
小学校 総則

◆ 総 則

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針
（１）教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成すること。
（２）知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること。
（３）道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成すること。
２ 改訂の要点
（１）学校教育法施行規則改正の要点

① 外国語を通じて、児童が積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、言語
・文化に対する理解を深めるために、小学校第５・６学年に「外国語活動」を新設する。

② 各学年の年間総授業時数については、従来よりも、第１学年で年間６８単位時間、第２学
年で年間７０単位時間、第３学年から第６学年で年間３５単位時間増加。各教科における基
礎的・基本的な知識・技能の習得やそれらの活用を図る学習活動を充実する観点から、国語、
算数、理科等の授業時数を増加する一方、総合的な学習の時間については縮減。

③ 新たな教科の創設など学習指導要領によらない教育課程の編成・実施が可能となる特例措
置が、内閣総理大臣が認定する手続きを経なくても文部科学大臣の指定により実施すること
が可能。

（２）「総則」の改善の要点
①教育課程編成の一般方針
＜教育課程編成の原則＞
・各学校において、児童に生きる力をはぐくむことを目指し、基礎的・基本的な知識・技
能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、
表現力等とともに、主体的に学習に取り組む態度を養うことに努める。

・児童の発達の段階を考慮して、児童の言語活動を充実するとともに、家庭との連携を図
りながら、児童の学習習慣が確立するよう配慮。

＜道徳教育＞
・学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の重要性を強調。
・道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて児童の発達の段階を考慮して行う。
・道徳教育の目標に、伝統と文化の尊重や我が国と郷土を愛すること、公共の精神の尊重、
国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献を付加。

・発達の段階を踏まえ、道徳性の育成に資する体験活動として集団宿泊活動を追加。
・基本的な生活習慣の育成や社会生活上のきまり、善悪の判断、人間としてしてはならな
いことをしないことを重視。

＜体育・健康に関する指導＞
・学校における食育の推進及び安全に関する指導を児童の発達の段階を考慮して規定。

②内容等の取扱いに関する共通事項
第５・６学年の外国語活動を新設。

③授業時数等の取扱い
・夏季、冬季、学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め、各教科等の授業
を特定の期間に行うことができる。
・総合的な学習の時間において体験活動を行う場合、特別活動の学校行事の実施と同様の
成果が期待できる場合は、当該活動をもって特別活動の学校行事の実施に替えることが
できる。

④指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
＜児童の言語活動の充実＞
児童の思考力、判断力、表現力等をはぐくむ観点から、基礎的・基本的な知識・技能の活
用を図る学習活動を重視するとともに、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語活
動の充実が必要。

＜見通しを立てたり、振り返ったりする学習活動の重視＞
児童が学習の見通しを立てたり、学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入
れるよう工夫。

＜障害のある児童の指導＞
個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的・組織的に図る。

＜情報教育の充実＞
文字入力などの基本的な操作や情報モラルを身に付ける学習活動の充実。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
直ちに実施可能な総則、道徳、総合的な学習の時間、特別活動については、平成２１年度から

新学習指導要領の規定を先行して実施していく→直ちに行わなくてはならない。



３ 具体的な改善事項 （別紙）

改訂の要点 補足点・強調点

Ⅰ 学習指導要領改訂の経緯と基本的な考え方 Ⅰ 学習指導要領改訂の経緯と基本的な考え方

１ 改訂の経緯 １ 改訂の経緯

（１）「生きる力」の育成が重要であることの提言 （１）「生きる力」が重要である理由

・確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を ①「知識基盤社会」と言われる社会の構造的な変化

重視する「生きる力」をはぐくむことがます ・新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ

ます重要。 社会のあらゆる領域での活動の基盤として重要となる。

・「生きる力」で重視している思考力・判断力 ・国際競争と異なる文化・文明との共存や国際協力の必

・表現力等、学習意欲、学習習慣・生活習慣、 要性。

自分への自信や自らの将来についての関心、 ②『改正教育基本法』において新たな教育の目標が規定。

体力などに課題あり。 「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を

養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やか

な身体を養うこと」

『学校教育法の一部改正』による義務教育の目標規定。

「基礎的な知識及び技能の習得～これらを活用して課題

を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等～

主体的に学習に取り組む態度を養う」

※これらの力を調和的にはぐくむことが法律上規定。

（２）課題の背景・原因 （２）課題の背景・原因

①社会全体や家庭・地域の変化 ①社会全体や家庭・地域の変化

②学習指導要領の理念を実現するための具体的 ・教育の第一義的な責任は家庭（教育基本法第１０条）

な手立て 核家族化＋都市化の進行等＋ライフスタイルの変容

③教師が子どもたちと向き合う時間の確保や効 ・親や教師以外の地域の大人や異年齢の子どもたちとの交

果的・効率的な指導のための条件整備 流の場の減少、自然体験の減少

・非正規雇用者が増加するという雇用環境の変化

・１８歳人口の減少に伴う大学全入時代の到来＝将来への

不安、学習意欲の低下

②学習指導要領の理念を実現するための手立てが不十分

ア文部科学省による趣旨の周知・徹底が不十分。

イ子どもの自主性を尊重する余り、教師が指導を躊躇す

る状況。

ウ各教科での知識・技能の習得と総合的な学習の時間で

の課題解決的な学習や探究活動との間に段階的なつな

がりが乏しく、思考力・判断力・表現力等が十分に育

成されていない。

エ知識・技能を活用する学習活動を行うには、現在の必

修教科の授業時数不足。

オ豊かな心や健やかな体の育成について、社会の大きな

変化の中で家庭や地域の教育力が低下したことを踏ま

え、対応が十分とは言えない。

③教師が子どもたちと向き合う時間の確保や効果的・効率

的な指導のための条件整備

２ 学習指導要領の改訂の基本的な考え方 ２ 学習指導要領の改訂の基本的な考え方

①改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改 ①改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂

訂 上記１（１）②参照

②「生きる力」という理念の共有 ②「生きる力」という理念の共有

③基礎的・基本的な知識・技能の習得 ・変化が激しく複雑で難しい時代を担う子どもたちにと

④思考力・判断力・表現力等の育成 って、将来の職業や生活を見通して、社会において自立

⑤確かな学力を確立するために必要な授業時数 的に生きるために必要とされる力が「生きる力」。

の確保 ・課題となっている思考力・判断力・表現力等をはぐく

⑥学習意欲の向上や学習習慣の確立 むためには、各教科において、基礎的・基本的な知識

⑦豊かな心や健やかな体の育成のための指導の ・技能の習得とともに知識・技能を活用する学習活動

充実 を行う必要がある。

・コミュニケーションや感性・情緒、知的活動の基盤で

ある言語の能力の重視や体験活動の充実を図る。

③基礎的・基本的な知識・技能の習得

・「子どもたちの社会的な自立等の観点から指導すること

が必要な知識・技能」と「学校や学年間等であえて反

復することが効果的な知識・技能」の習得が大切。
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・発達や学年の段階に応じた指導の重視が大切。

④思考力・判断力・表現力等の育成

・体験から感じ取ったことを表現、事実を正確に理解し

伝達、概念・法則・意図などを解釈し説明、情報を分

析・評価・論述、課題について構想を立て実践・評価

・改善、互いの考えを伝え合い・自らの考えや集団の

考えを発展といった学習活動が重要。

・思考力、判断力、表現力等の基盤となる言語の能力の

育成には発達の段階に応じた指導が重要。

⑤確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保

・基礎的・基本的な知識・技能の習得とともに知識・技

能を活用する学習活動を充実することができるよう、

特定の必修教科の授業時数を確保することが必要。

⑥学習意欲の向上や学習習慣の確立

・家庭学習を含めた学習習慣の確立は、特に小学校低・

中学年の時期が重要。

・体験的な学習、知識・技能を活用する学習、キャリア

教育などを通して自らの将来について夢やあこがれを

もったり、学ぶ意義を認識したりすることが必要。

・学習意欲や学習習慣に大きな課題を抱えている学校の

把握と支援に努める。

⑦豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実

Ⅱ 改訂の基本方針と改訂の要点 Ⅱ 改訂の基本方針と改訂の要点

（前出参照） （前出参照）

児童の発達の段階を考慮して、「言語活動の充実」と「知識・技能の習得と活用を図る学習活動」を

手立てとして、「生きる力」（知・徳・体のバランス、バランスのとれた学力）を育成する。

Ⅲ 教育課程編成の一般方針 Ⅲ 教育課程編成の一般方針

１ 教育課程編成の原則 １ 教育課程編成の原則

（１）教育課程の編成の主体 （１）教育課程の編成の主体

・「各学校においては～適切な教育課程を編成す ・教育課程編成における学校の主体性発揮は変わらず重要。

るものとし」を強調。 学校の長たる校長が責任者となって編成するということ。

・教育課程の編成作業は全教職員の協力のもと、各教職員

がそれぞれの分担に応じて十分研究を重ねるとともに、

教育課程全体のバランスに配慮しながら創意工夫を加え

地域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を

考慮して編成することが大切。

（２）教育課程の編成の原則 （２）教育課程の編成の原則

・「教育基本法及び学校教育法その他の法令～に ・学校において編成する教育課程とは、「教育基本法や学校

従い」を追加。 教育法をはじめとする教育課程に関する法令に従い、学

校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を生

徒の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合

的に組織した各学校の教育計画」のことである。

・教育課程の編成の基本的な要素とは、「学校の教育目標の

設定、指導内容の組織、授業時数の配当」の３点。

・教育課程に関する法令

・教育基本法（第 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,15,16,17条）
・学校教育法（第 21,29,30,33,50,51,52条）
・学習指導要領（＝国が定めた教育課程の基準）

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第 23,33条）
・今回の改訂により、各学校は、教育基本法や学校教育法

及び学習指導要領に掲げる目標を達成するよう教育を行

う必要があることが明確となる。

・「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得 ・その他の能力＝特定のものではない。前の３つの能力（思

させ、これらを活用して課題を解決するため 考力、判断力、表現力）に代表される知的な能力。３つ

に必要な思考力、判断力、表現力その他の能 にほぼ尽きるが、人間の能力についての規定なので言い

力をはぐくむとともに、主体的に学習に取り 切ることができない。

組む態度を養い～」を追加。 ・これからの学校教育において、各学校において「生きる
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力」をはぐくむことを目指す。すなわち、

①基礎的・基本的な知識・技能の習得

②思考力・判断力・表現力等の育成

③学習意欲の向上や学習習慣の確立

④豊かな心や健やかな体の育成

のための指導の充実をバランスよく図ることが大切。

・①②＝知識・技能の活用を図る学習活動や総合的な学習

の時間を中心とした探究活動を通して、思考力、判断力、

表現力等がはぐくまれるとともに、知識・技能の活用を

図る学習活動や探究活動が知識・技能の習得を促進する。

（決して一つの方向で進むだけではないことに留意）

・「その際、児童の発達の段階を考慮して、児 ・③＝学習習慣を確立することが重要。家庭との連携を図

童の言語活動を充実するとともに、家庭との りながら、宿題や予習・復習など家庭での学習課題を適

連携を図りながら、児童の学習習慣が確立す 切に課すなど家庭学習の指導を行う。

るよう配慮しなければならない」が追加。 ・④＝道徳教育、体育・健康に関する指導

２ 道徳教育 ２ 道徳教育

（１）道徳の時間の意義 （１）道徳の時間の意義

・「道徳の時間を要として」を追加。 ・道徳の時間は、学校における道徳教育のいわば扇の要と

なる重要な時間（道徳の時間そのものの重視と他の教育

活動との関連重視の両方）。

・道徳の時間のみで道徳教育のすべてが行われるものでは

ない。それぞれの教育活動の特質によって行われる道徳

教育と、それらを補充、深化、統合する道徳の時間とが

うまく機能することによって効果が期待できる。

（２）道徳教育の目標 （２）道徳教育の目標

・「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんでき ・改正教育基本法により新たに規定された理念を踏まえる。

た我が国と郷土を愛すること」「公共の精神を ・目標として盛り込まれた環境の保全などの理念は、地球

尊ぶこと」「他国を尊重すること」「環境の保 的視野で考え、様々な課題を自らの問題として捉え、身

全に貢献すること」を追加。 近なところから取り組み、社会の担い手として個人を育

成することにつながる。

・各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特

別活動が、それぞれの特質に応じて適時・適切な指導を

行い道徳性の育成を図る。

（３）家庭や地域社会との連携、豊かな体験を通 （３）家庭や地域社会との連携、豊かな体験を通した道徳性

した道徳性の育成及び指導の重点化 の育成及び指導の重点化

・「児童が自己の生き方についての考えを深め」 ・小学校段階では、自らを見つめ、自らに問いかけること

を追加。 を出発点に、他者、自然や崇高なもの及び集団や社会と

のかかわりの中で自らの生き方についての考えを深める

ことが重要。

・「家庭や地域社会との連携を図りながら、集団 ・道徳の時間の中で体験活動を行うという意味ではない。

宿泊活動」を追加。 体験活動は総合的な学習の時間や特別活動で行う。

・日常生活における道徳的実践を促すためには、家庭や地

域社会との連携が不可欠。保護者や地域の人々の協力に

よる道徳教育の充実が必要。

・平素と異なる生活環境にあって、人間関係など集団生活

の在り方などについて望ましい体験を積む集団宿泊活動

など、一定期間に連続して行うことに意義がある（全学

年一律指導というわけではない）。

・「特に児童が基本的な生活習慣、社会生活上の ・発達の段階を考慮

きまりを身に付け、善悪を判断し、人間とし 低学年：あいさつなどの基本的な生活習慣、社会生活

てしてはならないことをしないようにするこ 上のきまりを身に付け、善悪を判断し、人間

となどに配慮」を追加。 としてしてはならないことをしないこと。

中学年：集団や社会のきまりを守り、身近な人々と協

力し助け合う態度を身に付けること。

高学年：法やきまりの意義を理解すること、相手の立

場を理解し、支え合う態度を身に付けること、

集団における役割と責任を果たすこと、国家

・社会の一員としての自覚をもつこと。

３ 体育・健康に関する指導 ３ 体育・健康に関する指導

・「児童の発達の段階を考慮して」を追加。 ・体力は人間の活動の源。生きる力を支える重要な要素。

・学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の
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段階を考慮して、学校教育活動全体として効果的に取り

組むことが必要であること強調。

・「学校における食育の推進」を追加。 ・栄養のバランスや規則正しい食生活、食品の安全性など

の指導を一層重視。自然の恩恵・勤労などへの感謝や食

文化などについても教科等の内容と関連させて指導。

・栄養教諭等の専門性を生かすなど教師間の連携に努める。

・「安全に関する指導」を追加。 ・身の回りの生活の安全、交通安全、防災に関する指導を

重視し、安全に関する情報を正しく判断し、安全のため

の行動に結び付けるようにすることが重要。

Ⅳ 内容等の取扱いに関する共通的事項 Ⅳ 内容等の取扱いに関する共通的事項

１ 各教科等の内容の共通的取扱い １ 各教科等の内容の共通的取扱い

・「外国語活動」を追加。 ・学習指導要領の「基準性」：学習指導要領に示している内

容は、すべての児童に対して確実に指導しなければなら

ないものであると同時に、個に応じた指導を充実する観

点から、児童の学習状況などのその実態に応じて、学習

指導要領に示していない内容を加えて指導することも可

能である。

Ⅴ 授業時数等の取扱い Ⅴ 授業時数等の取扱い

１ 各教科等の年間授業時数 １ 各教科等の年間授業時数

・（参）学校教育法施行規則第５１条別表第１ ・学校教育法施行規則第５１条別表第１が標準授業時数。

学習指導要領で示している各教科等の内容を指導するの

に要する時数。

・各学校において年度当初の計画段階から別表第１に定め

ている授業時数を下回って教育課程を編成することは、

学習指導要領の基準性の観点から適当とは考えられない。

・実際に必要な指導時間を確保するよう、学年や学期、月

ごと等に授業時数の実績の管理や学習状況の把握を行う

など、自ら点検及び評価を行い改善に努める。

・増加した年間の授業時数をどのように確保するか＝週当

たりの授業時数の増加、教科教育の一環としての１０分

間等に行われるドリル学習の活用、１単位時間を変更し

たモジュール学習の活用、長期休業日の短縮など。

２ 年間の授業週数 ２ 年間の授業週数

・「各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別 ・各教科→道徳→総合的な学習の時間→特別活動の順で、

活動」の配列順の意味。 目標、内容、授業時数の規定の度合いが強いものから並

んでいる。

・「夏季、冬季、学年末等の休業日の期間に授業 ・各教科や学習活動の特質に応じ、特定の期間に集中して

日を設定する場合を含め」を追加。 行った方が効果的な場合もあることを考慮したもの。

・長期休業日中の授業設定は、全校一斉でなくても、指導

計画のまとまりの単位である学年単位（ただし学年の中

の全ての生徒が参加する必要がある）でもよい。

・夏季、冬季、学年末等長期休業日の期間については、市

町村の学校管理規則で定められている（学校教育法施行

令第２９条）が、その期間内にいつを授業日とするかに

ついては所定の手続きに従って各学校が決める。

３ 授業の１単位時間 ３ 授業の１単位時間

・「児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の ・計算や漢字の反復学習を１０分間程度の短い時間を利用

特質を考慮して適切に定める」を強調。 して行うことなど、児童の発達の段階及び各教科等や学

習活動によっては授業時間の区切り方を変えた方が効果

的な場合もあることを考慮。

・当該教科や学習活動の特質に照らして妥当かどうかの教

育的な配慮に基づき、特定の学習活動を１０分間程度の

短い時間を利用して行った場合、その時間を当該教科等

の年間授業時数に含めることは可能。指導計画への位置

付けと指導・評価が確かにある場合をもって授業時数に

カウントできる。

・指導計画に適切に位置付けることなく、児童が自らの興
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味や関心に応じて選んだ図書について読書活動を実施す

る場合は、授業時数外の教育活動となる。また、道徳の

時間や特別活動（学級活動）も１０分間程度の短い時間

を活用して行うことは通常考えられない。

・○各教科、外国語活動

４ 総合的な学習の時間の実施による特別活動の ４ 総合的な学習の時間の実施による特別活動の代替

代替 ・総合的な学習の時間においては、自然体験やボランティ

・「総合的な学習の時間における学習活動によ ア活動などの社会体験、ものづくり、生産活動などの体

り、特別活動の学校行事に掲げる各行事の実 験活動を問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付け

施と同様の効果が期待できる場合においては、 ることが求められている。

総合的な学習の時間における学習活動をもっ ・自然体験やボランティア活動を行う場合において、これ

て相当する特別活動の学校行事に掲げる各行 らの活動は集団活動の形態をとる場合が多く、望ましい

事の実施に替えることができる」を独立追加。 人間関係の形成や公共の精神の育成など、特別活動の趣

旨も踏まえた活動とすることが考えられる。

・総合的な学習の時間の自然体験活動⇒学校行事の遠足・

集団宿泊的行事、総合的な学習の時間のボランティア活

動⇒学校行事の勤労生産・奉仕的行事と同様の成果も期

待できる。このような場合、総合的な学習の時間とは別

に、特別活動として改めて行わないことも考えられる。

このような場合、総合的な学習の時間とは別に、特別活

動として改めて行わないことも考えられる。標準授業時

数の枠内に限ればメリットはないが、学校教育活動全体

の時間配分及び学校行事の精選というメリットがある。

・総合的な学習の時間において、その趣旨を踏まえると同

時に、特別活動の趣旨をも踏まえ、体験活動を実施した

場合に特別活動の代替を認めるものであって、特別活動

において体験活動を実施したことをもって総合的な学習

の時間の代替を認めるものではない。（総合的な学習の時

間の空洞化回避）体験活動の事前、事後指導についても

同様の考え方をする。

・総合的な学習の時間において、どのような体験活動が特

別活動の趣旨を踏まえたものかについて各学校での検討

が必要。

Ⅵ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 Ⅵ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

１ 指導内容のまとめ方や重点の置き方 １ 指導内容のまとめ方や重点の置き方

・現行の「教材等の精選を図り」を削除。 ・今回の改訂においては、指導内容の増加は抑制し、基礎

的・基本的な知識・技能の確実な定着やその活用を図る

学習活動の充実を重視することとしているが、そのため

には、教科書のページ数の増加や発展的な学習に関する

記述の一層の充実だけでなく、各学校において使用され

る各種教材等についても、質・量両面での充実が必要で

あるため、「教材等の精選を図り」を削除。

Ⅶ 教育課程実施上の配慮事項 Ⅶ 教育課程実施上の配慮事項

１ 児童の言語環境の整備と言語活動の充実 １ 児童の言語環境の整備と言語活動の充実

・「各教科等の指導に当たっては、児童の思考力、 ・基礎的・基本的な知識・技能を習得しつつ、それらを活

判断力、表現力等をはぐくむ観点から、基礎 用する学習活動を行い、それを総合的な学習の時間にお

的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習 ける教科等を横断した課題解決的な学習や探究活動へと

活動を重視する」を追加。 発展させることが必要。学習活動に着目した流れを構想。

（活用は力ではない。学習活動である。）

・これらの学習活動は相互に関連し合っており、截然と分

離されるものではないが、知識・技能を活用する学習活

動やこれらの成果を踏まえた探究活動を通して、思考力、

判断力、表現力等がはぐくまれる。

・「児童の言語活動を充実すること」を追加。 ・言語活動の充実の理由：知識・技能を習得するのも、こ

れらを活用し課題を解決するために思考し、判断し、表

現するのもすべて言語によって行われる。これらの学習

活動の基盤となるのは、言語に関する能力。言語は論理

的思考だけでなく、コミュニケーションや感性・情緒の
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基盤でもあり、豊かな心をはぐくむ上でも、言語に関す

る能力を高めていくことが必要。

・言語能力を向上させ、言語に対する意識や関心を高め理

解を深めることは、各教科等における指導だけでなく、

学校生活全体において配慮すること。

２ 見通しを立てたり、振り返ったりする学習活 ２ 見通しを立てたり、振り返ったりする学習活動の重視

動の重視 ・今回の改訂では児童の学習意欲の向上を重視。指導に当

・「各教科等の指導に当たっては、児童が学習の たっては、生徒が学習の見通しを立てたり学習したこと

見通しを立てたり学習したことを振り返った を振り返ったりする活動を計画的に取り入れ、自主的に

りする活動を計画的に取り入れるように工夫 学ぶ態度をはぐくむことで学習意欲の向上を図るととも

すること」を独立追加。 に、学習内容の確実な定着が図られ、思考力、判断力、

表現力等の育成にもつながる。

３ 障害のある児童の指導 ３ 障害のある児童の指導

・「特別支援学校等の助言又は援助を活用しつ ・特別支援学級や通級による指導を受ける障害のある児童

つ、例えば指導についての計画又は家庭や医 とともに、通常の学級のＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注

療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した 意欠陥多動性障害）、自閉症などの障害のある児童に対し

支援のための計画を個別に作成することなど て、障害の状態に即した適切な指導が必要。

により、個々の児童の障害の状態等に応じた ・障害のある児童一人一人について、指導の目標や内容、

指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的 配慮事項などを示した個別の指導計画を作成し、教職員

に行うこと」を独立追加。 の共通理解の下にきめ細かな指導を行う。

・担任教師の指導のみならず、校内委員会を設置し、学校

全体の支援体制の整備が重要。

４ 海外から帰国した児童や外国人の児童の指導 ４ 海外から帰国した児童や外国人の児童の指導

・日本語の習得については、日常的な取組を基本としつつ、

文字の読み書きについては段階的、効率的な指導の工夫

が必要。

・教科の指導においては、児童一人一人に応じたきめ細か

な指導が大切。

・外国人児童については、取り出し指導や放課後を活用し

た特別な指導などにも配慮。

・海外から帰国した児童や外国人の児童は、日本の生徒が

経験していない外国の貴重な生活経験をもっている。他

の児童がこれら児童の長所や特性を認め、広い視野をも

って異文化を理解し共に生きていこうとする姿勢を育て

るよう配慮が大切。→国際社会に生きる人間としての望

ましい能力や態度の育成。

５ 情報教育の充実 ５ 情報教育の充実

・「コンピュータで文字を入力するなどの基本的 ・インターネット上での誹謗中傷やいじめ、インターネッ

な操作や情報モラルを身に付け」を追加。 ト上での犯罪や違法・有害情報の問題多発。

・情報モラルとは、「情報社会で適正な活動を行うための基

になる考え方と態度」。情報発信による他人や社会への影

響について考えさせる学習活動、ネットワーク上のルー

ルやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活

動、情報には自他の権利があることを考えさせる学習活

動、情報には誤ったものや危険なものがあることを考え

させる学習活動、健康を害するような行動について考え

させる学習活動などを通じて指導。

６ 家庭や地域社会との連携及び学校相互の連携 ６ 家庭や地域社会との連携及び学校相互の連携や交流

や交流 ・交流及び共同学習の実施に当たっては、双方の学校同士

・「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学 が十分に連絡を取り合い、指導計画に基づく内容や方法

習」を追加。 を事前に検討し、各学校や障害のある幼児児童生徒一人

一人の実態に基づいた様々な配慮を行うなどして、組織

的、継続的な交流及び共同学習の実施が大切。


