
◆ 総合的な学習の時間

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨

（１）基礎的・基本的な知識・技能の定着やこれらを活用する学習活動は教科で行うことを前提

に、体験的な学習に配慮しつつ、教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習、探究的な学習

となるよう充実を図る。

（２）総合的な学習の時間におけるねらいや育てたい力を明確にする。

（３）児童生徒の発達の段階を考慮したり、近接する小・中・高等学校間で情報交換を行ったり

して改善する。

２ 改訂の要点

（１）教育課程上の位置付け

各学校における指導の充実を図るため、総合的な学習の時間の趣旨等について総則から取

り出し、新たに章立てをする。

（２）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。

・総合的な学習の時間の目標については、小・中学校共通なものとした。

・児童にとっての学ぶ意義や目的意識を明確にするため、日常生活における課題を発見し解

決しようとするなど、実社会や実生活とのかかわりを重視した。

・総合的な学習の時間の目標を踏まえた上で、各学校において目標及び内容を定めることと

した。

（３）内容

① 育てたい力の視点として、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とした。

② 小学校では地域の人々の暮らし、伝統や文化に関する学習活動（中学校では職業や自己

の将来に関する学習活動）などを例示として加えた。

③ 小学校において、国際理解に関する学習を行う際には、問題の解決や探究的な活動を通

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

うにするとした。

④ 小学校において、情報に関する学習を行う際には、問題の解決や探究的な活動を通して、

情報を受信し、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とした。

⑤ 各学校における総合的な学習の時間の学習活動が一層適切に行われるよう、効果的な事

例の情報提供やコーディネートの役割を果たす人材の育成、地域の教育力の活用などの支

援策の充実を図り、十分な条件整備を行うとした。

⑥ 学校全体として組織的に取り組み、指導計画や指導体制、実施状況について、点検・評

価することとした。

（４）言語活動の充実

① 言語により分析し、まとめ・表現する問題の解決や探究的な活動を重視する。

３ 具体的な改善事項 （別紙）
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Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

総合的な学習の時間の取扱いについては、現行小学校学習指導要領第１章第３の規定にか

かわらず、新小学校学習指導要領第５章の規定によること。

２ 移行措置の解説

・平成２１年度から、新しい学習指導要領による規定を直ちに先行して実施する。

・平成２３年度の完全実施の際の授業時数７０単位時間に向けて、授業時数を少しずつ縮減

させていく。

・総合的な学習の時間の授業時数から３５を超えない範囲内の授業時数を減じ、外国語活動

の授業時数に当てることができるものとする。

３ 移行期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

児童が自ら課題を設定し、探究的な学習となっているか、以下の観点から指導計画を作成、

改善する。

①探究的な学習として充実

・総合的な学習の時間と各教科等とが果たす役割を明らかにし、総合的な学習の時間では

探究的な学習としての充実をめざす。

②学校間の格差と学校段階間の連携

・総合的な学習の時間において育てたい力の視点の例示を参考にする。

「学習方法に関すること」

「自分自身に関すること」

「他者や社会との関わりに関すること」

・各学校段階の学習活動の例示を参考にする。

「国際理解、情報、環境、福祉・健康等の横断的・総合的な課題」

「児童の興味・関心に基づく課題」

小学校では「地域の人々の暮らし、伝統と文化に関する学習活動」

（中学校では「地域や学校の特色に応じた課題」、「職業や自己の将来に関する学習活動」）

を追加した。

③体験活動と言語活動の充実

・積極的に学習活動に取り入れ、適切に位置付けること。

・言語により分析し、まとめたり表現したりする学習活動を重視すること。

（２）授業時数

各学年とも、以下のとおりとする。

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

平成２１年度 ９５ １００ ７５～１１０ ７５～１１０

平成２２年度 ９５ １００ ７５～１１０ ７５～１１０

平成２３年度（完全実施） ７０ ７０ ７０ ７０

各学校においては、外国語活動とのバランスにおいて、総合的な学習の時間を適切に確保す

る必要がある。
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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 改訂の趣旨 ・基礎的・基本的な知識・技能の定着やこれらを活用す
（１）教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習、 る学習活動は教科で行うことを前提とする。

探究的な学習となるよう充実を図る。 【探究的な学習】
探究活動の一連のまとまりであり、活動がつながっ
て、新たな課題が生みだされるもの

【探究活動】
（２）総合的な学習の時間の趣旨等について、総 課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ等の

則から取り出し新たに章立てをする。 学習行動

（３）総合的な学習の時間におけるねらいや育て ・総合的な学習の時間と各教科や特別活動のそれぞれの
たい力を明確にする。 役割を明確にし、これらのつながりや関連を明らかに

することが必要である。

（４）学校段階の取組状況の重複の状況を改善す ・児童生徒の発達の段階を考慮して各学校の目標や内容
る。 を見直したり、近接する小・中・高等学校間で各学校

で取り組んでいる目標や内容の情報交換を行ったりし
て改善することが大切である。

２ 具体的改善事項
(ｱ) 総合的な学習の時間のねらいについては、小
・中・高等学校共通なものとし、実社会や実生
活とのかかわりを重視する。

(ｲ) 総合的な学習の時間において育てたい力の視
点を例示する。 ・各学校で【育てたい力】の視点として、

「学習方法に関すること」
(ｳ) 育てたい力や取り組む学習活動や内容を、子 「自分自身に関すること」
どもたちの実態に応じて明確に定め、どのよう 「他者や社会とのかかわりに関すること」
な力が身に付いたかを適切に評価する。 などが考えられる。

（例：環境を取り上げた学習）

(ｴ) 学習活動の例示については、小学校では地域 育てたい力 例 示

の人々の暮らし、伝統や文化に関する学習活動、 学 ・情報を収集し分析す ・生息している生物を採取し、他

（中学校では職業や自己の将来に関する学習活動） 習 る力 の川と比較するなどして分析す

などを例示として加える。 方 ・分かりすくまとめ表 る。

法
現する力 ・分かったことなどをグラフや地

(ｵ) 小学校において、国際理解に関する学習を行 図に表す。

う際には、問題の解決や探究的な活動を通して、
自

・自らの行為について ・日常生活において、川にゴミを

諸外国の生活や文化などを体験したり調査した 分 意思決定する力 捨てない、生活排水を少なくす

りするなどの学習活動が行われるように配慮す 自 ・自らの生活の在り方 るなど、自らの生活を見直し、

る。 身 を考える力 身の回りの環境問題に関して意

思決定し行動しようとする。

(ｶ) 小学校において、情報に関する学習を行う際 他 ・他者と協同して課題 ・他の子どもと協力して調査した

には、問題の解決や探究的な活動を通して、情 者 を解決する力 り、地域の人々から話を聞いた

報を受信し、収集・整理・発信したり、情報が
社

・課題の解決に向けて りして探究する。

日常生活や社会に与える影響を考えたりするな
会

社会活動に参加する ・地域の人々と協力して川を守る

どの学習活動が行われるよう配慮する。 態度 活動に参画しようとする。

(ｷ) 中学校において、職業や自己の将来に関する
学習を行う際には、問題の解決や探究的な活動 【総合的な学習の時間における他者と協同】
を通して、自己の生き方を考えるなどの学習活 お互いに考えや意見を出し合い、見通しや計画を確か
動が行われるよう配慮する。 め合い、他者の考えを受け入れながら、問題の解決や

探究活動を行うこと。
(ｸ) 互いに教え合い学び合う活動や地域の人との
意見交換など、他者と協同して課題を解決しよ 【総合的な学習の時間における言語活動】
うとする学習活動を重視するとともに、言語に 言語により整理したり分析したりして考え、それをま
より分析し、まとめ・表現する問題の解決や探 とめたり表現したりして自分の考えを深めながら、問
究的な活動を重視する。その際、中学校修了段 題解決や探究活動を行うこと。
階において、学習の成果を論文としてまとめる
ことなどにも配慮する。
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(ｹ) 各学校における総合的な学習の時間の学習活 【点検・評価の視点（例）】

動が一層適切に行われるよう、効果的な事例の ・教科等で身に付けた力を発揮し、探究的な学習となっているか。

情報提供やコーディネートの役割を果たす人材 ・各学校の目標と内容が明らかになっているか。

の育成、地域の教育力の活用などの支援策の充 ・各学校の「育てたい力」が明らかになっているか。

実を図り、十分な条件整備を行う必要がある。 ・育てたい力の視点として「学習方法」「自分自身」「他者や社会とのかか

わり」に関すること等が適切に位置付けられているか。

・教科や特別活動等で育てたい力との違いが明らかにされているか。

(ｺ) 教育委員会の指導、助言の下、各学校におい ・単元を通して、子どもが課題を発見し解決する構成となっているか。

ては、総合的な学習の時間の趣旨やねらいを踏 ・各学校の「育てたい力」が具体化されているか。

まえた適切な学習活動が行われるよう、学校全 ・体験の位置付けが適切か。

体として組織的に取り組み、指導計画や指導体 ・体験の事前と事後に適切な探究活動を位置付けているか。

制、実施状況について、点検・評価することを ・子どもの発達段階が考慮されているか。

推進する。 ・学校段階間の重複がないか。

・育てたい力がどのような指導によって身に付いたのか、向上したのかと

いうことを把握するなど、評価と指導の一体化がなされているか。

Ⅱ 目標及び内容
・「生きる力」が全人的な力であることを踏まえると、横

１ 今回の改訂の主な特徴 断的・総合的な指導を一層推進する必要がある。
今回の改訂においては、総合的な学習の時間の ・各教科等の学習を通して身に付けた知識・技能等は、

特質や目指すところを目標として示し、この時間 総合的な学習の時間の学習を通して一体となってはた
において育成する児童の資質や能力及び態度を明 らくことが期待されている。
確にした。 ・容易には解決に至らない日常生活や社会、自然に生起

する複合的な問題を扱う総合的な学習の時間において、
(1)探究的な学習としての充実 その本質を探って見極めようとする探究的な学習によ

って、この時間の特質を明確化する必要がある。
(2)学校間の取組状況の違いと学校段階間の取組の
重複を改善する。 ・問題と向き合って、自分で取り組むべき課題を見いだ

すこと。課題は、児童が解決への意欲を高めるととも
(3)体験活動と言語活動の充実 に、解決への具体的な見通しをもてるものであり、そ

のことが主体的な課題の解決につながっていく。
・自ら見付けた課題に関して主体的に学習活動を繰り広

２ 具体的な改善の内容 げ、自分なりに納得できる答えを探し求め、判断して
(1) 横断的・総合的な学習や探究的な学習を通す いくこと。
こと ・解決の道筋がすぐには明らかにならない、唯一正解が

得られないなどのことについても、自らの知識や技能
等を総動員して、目前の具体的な問題に粘り強く対処

(2) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主 し解決しようとすること。
体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や
能力を育成すること ・課題の見付け方やつくり方、目的に応じた情報の集め

方や調べ方、整理・分析の仕方、まとめ方や表現の仕
方、報告や発表・討論の仕方等

・見通しや計画の立て方、記録のとり方や活用の仕方、
コミュニケーションのとり方、振り返りや意思決定、

(3) 学び方やものの考え方を身に付けること 自己評価の仕方等

・各教科等で身に付けた、比較する、分類する、関連付
(4) 問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協 ける、類推するなどのものの見方や考え方を、学習活
同的に取り組む態度を育てること 動において総合的に活用できること。

・社会や自然の中に生きる一員として、何をすべきか、
(5) 自己の生き方を考えることができるようにす どのようにすべきかなどを考えること。
ること ・取り組んだ学習活動を通して、自分の考えや意見を深

めることであり、また、学習の有用感を味わうなどし
て学ぶことの意味を自覚すること。

・学習の成果から達成感や自信をもち、自分のよさや可
能性に気付き、自分の人生や将来について考えていく
こと。

３ 各学校において定める目標及び内容
(1) 目標 ・第１の目標を踏まえとは、各学校の目標を定めるに当
各学校においては、第１の目標を踏まえ、各学 たり、総合的な学習の時間の目標の五つの要素をすべ

校の総合的な学習の時間の目標を定める。 て含む必要があることを意味している。ただし、各目
標の要素を具体化したり、重点化したり、別の要素を

(2) 内容 付け加えたりすることも考えられる。
各学校においては、第１の目標を踏まえ、各学校 ・内容として、目標の実現のためにふさわしいと各学校
の総合的な学習の時間の内容を定める。 が判断した学習課題を定める。その際には、日常生活

や身近な社会とのかかわりを重視し、その時々に最適
な学習課題が何かを、適宜判断することが求められる。

小学校 総合的な学習の時間



小学校 総合的な学習の時間

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成
(1) 全体計画及び年間指導計画の作成に当たって ・全体計画においては、各学校の「目標」、「育てようと
は、学校における全教育活動との関連の下に、 する資質や能力及び態度」、「内容」を明確にする。さ
目標及び内容、育てようとする資質や能力及び らに、「学習活動」、「指導方法」や「指導体制」、「学習
態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の の評価」などを示す。
評価の計画などを示すこと。 ・指導計画の作成においては、目標及び内容、育てよう

とする資質や能力及び態度、学習活動等が連続的かつ
発展的に展開するように、教科間・学年間の関連やつ
ながりに配慮することも大切である。

(2) 地域や学校、児童の実態等に応じて、教科等 ・創意工夫を生かすとは、他校にはない特殊な、独創性
の枠を超えた横断的・総合的な学習、探究的な の高い学習を行うことではない。地域や学校、児童の
学習、児童の興味・関心等に基づく学習など創 実態に応じてそれぞれの学校の児童にふさわしい教育
意工夫を生かした教育活動を行うこと。 活動を適切に実施することが重要である。

(3) 第２の各学校において定める目標及び内容に ・日常生活や社会とのかかわりを重視することで、実社
ついては、日常生活や社会とのかかわりを重視 会や実生活において生きて働く資質や能力及び態度の
すること。 育成が期待でき、児童が主体的に学習に取り組むこと

ができ、児童にとっての学ぶ意義や目的を明確にする
ことができるから。

(4) 育てようとする資質や能力及び態度について ・３つの視点は、ＯＥＣＤの主要能力（キー・コンピテ
は、例えば、学習方法に関すること、自分自身 ンシー）に符合している。「社会・文化的、技術的ツー
に関すること、他者や社会とのかかわりに関す ルを相互作用的に活用する力」は「学習方法に関する
ることなどの視点を踏まえること。 こと」と、「多様な社会グループにおける人間関係形成

能力」は「他者や社会とのかかわりに関すること」と、
「自立的に行動する能力」は「自分自身に関すること」
と、それぞれかかわりがある。

(5) 学習活動については、学校の実態に応じて、 それぞれの課題はあくまでも例示である。
例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康など ・社会の変化に伴って切実に意識されるようになってき
の横断的・総合的な課題についての学習活動、 た現代社会の諸課題のこと。
児童の興味・関心に基づく課題についての学習 ・児童がそれぞれの発達段階に応じて興味・関心がある
活動、地域の人々の暮らし、伝統と文化など地 課題のこと。学習の質的高まりが期待できるかどうか
域や学校の特色に応じた課題についての学習活 を、教師が十分に判断する必要がある。
動などを行うこと。 ・地域の伝統、文化、行事、生活習慣、産業、経済など

にかかわる、各地域や各学校に固有な諸課題のこと。

(6) 各教科、道徳、外国語活動及び特別活動で身 ・各教科等で身に付けた知識や技能等が存分に発揮され
に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習 ることで、学習活動は深まりを見せ、大きな成果をあ
や生活において生かし、それらが総合的に働く げる。そのためにも、教師は各教科等で身に付ける知
ようにすること。 識や技能等について十分に把握し、総合的な学習の時

間との関連を図ることが必要である。
・総合的な学習の時間で身に付けた資質や能力及び態度
を各教科等で生かしていくことも大切である。総合的
な学習の時間の成果が、当該学年はもとより先の学年
における各教科等の学習を動機付けたり推進したりす
ることも考えられる。

(7) 各教科、道徳、外国語活動及び特別活動の目 ・学習指導要領の第１章総則の第３の５に「総合的な学
標及び内容との違いに留意しつつ、第１の目標 習の時間における学習活動により、特別活動に掲げる
並びに第２の各学校において定める目標及び内 各行事の実施と同様の成果が期待できる場合において
容を踏まえた適切な学習活動を行うこと。 は、総合的な学習の時間における学習活動をもって相

当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替
えることができる」との記述がある。

・これは総合的な学習の時間についての記述であり、横
断的・総合的な学習や探究的な学習が実施されている
ことが前提となっている。総合的な学習の時間におい
て体験活動を実施した結果、学校行事として同様の成
果が期待できる場合にのみ、特別活動の学校行事を実
施したと判断してもよいことを示している。特別活動
の学校行事を総合的な学習の時間として安易に流用し
て実施することを許容しているものではない。

(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。
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(9) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１ ・現代社会の課題などに取り組み、これらの学習が自己
に示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時間な の生き方を考えることにつながっていくことになる。
どとの関連を考慮しながら、第３章道徳の第２ ・主体的に判断して学習活動を進めたり、粘り強く考え
に示す内容について、総合的な学習の時間の特 解決しようとしたりする資質や能力、自己の目標を実
質に応じて適切な指導をすること。 現しようとしたり、他者と協調して生活しようとした

りする態度を育てることも重要であり、このような資
質や能力及び態度の育成は道徳教育につながるもので
ある。

２ 内容 改訂点 ・協同することで多様な情報を手に入れることができる。
(2) 問題の解決や探究活動の過程においては、他 ・協同することで他者を尊重するとともに、自らの役割
者と協同して問題を解決しようとする学習活動 を自覚することができる。
や、言語により分析し、まとめたり表現したり ・協同することで交流を深めたり広げたりできる。
するなどの学習活動が行われるようにすること。 ・集めた情報を共通点と相違点に分けて分類したり、時

間軸に沿って並べたり、原因と結果に分けたりするこ
と、変化や結果を予想したり、現実社会の事象にあて
はめたり、多面的・多角的に分析したりすることなど。

・分析したことを文章やレポートに書き表したり、スピ
ーチや説明したり、口頭で報告したりすることなど。

・設定した課題に迫り、課題の解決につながる体験活動
(4) 体験活動については、第１の目標並びに第２ であること。予想を立てた上で検証する体験活動を行
の各学校において定める目標及び内容を踏まえ、 ったり、体験活動を通して実感的に理解した上で事象
問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付け と自分とのかかわりについて課題を再設定したり問題
ること。 の解決や探究活動に適切に位置付くことが大切である。

・児童が主体的に取り組むことのできる体験活動である
こと。そのためには、児童の発達に合った、児童の興
味・関心に応じた体験活動であることが必要である。

・年間を見通した適切な時間数の範囲で行われる体験活
動であること。何のための体験活動なのかを明らかに
し、その目的のために必要な時間数を確保することが
大切である。

・児童の安全に対して、十分に配慮した体験活動である
ことが大切である。

・スキルの習得に重点を置くなど単なる外国語の学習を
(7) 国際理解に関する学習を行う際には、問題の 行うことは、これまでと同様、総合的な学習の時間に
解決や探究活動に取り組むことを通して、諸外 ふさわしい学習とは言えない。
国の生活や文化などを体験したり調査したりす ・このことは、総合的な学習の時間の目標を踏まえて行
るなどの学習活動が行われるようにすること。 われる国際理解に関する学習の中で、外国語に触れる

活動を行ってはならないということではない。

・入手した情報の重要性や信頼性を吟味したり、比較・
(8) 情報に関する学習を行う際には、問題の解決 分類したりする。さらには、複数のものを関連付けた
や探究活動に取り組むことを通して、情報を収 り組み合わせたりして新しい情報を創り出すような考
集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会 えるための技法を、実際に課題を解決する過程を通し
に与える影響を考えたりするなどの学習活動が て身に付けさせることが大切である。
行われるようにすること。 ・情報の作成者の権利を尊重し、出典を明記することや

情報社会の一員として生活していることの自覚を促し、
発信情報に責任をもつなどの意識をもたせること、自
分自身が危険に巻き込まれないことや情報社会に害を
及ぼさないことなど、情報モラルについて指導するこ
とが大切である。

・平成２３年度の完全実施の際の授業時数７０単位時間
Ⅴ 移行期間中の留意事項 に向けて、少しずつ授業時数を縮減させていく。
総合的な学習の時間の取扱いについては、現行 ・総合的な学習の時間の授業時数から３５を超えない範

小学校学習指導要領第１章第３の規定にかかわら 囲内の授業時数を減じ、外国語活動の授業時数に当て
ず、新小学校学習指導要領第５章の規定によるこ ることができるものとする。
と。 ・その中で、総合的な学習の時間と外国語活動とのバラ

ンスにおいて、総合的な学習の時間を適切に確保する
ことが大切である。

・平成２３年度の教育課程の完全実施に向けて、各学校
で平成２１年度から３年間の時間時数等の見通しをも
つ必要がある。


