
世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的

に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能

力である。 

各学校においては、児童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（高等学校：各教科・科目等 以下同じ）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。 

７  教育におけるＩＣＴ機器の活用(「教育の情報化」を含む） 

 

１ 学習指導要領の改訂と情報教育 

  情報教育の目標は、情報活用能力の育成を通じて、子どもたちが生涯をとおして、社会の様々

な変化に主体的に対応できるようになるための基礎・基本の習得をめざすことである。 

 学習指導要領では、情報活用能力は以下のように言語能力、問題発見・解決能力等と並ぶ「学

習の基盤となる資質・能力」の一つとして位置付けられるとともに、学校のＩＣＴ環境整備とＩ

ＣＴを活用した学習活動の充実が明示されている。 

 

 

 

 

 

 

（１）情報活用能力とは 

 

 

 

 

 将来の予測が難しい社会において、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、

見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくためには、情報

活用能力の育成が重要となる。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなってい

くと考えられるが、そうした情報技術を有効な手段として学習や日常生活に活用できるように

していくことも重要となる。 

 

   

   

 

 

 

 

 

２ 資質・能力の三つの柱と情報活用能力 

情報活用能力については、資質・能力の三つの柱に沿って、以下のように整理されている。 

 

（１）知識及び技能（何を理解しているか、何ができるか） 

 情報と情報技術を活用した問題の発見・解決等の方法や、情報化の進展が社会の中で果た

す役割や影響、情報に関する法・制度やマナー、個人が果たす役割や責任等について、情報

の科学的な理解に裏打ちされた形で理解し、情報と情報技術を適切に活用するために必要な

技能を身に付けていること。 

（２）思考力、判断力、表現力等（理解していることやできることをどう使うか） 

 様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え、複数の情報を結びつけて新たな意味を

見出だす力や問題の発見・解決等に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身に付

けていること。 

（３）学びに向かう力、人間性等（どのように社会や世界と関わり、よりよい人生を送るか） 

 情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して、情報社会に主体的に参画し、その発展に寄

 情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコン

ピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得

られた情報をわかりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといっ

たことができる力であり、さらに、このような学習活動を遂行する上で必要となる

情報手段の基本的な操作方法の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報

セキュリティ、統計等に関する資質・能力等も含むものとなります。 
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あわせて、各教科等の特質に応じて、次の学習活動を計画的に実施すること。 

 

ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本
的な操作を習得するための学習活動 

イ 児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必

要な論理的思考力を身に付けるための学習活動 

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。 

与しようとする態度等を身に付けていること。 

 

３ 教育課程の実施 

（１）教育課程の実施にあたって 

前述のとおり、すべての校種の学習指導要領において、情報活用能力の育成を図るためにＩ

ＣＴを活用した学習活動の充実を図ることについて、明示されている。 

 

 

 

 

 

小学校では、児童の基本的操作の習得やプログラミングについて学習活動を計画的に実施す

ることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
（２）情報活用能力育成のポイント 

①コンピュータ等の環境を整え、これらを活用した学習活動の充実を図る 
 
○「１人１台端末、高速大容量の通信ネットワーク」の整備 

義務教育段階では、ＧＩＧＡスクール構想で１人１台の端末が整備され、また高等学校
でもＢＹＡＤ（学校が推奨機種を斡旋して個人が購入した端末を持ち込み、活用すること）
が進み、必要な時に検索、記録したり、情報の再利用をしたりできるなど、これまででき
なかった様々な活用が個々の児童生徒の実態に応じて可能となる。  

さらに今後は、ＩＣＴを基盤とした先端技術や教育ビッグデータを効果的に活用できる
環境が整っていくことになるため、この環境を十分に活用することで学習活動の充実を図
る。 

 
○「１人１台端末、高速大容量の通信ネットワーク」を活用した学びの実現 

   教師がＩＣＴを活用しながら、児童生徒の個別最適な学びと資質・能力の一層確実な育
成を実現していくことが重要となる。 

情報活用能力を教科等横断的に育成するためには、全ての教科等において、情

報活用能力を育成しやすい学習場面を見いだし、それぞれの教科等の特質に応じ

る形で、児童生徒がＩＣＴを活用し、様々な情報を取り扱うような学習活動の充

実を図ることが必要です。 
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（「ＧＩＧＡスクール構想の実現へ」（文部科学省 令和元年６月）） 
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○１人１台端末を活用した授業づくり 
   １人１台端末を活用した具体的な授業づくりについては、 

「令和４年度版 とっとりＩＣＴ活用ハンドブック 増補版」（鳥
取県教育委員会 令和４年３月）、「各教科等の指導におけるＩＣ
Ｔの効果的な活用について」（文部科学省 令和２年９月）、「ス
タディーエックス スタイル」（文部科学省）などを参考にすること。
詳細はＱＲコード参照。 

   
 
 
 
 
 
 
②教材・教具の適切な活用を図る 

各教科等の指導に当たっては、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。 

（例） 
・各種統計資料や新聞等、とりわけ信頼性が高い情報や整理されている情報、正確な読み取
りが必要な情報などを授業に活用していく。 

・観察・実験を記録した映像や実技の模範を示す映像、外国語の音声等を、児童生徒が納得
するまで必要な箇所を選んで繰り返し視聴する。 

・分かったことや考えたことをワープロソフトやプレゼンテーションソフトを用いてまとめ
る。 

 
③情報手段の基本的な操作を身に付けさせる（小学校） 
  小学校段階では、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しませる
ことから始め、学習活動を円滑に進めるために必要な程度の速さでのキーボードなどによる
文字の入力、電子ファイルの保存・整理、インターネット上の情報の閲覧や電子的な情報の
送受信や共有などの基本的な操作を確実に身に付けさせるための学習活動を、カリキュラ
ム・マネジメントにより各教科等の特質に応じて計画的に実施していく。 

（例） 
・文章を編集したり図表を作成したりする学習活動 
・様々な方法で情報を収集して調べたり比較したりする学習活動 
・情報手段を使った情報の共有や協働的な学習活動 
・情報手段を適切に活用して調べたものをまとめたり発表したりする学習活動 

 
４ 学校における情報モラル教育 
 携帯電話・スマートフォンやソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）が子どもた
ちにも急速に普及する中で、インターネット上での誹謗中傷やいじめ、インターネット上の犯罪
や違法・有害情報の問題の深刻化、インターネット利用の長時間化等を踏まえ、情報モラルにつ
いて指導することが一層重要となっている。 

 
（１）情報モラルとは 
 

他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任を
もつことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュー
タなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解すること。 

情報モラルは、学習指導要領では、学習の基盤となる資質・能力と定義された情報活用能力
に含まれており、教科等横断的な視点に立った育成を行うものと記載されているため、学校全
体で体系的に取り組む必要がある。情報モラル教育に取り組むに当たっては、従来の授業の中

とっとりＩＣＴ活用 

ハンドブック 

スダディー 

エックス スタイル 
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で情報モラルの視点をもった学習活動に取り組むことが必要である。その際、情報モラルの指
導内容には様々なものがあり、それぞれを一回説明するだけでは、態度として身に付けさせる
までには至らないことから、各教科等において指導する機会を設定したり、繰り返し指導した
りすることが大切である。 
 

（２）情報モラル教育の進め方 
 情報モラル教育の必要性は理解できても、情報技術の進展により発生する新たなトラブルな
ど様々な問題が山積しており、どこから手を付けてよいかわからないなど、すぐに取り掛かれ
ない場合がある。しかし、ネット依存、コミュニケーションのトラブル、ネット被害等問題の
多くは、技術やサービス内容が進化して様々な問題を抱えているように見えるが、こうした問
題の本質はほとんど変化していない。それぞれの本質を理解すれば情報モラル教育を適切に進
めることができるようになる。情報モラルの大半が日常モラルであることを理解させ、それに
情報技術の基本的な特性を理解させることで問題の本質を見抜いて主体的に解決できる力を
身に付けさせることが重要だといえる。 
 

情報モラル ＝ 日常モラル ＋ 情報技術の特性 

 
そこで、その要因や結果を整理すると、大きく次の３つの視点に整理できる。 
① （インターネットやＳＮＳ、ゲーム等に）依存する。 
② 相手とのやり取りで問題を起こす。 
③ 自分が被害者や加害者になる。 

  
実態調査等を踏まえて児童生徒が抱いているこの３点を明らかにし、どの視点で指導するの

かを考えて取り組むことが必要である。情報モラルについては、複雑で多様な問題があるよう
に見えるが、その要因や結果を整理すると、全ての問題は上記の３つの視点で分類できる。児
童生徒に対して、今、どの視点により指導する必要があるかということを考えて取り組むこと
が必要である。具体的に情報モラルの指導では、「日常モラルを育てる」「仕組を理解させる」
「日常モラルと仕組を組み合わせて考えさせる」ということが必要となる。 
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（学習活動例） 

  ・情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動 

・ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動 

・情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動 

・情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動 

・情報セキュリティの重要性とその具体的対策について考えさせる学習活動 

・健康を害するような行動について考えさせる学習活動 

 

（３）今後の情報モラル教育の在り方 ～デジタルシティズンシップ教育～ 

デジタルシティズンシップとは「デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し、参

加する能力」を指すものであり、コンテンツの作成や公開、他者との交流、学習、研究、ゲー

ム等のあらゆるデジタル関連の活動を行う能力に加え、オンライン消費者意識、オンライン情

報とその情報源の批判的評価、インターネットのプライバシーとセキュリティの問題に関する

知識など幅広いリテラシーを含む概念である。具体的には、「ネットいじめ」や「ヘイトスピー

チ」への対応や、オンラインニュースとどう付き合うべきかといった身近な内容を含むもので

ある。 

今後はデジタル社会の危険性を学ぶことに加え、自律的なデジタルの利活用を通じて、様々

な相手とコミュニケーションを行い、多様な社会活動に参画し、よりよいデジタル社会の形成

に寄与する「デジタルシティズンシップを育むための教育」を行うことも必要である。 

 

 

５ プログラミング教育の推進 

コンピュータをより適切かつ効果的に活用してい

くためには、その仕組を知ることが重要である。ま

た、子どもたちが将来どのような職業に就くとして

も時代を越えて普遍的に求められる「プログラミン

グ的思考（※）」を育むことが重要である。こうし

たことから、学習指導要領では、小・中・高等学校

を通じてプログラミング教育を行うこととしてい

る。 

 

（１）小学校 

①小学校におけるプログラミング教育のねらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要

な論理的思考力を身に付けるための学習活動を計画的に実施すること 

（※）プログラミング的思考 

 自分が意図する一連の活動を実現するため

に、どのような動きの組合せが必要であり、一

つ一つの動きに対応した記号を、どのように組

み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのよ

うに改善していけば、より意図した活動に近づ

くのか、といったことを論理的に考えていく力 

〇論理的思考力を育むこと 

〇プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータをはじめとする情報技術によって支え

られていることなどに気付き、身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコンピュータ

等を上手に活用してよりよい社会を築いていこうとする態度などを育むこと 

〇教科等で学ぶ知識及び技能等をより確実に身に付けさせること 

※プログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得したりといったことでは

ない。 
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②小学校段階のプログラミングに関する学習活動の分類 

教
育
課
程
内 

Ａ 学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの 

Ｂ 学習指導要領に例示されてはいないが、学習指導要領に示される各教科 

等の内容を指導する中で実施するもの 

Ｃ 教育課程内で各教科等とは別に実施するもの 

Ｄ クラブ活動など、特定の児童を対象として、教育課程内で実施するもの 

教
育
課
程
外 

Ｅ 学校を会場とするが、教育課程外のもの 

Ｆ 学校外でのプログラミングの学習機会 

  

  ③小学校におけるプログラミングに関する学習活動の例 

Ａ 学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの 

・プログラミングをとおして、正多角形の意味を基に正多角形をかく場面〈算数 第５学年〉 

・身の回りには電気の性質や働きを利用した道具があること等をプログラミングをとおして

学習する場面〈理科 第６学年〉 

・「まちの魅力と情報技術」を探究課題として学習する場面〈総合的な学習の時間〉 

・様々なリズム・パターンを組み合わせて音楽をつくることをプログラミングをとおして学

習する場面〈音楽 第３学年～第６学年〉 

    

Ｃ 教育課程内で各教科等とは別に実施するもの 

・プログラミングの楽しさや面白さ、達成感などを味わえる題材などでプログラミングを体

験する取組 

 

 （「小学校プログラミング教育の手引き（第三版）」文部科学省 令和２年２月 参照） 

 

より具体的な実践事例については小学校プログラミング教育の手引き（第三版）及び、「未

来の学びコンソーシアム」が運営するＷｅｂサイト「小学校を中心としたプログラミング教育

ポータル」（http://miraino-manabi.jp）を参照すること。 

 

（２）中学校 

   生活や社会の中から見いだした問題を情報通信ネットワークを利用した双方向性のあるコン

テンツのプログラミングによって解決する活動をとおして、情報の技術の見方・考え方を働か

せて、問題を見いだして課題を設定し解決する力を育成するとともに、情報通信ネットワーク

の構成と、情報を利用するための基本的な仕組を理解させ、安全・適切なプログラムの制作、

動作の確認及びデバッグ等ができるようにすることをねらいとしている。詳細については、「中

学校学習指導要領解説 技術・家庭編」（文部科学省 平成２９年７月）などを参考にすること。 

 

（３）高等学校 

   問題解決にコンピュータや外部装置を活用する活動をとおして情報の科学的な見方・考え方

を働かせて、コンピュータの仕組とコンピュータでの情報の内部表現、計算に関する限界など

を理解し、アルゴリズムを表現しプログラミングによってコンピュータや情報通信ネットワー

Ｂ 学習指導要領に例示されてはいないが、学習指導要領に示される各教科等の内容を

指導する中で実施するもの 

66



クの機能を使う方法や技能を身に付けるようにし、モデル化やシミュレーションなどの目的に

応じてコンピュータの能力を引き出す力を養う。詳細については、「高等学校学習指導要領解説 

情報編」（文部科学省 平成３０年７月）などを参考にすること。 

 

（４）特別支援学校（小学部） 

   プログラミング教育のねらいは、特別支援学校においても同様であり、教育課程全体を見渡

し、プログラミングを実施する単元を位置付けていく学年や教科を決定する必要がある。その

際、学校の教育目標や児童の障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて工夫して取

り入れていくことが求められる。 

【参考】教科等の指導におけるＩＣＴ活用と教員に求められるＩＣＴ活用指導力について 

教員には、以下の４領域のＩＣＴ活用指導力が求められており、毎年、教員を対象として実態

調査が行われている。自身の課題を把握して、指導力向上のため絶えず研鑽を積むことが必要で

ある。 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和３年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）」（文部科学省 令和４年１０月）

現在の自分のＩＣＴ活用指導力を評価してみてください。  

 

４ できる ３ ややできる ２ あまりできない １ ほとんどできない 
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【参考資料】 

◇「２０３０年頃を見据えた情報通信政策の在り方」一次答申（情報通信審議会 令和４

年６月） 

◇「令和４年度版とっとりＩＣＴ活用ハンドブック増補版」（鳥取県教育委員会 令和４

年３月） 

◇「教育の情報化に関する手引き（追補版）」（文部科学省 令和２年６月） 

◇「高等学校学習指導要領解説 情報編」（文部科学省 平成３０年７月） 

◇「高等学校学習指導要領」（文部科学省 平成３０年３月） 

◇「中学校学習指導要領解説  技術・家庭編」（文部科学省  平成２９年７月） 

◇「小学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 

◇「中学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 
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８  道 徳 教 育 

 

１ 道徳教育とは 

（１）道徳教育の目標 

学校における道徳教育は、児童生徒がよりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを

目標としており、児童生徒一人一人が将来に対する夢や希望、自らの人生や未来を拓いていく

力を育む源となるものでなければならない。 

 

（２）道徳教育の展開と道徳科 

道徳教育は人格形成の根幹に関わるものであり、同時に、民主的な国家・社会の持続的発展

を根底で支えるものでもあることに鑑みると、児童生徒の生活全体に関わるものであり、学校

で行われる全ての教育活動に関わるものである。 

各教科、外国語活動、総合的な学習の時間（高等学校：総合的な探究の時間）及び特別活動

にはそれぞれ固有の目標や特質があり、それらを重視しつつ教育活動が行われるが、それと同

時にその全てが教育基本法第１条に規定する「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」を目的としている。し

たがって、それぞれの教育活動においても、その特質を生かし、児童生徒の発達の段階や個々

人の特性等の両方を適切に考慮しつつ、人格形成の根幹であると同時に、民主的な国家・社会

の持続的発展を根底で支える道徳教育の役割をも担うことになる。 

中でも、特別の教科として位置づけられた道徳科は、道徳性を養うことをめざすものとして、

その中核的な役割を果たす。道徳科の指導において、各教科等で行われる道徳教育を補ったり、

【小学校・中学校】 

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を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、（※外国語活

動）、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、児童生徒の発達の段

階を考慮して、適切な指導を行うこと。（※小学校のみ） 

【高等学校】 

学校における道徳教育は、人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全

体を通じて行うことによりその充実を図るものとし、各教科に属する科目、総合的な探究

の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、適切な指導を行うこと。 

【小・中学校】 

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（中

学校：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。 

【高等学校】 

 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、生徒が自

己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達の段階にあ

ることを考慮し、人間としての在り方生き方を考え、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。 
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それを深めたり、相互の関連を考えて発展させ、統合させたりすることで、学校における道徳

教育は一層充実する。こうした考え方に立って、道徳教育は道徳科を要として学校の教育活動

全体を通じて行うものと学習指導要領に規定されている。 

 

（３）道徳科の目標 

道徳科がめざすものは、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の目標と同様によりよく

生きるための基盤となる道徳性を養うことである。その中で、道徳科が学校の教育活動全体を

通じて行う道徳教育の要としての役割を果たすことができるよう、計画的、発展的な指導を行

うことが重要である。特に、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動における

道徳教育としては取り扱う機会が十分でない道徳的価値に関わる指導を補うことや、児童生徒

や学校の実態等を踏まえて指導をより一層深めること、相互の関連を捉え直したり発展させた

りすることに留意して指導することが求められる。 

道徳科は、このように道徳科以外における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発

展的な指導によってこれを補ったり、深めたり、相互の関連を考えて発展させ、統合させたり

することで、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考

え、自己の生き方についての考えを深める学習をとおして、道徳性を養うことが目標として挙

げられている。 

また、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動では、それぞれの目標に基づ

いて教育活動が行われる。これら各教科等で行われる道徳教育は、それぞれの特質に応じた計

画によってなされるものであり、道徳的諸価値の全体にわたって行われるものではない。この

ことに留意し、道徳教育の要である道徳科の目標と特質を捉えることが大切である。 

なお、道徳科の授業では、特定の価値観を児童生徒に押し付けたり、主体性をもたずに言わ

れるままに行動するよう指導したりすることは、道徳教育のめざす方向の対極にあるものと言

わなければならない。多様な価値観の、時に対立がある場合を含めて、自立した個人として、

また、国家・社会の形成者としてよりよく生きるために道徳的価値に向き合い、いかに生きる

べきかを自ら考え続ける姿勢こそ道徳教育が求めるものである。 

 

２ 道徳科の内容 

（１）道徳科において扱う内容項目 

※別表参照 

 

（２）内容の捉え方 

小学校・中学校学習指導要領「第３章 特別の教科 道徳」の「第２ 内容」は、教師と児

童生徒が人間としてのよりよい生き方を求め、共に考え、共に語り合い、その実行に努めるた

めの共通の課題である。学校の教育活動全体の中で、様々な場や機会を捉え、多様な方法によ

って進められる学習をとおして、児童生徒自らが調和的な道徳性を養うためのものである。そ

れらは、教育活動全体を通じて行われる道徳教育の要としての道徳科はもとより、全教育活動

において、指導されなければならない。 

道徳教育の目標に基づき、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸

価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を（中学校：広い視野から）多面的・多角

的に考え、自己の（中学校：人間としての）生き方についての考えを深める学習を通して、

道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 
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内容項目は、児童が（中学校：中学校の３年間に生徒が）人間として他者とともによりよく

生きていく上で学ぶことが必要と考えられる道徳的価値を含む内容を、短い文章で平易に表現

したものである。また、内容項目ごとにその内容を端的に表す言葉を付記している。これらの

内容項目は、児童生徒自らが道徳性を養うための手掛かりとなるものである。なお、その指導

にあたっては、内容を端的に表す言葉そのものを教え込んだり、知的な理解にのみとどまる指

導になったりすることがないよう十分留意する必要がある。 

したがって、各内容項目を児童生徒の実態を基に把握し直し、指導上の課題を具体的に捉え、

児童生徒自身が道徳的価値の理解を基に自己を見つめ、物事を（中学校：広い視野から）多面

的・多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深めることができるよう、実態に応

じた指導をしていくことが大切である。このように道徳的価値の自覚を深める指導をとおし

て、児童生徒自らが成長を実感したり、これからの課題や目標を見付けたりして、人間として

の生き方についての考えを深める学習ができるよう工夫する必要がある。 

 

（３）四つの視点 

「第２ 内容」は、道徳教育の目標を達成するために指導すべき内容項目を四つの視点から、

「第１学年及び第２学年」、「第３学年及び第４学年」、「第５学年及び第６学年」の学年段

階に分けて示している。（中学校：四つの視点に分けて示している）その視点から内容項目を

分類整理し、内容の全体構成及び相互の関連性と発展性を明確にしている。 

 

３ 年間指導計画の意義 

（１）年間指導計画 

各学校においては、道徳教育の全体計画に基づき、各教科、（外国語活動、）総合的な学習

の時間及び特別活動との関連を考慮しながら、道徳科の年間指導計画を作成するものとする。 

【小学校】 

  年間指導計画は、道徳科の指導が、道徳教育の全体計画に基づき、児童の発達の段階に即し

て計画的、発展的に行われるように組織された全学年にわたる年間の指導計画である。具体的

には、道徳科において指導しようとする内容について、児童の実態や多様な指導方法等を考慮

して、学年段階に応じた主題を構成し、この主題を年間にわたって適切に位置付け、配列し、

学習指導過程等を示すなど授業を円滑に行うことができるようにするものである。 

 【中学校】 

年間指導計画は、道徳科の指導が、道徳教育の全体計画に基づき、各教科等の年間指導計画

との関連をもちながら、生徒の発達の段階に即して計画的、発展的に行われるように組織され

た全学年にわたる年間の指導計画である。具体的には、道徳科において指導しようとする内容

について、学校独自の重点内容項目や生徒の実態や多様な指導方法等を考慮して、学年ごとに

主題を構成し、この主題を年間にわたって適切に位置付け、配列し、学習指導過程等を示すな

ど授業を円滑に行うことができるように示したものである。 

 

（２）年間指導計画作成上の創意工夫と留意点 

年間指導計画を活用しやすいものにし、指導の効果を高めるために、特に創意工夫し留意す

べきこととして次のことが挙げられる。 

①主題の設定と配列を工夫する 

②計画的、発展的な指導（中学校：発展的指導）ができるように工夫する 
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③重点的（中学校：重点的な）指導ができるように工夫する 

④各教科等、体験活動等との関連的指導を工夫する 

⑤複数時間の関連を図った指導を取り入れる 

⑥特に必要な場合には他学年段階の内容を加える（小学校のみ） 

⑦計画の弾力的な取扱いについて配慮する 

⑧年間指導計画の評価と改善を計画的に行うようにする 

 

４ 道徳科の指導 

（１）道徳科の学習指導案 

①道徳科の学習指導案の内容 

【小学校】 

道徳科の学習指導案は、教師が年間指導計画に位置付けられた主題を指導するに当たって、

児童や学級の実態に即して、教師自身の創意工夫を生かして作成する指導計画である。具体

的には、ねらいを達成するために、道徳科の特質を生かして、何を、どのような順序、方法

で指導し、評価し、さらに主題に関連する本時以外の指導にどのように生かすのかなど、学

習指導の構想を一定の形式に表現したものである。 

学習指導案は、教師の指導の意図や構想を適切に表現することが好ましく、各教師の創意

工夫が期待される。したがって、その形式に特に決まった基準はないが、一般的には次のよ

うな事項が取り上げられている。 

ア 主題名 

原則として年間指導計画における主題名を記述する。 

イ ねらいと教材 

年間指導計画を踏まえてねらいを記述するとともに教材名を記述する。 

ウ 主題設定の理由 

年間指導計画における主題構成の背景などを再確認するとともに、①ねらいや指導

内容についての教師の捉え方、②それに関連する児童のこれまでの学習状況や実態と

教師の願い、③使用する教材の特質やそれを生かす具体的な活用方法などを記述する。 

エ 学習指導過程 

ねらいに含まれる道徳的価値について、児童が道徳的価値についての理解を基に、

自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める

ことができるようにするための教師の指導と児童の学習の手順を示すものである。一

般的には、学習指導過程を導入、展開、終末の各段階に区分し、児童の学習活動、主

な発問と予想される児童の発言、指導上の留意点、指導の方法、評価の観点などを指

導の流れに即して記述することが多い。 

オ その他 

例えば、他の教育活動などとの関連、評価の観点、教材分析、板書計画、校長や教

頭などの参加、他の教師との協力的な指導、保護者や地域の人々の参加や協力など、

授業が円滑に進められるよう必要な事柄を記述する。 

 

【中学校】 

道徳科の学習指導案は、教師が年間指導計画に位置付けられた主題を指導するに当たって、

生徒や学級の実態に即して、教師自身の創意工夫を生かして作成する具体的な指導計画案の
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ことである。これはねらいを達成するために、生徒がどのように学んでいくのかを十分に考

慮して、何を、どのような順序で、どのような方法で指導し、評価し、さらに、主題に関連

する本時以外の指導にどのように生かすのかなど、学習指導の構想を一定の形式に表現した

ものである。 

学習指導案は、教師の指導の意図や構想が適切に表現されることが好ましく、各教師の創

意工夫が期待される。したがって、その形式に特に決まった基準はないが、一般的な内容と

しては次のようなものが考えられる。 

ア 主題名 

原則として年間指導計画における主題名を記述する。   

イ ねらいと教材 

年間指導計画を踏まえてねらいを記述するとともに教材名を記述する。 

ウ 主題設定の理由 

年間指導計画における主題構成の背景などを再確認するとともに、①ねらいや指導内 

容についての教師の捉え方、②それに関連する生徒のこれまでの学習状況や実態と教師 

の生徒観、③使用する教材の特質や取り上げた意図及び生徒の実態と関わらせた教材を 

生かす具体的な活用方法などを記述する。 

記述に当たっては、生徒の肯定的な面やそれを更に伸ばしていこうとする観点からの 

積極的な捉え方を心掛けるようにする。また、抽象的な捉え方をするのではなく、生徒

の学習場面を予想したり、発達の段階や指導の流れを踏まえたりしながら、より具体的

で積極的な教材の生かし方を記述するようにする。 

エ 学習指導過程 

ねらいに含まれる道徳的価値について、生徒が道徳的価値についての理解を基に道徳 

的価値や人間としての生き方についての自覚を深めることをめざし、資料や生徒の実態

などに応じて、教師がどのような指導を展開していくか、その手順を示すものである。

一般的には学習指導過程を、導入、展開、終末の各段階に区分し、生徒の学習活動、主

な発問と生徒の予想される反応、指導上の留意点などで構成されることが多い。 

オ その他 

例えば、他の教育活動などとの関連、評価の観点、教材分析、板書計画、校長や教頭 

などの参加、他の教師との協力的な指導、保護者や地域の人々の参加や協力など、授業 

が円滑に進められるよう必要な事柄を記述する。なお、重点的に取り上げる内容や複数 

時間にわたって関連をもたせて指導する場合は、全体的な指導の構想と本時の位置付け 

について記述することが望まれる。 

 

②学習指導案作成の主な手順 

【小学校】 

ア  ねらいを検討する 

      指導の内容や教師の指導の意図を明らかにする。 

イ  指導の重点を明確にする 

ねらいに関する児童の実態と、それを踏まえた教師の願いを明らかにし、各教科等での 

指導との関連を検討して、指導の要点を明確にする。 

ウ  教材を吟味する 

教科用図書や副読本等の教材について、授業者が児童に考えさせたい道徳的価値に関わ
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る事項がどのように含まれているかを検討する。 

エ  学習指導過程を構想する 

ねらい、児童の実態、教材の内容などを基に、授業の展開について考える。その際、児 

童がどのような問題意識をもって学習に臨み、ねらいとする道徳的価値を理解し、自己を 

見つめ、多様な感じ方や考え方によって学び合うことができるのかを具体的に予想しなが 

ら、それらが効果的になされるための授業全体の展開を構想する。 

また、学習指導過程の構想に当たっては、指導の流れ自体が、特定の価値観を児童に教

え込むような展開となることのないよう、児童が道徳的価値に関わる事象を主体的に考え、

また、児童同士の話合いをとおしてよりよい生き方を導き出していくというような展開も

効果的である。 

 

【中学校】 

ア ねらいを検討する 

      指導の内容や教師の指導の意図を明らかにする。 

イ 指導の重点を明確にする 

ねらいに関する生徒の実態と、各教科等での指導との関連を検討して、指導の要点を明

確にする。 

ウ 教材を吟味する 

教科用図書や副教材の題材について、授業者が生徒に考えさせたい道徳的価値に関わる

事項がどのように含まれているかを検討する。 

   エ 学習指導過程を構想する 

ねらい、生徒の実態、教材の内容などを基に、授業全体の展開について考える。その際、

生徒がどのように感じたり考えたりするのか、どのような問題意識をもって学習に臨み、

ねらいとする道徳的価値を理解し、自己を見つめ、多様な感じ方や考え方によって学び合

うことができるのかを具体的に予想しながら、生徒が道徳的価値との関わりや、生徒同士、

生徒と教師との議論の中で人間の真実やよりよく生きる意味について考えを深めることが

できるよう、それらが効果的になされるための授業全体の展開を構想する。 

 

（２）道徳科の特質を生かした学習指導 

【小学校】 

道徳科の指導においては、児童一人一人が道徳的価値についての理解を基に、自己を見つ

め、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深めることで道徳性を養

うという特質を十分考慮し、それに応じた学習指導過程や指導方法を工夫することが大切で

ある。それとともに、児童が自らのよさや成長を実感できるように工夫することが求められ

る。 

道徳科の学習指導過程には、特に決められた形式はないが、一般的には以下のように、導

入、展開、終末の各段階を設定することが広く行われている。このような指導を基本とする

が、教師の指導の意図や教材の効果的な活用などに合わせて弾力的に扱うなどの工夫をする

ことが大切である。 

①導入の工夫 

導入は、主題に対する児童の興味や関心を高め、ねらいの根底にある道徳的価値の理解

を基に自己を見つめる動機付けを図る段階であると言われる。 

74



 

 

具体的には、本時の主題に関わる問題意識をもたせる導入、教材の内容に興味や関心を

もたせる導入などが考えられる。 

②展開の工夫 

展開は、ねらいを達成するための中心となる段階であり、中心的な教材によって、児童

一人一人が、ねらいの根底にある道徳的価値の理解を基に自己を見つめる段階であると言

われる。 

具体的には、児童の実態と教材の特質を押さえた発問などをしながら進めていく。そこ

では、教材に描かれている道徳的価値に対する児童一人一人の考え方や感じ方を生かした

り、物事を多面的・多角的に考えたり、児童が自分との関わりで道徳的価値を理解したり、

自己を見つめるなどの学習が深まるように留意する。児童がどのような問題意識をもち、

どのようなことを中心にして自分との関わりで考えを深めていくのかについて主題が明瞭

となった学習を心掛ける。 

③終末の工夫 

終末は、ねらいの根底にある道徳的価値に対する思いや考えをまとめたり、道徳的価値

を実現することのよさや難しさなどを確認したりして、今後の発展につなぐ段階であると

言われる。 

この段階では、学習をとおして考えたことや新たに分かったことを確かめたり、学んだ

ことを更に深く心にとどめたり、これからへの思いや課題について考えたりする学習活動

などが考えられる。 

 

【中学校】 

道徳科の指導においては、生徒一人一人がねらいに含まれる道徳的価値についての理解を

基に、自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、道徳的価値や人間として

の生き方についての自覚を深めることで道徳性を養うという特質を十分考慮し、それに応じ

た学習指導過程や指導方法を工夫することが大切である。生徒自らが望ましい人間としての

生き方を追求し、道徳的価値についての見方や感じ方、考え方を深めていく。それとともに、

生徒が自らのよさや成長を実感できるように工夫することが求められる。 

道徳科の学習指導過程には、特に決められた形式はないが、一般的には以下のように、導

入、展開、終末の各段階を設定することが広く行われている。このような指導を基本とする

が、学級の実態、指導の内容や教師の指導の意図、教材の効果的な活用などに合わせて弾力

的に扱うなど、各段階での多様な工夫をすることが大切である。 

①導入の工夫 

主題に対する生徒の興味や関心を高め、学習への意欲を喚起して、生徒一人一人のね

らいの根底にある道徳的価値や人間としての生き方についての自覚に向けて動機付けを

図る段階である。 

具体的には、本時の主題に関わる問題意識をもたせる導入、教材の内容に興味や関心

をもたせる導入などが考えられる。 

②展開の工夫 

ねらいを達成するための中心となる段階であり、中心的な教材によって、生徒一人一

人が、ねらいの根底にある道徳的価値の理解を基に自己を見つめ、物事を広い視野から

多面的・多角的に考え、道徳的価値や人間としての生き方についての自覚を深める段階

である。道徳的価値を生徒自らが自分のこととして捉え、道徳的価値を自分の生活の中
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に生かしていこうとする思いや課題が培われることが必要である。 

具体的には、生徒の実態と教材の特質を押さえた発問などをしながら進めていく。そ

こでは、教材に描かれている道徳的価値に対する生徒一人一人の感じ方や考え方を生か

し、生徒が自分との関わりで道徳的価値を理解したり、物事を多面的・多角的に考えた

り、自分の問題として受け止め深く自己を見つめるなど学習が深まるように留意する。

生徒がどのような問題意識をもち、どのようなことを中心にして人間としての生き方に

ついての考えを深めていくのかについて主題が明瞭となった学習を心掛ける。また、問

題解決的な学習や体験的な学習を取り入れる場合には、生徒と教師、生徒相互の対話の

深まり、議論の深まりが、生徒の見方や考え方の高まりを促すことから、課題に応じた

活発な対話や議論が可能になるよう工夫することが求められる。 

③終末の工夫 

ねらいの根底にある道徳的価値に対する思いや考えをまとめたり、道徳的価値を実現

することのよさや難しさなどを確認して、今後の発展につなげたりする段階である。 

この段階では、学習をとおして考えたことや新たに分かったことを確かめたり、学ん

だことを更に深く心にとどめたり、これからへの思いや課題について考えたりする学習

活動などが考えられる。生徒一人一人が、自らの道徳的な成長や明日への課題などを実

感でき確かめることができるような工夫が求められる。 

 

５ 道徳科の評価 

児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し、指導に生かすよう努め

る必要がある。ただし、数値などによる評価は行わないものとする。 

（１）道徳科における評価の基本的な考え方 

学習における評価とは、児童生徒にとっては、自らの成長を実感し意欲の向上につなげてい

くものであり、教師にとっては、教師が目標や計画、指導方法の改善・充実に取り組むための

資料である。 

道徳科の特質を踏まえれば、評価に当たっては、以下のことが求められる。 

・数値による評価ではなく、記述式とすること 

・個々の内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること（※１） 

・他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止

めて認め、励ます個人内評価（※２）として行うこと 

・学習活動において児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか、道徳的価値の

理解を自分自身との関わりの中で深めているかといった点を重視すること 

・道徳科の学習活動における児童生徒の具体的な取組状況を一定のまとまりの中で見取ること 

・発達障がい等のある児童生徒が抱える学習上の困難さの状況等を踏まえた指導及び評価上の

配慮を行うこと 

※１「大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること」とは… 

年間や学期といった一定の時間的なまとまりの中で、児童生徒の学習状況や道徳性に

係る成長の様子を把握する必要があるということ 

※２「個人内評価」とは… 

児童生徒のよい点を褒めたり、さらなる改善が望まれる点を指摘したりするなど、児

童生徒の発達の段階に応じ励ましていく評価 
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（２）指導要録への記述 

一人一人の児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子について、発言や会話、作文・感

想文やノートなどを通じて、以下のような点に注目して見取り、特に顕著と認められる具体的

な状況を記述する。 

他者の考え方や議論に触れ、自律的に思考

する中で、一面的な見方から多面的・多角的

な見方へと発展しているか 

多面的・多角的な思考の中で、道徳的価値

の理解を自分自身との関わりの中で深めて

いるか 

＜評価の視点例＞ 

○道徳的価値に関わる問題に対する判断の根拠やそのときの心情を様々な視点から捉え考

えようとしている 

○自分と違う立場や感じ方、考え方を理解しようとしている 

○複数の道徳的価値の対立が生じる場面において取り得る行動を多面的・多角的に考えよう

としている 

 

○読み物教材の登場人物を自分に置き換えて考え、自分なりに具体的にイメージして理解し

ようとしている 

○現在の自分自身を振り返り、自らの行動や考えを見直している 

○道徳的な問題に対して自己の取り得る行動を他者と議論する中で、道徳的価値の理解を更

に深めている 

○道徳的価値の実現することの難しさを自分のこととして捉え、考えようとしている 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「令和２年度鳥取県学校教育のめざすもの」鳥取県教育委員会 令和２年９月） 

一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展させているかどうか 

道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかどうか 

評価に当たっては、児童生徒が一年間書きためた感想文をファイルしたり、１回

１回の授業の中で全ての児童生徒について評価を意識した変容を見取るのは難しい

ため年間３５時間の授業という長い期間で見取ったりするなどの工夫も必要です。 

道徳科の評価を推進するに当たっては、学習評価の妥当性、信頼性等を担

保することが重要です。そのためには、評価は個々の教師が個人として行う

のではなく、学校として組織的・計画的に行われることが重要です。 
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６ 道徳科の指導におけるＩＣＴ活用 

（１）道徳科の指導におけるＩＣＴ活用の利点 

学習活動において子どもが道徳的価値やそれらに関わる諸事象について他者の考え方や議

論に触れ、議論する中で、ＩＣＴの効果的な活用が子どもたちの学習活動を促すことにもなる。

また、年間や学期という一定の期間を経て評価するためにＩＣＴを活用することが、子どもた

ちが自己を深く見つめることや教師の負担軽減にもつながる。 
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（２）道徳科の指導におけるＩＣＴの活用例 

道徳科では、答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の子どもたちが自分自身の問題と

捉え、向き合う、「考え、議論する道徳」への転換により、道徳性を養うことが求められる。

指導に当たっては、道徳科の目標に示されている学習活動に着目し、より効果的に行われるよ

うにするための手段としてＩＣＴを活用することが肝要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

◇「令和２年度鳥取県学校教育のめざすもの」（鳥取県教育委員会 令和２年９月） 

◇「小学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「中学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「小学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 

◇「中学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 
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８ 道徳教育 

別紙 道徳科において扱う内容項目 

 

【小学校】 

Ａ 主として自分自身に関すること 

［善悪の判断、自律、自由と責任］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

よいことと悪いこととの区別をし、よいと思うことを進んで行うこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

正しいと判断したことは、自信をもって行うこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

自由を大切にし、自律的に判断し、責任のある行動をすること。 

［正直、誠実］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

うそをついたりごまかしをしたりしないで、素直に伸び伸びと生活すること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

過ちは素直に改め、正直に明るい心で生活すること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

誠実に、明るい心で生活すること。 

［節度、節制］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

健康や安全に気を付け、物や金銭を大切にし、身の回りを整え、わがままをしないで、

規則正しい生活をすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

自分でできることは自分でやり、安全に気を付け、よく考えて行動し、節度のある生活

をすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

安全に気を付けることや、生活習慣の大切さについて理解し、自分の生活を見直し、節

度を守り節制に心掛けること。 

［個性の伸長］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

自分の特徴に気付くこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

自分の特徴に気付き、長所を伸ばすこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

自分の特徴を知って、短所を改め長所を伸ばすこと。 

［希望と勇気、努力と強い意志］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

自分のやるべき勉強や仕事をしっかりと行うこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

自分でやろうと決めた目標に向かって、強い意志をもち、粘り強くやり抜くこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

より高い目標を立て、希望と勇気をもち、困難があってもくじけずに努力して物事をや

り抜くこと。 

［真理の探究］ 

〔第５学年及び第６学年〕 

真理を大切にし、物事を探究しようとする心をもつこと。 
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Ｂ 主として人との関わりに関すること 

［親切、思いやり］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

身近にいる人に温かい心で接し、親切にすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

相手のことを思いやり、進んで親切にすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

誰に対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にすること。 

［感謝］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

家族など日頃世話になっている人々に感謝すること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

家族など生活を支えてくれている人々や現在の生活を築いてくれた高齢者に、尊敬と感

謝の気持ちをもって接すること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

日々の生活が家族や過去からの多くの人々の支え合いや助け合いで成り立っていること

に感謝し、それに応えること。 

［礼儀］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

気持ちのよい挨拶、言葉遣い、動作などに心掛けて、明るく接すること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

礼儀の大切さを知り、誰に対しても真心をもって接すること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

時と場をわきまえて、礼儀正しく真心をもって接すること。 

［友情、信頼］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

友達と仲よくし、助け合うこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

友達と互いに理解し、信頼し、助け合うこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

友達と互いに信頼し、学び合って友情を深め、異性についても理解しながら、人間関係

を築いていくこと。 

［相互理解、寛容］ 

〔第３学年及び第４学年〕 

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、相手のことを理解し、自分と異なる意見も

大切にすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、謙虚な心をもち、広い心で自分と異なる意

見や立場を尊重すること。 

 

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること 

［規則の尊重］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

約束や社会のきまりの意義を理解し、それらを守ること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り、自他の権利を大切にし、義務を

果たすこと。 
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［公正、公平、社会正義］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

自分の好き嫌いにとらわれないで接すること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

誰に対しても分け隔てをせず、公正、公平な態度で接すること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく、公正、公平な態度で接し、正義の

実現に努めること。 

［勤労、公共の精神］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

働くことのよさを知り、みんなのために働くこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

働くことの大切さを知り、進んでみんなのために働くこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

働くことや社会に奉仕することの充実感を味わうとともに、その意義を理解し、公共の

ために役に立つことをすること。 

［家族愛、家庭生活の充実］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

父母、祖父母を敬愛し、進んで家の手伝いなどをして、家族の役に立つこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

父母、祖父母を敬愛し、家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

父母、祖父母を敬愛し、家族の幸せを求めて、進んで役に立つことをすること。 

［よりよい学校生活、集団生活の充実］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

先生を敬愛し、学校の人々に親しんで、学級や学校の生活を楽しくすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

先生や学校の人々を敬愛し、みんなで協力し合って楽しい学級や学校をつくること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

先生や学校の人々を敬愛し、みんなで協力し合ってよりよい学級や学校をつくるととも

に、様々な集団の中での自分の役割を自覚して集団生活の充実に努めること。 

［伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

我が国や郷土の文化と生活に親しみ、愛着をもつこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし、国や郷土を愛する心をもつこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし、先人の努力を知り、国や郷土を愛する心をもつ

こと。 

［国際理解、国際親善］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

他国の人々や文化に親しむこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

他国の人々や文化に親しみ、関心をもつこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

他国の人々や文化について理解し、日本人としての自覚をもって国際親善に努めること。 
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Ｄ 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

［生命の尊さ］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

生きることのすばらしさを知り、生命を大切にすること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

生命の尊さを知り、生命あるものを大切にすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであること 

を理解し、生命を尊重すること。 

［自然愛護］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

身近な自然に親しみ、動植物に優しい心で接すること。 

〔第３学年及び第４学年〕 

自然のすばらしさや不思議さを感じ取り、自然や動植物を大切にすること。 

〔第５学年及び第６学年〕 

自然の偉大さを知り、自然環境を大切にすること。 

［感動、畏敬の念］ 

〔第１学年及び第２学年〕 

美しいものに触れ、すがすがしい心をもつこと。 

〔第３学年及び第４学年〕 

美しいものや気高いものに感動する心をもつこと。 

〔第５学年及び第６学年〕 

美しいものや気高いものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏敬の念をもつ

こと。 

［よりよく生きる喜び］ 

〔第５学年及び第６学年〕 

よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解し、人間として生きる喜びを感じる

こと。 

 

 

【中学校】 

Ａ 主として自分自身に関すること 

［自主、自律、自由と責任］ 

自律の精神を重んじ、自主的に考え、判断し、誠実に実行してその結果に責任をもつこと。 

［節度、節制］ 

望ましい生活習慣を身に付け、心身の健康の増進を図り、節度を守り節制に心掛け、安全

で調和のある生活をすること。 

［向上心、個性の伸長］ 

自己を見つめ、自己の向上を図るとともに、個性を伸ばして充実した生き方を追求するこ

と。 

［希望と勇気、克己と強い意志］ 

より高い目標を設定し、その達成を目指し、希望と勇気をもち、困難や失敗を乗り越えて

着実にやり遂げること。 

［真理の探究、創造］ 

真実を大切にし、真理を探究して新しいものを生み出そうと努めること。 
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Ｂ 主として人との関わりに関すること 

［思いやり、感謝］ 

思いやりの心をもって人と接するとともに、家族などの支えや多くの人々の善意により日

々の生活や現在の自分があることに感謝し、進んでそれに応え、人間愛の精神を深めること。 

［礼儀］ 

礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動をとること。 

［友情、信頼］ 

友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、互いに励まし合い、高め合うととも

に、異性についての理解を深め、悩みや葛藤も経験しながら人間関係を深めていくこと。 

［相互理解、寛容］ 

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、それぞれの個性や立場を尊重し、いろいろな

ものの見方や考え方があることを理解し、寛容の心をもって謙虚に他に学び、自らを高めて

いくこと。 

 

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること 

［遵法精神、公徳心］ 

法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのよりよい在り方について

考え、自他の権利を大切にし、義務を果たして、規律ある安定した社会の実現に努めること。 

［公正、公平、社会正義］ 

正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏見のない社会の実現に努める

こと。 

［社会参画、公共の精神］ 

社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め、公共の精神をもってよりよい社会の実現に努め

ること。 

［勤労］ 

勤労の尊さや意義を理解し、将来の生き方について考えを深め、勤労を通じて社会に貢献

すること。 

［家族愛、家庭生活の充実］ 

父母、祖父母を敬愛し、家族の一員としての自覚をもって充実した家庭生活を築くこと。 

［よりよい学校生活、集団生活の充実］ 

教師や学校の人々を敬愛し、学級や学校の一員としての自覚をもち、協力し合ってよりよ

い校風をつくるとともに、様々な集団の意義や集団の中での自分の役割と責任を自覚して集

団生活の充実に努めること。 

［郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度］ 

郷土の伝統と文化を大切にし、社会に尽くした先人や高齢者に尊敬の念を深め、地域社会

の一員としての自覚をもって郷土を愛し、進んで郷土の発展に努めること。 

［我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度］ 

優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献するとともに、日本人としての自覚をもって

国を愛し、国家及び社会の形成者として、その発展に努めること。 

［国際理解、国際貢献］ 

世界の中の日本人としての自覚をもち、他国を尊重し、国際的視野に立って、世界の平和

と人類の発展に寄与すること。 
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Ｄ 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

［生命の尊さ］ 

生命の尊さについて、その連続性や有限性なども含めて理解し、かけがえのない生命を尊

重すること。 

［自然愛護］ 

自然の崇高さを知り、自然環境を大切にすることの意義を理解し、進んで自然の愛護に努

めること。 

［感動、畏敬の念］ 

美しいものや気高いものに感動する心をもち、人間の力を超えたものに対する畏敬の念を

深めること。 

［よりよく生きる喜び］ 

人間には自らの弱さや醜さを克服する強さや気高く生きようとする心があることを理解

し、人間として生きることに喜びを見いだすこと。 

 

 

〈小学校〉 〈中学校〉 

Ａ 主として自分自身に関すること 

善悪の判断、自律、自由と責任 
自主、自律、自由と責任 

正直、誠実 

節度、節制 節度、節制 

個性の伸長 向上心、個性の伸長 

希望と勇気、努力と強い意志 希望と勇気、克己と強い意志 

真理の探究（５・６年） 真理の探究、創造 

Ｂ 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 
思いやり、感謝 

感謝 

礼儀 礼儀 

友情、信頼 友情、信頼 

相互理解、寛容（３・４年、５・６年） 相互理解、寛容 

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重 遵法精神、公徳心 

公正、公平、社会正義 公正、公平、社会正義 

勤労、公共の精神 
社会参画、公共の精神 

勤労 

家族愛、家庭生活の充実 家族愛、家族生活の充実 

よりよい学校生活、集団生活の充実 よりよい学校生活、集団生活の充実 

伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度 
郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度 

我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度 

国際理解、国際親善 国際理解、国際貢献 

Ｄ 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ 生命の尊さ 

自然愛護 自然愛護 

感動、畏敬の念 感動、畏敬の念 

よりよく生きる喜び（５・６年） よりよく生きる喜び 

＊学年段階別内容項目数 

小学校第１学年及び第２学年（１９） 小学校第３学年及び第４学年（２０） 

 小学校第５学年及び第６学年（２２） 中学校（２２） 

（「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」（文部科学省 平成２９年７月）参照） 

（「中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」（文部科学省 平成２９年７月）参照） 
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９  総合的な学習の時間・総合的な探究の時間 

 

 総合的な学習の時間においては、探究的な学習の過程を一層重視し、各教科等で育成する資質・能

力を相互に関連付け、実社会・実生活において活用できるものとするとともに、各教科等を越えた学

習の基盤となる資質・能力を育成する。 

 高等学校においては、名称を「総合的な探究の時間」に変更し、小・中学校における総合的な学習

の時間の取組を基盤とした上で、各教科・科目等の特質に応じた「見方・考え方」を総合的・統合的

に働かせることに加えて、自己の在り方生き方に照らし、自己のキャリア形成の方向性と関連付けな

がら「見方・考え方」を組み合わせて統合させ、働かせながら、自ら問いを見いだし探究する力を育

成する。 

 

１ 目標 

（１）小学校、中学校 

  〇総合的な学習の時間の第１の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高等学校 

 〇総合的な探究の時間の第１の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ○総合的な探究の時間の特質（高等学校） 

 平成３０年の改訂では、高等学校については、総合的な探究の時間と名称が変更された。こ

のことは、総合的な学習の時間と総合的な探究の時間には共通性と連続性があるとともに、一

部異なる特質があることを意味している。そのことが最も端的に表れているのは、第１の目標

である。 

 両者の違いは、生徒の発達の段

階において求められる探究の姿

と関わっており、課題と自分自身

との関係で考えることができる。

総合的な学習の時間は、課題を解

決することで自己の生き方を考

えていく学びであるのに対して、

総合的な探究の時間は、自己の在

り方生き方と一体的で不可分な

課題を自ら発見し、解決していく

ような学びを展開していく。 

探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題
を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（１）探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関
わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解するようにする。 

（２）実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析
して、まとめ・表現することができるようにする。 

（３）探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、積極
的に社会的に参画しようとする態度を養う。 

探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生
き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成す
ることを目指す。 

（１） 探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関
わる概念を形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。 

（２） 実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集
め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。 

（３） 探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値
を創造し、よりよい社会を実現しようとする態度を養う。 
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※高等学校のみ表記が異なる場合は（ ）内に示す 
 
２ 総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）の特質に応じた学習のあり方 

（１）探究的な見方・考え方（探究の見方・考え方）を働かせる 

 

 上図のような探究のプロセスを支えるのが探究的な見方・考え方（探究の見方・考え方）である。 

 

（２）横断的・総合的な学習を行う 

 横断的・総合的な学習を行うというのは、この時間の学習の対象や領域が、特定の教科等（教

科・科目等）に留まらず、横断的・総合的でなければならないことを表している。言い換えれば、

この時間に行われる学習では、教科等（教科・科目等）の枠を超えて探究する価値のある課題に

ついて、各教科等（各教科・科目等）で身に付けた資質・能力を活用・発揮しながら解決に向け

て取り組んでいくことでもある。 

（３）よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていく 

（自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していく） 

具体的な活動や事象との関わりをよりどころとし、また身に付けた資質・能力を用いて、より

よく課題を解決する中で（発見し解決していく中で）多様な視点から考えることが大切である。

また、その考えを深める中で、更に考えるべきことが見いだされるなど、常に自己との関係で見

つめ、振り返り、問い続けていこうとすることが重要である。 

 

３ 各学校において定める目標及び内容 

（１）各学校において定める目標 

 各学校においては、第１の目標を踏まえ、各学校の総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）

の目標を定め、その実現をめざさなければならない。この目標は、各学校が総合的な学習の時間

（総合的な探究の時間）での取組をとおして、どのような児童生徒を育てたいのか、また、どの

ような資質・能力を育てようとするのか等を明確にしたものである。 

■ 日常生活や社会

に目を向け、児童

生徒が自ら課題を

設定する。 

■ 探究の過程を経由する。 
① 課題の設定 
② 情報の収集 
③ 整理・分析 
④ まとめ・表現 

■ 自らの考えや課題が

新たに更新され、探究

の過程が繰り返され

る。 

【探究的な見方・考え方（探究の見方・考え方）とは？】 
 各教科等（各教科・科目等）における見方・考え方を総合的（総合的・統合
的）に活用して、広範な（広範で複雑な）事象を多様な角度から俯瞰して捉え、
実社会・実生活の課題を探究し、自己の生き方（在り方生き方）を問い続けると
いう総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）の特質に応じた見方・考え方
を、探究的な見方・考え方（探究の見方・考え方）と呼ぶ。 
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（２）各学校において定める内容 

各学校においては、第１の目標を踏まえ、各学校の総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）

の内容を定めることが求められている。総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）では、各教

科等（各教科・科目等）のように、どの学年で何を指導するのかという内容を学習指導要領に明

示していない。これは、各学校が、第１の目標の趣旨を踏まえて、地域や学校、児童生徒の実態

に応じて、創意工夫を生かした内容を定めることが期待されているからである。 

（３）総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）の構造イメージ     ※下図は中学校の場合 

 

（４）目標を実現するにふさわしい探究課題の例 

①小学校 

三つの課題 探究課題の例 

横断的・総合的な
課題（現代的な諸
課題） 

地域に暮らす外国人とその人たちが大切にしている文化や価値観（国際
理解） 
情報化の進展とそれに伴う日常生活や社会の変化（情報） 
身近な自然環境とそこに起きている環境問題（環境） 
身の回りの高齢者とその暮らしを支援する仕組みや人々（福祉） 
毎日の健康な生活とストレスのある社会（健康） 
自分たちの消費生活と資源やエネルギーの問題（資源エネルギー） 
安心・安全な町づくりへの地域の取組と支援する人々（安全） 
食をめぐる問題とそれに関わる地域の農業や生産者（食） 
科学技術の進歩と自分たちの暮らしの変化（科学技術） 

など 

地域や学校の特色
に応じた課題 

町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織（町づくり） 
地域の伝統や文化とその継承に力を注ぐ人々（伝統文化） 

88



商店街の再生に向けて努力する人々と地域社会（地域経済） 
防災のための安全な町づくりとその取組（防災） 

など 

児童の興味・関心
に基づく課題 

実社会で働く人々の姿と自己の将来（キャリア） 
ものづくりの面白さや工夫と生活の発展（ものづくり） 
生命現象の神秘や不思議さと、そのすばらしさ（生命） 

など 
 

②中学校 

四つの課題 探究課題の例 

横断的・総合的な
課題（現代的な諸
課題） 

地域に暮らす外国人とその人たちが大切にしている文化や価値観（国際
理解） 

情報化の進展とそれに伴う日常生活や消費行動の変化（情報） 

地域の自然環境とそこに起きている環境問題（環境） 

身の回りの高齢者とその暮らしを支援する仕組みや人々（福祉） 

毎日の健康な生活とストレスのある社会（健康） 

自分たちの消費生活と資源やエネルギーの問題（資源エネルギー） 

安心・安全な町づくりへの地域の取組と支援する人々（安全） 

食をめぐる問題とそれに関わる地域の農業や生産者（食） 

科学技術の進歩と社会生活の変化（科学技術） 

など 

地域や学校の特色
に応じた課題 

町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織（町づくり） 

地域の伝統や文化とその継承に力を注ぐ人々（伝統文化） 

商店街の再生に向けて努力する人々と地域社会（地域経済） 

防災のための安全な町づくりとその取組（防災） 

など 

生徒の興味・関心
に基づく課題 

ものづくりの面白さや工夫と生活の発展（ものづくり） 

生命現象の神秘や不思議さと、そのすばらしさ（生命） 

など 

職業や自己の将来
に関する課題 

職業の選択と社会への貢献（職業） 

働くことの意味や働く人の夢や願い（勤労） 

など 

 

③高等学校 

四つの課題 探究課題の例 

横断的・総合的な
課題（現代的な諸
課題） 

外国人の生活者とその人たちの多様な価値観（国際理解） 

情報化の進展とそれに伴う経済生活や消費行動の変化（情報） 

自然環境とそこに起きているグローバルな環境問題（環境） 

高齢者の暮らしを支援する福祉の仕組みや取組（福祉） 

心身の健康とストレス社会の問題（健康） 

社会生活の変化と資源やエネルギーの問題（資源エネルギー） 

食の問題とそれに関わる生産・流通過程と消費行動（食） 

科学技術の発展と社会生活や経済活動の変化（科学技術） 

など 

地域や学校の特色
に応じた課題 

地域活性化に向けた特色ある取組（町づくり） 

地域の伝統や文化とその継承に取り組む人々や組織（伝統文化） 

商店街の再生に向けて努力する人々と地域社会（地域経済） 

安全な町づくりに向けた防災計画の策定（防災） 

など 

生徒の興味・関心
に基づく課題 

文化や流行の創造や表現（文化の創造） 

変化する社会と教育や保育の質的転換（教育・保育） 

生命の尊厳と医療や介護の現実（生命・医療） 

など 

職業や自己の進路
に関する課題 

職業の選択と社会貢献及び自己実現（職業） 

働くことの意味や価値と社会的責任（勤労） 

など 
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（５）探究課題の解決をとおして育成をめざす具体的な資質・能力 

    「育成すべき資質・能力の三つの柱」である「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、

「学びに向かう力、人間性等」に沿って設定していく。 

①知識及び技能 

 探究的な学習の過程（探究の過程）において、それぞれの課題についての事実的知識や技能

が獲得される。この「知識及び技能」は、各学校が設定する内容に応じて異なる。 

②思考力、判断力、表現力等 

 「思考力、判断力、表現力等」の育成については、課題の解決に向けて行われる横断的・総

合的な学習や探究的な学習（探究）において、①課題の設定、②情報の収集、③整理・分析、

④まとめ・表現の探究的な学習の過程（探究のプロセス）が繰り返され、連続することによっ

て実現される。この過程では、「探究的な見方・考え方（探究の見方・考え方）」を働かせなが

ら、それぞれの過程で期待される資質・能力が育成される。 

 総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）において育成することを目指す「思考力、判断

力、表現力等」を、探究の過程（探究のプロセス）の各段階で整理すると次のようになる。 

【小学校、中学校】 

 

【高等学校】 
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③学びに向かう力、人間性等 

学びに向かう力、人間性等については、自分自身に関すること及び他者や社会との関わりに

関することの両方の視点を踏まえる。重要なことは、自分自身に関することと他者や社会との

関わりに関することの二つのバランスをとり、関係を意識することである。主体性と協働性と

は互いに影響し合っているものであり、自己の理解なくして他者を深く理解することは難しい。 

総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）において育成を目指す「学びに向かう力、人間

性等」は、「思考力、判断力、表現力等」にも増して、様々な学習活動をとおして、時間を掛け

ながらじっくりと養い育んでいくものと考えることができる。すなわち、確かに育んでいこう

とする心情や態度を、学年や学校段階に応じて、段階的かつ明確に設定しようとすることは難

しい。そうした特性を踏まえた上で、学年が上がったり、難易度の高い探究的な学習（探究活

動）を行ったりする中で、「学びに向かう力、人間性等」はゆっくりと着実に育んでいくことが

期待される。 

【小学校、中学校】 

 
【高等学校】 

 
 

（６）考えるための技法の活用 

①活用の意義 

「考えるための技法」とは、考える際に必要になる情報の処理方法を、「比較する」、「分類す

る」、「関連付ける」のように具体化し、技法として整理したものである。総合的な学習の時間

（総合的な探究の時間）が、各教科等（各教科・科目等）を越えて全ての学習における基盤と

なる資質・能力を育成することが期待されている中で、こうした教科等横断的な（教科・科目

等横断的な）「考えるための技法」について、探究的な過程（探究の過程）の中で学び、実際に

活用することも大切であると考えられる。 
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②考えるための技法の例 

順序付ける ・複数の対象について、ある視点や条件に沿って対象を並び替える。 

比較する ・複数の対象について、ある視点から共通点や相違点を明らかにする。 

分類する ・複数の対象について、ある視点から共通点のあるもの同士をまとめ

る。 

関連付ける ・複数の対象がどのような関係にあるかを見付ける。 

・ある対象に関係するものを見付けて増やしていく。 

多面的に見る・多角

的に見る 

・対象のもつ複数の性質に着目したり、対象を異なる複数の角度から

捉えたりする。 

理由付ける（原因や

根拠を見付ける） 

・対象の理由や原因、根拠を見付けたり予想したりする。 

見通す（結果を予想

する） 

・見通しを立てる。物事の結果を予想する。 

具体化する（個別化

する、分解する） 

・対象に関する上位概念・規則に当てはまる具体例を挙げたり、対象

を構成する下位概念や要素に分けたりする。 

抽象化する（一般化

する、統合する） 

・対象に関する上位概念や法則を挙げたり、複数の対象を一つにまと

めたりする。 

構造化する ・考えを構造的（網構造・層構造など）に整理する。 

 

４ 総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）の学習指導 

（１）学習指導の基本的な考え方 

①児童生徒の主体性の重視 

学び手としての児童生徒の有能さを引き出し、児童生徒の発想を大切にし、育てる主体的、

創造的な学習活動を展開する。 

②適切な指導の在り方 

どのような体験活動を仕組み、どのような話合いを行い、どのように考えを整理し、どのよ

うにして表現し発信していくかなどは、まさに教師の指導性にかかる部分である。こうした教

師の指導性と児童生徒の自発性・能動性とのバランスを保ち、それぞれを適切に位置付ける。 

③具体的で発展的な教材 

教材は、児童生徒の学習を動機付けたり、方向付けたり、支えたりするものであることが望

まれる。児童生徒の興味・関心をこれまで以上に重視しながら、児童生徒の身の回りの日常生

活や社会にある事物や現象を適切に取り上げ（実社会や実生活と自己との関わりの中にある問

題や事象を適切に取り上げ）、児童生徒にとって学ぶ価値のある教材としていく。 

（２）探究的な学習の過程（探究の過程）における「主体的・対話的で深い学び」 

総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）において「主体的・対話的で深い学び」の視点に

よる授業改善を重視することは、探究的な学習の過程（探究の過程）をより一層質的に高めてい

くことにほかならない。なお、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の三つの視点は、

児童生徒の学びとしては一体として実現されるものであり、また、それぞれ相互に影響し合うも

のでもある。単元のまとまりの中で、それぞれのバランスに配慮しながら学びの状況を把握し改

善していくことが求められる。 
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（３）指導のポイント 

①学習過程を探究的にすること（学習過程を探究の過程にすること） 

探究的な学習（学習過程を探究の過程）とするためには、学習過程が以下のようになること

が重要である。 

 【①課題の設定】 体験活動などをとおして、課題を設定し課題意識をもつ 

 【②情報の収集】 必要な情報を取り出したり収集したりする 

 【③整理・分析】 収集した情報を、整理したり分析したりして思考する 

 【④まとめ・表現】 気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する 

 こうした探究の過程は、いつも①～④が順序よく繰り返されるわけではなく、順番が前後す

ることもあるし、一つの活動の中に複数のプロセスが一体化して同時に行われる場合もある。

およその流れのイメージであるが、このイメージを教師がもつことによって、探究的な学習（探

究）を具現するために必要な教師の指導性を発揮することにつながる。また、この探究の過程

は何度も繰り返され、高まっていく。 

②他者と協働して主体的に取り組む学習活動にすること 

総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）においては、目標にも明示されているように、

特に、異なる多様な他者と協働して主体的に課題を解決しようとする学習活動を重視する必要

がある。それは、多様な考え方をもつ他者と適切に関わり合ったり、社会に積極的に参画した

り貢献したりする資質・能力の育成につながるからである。また、協働的に学ぶことにより、

探究的な学習（探究活動）として、児童生徒の学習の質を高めることにつながるからである。

そしてその前提として、何のために学ぶのか、どのように学ぶのかということを児童生徒自身

が考え、主体的に学ぶ学習が基盤にあることが重要である。 

 

５ 学習評価について 

（１）基本的な考え方 

   この時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で、それらの観点

のうち、児童生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等、児童生徒に

どのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。  

   また、評価の観点については、学習指導要領等に示す総合的な学習の時間（総合的な探究の時

間）の目標を踏まえ、各学校において具体的に定めた目標、内容に基づいて「小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」

別紙４、５を参考に定める。 

①小学校及び中学校における総合的な学習の時間の評価の観点及びその趣旨 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 

探究的な学習の過程に
おいて、課題の解決に必
要な知識や技能を身に
付け、課題に関わる概念
を形成し、探究的な学習
のよさを理解している。 

実社会や実生活の中か
ら問いを見いだし、自分
で課題を立て、情報を集
め、整理・分析して、ま
とめ・表現している。 

探究的な学習に主体的・協働的
に取り組もうとしているとと
もに、互いのよさを生かしなが
ら、積極的に社会に参画しよう
としている。 

（「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の
改善等について（通知）」別紙４より） 

②高等学校における総合的な探究の時間の評価の観点及びその趣旨 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 

探究の過程において、課
題の発見と解決に必要
な知識及び技能を身に
付け、課題に関わる概念
を形成し、探究の意義や
価値を理解している。 

実社会や実生活と自己
との関わりから問いを
見いだし、自分で課題を
立て、情報を集め、整理・
分析して、まとめ・表現
している。 

探究に主体的・協働的に取り組
もうとしているとともに、互い
のよさを生かしながら、新たな
価値を創造し、よりよい社会を
実現しようとしている。 

（「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の
改善等について（通知）」別紙５より） 
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（２）評価規準の設定と評価方法の工夫 

①評価規準の設定のポイント 

具体的な評価については、各学校が設定する評価規準を学習活動における具体的な児童生徒

の姿として描き出し、期待する資質・能力が発揮されているかどうかを把握することが考えら

れる。 

・具体的な児童生徒の姿を見取るに相応しい評価規準を設定する。 

・評価方法や評価場面を適切に位置付ける。 

・年間や単元など内容や時間のまとまりを見通しながら評価場面や評価方法を工夫する。 

・指導の改善や児童の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。 

②評価方法の工夫 

小学校 

中学校 

・発表やプレゼンテーションなどの表現による評価 

・話合い、学習や活動の状況などの観察による評価 

・レポート、ワークシート、ノート、絵などの制作物による評価 

・学習活動の過程や成果などの記録や作品を計画的に集積したポートフォリオを

活用した評価 

・評価カードや学習記録などによる児童生徒の自己評価や相互評価 

・教師や地域の人々等による他者評価 など 

高等学校 

・プレゼンテーションやポスター発表、総合芸術などの表現による評価 

・討論や質疑の様子などの言語活動の記録による評価 

・学習や活動の状況などの観察記録による評価 

・論文・報告書、レポート、ノート、作品などの制作物、それらを計画的に集積し

たポートフォリオ（小学校中学校からの蓄積があると望ましい）による評価 

・課題設定や課題解決能力をみるような記述テストの結果による評価 

・評価カードや学習記録などによる生徒の自己評価や相互評価 

・保護者や地域社会の人々等による第三者評価 など 

 

６ 学校図書館の活用 

 学習の中で疑問が生じたとき、身近なところで必要な情報を収集し活用できる環境を整えておく

ことは、探究的な学習（探究活動）に主体的に取り組んだり、学習意欲を高めたりする上で大切な

条件である。その意味からも学校図書館は、 

・児童生徒の想像力を培い、学習に対する興味・関心等を呼び起こし、豊かな心や人間性、教養、

創造力等を育む自由な読書活動や読書指導の場である「読書センター」 

・児童生徒の自発的・主体的・協働的な学習活動を支援したり、授業の内容を豊かにしてその理

解を深めたりする「学習センター」 

・児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集・選択・活用能力を育成

したりする「情報センター」 

としての機能を担う中核的な施設である。教師は全体計画及び年間指導計画に学校図書館の活用を

位置付け、授業で活用する際にも図書館担当と十分打合せを行っておく必要がある。 

 

７ 総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）の指導におけるＩＣＴ活用 

（１）総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）の指導におけるＩＣＴ活用の効果 

タブレット型端末を含むコンピュータをはじめとする情報機器は、その有効な活用によって、

総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）における児童生徒の情報検索や情報活用、情報発信

の可能性を広げ、学習意欲や学習効果の向上に役立つ。 
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なお、情報環境の整備については、「児童を守る」という視点も重要である。様々な情報に接し、

自らも生み出し、共有していくことが求められる社会の中で、安心・安全に情報の利活用を行う

ことができる情報セキュリティの確立や、情報モラルを含めた情報活用能力を身に付けていくこ

とが必要である。 

【各学習活動における効果的なＩＣＴ活用】 

学習活動 機器、ソフト等 

児童生徒による調査

活動の記録 

・デジタルカメラ   ・デジタルビデオカメラ 

・タブレット型端末  ・ＩＣレコーダー          など 

発表活動 
・音声や映像の編集、プレゼンテーション等のソフト 

・プロジェクター                     など 

児童生徒間の情報共

有や協働的な学習 

・複数の児童生徒が同じ画面を見ながらそれぞれのアイデアを記入

することができるようなツール 

・他の児童生徒の考えにコメントを付けられるような仕組み 

・アイデアを視覚的に表したり整理したりできるようなソフト など 

 

（２）総合的な学習の時間（総合的な探究の時間）の指導におけるＩＣＴ活用例 
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【参考資料】 

◇「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料 高等学校 総合的な探究の時間」

（国立教育政策研究所 令和３年８月） 

◇「生活科・総合的な学習（探究）の時間の指導におけるＩＣＴの活用について」（文部科学省 令

和２年９月） 

◇「令和２年度鳥取県学校教育のめざすもの」（鳥取県教育委員会 令和２年９月） 

◇「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料 小学校 総合的な学習の時間」

（国立教育政策研究所 令和２年３月） 

◇「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料 中学校 総合的な学習の時間」

（国立教育政策研究所 令和２年３月） 

◇「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の

改善等について（通知）」（文部科学省 平成３１年３月） 

◇「高等学校学習指導要領解説 総合的な探究の時間編」（文部科学省 平成３０年７月） 

◇「高等学校学習指導要領」（文部科学省 平成３０年３月） 

◇「小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「小学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 

◇「中学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 
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