については，学校や地域及び児童の実態に応じて，各種類

ごとに，行事及びその内容を重点化するとともに，行事間の関連や統合を

図るなど精選して実施すること。また，実施に当たっては，異年齢集団に

よる交流，幼児，高齢者，障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や

社会体験などの体験活動を充実するとともに，体験活動を通して気付いた
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事後の活動を充実すること。 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を充実

するよう工夫すること。（第３の２(4)再掲）

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は，次の事項に配慮するものとする。

(新設)

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は，次の事項に配慮するものとする。

(1)特別活動の各活動及び学校行事を見通して，その中で育む資質・ 能力の

育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにす る

こと。その際，よりよい人間関係の形成，よりよい集団生活の構築や社会

への参画及び自己実現に資するよう，児童が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，実践的に取り組む中で，

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こと。

(2) 各学校においては特別活動の全体計画や各活動及び学校行事の年間指導

計画を作成すること。その際，学校の創意工夫を生かし，学級や学校，地

域の実態，児童の発達の段階などを考慮するとともに，第２に示す内容相

互及び各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間などの指導との

関連を図り，児童による自主的，実践的な活動が助長されるようにするこ

と。また，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

すること。

(3) 学級活動における児童の自治的な活動を中心として，各活動と学校行事

を相互に関連付けながら，個々の児童についての理解を深め，教師と児童，

児童相互の信頼関係を育み，学級経営の充実を図ること。その際，特に，

(1) 特別活動の全体計画や各活動・ 学校行事の年間指導計画の作成に当た
っ

ては，学校の創意工夫を生かすとともに，学級や学校の実態や児童の発達

の段階などを考慮し，児童による自主的，実践的な活動が助長されるよう

にすること。また，各教科，道徳科，外国語活動及び総合的な学習の時間

などの指導との関連を図るとともに，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こと。

【２(1)より移行】

(1)〔学級活動〕，〔児童会活動〕及び〔クラブ活動〕の指導については，指

導内容の特質に応じて，教師の適切な指導の下に，児童の自発的，自治的

な活動が効果的に展開されるようにするとともに，内容相互の関連を図る

よう工夫すること。また，よりよい生活を築くために集団としての意見を

まとめるなどの話合い活動や自分たちできまりをつくって守る活動，人間

関係を形成する力を養う活動などを充実するよう工夫すること。

【２(2)より移行】

(2)〔学級活動〕については，学級，学校及び児童の実態，学級集団の育成

上の課題や発達の課題及び第３章道徳の第３の１の（3）に示す道徳教育

の重点などを踏まえ，各学年段階において取り上げる指導内容の重点化を

- 228 -



いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図るようにすること。 図るとともに，必要に応じて，内容間の関連や統合を図ったり，他の内容

を加えたりすることができること。また，学級経営の充実を図り，個々の

児童についての理解を深め，児童との信頼関係を基礎に指導を行うととも

に，生徒指導との関連を図るようにすること。

(新設)

(新設)

(4)低学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科等と

の関連を積極的に図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園

教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮す

ること。特に，小学校入学当初においては，生活科を中心とした関連的な

指導や，弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をすること。

(5)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。

(6)第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科な

どとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容につ

いて，特別活動の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 学級活動，児童会活動及びクラブ活動の指導については，指導内容の特

質に応じて，教師の適切な指導の下に，児童の自発的，自治的な活動が効

果的に展開されるようにすること。その際，よりよい生活を築くために自

分たちできまりをつくって守る活動などを充実するよう工夫すること。

(2) 児童及び学校の実態並びに第１章総則の第６の２に示す道徳教育の重点

などを踏まえ，各学年において取り上げる指導内容の重点化を図るととも

に，必要に応じて，内容間の関連や統合を図ったり，他の内容を加えたり

することができること。

(4) 第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの

関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，

特別活動の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1)〔学級活動〕，〔児童会活動〕及び〔クラブ活動〕の指導については，指

導内容の特質に応じて，教師の適切な指導の下に，児童の自発的，自治的

な活動が効果的に展開されるようにするとともに，内容相互の関連を図る

よう工夫すること。また，よりよい生活を築くために集団としての意見を

まとめるなどの話合い活動や自分たちできまりをつくって守る活動，人間

関係を形成する力を養う活動などを充実するよう工夫すること。

【再掲】

(2)〔学級活動〕については，学級，学校及び児童の実態，学級集団の育成

上の課題や発達の課題及び第１章総則の第４の３の（2）に示す道徳教育

の重点などを踏まえ，各学年段階において取り上げる指導内容の重点化を

図るとともに，必要に応じて，内容間の関連や統合を図ったり，他の内容

を加えたりすることができること。また，学級経営の充実を図り，個々の

児童についての理解を深め，児童との信頼関係を基礎に指導を行うととも

に，生徒指導との関連を図るようにすること。
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(3) 学校生活への適応や人間関係の形成などについては，主に集団の場面で (新設)

必要な指導や援助を行うガイダンスと，個々の児童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。）の双方の趣旨を踏まえて指導を行うこと。特に入学当初や

各学年のはじめにおいては，個々の児童が学校生活に適応するとともに，

希望や目標をもって生活できるよう工夫すること。あわせて，児童の家庭

との連絡を密にすること。

(4) 異年齢集団による交流を重視するとともに，幼児，高齢者，障害のある

人々などとの交流や対話，障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習

の機会を通して，協働することや，他者の役に立ったり社会に貢献したり

することの喜びを得られる活動を充実すること。

３入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとと

もに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。

【再掲】

(4) 〔学校行事〕については，学校や地域及び児童の実態に応じて，各種類

ごとに，行事及びその内容を重点化するとともに，行事間の関連や統合を

図るなど精選して実施すること。また，実施に当たっては，異年齢集団に

よる交流，幼児，高齢者，障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や

社会体験などの体験活動を充実するとともに，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を充実

するよう工夫すること。

３入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとと

もに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。
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