
◆ 特別活動

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨
（１）よりよい人間関係を築く力、社会に参画する態度や自治的能力の育成を重視する。また、道

徳的実践の指導の充実を図る観点から目標や内容を見直す。
（２）各内容のねらいと意義を明確にするため、各内容に係る活動を通して育てたい態度や能力を

特別活動の全体目標を受けて各内容の目標として示す。
（３）子どもの自主的、自発的な活動を一層重視するとともに、発達や学年の段階や課題に即した

内容を示すなどして、重点的な指導ができるようにする。
（４）好ましい人間関係を築く力や社会性を実践を通して身に付けるため、体験活動や生活を改善

する話合い活動、多様な異年齢の子ども達からなる集団による活動を一層重視する。

２ 改訂の要点
（１）目標の改善

① 特別活動の目標の改善

望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員と
してよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、自己
の生き方についての考えを深め、自己を生かす能力を養う。

・特別活動の役割を明確にするため、目標に「人間関係」を加えるとともに、道徳的実践の指
導の充実を図る観点から「自己の生き方についての考えを深め、自己を生かす能力を養う」
を加えた。

② 各活動・学校行事の目標の設定
・特別活動の目標を受けて、各活動・学校行事を通して育てたい態度や能力を目標として新た
に示した。

○学級活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団の一員として学級や学校におけるよ
りよい生活づくりに参画し、諸問題を解決しようとする自主的、実践的な態度や健全な生
活態度を育てる。

○児童会活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団の一員としてよりよい学校生活づ
くりに参画し、協力して諸問題を解決しようとする自主的、実践的な態度を育てる。

○クラブ活動を通して、望ましい人間関係を形成し、個性の伸長を図り、集団の一員として
協力してよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的、実践的な態度を育てる。

○学校行事を通して、望ましい人間関係を形成し、集団への所属感や連帯感を深め、公共の
精神を養い、協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。

（２）内容の改善
① 各活動・学校行事の内容の改善
【学級活動】
・学級集団の育成上の課題や発達の課題に対応した適切な指導ができるようにするため、低
・中・高学年ごとに内容を示した。

〔第１学年及び第２学年〕
学級を単位として、仲良く助け合い学級生活を楽しくするとともに、日常の生活や学習

に進んで取り組もうとする態度の育成に資する活動を行うこと。
〔第３学年及び第４学年〕

学級を単位として、協力し合って楽しい学級生活をつくるとともに、日常の生活や学習
に意欲的に取り組もうとする態度の育成に資する活動を行うこと。

〔第５学年及び第６学年〕
学級を単位として、信頼し支え合って楽しく豊かな学級や学校の生活をつくるとともに、

日常の生活や学習に自主的に取り組もうとする態度の向上に資する活動を行うこと。

・活動内容(1)(2)をそれぞれ「(1)学級や学校の生活づくり」「(2)日常の生活や学習への適応
及び健康安全」へと改めるとともに、いずれの学年においても取り扱う内容を「共通事項」
として示した。(1)には、「学校における多様な集団の生活の向上」を加えた。(2)には「勤
労観」を養う観点から「清掃などの当番活動等の役割と働くことの意義の理解」を加え、
さらに「食育」の充実に資する観点から「学校給食と望ましい食習慣の形成」に「食育の
観点を踏まえた」の文言を加えた。
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【各活動・学校行事】
・内容を明確にし活動を充実させるために、各活動・学校行事で下記をそれぞれ示したり変
更又は加えたりした。
児童会活動：「児童会の計画や運営」「異年齢集団による交流」「学校行事への協力」
クラブ活動：「クラブの計画や運営」「クラブを楽しむ計画」「クラブの成果の発表」
学 校 行 事：遠足・集団宿泊的行事に「自然の中での集団宿泊活動など」「人間関係」を

加えた。「学芸的行事」を「文化的行事」と改め、その内容に「文化や芸術
に親しむ活動」を加えた。

② 指導計画の作成と内容の取扱いの改善
【指導計画の作成】
・各学校で作成すべき特別活動の指導計画について、「特別活動の全体計画」「各活動・学校
行事の年間指導計画」などを明確に示した。

・指導計画の作成に当たって「各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間などの指導
との関連を図る。」を加えた。
・道徳的実践の指導の充実を図る観点から、「（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、第３章道徳の第２に示す内容について、特別活動の
特質に応じて適切な指導をすること。」を加えた。

【内容の取扱い】
・学級活動について「学級、学校及び児童の実態、学級集団育成上の課題や発達の課題及び
第３章道徳の第３の１の（３）に示す道徳教育の重点などを踏まえ、各学年段階における
取り上げる指導内容の重点化を図るとともに、必要に応じて内容間の関連や統合を図った
り、他の内容を加えたりすることができること。」を示した。また学級経営の充実を図り、
個々の児童についての理解を深め、児童との信頼関係を基盤に指導を行う。」を加えた。
・内容の取扱いにおいて「ア 集団として意見をまとめるなどの話合い活動等の充実」とし
て、学級活動、児童会活動、クラブ活動については「よりよい生活を築くために集団とし
て意見をまとめるなどの話合い活動や自分たちできまりを作って守る活動、人間関係を形
成する力を養う活動などを充実するよう工夫すること。」を加えた。

・学校行事の実施に当たって「異年齢集団による交流」の充実を加えた。
（３）言語活動の充実

内容の取扱いにおいて、学校行事実施の配慮事項として「体験活動を通して気付いたことな
どを振り返り、まとめたり、発表し合ったりするなどの活動を充実するよう工夫すること。」
を加えた。

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

平成２１年度及び平成２２年度の第１学年から第６学年までの特別活動の指導に当たって
は、現行小学校学習指導要領第４章の規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第６章の規
定によるものとする。

２ 移行期間中の指導計画
（１）指導計画の作成

各学校は、平成２０年度中に、新学習指導要領第６章の規定を十分に理解し、この規定に則
して特別活動の全体計画及び年間指導計画を作成又は改善する。
その際の留意事項は、次の３点である。
○学校教育目標具現における特別活動の役割を明確にするとともに、各学校の児童の実態
を踏まえ、各教科、道徳、総合的な学習の時間などの指導との有機的な関連を図ること
ができるよう「特別活動の全体計画」を作成又は改善する。

○各内容ごとに示された目標や内容等を踏まえ、「各活動・学校行事の年間指導計画を作成
又は改善する。

○上記の年間指導計画を作成又は改善する際には、児童の発達の段階や課題に即した自主
的・実践的な活動の充実を図るようにする。

（２）授業時数（学級活動）
平成２０年度以降も、現行学習指導要領と同様に、下記の授業時数で実施する。
１学年：３４時間 ２学年～６学年：３５時間
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３ 具体的な改善事項 （別紙）

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

(1) よりよい人間関係を築く力、社会に参画する H.20.1 の中教審答申で示された以下の特別活動の課題
態度や自治的能力の育成を重視する。また、 を踏まえた改訂であることを十分理解する必要がある。

道徳的実践の指導の充実を図る観点から目標

や内容を見直す。 〔児童生徒の姿にかかわる課題〕

(2) 各内容のねらいと意義を明確にするため、特 ○特別活動の充実は、学校生活の満足度や楽しさと深く

別活動の全体目標を受けて、各活動・学校行 関わっているが、他方、それらが子どもたちの資質や

事の目標として示す。 能力に十分つながっていない状況も指摘されている。

(3) 子どもの自主的・実践的な活動を一層重視す ○学校段階の接続の問題としては、小１プロブレム、中

るとともに、発達や学年の課題に即した重点 １ギャップなど集団への適応にかかわる問題が指摘さ

的な指導ができるようにする。 れている。

(4) 好ましい人間関係を築く力や社会性を実践を ○情報化、都市化、少子高齢化などの社会状況の変化を

通して身に付けるため、体験活動や生活を改 背景に、生活体験の不足や人間関係の希薄化、集団の

善する話合い活動、多様な異年齢の子ども達 ために働く意欲や生活上の諸問題を話し合って解決す

からなる集団による活動を一層重視する。 る力の不足、規範意識の低下などが顕著になっており、

好ましい人間関係を築けないことや、望ましい集団活

動を通した社会性の育成が不十分な状況も見られる。

〔現行学習指導要領や指導における課題〕

○特別活動について、全体の目標は示しているが、各内

容ごとの目標や示していない。このため活動を通して

何を育てるか明確でないことや総合的な学習の時間な

どとの教育活動の重なりも指摘されている。

○特別活動の中でもその基盤的な役割を担う学級活動の

内容については、小学校では６年間を通じた活動内容

をまとめて示しているため、発達や学年の課題に対応

した適切な指導が行われにくいとの指摘がある。

★今回の改訂の主な特徴
(1) 楽しくかつ社会生活に必要な態度や能力を確実に身

に付ける特別活動の具現

(2) とりわけ人間関係を形成する力を重視

(3) 道徳的実践の指導の場としての特別活動の位置付け

の明確化

(4) 各活動・学校行事の役割の明確化と相互の関連を図

った指導の重視

(5) 発達や学年の課題に即した適切な指導の具現と全校

体制による組織的な取組の重視

(6) 合意形成をする話合い活動や体験活動を振り返るな

どの言語活動の充実

(7) 食育やキャリア教育の視点からの改善

★(1)を具現することが目的であり、(2)～(7)はそのため
の方途ととらえることができる。「為すことによって必

要な態度や能力を身に付けることができる特別活動」

「楽しさや充実感を味わいながら確かな態度や能力を

身に付けることができる特別活動」の具現が、新学習

指導要領の最大のテーマである。

また指導計画の作成などを全校体制で取り組むこと

や発達課題等に対応した適切な指導について明記する

ことで、学級・学年間や学校間の取組の格差を解消す

ることも意図している。
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Ⅱ 目標及び内容

１ 目標の改善

(1) 特別活動の目標の改善 ★本来、望ましい集団活動を通して身に付けるべき資質

・望ましい集団活動を通して、心身の調和のと や能力の中で、「人間関係を築く力」の育成を重視する

れた発達と個性の伸長を図り、集団の一員と ため、「人間関係」を付加している。

してよりよい生活や人間関係を築こうとする ★「望ましい集団活動を通して」という特別活動の方法

自主的、実践的態度を育てるとともに、自己 原理や「為すことによって学ぶ」という特別活動の特

の生き方についての考えを深め、自己を生か 質を踏まえ、道徳的実践の指導の充実を図る。

す能力を養う。 ★集団の一員として、目標をもつこと、将来に夢や希望

をもって現在の生活を改善しようとすること、協調性

や責任感、規範意識を高めること、人権を尊重するこ

となどにかかわる自己の生き方についての考えを深め、

その大切さを認識できるようにする。またこれらにか

かわる自己のよさや可能性を集団の中で生かし、より

よい生活を築くことができるようにする能力を育成す

る。中学校特別活動の目標との接続、キャリア教育の

視点からの改善ともいえる。

(2) 各活動・学校行事の目標の設定
【学級活動】 ★各活動・学校行事を通して育てる資質や能力を示すこ

・学級活動を通して、望ましい人間関係を形 とで、特別活動の目標を具現するためのそれぞれの活

成し、集団の一員として学級や学校におけ 動・学校行事の役割を明確にした。

るよりよい生活づくりに参画し、諸問題を

解決しようとする自主的・実践的な態度や

健全な生活態度を育てる。 ・「望ましい集団活動を通して」という特別活動の方法原

【児童会活動】 理は各活動・学校行事すべて共通である。

・児童会活動を通して、望ましい人間関係を ・「自主的・実践的な態度」は各活動・学校行事の目標に

形成し、集団の一員としてよりよい学校生 示されている。「人間関係の形成」や「生活づくりへの

活づくりに参画し、協力して諸問題を解決 参画」などが、児童の自主的・実践的態度として育成

しようとする自主的、実践的な態度を育て されるようにすることにも留意する。

る。

【クラブ活動】

・クラブ活動を通して、望ましい人間関係を ★「望ましい人間関係を形成し」は、すべての活動・学

形成し、個性の伸長を図り、集団の一員と 校行事においても目標に位置付け、強調している。そ

して協力してよりよいクラブづくりに参画 れぞれの特質に応じて指導するとともに、特別活動全

しようとする自主的、実践的な態度を育て 体として望ましい人間関係を築く態度が形成されるよ

る。 うにする必要がある。

【学校行事】 例）学級活動における望ましい人間関係の形成

・学校行事を通して、望ましい人間関係を形 →「楽しく豊かな学級生活づくりのために互いに尊

成し、集団への所属感や連帯感を深め、公 重しよさを認め合えるような人間関係」

共の精神を養い、協力してよりよい学校生 低学年：仲良く助け合おうとする人間関係

活を築こうとする自主的、実践的な態度を 中学年：協力し合おうとする人間関係

育てる。 高学年：信頼し支え合おうとする人間関係

・学級活動、児童会活動、クラブ活動においては、「集団

※共通に示されたもの の一員として」「参画し」を共通に示されている。各内

※各活動・学校行事の特質に応じて示された 容相互の関連を図り、児童による自発的・自治的な活

もの 動が一層効果的に展開できるようにするともに、社会

に参画する態度や自治的能力が育つようにする必要が

ある。

２ 内容の改善

(1) 各活動・学校行事の内容の改善 ★学級集団の育成上の課題や発達の課題に対応した適切

① 学級活動 な指導ができるようにするため、低・中・高学年毎に

第１学年及び第２学年 内容を示し、いずれの学年においても取り扱う内容を

・学級を単位として、仲良く助け合い学級生 「共通事項」として示す。

活を楽しくするとともに、日常の生活や学 ★就学前教育との接続（小１プロブレム等）や中学校と

習に進んで取り組もうとする態度の育成に の接続の課題（中１ギャップ等）に即して適切な内容

資する活動を行うこと。 や題材を取り上げて計画的に指導する必要がある。

第３学年及び第４学年

・学級を単位として、協力し合って楽しい学
級生活をつくるとともに、日常の生活や学 ・学年の発達課題に即して望ましい人間関係の形成に資

習に意欲的に取り組もうとする態度の育成 する活動となるように示す。

に資する活動を行うこと。
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第５学年及び第６学年

・学級を単位として、信頼し支え合って楽し ★道徳の内容項目のうち、学級・学校生活にかかわるも

く豊かな学級や学校の生活をつくるととも のを重点的に解説書に示し、関連を図った指導ができ

に、日常の生活や学習に自主的に取り組も るようにする。

うとする態度の向上に資する活動を行うこ 例）

と。 低：周りの児童と仲良く助け合い、身近な人に親切に

し、みんなのために働くなどして学級生活を楽し

くする態度の育成に資する活動

健康や安全に気を付け、自分勝手な行動をとらず

に規則正しい生活をしたり、自分がやらなければ

ならない勉強や仕事はしっかり行ったりするなど

進んで生活や学習に取り組もうとする態度の育成

を図る活動

○全学年で取り扱う内容（共通事項）

(1)学級や学校の生活づくり ・学級活動が教師の適切な指導の下に児童自らがよりよ

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決 い学級や学校の生活をつくる活動であることや、児童

イ 学級内の組織づくりや仕事の分担処理 が自分自身の生活をよりよいものにしていく活動であ

ウ 学校における多様な集団の生活の向上 ることを明確にするため、(1)学級や学校の生活づくり
(2)日常の生活や学習への適応及び健康安全 (2)日常の生活や学習への適応及び健康安全の二つに整
ア 希望や目標をもって生きる態度の形成 理した。但しこのこと自体は、大幅な変更を示すもの

イ 基本的な生活習慣の形成 ではない。

ウ 望ましい人間関係の形成

ヱ 清掃などの当番活動等の役割と働くことの

意義の理解 ★各種の集団による自発的・自治的な活動が一層効果的

オ 学校図書館の利用 に行われるように加えた。学級活動では、全校での児

カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成 童会活動や異年齢集団での活動に対する協力の在り方

キ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい を話合う活動なども取り扱うことを意味している。

食習慣の形成

★「勤労観」を養うことの観点から加え、キャリア教育

の推進に資するようにした。

★「食育」の充実に資する観点から、「食育の観点を踏ま

えた」を加えた。

②各活動・学校行事

・内容を明確にし活動を充実させるために下記

をそれぞれに示したり、変更又は加えたりし ・中学校の学習指導要領で示されているものに合わせて

た。 内容を示す。

【児童会活動】 ・これまで特に示されてこなかったが、通常行われてい

「児童会の計画や運営」 た内容であり大きな変化を求められるものではない。

「異年齢集団による交流」 ・内容が示されたことにより、特にクラブ活動等では、

「学校行事への協力」 どの程度の授業時数を当てることが適切なのかの根拠

【クラブ活動】 となることを理解しておく必要がある。

「クラブ活動の計画や運営」

「クラブを楽しむ計画」

「クラブの成果の発表」

【学校行事】

内容

全校又は学年を単位として、学校生活 ・現行学習指導要領では、「学芸的行事」として示されて

に秩序と変化を与え、学校生活の充実と いたが、これまでの平素の学習活動の成果を発表する

発展に資する体験的な活動を行うこと 活動に加えて、文化や芸術に親しむ活動を含めた表現

行事（全ての学年で行うものとして明示） とし、「文化的行事」と変更した。

儀式的行事

文化的行事（←学芸的行事）

健康安全・体育的行事 ★児童の発達の段階や人間関係の希薄化、自然体験の減

遠足・集団宿泊的行事 少といった状況を踏まえ、小学校段階においては自然

「自然の中での集団宿泊活動などの」と の中での集団宿泊的活動を重点的に推進することが望

「人間関係」を加える。 まれると示した。

勤労生産・奉仕的行事 ・望ましい人間関係を築くという観点から、一定期間（例
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えば 1 週間（５日間）程度）にわたって行うことが望
まれると示した。

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱いの改善

１ 指導計画の作成

(1) 各学校で作成するべき指導計画を明示した。 ★とりわけ学級活動においては、「特別活動の全体計画」

「全体計画」 「学校としての学級活動の年間計画」「学級毎の学級活

「各活動・学校行事の年間指導計画」等 動の年間指導計画」「学級ごとの一単位時間の指導計画」

の作成の手順を具体的に示し（解説書Ｐ４８）、全ての

学校において確実な指導計画作成・改善が行われるこ

とを強調している。（学校間・学級間格差の解消）

★特別活動の指導を充実させ、その目標を具現するため

には、全校体制での指導の充実が不可欠であるという

立場から、それぞれの指導計画が具備すべき条件（項

目）とその留意点を活動・学校行事毎に細かく示して

いる。学級活動における１単位時間の指導計画の作成

については内容(1)と(2)それぞれに事前・事後指導を
含めた話し合い活動の過程が示されている。

(2) 指導計画の作成に当たって「各教科、道徳、
外国語活動、総合的な学習の時間などの指導 ・各教科等で育成された能力が特別活動で十分に活用で

との関連を図る」を加えた。 きるようにするとともに、特別活動で培われた協力的

で実践的な態度が各教科等の学習に生かされるように

(3) 「・・・第３章道徳の内容２に示す内容につ 関連を図る。

いて特別活動の特質に応じて適切な指導をす

ること」を加えた。

★「自己の生き方についての考えを深め」が特別活動と

道徳のいずれの目標にも示されていることを踏まえ積

極的に関連を図る必要がある。例えば集団活動を通し

て身に付けたい下記の道徳性を踏まえ道徳的実践の場

としての指導の充実を図ることが大切である。

・自分勝手な行動をとらず節度ある生活をしようとす

る態度

・自己の役割や責任を果たして生活しようとする態度

・よりよい人間関係を築こうとする態度

・みんなのために進んで働こうとする態度

・自分たちで約束をつくって守ろうとする態度

・目標をもって諸問題を解決しようとする態度

・自己のよさや可能性に自信をもち集団活動を行おう

とする態度 等

・特別活動と総合的な学習の時間の関連を考えるに当た

り、目標や内容を正しく理解し、両者の特質や共通性

を踏まえて関連を図ることが大切である。

〈特質〉

・特活「望ましい集団活動を通して」

・総合「横断的、総合的な学習や探究的な学習を通し

て」

〈共通性〉

・自主的、主体的に物事に取り組む態度を養うこと

・学級や学校における各種のグループや異年齢集団に

おいて活動が行われ、自然体験やボランティア活動

などの体験活動を重視したり、幼児、高齢者、障害

のある人とのふれあいを大切にしたりする。

・関連を図った例

特別活動として実施する集団宿泊的活動において、

数日間実施するうち、探究的な学習として実施したり、

これに関連して事前や事後に指導をしたりする部分に

ついて総合的な学習の時間として行うこと

・総合的な学習の時間において計画した学習活動が、学
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習指導要領に示した特別活動の目標や内容と同等の効

果が得られる場合について、総合的な学習の時間の実

施によって、特別活動の実施に替えることができる。

（例）総合的な学習の時間における自然体験活動を特

別活動の「遠足・集団宿泊的行事」の実施に替

える。同様にボランティア活動を「勤労生産・

奉仕的行事」に替える。

２ 内容の取扱い

(1) 学級活動について「・・・各段階における取
り上げる指導内容の重点化を図るとともに、 ★学級活動においては、次の３点を踏まえて各学年段階

必要に応じて内容間の関連や統合を図った において取り上げる指導内容の重点化を図ることが重

り、他の内容を加えたりできること」を示し 要である。

た。 ア 学級の実態

また「学級経営の充実を図り、個々の児童 イ 学級集団の育成上の課題

についての理解を深め、児童との信頼関係を ウ 発達の課題（小１プロブレムや中１ギャップ等）

基盤に指導を行う」を加えた。 ・指導の参考例として、話合い活動、係活動、集会活

動における発達に即した指導のめやす等が示されて

いる。

・「(1)学級や学校の生活づくり」「(2)日常の生活や学習
への適応及び健康安全」の共通事項について関連を図

って指導する。

・「(2)日常の生活や学習への適応及び健康安全」につい
て、共通事項の統合を図ったり、共通事項以外の他の

内容を加えたりすることができる。

(2) 学級活動、児童会活動、クラブ活動について
は、「よりよい生活を築くために集団として ★学級活動の話合い活動における発達段階に応じた指導

意見をまとめるなどの話合い活動や自分たち のめやすを示し、各段階における指導が適切に行われ

できまりを作って守る活動、人間関係を形成 るとともに、話し合う力が段階的に高められるように

する力を養う活動などを充実するよう工夫す している。

ること」を加えた。 （例）低学年：教師が進行等の役割を受けもつことから

はじめ、少しずつ児童がその役割を担うことがで

きるようにする。友達の意見をよく聞いたり、自

分の意見を言えるようにしたりして、学級生活を

楽しくするための集団決定をすることができるよ

うにする。

★話合い活動では次のような指導を発達段階に応じて行

うこととしている。

・理由を明確にして自分の言葉で思いや考えを話す

ことができるようにする。

・誰の話でも相手の立場に立って真剣に聞くことが

できるようにする。

・互いの意見や相違点を理解し合えるようにする。

・互いの思いや気持ちを察し合い、そのよさを理解

し合えるようにする。

・異なる意見について、説得したり、互いの意見の

よさを生かしたり、折り合いをつけたりして集団

としての意見をまとめることができるようにす

る。

・自分が賛成していないことに決まっても、集団決

定したことについて、気持ちよく従い、協力でき

るようにするとともに、互いの気持ちを推し量っ

た言動ができるようにする。

★学級や学校生活を楽しく豊かにするためのきまりにつ

いては、下記のような例示がされている。

（例）・学級のボールを仲良く使うためのきまり



小学校 特別活動

・低学年も楽しく遊べるようなきまり

★上記のようなきまりを作って守る活動を充実すること

は、規範意識を確立したり、民主主義における法やき

まりの意義を理解したりすることにつながる。

★人間関係を形成する力を養うために重視する活動につ

いては、下記のような例示がされている。

（例）・学級や学校の生活上の諸問題について言葉や話合

いを通して解決するための学級会や楽しい学級生

活をつくる係活動や集会活動

・世話をしたり、世話をされたりするような異年齢

による交流活動 等

(3) 言語活動の充実
・学校行事実施に当たっての配慮事項として、 ★特別活動における言語活動の充実は、体験活動等で得

「体験活動を通して気付いたことなどを振り たことを明らかにするための手段としてとらえるとと

返り、まとめたり、発表し合ったりするなど もに、かかわった人々との人間関係を形成する力を養

の活動を充実するよう工夫すること」を加え うための手段としてとらえることが重要である。

た。 また、学級活動等の話合い活動等の重視を言語活動

の充実として考えるならば、問題を解決する力を身に

付けるための手段としてとらえることもできる。

・学校行事においては、特に言語力の育成や体験したこ

とからより多くのことを体得させる観点から、「体験活

動を通して気付いたことなどを振り返り、まとめたり、

発表し合ったりするなどの活動を充実する」としてい

る。

・その場限りの体験に終わらせることなく、事前にその

ねらいや意義を児童に十分理解させ、活動についてあ

らかじめ調べたり、準備したりすることができるよう

にするとともに、活動の節目や事後に、話す、聞く、

読む、書くなど活動を効果的に取り入れることが求め

られる。

例) 集団宿泊学習の実施にかかわり感想文集にまとめ

る、お世話になった方々に手紙を書く、発表会を

する 等


