
小学校 国語

◆ 国 語

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）内容の改善を図るための重点

（２）内容の改善を図る上で、特に重視すること

○言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能力の育成

○互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能力の育成

○我が国の言語文化に触れて感性や情緒をはぐくむこと

（３）基礎的・基本的な知識・技能を活用して課題を探究することのできる国語の能力を身に付ける

ことに資するよう実生活の様々な場面における言語活動を具体的に内容に示したり、現行学習指

導要領の〔言語事項〕のうち各領域の内容に関連の深いものについて内容に位置付けたりする。

（４）〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を設け、我が国の言語文化に親しむ態度を育 
てたり、国語の役割や特質についての理解を深めたり、豊かな言語感覚を養ったりする。

（５）子どもたちの発達の段階を踏まえた学習の系統性を重視し、小学校においては、日常生活に必

要な国語の能力の基礎を確実に育成するようにする。

（６）〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕について、実生活や他教科等の学習に生きる

ように内容や指導の在り方の改善を図る。 
（７）読書の指導については、読書活動を内容に位置付けるとともに、古典や近代以降の作品などを

取り上げるようにする。

２ 改訂の要点

（１）目標及び内容の構成

（目標）目標については現行を継承し、一層充実を図る。国語による表現力と理解力を育成すると

ともに、互いの立場や考えを尊重して伝え合う力を高めること、論理的な思考力や想像力及び言

語感覚を養うとともに、伝統的な言語文化に触れたり、国語の特質を理解したりしながら国語に

対する関心を深めたり国語を尊重したりする態度の育成を位置付ける。

（内容の構成の改善）

・内容の構成を「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」の３領域と〔伝統的な言語文化

と国語の特質に関する事項〕に改める。

・内容の⑴に示す指導事項について言語活動例を通して指導することを一層重視し、これまで内容

の取扱いに示していた言語活動例を内容の⑵に位置付け、再構成する。

・〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕に我が国の言語文化に親しむ態度を育てたり、

国語の役割や特質についての理解を深めたり、豊かな言語感覚を養ったりするための内容を示す。

（２）（学習過程の明確化）自ら学び、課題を解決する能力の育成を重視し、指導事項について学習

過程を明確化する。

（３）（言語活動の充実）日常生活に必要とされる記録、説明、報告、紹介、感想、討論などの言語

活動を具体的に例示する。

（４）（学習の系統性の重視）各領域の指導事項及び言語活動例、〔伝統的な言語文化と国語の特質に

関する事項〕を関連付けて重点を置くべき指導内容を明確にし、系統化を図る。

◇言語の教育としての立場を一層重視し、国語に対する関心を高め、国語を尊重する態度を育てる。

◇実生活で生きてはたらき、各教科等の学習の基本ともなる国語の能力を身に付ける。 
◇我が国の言語文化を享受し継承・発展させる態度を育てる。
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（５）（伝統的な言語文化に関する指導の重視）伝統的な言語文化について低学年から取り上げて親

しむことができるよう内容を構成する。

（６）（読書活動の充実）目的に応じて本や文章などを選んで読んだり、それらを活用して自分の考

えを記述したりすること、日常的に読書に親しむために学校図書館を計画的に利用し必要な本や

文章などを選ぶことを重視する。

（７）（文字指導の内容の改善）

・漢字の指導について、日常生活において使えることを重視し、文や文章の中で使うようにする。

・ローマ字の指導については、第４学年から第３学年に移行する。

・書写の指導について、実際の日常生活や学習活動に役立つようにする。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置

１ 移行期間中の特例

２ 移行措置の解説

（１）移行措置の内容

（２）学習指導上の留意事項

３ 移行措置期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

① 児童の言語能力が螺旋的に高まるよう、それぞれの学年の学習指導を孤立させず、発達の段

階を見通して系統化した効果的な指導がなされるよう計画を立てる。

② 各領域の指導事項及び言語活動例、〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を関連

付けて重点を置くべき指導内容を明確にし、系統化を図る。 
③ 日常生活や他教科、他領域との関連を考慮して言語活動を取り入れる。

（２）授業時数

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

平成２１年度 ２７２ ２８０ ２３５ ２３５ １８０ １７５

平成２２年度 ２７２ ２８０ ２３５ ２３５ １８０ １７５

平成２３年度(完全実施) ３０６ ３１５ ２４５ ２４５ １７５ １７５

平成２１年度及び平成２２年度の第１学年から第６学年までの国語の指導に当たっては、現行

小学校学習指導要領第２章第１節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学校学習

指導要領第２章第１節の規定によることができる。ただし、現行小学校学習指導要領による場合

には、平成２２年度の第３学年の国語の指導に当たっては、新小学校指導要領第２章第１節第２

の〔第３学年及び第４学年〕の２〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕（１）ウ（ア）

に規定する事項（ローマ字）を加えるものとする。

・第３学年においては、日常使われている簡単な単語について、ローマ字で表記されたものを読

み、また、ローマ字で書くこと

・ローマ字については、ローマ字表記が添えられた案内板やパンフレット、コンピュータ使用な

ど、身近な活動を生かし、地名や人名など、日常使われている簡単な単語を読み、書けるよう

にする。
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（別紙）

３ 具体的な改善事項

改訂の要点 補足点・強調点

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（ポイント）

（１）言語の教育としての立場を重視し、実生活で

生きてはたらく能力を育成し、我が国の言語文

化を継承・発展させる態度を育てる。

（２）的確に理解し、論理的に思考し表現する能力、

言葉で伝え合う能力、我が国の言語文化に触れ

感性や情緒をはぐくむことを重視する。

（３）実生活の様々な場面における言語活動を内容

に位置付ける。

（４）〔言語文化と国語の特質に関する事項〕を設

ける。

（５）小学校においては、日常生活に必要な国語の

能力の基礎を確実に育成する。

（６）漢字、書写、敬語等は、実生活や他教科等の

学習に生かせるよう指導を改善する。

（７）読書活動を内容に位置付け、古典や近代以降

の作品などを取り上げる。

２ 改善の具体的事項

（ア）～（ケ）

Ⅱ 目標及び内容

１ 改訂の要点（ポイント）

（１）目標及び内容の構成

① 目標：現行を継承し、一層充実を図る。

② 内容構成：３領域と〔言語文化と国語の特

質に関する指導〕

（２）指導事項について学習過程を明確化

（３）言語活動を具体的に例示

（４）重点を置く指導内容の系統化

（５）伝統的な言語文化に親しむ内容構成

（６）読書活動の充実

（７）文字指導の内容の改善

２ 具体的な改善の内容

目 標

（１）教科の目標

① 国語を適切に表現し正確に理解する能力

を育成し、伝え合う力を高めるとともに

② 思考力や想像力及び言語感覚を養い、国語

に対する関心を深め国語を尊重する態度を

育てる。

〈基本方針の背景〉

①社会的背景

知識基盤社会…幅広い知識と柔軟な思考力に基づく判断

が一層重要になる。

②子どもたちの現状

思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題、

知識・技能を活用する問題に課題。

・「基礎的・基本的な知識・技能を活用して課題を探究す

ることのできる国語の能力」を身に付けるために、記録、

説明、報告、紹介、感想、討論などを例示。

① 言語能力

・「日常生活に生きて働くよう、一人一人の児童が言語の

主体的な使い手として、相手、目的や意図、場面や状況

などに応じて適切に表現したり正確に理解したりする力

を育成することが大切である」を一層重視。

② 言語感覚と態度

・「思考力や想像力」は、認識力や判断力などと密接にか

かわりながら、新たな発想や思考を創造する原動力。

・「国語に対する関心を深め国語を尊重する態度」は、我

が国の歴史の中ではぐくまれてきた国語が、知的な活動

や文化的な活動の中枢をなし、一人一人の自己形成、社

会生活の向上、文化の創造と継承などに欠かせない。

（ア）基礎的・基本的な知識・技能を活用し、相互に思考

を深めたりまとめたりしながら解決していく能力の

育成を重視。

（イ）古典に親しむため、古文や漢文の音読や暗唱を重視。

（ウ）漢字は、日常生活において確実に使えることを重視。

（エ）ローマ字はより早い段階から指導。（４→３年生）

（オ）書写は実際の日常生活や学習活動に役立つよう改善。

（カ）敬語は実際の場面において使い慣れることを重視。

（キ）言葉のきまりは領域の指導と関連付ける。

（ク）読書に日常的に親しみ、図書館を利用する。

（ケ）古典（和歌・物語・俳諧、漢詩・漢文）や近代以降

の作品（物語、詩、伝記、民話）を取り上げる。

・改訂の背景を踏まえることが大切。常にこの基本方針に

返ることを意図して掲載された。

・実生活で生きて働き各教科等の基本となることが一層

重要。

・指導事項を⑴に、言語活動例を⑵に位置付けた。⑴の指

導事項を⑵に示した言語活動例を通して指導する。
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（２）学年の目標

各学年の目標は、各領域に対応して３項目

⑴「話すこと・聞くこと」に関する目標

⑵「書くこと」に関する目標

⑶「読むこと」に関する目標

※この部分は、現行同様一覧表になっている（縦

が領域、横が学年に変更）。

内 容

◎ 内容構成

○「Ａ話すこと・聞くこと」「Ｂ書くこと」及び

「Ｃ読むこと」の３領域構成を維持。

○〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事

項〕を新設。

（１）ア伝統的な言語文化に関する事項

イ言葉の特徴やきまりに関する事項

ウ文字に関する事項

（２）書写に関する事項

○言語活動例を内容⑵に位置付け、より具体的な

記述に改善した。

○従前の〔言語事項〕のうち、領域の内容に関連

の深いもの（発声・発音や言葉遣いに関する事

項）は領域の内容に位置付けた。

◎ 各領域及び〔伝統的な言語文化と国語の特質に

関する事項〕の内容

Ａ話すこと・聞くこと

※指導事項と言語活動例を並べて表に示した

（１）「Ａ話すこと・聞くこと」の指導事項

ア 話題設定や取材に関する指導事項（新設）

（低学年）身近なことや経験したことなどか

ら話題を決め、必要な事柄を思い出すこと。

（中学年）関心のあることなどから話題を決

め、必要な事柄について調べ、要点をメモ

すること。

（高学年）考えたことや伝えたいことなどか

ら話題を決め、収集した知識や情報を関係

付けること。

イウ 話すことに関する指導事項

・「構成や内容」「言葉遣い」「音声」で構成

エ 聞くことに関する指導事項

・「自分とかかわらせて聞く」ことを示し追加

（中学年）「質問をしたり」（高学年）「自分

の意見と比べるなどして考えをまとめる」

オ 話し合うことに関する指導事項

・「互いの考えや立場などを尊重しながらお互

いに協力し合って」話し合うことを示した。

（低学年）「互いの話を集中して聞き」 
（中学年）「司会や提案などの役割を果たし

ながら」

・各領域の目標は、相互に密接な関連性がある。関連付け、

指導が調和的に行われるよう配慮すること。

・「話すこと・聞くこと」に関する目標は、話す能力、聞

く能力及び話し合う能力と、話すこと・聞くこと全体に

わたる態度に関する目標で構成されている。

例第３学年及び第４学年

相手や目的に応じ、調べたことなどについて、筋道を立

てて話す能力、話の中心に気を付けて聞く能力、進行に沿

って話し合う能力を身に付けさせるとともに、工夫をしな

がら話したり聞いたりしようとする態度を育てる。

・内容の（１）の指導事項と（２）の言語活動例とを併せ

て考え、目標に対する具体的な指導内容を明確に理解す

ることが重要。

例 第１学年及び第２学年「Ａ話すこと・聞くこと」

ウ 姿勢や口形、声の大きさや速さなどに注意して、はっ

きりした発音で話すこと。

・各領域の目標が、現行より具体的に示された。

・指導に当たっては、話すことと聞くことの両面から考え

ていくことが重要。

・「学習過程の明確化」に関わって新設。「話すこと」「聞

くこと」「話し合うこと」に関する指導事項と密接にか

かわる。

・「音声」が現行学習指導要領の「言語事項（発音・発声）」

から今回領域の内容となった。（低、中学年）

・「言葉遣い」が現行の「言語事項（方言と共通）」から

今回領域の内容となった。（高学年）

・聞いて終わらないで、「自分と関わらせて聞き、自分は

どうするべきか」を示している。

・「話し合うことに関する指導事項」では、「互いの考え

や立場などを尊重しながらお互いに協力し合う」ことが

大切。自分と違う考えを理解し、コミュニケーションを

図ることができるようにする。
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（高学年）「自分の意見と比べるなどして考え

をまとめること」

（２）「話すこと・聞くこと」の言語活動例

・言語活動例は、話すことと聞くことが一体化

して考えられるように示した。

Ｂ書くこと

（１）「Ｂ書くこと」の指導事項

ア 課題設定や取材に関する指導事項（新設）

（低学年）経験したことや想像したことなどか

ら書くことを決め、書こうとする題

材に必要な事柄を集めること。

（中学年）関心のあることなどから書くことを

決め、相手や目的に応じて書く上で

必要な事柄を調べること。

（高学年）考えたことなどから書くことを決め、

目的や意図に応じて書く事柄を収集

し、全体を見通して事柄を整理する

こと。

イ 構成に関する指導事項

・自分の考えが明確になるよう文章を構成する

ことを示している。

ウ（エ）記述に関する指導事項

・語や文及び段落の続き方に注意してまとまり

のある文章を記述することを示している。

オ（エ）推敲に関する指導事項

・「推敲」について具体的に示す 
カ（オ）交流に関する指導事項（新設）

・書いたものを発表し合い、交流することを示

している。

（２）「書くこと」の言語活動例

・「書くこと」の言語活動例は、「創造的な内

容」「日常生活で活用されるもの」「編集」

について示した。

Ｃ読むこと

（１）「Ｃ読むこと」の指導事項

ア 音読に関する指導事項

・語の意味や内容が伝わるように音読すること

を示している。高学年（現行は高学年なし）

は、「自分の思いや考えが伝わるように音読

や朗読をすること」。

イ 効果的な読み方に関する指導事項（高学年

のみ。現行の高学年オ） 
イ（ウ）説明的な文章の解釈に関する指導事項

ウ（エ）文学的な文章の解釈に関する指導事項

エ（オ）自分の考えの形成及び交流に関する指

導事項（新設）

・「自分の考えを形成すること」と「交流」の

２つ。高学年は「交流」のみ。

・今回の「言語活動例」の示し方の特徴。

例 第５学年及び第６学年

ア資料を提示しながら説明や報告をしたり、それらを聞い

て助言や提案をしたりすること。

・「書いて提出して終わり」ではない。多くの人に知らせ

て評価が確かになるとともに、感想を伝え合うことで各

指導事項についての理解が確かなものになる。

・創造的な内容…詩や物語、短歌や俳句、随筆

・日常生活で活用されるもの…説明や報告、紹介や手紙

・編集…学級新聞、編集

＜主な変更点＞

・音読を最初、読書を最後に位置付けて学習過程を明確化

・「解釈」に関する指導事項を「説明的な文章」「文学的

な文章」に分けて示す。

・「考えの形成及び交流」を新設。

・文章の解釈とは、本や文章に書かれた内容を理解し意味

付けることである。

・物語の基本的な要素である「登場人物」を入れた。

・高学年については、「優れた叙述について自分の考えを

まとめること」まで求めている。

・現行学習指導要領で述べられている部分（例） 
（高学年）「教師が論点を整理し、話し合いなどを通して

お互いに考えを交流する場を設定するなどの指導の手立て

が必要である。」

・「学習過程の明確化」に関わって新設。「構成に関する

指導事項」「記述に関する指導事項」「交流に関する指

導事項」と密接にかかわる。

・現行学習指導要領より詳述。中学年、高学年は「ウ、エ」。

低学年：「つながりのある文や文章」

中学年：「中心を明確にし、目的や必要に応じて理由や事

例を挙げて」

「文章の敬体と常体の違いに注意しながら書くこ

と」（現：言語事項）をエに。

高学年：「引用したり、図表やグラフなどを用いたりして」

をエに。引用する場合は、文章等の出典について

明記するとともに、引用部分が適切な量になるよ

う指導する。このような指導が、著作権を尊重し、

保護することにつながる。
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カ 目的に応じた読書に関する指導事項

・「目的に応じた」の部分が詳述されている

（低）楽しんだり知識を得たりするために

（中）目的に応じて、選んで

（高）目的に応じて、複数の本や文章などを

選んで比べて

（３）言語活動例

・「具体的な言語活動」を例示した。

・多様な本や文章を読んで感想を述べたり考

えを表現したりする例を示した。

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

（１）〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事

項〕の２つの重点

・伝統的な言語文化に親しみ、継承・発展させる

態度を育てること

・国語の役割や特質についてまとまった知識を

身に付け、言語感覚を養い、実際の言語活動に

おいて有機的に働くような能力を育てること

⑴「ア 伝統的な言語文化に関する事項」（新設）

（ア）（低）昔話や神話・伝承を聞く。

（中）易しい文語調の短歌や俳句の音読や暗唱

（高）親しみやすい古文や漢文、近代以降の文

語調の文章の大体を知り、音読する。

（イ）（中）ことわざや慣用句、故事成語などの

意味を知り、使う。

（高）古典について解説した文章を読み、昔

の人のものの見方や感じ方を知る。

⑴「イ 言葉の特徴やきまりに関する事項」

・「言葉の働きや特徴に関する事項」（新設）

・「表記に関する事項」

・「語句に関する事項」

・「文及び文章の構成に関する事項」

・「言葉遣いに関する事項」

・「表現の工夫に関する事項」（新設）

⑴「ウ 文字に関する事項」

・仮名の読み書きや使い方に関する事項（低、

中）

・漢字の読み書きや使い方などに関する事項

・文字文化に関する事項」（中、高）

⑵書写に関する事項

・系統的に指導する内容を具体的に示した。

「姿勢」「筆記具の持ち方」「点画や一文字の

書き方」「筆順」「文字の集まりの書き方」「目

的に応じた書き方」

・日常生活や学習活動に生かすことのできる書写

の能力の育成を重視した。

例

低学年：物語や科学的なことについて書いた本や文章を読

んで感想を書くこと。

中学年：記録や報告の文章、図鑑や辞典などを読んで利用

すること。

高学年：伝記を読み、自分の生き方について考えること。

・現行学習指導要領の「読み物」、「図書資料」という文

言が「本や文章」となった。「本や文章」は、教科書教

材のみでなく、さまざまな文章を読むことを示している。

・「語句に関する事項」の「（オ）文章の中での語句と語

句との関係を理解すること」は新設。文の構造体が文章

であり、語句の単位まで文章を読む力を付けたい。

・高学年のみ。「（ケ）比喩や反復などの表現の工夫に気

付くこと」比喩や反復は低学年、中学年でも出合うが、

高学年でまとめて取り上げる。

・「ローマ字」について、第３学年で扱うこと。

・「漢字の読み書きや使い方などに関する事項」について、

低、中、高学年とも、当該学年においても、「文や文章

の中で使うこと」と示された。

例（高学年）「用紙全体との関係に注意し」「書く速さを

意識して書く」「目的に応じて使用する筆記具を選び」

低学年：まず、読み聞かせを聞くことで、伝統的な言語文

化に触れることの楽しさを実感できるようにす

る。 
中学年：季節や風情などを思い浮かべたり、五音七音のリ

ズムから国語の美しい響きを感じ取りながら文

語に親しむ態度を育成するようにする。

高学年：古文や漢文は読んで楽しいものであること、自分

を豊かにするものであることを実感させるよう

にする。

中学年：言語生活を豊かにするために、意味を知り、実際

の言語生活で用いるようにさせる。

高学年：伝統的な言語文化の変遷を知り、昔の人のものの

見方や感じ方に関心をもち、現代人と比べて古典

への興味・関心を深める。

・「言語文化」は「文化としての言語」「文化的な言語生

活」「言語芸術や芸能」と幅広い。 
・低学年から伝統的な言語文化に触れ、生涯にわたって親

しむ態度の育成を重視している。
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Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画作成上の留意点（現行は「配慮事項」）

（１）弾力的な指導に関する事項

（２）関連的な指導と学校図書館などの活用に関す

る事項

（３）「Ａ話すこと・聞くこと」

低学年３０→３５単位時間に。 
（４）「Ｂ書くこと」

低学年９０→１００単位時間に。 
（５）「Ｃ読むこと」

学校図書館が有効に機能し、国語科における読書

指導を他教科と関連付けて成果を上げる工夫。

借りるだけではなく、必要な本や資料を選び、

「読む」重要性。

（６）生活科や幼稚園教育との関連についての事項

（７）道徳との関連についての事項（新設）

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、道徳の内容について、国語

科の特質に応じて適切な指導をすること

・互いの立場や考えを尊重しながら言葉で伝

え合う力を高めることは、学校の教育活動全

体で道徳教育を進める基盤となる。

・思考力や想像力および言語感覚を養うこと

は、道徳的心情や道徳的判断力を養う基本に

なる。

・国語を尊重する態度を育てることは、伝統と

文化を尊重し、郷土を愛することなどにつな

がる。

・国語科で扱った内容や教材を道徳の時間に、

道徳の時間で取り上げたことに関係のある

内容や教材を国語科で扱うことも考えられ

る。

２ 第２の各学年の内容の〔伝統的な言語文化と国

語の特質に関する事項〕の取扱い

３ 取り上げる教材についての観点（現行と同じ）

Ⅳ 移行期間中の留意事項

移行措置期間中の指導計画作成にあたって

○平成２１年度及び平成２２年度の第１学年から

第６学年までの国語の指導に当たっては、現行小

学校学習指導要領第２章第１節の規定にかかわ

らず、その全部又は一部について新小学校学習指

導要領第２章第１節の規定によることができる。

○平成２２年度の第３学年の国語の指導に当たっ

ては、新小学校学習指導要領〔第３学年及び第４

学年〕〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する

事項〕（１）ウ（ア）（ローマ字）を加える。

・変わらず大切にすべき点が多く示されている。

・児童の言語能力が螺旋的に高まるよう、それぞれの学年

の学習指導を孤立させず、児童の発達の段階を見通して

目標の系統性を保ちながら柔軟でしかも弾力的な運用

を図り、系統化した効果的な指導がなされるよう計画を

立てていくことが大切。

・現行学習指導要領（３）に示されていた学校図書館など

の計画的な 利用がここに位置付けられた。

・情報収集や情報発信の手段としてコンピュータや情報通

信ネットワークを活用する機会を設けることも示されて

いる。

・学校図書館の利用に際しては、本の題名や種類などに注

目したり、索引を利用して検索をしたりするなどにより、

必要な本や資料を選ぶことができるように指導する。

・道徳の内容との関わりを明確にして関連を図る。 
例

〔第１学年及び第２学年〕２（１） 
気持ちのよいあいさつ、言葉遣い、動作などに心掛けて、

明るく接する。

〔第５学年及び第６学年〕４（６） 
郷土や我が国の伝統と文化を大切にし、先人の努力を知り、

郷土や国を愛する心をもつ。

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕（１）

・必要な場合は、児童の興味や関心に配慮しつつ、まとめ

て単元化したり繰り返し指導したり学期や学年を超えて

指導したりすることができる。

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕（２）

・硬筆を使用する書写の指導は各学年で行う。

・毛筆を使用する書写の指導は第３学年以上の各学年で、

年間３０単位時間程度を配当する。

・指導事項の関連を意識する。年間指導計画の中で、指導

事項がどのように繰り返し出てくるか、新しく出てくる

かを確かめ、どれくらいの期間をおいて、何回出合わせ

るかを考えて年間指導計画を作成し、単元を構想する。

・実生活と他教科、他領域との関連を図る。国語科で学習

したことが実生活や他教科や他領域で生きて働くよう関

連を考慮して言語活動を取り入れる。 


