
現に関する内容などとの関連を考慮すること。 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合科

的・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。 

（新設） (7) 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。 

(8) 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，音楽科の特質に応じて適切な指導をすること。 

(5) 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，音楽科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。 

（新設） 

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) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，次のとおり取 

   り扱うこと。 

  ア 音楽によって喚起されたイメージや感情，音楽表現に対する思いや意 

     図，音楽を聴いて感じ取ったことや想像したことなどを伝え合い共感す 

    るなど，音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図り，音楽科の 

    特質に応じた言語活動を適切に位置付けられるよう指導を工夫するこ 

    と。 

 イ 音楽との一体感を味わい，想像力を働かせて音楽と関わることができ 

   るよう，指導のねらいに即して体を動かす活動を取り入れること。 

(1) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，音楽との一体 

感を味わい，想像力を働かせて音楽とかかわることができるよう，指導の 

ねらいに即して体を動かす活動を取り入れること。 

（新設） 

（新設） 

 ウ 児童が様々な感覚を働かせて音楽への理解を深めたり，主体的に学習 

    に取り組んだりすることができるようにするため，コンピュータや教育 

    機器を効果的に活用できるよう指導を工夫すること。 

 エ 児童が学校内及び公共施設などの学校外における音楽活動とのつなが 

    りを意識できるようにするなど，児童や学校，地域の実態に応じ，生活 

    や社会の中の音や音楽と主体的に関わっていくことができるよう配慮す 

    ること。 

- 149 - 



（新設） オ表現したり鑑賞したりする多くの曲について，それらを創作した著作 

者がいることに気付き，学習した曲や自分たちのつくった曲を大切にす 

る態度を養うようにするとともに，それらの著作者の創造性を尊重する 

意識をもてるようにすること。また，このことが，音楽文化の継承，発 

展，創造を支えていることについて理解する素地となるよう配慮するこ 

と。 

(2) 和音及び和声の指導に当たっては，合唱や合奏などの活動を通して和   

   音のもつ表情を感じ取ることができるようにすること。また，長調及び 

   短調の曲においては，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ及びⅤ７などの和音を中心に指導する 

   こと。 

(2) 和音及び和声の指導については，合唱や合奏の活動を通して和音のもつ 

表情を感じ取ることができるようにすること。また，長調及び短調の楽曲 

においては，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ及びⅤ７  などの和音を中心に指導すること。 

（新設） (3) 我が国や郷土の音楽の指導に当たっては，そのよさなどを感じ取って表 

   現したり鑑賞したりできるよう，音源や楽譜等の示し方，伴奏の仕方， 

   曲に合った歌い方や楽器の演奏の仕方などの指導方法を工夫すること。 

(3) 歌唱の指導については，次のとおり取り扱うこと。 

イ 歌唱教材については，共通教材のほか，長い間親しまれてきた唱歌，  

それぞれの地方に伝承されているわらべうたや民謡など日本のうたを含 

めて取り上げるようにすること。 

(4) 各学年の「Ａ表現」の(1)の歌唱の指導に当たっては，次のとおり取り 

    扱うこと。 

  ア 歌唱教材については，我が国や郷土の音楽に愛着がもてるよう，共通 

     教材のほか，長い間親しまれてきた唱歌，それぞれの地方に伝承され 

    ているわらべうたや民謡など日本のうたを含めて取り上げるようにす 

    ること。 

  イ 相対的な音程感覚を育てるために，適宜，移動ド唱法を用いること。 

  ウ 変声以前から自分の声の特徴に関心をもたせるとともに，変声期の児 

    童に対して適切に配慮すること。 

ア 相対的な音程感覚を育てるために，適宜，移動ド唱法を用いること。  

ウ 変声以前から自分の声の特徴に関心をもたせるとともに，変声期の児 

童に対して適切に配慮すること。 

(5) 各学年の「Ａ表現」の(2)の楽器については，次のとおり取り扱うこと。 

  ア 各学年で取り上げる打楽器は，木琴，鉄琴，和楽器，諸外国に伝わる 

    様々な楽器を含めて，演奏の効果，児童や学校の実態を考慮して選択す 

   ること。 

(4) 各学年の「Ａ表現」の(2)の楽器については，次のとおり取り扱うこと。 

ア 各学年で取り上げる打楽器は，木琴，鉄琴，和楽器，諸外国に伝わる  

様々な楽器を含めて，演奏の効果，学校や児童の実態を考慮して選択す 

ること。 
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けん 

イ  第１学年及び第２学年で取り上げる旋律楽器は，鍵盤ハーモニカな 

   どの中から児童や学校の実態を考慮して選択すること。 

イ 第１学年及び第２学年で取り上げる身近な楽器は，様々な打楽器，オ 

ルガン，ハーモニカなどの中から学校や児童の実態を考慮して選択する 

こと。 

ウ 第３学年及び第４学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて， ウ 第３学年及び第４学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて， 
けん 

リコーダーや鍵盤楽器，和楽器などの中から児童や学校の実態を考慮

して選択すること。 

けん 

リコーダーや鍵盤楽器などの中から学校や児童の実態を考慮して選択す 

ること。 

エ 第５学年及び第６学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて， 
エ 第５学年及び第６学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて， 
電子楽器，和楽器，諸外国に伝わる楽器などの中から学校や児童の実態 

を考慮して選択すること。 

（新設） 

   電子楽器，和楽器，諸外国に伝わる楽器などの中から児童や学校の実 

   態を考慮して選択すること。 

オ 合奏で扱う楽器については，各声部の役割を生かした演奏ができるよ 

   う，楽器の特性を生かして選択すること。 

(5) 音楽づくりの指導については，次のとおり取り扱うこと。 

ア 音遊びや即興的な表現では，リズムや旋律を模倣したり，身近なもの 

から多様な音を探したりして，音楽づくりのための様々な発想ができる 

ように指導すること。 

（新設） 

イ つくった音楽の記譜の仕方について，必要に応じて指導すること。 

(6) 各学年の「Ａ表現」の(3)の音楽づくりの指導に当たっては，次のとお 

   り取り扱うこと。 

  ア 音遊びや即興的な表現では，身近なものから多様な音を探したり，リ 

    ズムや旋律を模倣したりして，音楽づくりのための発想を得ることが   

    できるよう指導すること。その際，ある一定のルールを決めるなど， 

    児童が無理なく音を選んだり組み合わせたりすることができるよう指 

    導を工夫すること。 

  イ どのような音楽を，どのようにしてつくるかなどについて，児童の実 

     態に応じて具体的な例を示しながら指導するなど，見通しをもって音 

     楽づくりの活動ができるよう指導を工夫すること。 

  ウ つくった音楽については，指導のねらいに即し，必要に応じて作品を 

     記録させること。作品を記録する方法については，図や絵によるもの， 

     五線譜など柔軟に指導すること。 

  エ 拍のないリズム，我が国の音楽に使われている音階や調性にとらわれ 

     ない音階などを児童の実態に応じて取り上げるようにすること。 

ウ拍節的でないリズム，我が国の音楽に使われている音階や調性にとら  

われない音階などを児童の実態に応じて取り上げるようにすること。 

【第１学年及び第２学年の「Ｂ鑑賞」(1)より移行】 (7) 各学年の「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，言葉などで表す活動を取り 
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入れ，曲想と音楽の構造との関わりについて気付いたり理解したり，曲

や演奏の楽しさやよさなどを見いだしたりすることができるよう指導を

工夫すること。 

ウ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，  

楽曲や演奏の楽しさに気付くこと。（再掲） 

【第３学年及び第４学年の「Ｂ鑑賞」(1)より移行】 

ウ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に気付くこと。（再掲） 

【第５学年及び第６学年の「Ｂ鑑賞」(1)より移行】 

ウ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。（再掲） 

(8) 各学年の〔共通事項〕に示す「音楽を形づくっている要素」については， 

    児童の発達の段階や指導のねらいに応じて，次のア及びイから適切に選 

    択したり関連付けたりして指導すること。 

  ア 音楽を特徴付けている要素 

    音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，和音の響き，音階， 

    調，拍，フレーズなど 

  イ 音楽の仕組み 

    反復，呼びかけとこたえ，変化，音楽の縦と横との関係など 

【第１学年及び第２学年の〔共通事項〕(1)アより移行】 

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れやフレーズなどの音楽 

を特徴付けている要素（再掲） 

(ｲ) 反復，問いと答えなどの音楽の仕組み（再掲） 

【第３学年及び第４学年の〔共通事項〕(1)アより移行】 

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，音階や調，拍の流 

れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素（再掲） 

(ｲ) 反復，問いと答え，変化などの音楽の仕組み（再掲） 

【第５学年及び第６学年の〔共通事項〕(1)アより移行】 

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なりや和声の響き，音階 

や調，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素（再掲） 

(ｲ) 反復，問いと答え，変化，音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組み 

（再掲） 
(9) 各学年の〔共通事項〕の(1)のイに示す「音符，休符，記号や用語」に 

   ついては，児童の学習状況を考慮して，次に示すものを音楽における働き 

(6) 各学年の〔共通事項〕のイの「音符，休符，記号や音楽にかかわる用語」 

については，児童の学習状況を考慮して，次に示すものを取り扱うこと。 
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と関わらせて理解し，活用できるよう取り扱うこと。 

五線と加線 五線と加線 

（ブレス） （ブレス） 

（反復記号） （反復記号） （反復記号） （反復記号） 

（タイ） （スラー） （アクセント） （スタッカート） （速度記号） （タイ） （スラー） （アクセント） （スタッカート） 

1. 2. 

９６ 

1. 2. 

９６ 
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小学校学習指導要領新旧対照表【図画工作科】 

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後） 

 

第７節 図画工作 
 
 

第１ 目 標 

 第１ 目標 

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の 

中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解 

   するとともに，材料や用具を使い，表し方などを工夫して，創造的につ   

   くったり表したりすることができるようにする。 

(2) 造形的なよさや美しさ，表したいこと，表し方などについて考え，創造的 

    に発想や構想をしたり，作品などに対する自分の見方や感じ方を深めたり 

  することができるようにする。 

(3) つくりだす喜びを味わうとともに，感性を育み，楽しく豊かな生活を創造 

  する態度を養い，豊かな情操を培う。 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目標 

 (1) 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して気 

   付くとともに，手や体全体の感覚などを働かせ材料や用具を使い，表し方 

   などを工夫して，創造的につくったり表したりすることができるようにす 

  る 。 

 (2) 作品などの造形的な面白さや楽しさ，表したいこと，表し方などについ 

   て考え，楽しく発想や構想をしたり，身の回りの作品などから，作品など 

   に対する自分の見方や感じ方を広げたりすることができるようにする。 

 

第７節 図画工作 
 
 

第１ 目 標 

表現及び鑑賞の活動を通して，感性を働かせながら，つくりだす喜びを味わう 

ようにするとともに，造形的な創造活動の基礎的な能力を培い，豊かな情操を養 

う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目 標 

(1)進んで表したり見たりする態度を育てるとともに，つくりだす喜びを味 

わうようにする。 

(2)造形活動を楽しみ，豊かな発想をするなどして，体全体の感覚や技能な 

どを働かせるようにする。 

(3) 身の回りの作品などから，面白さや楽しさを感じ取るようにする。 
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(3) 楽しく表現したり鑑賞したりする活動に取り組み，つくりだす喜びを 

 味わうとともに，形や色などに関わり楽しい生活を創造する態度を養う。 

２ 内容 

Ａ 表現 

(1) 表現の活動を通して，発想や構想に関する次の事項を身に付けることが 

  できるよう指導する。 

 ア 造形遊びをする活動を通して，身近な自然物や人工の材料の形や色な 

どを基に造形的な活動を思い付くことや，感覚や気持ちを生かしながら， 

２ 内 容 

Ａ 表 現 

(1)材料を基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導する。 

ア身近な自然物や人工の材料の形や色などを基に思い付いてつくるこ  

と。 

イ 感覚や気持ちを生かしながら楽しくつくること。 

ウ並べたり，つないだり，積んだりするなど体全体を働かせてつくるこ  

と。 

(2)感じたことや想像したことを絵や立体，工作に表す活動を通して，次の 

事項を指導する。 

ア 感じたことや想像したことから，表したいことを見付けて表すこと。  

イ 好きな色を選んだり，いろいろな形をつくって楽しんだりしながら表 

すこと。 

ウ身近な材料や扱いやすい用具を手を働かせて使うとともに，表し方を  

考えて表すこと。 

  どのように活動するかについて考えること。 

 イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，感じたこと，想像したことから， 

  表したいことを見付けることや，好きな形や色を選んだり，いろいろな 

  形や色を考えたりしながら，どのように表すかについて考えること。 

(2) 表現の活動を通して，技能に関する次の事項を身に付けることができる 

 よう指導する。 

 ア 造形遊びをする活動を通して，身近で扱いやすい材料や用具に十分に 

   慣れるとともに，並べたり，つないだり，積んだりするなど手や体 

      全体の感覚などを働かせ，活動を工夫してつくること。 

 イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，身近で扱いやすい材料や用具に 

   十分に慣れるとともに，手や体全体の感覚などを働かせ，表したいこ   

   とを基に表し方を工夫して表すこと。 

Ｂ 鑑 賞 

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 身の回りの作品などを鑑賞する活動を通して，自分たちの作品や身  

  近な材料などの造形的な面白さや楽しさ，表したいこと，表し方な 

  どについて，感じ取ったり考えたりし，自分の見方や感じ方を広げ 

  ること。 

Ｂ 鑑 賞 

(1) 身の回りの作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。 

ア 自分たちの作品や身近な材料などを楽しく見ること。 

イ感じたことを話したり，友人の話を聞いたりするなどして，形や色，  

表し方の面白さ，材料の感じなどに気付くこと。 

〔共通事項〕 〔共通事項〕 
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(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。 (1)「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けるこ 

  とができるよう指導する。 

 ア 自分の感覚や行為を通して，形や色などに気付くこと。 

 イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。 

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色などをとらえること。 

イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目 標 

(1)進んで表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに，つくりだす喜 

びを味わうようにする。 

(2)材料などから豊かな発想をし，手や体全体を十分に働かせ，表し方を工 

夫し，造形的な能力を伸ばすようにする。 

(3) 身近にある作品などから，よさや面白さを感じ取るようにする。 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目標 

(1) 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して分 

 かるとともに，手や体全体を十分に働かせ材料や用具を使い，表し方など 

 を工夫して，創造的につくったり表したりすることができるようにする。 

(2) 作品などの造形的なよさや面白さ，表したいこと，表し方などについて 

 考え，豊かに発想や構想をしたり，身近にある作品などから，作品などに 

 対する自分の見方や感じ方を広げたりすることができるようにする。 

(3) 進んで表現したり鑑賞したりする活動に取り組み，つくりだす喜びを味 

 わうとともに，形や色などに関わり楽しく豊かな生活を創造する態度を養 

 う。 

２ 内容 

Ａ 表現 

(1) 表現の活動を通して，発想や構想に関する次の事項を身に付けることが 

  できるよう指導する。 

 ア 造形遊びをする活動を通して，身近な材料や場所などを基に造形的な 

  活動を思い付くことや，新しい形や色などを思い付きながら，どのよう 

  に活動するかについて考えること。 

 イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，感じたこと，想像したこと，見 

  たことから，表したいことを見付けることや，表したいことや用途など 

  を考え，形や色，材料などを生かしながら，どのように表すかについて 

  考えること。 

(2) 表現の活動を通して，技能に関する次の事項を身に付けることができる 

２ 内 容 

Ａ 表 現 

(1)材料や場所などを基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導す 

る。 

ア 身近な材料や場所などを基に発想してつくること。 

イ新しい形をつくるとともに，その形から発想したりみんなで話し合っ  

て考えたりしながらつくること。 

ウ前学年までの材料や用具についての経験を生かし，組み合わせたり，  

切ってつないだり，形を変えたりするなどしてつくること。 

(2)感じたこと，想像したこと，見たことを絵や立体，工作に表す活動を通 

して，次の事項を指導する。 

ア 感じたこと，想像したこと，見たことから，表したいことを見付けて 
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表すこと。 

イ表したいことや用途などを考えながら，形や色，材料などを生かし，  

計画を立てるなどして表すこと。 

ウ 表したいことに合わせて，材料や用具の特徴を生かして使うとともに， 

表し方を考えて表すこと。 

 よう指導する。 

 ア 造形遊びをする活動を通して，材料や用具を適切に扱うとともに， 

  前学年までの材料や用具についての経験を生かし，組み合わせたり， 

  切ってつないだり，形を変えたりするなどして,手や体全体を十分に 

  働かせ，活動を工夫してつくること。 

 イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，材料や用具を適切に扱うとと 

  もに，前学年までの材料や用具についての経験を生かし，手や体全体 

  を十分に働かせ，表したいことに合わせて表し方を工夫して表すこと。 

Ｂ 鑑 賞 

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 
ア 身近にある作品などを鑑賞する活動を通して，自分たちの作品や身 

 近な美術作品，製作の過程などの造形的なよさや面白さ，表したいこ 

 と，いろいろな表し方などについて, 感じ取ったり考えたりし，自分 

 の見方や感じ方を広げること。 

Ｂ 鑑 賞 

(1) 身近にある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。 

ア 自分たちの作品や身近な美術作品や製作の過程などを鑑賞して，よさ 

や面白さを感じ取ること。 

イ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，いろいろな表し方や材料による感じの違いなどが分かること。 

〔共通事項〕 

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。 

〔共通事項〕 

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けること 

  ができるよう指導する。 

 ア 自分の感覚や行為を通して，形や色などの感じが分かること。 

イ形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。 

ア自分の感覚や活動を通して，形や色，組合せなどの感じをとらえるこ  

と。 

イ 形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 目標 

(1) 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理 

 解するとともに，材料や用具を活用し，表し方などを工夫して，創造的に 

 つくったり表したりすることができるようにする。 

(2) 作品などの造形的なよさや美しさ，表したいこと，表し方などについて 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 目 標 

(1)創造的に表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに，つくりだす 

喜びを味わうようにする。 

(2)材料などの特徴をとらえ，想像力を働かせて発想し，主題の表し方を構 

想するとともに，様々な表し方を工夫し，造形的な能力を高めるようにす 
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る。 

(3) 親しみのある作品などから，よさや美しさを感じ取るとともに，それら 

を大切にするようにする。 

 考え，創造的に発想や構想をしたり，親しみのある作品などから，作品  

 などに対する自分の見方や感じ方を深めたりすることができるようにす   

 る。 

(3) 主体的に表現したり鑑賞したりする活動に取り組み，つくりだす喜び 

 を味わうとともに，形や色などに関わり楽しく豊かな生活を創造する態 

 度を養う。 

２ 内 容 

Ａ 表 現 

(1)材料や場所などの特徴を基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を 

指導する。 

ア 材料や場所などの特徴を基に発想し想像力を働かせてつくること。 

イ材料や場所などに進んでかかわり合い，それらを基に構成したり周囲  

の様子を考え合わせたりしながらつくること。 

ウ前学年までの材料や用具などについての経験や技能を総合的に生かし  

てつくること。 

(2) 感じたこと，想像したこと，見たこと，伝え合いたいことを絵や立体， 

工作に表す活動を通して，次の事項を指導する。 

ア感じたこと，想像したこと，見たこと，伝え合いたいことから，表し  

たいことを見付けて表すこと。 

イ形や色，材料の特徴や構成の美しさなどの感じ，用途などを考えなが  

ら，表し方を構想して表すこと。 ウ 表したいことに合わせて，材料や用具の特徴を生かして使うとともに， 

表現に適した方法などを組み合わせて表すこと。 

２ 内容 

Ａ 表現 

(1) 表現の活動を通して，発想や構想に関する次の事項を身に付けることが 

 できるよう指導する。 

 ア 造形遊びをする活動を通して，材料や場所，空間などの特徴を基に造 

  形的な活動を思い付くことや，構成したり周囲の様子を考え合わせたり 

  しながら，どのように活動するかについて考えること。 

 イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，感じたこと，想像したこと，見 

  たこと，伝え合いたいことから，表したいことを見付けることや，形や 

  色，材料の特徴，構成の美しさなどの感じ，用途などを考えながら，ど 

  のように主題を表すかについて考えること。 

(2) 表現の活動を通して，技能に関する次の事項を身に付けることができる 

 よう指導する。 

 ア 造形遊びをする活動を通して，活動に応じて材料や用具を活用すると 

  ともに，前学年までの材料や用具についての経験や技能を総合的に生か 

  したり，方法などを組み合わせたりするなどして，活動を工夫してつく 

  ること。 

 イ 絵や立体，工作に表す活動を通して，表現方法に応じて材料や用具を 

  活用するとともに，前学年までの材料や用具などについての経験や技能 

  を総合的に生かしたり，表現に適した方法などを組み合わせたりするな 

  どして，表したいことに合わせて表し方を工夫して表すこと。 

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞 
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(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 
ア親しみのある作品などを鑑賞する活動を通して，自分たちの作品，我 

 が国や諸外国の親しみのある美術作品，生活の中の造形などの造形的   

 なよさや美しさ，表現の意図や特徴，表し方の変化などについて，感 

 じ取ったり考えたりし，自分の見方や感じ方を深めること。 

(1) 親しみのある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。 

ア 自分たちの作品，我が国や諸外国の親しみのある美術作品，暮らしの 

中の作品などを鑑賞して，よさや美しさを感じ取ること。 

イ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。 

〔共通事項〕 

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。 

〔共通事項〕 

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けること 

 ができるよう指導する。 

 ア 自分の感覚や行為を通して，形や色などの造形的な特徴を理解するこ 

  と。 

 イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。 

ア自分の感覚や活動を通して，形や色，動きや奥行きなどの造形的な特  

徴をとらえること。 

イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。 

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。 

（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) 題材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，造形的な見方・考え方を働かせ，表現及び鑑賞に関する資 

  質・能力を相互に関連させた学習が充実するようにすること。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ｂ鑑賞」の指導については，「Ａ表現」との関 

連を図るようにすること。ただし，指導の効果を高めるため必要がある場 

合には，児童や学校の実態に応じて，独立して行うようにすること。 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導については相  

 互の関連を図るようにすること。ただし，「Ｂ鑑賞」の指導について 

 は，指導の効果を高めるため必要がある場合には，児童や学校の実態に 

 応じて，独立して行うようにすること。 

(3) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び鑑賞の学習において共通 

 に必要となる資質・能力であり，「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導と併せ 

 て，十分な指導が行われるよう工夫すること。 

(1) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び鑑賞に関する能力を育成 

する上で共通に必要となるものであり，表現及び鑑賞の各活動において十 

分な指導が行われるよう工夫すること。 
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(4) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」については，造形遊びをする活動では， 

 (1)のア及び(2)のアを，絵や立体，工作に表す活動では，(1)のイ及び(2) 

 のイを関連付けて指導すること。その際，(1)のイ及び(2)のイの指導に配 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(2)の指導に配当する授業時数につ 

いては，工作に表すことの内容に配当する授業時数が，絵や立体に表すこ 

との内容に配当する授業時数とおよそ等しくなるように計画すること。 

当する授業時数については，工作に表すことの内容に配当する授業時数が， 

絵や立体に表すことの内容に配当する授業時数とおよそ等しくなるように 

計画すること。 

(5) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の指導については，適宜共同してつ 

  くりだす活動を取り上げるようにすること。 

(4) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の指導については，適宜共同してつく 

りだす活動を取り上げるようにすること。 

（新設） (6) 第２の各学年の内容の「Ｂ鑑賞」においては，自分たちの作品や美術  

 作品などの特質を踏まえて指導すること。 

(5) 低学年においては，生活科などとの関連を積極的に図り，指導の効果を 

高めるようにすること。特に第１学年においては，幼稚園教育における表 

現に関する内容などとの関連を考慮すること。 

(7) 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 

 合科的・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。 

（新設） (8) 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。 

(9) 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，図画工作科の特質に応じて適切な指導をすること。 

(6) 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，図画工作科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) 児童が個性を生かして活動することができるようにするため，学習活動 

 や表現方法などに幅をもたせるようにすること。 

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) 個々の児童が特性を生かした活動ができるようにするため，学習活動や 

表現方法などに幅をもたせるようにすること。 
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（新設） (2) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，児童が〔共通事 

 項〕のアとイとの関わりに気付くようにすること。 

（新設） (3) 〔共通事項〕のアの指導に当たっては，次の事項に配慮し，必要に応 

 じて，その後の学年で繰り返し取り上げること。 

 ア 第１学年及び第２学年においては，いろいろな形や色，触った感じ 

  などを捉えること。 

 イ 第３学年及び第４学年においては，形の感じ，色の感じ，それらの 

  組合せによる感じ，色の明るさなどを捉えること。 

 ウ 第５学年及び第６学年においては，動き，奥行き，バランス，色の 

  鮮やかさなどを捉えること。 

（新設） (4) 各学年の「Ａ表現」の指導に当たっては，活動の全過程を通して児童 

 が実現したい思いを大切にしながら活動できるようにし，自分のよさや 

 可能性を見いだし，楽しく豊かな生活を創造する態度を養うようにする 

 こと。 

（新設） (5) 各活動において，互いのよさや個性などを認め尊重し合うようにする 

 こと。 

(6) 材料や用具については，次のとおり取り扱うこととし，必要に応じて， 

 当該学年より前の学年において初歩的な形で取り上げたり，その後の学 

 年で繰り返し取り上げたりすること。 

 ア 第１学年及び第２学年においては，土，粘土，木，紙，クレヨン， 

  パス，はさみ，のり，簡単な小刀類など身近で扱いやすいものを用い 

  るようにすること。 

 イ 第３学年及び第４学年においては，木切れ，板材，釘，水彩絵の具， 

  くぎ小刀，使いやすいのこぎり，金づちなどを用いるようにすること。 

(3) 材料や用具については，次のとおり取り扱うこととし，必要に応じて，  

当該学年より前の学年において初歩的な形で取り上げたり，その後の学年 

で繰り返し取り上げたりすること。 

ア 第１学年及び第２学年においては，土，粘土，木，紙，クレヨン，パ 

ス，はさみ，のり，簡単な小刀類など身近で扱いやすいものを用いるこ 

ととし，児童がこれらに十分に慣れることができるようにすること。 

くぎ 

イ第３学年及び第４学年においては，木切れ，板材，釘，水彩絵の具， 

小刀，使いやすいのこぎり，金づちなどを用いることとし，児童がこれ 

らを適切に扱うことができるようにすること。 
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ウ 第５学年及び第６学年においては，針金，糸のこぎりなどを用いる 

  ようにすること。 

ウ第５学年及び第６学年においては，針金，糸のこぎりなどを用いるこ  

ととし，児童が表現方法に応じてこれらを活用できるようにすること。 

(7) 各学年の「Ａ表現」の(1)のイ及び(2)のイについては，児童や学校の  

 実態に応じて，児童が工夫して楽しめる程度の版に表す経験や焼成する 

 経験ができるようにすること。 

(2) 各学年の「Ａ表現」の(2)については，児童や学校の実態に応じて，児 

童が工夫して楽しめる程度の版に表す経験や焼成する経験ができるように 

すること。 

(8) 各学年の「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，児童や学校の実態に応じて， 

 地域の美術館などを利用したり，連携を図ったりすること。 

(5) 各学年の「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，児童や学校の実態に応じて，  

地域の美術館などを利用したり，連携を図ったりすること。 

(9) 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，思考力・判断 

 力・表現力等を育成する観点から，〔共通事項〕に示す事項を視点として， 

 感じたことや思ったこと，考えたことなどを，話したり聞いたり話し合っ 

 たりする，言葉で整理するなどの言語活動を充実すること。 

【第１学年及び第２学年「Ｂ鑑賞」(1)より移行】 

イ感じたことを話したり，友人の話を聞いたりするなどして，形や色，  

表し方の面白さ，材料の感じなどに気付くこと。 

【第３学年及び第４学年「Ｂ鑑賞」(1)より移行】 

イ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，いろいろな表し方や材料による感じの違いなどが分かること。 

【第５学年及び第６学年「Ｂ鑑賞」(1)より移行】 

イ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。 

（新設） (10) コンピュータ，カメラなどの情報機器を利用することについては，表 

 現や鑑賞の活動で使う用具の一つとして扱うとともに，必要性を十分に   

 検討して利用すること。 

（新設） (11) 創造することの価値に気付き，自分たちの作品や美術作品などに表れ 

 ている創造性を大切にする態度を養うようにすること。また，こうした 

 態度を養うことが，美術文化の継承，発展， 
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【第３の２より移行】 

(4) 事故防止に留意すること。 
３ 造形活動で使用する材料や用具，活動場所については，安全な扱い方につ 

 いて指導する，事前に点検するなどして，事故防止に留意するものとする。 

３校内の適切な場所に作品を展示するなどし，平素の学校生活においてそれ  

を鑑賞できるよう配慮するものとする。 

４ 校内の適切な場所に作品を展示するなどし，平素の学校生活においてそれ 

 を鑑賞できるよう配慮するものとする。また，学校や地域の実態に応じて， 

 校外に児童の作品を展示する機会を設けるなどするものとする。 
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小学校学習指導要領新旧対照表【家庭】 

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後） 

 

第８節 家 庭 
 
 

第１ 目標 

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，衣食住などに関する実践的・体験的 

な活動を通して，生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を次のとおり育成 

することを目指す。 

 (1) 家族や家庭，衣食住，消費や環境などについて，日常生活に必要な基礎的 

  な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付けるようにする。 

 (2) 日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，様々な解決方法を考え， 

  実践を評価・改善し，考えたことを表現するなど，課題を解決する力を養う。 

 (3) 家庭生活を大切にする心情を育み，家族や地域の人々との関わりを考え， 

  家族の一員として，生活をよりよくしようと工夫する実践的な態度を養う。 

 

第２ 各学年の内容 

〔第５学年及び第６学年〕 

 

第８節 家 庭 
 
 

第１ 目 標 

衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して，日常生活に必要な基礎的 

・基本的な知識及び技能を身に付けるとともに，家庭生活を大切にする心情をは 

ぐくみ，家族の一員として生活をよりよくしようとする実践的な態度を育てる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２ 各学年の目標及び内容 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 目 標 

(1)衣食住や家族の生活などに関する実践的・体験的な活動を通して，自分 

の成長を自覚するとともに，家庭生活への関心を高め，その大切さに気付 

くようにする。 

(2)日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け，身近な生 

活に活用できるようにする。 

(3)自分と家族などとのかかわりを考えて実践する喜びを味わい，家庭生活 

をよりよくしようとする実践的な態度を育てる。 
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２ 内 容 

Ａ 家庭生活と家族 

(1) 自分の成長と家族について，次の事項を指導する。 

ア自分の成長を自覚することを通して，家庭生活と家族の大切さに気付  

くこと。 

(2) 家庭生活と仕事について，次の事項を指導する。 

ア家庭には自分や家族の生活を支える仕事があることが分かり，自分の  

分担する仕事ができること。 

イ 生活時間の有効な使い方を工夫し，家族に協力すること。 

(3) 家族や近隣の人々とのかかわりについて，次の事項を指導する。 

ア 家族との触れ合いや団らんを楽しくする工夫をすること。 

イ 近隣の人々とのかかわりを考え，自分の家庭生活を工夫すること。 

（新設） 

１ 内容 

Ａ 家族・家庭生活 

 次の(1)から(4)までの項目について，課題をもって，家族や地域の人々と 

 協力し，よりよい家庭生活に向けて考え，工夫する活動を通して，次の事 

 項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 自分の成長と家族・家庭生活 

  ア 自分の成長を自覚し，家庭生活と家族の大切さや家庭生活が家族の 

   協力によって営まれていることに気付くこと。 

 (2) 家庭生活と仕事 

  ア 家庭には，家庭生活を支える仕事があり，互いに協力し分担する必 

   要があることや生活時間の有効な使い方について理解すること。 

  イ 家庭の仕事の計画を考え，工夫すること。 

 (3) 家族や地域の人々との関わり 

  ア 次のような知識を身に付けること。 

   (ｱ) 家族との触れ合いや団らんの大切さについて理解すること。 

   (ｲ) 家庭生活は地域の人々との関わりで成り立っていることが分かり， 

     地域の人々との協力が大切であることを理解すること。 

  イ家族や地域の人々とのよりよい関わりについて考え，工夫すること。 

 (4) 家族・家庭生活についての課題と実践 

  ア 日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，よりよい生活を 

    考え，計画を立てて実践できること。 

Ｂ 日常の食事と調理の基礎 

(1) 食事の役割について，次の事項を指導する。 

ア 食事の役割を知り，日常の食事の大切さに気付くこと。 

Ｂ 衣食住の生活 

 次の(1)から(6)までの項目について，課題をもって，健康・快適・安全で 

 豊かな食生活，衣生活，住生活に向けて考え，工夫する活動を通して，次 

 の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 食事の役割 

  ア 食事の役割が分かり，日常の食事の大切さと食事の仕方について理 

    解すること。 
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イ 楽しく食事をするための工夫をすること。 

(3) 調理の基礎について，次の事項を指導する。 

ア調理に関心をもち，必要な材料の分量や手順を考えて，調理計画を立  

てること。 

オ調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及びこんろの安全な  

取扱いができること。 

ぜん 

イ 材料の洗い方，切り方，味の付け方，盛り付け，配膳及び後片付けが 

適切にできること。 

ウ ゆでたり，いためたりして調理ができること。 

エ 米飯及びみそ汁の調理ができること。 

(2) 栄養を考えた食事について，次の事項を指導する。 

ア 体に必要な栄養素の種類と働きについて知ること。 

イ食品の栄養的な特徴を知り，食品を組み合わせてとる必要があること  

が分かること。 

ウ １食分の献立を考えること。 

Ｃ 快適な衣服と住まい 

(1) 衣服の着用と手入れについて，次の事項を指導する。 

ア衣服の働きが分かり，衣服に関心をもって日常着の快適な着方を工夫  

できること。 

イ 日常着の手入れが必要であることが分かり，ボタン付けや洗濯ができ 

ること。 

イ 楽しく食べるために日常の食事の仕方を考え，工夫すること。 

 

(2) 調理の基礎 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 調理に必要な材料の分量や手順が分かり，調理計画について理解す 

    ること。 

  (ｲ) 調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及び加熱用調理器 

    具の安全な取扱いについて理解し，適切に使用できること。 

  (ｳ) 材料に応じた洗い方，調理に適した切り方，味の付け方，盛り付け， 

    配膳及び後片付けを理解し，適切にできること。 

  (ｴ) 材料に適したゆで方，いため方を理解し，適切にできること。 

  (ｵ) 伝統的な日常食である米飯及びみそ汁の調理の仕方を理解し，適切 

    にできること。 

 イ おいしく食べるために調理計画を考え，調理の仕方を工夫すること。 

  (3) 栄養を考えた食事 

 ア 次のような知識を身に付けること。 

  (ｱ) 体に必要な栄養素の種類と主な働きについて理解すること。 

  (ｲ) 食品の栄養的な特徴が分かり，料理や食品を組み合わせてとる必要 

    があることを理解すること。 

  (ｳ) 献立を構成する要素が分かり，１食分の献立作成の方法について理 

    解すること。 

 イ １食分の献立について栄養のバランスを考え，工夫すること。 

  (4) 衣服の着用と手入れ 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 衣服の主な働きが分かり，季節や状況に応じた日常着の快適な着方 

   について理解すること。 

  (ｲ) 日常着の手入れが必要であることや，ボタンの付け方及び洗濯の仕 

   方を理解し，適切にできること。 

 イ 日常着の快適な着方や手入れの仕方を考え，工夫すること。 

  (5) 生活を豊かにするための布を用いた製作 
(3) 生活に役立つ物の製作について，次の事項を指導する。 
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ア次のような知識及び技能を身に付けること。 

 (ｱ) 製作に必要な材料や手順が分かり，製作計画について理解すること。 
 (ｲ) 手縫いやミシン縫いによる目的に応じた縫い方及び用具の安全な 

   取扱いについて理解し，適切にできること。 

イ 生活を豊かにするために布を用いた物の製作 

イ手縫いや，ミシンを用いた直線縫いにより目的に応じた縫い方を考え  

て製作し，活用できること。 

ウ 製作に必要な用具の安全な取扱いができること。 

ア布を用いて製作する物を考え，形などを工夫し, 製作計画を立てるこ  

と。 

(2) 快適な住まい方について，次の事項を指導する。 

(6) 快適な住まい方 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 住まいの主な働きが分かり，季節の変化に合わせた生活の大切さ   

   や住まい方について理解すること。 

  (ｲ) 住まいの整理・整頓や清掃の仕方を理解し，適切にできること。 イ季節の変化に合わせた生活の大切さが分かり，快適な住まい方を工夫  

できること。 

とん 

ア 住まい方に関心をもって，整理・整頓や清掃の仕方が分かり工夫でき 

ること。 イ 季節の変化に合わせた住まい方，整理・整頓や清掃の仕方を考え， 

  快適な住まい方を工夫すること。 

Ｄ 身近な消費生活と環境 

(1) 物や金銭の使い方と買物について，次の事項を指導する。 

ア 物や金銭の大切さに気付き，計画的な使い方を考えること。 

イ 身近な物の選び方，買い方を考え，適切に購入できること。 

Ｃ 消費生活・環境 

 次の(1)及び(2)の項目について，課題をもって，持続可能な社会の構築に 

向けて身近な消費生活と環境を考え，工夫する活動を通して，次の事項を身 

に付けることができるよう指導する。 

 (1) 物や金銭の使い方と買物 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

   (ｱ) 買物のしくみや消費者の役割が分かり，物や金銭の大切さと計画  

     的な使い方について理解すること。 

   (ｲ) 身近な物の選び方，買い方を理解し，購入するために必要な情報 

     の収集・整理が適切にできること。 

  イ 購入に必要な情報を活用し，身近な物の選び方，買い方を考え，工 

    夫すること。 

 (2) 環境に配慮した生活 (2) 環境に配慮した生活の工夫について，次の事項を指導する。 
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ア自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き，物の使い方などを工  

夫できること。 

ア 自分の生活と身近な環境との関わりや環境に配慮した物の使い方な 

  どについて理解すること。 

イ 環境に配慮した生活について物の使い方などを考え，工夫すること。 

（新設） 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

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) 「Ｂ日常の食事と調理の基礎」については，次のとおり取り扱うこと。 

イ (3)のエについては，米飯やみそ汁が我が国の伝統的な日常食である 

ことにも触れること。 

ア (2)のア及びイについては，五大栄養素と食品の体内での主な働きを  

中心に扱うこと。 

ウ食に関する指導については，家庭科の特質に応じて，食育の充実に資  

するよう配慮すること。 

２ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ家族・家庭生活」については，次のとおり取り扱うこと。 

 ア (1)のアについては，ＡからＣまでの各内容の学習と関連を図り，日 

  常生活における様々な問題について，家族や地域の人々との協力，健康 

  ・快適・安全，持続可能な社会の構築等を視点として考え，解決に向け 

  て工夫することが大切であることに気付かせるようにすること。 

 イ (2)のイについては，内容の「Ｂ衣食住の生活」と関連を図り，衣食 

  住に関わる仕事を具体的に実践できるよう配慮すること。 

 ウ (3)については，幼児又は低学年の児童や高齢者など異なる世代の人 

  々との関わりについても扱うこと。また，イについては，他教科等にお 

  ける学習との関連を図るよう配慮すること。 

(2) 内容の「Ｂ衣食住の生活」については，次のとおり取り扱うこと。 

 ア 日本の伝統的な生活についても扱い，生活文化に気付くことができる 

  よう配慮すること。 

 イ (2)のアの(ｴ)については，ゆでる材料として青菜やじゃがいもなどを 

  扱うこと。(ｵ)については，和食の基本となるだしの役割についても触 

  れること。 

 ウ (3)のアの(ｱ)については，五大栄養素と食品の体内での主な働きを中 

  心に扱うこと。(ｳ)については，献立を構成する要素として主食，主菜， 

  副菜について扱うこと。 

 エ 食に関する指導については，家庭科の特質に応じて，食育の充実に資 

  するよう配慮すること。また，第４学年までの食に関する学習との関連 

  を図ること。 

 オ (5)については，日常生活で使用する物を入れる袋などの製作を扱う 

  こと。 
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(2) 「Ｃ快適な衣服と住まい」の(2)のイについては，主として暑さ・寒さ，  

通風・換気及び採光を取り上げること。 

(3) 「Ｄ身近な消費生活と環境」については，次のとおり取り扱うこと。 

ア (1)のイについては，「Ａ家庭生活と家族」の(3)，「Ｂ日常の食事と調 

理の基礎」の(3)並びに「Ｃ快適な衣服と住まい」の(2)及び(3)で扱う 

用具や実習材料などの身近な物を取り上げること。 

イ (2)については，「Ｂ日常の食事と調理の基礎」又は「Ｃ快適な衣服と  

住まい」との関連を図り，実践的に学習できるようにすること。 

 カ(6)のアの(ｱ)については，主として暑さ・寒さ，通風・換気，採光， 

  及び音を取り上げること。暑さ・寒さについては，(4)のアの(ｱ)の日 

  常着の快適な着方と関連を図ること。 

(3) 内容の「Ｃ消費生活・環境」については，次のとおり取り扱うこと。 

 ア (1)については，内容の「Ａ家族・家庭生活」の(3)，「Ｂ衣食住の生 

  活」の(2)，(5)及び(6)で扱う用具や実習材料などの身近な物を取り上 

  げること。 

 イ(1)のアの(ｱ)については，売買契約の基礎について触れること。 

 ウ(2)については，内容の「Ｂ衣食住の生活」との関連を図り，実践的 

  に学習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 

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） 

(2) 「Ａ家庭生活と家族」の(1)のアについては，第４学年までの学習を踏 

まえ２学年間の学習の見通しを立てさせるために，第５学年の最初に履修 

させるとともに，「Ａ家庭生活と家族」から「Ｄ身近な消費生活と環境」 

までの学習と関連させるようにすること。 

（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) 題材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，生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，知識を生活体験 

  等と関連付けてより深く理解するとともに，日常生活の中から問題を見い 

  だして様々な解決方法を考え，他者と意見交流し，実践を評価・改善して， 

  新たな課題を見いだす学習の過程を重視すること。 

 (2) 第２の内容の「Ａ家族・家庭生活」から「Ｃ消費生活・環境」までの各 

  項目に配当する授業時数及び各項目の履修学年については，児童や学校， 

  地域の実態等に応じて各学校において適切に定めること。その際，「Ａ家 

  族・家庭生活」の(1)のアについては，第４学年までの学習を踏まえ，２ 

  学年間の学習の見通しをもたせるために，第５学年の最初に履修させると 

  ともに，「Ａ家族・家庭生活」，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生活・環  

  境」の学習と関連させるようにすること。 

 (3) 第２の内容の「Ａ家族・家庭生活」の(4)については，実践的な活動を 

  家庭や地域などで行うことができるよう配慮し，２学年間で一つ又は二つ 

  の課題を設定して履修させること。その際，「Ａ家族・家庭生活」の(2)又 
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(3) 「Ｂ日常の食事と調理の基礎」の(3)及び「Ｃ快適な衣服と住まい」の(3)  

については，学習の効果を高めるため，２学年にわたって取り扱い，平易 

なものから段階的に学習できるよう計画すること。 

(1) 題材の構成に当たっては，児童の実態を的確にとらえるとともに，内容 

相互の関連を図り，指導の効果を高めるようにすること。 

（新設） 

(4) 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，家庭科の特質に応じて適切な指導をすること。 

５ 各内容の指導に当たっては，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 

の学習活動が充実するよう配慮するものとする。 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

４ 家庭との連携を図り，児童が身に付けた知識及び技能などを日常生活に活 

   は(3)，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生活・環境」で学習した内容との関 

   連を図り，課題を設定できるようにすること。 

 (4) 第２の内容の「Ｂ衣食住の生活」の(2)及び(5)については，学習の効 

  果を高めるため，２学年間にわたって取り扱い，平易なものから段階的 

  に学習できるよう計画すること。 

 (5) 題材の構成に当たっては，児童や学校，地域の実態を的確に捉えると 

  ともに，内容相互の関連を図り，指導の効果を高めるようにすること。  

  その際，他教科等との関連を明確にするとともに，中学校の学習を見据 

  え，系統的に指導ができるようにすること。 

 (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，家庭科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) 指導に当たっては，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を図ること。 

 (2) 指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に 

  活用して，実習等における情報の収集・整理や，実践結果の発表などを 

  行うことができるように工夫すること。 

 (3) 生活の自立の基礎を培う基礎的・基本的な知識及び技能を習得するた 

  めに，調理や製作等の手順の根拠について考えたり，実践する喜びを味 

  わったりするなどの実践的・体験的な活動を充実すること。 

 (4) 学習内容の定着を図り，一人一人の個性を生かし伸ばすよう，児童の 

  特性や生活体験などを把握し，技能の習得状況に応じた少人数指導や教 

  材・教具の工夫など個に応じた指導の充実に努めること。 

 (5) 家庭や地域との連携を図り，児童が身に付けた知識及び技能などを日常 
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用するよう配慮するものとする。 

３ 実習の指導については，次の事項に配慮するものとする。 

(2) 事故の防止に留意して，熱源や用具，機械などを取り扱うこと。 

(1) 服装を整え，用具の手入れや保管を適切に行うこと。 

(3) 調理に用いる食品については，生の魚や肉は扱わないなど，安全・衛生 

に留意すること。 

 生活に活用できるよう配慮すること。 

３ 実習の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

 (1) 施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境を整備するとともに，熱源 

  や用具，機械などの取扱いに注意して事故防止の指導を徹底すること。 

 (2) 服装を整え，衛生に留意して用具の手入れや保管を適切に行うこと。 

 (3) 調理に用いる食品については，生の魚や肉は扱わないなど，安全・衛 

  生に留意すること。また，食物アレルギーについても配慮すること。 
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小学校学習指導要領新旧対照表【体育】 

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後） 

第 ９ 節 体 育 
 
 

第１ 目標 

体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向けた学習過 

程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し 

豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成することを 

目指す。 

 (1) その特性に応じた各種の運動の行い方及び身近な生活における健康・安全 

  について理解するとともに，基本的な動きや技能を身に付けるようにする。 

 (2) 運動や健康についての自己の課題を見付け，その解決に向けて思考し判断 

  するとともに，他者に伝える力を養う。 

 (3) 運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，楽しく明る 

  い生活を営む態度を養う。 

 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目標 

 (1) 各種の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，基本的な 

  動きを身に付けるようにする。 

(2) 各種の運動遊びの行い方を工夫するとともに，考えたことを他者に伝え 

  る力を養う。 

(3) 各種の運動遊びに進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動を 

  したり，健康・安全に留意したりし，意欲的に運動をする態度を養う。 

第 ９ 節 体 育 
 
 

第１ 目 標 

心と体を一体としてとらえ，適切な運動の経験と健康・安全についての理解を 

通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるとともに健康の 

保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる。 

 
 

（新設） 
 
 
 
（新設） 

 
 

（新設） 
 
 
 
第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目 標 

(1)簡単なきまりや活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにすると 

ともに，その基本的な動きを身に付け，体力を養う。 

（新設） 

 
(2)だれとでも仲よくし，健康・安全に留意して意欲的に運動をする態度を 

育てる。 
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２ 内 容 

Ａ 体つくり運動 

（新設） 

２ 内容 

Ａ 体つくりの運動遊び 

体つくりの運動遊びについて，次の事項を身に付けることができるよう指 

導する。 

 (1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，体を動か 

  す心地よさを味わったり，基本的な動きを身に付けたりすること。 

  ア 体ほぐしの運動遊びでは，手軽な運動遊びを行い，心と体の変化に 

   気付いたり，みんなで関わり合ったりすること。 

(1) 次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体の 

基本的な動きができるようにする。 

ア 体ほぐしの運動では，心と体の変化に気付いたり，体の調子を整えた 

り，みんなでかかわり合ったりするための手軽な運動や律動的な運動を 

すること。 

イ多様な動きをつくる運動遊びでは，体のバランスをとったり移動をし  

たりするとともに，用具の操作などをすること。 

(3) 体つくりのための簡単な運動の行い方を工夫できるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全に 

気を付けたりすることができるようにする。 

Ｂ 器械・器具を使っての運動遊び 

（新設） 

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。 

  イ 多様な動きをつくる運動遊びでは，体のバランスをとる動き，体を 

   移動する動き，用具を操作する動き，力試しの動きをすること。 

 (2) 体をほぐしたり多様な動きをつくったりする遊び方を工夫するととも 

   に，考えたことを友達に伝えること。 

 (3) 運動遊びに進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動をした 

  り，場の安全に気を付けたりすること。 

Ｂ 器械・器具を使っての運動遊び 

器械・器具を使っての運動遊びについて，次の事項を身に付けることがで 

きるよう指導する。 

 (1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，その動き  

  を身に付けること。 

  ア 固定施設を使った運動遊びでは，登り下りや懸垂移行，渡り歩きや 

   跳び下りをすること。 

  イ マットを使った運動遊びでは，いろいろな方向への転がり，手で支 

    えての体の保持や回転をすること。 

  ウ 鉄棒を使った運動遊びでは，支持しての揺れや上がり下り，ぶら下 

    がりや易しい回転をすること。 

  エ 跳び箱を使った運動遊びでは，跳び乗りや跳び下り，手を着いての 

    またぎ乗りやまたぎ下りをすること。 

 (2) 器械・器具を用いた簡単な遊び方を工夫するとともに，考えたことを友 

ア固定施設を使った運動遊びでは，登り下りや懸垂移行，渡り歩きや跳  

び下りをすること。 

イマットを使った運動遊びでは，いろいろな方向への転がり，手で支え  

ての体の保持や回転をすること。 

ウ 鉄棒を使った運動遊びでは，支持しての上がり下り，ぶら下がりや易 

しい回転をすること。 

エ跳び箱を使った運動遊びでは，跳び乗りや跳び下り，手を着いてのま  

たぎ乗りや跳び乗りをすること。 

(3) 器械・器具を用いた簡単な遊び方を工夫できるようにする。 
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(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全に 

気を付けたりすることができるようにする。 

Ｃ 走・跳の運動遊び 

（新設） 

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。 

ア走の運動遊びでは，いろいろな方向に走ったり，低い障害物を走り越  

えたりすること。 

イ跳の運動遊びでは，前方や上方に跳んだり，連続して跳んだりするこ  

と。 

(3) 走ったり跳んだりする簡単な遊び方を工夫できるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け 

入れたり，場の安全に気を付けたりすることができるようにする。 

Ｄ 水遊び 

（新設） 

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。 

ア 水に慣れる遊びでは，水につかったり移動したりすること。 

イ浮く・もぐる遊びでは，水に浮いたりもぐったり，水中で息を吐いた  

りすること。 

(3) 水中での簡単な遊び方を工夫できるようにする。 

  達に伝えること。 

 (3) 運動遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動 

  をしたり，場や器械・器具の安全に気を付けたりすること。 

Ｃ 走・跳の運動遊び 

走・跳の運動遊びについて，次の事項を身に付けることができるよう指導 

する。 

 (1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，その動き 

  を身に付けること。 

  ア 走の運動遊びでは，いろいろな方向に走ったり，低い障害物を走り 

   越えたりすること。 

  イ 跳の運動遊びでは，前方や上方に跳んだり，連続して跳んだりする 

   こと。 

 (2) 走ったり跳んだりする簡単な遊び方を工夫するとともに，考えたこと 

   を友達に伝えること。 

 (3) 運動遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動 

   をしたり，勝敗を受け入れたり，場の安全に気を付けたりすること。 

Ｄ 水遊び 

水遊びについて，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，その動き 

  を身に付けること。 

  ア 水の中を移動する運動遊びでは，水につかって歩いたり走ったりす 

   ること。 

  イ もぐる・浮く運動遊びでは，息を止めたり吐いたりしながら，水に 

   もぐったり浮いたりすること。 

 (2) 水の中を移動したり，もぐったり浮いたりする簡単な遊び方を工夫す 

  るとともに，考えたことを友達に伝えること。 

 (3) 運動遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動 

  をしたり，水遊びの心得を守って安全に気を付けたりすること。 

Ｅ ゲーム 

(2) 運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，水遊びの心得を守って安 

全に気を付けたりすることができるようにする。 

Ｅ ゲーム 
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（新設） 

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。 

アボールゲームでは，簡単なボール操作やボールを持たないときの動き  

によって，的に当てるゲームや攻めと守りのあるゲームをすること。 

イ鬼遊びでは，一定の区域で，逃げる，追いかける，陣地を取り合うな  

どをすること。 

(3) 簡単な規則を工夫したり，攻め方を決めたりすることができるようにす 

る。 

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け 

入れたり，場の安全に気を付けたりすることができるようにする。 

Ｆ 表現リズム遊び 

（新設） 

(1) 次の運動を楽しく行い，題材になりきったりリズムに乗ったりして踊  

ることができるようにする。 

ア 表現遊びでは，身近な題材の特徴をとらえ全身で踊ること。 

イ リズム遊びでは，軽快なリズムに乗って踊ること。 

(3) 簡単な踊り方を工夫できるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく踊ったり，場の安全に気を付 

けたりすることができるようにする。 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，２学年にわたって指導するもの 

とする。 

（新設） 

 ゲームについて，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，易しい 

  ゲームをすること。 

  ア ボールゲームでは，簡単なボール操作や攻めと守りの動きによって， 

   易しいゲームをすること。 

  イ 鬼遊びでは，一定の区域で，逃げる，追いかける，陣地を取り合う 

   などをすること。 

 (2) 簡単な規則を工夫したり，攻め方を選んだりするとともに，考えたこ 

   とを友達に伝えること。 

 (3) 運動遊びに進んで取り組み，規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり， 

   勝敗を受け入れたり，場や用具の安全に気を付けたりすること。 

Ｆ 表現リズム遊び 

表現リズム遊びについて，次の事項を身に付けることができるよう指導す 

る。 

 (1) 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，題材にな 

  りきったりリズムに乗ったりして踊ること。 

  ア 表現遊びでは，身近な題材の特徴を捉え，全身で踊ること。 

  イ リズム遊びでは，軽快なリズムに乗って踊ること。 

 (2) 身近な題材の特徴を捉えて踊ったり，軽快なリズムに乗って踊ったり 

  する簡単な踊り方を工夫するとともに，考えたことを友達に伝えること。 

 (3) 運動遊びに進んで取り組み，誰とでも仲よく踊ったり，場の安全に気 

  を付けたりすること。 

３ 内容の取扱い 

 (1) 内容の「Ａ体つくりの運動遊び」については，２学年間にわたって指 

  導するものとする。 

 (2) 内容の「Ｃ走・跳の運動遊び」については，児童の実態に応じて投の 

  運動遊びを加えて指導することができる。 

 (3) 内容の「Ｆ表現リズム遊び」の(1)のイについては，簡単なフォークダ 

  ンスを含めて指導することができる。 

(2) 内容の「Ｆ表現リズム遊び」の（1）のイについては，簡単なフォーク 

ダンスを含めて指導することができる。 
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(4) 学校や地域の実態に応じて歌や運動を伴う伝承遊び及び自然の中での 

  運動遊びを加えて指導することができる。 

(5) 各領域の各内容については，運動と健康が関わっていることについて 

  の具体的な考えがもてるよう指導すること。 

(3)地域や学校の実態に応じて歌や運動を伴う伝承遊び及び自然の中での運 

動遊びを加えて指導することができる。 

(4)各領域の各内容については，運動と健康がかかわっていることの具体的 

な考えがもてるよう指導すること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目 標 

(1) 活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにするとともに，その基 

本的な動きや技能を身に付け，体力を養う。 

(3) 健康な生活及び体の発育・発達について理解できるようにし，身近な生 

活において健康で安全な生活を営む資質や能力を育てる。 

(2) 協力，公正などの態度を育てるとともに，健康・安全に留意し，最後ま 

で努力して運動をする態度を育てる。 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目標 

(1) 各種の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方及び健康で安全な生活や 

 体の発育・発達について理解するとともに，基本的な動きや技能を身に付 

 けるようにする。 

(2) 自己の運動や身近な生活における健康の課題を見付け，その解決のため 

 の方法や活動を工夫するとともに，考えたことを他者に伝える力を養う。 

(3) 各種の運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動をした 

 り，友達の考えを認めたり，場や用具の安全に留意したりし，最後まで努 

 力して運動をする態度を養う。また，健康の大切さに気付き，自己の健康 

 の保持増進に進んで取り組む態度を養う。 

２ 内容 

Ａ 体つくり運動 

２ 内 容 

Ａ 体つくり運動 
体つくり運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。   （新設） 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知るとともに，体を動か 

  す心地よさを味わったり，基本的な動きを身に付けたりすること。 

 ア 体ほぐしの運動では，手軽な運動を行い，心と体の変化に気付いたり， 

  みんなで関わり合ったりすること。 

(1) 次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体の 

基本的な動きができるようにする。 

ア体ほぐしの運動では，心と体の変化に気付いたり，体の調子を整えた  

り，みんなでかかわり合ったりするための手軽な運動や律動的な運動す 

ること。 

イ多様な動きをつくる運動では，体のバランスや移動，用具の操作など  

とともに，それらを組み合わせること。 

(3) 体つくりのための運動の行い方を工夫できるようにする。 

 イ 多様な動きをつくる運動では，体のバランスをとる動き，体を移動 

  する動き，用具を操作する動き，力試しの動きをし，それらを組み合 

  わせること。 

(2) 自己の課題を見付け，その解決のための活動を工夫するとともに，考 

  えたことを友達に伝えること。 
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(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場や用具の 

安全に気を付けたりすることができるようにする。 

Ｂ 器械運動 

（新設） 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技ができるようにする。 

 (3) 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり， 

  友達の考えを認めたり，場や用具の安全に気を付けたりすること。 

Ｂ 器械運動 

器械運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知るとともに，その技 

  を身に付けること。 

ア マット運動では，回転系や巧技系の基本的な技をすること。 

イ 鉄棒運動では，支持系の基本的な技をすること。 

ウ 跳び箱運動では，切り返し系や回転系の基本的な技をすること。 

ア マット運動では，基本的な回転技や倒立技をすること。 

イ 鉄棒運動では，基本的な上がり技や支持回転技，下り技をすること  

ウ 跳び箱運動では，基本的な支持跳び越し技をすること。 
 (2) 自己の能力に適した課題を見付け，技ができるようになるための活動 

  を工夫するとともに，考えたことを友達に伝えること。 

 (3) 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり， 

  友達の考えを認めたり，場や器械・器具の安全に気を付けたりすること。 

Ｃ 走・跳の運動 

(3) 自己の能力に適した課題をもち，技ができるようにするための活動を工 

夫できるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場や器械・ 

器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。 

Ｃ 走・跳の運動 
走・跳の運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 （新設） 

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。 

ア かけっこ・リレーでは，調子よく走ること。 

(1)次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知るとともに，その動 

 きを身に付けること。 

 ア かけっこ・リレーでは，調子よく走ったりバトンの受渡しをしたり 

   すること。 

イ 小型ハードル走では，小型ハードルを調子よく走り越えること。 

ウ 幅跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと 

エ 高跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。 

イ 小型ハードル走では，小型ハードルを調子よく走り越えること。  

ウ 幅跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。 

エ 高跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。 
(3) 自己の能力に適した課題をもち，動きを身に付けるための活動や競争の 

仕方を工夫できるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け 

入れたり，場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。 

 (2) 自己の能力に適した課題を見付け，動きを身に付けるための活動や競 

  争の仕方を工夫するとともに，考えたことを友達に伝えること。 

 (3) 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり， 

  勝敗を受け入れたり，友達の考えを認めたり，場や用具の安全に気を付 

  けたりすること。 

Ｄ 水泳運動 

水泳運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 
Ｄ 浮く・泳ぐ運動 

（新設） 
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(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。 

ア 浮く運動では，いろいろな浮き方やけ伸びをすること。 

イ泳ぐ運動では，補助具を使ってのキックやストローク，呼吸をしなが  

らの初歩的な泳ぎをすること。 

(3) 自己の能力に適した課題をもち，動きを身に付けるための活動を工夫で 

きるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，浮く・泳ぐ運動の心得を 

守って安全に気を付けたりすることができるようにする。 

Ｅ ゲーム 

（新設） 

(1) 次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。 

アゴール型ゲームでは，基本的なボール操作やボールを持たない時の動  

きによって，易しいゲームをすること。 

イネット型ゲームでは，ラリーを続けたり，ボールをつないだりして易  

しいゲームをすること。 

ウベースボール型ゲームでは，蹴る，打つ，捕る，投げるなどの動きに  

よって，易しいゲームをすること。 

(3) 規則を工夫したり，ゲームの型に応じた簡単な作戦を立てたりすること 

ができるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，規則を守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入 

れたり，場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知るとともに，その動 

  きを身に付けること。 

  ア 浮いて進む運動では，け伸びや初歩的な泳ぎをすること。 

  イ もぐる・浮く運動では，息を止めたり吐いたりしながら，いろいろ 

    なもぐり方や浮き方をすること。 

 (2) 自己の能力に適した課題を見付け，水の中での動きを身に付けるため 

   の活動を工夫するとともに，考えたことを友達に伝えること。 

 (3) 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり， 

   友達の考えを認めたり，水泳運動の心得を守って安全に気を付けたり 

   すること。 

 

Ｅ ゲーム 

ゲームについて，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知るとともに，易しい 

  ゲームをすること。 

  ア ゴール型ゲームでは，基本的なボール操作やボールを持たないとき 

   の動きによって，易しいゲームをすること。 

  イ ネット型ゲームでは，基本的なボール操作やボールを操作できる位 

   置に体を移動する動きによって，易しいゲームをすること。 

  ウ ベースボール型ゲームでは，蹴る，打つ，捕る，投げるなどのボー 

   ル操作や得点をとったり防いだりする動きによって，易しいゲームを 

   すること。 

 (2) 規則を工夫したり，ゲームの型に応じた簡単な作戦を選んだりすると 

  ともに，考えたことを友達に伝えること。 

 (3) 運動に進んで取り組み，規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり，勝 

  敗を受け入れたり，友達の考えを認めたり，場や用具の安全に気を付け 

  たりすること。 

Ｆ 表現運動 

表現運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知るとともに，表したい 

Ｆ 表現運動 

（新設） 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，表したい感じを表現したりリズムの特 
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 感じを表現したりリズムに乗ったりして踊ること。 

 ア 表現では，身近な生活などの題材からその主な特徴を捉え，表したい 

  感じをひと流れの動きで踊ること。 

 イ リズムダンスでは，軽快なリズムに乗って全身で踊ること。 

 (2) 自己の能力に適した課題を見付け，題材やリズムの特徴を捉えた踊り 

  方や交流の仕方を工夫するとともに，考えたことを友達に伝えること。 

 (3) 運動に進んで取り組み，誰とでも仲よく踊ったり，友達の動きや考え 

  を認めたり，場の安全に気を付けたりすること。 

Ｇ 保健 

徴をとらえたりして踊ることができるようにする。 

ア表現では，身近な生活などの題材からその主な特徴をとらえ，対比す  

る動きを組み合わせたり繰り返したりして踊ること。 

イ リズムダンスでは，軽快なリズムに乗って全身で踊ること。 

(3) 自己の能力に適した課題を見付け，練習や発表の仕方を工夫できるよう 

にする。 

(2) 運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく練習や発表をしたり，場の安 

全に気を付けたりすることができるようにする。 

Ｇ 保健 

(1) 健康な生活について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，， （新設） 

次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア健康な生活について理解すること。 
(1) 健康の大切さを認識するとともに，健康によい生活について理解できる 

ようにする。 

ア心や体の調子がよいなどの健康の状態は，主体の要因や周囲の環境の  

要因がかかわっていること。 

イ毎日を健康に過ごすには，食事，運動，休養及び睡眠の調和のとれた 

生活を続けること，また，体の清潔を保つことなどが必要であること。 

ウ毎日を健康に過ごすには，明るさの調節，換気などの生活環境を整え  

ることなどが必要であること。 

（新設） 

（新設） 

  (ｱ) 心や体の調子がよいなどの健康の状態は，主体の要因や周囲の環境 

   の要因が関わっていること。 

  (ｲ) 毎日を健康に過ごすには，運動，食事，休養及び睡眠の調和のと 

   れた生活を続けること，また，体の清潔を保つことなどが必要である 

   こと。 

  (ｳ) 毎日を健康に過ごすには，明るさの調節，換気などの生活環境を 

   整えることなどが必要であること。 

 イ 健康な生活について課題を見付け，その解決に向けて考え，それを表 

  現すること。 

 

 (2) 体の発育・発達について，課題を見付け，その解決を目指した活動を 

  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 体の発育・発達について理解すること。 

   (ｱ) 体は，年齢に伴って変化すること。また，体の発育・発達には， 

     個人差があること。 

   (ｲ) 体は，思春期になると次第に大人の体に近づき，体つきが変わっ 

    たり，初経，精通などが起こったりすること。また，異性への関心 

    が芽生えること。 

(2) 体の発育・発達について理解できるようにする。 

ア体は，年齢に伴って変化すること。また，体の発育・発達には，個人  

差があること。 

イ体は，思春期になると次第に大人の体に近づき，体つきが変わったり，  

初経，精通などが起こったりすること。また，異性への関心が芽生える 
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こと。 

ウ体をよりよく発育・発達させるには，調和のとれた食事，適切な運動，  

休養及び睡眠が必要であること。 

（新設） 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，２学年にわたって指導するもの 

とする。 

（新設） 

（新設） 

(2)内容の「Ｆ表現運動」の（1）については，地域や学校の実態に応じて 

フォークダンスを加えて指導することができる。 

(3)内容の「Ｇ保健」については，(1)を第３学年，(2)を第４学年で指導す 

るものとする。 

(4)内容の「Ｇ保健」の(1)については，学校でも，健康診断や学校給食な 

ど様々な活動が行われていることについて触れるものとする。 

(5)内容の「Ｇ保健」の(2)については，自分と他の人では発育・発達など 

に違いがあることに気付き，それらを肯定的に受け止めることが大切であ 

ることについて触れるものとする。 

（新設） 

   (ｳ) 体をよりよく発育・発達させるには，適切な運動，食事，休養及 

     び睡眠が必要であること。 

  イ 体がよりよく発育・発達するために，課題を見付け，その解決に向 

   けて考え，それを表現すること。 

 

 

３ 内容の取扱い 

 (1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，２学年間にわたって指導する 

   ものとする。 

 (2) 内容の「Ｃ走・跳の運動」については，児童の実態に応じて投の運動 

   を加えて指導することができる。 

 (3) 内容の「Ｅゲーム」の(1)のアについては，味方チームと相手チームが 

  入り交じって得点を取り合うゲーム及び陣地を取り合うゲームを取り扱 

  うものとする。 

 (4) 内容の「Ｆ表現運動」の(1)については，学校や地域の実態に応じてフ 

  ォークダンスを加えて指導することができる。 

 (5) 内容の「Ｇ保健」については，(1)を第３学年，(2)を第４学年で指導 

  するものとする。 

 (6) 内容の「Ｇ保健」の(1)については，学校でも，健康診断や学校給食な 

  ど様々な活動が行われていることについて触れるものとする。 

 (7) 内容の「Ｇ保健」の(2)については，自分と他の人では発育・発達など 

  に違いがあることに気付き，それらを肯定的に受け止めることが大切で 

  あることについて触れるものとする。 

 (8) 各領域の各内容については，運動と健康が密接に関連していることに 

  ついての具体的な考えがもてるよう指導すること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 目標 

(1) 各種の運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方及び心の健康やけがの 

 防止，病気の予防について理解するとともに，各種の運動の特性に応じた 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 目 標 

(1) 活動を工夫して各種の運動の楽しさや喜びを味わうことができるように 

するとともに，その特性に応じた基本的な技能を身に付け，体力を高める。 
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(3) 心の健康，けがの防止及び病気の予防について理解できるようにし，健 

康で安全な生活を営む資質や能力を育てる。 

（新設） 

(2) 協力，公正などの態度を育てるとともに，健康・安全に留意し，自己の 

最善を尽くして運動をする態度を育てる。 

  基本的な技能及び健康で安全な生活を営むための技能を身に付けるように 

  する。 

 (2) 自己やグループの運動の課題や身近な健康に関わる課題を見付け，その 

  解決のための方法や活動を工夫するとともに，自己や仲間の考えたことを 

  他者に伝える力を養う。 

 (3) 各種の運動に積極的に取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり， 

  仲間の考えや取組を認めたり，場や用具の安全に留意したりし，自己の最 

  善を尽くして運動をする態度を養う。また，健康・安全の大切さに気付き， 

  自己の健康の保持増進や回復に進んで取り組む態度を養う。 

２ 内容 

Ａ 体つくり運動 
２ 内 容 

Ａ 体つくり運動 

体つくり運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。  （新設） 
(1) 次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体力 

を高めることができるようにする。 

ア 体ほぐしの運動では，心と体の関係に気付いたり，体の調子を整えた 

り，仲間と交流したりするための手軽な運動や律動的な運動をすること。 

(1) 次の運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに，体 

  を動かす心地よさを味わったり，体の動きを高めたりすること。 

 ア 体ほぐしの運動では，手軽な運動を行い，心と体との関係に気付いた 

  り，仲間と関わり合ったりすること。 

 イ 体の動きを高める運動では，ねらいに応じて，体の柔らかさ，巧みな 

  動き，力強い動き，動きを持続する能力を高めるための運動をすること。 

イ 体力を高める運動では，ねらいに応じて，体の柔らかさ及び巧みな動 

きを高めるための運動，力強い動き及び動きを持続する能力を高めるた 

めの運動をすること。 

(3) 自己の体の状態や体力に応じて，運動の行い方を工夫できるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，助け合って運動をしたり，場や用具の安全に気 

を配ったりすることができるようにする。 

Ｂ 器械運動 

（新設） 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技ができるようにする。 

 (2) 自己の体の状態や体力に応じて，運動の行い方を工夫するとともに， 

  自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。 

 (3) 運動に積極的に取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，仲間 

  の考えや取組を認めたり，場や用具の安全に気を配ったりすること。 

Ｂ 器械運動 

器械運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに， 

 その技を身に付けること。 

  ア マット運動では，回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり， 
ア マット運動では，基本的な回転技や倒立技を安定して行うとともに， 

その発展技を行ったり，それらを繰り返したり組み合わせたりすること。 
その発展技を行ったり，それらを繰り返したり組み合わせたりすること。 
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イ 鉄棒運動では，支持系の基本的な技を安定して行ったり，その発展 

 技を行ったり，それらを繰り返したり組み合わせたりすること。 

イ 鉄棒運動では，基本的な上がり技や支持回転技，下り技を安定して行 

うとともに，その発展技を行ったり，それらを繰り返したり組み合わせ 

たりすること。 

ウ 跳び箱運動では，基本的な支持跳び越し技を安定して行うとともに，  

その発展技を行うこと。 

(3) 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫できる 

ようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，場や器械 

・器具の安全に気を配ったりすることができるようにする。 

Ｃ 陸上運動 

（新設） 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技能を身に付けることができる  

ようにする。 

ア 短距離走・リレーでは，一定の距離を全力で走ること。 

  ウ 跳び箱運動では，切り返し系や回転系の基本的な技を安定して行っ 

   たり，その発展技を行ったりすること。 

 (2) 自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫する 

  とともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。 

 (3) 運動に積極的に取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，仲間 

  の考えや取組を認めたり，場や器械・器具の安全に気を配ったりするこ 

  と。 

Ｃ 陸上運動 

陸上運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに， 

  その技能を身に付けること。 

  ア 短距離走・リレーでは，一定の距離を全力で走ったり，滑らかなバト 

    ンの受渡しをしたりすること。 

イ ハードル走では，ハードルをリズミカルに走り越えること。 

ウ 走り幅跳びでは，リズミカルな助走から踏み切って跳ぶこと。 

エ 走り高跳びでは，リズミカルな助走から踏み切って跳ぶこと。 

イ ハードル走では，ハードルをリズミカルに走り越えること。  

ウ 走り幅跳びでは，リズミカルな助走から踏み切って跳ぶこと。  

エ 走り高跳びでは，リズミカルな助走から踏み切って跳ぶこと。 

(3) 自己の能力に適した課題の解決の仕方，競争や記録への挑戦の仕方を工 

夫できるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，場や用具 

の安全に気を配ったりすることができるようにする。 

 (2) 自己の能力に適した課題の解決の仕方，競争や記録への挑戦の仕方を 

  工夫するとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。 

 (3) 運動に積極的に取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，勝敗 

  を受け入れたり，仲間の考えや取組を認めたり，場や用具の安全に気を 

  配ったりすること。 

Ｄ 水泳運動 

水泳運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに， 

  その技能を身に付けること。 

  ア クロールでは，手や足の動きに呼吸を合わせて続けて長く泳ぐこと。 

  イ 平泳ぎでは，手や足の動きに呼吸を合わせて続けて長く泳ぐこと。 

Ｄ 水泳 

（新設） 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技能を身に付けることができるよ 

うにする。 

ア クロールでは，続けて長く泳ぐこと。 

イ 平泳ぎでは，続けて長く泳ぐこと。 
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（新設） 

(3) 自己の能力に適した課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫でき 

るようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，助け合って水泳をしたり，水泳の心得を守って 

安全に気を配ったりすることができるようにする。 

  ウ 安全確保につながる運動では，背浮きや浮き沈みをしながら続けて 

    長く浮くこと。 

 (2) 自己の能力に適した課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫す 

   るとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。 

 (3) 運動に積極的に取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，仲間 

   の考えや取組を認めたり，水泳運動の心得を守って安全に気を配った 

   りすること。 

Ｅ ボール運動 

ボール運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに， 

   その技能を身に付け，簡易化されたゲームをすること。 

  ア ゴール型では，ボール操作やボールを持たないときの動きによって， 

   簡易化されたゲームをすること。 

  イ ネット型では，個人やチームによる攻撃や守備によって，簡易化され 

   たゲームをすること。 

ウ  ベースボール型では，ボールを打つ攻撃や隊形をとった守備によっ

て，簡易化されたゲームをすること。 

Ｅ ボール運動 

（新設） 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技能を身に付けることができるよ 

うにする。 

アゴール型では，簡易化されたゲームで，ボール操作やボールを受ける  

ための動きによって，攻防をすること。 

イネット型では，簡易化されたゲームで，チームの連係による攻撃や守  

備によって，攻防をすること。 

ウ ベースボール型では，簡易化されたゲームで，ボールを打ち返す攻撃 

や隊形をとった守備によって，攻防をすること。 

(3) ルールを工夫したり，自分のチームの特徴に応じた作戦を立てたりする 

ことができるようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，ルールを守り助け合って運動をしたり，場や用 

具の安全に気を配ったりすることができるようにする。 

Ｆ 表現運動 

（新設） 

(1) 次の運動の楽しさや喜びに触れ，表したい感じを表現したり踊りの特徴 

をとらえたりして踊ることができるようにする。 

ア表現では，いろいろな題材から表したいイメージをとらえ，即興的な  

表現や簡単なひとまとまりの表現で踊ること。 

 (2) ルールを工夫したり，自己やチームの特徴に応じた作戦を選んだりす 

  るとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。 

 (3) 運動に積極的に取り組み，ルールを守り助け合って運動をしたり，勝 

  敗を受け入れたり，仲間の考えや取組を認めたり，場や用具の安全に気 

  を配ったりすること。 

Ｆ 表現運動 

表現運動について，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 (1) 次の運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに， 

   表したい感じを表現したり踊りで交流したりすること。 

  ア 表現では，いろいろな題材からそれらの主な特徴を捉え，表したい 

   感じをひと流れの動きで即興的に踊ったり，簡単なひとまとまりの動 

   きにして踊ったりすること。 
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イフォークダンスでは，踊り方の特徴をとらえ，音楽に合わせて簡単な  

ステップや動きで踊ること。 

(3) 自分やグループの課題の解決に向けて，練習や発表の仕方を工夫でき  

るようにする。 

(2) 運動に進んで取り組み，互いのよさを認め合い助け合って練習や発表  

をしたり，場の安全に気を配ったりすることができるようにする。 

Ｇ 保健 

（新設） 

(1) 心の発達及び不安，悩みへの対処について理解できるようにする。 

ア 心は，いろいろな生活経験を通して，年齢に伴って発達すること。  

イ 心と体は，相互に影響し合うこと。 

ウ 不安や悩みへの対処には，大人や友達に相談する，仲間と遊ぶ，運動 

をするなどいろいろな方法があること。 

（新設） 

みんよう 

  イ フォークダンスでは，日本の民踊や外国の踊りから，それらの踊り 

   方ようの特徴を捉え，音楽に合わせて簡単なステップや動きで踊るこ 

   と。 

 (2) 自己やグループの課題の解決に向けて，表したい内容や踊りの特徴を 

  捉えた練習や発表・交流の仕方を工夫するとともに，自己や仲間の考え 

  たことを他者に伝えること。 

 (3) 運動に積極的に取り組み，互いのよさを認め合い助け合って踊ったり， 

  場の安全に気を配ったりすること。 

Ｇ 保健 

 (1) 心の健康について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して， 

   次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

  ア 心の発達及び不安や悩みへの対処について理解するとともに，簡単 

   な対処をすること。 

   (ｱ) 心は，いろいろな生活経験を通して，年齢に伴って発達すること。 

   (ｲ) 心と体には，密接な関係があること。 

   (ｳ) 不安や悩みへの対処には，大人や友達に相談する，仲間と遊ぶ， 

     運動をするなどいろいろな方法があること。 

  イ 心の健康について，課題を見付け，その解決に向けて思考し判断す 

    るとともに，それらを表現すること。 

(2) けがの防止について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して， （新設） 
(2) けがの防止について理解するとともに，けがなどの簡単な手当ができる 

ようにする。 

ア交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止に  

は，周囲の危険に気付くこと，的確な判断の下に安全に行動すること， 

環境を安全に整えることが必要であること。 

イ けがの簡単な手当は，速やかに行う必要があること。 

（新設） 

次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア けがの防止に関する次の事項を理解するとともに，けがなどの簡 

   単な手当をすること。 

  (ｱ) 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの 

   防止には，周囲の危険に気付くこと，的確な判断の下に安全に行 

   動すること，環境を安全に整えることが必要であること。 

  (ｲ) けがなどの簡単な手当は，速やかに行う必要があること。 

 イ けがを防止するために，危険の予測や回避の方法を考え，それらを表 

   現すること。 
(3) 病気の予防について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，   （新設） 
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(3) 病気の予防について理解できるようにする。 

ア病気は，病原体，体の抵抗力，生活行動，環境がかかわりあって起こ  

ること。 

イ病原体が主な要因となって起こる病気の予防には，病原体が体に入る 

のを防ぐことや病原体に対する体の抵抗力を高めることが必要であるこ 

と。 

ウ生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には，  

栄養の偏りのない食事をとること，口腔の衛生を保つことなど，望まし 

い生活習慣を身に付ける必要があること。 

エ 喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，健康を損なう原因となること  

オ 地域では，保健にかかわる様々な活動が行われていること。 

（新設） 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，２学年にわたって指導するもの 

とする。また，（1）のイについては，体の柔らかさ及び巧みな動きを高め 

ることに重点を置いて指導するものとする。 

(6) 内容の「Ａ体つくり運動」の(1)のアと「Ｇ保健」の(1)のウについては，  

相互の関連を図って指導するものとする。 

（新設） 

次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア病気の予防について理解すること。 

  (ｱ) 病気は，病原体，体の抵抗力，生活行動，環境が関わりあって起こ 

   ること。 

  (ｲ) 病原体が主な要因となって起こる病気の予防には，病原体が体に入 

   るのを防ぐことや病原体に対する体の抵抗力を高めることが必要であ 

   ること。 

  (ｳ) 生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防に 

   は，適切な運動，栄養の偏りのない食事をとること，口腔の衛生を保 

   つことなど，望ましい生活習慣を身に付ける必要があること。 

  (ｴ) 喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，健康を損なう原因となること。 

  (ｵ) 地域では，保健に関わる様々な活動が行われていること。 

 イ 病気を予防するために，課題を見付け，その解決に向けて思考し判断 

   するとともに，それらを表現すること。 

３ 内容の取扱い 

 (1) 内容の「Ａ体つくり運動」については，２学年間にわたって指導するも 

  のとする。また，(1)のイについては，体の柔らかさ及び巧みな動きを高 

  めることに重点を置いて指導するものとする。その際，音楽に合わせて運 

  動をするなどの工夫を図ること。 

 (2) 内容の「Ａ体つくり運動」の(1)のアと「Ｇ保健」の(1)のアの(ｳ)につ 

  いては，相互の関連を図って指導するものとする。 

 (3) 内容の「Ｃ陸上運動」については，児童の実態に応じて，投の運動を加 

  えて指導することができる。 

 (4) 内容の「Ｄ水泳運動」の(1)のア及びイについては，水中からのスター 

  トを指導するものとする。また，学校の実態に応じて背泳ぎを加えて指導 

  することができる。 

 (5) 内容の「Ｅボール運動」の(1)については，アはバスケットボール及び 

  サッカーを，イはソフトバレーボールを，ウはソフトボールを主として取 

(2)内容の「Ｄ水泳」の（1）については，水中からのスタートを指導する 

ものとする。また，学校の実態に応じて背泳ぎを加えて指導することがで 

きる。 

(3)内容の「Ｅボール運動」の（1）については，アはバスケットボール及 

びサッカーを，イはソフトバレーボールを，ウはソフトボールを主として 

取り扱うものとするが，これらに替えてそれぞれの型に応じたハンドボー 
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ルなどのその他のボール運動を指導することもできるものとする。なお，  

学校の実態に応じてウは取り扱わないことができる。 

(4)内容の「Ｆ表現運動」の（1）については，地域や学校の実態に応じて 

リズムダンスを加えて指導することができる。 

(5)内容の「Ｇ保健」については，(1)及び(2)を第５学年，(3)を第６学年 

で指導するものとする。 

(7) 内容の「Ｇ保健」の(3)のエの薬物については，有機溶剤の心身への影 

響を中心に取り扱うものとする。また，覚せい剤等についても触れるもの 

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。 

（新設） 

  り扱うものとするが，これらに替えてハンドボール，タグラグビー，フラ 

  ッグフットボールなどア，イ及びウの型に応じたその他のボール運動を指 

  導することもできるものとする。なお，学校の実態に応じてウは取り扱わ 

  ないことができる。 

 (6) 内容の「Ｆ表現運動」の(1)については，学校や地域の実態に応じてリ 

  ズムダンスを加えて指導することができる。 

 (7) 内容の「Ｇ保健」については，(1)及び(2)を第５学年，(3)を第６学年 

  で指導するものとする。また，けがや病気からの回復についても触れるも 

  のとする。 

 (8) 内容の「Ｇ保健」の(3)のアの(ｴ)の薬物については，有機溶剤の心身へ 

  の影響を中心に取り扱うものとする。また，覚醒剤等についても触れるも 

  のとする。 

 (9) 各領域の各内容については，運動領域と保健領域との関連を図る指導に 

  留意すること。 

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。 

 (1) 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，体育や保健の見方・考え方を働かせ，運動や健康について 

  の自己の課題を見付け，その解決のための活動を選んだり工夫したりする 

  活動の充実を図ること。また，運動の楽しさや喜びを味わったり，健康の 

  大切さを実感したりすることができるよう留意すること。 

 (2) 一部の領域の指導に偏ることのないよう授業時数を配当すること。 

 (3) 第２の第３学年及び第４学年の内容の「Ｇ保健」に配当する授業時数は， 

  ２学年間で８単位時間程度，また，第２の第５学年及び第６学年の内容の 

 「Ｇ保健」に配当する授業時数は，２学年間で16単位時間程度とすること。 

 (4) 第２の第３学年及び第４学年の内容の「Ｇ保健」並びに第５学年及び第 

  ６学年の内容の「Ｇ保健」（以下「保健」という。）については，効果的な 

  学習が行われるよう適切な時期に，ある程度まとまった時間を配当するこ 

  と。 

(2) 一部の領域の指導に偏ることのないよう授業時数を配当すること。 

(3) 第２の第３学年及び第４学年の内容の「Ｇ保健」に配当する授業時数は， 

２学年間で８単位時間程度，また，第２の第５学年及び第６学年の内容の 

「Ｇ保健」に配当する授業時数は，２学年間で16単位時間程度とすること。 

(4) 第２の第３学年及び第４学年の内容の「Ｇ保健」並びに第５学年及び第 

６学年の内容の「Ｇ保健」（以下「保健」という。）については，効果的な 

学習が行われるよう適切な時期に，ある程度まとまった時間を配当するこ 
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（新設） 

(5) 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，体育科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。 

【第３の１の(1)から移動】 

(1) 地域や学校の実態を考慮するとともに，個々の児童の運動経験や技能の 

程度などに応じた指導や児童自らが運動の課題の解決を目指す活動を行え 

るよう工夫すること。 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

(1) 「Ａ体つくり運動」の(1)のアについては，各学年の各領域においても 

その趣旨を生かした指導ができること。 

 (5) 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合科的・ 

  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。 

 (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，体育科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) 学校や地域の実態を考慮するとともに，個々の児童の運動経験や技能の 

  程度などに応じた指導や児童自らが運動の課題の解決を目指す活動を行え 

  るよう工夫すること。特に，運動を苦手と感じている児童や，運動に意欲 

  的に取り組まない児童への指導を工夫するとともに，障害のある児童など 

  への指導の際には，周りの児童が様々な特性を尊重するよう指導すること。 

 (2) 筋道を立てて練習や作戦について話し合うことや，身近な健康の保持増 

  進について話し合うことなど，コミュニケーション能力や論理的な思考力 

  の育成を促すための言語活動を積極的に行うことに留意すること。 

 (3) 第２の内容の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワーク 

  などの情報手段を積極的に活用し，各領域の特質に応じた学習活動を行う 

  ことができるように工夫すること。その際，情報機器の基本的な操作につ 

  いても，内容に応じて取り扱うこと。 

 (4) 運動領域におけるスポーツとの多様な関わり方や保健領域の指導につい 

  ては，具体的な体験を伴う学習を取り入れるよう工夫すること。 

 (5) 第２の内容の「Ａ体つくりの運動遊び」及び「Ａ体つくり運動」の(1) 

  のアについては，各学年の各領域においてもその趣旨を生かした指導がで 

  きること。 
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(2) 「Ｄ水遊び」，「Ｄ浮く・泳ぐ運動」及び「Ｄ水泳」の指導については，  

適切な水泳場の確保が困難な場合にはこれらを取り扱わないことができる 

が，これらの心得については，必ず取り上げること。 

（新設） 

 (6) 第２の内容の「Ｄ水遊び」及び「Ｄ水泳運動」の指導については，適 

  切な水泳場の確保が困難な場合にはこれらを取り扱わないことができる 

  が，これらの心得については，必ず取り上げること。 

 (7) オリンピック・パラリンピックに関する指導として，フェアなプレイ 

  を大切にするなど，児童の発達の段階に応じて，各種の運動を通してス 

  ポーツの意義や価値等に触れることができるようにすること。 

 (8) 集合，整頓，列の増減などの行動の仕方を身に付け，能率的で安全な 

  集団としての行動ができるようにするための指導については，第２の内 

  容の「Ａ体つくりの運動遊び」及び「Ａ体つくり運動」をはじめとして， 

  各学年の各領域（保健を除く。）において適切に行うこと。 

 (9) 自然との関わりの深い雪遊び，氷上遊び，スキー，スケート，水辺活 

  動などの指導については，学校や地域の実態に応じて積極的に行うこと 

  に留意すること。 

 (10) 保健の内容のうち運動，食事，休養及び睡眠については，食育の観  

  点も踏まえつつ，健康的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮するとと 

  もに，保健を除く第３学年以上の各領域及び学校給食に関する指導にお     

  いても関連した指導を行うようにすること。 

 (11) 保健の指導に当たっては，健康に関心をもてるようにし，健康に関 

  する課題を解決する学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行う 

  こと。 

 

 

(3)集合，整頓（せいとん），列の増減などの行動の仕方を身に付け，能率 

的で安全な集団としての行動ができるようにするための指導については， 

「Ａ体つくり運動」をはじめとして，各学年の各領域（保健を除く。）に 

おいて適切に行うこと。 

(4) 自然とのかかわりの深い雪遊び，氷上遊び，スキー，スケート，水辺活 

動などの指導については，地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに 

留意すること。 

(5) 保健の内容のうち食事，運動，休養及び睡眠については，食育の観点も 

踏まえつつ健康的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮するとともに，保 

健を除く第３学年以上の各領域及び学校給食に関する指導においても関連 

した指導を行うよう配慮すること。 

(6)保健の指導に当たっては，知識を活用する学習活動を取り入れるなどの 

指導方法の工夫を行うこと。 
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小学校学習指導要領新旧対照表【外国語】 

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後） 

 

第10節 外 国 語 
 
 
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，読むこと，話すこと，書くことの言語活動を通して，コミュニケー 

ションを図る基礎となる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

 (1) 外国語の音声や文字，語彙，表現，文構造，言語の働きなどについて，日 

  本語と外国語との違いに気付き，これらの知識を理解するとともに，読むこ 

  と，書くことに慣れ親しみ，聞くこと，読むこと，話すこと，書くことによ 

  る実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身に付ける 

  ようにする。 

 (2) 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，身近で簡単な 

  事柄について，聞いたり話したりするとともに，音声で十分に慣れ親しんだ 

  外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら読んだり，語順を意識しながら 

  書いたりして，自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力  

  を養う。 

 (3) 外国語の背景にある文化に対する理解を深め，他者に配慮しながら，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，読むこと，話すこと［や 

 
 
 
 
 
 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 

 

第４章 

 

外国語活動 
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 り取り］，話すこと［発表］，書くことの五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れば，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聞き取ることができるようにす 

  る。 

 イ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活に関する身近で簡単な事 

  柄について，具体的な情報を聞き取ることができるようにする。 

 ウ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活に関する身近で簡単な事 

  柄について，短い話の概要を捉えることができるようにする。 

(2) 読むこと 

 ア 活字体で書かれた文字を識別し，その読み方を発音することができ 

  るようにする。 

 イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分か 

  るようにする。 

(3) 話すこと［やり取り］ 

 ア 基本的な表現を用いて指示，依頼をしたり，それらに応じたりする 

  ことができるようにする。 

 イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，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ことができるよ 

  うにする。 

 ウ 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その場で質問をしたり質問に答えたりし   

  て，伝え合うことができるようにする。 

(4) 話すこと［発表］ 

 ア 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，簡単な語句や基本的 

  な表現を用いて話すことができるようにする。 

 イ 自分のことについて，伝えようとする内容を整理した上で，簡単な 

  語句や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。 
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 ウ 身近で簡単な事柄について，伝えようとする内容を整理した上で， 

   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 

   すことができるようにする。 

(5) 書くこと 

 ア 大文字，小文字を活字体で書くことができるようにする。また，語 

  順を意識しながら音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表 

  現を書き写すことができるようにする。 

 イ 自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参考に，音声で十 

  分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いて書くことができ 

  るようにする。 

第２ 内 容 

〔第５学年及び第６学年〕 

【中学校 「１ 内 容」(3)より移行】 

(1)の言語活動は，以下に示す言語材料の中から，１の目標を達成する 

のにふさわしいものを適宜用いて行わせる。 

（新設） 

２ 内容 

〔第５学年及び第６学年〕 

〔知識及び技能〕 

(1) 英語の特徴やきまりに関する事項 

 実際に英語を用いた言語活動を通して，次に示す言語材料のうち，１に 

 示す五つの領域別の目標を達成するのにふさわしいものについて理解する 

 とともに，言語材料と言語活動とを効果的に関連付け，実際のコミュニケ 

 ーションにおいて活用できる技能を身に付けることができるよう指導す 

 る。 

 ア音声 

  次に示す事項のうち基本的な語や句，文について取り扱うこと。 

  (ｱ) 現代の標準的な発音 

  (ｲ) 語と語の連結による音の変化 

  (ｳ) 語や句，文における基本的な強勢 

  (ｴ) 文における基本的なイントネーション 

  (ｵ) 文における基本的な区切り 

【中学校 「１ 内 容」(3)より移行】 

イ  文字及び符号 イ 文字及び符号 
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(ｱ) アルファベットの活字体の大文字及び小文字 

(ｳ) 終止符，疑問符，コンマ，引用符，感嘆符など基本的な符号 

(ｱ) 活字体の大文字，小文字 

(ｲ) 終止符や疑問符，コンマなどの基本的な符号 

（新設） ウ 語，連語及び慣用表現 

 (ｱ) １に示す五つの領域別の目標を達成するために必要となる，第 

  ３学年及び第４学年において第４章外国語活動を履修する際に取 

  り扱った語を含む600～700語程度の語 

 (ｲ) 連語のうち，get up，look atなどの活用頻度の高い基本的なもの 

 (ｳ) 慣用表現のうち，excuse me，I see，I'm sorry，thank you， 

  you're welcomeなどの活用頻度の高い基本的なもの 

【中学校 「１ 内 容」(3)より移行】 

エ  文法事項 

(ｱ) 文 

エ 文及び文構造 

 次に示す事項について，日本語と英語の語順の違い等に気付かせる 

とともに，基本的な表現として，意味のある文脈でのコミュニケー

ションの中で繰り返し触れることを通して活用すること。 

(ｱ) 文 

ａ 単文，重文及び複文 

ｂ 肯定及び否定の平叙文 

ｃ 肯定及び否定の命令文 

ｄ 疑問文のうち，動詞で始まるもの，助動詞（can，do，mayなど） 
で始まるもの，orを含むもの及び疑問詞（how，what，when，wher 

e，which，who，whose，why）で始まるもの 

a 単文 

b 肯定，否定の平叙文 

c 肯定，否定の命令文 

d 疑問文のうち，be動詞で始まるものや助動詞（can，doなど）で 

 始まるもの，疑問詞（who，what，when，where，why，how）で始 

 まるもの 

e 代名詞のうち，I，you，he，sheなどの基本的なものを含むもの 

f 動名詞や過去形のうち，活用頻度の高い基本的なものを含むもの 

(ｲ) 文構造 (ｲ) 文構造 

ａ ［主語＋動詞］ 

ｂ ［主語＋動詞＋補語］のうち， 

A ［主語＋動詞］ 

b  ［主語＋動詞＋補語］のうち， 
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名詞 

(a) 主語＋be動詞＋ 代名詞 

形容詞 

名詞 

主語＋be動詞＋ 代名詞 

形容詞 

(b) 主語＋be動詞以外の動詞＋ 

名詞 

形容詞 

ｃ ［主語＋動詞＋目的語］のうち， c ［主語＋動詞＋目的語］のうち， 

主語＋動詞＋ 

名詞 

代名詞 

(a) 主語＋動詞+ 

名詞 

代名詞 

動名詞 

to不定詞 

how(など)to不定詞 

thatで始まる節 

（新設） 

〔思考力，判断力，表現力等〕 

(2) 情報を整理しながら考えなどを形成し，英語で表現したり，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，情報を整理しながら考えなどを形成し，これらを表現す 

  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 身近で簡単な事柄について，伝えようとする内容を整理した上で，簡 

    単な語句や基本的な表現を用いて，自分の考えや気持ちなどを伝え合 

    うこと。 

  イ 身近で簡単な事柄について，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や 

    基本的な表現を推測しながら読んだり，語順を意識しながら書いたり 

   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 
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(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) 自分のことや学校生活など，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。 

   (ｲ) 日付や時刻，値段などを表す表現など，日常生活に関する身近で簡 

     単な事柄について，具体的な情報を聞き取る活動。 

   (ｳ) 友達や家族，学校生活など，身近で簡単な事柄について，簡単な語 

     句や基本的な表現で話される短い会話や説明を，イラストや写真など 

     を参考にしながら聞いて，必要な情報を得る活動。 

  イ 読むこと 

   (ｱ) 活字体で書かれた文字を見て，どの文字であるかやその文字が大文 

     字であるか小文字であるかを識別する活動。 

   (ｲ) 活字体で書かれた文字を見て，その読み方を適切に発音する活動。 

   (ｳ) 日常生活に関する身近で簡単な事柄を内容とする掲示やパンフレッ 

     トなどから，自分が必要とする情報を得る活動。 

   (ｴ) 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を，絵本など 

     の中から識別する活動。 

 ウ 話すこと［やり取り］ 

  (ｱ) 初対面の人や知り合いと挨拶を交わしたり，相手に指示や依頼をし 

    て，それらに応じたり断ったりする活動。 

  (ｲ) 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，自分の考えや気持ち 

    などを伝えたり，簡単な質問をしたり質問に答えたりして伝え合う活 

    動。 

  (ｳ) 自分に関する簡単な質問に対してその場で答えたり，相手に関する 

    簡単な質問をその場でしたりして，短い会話をする活動。 

 エ 話すこと［発表］ 

  (ｱ) 時刻や日時，場所など，日常生活に関する身近で簡単な事柄を話す 

    活動。 

  (ｲ) 簡単な語句や基本的な表現を用いて，自分の趣味や得意なことなど 
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  を含めた自己紹介をする活動。 

 (ｳ) 簡単な語句や基本的な表現を用いて，学校生活や地域に関すること 

   など，身近で簡単な事柄について，自分の考えや気持ちなどを話す活 

   動。 

オ 書くこと 

  (ｱ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて，活字体の大文字，小文字 

     を書く活動。 

  (ｲ) 相手に伝えるなどの目的を持って，身近で簡単な事柄について， 

     音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句を書き写す活動。 

  (ｳ) 相手に伝えるなどの目的を持って，語と語の区切りに注意して， 

     身近で簡単な事柄について，音声で十分に慣れ親しんだ基本的な表 

     現を書き写す活動。 

  (ｴ) 相手に伝えるなどの目的を持って，名前や年齢，趣味，好き嫌い 

     など，自分に関する簡単な事柄について，音声で十分に慣れ親しん 

    だ簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活 

【中学校 「１ 内 容」(2)より移行】 

(ｳ) 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こと。 

〔言語の使用場面の例〕 

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。 

   ア言語の使用場面の例 

（新設） (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 

・地域の行事など 

ａ 特有の表現がよく使われる場面 (ｲ) 特有の表現がよく使われる場面 

• 自己紹介 

• 道案内 

• 電話での応答 

• 旅行 

• 挨拶 

• 食事 

• 自己紹介 

• 道案内 

• 買物 

• 旅行 など 

• あいさつ 

• 買物 

• 食事 など 
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（新設） 

相づちをうつ 

謝る など 

発表する 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 

• 挨拶をする ・ 呼び掛ける ・ 

• 聞き直す ・ 繰り返す など 

(ｲ) 気持ちを伝える 

• 礼を言う ・ 褒める ・ 

(ｳ) 事実・ 情報を伝える 

• 説明する ・ 報告する ・ 

(ｴ) 考えや意図を伝える 

賛成する • 申し出る 

• 承諾する 

• 意見を言う ・ 

• 断る など 

(ｵ) 相手の行動を促す 

• 質問する ・ 依頼する • 命令する など 

（新設） 

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，第３学年及び第４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。 

  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 

    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，五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科の目標の実 

   現を図るようにすること。 

 ウ 実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなどの言語活動 
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  を行う際は，２の(1)に示す言語材料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，第３学年及び第４学年 

  において第４章外国語活動を履修する際に扱った簡単な語句や基本的 

   な表現などの学習内容を繰り返し指導し定着を図ること。 

エ 児童が英語に多く触れることが期待される英語学習の特質を踏まえ， 

  必要に応じて，特定の事項を取り上げて第１章総則の第２の３の(2)の 

  ウの(ｲ)に掲げる指導を行うことにより，指導の効果を高めるよう工夫 

  すること。このような指導を行う場合には，当該指導のねらいやそれ   

  を関連付けて指導を行う事項との関係を明確にするとともに，単元な 

  ど内容や時間のまとまりを見通して，資質・能力が偏りなく育成され   

  るよう計画的に指導すること。 

オ 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，他の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。 

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。 

（新設） (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。 

  ア２の(1)に示す言語材料については，平易なものから難しいものへと 

   段階的に指導すること。また，児童の発達の段階に応じて，聞いたり読 

   んだりすることを通して意味を理解できるように指導すべき事項と，話 

   したり書いたりして表現できるように指導すべき事項とがあることに留 

   意すること。 

 イ 音声指導に当たっては，日本語との違いに留意しながら，発音練習な 
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  どを通して２の(1)のアに示す言語材料を指導すること。また，音声と 

  文字とを関連付けて指導すること。 

 ウ 文や文構造の指導に当たっては，次の事項に留意すること。 

   (ｱ) 児童が日本語と英語との語順等の違いや，関連のある文や文構造 

      のまとまりを認識できるようにするために，効果的な指導ができる 

      よう工夫すること。 

   (ｲ) 文法の用語や用法の指導に偏ることがないよう配慮して，言語活 

      動と効果的に関連付けて指導すること。 

 エ 身近で簡単な事柄について，友達に質問を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，他者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。 

 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。 

（新設） (3) 教材については，次の事項に留意するものとする。 

  ア 教材は，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，話すこと［発 

    表］，書くことなどのコミュニケーションを図る基礎となる資質・能 

   力を総合的に育成するため，１に示す五つの領域別の目標と２に示す内 

   容との関係について，単元など内容や時間のまとまりごとに各教材の中 

   で明確に示すとともに，実際の言語の使用場面や言語の働きに十分配慮 

   した題材を取り上げること。 
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