
中学校 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、中学校においては、社会生活に必

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、社会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を養い言語感覚

を豊かにし、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認識

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）

・目標と内容を学年ごとに示し、各学年において指導すべき内容を明確にする。

・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〔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、指導事項については学

習過程を一層明確化する。

（３）（言語活動の充実）社会生活に必要とされる発表、案内、報告、編集、鑑賞、批評などの言語

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親しみ、我が国の言語文化を継

承し、新たな創造へとつないでいく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）（漢字指導の内容の改善）「学年別漢字配当表」に示されている漢字を書き、文や文章の中で使

うことを第２学年の指導事項に写し、第３学年では、多様な語句の形で、また、様々な文脈の中

で使うことができるよう指導することを求める。 
（８）（書写の指導の改善）文字文化に親しみ、社会生活や学習活動に役立つよう内容の改善を図る 

とともに、身の回りの文字に関心をもち効果的に書くように指導することを求める。 

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 生徒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 社会生活や他教科、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

平成２１～２３年度 １４０ １０５ １０５

平成２４年度（完全実施） １４０ １４０ １０５

平成２１年度から平成２３年度までの第１学年から第３学年までの国語の指導に当たっては、

現行中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中学校

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、現行中学校学習指導要領による

場合には、平成２３年度の第１学年の国語の指導に当たっては、新中学校指導要領第２章第１節

第２の〔第１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）イ（ア）に規定

する事項（音声の働きや仕組み）を加える。

・音声の働きや仕組みについて関心をもち、理解を深めること。

・音声の働き、音節の基本的な構造などへの理解を促すとともに、音声的特質が話すことや聞く

ことの活動に影響していることを理解させ、生徒自身が日常の活動を振り返る契機にする。

・現行の学習指導要領で目標及び内容がまとめて示されている第２学年及び第３学年について、

平成２３年度の第２学年の指導に当たっては、翌年度を見通した適切な指導計画を作成して指

導する必要があることに十分に留意し、円滑に移行できるようにする。
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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）中学校においては、社会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）～（ク）

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）系統性の重視、小学校との関連

（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 思考力や想像力を養い言語感覚を豊かに

し、国語に対する認識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、発表、

案内、報告、編集、鑑賞、批評などを例示。

① 言語能力

・「社会生活に生きて働くよう、一人一人の生徒が言語の

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。

・「言語感覚」については、小学校の「養う」を、中学校

では「豊かにする」とし、より高いものを求めている。

・「国語に対する認識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、他者と相互に

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）歴史、背景と関連付けながら古典に一層親しむ態度の

育成を重視。

（ウ）漢字は社会生活において確実に使えることを重視。

（エ）書写は社会生活に役立ち文字文化に親しむよう改善。

（オ）敬語は役割を知り、知識を得て使えることを重視。

（カ）言葉のきまりは特質を理解し実際に役立つよう改善。

（キ）日常的な読書を豊かにし、検索を効果的にする。

（ク）教材で古典や近代以降の代表的作品を取り上げる。

・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。

・小学校の解説編と同じ構成にして系統性を意識。

・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（声の出し方の基本的事項や段落の

役割に関する事項など）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）

（第１学年）日常生活の中から話題を決め、

話したり話し合ったりするための材料を人

との交流を通して集め整理すること。

（第２学年）社会生活の中から話題を決め、

話したり話し合ったりするための材料を多

様な方法で集め整理すること。

（第３学年）社会生活の中から話題を決め、

自分の経験や知識を整理して考えをまと

め、語句や文を効果的に使い、資料などを

活用して説得力のある話をすること。

イ（ウ）話すことに関する指導事項

・話すための準備段階で指導する内容と、実際

に話をする段階で指導する内容に分けた。 
ウ（エ）聞くことに関する指導事項

・話の内容を聞き取り、自分の考えに生かすこ

とを示している。

（第１学年）「共通点相違点を整理」（第２学年）

「自分の考えと比較」（第３学年）「自分のもの

の見方や考え方を深める、表現を生かす」

・「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１学年

目的や場面に応じ、日常生活にかかわることなどについ

て構成を工夫して話す能力、話し手の意図を考えながら聞

く能力、話題や方向をとらえて話し合う能力を身に付けさ

せるとともに、話したり聞いたりして考えをまとめようと

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「Ａ話すこと・聞くこと」

ウ 話す速度や音量、言葉の調子や間の取り方、相手に分

かりやすい語句の選択、相手や場に応じた言葉遣いなど

についての知識を生かして話すこと。

・各領域の目標が、現行学習指導要領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」にかかわって新設

・話題を決め、多様な方法で材料や情報を集め整理するこ

とを示している。

・「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。

・第３学年では、「話すことに関する指導事項」とまとめ

て示し、言語活動例ア「時間や場の条件に合わせたスピ

ーチ」と関連させている。

・「音声」が現行の「言語事項（発音・発声）」から今回

領域の内容となった。（第１学年）

・「言語生活」（敬語）が今回領域の内容となった。

（第３学年）

・「聞く力」を重視し、「聞くこと」に関する指導事項を

独立させた。「話の内容を聞き取る」とともに「自分の

考えに生かすこと」を示している。

・現行学習指導要領では〔第２学年及び第３学年〕で示さ

れていたが、〔第２学年〕〔第３学年〕に分けて各学年

で指導すべきことを明確化した。
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オ 話し合うことに関する指導事項

・話合いを効果的に進め、合意形成を目指すこ

とを示している。

（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

・書く課題を決め、材料を集めながら自分の考

えを形成することを示している。

イ構成に関する指導事項（第３学年はア）

・自分の考えに即して取材したことを生かす

とともに、文章の構成を考えることを示して

いる。

ウ（イ）記述に関する指導事項

・記述の仕方を工夫することを示している。

エ（ウ）推敲に関する指導事項

・読みやすく分かりやすい文章にするために

推敲することを示している。

オ（エ）交流に関する指導事項

・書いた文章を互いに読み合い、自分の表現に

役立てるとともに、自分の考えを広げたり深

めたり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、「物事につい

て感じたことを書く言語活動」「物事を整理

し、考えや意見を書く言語活動」「事実や思

いなどを伝える文章を書く言語活動」などを

示した。

Ｃ読むこと

（１）「Ｃ読むこと」の指導事項

ア語句の意味の理解に関する指導事項

・語句の意味や用法などに注意して読むことを

示している。

イ（ウ）文章の解釈に関する指導事項

・構成や叙述などに基づいて文章を解釈するこ

とを示している。

エ（ウオ）自分の考えの形成に関する指導事項

・書かれていることを読んで自分の考えをもつ

ことを示している。

オ（カ）読書と情報活用に関する指導事項

・読書を進めたり、情報を得て活用したりする

ことを示している。

・「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。「効果的に進めること」「合意形成を目指すこと」

で構成している。

・感じたこと…鑑賞したこと、詩歌、物語

・考えや意見…図表を用いた説明、立場を決めて意見

・事実や思い…案内や報告、社会生活に必要な手紙

・イ（ウ）の解釈の基礎となる事項

＜「読むこと」の指導事項の改訂のポイント＞

・文章の形式（構成や展開、表現の仕方等）について自分

の考えをもつこと

・文章に表れているものの見方や考え方について自分の考

えをもつこと

・小学校と同じ項目で示し、系統性を明確にした。

・現行学習指導要領は「評価・批評」となっている。読み

合うだけでなく、その後交流することを意図して「交流」

とした。

・「説明的な文章の解釈」「文学的な文章の解釈」をある

程度分けて示している。

・「読書」と「情報活用」を結び付けて指導する。

・「読書」とは、本を読むことに加え、何かを調べるため

に関係する資料を読むことを含んでいる。それらから得

た内容を「情報」としている。

・「取材したことを生かすこと」とともに、「文章の構成

を考えること」を示している。

・第３学年では、「取材をしながら構成を工夫する」こと

を意図的に指導する。

・各学年２例ずつ示した。

ア話したり聞いたりする活動 イ対話、討論など

・第３学年では選んだ資料を「適切に引用」することを重

視して指導する。引用の際にはかぎ（「」）でくくるこ

と、出典を明示すること、引用する文章が適切な量であ

ることなどが大切。このことが、著作権を保護し尊重す

ることになる。
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（３）言語活動例

各学年において３つずつ例示している。

ア 主として文学的な文章についての例

イ 主として説明的な文章についての例

ウ 目的をもって読むことに関する例

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、言語感覚を豊かにし、実際の言語活

動で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）（第１学年）文語のきまりや訓読の仕方

（第２学年）特徴を生かした朗読

（第３学年）歴史的背景に注意して読む 
（イ）（第１学年）様々な種類の作品がある

（第２学年）古典に表れたものの見方、考え

方

（第３学年）古典に関する簡単な文章を書く

⑴「イ 言葉の特徴やきまりに関する事項」

（ア）言葉の働きや特徴・言葉遣いに関する事項

（イ）（ウ）語句・語彙に関する事項

（エ）（ウ・オ）単語・文及び文章に関する事項

（オ）表現の技法に関する事項

⑴「ウ 漢字に関する事項」

（ア）仮名の読みに関する事項

（イ）漢字の書きに関する事項

⑵書写に関する事項

小学校の指導を踏まえ、文字を書くことに関する

知識・技能の育成が、各教科等の学習場面や社会生

活における言語活動に役立つようにするとともに、

文字を文化としてとらえることが大切。

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」

第１、２学年 １５～２５単位時間程度

第３学年 １０～２０単位時間

（４）「Ｂ書くこと」

第１、２学年 ３０～４０単位時間程度

第３学年 ２０～３０時間程度程度

・第１学年に配置して指導することで、義務教育終了段階で

表現の技法を意識できるようにした。

・漢字の書きの指導について、学年別漢字配当表の漢字につ

いて、第２学年までに「文や文章の中で使うこと」とし、

第３学年では「文や文章の中で使い慣れること」としてい

る。

・各学年の事項ア、イについては、毛筆と硬筆による文字の

書き方についての内容を併せて示している。

・生徒の言語能力が螺旋的に高まるよう、小学校における指

導内容、前後の学年を考慮して弾力的に指導することがで

きるよう指導計画を立てる必要がある。

・学校や学年あるいは学級の生徒の言語活動や言語体験など

の実態に応じて、ねらいや生徒の興味・関心を考えながら

計画を立てることが望ましい。

・現行学習指導要領の（５）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。 

・小学校低学年から親しんできた古典に、中学校で一層親し

ませることがねらい。

・小学校で音読、暗唱などで親しんできたことについて体系

的に指導する。（ア）と（イ）を有機的に組み合わせて指

導するとよい。

・「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。

・左側の時数が最低時数。計画段階で下回らないこと。

・「国語の特質」としてまとめた。「共通語」「敬語」がこ

の項目に入った。
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（５）「Ｃ読むこと」

読書活動を活発にし、言語文化に対する関心を

深めさせつつ、各領域や他教科等との学習との関

連を図り、生徒が様々な文章を読んで、自分の表

現に役立てられるようにする必要がある。

（６）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年度から平成２３年度までの第１学年

から第３学年までの国語の指導に当たっては、現

行中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中学校学

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２３年度の第１学年の国語の指導に当たっ

ては、新中学校指導要領〔第１学年〕〔伝統的な

言語文化と国語の特質に関する事項〕（１）イ

（ア）（音声の働きや仕組み）を加える。

○平成２３年度の第２学年の指導にあたっては、新

学習指導要領の第２学年で扱う内容を取り扱い、

学習漏れがないよう配慮すること。

・道徳の内容との関わりを明確にして関連を図る。 
例

・様々な体験活動を言語化して道徳の時間の指導に生か

す。 
・国語科で扱い、生徒が感動を覚えた教材を道徳で活用す

る。 

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕（１）

・生徒の興味・関心や学習の必要に応じて、ある程度まと

まった知識を得させる指導（古典に関する基礎的・基本

的な内容、言葉の性質の類似性や系統性など）もできる

よう配慮している。

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕（２）

・硬筆及び毛筆を使用する書写の指導は各学年で行う。

・第１、２学年では年間２０単位時間程度、第３学年では

年間１０単位時間程度とする。

＜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。 

＜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。


