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前 文

教育は，教育基本法第�条に定めるとおり，人格の完成を

目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な

資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すという目的

のもと，同法第�条に掲げる次の目標を達成するよう行われ

なければならない。

� 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養

い，豊かな情操と道徳心を培うとともに，健やかな身体

を養うこと。

� 個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を

培い，自主及び自律の精神を養うとともに，職業及び生

活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。

� 正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んず

るとともに，公共の精神に基づき，主体的に社会の形成

に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。

� 生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する

態度を養うこと。

� 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国

と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際社会の平

和と発展に寄与する態度を養うこと。

これからの学校には，こうした教育の目的及び目標の達成

を目指しつつ，一人一人の生徒が，自分のよさや可能性を認

識するとともに，あらゆる他者を価値のある存在として尊重

【新設】

教育基本法の理念や役割な

ど「社会に開かれた教育課

程」を実施していくにあた

り，考え方を前文として提

示。

備 考新学習指導要領現行学習指導要領

下線部は，対照する現行の内容との

主な変更箇所を示しています。
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し，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越

え，豊かな人生を切り拓
ひら

き，持続可能な社会の創り手となる

ことができるようにすることが求められる。このために必要

な教育の在り方を具体化するのが，各学校において教育の内

容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。

教育課程を通して，これからの時代に求められる教育を実

現していくためには，よりよい学校教育を通してよりよい社

会を創るという理念を学校と社会とが共有し，それぞれの学

校において，必要な学習内容をどのように学び，どのような

資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程にお

いて明確にしながら，社会との連携及び協働によりその実現

を図っていくという，社会に開かれた教育課程の実現が重要

となる。

学習指導要領とは，こうした理念の実現に向けて必要とな

る教育課程の基準を大綱的に定めるものである。学習指導要

領が果たす役割の一つは，公の性質を有する学校における教

育水準を全国的に確保することである。また，各学校がその

特色を生かして創意工夫を重ね，長年にわたり積み重ねられ

てきた教育実践や学術研究の蓄積を生かしながら，生徒や地

域の現状や課題を捉え，家庭や地域社会と協力して，学習指

導要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくことも

重要である。

生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え，一人一人

の資質・能力を伸ばせるようにしていくことは，教職員をは

じめとする学校関係者はもとより，家庭や地域の人々も含

め，様々な立場から生徒や学校に関わる全ての大人に期待さ

れる役割である。幼児期の教育及び小学校教育の基礎の上

に，高等学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを

見通しながら，生徒の学習の在り方を展望していくために広

く活用されるものとなることを期待して，ここに中学校学習

指導要領を定める。
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総 則

第� 教育課程編成の一般方針

� 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他

の法令並びにこの章以下に示すところに従い，生徒の人

間として調和のとれた育成を目指し，地域や学校の実態

及び生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮して，

適切な教育課程を編成するものとし，これらに掲げる目

標を達成するよう教育を行うものとする。

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校におい

て，生徒に生きる力をはぐくむことを目指し，創意工夫

を生かした特色ある教育活動を展開する中で，基礎的・

基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用

して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現

力その他の能力をはぐくむとともに，主体的に学習に取

り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実に努めなけ

ればならない。その際，生徒の発達の段階を考慮して，

生徒の言語活動を充実するとともに，家庭との連携を図

りながら，生徒の学習習慣が確立するよう配慮しなけれ

ばならない。

� 学校における道徳教育は，特別の教科である道徳（以

下「道徳科」という。）を要として学校の教育活動全体

総 則

第� 中学校教育の基本と教育課程の役割

� 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他

の法令並びにこの章以下に示すところに従い，生徒の人

間として調和のとれた育成を目指し，生徒の心身の発達

の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して，適

切な教育課程を編成するものとし，これらに掲げる目標

を達成するよう教育を行うものとする。

� 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校におい

て，第�の�に示す主体的・対話的で深い学びの実現に

向けた授業改善を通して，創意工夫を生かした特色ある

教育活動を展開する中で，次の⑴から⑶までに掲げる事

項の実現を図り，生徒に生きる力を育むことを目指すも

のとする。

⑴ 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，

これらを活用して課題を解決するために必要な思考

力，判断力，表現力等を育むとともに，主体的に学習

に取り組む態度を養い，個性を生かし多様な人々との

協働を促す教育の充実に努めること。その際，生徒の

発達の段階を考慮して，生徒の言語活動など，学習の

基盤をつくる活動を充実するとともに，家庭との連携

を図りながら，生徒の学習習慣が確立するよう配慮す

ること。

⑵ 道徳教育や体験活動，多様な表現や鑑賞の活動等を

通して，豊かな心や創造性の涵
かん

養を目指した教育の充

実に努めること。

学校における道徳教育は，特別の教科である道徳

（以下「道徳科」という。）を要として学校の教育活動

【変更】

組織的・計画的に質的向上

が図られるよう，カリキュ

ラム・マネジメントの流れ

に沿った章立てに変更。

【変更】

「主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改

善」であることを明記。

【新設】

「豊かな心や創造性の涵養

を目指した教育の充実」に

努めることを明記。

備 考新学習指導要領現行学習指導要領
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を通じて行うものであり，道徳科はもとより，各教科，

総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応

じて，生徒の発達の段階を考慮して，適切な指導を行わ

なければならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた

教育の根本精神に基づき，人間としての生き方を考え，

主体的な判断の下に行動し，自立した人間として他者と

共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこと

を目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の精神と生

命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会における

具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文

化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，

個性豊かな文化の創造を図るとともに，平和で民主的な

国家及び社会の形成者として，公共の精神を尊び，社会

及び国家の発展に努め，他国を尊重し，国際社会の平和

と発展や環境の保全に貢献し未来を拓
ひら

く主体性のある日

本人の育成に資することとなるよう特に留意しなければ

ならない。

� 学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達

の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切に

行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに

体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の

健康の保持増進に関する指導については，保健体育科の

時間はもとより，技術・家庭科，特別活動などにおいて

もそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることと

する。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会と

の連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健

康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全

で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮し

なければならない。

全体を通じて行うものであり，道徳科はもとより，各

教科，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの

特質に応じて，生徒の発達の段階を考慮して，適切な

指導を行うこと。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められ

た教育の根本精神に基づき，自己の生き方を考え，主

体的な判断の下に行動し，自立した人間として他者と

共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこ

とを目標とすること。

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の精神と

生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会にお

ける具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝

統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土

を愛し，個性豊かな文化の創造を図るとともに，平和

で民主的な国家及び社会の形成者として，公共の精神

を尊び，社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，

国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓
ひら

く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう

特に留意すること。

⑶ 学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発

達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適

切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポ

ーツライフの実現を目指した教育の充実に努めるこ

と。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上

に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保

持増進に関する指導については，保健体育科，技術・

家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科，道徳

科及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの

特質に応じて適切に行うよう努めること。また，それ

らの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りな

がら，日常生活において適切な体育・健康に関する活
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動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある

生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。

� �の⑴から⑶までに掲げる事項の実現を図り，豊かな

創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待

される生徒に，生きる力を育むことを目指すに当たって

は，学校教育全体並びに各教科，道徳科，総合的な学習

の時間及び特別活動（以下「各教科等」という。ただ

し，第�の�の⑵のア及びウにおいて，特別活動につい

ては学級活動（学校給食に係るものを除く。）に限る。）

の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すの

かを明確にしながら，教育活動の充実を図るものとす

る。その際，生徒の発達の段階や特性等を踏まえつつ，

次に掲げることが偏りなく実現できるようにするものと

する。

⑴ 知識及び技能が習得されるようにすること。

⑵ 思考力，判断力，表現力等を育成すること。

⑶ 学びに向かう力，人間性等を涵養すること。

� 各学校においては，生徒や学校，地域の実態を適切に

把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等

を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程

の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，教育

課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとと

もにその改善を図っていくことなどを通して，教育課程

に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向

上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメン

ト」という。）に努めるものとする。

第� 教育課程の編成

� 各学校の教育目標と教育課程の編成

【新設】

学校教育を通して育成すべ

き資質・能力について記

載。

【新設】

各学校が「カリキュラム・

マネジメント」に努めるこ

とを明記。

【新設】

備 考新学習指導要領現行学習指導要領
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第� 内容等の取扱いに関する共通的事項

� 第�章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動の内容

に関する事項は，特に示す場合を除き，いずれの学校に

おいても取り扱わなければならない。

� 学校において特に必要がある場合には，第�章以下に

示していない内容を加えて指導することができる。ま

た，第�章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や

程度等を示す事項は，全ての生徒に対して指導するもの

とする内容の範囲や程度等を示したものであり，学校に

教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科

等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏ま

えつつ，各学校の教育目標を明確にするとともに，教育

課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共

有されるよう努めるものとする。その際，第�章総合的

な学習の時間の第�の�に基づき定められる目標との関

連を図るものとする。

� 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成

⑴ 各学校においては，生徒の発達の段階を考慮し，言

語能力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問題発

見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成

していくことができるよう，各教科等の特質を生か

し，教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るも

のとする。

⑵ 各学校においては，生徒や学校，地域の実態及び生

徒の発達の段階を考慮し，豊かな人生の実現や災害等

を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代

的な諸課題に対応して求められる資質・能力を，教科

等横断的な視点で育成していくことができるよう，各

学校の特色を生かした教育課程の編成を図るものとす

る。

� 教育課程の編成における共通的事項

⑴ 内容等の取扱い

ア 第�章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動の

内容に関する事項は，特に示す場合を除き，いずれ

の学校においても取り扱わなければならない。

イ 学校において特に必要がある場合には，第�章以

下に示していない内容を加えて指導することができ

る。また，第�章以下に示す内容の取扱いのうち内

容の範囲や程度等を示す事項は，全ての生徒に対し

て指導するものとする内容の範囲や程度等を示した

教育課程編成の基本的な方

針が，家庭や地域とも共有

されるよう努めることを明

記。

【新設】

学習の基盤となる資質・能

力を育成するための「教科

等横断的な視点」について

記載。

【新設】

現代的な諸課題に対応して

求められる資質・能力を育

成するための「教科等横断

的な視点」について記載。



8

おいて特に必要がある場合には，この事項にかかわらず

指導することができる。ただし，これらの場合には，第

�章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動並びに各学

年，各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱した

り，生徒の負担過重となったりすることのないようにし

なければならない。

� 第�章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動並びに

各学年，各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序

は，特に示す場合を除き，指導の順序を示すものではな

いので，学校においては，その取扱いについて適切な工

夫を加えるものとする。

� 学校において�以上の学年の生徒で編制する学級につ

いて特に必要がある場合には，各教科の目標の達成に支

障のない範囲内で，各教科の目標及び内容について学年

別の順序によらないことができる。

� 各学校においては，選択教科を開設し，生徒に履修さ

せることができる。その場合にあっては，地域や学校，

生徒の実態を考慮し，すべての生徒に指導すべき内容と

の関連を図りつつ，選択教科の授業時数及び内容を適切

に定め選択教科の指導計画を作成するものとする。

� 選択教科の内容については，課題学習，補充的な学習

や発展的な学習など，生徒の特性等に応じた多様な学習

活動が行えるよう各学校において適切に定めるものとす

る。その際，生徒の負担過重となることのないようにし

なければならない。

� 各学校においては，第�章に示す各教科を選択教科と

して設けることができるほか，地域や学校，生徒の実態

を考慮して，特に必要がある場合には，その他特に必要

な教科を選択教科として設けることができる。その他特

ものであり，学校において特に必要がある場合に

は，この事項にかかわらず加えて指導することがで

きる。ただし，これらの場合には，第�章以下に示

す各教科，道徳科及び特別活動の目標や内容の趣旨

を逸脱したり，生徒の負担過重となったりすること

のないようにしなければならない。

ウ 第�章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動の

内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，

指導の順序を示すものではないので，学校において

は，その取扱いについて適切な工夫を加えるものと

する。

エ 学校において�以上の学年の生徒で編制する学級

について特に必要がある場合には，各教科の目標の

達成に支障のない範囲内で，各教科の目標及び内容

について学年別の順序によらないことができる。

オ 各学校においては，生徒や学校，地域の実態を考

慮して，生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行

えるよう，第�章に示す各教科や，特に必要な教科

を，選択教科として開設し生徒に履修させることが

できる。その場合にあっては，全ての生徒に指導す

べき内容との関連を図りつつ，選択教科の授業時数

及び内容を適切に定め選択教科の指導計画を作成

し，生徒の負担加重となることのないようにしなけ

ればならない。また，特に必要な教科の名称，目

標，内容などについては，各学校が適切に定めるも

のとする。

備 考新学習指導要領現行学習指導要領
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に必要な教科の名称，目標，内容などについては，各学

校が適切に定めるものとする。

� 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う道

徳教育の内容は，第�章特別の教科道徳の第�に示す内

容とする。

第� 授業時数等の取扱い

� 各教科，道徳科，総合的な学習の時間及び特別活動

（以下「各教科等」という。ただし，�及び�において，

特別活動については学級活動（学校給食に係るものを除

く。）に限る。）の授業は，年間35週以上にわたって行う

よう計画し，週当たりの授業時数が生徒の負担過重にな

らないようにするものとする。ただし，各教科等（特別

活動を除く。）や学習活動の特質に応じ効果的な場合に

は，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を設

定する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行うこ

とができる。なお，給食，休憩などの時間については，

学校において工夫を加え，適切に定めるものとする。

� 特別活動の授業のうち，生徒会活動及び学校行事につ

いては，それらの内容に応じ，年間，学期ごと，月ごと

などに適切な授業時数を充てるものとする。

� 各教科等のそれぞれの授業の�単位時間は，各学校に

おいて，各教科等の年間授業時数を確保しつつ，生徒の

発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適

切に定めるものとする。なお，10分間程度の短い時間を

単位として特定の教科の指導を行う場合において，当該

教科を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果

カ 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行

う道徳教育の内容は，第�章特別の教科道徳の第�

に示す内容とし，その実施に当たっては，第�に示

す道徳教育に関する配慮事項を踏まえるものとす

る。

⑵ 授業時数等の取扱い

ア 各教科等の授業は，年間35週以上にわたって行う

よう計画し，週当たりの授業時数が生徒の負担過重

にならないようにするものとする。ただし，各教科

等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には，夏

季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を設定

する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行う

ことができる。

イ 特別活動の授業のうち，生徒会活動及び学校行事

については，それらの内容に応じ，年間，学期ご

と，月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとす

る。

ウ 各学校の時間割については，次の事項を踏まえ適

切に編成するものとする。

� 各教科等のそれぞれの授業の�単位時間は，各

学校において，各教科等の年間授業時数を確保し

つつ，生徒の発達の段階及び各教科等や学習活動

の特質を考慮して適切に定めること。

� 各教科等の特質に応じ，10分から15分程度の短

い時間を活用して特定の教科等の指導を行う場合

【変更】

現行「給食，休憩などの時

間について」は，⑵ウ�へ

移動。
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の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されてい

るときは，その時間を当該教科の年間授業時数に含める

ことができる。

� 各学校においては，地域や学校及び生徒の実態，各教

科等や学習活動の特質等に応じて，創意工夫を生かし時

間割を弾力的に編成することができる。

� 総合的な学習の時間における学習活動により，特別活

動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待

できる場合においては，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。

第� 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

� 各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の

創意工夫を生かし，全体として，調和のとれた具体的な

指導計画を作成するものとする。

⑵ 各教科の各学年，各分野又は各言語の指導内容につ

いては，そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を

加えるなど，効果的な指導ができるようにすること。

⑴ 各教科等及び各学年相互間の関連を図り，系統的，

発展的な指導ができるようにすること。

において，当該教科等を担当する教師が，単元や

題材など内容や時間のまとまりを見通した中で，

その指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等

を責任を持って行う体制が整備されているとき

は，その時間を当該教科等の年間授業時数に含め

ることができること。

� 給食，休憩などの時間については，各学校にお

いて工夫を加え，適切に定めること。

� 各学校において，生徒や学校，地域の実態，各

教科等や学習活動の特質等に応じて，創意工夫を

生かした時間割を弾力的に編成できること。

エ 総合的な学習の時間における学習活動により，特

別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成

果が期待できる場合においては，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。

⑶ 指導計画の作成等に当たっての配慮事項

各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校

の創意工夫を生かし，全体として，調和のとれた具体

的な指導計画を作成するものとする。

ア 各教科等の指導内容については，⑴のアを踏まえ

つつ，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通

しながら，そのまとめ方や重点の置き方に適切な工

夫を加え，第�の�に示す主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善を通して資質・能力を育

む効果的な指導ができるようにすること。

イ 各教科等及び各学年相互間の関連を図り，系統

的，発展的な指導ができるようにすること。

【変更】

�は，現行「第� 授業時

数の取扱い」�の一部より

移動。

【変更】

「主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善

を通して資質・能力」を育

むことを明記。

備 考新学習指導要領現行学習指導要領
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� 各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するも

のとする。

� 学校段階間の接続

教育課程の編成に当たっては，次の事項に配慮しなが

ら，学校段階間の接続を図るものとする。

⑴ 小学校学習指導要領を踏まえ，小学校教育までの学

習の成果が中学校教育に円滑に接続され，義務教育段

階の終わりまでに育成することを目指す資質・能力

を，生徒が確実に身に付けることができるよう工夫す

ること。特に，義務教育学校，小学校連携型中学校及

び小学校併設型中学校においては，義務教育�年間を

見通した計画的かつ継続的な教育課程を編成するこ

と。

⑵ 高等学校学習指導要領を踏まえ，高等学校教育及び

その後の教育との円滑な接続が可能となるよう工夫す

ること。特に，中等教育学校，連携型中学校及び併設

型中学校においては，中等教育�年間を見通した計画

的かつ継続的な教育課程を編成すること。

第� 教育課程の実施と学習評価

� 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するも

のとする。

⑴ 第�の�の⑴から⑶までに示すことが偏りなく実現

されるよう，単元や題材など内容や時間のまとまりを

見通しながら，生徒の主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善を行うこと。

特に，各教科等において身に付けた知識及び技能を

活用したり，思考力，判断力，表現力等や学びに向か

う力，人間性等を発揮させたりして，学習の対象とな

る物事を捉え思考することにより，各教科等の特質に

応じた物事を捉える視点や考え方（以下「見方・考え

方」という。）が鍛えられていくことに留意し，生徒

【新設】

小中の円滑な接続について

記載。

【新設】

高大との円滑な接続につい

て記載。

【新設】

「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた授業改

善について記載。
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⑴ 各教科等の指導に当たっては，生徒の思考力，判断

力，表現力等をはぐくむ観点から，基礎的・基本的な

知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するととも

に，言語に対する関心や理解を深め，言語に関する能

力の育成を図る上で必要な言語環境を整え，生徒の言

語活動を充実すること。

⑽ 各教科等の指導に当たっては，生徒が情報モラルを

身に付け，コンピュータや情報通信ネットワークなど

の情報手段を適切かつ主体的，積極的に活用できるよ

うにするための学習活動を充実するとともに，これら

の情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・

教具の適切な活用を図ること。

⑹ 各教科等の指導に当たっては，生徒が学習の見通し

を立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計

画的に取り入れるようにすること。

⑵ 各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や基礎

的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決的な学

習を重視するとともに，生徒の興味・関心を生かし，

が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせなが

ら，知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情

報を精査して考えを形成したり，問題を見いだして解

決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりするこ

とに向かう過程を重視した学習の充実を図ること。

⑵ 第�の�の⑴に示す言語能力の育成を図るため，各

学校において必要な言語環境を整えるとともに，国語

科を要としつつ各教科等の特質に応じて，生徒の言語

活動を充実すること。あわせて，⑺に示すとおり読書

活動を充実すること。

⑶ 第�の�の⑴に示す情報活用能力の育成を図るた

め，各学校において，コンピュータや情報通信ネット

ワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を

整え，これらを適切に活用した学習活動の充実を図る

こと。また，各種の統計資料や新聞，視聴覚教材や教

育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。

⑷ 生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り

返ったりする活動を，計画的に取り入れるように工夫

すること。

⑸ 生徒が生命の有限性や自然の大切さ，主体的に挑戦

してみることや多様な他者と協働することの重要性な

どを実感しながら理解することができるよう，各教科

等の特質に応じた体験活動を重視し，家庭や地域社会

と連携しつつ体系的・継続的に実施できるよう工夫す

ること。

⑹ 生徒が自ら学習課題や学習活動を選択する機会を設

けるなど，生徒の興味・関心を生かした自主的，自発

的な学習が促されるよう工夫すること。

【追加】

ICT 環境の整備等につい

て記載。

【新設】

体験活動の重視について，

家庭や地域社会との連携に

ついて記載。

備 考新学習指導要領現行学習指導要領
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自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。

⑾ 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図

り，生徒の主体的，意欲的な学習活動や読書活動を充

実すること。

⑿ 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価する

とともに，指導の過程や成果を評価し，指導の改善を

行い学習意欲の向上に生かすようにすること。

⑸ 生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとと

もに，現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能

力を育成することができるよう，学校の教育活動全体

⑺ 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図

り，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善に生かすとともに，生徒の自主的，自発的な

学習活動や読書活動を充実すること。また，地域の図

書館や博物館，美術館，劇場，音楽堂等の施設の活用

を積極的に図り，資料を活用した情報の収集や鑑賞等

の学習活動を充実すること。

� 学習評価の充実

学習評価の実施に当たっては，次の事項に配慮するも

のとする。

⑴ 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，

学習したことの意義や価値を実感できるようにするこ

と。また，各教科等の目標の実現に向けた学習状況を

把握する観点から，単元や題材など内容や時間のまと

まりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して，学

習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向

上を図り，資質・能力の育成に生かすようにするこ

と。

⑵ 創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高めら

れるよう，組織的かつ計画的な取組を推進するととも

に，学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑

に接続されるように工夫すること。

第� 生徒の発達の支援

� 生徒の発達を支える指導の充実

教育課程の編成及び実施に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。

⑴ 学習や生活の基盤として，教師と生徒との信頼関係

及び生徒相互のよりよい人間関係を育てるため，日頃

から学級経営の充実を図ること。また，主に集団の場

【新設】

学習評価の学年間の円滑な

接続について新設。

【新設】

学校経営とカウンセリング

等の個別指導について新
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を通じ，ガイダンスの機能の充実を図ること。

⑶ 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間

関係を育てるとともに生徒理解を深め，生徒が自主的

に判断，行動し積極的に自己を生かしていくことがで

きるよう，生徒指導の充実を図ること。

⑷ 生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択する

ことができるよう，学校の教育活動全体を通じ，計画

的，組織的な進路指導を行うこと。

⑺ 各教科等の指導に当たっては，生徒が学習内容を確

実に身に付けることができるよう，学校や生徒の実態

に応じ，個別指導やグループ別指導，繰り返し指導，

学習内容の習熟の程度に応じた指導，生徒の興味・関

心等に応じた課題学習，補充的な学習や発展的な学習

などの学習活動を取り入れた指導，教師間の協力的な

指導など指導方法や指導体制を工夫改善し，個に応じ

た指導の充実を図ること。

⑻ 障害のある生徒などについては，特別支援学校等の

面で必要な指導や援助を行うガイダンスと，個々の生

徒の多様な実態を踏まえ，一人一人が抱える課題に個

別に対応した指導を行うカウンセリングの双方によ

り，生徒の発達を支援すること。

⑵ 生徒が，自己の存在感を実感しながら，よりよい人

間関係を形成し，有意義で充実した学校生活を送る中

で，現在及び将来における自己実現を図っていくこと

ができるよう，生徒理解を深め，学習指導と関連付け

ながら，生徒指導の充実を図ること。

⑶ 生徒が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通

しながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤と

なる資質・能力を身に付けていくことができるよう，

特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて，キャ

リア教育の充実を図ること。その中で，生徒が自らの

生き方を考え主体的に進路を選択することができるよ

う，学校の教育活動全体を通じ，組織的かつ計画的な

進路指導を行うこと。

⑷ 生徒が，基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含

め，学習内容を確実に身に付けることができるよう，

生徒や学校の実態に応じ，個別学習やグループ別学

習，繰り返し学習，学習内容の習熟の程度に応じた学

習，生徒の興味・関心等に応じた課題学習，補充的な

学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れること

や，教師間の協力による指導体制を確保することな

ど，指導方法や指導体制の工夫改善により，個に応じ

た指導の充実を図ること。その際，第�の�の⑶に示

す情報手段や教材・教具の活用を図ること。

� 特別な配慮を必要とする生徒への指導

⑴ 障害のある生徒などへの指導

設。

【新設】

キャリア教育の充実につい

て新設。

【変更】

備 考新学習指導要領現行学習指導要領
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助言又は援助を活用しつつ，例えば指導についての計

画又は家庭や医療，福祉等の業務を行う関係機関と連

携した支援のための計画を個別に作成することなどに

より，個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や

指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。特に，

特別支援学級又は通級による指導については，教師間

の連携に努め，効果的な指導を行うこと。

ア 障害のある生徒などについては，特別支援学校等

の助言又は援助を活用しつつ，個々の生徒の障害の

状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的

かつ計画的に行うものとする。

イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程に

ついては，次のとおり編成するものとする。

� 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自

立を図るため，特別支援学校小学部・中学部学習

指導要領第�章に示す自立活動を取り入れるこ

と。

� 生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上，

各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容

に替えたり，各教科を，知的障害者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えた

りするなどして，実態に応じた教育課程を編成す

ること。

ウ 障害のある生徒に対して，通級による指導を行

い，特別の教育課程を編成する場合には，特別支援

学校小学部・中学部学習指導要領第�章に示す自立

活動の内容を参考とし，具体的な目標や内容を定

め，指導を行うものとする。その際，効果的な指導

が行われるよう，各教科等と通級による指導との関

連を図るなど，教師間の連携に努めるものとする。

エ 障害のある生徒などについては，家庭，地域及び

医療や福祉，保健，労働等の業務を行う関係機関と

の連携を図り，長期的な視点で生徒への教育的支援

を行うために，個別の教育支援計画を作成し活用す

ることに努めるとともに，各教科等の指導に当たっ

て，個々の生徒の実態を的確に把握し，個別の指導

計画を作成し活用することに努めるものとする。特

に，特別支援学級に在籍する生徒や通級による指導

「障害のある生徒などへの

指導」について，具体的に

記載。
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⑼ 海外から帰国した生徒などについては，学校生活へ

の適応を図るとともに，外国における生活経験を生か

すなどの適切な指導を行うこと。

を受ける生徒については，個々の生徒の実態を的確

に把握し，個別の教育支援計画や個別の指導計画を

作成し，効果的に活用するものとする。

⑵ 海外から帰国した生徒などの学校生活への適応や，

日本語の習得に困難のある生徒に対する日本語指導

ア 海外から帰国した生徒などについては，学校生活

への適応を図るとともに，外国における生活経験を

生かすなどの適切な指導を行うものとする。

イ 日本語の習得に困難のある生徒については，個々

の生徒の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を

組織的かつ計画的に行うものとする。特に，通級に

よる日本語指導については，教師間の連携に努め，

指導についての計画を個別に作成することなどによ

り，効果的な指導に努めるものとする。

⑶ 不登校生徒への配慮

ア 不登校生徒については，保護者や関係機関と連携

を図り，心理や福祉の専門家の助言又は援助を得な

がら，社会的自立を目指す観点から，個々の生徒の

実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行う

ものとする。

イ 相当の期間中学校を欠席し引き続き欠席すると認

められる生徒を対象として，文部科学大臣が認める

特別の教育課程を編成する場合には，生徒の実態に

配慮した教育課程を編成するとともに，個別学習や

グループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善

に努めるものとする。

⑷ 学齢を経過した者への配慮

ア 夜間その他の特別の時間に授業を行う課程におい

て学齢を経過した者を対象として特別の教育課程を

【新設】

海外から帰国した児童への

日本語指導について記載。

【新設】

不登校児童への配慮につい

て記載。

【新設】

学齢を経過した者への配慮

について記載。

備 考新学習指導要領現行学習指導要領
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⒀ 生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動

については，スポーツや文化及び科学等に親しませ，

学習意欲の向上や責任感，連帯感の
かん

涵養等に資するも

のであり，学校教育の一環として，教育課程との関連

が図られるよう留意すること。その際，地域や学校の

編成する場合には，学齢を経過した者の年齢，経験

又は勤労状況その他の実情を踏まえ，中学校教育の

目的及び目標並びに第�章以下に示す各教科等の目

標に照らして，中学校教育を通じて育成を目指す資

質・能力を身に付けることができるようにするもの

とする。

イ 学齢を経過した者を教育する場合には，個別学習

やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改

善に努めるものとする。

第� 学校運営上の留意事項

� 教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連

携等

ア 各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に

基づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に連携

しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マ

ネジメントを行うよう努めるものとする。また，各学

校が行う学校評価については，教育課程の編成，実

施，改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏

まえつつ，カリキュラム・マネジメントと関連付けな

がら実施するよう留意するものとする。

イ 教育課程の編成及び実施に当たっては，学校保健計

画，学校安全計画，食に関する指導の全体計画，いじ

めの防止等のための対策に関する基本的な方針など，

各分野における学校の全体計画等と関連付けながら，

効果的な指導が行われるように留意するものとする。

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図ら

れるように留意するものとする。特に，生徒の自主

的，自発的な参加により行われる部活動については，

スポーツや文化，科学等に親しませ，学習意欲の向上

や責任感，連帯感の涵養等，学校教育が目指す資質・

【新設】

学校評価とカリキュラム・

マネジメントについて記

載。

【新設】

食に関する指導，いじめ防

止等について記載。
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実態に応じ，地域の人々の協力，社会教育施設や社会

教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工

夫を行うようにすること。

⒁ 学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態

等に応じ，家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や

地域社会との連携を深めること。また，中学校間や小

学校，高等学校及び特別支援学校などとの間の連携や

交流を図るとともに，障害のある幼児児童生徒との交

流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設ける

こと。

� 道徳教育を進めるに当たっては，次の事項に配慮する

ものとする。

⑴ 各学校においては，第�の�に示す道徳教育の目標

を踏まえ，道徳教育の全体計画を作成し，校長の方針

の下に，道徳教育の推進を主に担当する教師（以下

「道徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協

能力の育成に資するものであり，学校教育の一環とし

て，教育課程との関連が図られるよう留意すること。

その際，学校や地域の実態に応じ，地域の人々の協

力，社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体と

の連携などの運営上の工夫を行い，持続可能な運営体

制が整えられるようにするものとする。

� 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携

教育課程の編成及び実施に当たっては，次の事項に配

慮するものとする。

ア 学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態

等に応じ，教育活動の実施に必要な人的又は物的な体

制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど，

家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。ま

た，高齢者や異年齢の子供など，地域における世代を

越えた交流の機会を設けること。

イ 他の中学校や，幼稚園，認定こども園，保育所，小

学校，高等学校，特別支援学校などとの間の連携や交

流を図るとともに，障害のある幼児児童生徒との交流

及び共同学習の機会を設け，共に尊重し合いながら協

働して生活していく態度を育むよう努めること。

第� 道徳教育に関する配慮事項

道徳教育を進めるに当たっては，道徳教育の特質を踏ま

え，前項までに示す事項に加え，次の事項に配慮するもの

とする。

� 各学校においては，第�の�の⑵に示す道徳教育の目

標を踏まえ，道徳教育の全体計画を作成し，校長の方針

の下に，道徳教育の推進を主に担当する教師（以下「道

徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協力し

備 考新学習指導要領現行学習指導要領
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力して道徳教育を展開すること。なお，道徳教育の全

体計画の作成に当たっては，生徒，学校及び地域の実

態を考慮して，学校の道徳教育の重点目標を設定する

とともに，道徳科の指導方針，第�章特別の教科道徳

の第�に示す内容との関連を踏まえた各教科，総合的

な学習の時間及び特別活動における指導の内容及び時

期並びに家庭や地域社会との連携の方法を示すこと。

⑵ 各学校においては，生徒の発達の段階や特性等を踏

まえ，指導内容の重点化を図ること。その際，小学校

における道徳教育の指導内容を更に発展させ，自立心

や自律性を高め，規律ある生活をすること，生命を尊

重する心や自らの弱さを克服して気高く生きようとす

る心を育てること，法やきまりの意義に関する理解を

深めること，自らの将来の生き方を考え主体的に社会

の形成に参画する意欲と態度を養うこと，伝統と文化

を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛する

とともに，他国を尊重すること，国際社会に生きる日

本人としての自覚を身に付けることに留意すること。

⑶ 学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，

職場体験活動やボランティア活動，自然体験活動，地

域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。

また，道徳教育の指導内容が，生徒の日常生活に生か

されるようにすること。その際，いじめの防止や安全

の確保等にも資することとなるよう留意すること。

⑷ 学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活

動などの情報を積極的に公表したり，道徳教育の充実

のために家庭や地域の人々の積極的な参加や協力を得

たりするなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，

相互の連携を図ること。

て道徳教育を展開すること。なお，道徳教育の全体計画

の作成に当たっては，生徒や学校，地域の実態を考慮し

て，学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに，道

徳科の指導方針，第�章特別の教科道徳の第�に示す内

容との関連を踏まえた各教科，総合的な学習の時間及び

特別活動における指導の内容及び時期並びに家庭や地域

社会との連携の方法を示すこと。

� 各学校においては，生徒の発達の段階や特性等を踏ま

え，指導内容の重点化を図ること。その際，小学校にお

ける道徳教育の指導内容を更に発展させ，自立心や自律

性を高め，規律ある生活をすること，生命を尊重する心

や自らの弱さを克服して気高く生きようとする心を育て

ること，法やきまりの意義に関する理解を深めること，

自らの将来の生き方を考え主体的に社会の形成に参画す

る意欲と態度を養うこと，伝統と文化を尊重し，それら

を育んできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊

重すること，国際社会に生きる日本人としての自覚を身

に付けることに留意すること。

� 学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，職

場体験活動やボランティア活動，自然体験活動，地域の

行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また，

道徳教育の指導内容が，生徒の日常生活に生かされるよ

うにすること。その際，いじめの防止や安全の確保等に

も資することとなるよう留意すること。

� 学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動

などの情報を積極的に公表したり，道徳教育の充実のた

めに家庭や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりす

るなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連

携を図ること。




