
◆ 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、集団や社会の

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、人間として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。

・特別活動が、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教育活

動であることをより一層明確にするため、目標に「人間関係」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。

○生徒会活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団や社会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。

○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】

・活動内容を(1)学級や学校の生活づくり、(2)適応と成長及び健康安全、(3)学業と進路の三
つの内容から整理するとともに、いわゆる中１ギャップが指摘されるなど集団の適応にか

かわる問題や思春期の心の問題に対応したり、社会的な自立を目指す教育活動を充実した

りする観点から、内容項目の改善を図った。

【生徒会活動】

・活動内容について(1)生徒会の計画や運営、(2)異年齢集団による交流、(3)生徒の諸活動に
ついての連絡調整、(4)学校行事への協力、(5)ボランティア活動などの社会参加の５つを
示し、それぞれの活動の内容を明確にするとともに、生徒の自発的、自治的な活動の充実

を図った。

【学校行事】

・生徒の発達段階を踏まえ、社会の一員としての自覚と責任感を高め社会的自立をすすめる

観点から、「勤労生産・奉仕的行事」について職場体験を重視するとともに、奉仕体験の

意義を明確にした。また、本物の文化や芸術に触れたり鑑賞したりする活動、文化の継承

に寄与する活動などを充実する観点から「学芸的行事」を「文化的行事」に改めた。
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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」について明確に示した。

・指導計画の作成に当たって「各教科、道徳、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」を示した。

・指導計画の作成に当たって、ガイダンスの機能の充実を図るため、「特に、中学校入学当

初においては、個々の生徒が学校生活に適応するとともに、希望と目標をもって生活でき

るように工夫すること。」を加えた。

【内容の取扱い】

・学級活動及び生徒会活動について、「内容相互の関連を図るよう工夫する」とともに、生

徒の今日的な課題を踏まえ、「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つくって守る活動、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。

・学級活動については、各活動内容に示したいずれの内容項目も各学年ごとに扱うが、その

内容の取扱いに当たっては、「学校、生徒の実態及び第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」るとともに、「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。

（３）言語活動の充実

内容の取扱いにおいて、学校行事の実施に当たっての配慮事項として、体験活動や言語活動

の充実を図る観点から「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年度から平成２３年度の第１学年から第３学年までの特別活動の指導に当たって

は、現行中学校学習指導要領第４章の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第５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５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、各学校の生徒の実態

を踏まえ、各教科、道徳、総合的な学習の時間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、生徒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～３学年：３５時間（学級活動は週１回必ず行うこととされている。）
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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、中学校では内容が網羅的になってい

るため、重点を置きたい内容の指導に力が注ぎにくい

との指摘がある。

★今回の改訂の７つの主な特徴

(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の重視

(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

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、集団や社会の ため、「人間関係」を付加している。

一員としてよりよい生活や人間関係を築こう ★小学校において、「自己の生き方についての考えを深め、

とする自主的・実践的態度を育てるとともに、 自己を生かす能力を養う。」が加えられたが、中学校で

人間としての生き方についての考えを深め、 は「人間としての生き方についての・・・。」とされて

自己を生かす能力を養う。 いることや「社会の一員として」という文言が使われ

ていることを踏まえて目標を理解することが大切。

(2) 各活動・学校行事の目標の設定
① 学級活動

・学級活動を通して、望ましい人間関係を形 ★各活動・学校行事を通して育てる資質や能力を明確に

成し、集団の一員として学級や学校におけ 示すことで、特別活動の目標を具現するためのそれぞ

るよりよい生活づくりに参画し、諸問題を れの活動・学校行事の役割を明確にした。

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。

② 生徒会活動 ・「望ましい集団活動を通して」という特別活動の方法原

・生徒会活動を通して、望ましい人間関係を 理は各活動・学校行事すべて共通である。

形成し、集団や社会の一員としてよりよい ・「自主的・実践的な態度」は各活動・学校行事の目標に

学校生活づくりに参画し、協力して諸問題 示されている。「人間関係の形成」や「生活づくりへの

を解決しようとする自主的、実践的な態度 参画」などが、生徒の自主的・実践的態度として育成

を育てる。 されるようにする。

,③ 学校行事

・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 ★「望ましい人間関係を形成し」は、すべての活動・学

共の精神を養い、協力してよりよい学校生 校行事においても目標に位置付け、強調している。そ

活を築こうとする自主的、実践的な態度を れぞれの特質に応じて指導するとともに、特別活動全

育てる。 体として望ましい人間関係を築く態度が形成されるよ

うにする必要がある。

※共通に示されたもの 例）学級活動で育てたい望ましい人間関係

※各活動・学校行事の特質に応じて示された ・豊かで充実した学級生活づくりのために、生徒一

もの 人一人が、自他の個性を尊重するとともに、集団

の一員としてそれぞれが役割や責任を果たし、互

いに尊重しよさを認め、発揮し合えるような開か

れた人間関係

★特に社会に参画する態度や自治的能力の育成を重視す

る観点から、学級活動及び生徒会活動においては、「生

活づくりに参画」することを、学校行事においては「公

共の精神を養い」を入れた。

２ 内容の改善

(1) 各活動・学校行事の内容の改善
① 学級活動

学級を単位として、学級や学校の生活の充 ★学級活動において取り扱う内容を三つに整理するとと

実と向上、生徒が当面する諸課題への対応に もに、全ての学年で取り扱う内容をそれぞれに複数、

資する活動を行うこと。 計１７項目を示した。

(1)学級や学校の生活づくり ★各項目について、生徒の実態や発達段階等を踏まえ、

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解 取り上げる内容や題材を工夫することが大切である。

決

イ 学級内の組織づくりや仕事の分担処理

ウ 学校における多様な集団の生活の向上 ・中学生の発達段階を表す言葉として「青年期」が用い
(2)適応と成長及び健康安全 られなくなったことを受け、「思春期」へ変更した。

ア 思春期の不安や悩みとその解決

イ 自己及び他者の個性の理解と尊重

ウ 社会の一員としての自覚と責任 ★ボランティア活動への参加について考える態度や自発

ヱ 男女相互の理解と協力 的な参加の意欲を高めることを意図し、「と参加」を加

オ 望ましい人間関係の確立 えた。

カ ボランティア活動の意義の理解と参加
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中学校 特別活動

キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣

の形成 ★「食育」の充実に資する観点から、「食育の観点を踏ま

ク 性的な発達への適応 えた」を加えた。

ケ 食育の観点を踏まえた学校給食と望まし

い食習慣の形成

(3)学業と進路 ★キャリア教育の視点から「働くこと」を付加したり、

ア 学ぶことと働くことの意義の理解 キャリア教育で用いられている言葉に合わせて、「職業

イ 自主的な学習態度の形成と学校図書館の 観・勤労観」から「勤労観・職業観」へ変更したりし

利用 た。

ウ 進路適正の吟味と進路情報の活用

エ 望ましい勤労観・職業観の形成

オ 主体的な進路の選択と将来設計 ★各項目について取り上げる題材や活動の例を示し、中

１ギャップなどの集団の適応にかかわる問題や思春期

の心の問題に対応したり、社会的な自立を目指す教育

活動が充実したりするようにした。

（例）

(1)ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決

・入学や進級の際のオリエンテーション

・学級成員の親睦を深める活動

(2)ア 思春期の不安や悩みとその解決

・自分が不安に感じること、悩みとその解決方法、

身近な人の青年時代などの題材を設定し、生徒

が自由に話し合ったり、先輩や身近な大人にイ

ンタビューして発表したり話し合ったりする。

ウ 社会の一員としての自覚と責任

・集団生活におけるルールやマナー、自由と責任

及び権利と義務、情報化社会におけるモラルな

どの題材を設定し、道徳の時間とも関連を図り

ながら展開する。その時々の学級や学校におけ

る生活上の問題、地域における身近な出来事、

新聞やビデオ等の資料などを取り上げ、話し合

いやディベート、パネルディスカッションなど

により展開していくことも考えられる。

オ 望ましい人間関係の確立

・望ましい人間関係の在り方、豊かな人間関係づ

くりと自己の成長、自己表現とコミュニケーシ

ョン能力などの題材を設定し、ロールプレイン

グや体験発表を取り入れた話合い、自己表現力

やコミュニケーション能力を高める体験的な活

動など様々な展開の工夫が考えられる。

(3)エ 望ましい勤労観・職業観の形成

・自分の役割と生きがい、働く目的と意義、身近

な職業と職業選択などの題材を設定し、調査や

インタビューをもとに話し合ったり発表やディ

ベートを行ったりするなどの活動の展開が考え

られる。また学校行事などとして実施する地域

の職業調べや事業所・福祉施設等における職場

体験や介護体験、あるいは職業人や福祉団体関

係者を招いての講話等との関連を図りながら、

それらの事前、事後指導として調査、話合い、

感想文の作成、発表を行うといった活動の展開

も考えられる。

② 生徒会活動

学校の全生徒をもって組織する生徒会にお ・現行学習指導要領では、生徒会活動で行う活動として

いて、学校生活の充実と向上を図る活動を行 一文で示されていたものを５つに整理して示した。通

うこと。 常行われていた内容であり大きな変化を求められるも

(1)生徒会の計画や運営 のではない。
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・「生徒会の計画と運営」は、現行学習指導要領では「学

校生活の充実や向上を図る活動」と示されていたもの

(2)異年齢集団による交流 であるが、継続的に行われる具体的活動として、次の

(3)生徒の諸活動についての連絡調整 ５つが例示された。

(4)学校行事への協力 ア 学校生活における規律とよき校風の確立のため

(5)ボランティア活動などの社会参加 の活動

イ 環境の保全や美化のための活動

ウ 生徒の教養や情操の向上のための活動

エ 好ましい人間関係を深めるための活動

オ 身近な問題の解決を図るための活動

★学校内外における異年齢の子どもたちからなる集団に

よる健全な人間関係の広がりを重視する観点から加え

た。

★「ボランティア活動などの社会参加」は、現行学習指

導要領では「ボランティア活動など」と示されていた

が、校外でのボランティア活動や有意義な社会的活動

への参加、学校間の交流、障がい者との交流等、多様

な活動を想定して、「の社会参加」を加えた。

③ 学校行事

全校又は学年を単位として、学校生活に秩序

と変化を与え、学校生活の充実と発展に資する ・現行指導要領では、「学芸的行事」として示されていた

体験的な活動を行うこと が、これまでの平素の学習活動の成果を発表する活動

行事（全ての学年で行うものとして明示） に加えて、文化や芸術に親しむ活動を含めた表現とし

(1)儀式的行事 て「文化的行事」と変更した。

(2)文化的行事（←学芸的行事）
(3)健康安全・体育的行事
(4)旅行・集団宿泊的行事 ★生徒の発達の段階や親や教師以外の地域の大人などと

(5)勤労生産・奉仕的行事 の交流の場の減少等の生徒を取り巻く状況の変化を踏

・勤労の尊さや創造する喜びを体得し、職 まえ、中学校段階においては職場体験を重点的に行う

場体験などの職業や進路にかかわる啓発 ことが望まれる。

的な体験が得られるようにするとともに ★職場体験は、学校全体として行うキャリア教育の一環

共に助け合って生きることの喜びを体得 として位置付け、自己の能力・適性等についての理解

し、ボランティア活動などの社会奉仕の を深め、職業や進路、生き方にかかわる啓発的な体験

精神を養う体験が得られるような活動を が行われるようにすることが重要である。また、教育

行うこと。 的な意義が一層深まるとともに、高い教育効果が期待

されることなどから一定期間（例えば１週間（５日間）

程度）にわたって行われることが望まれる。

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 ★特別活動の全体計画を作成した上で、学校全体の生徒

(1) 各学校で作成するべき指導計画を明示した。 会、学校行事の年間指導計画を学校で作成し、学級活

「全体計画」 動は学年ごとの年間指導計画を作成することを前提と

「各活動・学校行事の年間指導計画」等 し、その上で各学級毎の年間指導計画を作成する。

★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

(2) 指導計画の作成に当たって「各教科、道徳、 立場から、それぞれの指導計画が具備すべき条件（項

総合的な学習の時間などの指導との関連を図 目）とその留意点を活動・学校行事毎に細かく示して

る」を加えた。 いる。

(3) 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 ・各教科等で育成された能力が特別活動で十分に活用で

章道徳の第２に示す内容について、特別活動 きるようにするとともに、特別活動で培われた協力的

の特質に応じて適切な指導をすること」を示 で実践的な態度が各教科等の学習に生かされるように

した。 関連を図る。
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★「人間としての生き方について・・・・・・」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。

・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

・集団や社会の一員として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

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。

(4) 指導計画の作成に当たって、ガイダンスの ★いわゆる中１ギャップによる学校不適応に十分配慮し、

機能の充実を図るために、「特に、中学校入 小学校高学年の学級活動との接続も図って、生徒に希

学当初においては、個々の生徒が学校生活に 望や目標を持たせるとともに、達成感を味わわせるこ

適応するとともに、希望と目標をもって生活 とができるよう工夫する必要がある。そのため、学区

できるように工夫すること。」を加えた。 内の小学校と中学校との連携を深め、中学校への体験

入学、保護者等の説明会など、地域全体で取り組んで

いく工夫が必要である。
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２ 内容の取扱い

(1) 学級活動及び生徒会活動について、「内容相 ★学級活動及び生徒会活動における「よりよい生活を築

互の関連を図るよう工夫する」とともに、生 くための諸活動の充実」について示している。

徒の今日的課題を踏まえ、「よりよい生活を 【学級活動の例】

築くために集団として意見をまとめるなどの ア 集団としての意見をまとめるなどの話合い活動の

話合い活動や自分たちできまりをつくって守 充実

る活動、人間関係を形成する力を養う活動な ・学級の諸問題に関して生徒が自分自身の意見を率

どを、充実するよう工夫すること。」を加え 直に述べられるよう配慮をし、学級の一員として

た。 集団全体の合意を作り上げる活動を充実させる。

イ 自分たちできまりをつくって守る活動の充実

・集団の意思決定に主体的にかかわり、その決定を

尊重するという活動を通して、集団の一員として

の自覚を深め、自主的、実践的な態度を身に付け

る。これは規範意識を高め社会性を育成すること

になる。

ウ 人間関係を形成する力を養う活動の充実

・実際の生活の中での諸活動を通して、信頼関係を

形成しつつ、相互に援助し合う活動を意図的に計

画する。社会的なスキルを学ぶ場を適宜設けるこ

とも考えられる。

(2) 学級活動については、各活動内容に示した
いずれの内容項目も各学年ごとに扱うが、そ ・学級活動の内容については、１７示されている各内容

の内容の取扱いに当たっては、「学校、生徒 項目ごとの指導に必ず１単位時間を充てなければなら

の実態及び第３章道徳の第３の１の(3)に示 ないものではなく、２つの内容項目を統合したり、内

す道徳教育の重点などを踏まえ」るとともに、 容の関連を図ったりして指導することが考えられる。

「内容間の関連や統合を図ったり、他の内容 (例) 活動内容(2)の「イ 自己及び他者の個性の理解

を加えたりすることができること。」を示し と尊重」「ウ 社会の一員としての自覚と責任」「エ

た。 男女の相互理解と協力」「オ 望ましい人間関係の

確立」などを、活動内容(1)(3)の内容項目と関連
させながら深めていく。

・第３章道徳の第３の１の(3)に示された重点を踏まえた
上で、学級活動の目標を達成するための効果が期待さ

れる場合には、(1)～(3)に示されていない内容を加え
て指導することも可能である。

(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 たことを明らかにするための手段としてとらえるとと

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

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

を加えた。 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。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、事後には体験活動を通して、感じたり気付い

たりしたことを、自己と対話しながら振り返り、文章

でまとめたり、発表し合ったりする活動を重視し、他

者と体験を共有し、幅広い認識につなげる必要がある。


