
１０  外国語活動・外国語（小学校・中学校） 

 
１ 学習指導要領の改訂と外国語教育 
 
（１）小・中学校学習指導要領の改訂（文部科学省 平成２９年３月）と外国語教育 

グローバル化が急速に進展する中で、外国語によるコミュニケーション能力は、これまでのように
一部の業種や職種だけでなく、生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定され、その能力の
向上が課題となっている。小学校では、平成２３年度から高学年において外国語活動が導入され、そ
の充実により、児童の高い学習意欲、中学生の外国語教育に対する積極性の向上といった成果が認め
られてきた。一方で、①音声中心で学んだことが、中学校の段階で音声から文字への学習に円滑に接
続されていない、②日本語と英語の音声の違いや英語の発音と綴りの関係、文構造の学習において課
題がある、③高学年は、児童の抽象的な思考力が高まる段階であり、より体系的な学習が求められる
ことなど、課題も指摘されていた。 
こうした成果と課題を踏まえ、今回の改訂では、小学校中学年から外国語活動を導入し、「聞くこ

と」、「話すこと」を中心とした活動を通じて外国語に慣れ親しみ外国語学習への動機付けを高めた上
で、高学年から発達の段階に応じて段階的に文字を「読むこと」、「書くこと」を加え、総合的・系統
的に扱う教科学習を行うとともに、中学校への接続を図ることを重視することとしている。 

   また、中学校においては互いの考えや気持ちなどを外国語で伝え合う対話的な言語活動を重視する
とともに、具体的な課題等を設定するなどして学習した語彙や表現等を実際に活用する活動を充実さ
せることとしている。さらに、授業を「英語を用いたコミュニケーションの場」にするため、授業は
英語で行うことを基本とすることを新たに規定した。 

 
（２）改訂のポイント 
 【小学校】 

①基本方針について 
小学校中学年から外国語活動を導入し、「聞くこと」、「話すこと」を中心とした活動を通じて

外国語に慣れ親しみ外国語学習への動機付けを高めた上で、高学年から発達の段階に応じて段階的
に文字を「読むこと」、「書くこと」を加えて総合的・系統的に扱う教科学習を行うとともに、中
学校への接続を図ることを重視する。 

②目標について 
小・中・高等学校で一貫した目標を実現するため、そこに至る段階を示すものとして国際的な基

準などを参考に、「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと[やり取り]」、「話すこと[発表]」、
「書くこと」の五つの領域で英語の目標を設定している。また、外国語及び外国語活動の目標につ
いては、学年ごとに示すのではなく、より弾力的な指導ができるよう、２学年間をとおした目標と
した。 

③内容について 
外国語教育において育成をめざす三つの資質・能力を確実に身に付けられるように、小・中・高

等学校を通じた領域別の目標の下で、体系的に構成を整理している。 
 
 【中学校】 
  ①基本方針について 

外国語でコミュニケーションを行うために必要な資質・能力を育成するために、小学校の学びと
の接続を意識しながら英語の目標を設定した。また内容においては、関心のある事柄から日常的な
話題や社会的な話題まで取り上げて幅広いコミュニケーションを図ることを可能にするため、対話
的な言語活動を重視し、学習した語彙や表現等を実際に活用する活動を充実させることで、言語活
動の実質化を図った。 

  ②内容について 
 ・互いの考えや気持ちなどを伝え合う対話的な言語活動を一層重視する観点から、「話すこと[やり

取り]」の領域を設定するとともに、言語の使用場面や言語の働きを適切に取り上げ、語、文法事
項などの言語材料を効果的に関連付けた言語活動とするなどの改善・充実を図った。 

・取り扱う語数について、小学校で学習する６００～７００語に加え、現行の「１２００語程度の
語」から五つの領域別の目標を達成するための言語活動に必要な「１６００～１８００語程度の
語」に改訂した。 

・文、文構造及び文法事項について、表現をより適切でより豊かにするなどの目的で、「仮定法の
うち基本的なもの」や「現在完了進行形」など数項目を追加した。 
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  ③指導について 

・小・中学校の接続を重視するとともに、学びの連続性を意識した指導をするために、指導計画の
作成に当たっては、語彙、表現などを異なる場面の中で繰り返し活用することによって、生徒が
自分の考えなどを表現する力を高める。 

・言語材料については、発達の段階に応じて、生徒が受容するものと発信するものとがあることに
留意して指導する。 

・授業は英語で行うことを基本とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 外国語活動・外国語の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

小学校 第３学年及び第４学年          小学校 第５学年及び第６学年 

【外国語活動】 【外国語】 

外国語によるコミュニケーションにおける見
方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、
話すことの言語活動を通して、コミュニケーシ
ョンを図る素地となる資質・能力を次のとおり
育成することを目指す。 

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考
え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話
すこと、書くことの言語活動を通して、コミュニケー
ションを図る基礎となる資質・能力を次のとおり育成
することを目指す。 

 
（１）外国語を通して、言語や文化について体

験的に理解を深め、日本語と外国語との音
声の違い等に気付くとともに、外国語の音
声や基本的な表現に慣れ親しむようにす
る。 

 
 
 
（２）身近で簡単な事柄について、外国語で聞

いたり話したりして自分の考えや気持ちな
どを伝え合う力の素地を養う。 

 
 
 
 
 
（３）外国語を通して、言語やその背景にある

文化に対する理解を深め、相手に配慮しな
がら、主体的に外国語を用いてコミュニケ
ーションを図ろうとする態度を養う。 

 
（１）外国語の音声や文字、語彙、表現、文構造、言

語の働きなどについて、日本語と外国語との違い
に気付き、これらの知識を理解するとともに、読
むこと、書くことに慣れ親しみ、聞くこと、読む
こと、話すこと、書くことによる実際のコミュニ
ケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身
に付けるようにする。 

 
（２）コミュニケーションを行う目的や場面、状況な

どに応じて、身近で簡単な事柄について、聞いた
り話したりするとともに、音声で十分に慣れ親し
んだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら
読んだり、語順を意識しながら書いたりして、自
分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基
礎的な力を養う。 

 
（３）外国語の背景にある文化に対する理解を深め、

他者に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコ
ミュニケーションを図ろうとする態度を養う。 

 

 

 

【中学校外国語】 
外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読む

こと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり、表現したり
伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 
（以下省略） 
 

 新学習指導要領では、外国語活動が高学年から中学年へ、また、高学年は中学校の内容が前倒しされ
たかのような印象を受ける。しかし、そのように考えることは、その目標を見誤ることにつながりかね
ない。特に、高学年に導入された「読むこと」「書くこと」は慣れ親しませる段階であることに留意した
い。また、文構造や語順等については、コミュニケーション活動をとおして気付きを促すことが大切で
あり、文法的な説明等を優先させることではない。コミュニケーション能力の育成は小中高を通じた共
通した目標である。発達段階にあった目標を設定し、樹木が緩やかに成長するように、児童生徒のコミ
ュニケーション能力を緩やかに確実に育んでいくことが重要である。 

（「小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック」（文部科学省 平成２９年６月）） 
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（１）各言語の目標〔英語〕 小学校 第３・４学年  

聞くこと ア ゆっくりはっきりと話された際に、自分のことや身の回りの物を表す簡単な語句を聞
き取るようにする。 

イ ゆっくりはっきりと話された際に、身近で簡単な事柄に関する基本的な表現の意味が
分かるようにする。 

ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に、どの文字であるかが分かるようにする。 

話すこと 
[やり取り] 

 

ア 基本的な表現を用いて挨拶、感謝、簡単な指示をしたり、それらに応じたりするよう
にする。 

イ 自分のことや身の回りの物について、動作を交えながら、自分の考えや気持ちなどを、
簡単な語句や基本的な表現を用いて伝え合うようにする。 

ウ サポートを受けて、自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄について、簡単
な語句や基本的な表現を用いて質問をしたり質問に答えたりするようにする。 

話すこと 
[発表] 

 

ア 身の回りの物について、人前で実物などを見せながら、簡単な語句や基本的な表現を
用いて話すようにする。 

イ 自分のことについて、人前で実物などを見せながら、簡単な語句や基本的な表現を用
いて話すようにする。 

ウ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、人前で実物などを見せながら、自分の
考えや気持ちなどを、簡単な語句や基本的な表現を用いて話すようにする。 

 
（２）各言語の目標〔英語〕 小学校 第５・６学年  

聞くこと ア  ゆっくりはっきりと話されれば、自分のことや身近で簡単な事柄について、簡単な語 

句や基本的な表現を聞き取ることができるようにする。 

イ ゆっくりはっきりと話されれば、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、具体 

的な情報を聞き取ることができるようにする。 

ウ  ゆっくりはっきりと話されれば、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、短い
話の概要を捉えることができるようにする。 

読むこと ア  活字体で書かれた文字を識別し、その読み方を発音することができるようにする。 

イ  音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分かるようにする。 

話すこと 
[やり取り] 

 

ア  基本的な表現を用いて指示、依頼をしたり、それらに応じたりすることができるよう
にする。 

イ  日常生活に関する身近で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを、簡単な語
句や基本的な表現を用いて伝え合うことができるようにする。 

ウ  自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄について、簡単な語句や基本的な表
現を用いてその場で質問をしたり質問に答えたりして、伝え合うことができるように
する。 

話すこと 
[発表] 

 

ア  日常生活に関する身近で簡単な事柄について、簡単な語句や基本的な表現を用いて話
すことができるようにする。 

イ  自分のことについて、伝えようとする内容を整理した上で、簡単な語句や基本的な表
現を用いて話すことができるようにする。 

ウ  身近で簡単な事柄について、伝えようとする内容を整理した上で、自分の考えや気持
ちなどを、簡単な語句や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。 

書くこと ア  大文字、小文字を活字体で書くことができるようにする。また、語順を意識しながら
音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を書き写すことができるよう
にする。 

イ  自分のことや身近で簡単な事柄について、例文を参考に、音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現を用いて書くことができるようにする。 

 
 
 
 
 

小・中の連携を重視し、それぞれの目標を関連づけて段階的に目標を示しています。小学校ま

での学習の成果が中学校教育に円滑に接続され、資質・能力を確実に育成することが大切です。 

 小学校段階では、初めて外国語に触れるため、「聞くこと」「話すこと」と「読むこと」

「書くこと」とでは求めるレベルが違うことに留意が必要です。「書くこと」において

は、「音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現」について、細かな段階を

踏んで慣れ親しませた上で、「語順を意識しながら書き写す」「自分のことや身近で簡単

な事柄について、例文を参考に書く」ことをめざします。 
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（３）各言語の目標〔英語〕 中学校 ※変更点のみ記載 

 
 
（４）外国語活動・外国語において育成を目指す資質・能力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

話すこと 
（やり取り） 

 
 

ア 関心のある事柄について、簡単な語句や文を用いて即興で伝え合うことができるよう
にする。 

イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を
用いて伝えたり、相手からの質問に答えたりすることができるようにする。 

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、考えたことや感じたこと、
その理由などを、簡単な語句や文を用いて述べ合うことができるようにする。 

話すこと 
（発表） 
 
 

ア 関心のある事柄について、簡単な語句や文を用いて即興で話すことができるようにす
る。 

イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を
用いてまとまりのある内容を話すことができるようにする。 

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、考えたことや感じたこと、
その理由などを、簡単な語句や文を用いて話すことができるようにする。 

 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 

小
学
校 

第
３
・
４
学
年 

○外国語への慣れ親しみ 
○外国語を用いてコミュニ
ケーションを図る楽しさ
を体験すること 

○外国語を聞いたり、話した
りすること 

○簡単な語句や表現を使っ
て、自分のことや身の回り
のことについて、友達に質
問したり質問に答えたり
するコミュニケーション
力 

○外国語を用いた体験的なコミュニ
ケーション活動を通じて言語の大
切さや、文化の違いに気付く 

○外国語を用いてコミュニケーショ
ンを図ることの楽しさや言語を用
いてコミュニケーションを図る大
切さを知り、相手意識をもって外
国語を用いてコミュニケーション
を図ろうとする態度 など 

小
学
校 

第
５
・
６
学
年 

○言葉の仕組みへの気付き 
（音、単語、語順など） 

○聞くことに関する知識・技
能 

○話すことに関する知識・技
能 

○外国語を読んだり、書いた
りすること 

○馴染みのある定型表現を
使って、自分の好きなもの
や、一日の生活などについ
て、友達に質問したり質問
に答えたりするコミュニ
ケーション力 

○外国語の学習を通じて、言語やそ
の背景にある文化を尊重しようと
する態度 

○外国語を用いてコミュニケーショ
ンを図ることの楽しさや言語を用
いてコミュニケーションを図る大
切さを知り、相手意識をもって外
国語を用いてコミュニケーション
を図ろうとする態度 など 

中
学
校 

○外国語の音声や、文法、
言語の働きなどの理解と
これらの知識を、聞くこ
と、読むこと、話すこ
と、書くことによる実際
のコミュニケーションに
おいて活用できる技能 

○コミュニケーションを行
う目的や場面、状況などに
応じて日常的な話題や社
会的な話題について、外国
語で簡単な情報や考えな
どを理解したり、これらを
活用して表現したり伝え
合ったりする力 

○外国語の背景にある文化に対する
理解を深め、聞き手、読み手、話し
手、書き手に配慮しながら、主体的
に外国語を用いてコミュニケーシ
ョンを図ろうとする態度 

外国語の学習においては、語彙や文法等の個別の知識がどれだけ身に付いたかに主
眼が置かれるのではなく、学びの過程全体を通じて、知識・技能が、実際のコミュニ
ケーションにおいて活用され、思考・判断・表現することを繰り返すことを通じて獲
得され、学習内容の理解が深まるなど、資質・能力が相互に関係し合いながら育成さ
れることが必要です。 

100



 
３ 学習評価について 
（１）外国語活動・外国語の評価の観点 
＜小学校 外国語活動＞ 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に取り組む 

態度 

・外国語を通して、言語や文化につ
いて体験的に理解を深めている。 

・日本語と外国語の音声の違い等に
気付いている。 

・外国語の音声や基本的な表現に慣
れ親しんでいる。 

身近で簡単な事柄について、外
国語で聞いたり話したりして自
分の考えや気持ちなどを伝え合
っている。 

外国語を通して、言語やそ
の背景にある文化に対する
理解を深め、相手に配慮し
ながら、主体的に外国語を
用いてコミュニケーション
を図ろうとしている。 

 
＜小学校 外国語＞ 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に取り組む 

態度 

・外国語の音声や文字、語彙、表
現、文構造、言語の働きなどにつ
いて、日本語と外国語との違いに
気付き、これらの知識を理解して
いる。 

・読むこと、書くことに慣れ親しん
でいる。 

・外国語の音声や文字、語彙、表
現、文構造、言語の働きなどの知
識を、聞くこと、読むこと、話す
こと、書くことによる実際のコミ
ュニケーションにおいて活用でき
る基礎的な技能を身に付けてい
る。 

・コミュニケーションを行う目
的や場面、状況などに応じ
て、身近で簡単な事柄につい
て、聞いたり話したりして、
自分の考えや気持ちなどを伝
え合っている。 

・コミュニケーションを行う目
的や場面、状況などに応じ
て、音声で十分慣れ親しんだ
外国語の語彙や基本的な表現
を推測しながら読んだり、語
順を意識しながら書いたりし
て、自分の考えや気持ちなど
を伝え合っている。 

外国語の背景にある文化に
対する理解を深め、他者に
配慮しながら、主体的に外
国語を用いてコミュニケー
ションを図ろうとしてい
る。 
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＜中学校 外国語＞ 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に取り組む 

態度 

・外国語の音声や語彙、表現、文
法、言語の働きなどを理解して
いる。 

・外国語の音声や語彙、表現、文
法、言語の働きなどの知識を、
聞くこと、読むこと、話すこ
と、書くことによる実際のコミ
ュニケーションにおいて活用で
きる技能を身に付けている。 

コミュニケーションを行う目
的や場面、状況などに応じ
て、日常的な話題や社会的な
話題について、外国語で簡単
な情報や考えなどを理解した
り、これらを活用して表現し
たり伝え合ったりしている。 

外国語の背景にある文化に
対する理解を深め、聞き
手、読み手、話し手、書き
手に配慮しながら、主体的
に外国語を用いてコミュニ
ケーションを図ろうとして
いる。 

 
（２）観点別学習状況の評価の進め方について＜小学校 外国語＞ 

 
  ①知識・技能 
 
 
 
 

・学習初期段階において、努力を要すると判断される状況になりそうな児童を見出し、おおむね
満足できる状況となるよう適切な指導を行うことが大切である。 

・「聞くこと」については、児童が、指導者によるまとまりのある話やデジタル教材の音声を聞い
て必要な情報をワークシート等に記載した内容を分析するなどの評価方法が考えられる。 

・「話すこと［やり取り］」については、本単元で学習する言語材料だけでなく既習語句や表現を
使って、誕生日や好きなもの、欲しいものについて相手とやり取りをする様子を観察するなど
の評価方法が考えられる。 

・１単位時間で全児童を見取ることが現実的ではない場合もあるため、学期の終わりなど、複数
の単元の学習の後に、「話すこと［やり取り］」に関するパフォーマンテストを実施して、評価
をすることも考えられる。 

 
  ②思考・判断・表現 
 
 
 
 

・学習過程において、普段から指導者と児童、児童同士で既習語句や表現を使って常にやり取り
をする場面を設定しておくことが大切である。 

・「聞くこと」については、児童が、デジタル教材の音声を聞いた概要や、その内容についての指
導者の質問に対する答えについて、ワークシート等に記載した内容を分析するなどの評価方法
が考えられる。 

・「話すこと［やり取り］」については、児童が、バースデーカードを使って友達と既習語句や表
現を使って、友達のことをよりよく知るためにやり取りしている様子を観察するなどの方法が
考えられる。 

・１単位時間で全児童を見取ることが現実的でない場合もあるため、学期の終わりなど、複数の
単元の学習の後に、「話すこと［やり取り］」に関するパフォーマンステストを実施して、評価
をすることも考えられる。 

 
  ③主体的に学習に取り組む態度 
 
 
 
 
 

・児童の挙手の回数など、形式的な側面で評価をするのではなく、学習過程において自己調整を
行っている側面を捉えて評価をすることが大切である。 

・本観点の評価の場面は、「知識・技能」や「思考・判断・表現」の観点にかかわる評価の場面と

英語の特徴やきまりに関する事項を理解しているかどうか、それらを実際のコミュニケーシ

ョンにおいて活用する技能を身に付けているかどうかを評価する観点である。 

児童がコミュニケーションの目的や場面、状況などに応じて、既習語句や表現を使って、話
される内容を理解したり、自分の考えや気持ちを表現したりしているかどうかを評価する観点
である。 

児童が英語を使って自分の考えや気持ちを伝え合うことの楽しさや言葉の大切さを実感しな
がら粘り強く学習に取り組み、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を身
に付けているかどうか、また、将来英語が必要な場面で自ら英語を使ってコミュニケーション
を図ろうとする態度を身に付けているかどうかを評価する観点である。 
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同時とし、本観点のみを取り出しての評価は行わない。さらに、学習活動をとおして身に付け
た態度を評価するため、単元の導入時に評価したり、１単位時間の授業の冒頭で評価したりす
ることは適切ではない。 

・学習の初期段階において努力を要すると判断されそうな児童を見出し、おおむね満足できる状
況となるよう適切な指導を行うことが大切である。その際、児童の学習活動の過程における発
言や観察等を通じて優れた態度等が認められた場合には、必要に応じてこれを記録しておき、
「記録に残す評価」に反映することも大切である。 

 
４ 実施上のポイント 
（１）「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」について 

外国語によるコミュニケーションの中で、                          
どのような視点で物事を捉え、 
どのような考え方で思考していくのかという                    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主体的・対話的で深い学びを実現させるための授業改善のポイント 

単元など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、児童の主体

的・対話的で深い学びの実現を図る。その際、具体的な課題等を設定し、児童が外国語によるコミュ

ニケーションにおける見方・考え方を働かせながら、コミュニケーションの目的や場面、状況などを

意識して活動を行い、英語の音声や語彙、表現などの知識を、五つ（外国語活動においては三つ）の

領域における実際のコミュニケーションにおいて活用する学習の充実を図る。 

 

  ①「主体的な学び」の実現に向けた授業改善のポイント（例） 

・コミュニケーションを図る目的、場面、状況等を明確に設定する。 

・学習の見通しを立てたり振り返ったりする場面を設ける。 

・発達の段階に応じて、子どもが興味・関心をもつ題材を取り上げたり、身の回りのことから社会

や世界との関わりを重視した題材を設定したりする。 

  

②「対話的な学び」の実現に向けた授業改善のポイント（例） 

・単元に、情報や考えや気持ちを他者と伝え合う活動を設定する。 

・他者の考えに触れて自身の考えを振り返ったり深めたりするよう促す。 

 

③「深い学び」の実現に向けた授業改善のポイント（例） 

・「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」の三つの柱がバ

ランスよく育成されるように年間指導計画・単元計画を作成する。 

・コミュニケーションを行う目的、場面、状況等を明確にした言語活動を設定する。 

・聞いたり読んだり、話したり書いたりする必然性のある言語活動を設定する。 

物事を捉える視点や考え方 

外国語で表現し伝え合うため、外国語やその背景にある文化を、社会や世界、他者
との関わりに着目して捉え、コミュニケーションを行う目的や場面、状況等に応じ
て、情報を整理しながら考えなどを形成し、再構築すること。 

相手の立場や状況に配慮することは、多様な考え方や価値観をもった人たちと円
滑にコミュニケーションを図る上で、とても重要な考え方です。 
初めて外国語に触れる小学校段階では、相手が話す外国語を注意深く聞いて何と

か相手の思いを理解しようとしたり、自分のもっている知識を総動員して相手や他
者に外国語で自分の思いを何とかして伝えようとしたりする体験をさせましょう。 
これらの経験をとおして、言語でコミュニケーションを図る難しさや大切さを改

めて意識させることが、言語によるコミュニケーション能力を身に付ける上で重要
であり、言語への関心を高めることにつながります。 
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５ 外国語教育におけるＩＣＴ活用 

小学校外国語活動・外国語の指導に当たり、児童の関心を高め、主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善につながるよう、活動に応じたデジタル教材等の活用が考えられる。例えば、児童

がコミュニケーションの目的や場面、状況等を意識した活動を行うことが重要であるが、その際、視

聴覚教材などを用いて、実際にコミュニケーションが行われている様子を示すことは、活動を行う際

の生きたモデルとなることに加え、コミュニケーションの働きも意識できるため、児童の興味・関心

を高める上でも極めて有効である。また、ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な人の協力が得にく

い学校や地域もありうることや、ジェスチャーや表情などの非言語的視覚情報もコミュニケーション

を図る際には大切な要素となってくることを踏まえると、ＣＤやＤＶＤなどの視聴覚教材の積極的な

活用も有効である。 

中学校外国語の指導に当たり、視聴覚教材やその他の教育機器を有効活用することは欠かせない要

素である。写真や映像などを見せることで、理解を促進し、現実感や臨場感を与え、学びの動機付け

ときっかけを与えることができる。また、インターネット等を活用することで、学校外へと広がる、

現実との結び付きの濃い発展学習を実現することができる。音声面でも、教師やＡＬＴ等の使う英語

だけでなく、他の様々な英語音声に触れる機会をもつことは、国際共通語としての英語に対する理解

を深め、同時に自分自身の英語に対する自信を深めていく上でも大切である。また、コンピュータや

情報通信ネットワークを使うことによって、教材に関する資料や情報を入手したり、電子メールによ

って情報を英語で発信したりすることもできる。このような活動をとおして、生徒一人一人が主体的

に世界と関わっていこうとする態度を育成することもでき、教育機器は外国語科における指導にとっ

て大切な役目を果たすものとして考えられる。 
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（１）外国語教育におけるＩＣＴ活用の利点 

  ①【言語活動・練習】 

→児童生徒の言語活動の更なる充実と指導・評価の効率化 

・言語活動（特に「話す」、「書く」機会）の充実とパフォーマンステスト等評価への活用 

・言語活動で活用するための、音声・文字・語彙・文構造・文法などの定着（繰り返し練習） 

・一人一人の能力や特性に応じた学びの機会の確保 

②【交流・遠隔授業】 

→遠隔地・海外とのコミュニケーションと災害など非常時への対応 

・遠隔地や海外等の児童生徒、英語話者との「本物のコミュニケーション」 

・新型コロナウイルス対応や大規模災害等に伴う休業期間における学びの保障 

・小規模校における対話的な学びが可能 

③【コンテンツ・授業運営】 

→興味・関心、学習の質の向上 

・コミュニケーションのモデル提示、「聞く」「読む」ための素材の提供 

・板書や説明時間の短縮等により、言語活動中心の授業展開が可能 

・写真やイラスト等により、日本語を介さずに英語のまま理解することを支援 

 

 

 

（２）外国語の指導におけるＩＣＴの活用事例 
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【参考資料】 

◇「外国語の指導における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」 

（国立教育政策研究所 令和２年３月） 

 ◇「教育委員会月報」（文部科学省 平成２９年１２月） 

◇「小学校学習指導要領解説 外国語活動・外国語編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「中学校学習指導要領解説 外国語編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「言語活動の充実に関する指導事例集【小学校版】」（文部科学省 平成２３年１０月） 
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１１  特 別 活 動 

 

 

  特別活動とは、様々な集団活動をとおして、課題の発見や解決を行い、よりよい集団や学校生

活をめざして行われる活動の総体である。また、身近な社会である学校において各教科・科目等

で育成した資質・能力について、実践的な活動をとおして、社会生活に生きて働く汎用的な力と

して育成する教育活動でもある。したがって、社会に出た後の様々な集団や人間関係の中で、特

別活動で身に付けた資質・能力が生かされていくことになる。これまで、特別活動は、全教育活

動をとおして行われる人間形成の統合的な時間として教育課程に位置付けられ、海外からも高く

評価されてきたところである。この人間形成を実践的に統合する全人教育としての役割が、特別

活動の基本的な性格である。 

 

１ 特別活動の目標 

小
学
校 

 集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的

に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決するこ

とを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。 

（１）多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることにつ

いて理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。 

（２）集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形

成を図ったり、意思決定したりすることができるようにする。 

（３）自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社会におけ

る生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、自己の生き方についての考えを深

め、自己実現を図ろうとする態度を養う。                      

中
学
校 

 集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的

に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決するこ

とを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。 

（１）多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることにつ

いて理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。 

（２）集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形

成を図ったり、意思決定したりすることができるようにする。 

（３）自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社会におけ

る生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、人間としての生き方についての考

えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。                      

高
等
学
校 

 集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的

に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決するこ

とを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。 

（１）多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることにつ

いて理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。 

（２）集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形

成を図ったり、意思決定したりすることができるようにする。 

（３）自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、主体的に集団や社

会に参画し、生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、人間としての在り方生

き方についての自覚を深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。               
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（１）特別活動における「人間関係形成」、「社会参画」、「自己実現」の視点 

 特別活動において育成をめざす資質・能力や、それらを育成するための学習過程のあり方は、

「人間関係形成」、「社会参画」、「自己実現」の三つの視点で整理されている。これらの三つの

視点が、育成をめざす資質・能力に関わるものであると同時に、それらを育成する学習過程に

おいても重要な意味をもつということは、特別活動の方法原理が「なすことによって学ぶ」と

いうことにある。 

 

（「みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動（小学校編）」 

（国立教育政策研究所 平成３０年１２月）） 

（２）集団や社会の形成者としての見方・考え方 

 「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働かせるということは、各教科・科目等の

見方・考え方を総合的に働かせながら、自己及び集団や社会の問題を捉え、よりよい人間関係

の形成、よりよい集団生活の構築や社会への参画及び自己の実現に向けた実践に結び付けるこ

とである。こうした「見方・考え方」は特別活動の中だけでなく、社会に出て生活していくに

当たっても重要な働きをする。 

（３）特別活動の学習過程 

様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自

己の生活上の課題を解決する。 

 

 

 

 

 

109



（４）特別活動における主体的・対話的で深い学び 

 

 
 

 

２ 特別活動の内容 

小学校 中学校 高等学校 

Ａ 学級活動 
（１）学級や学校における生     

活づくりへの参画 
（２）日常の生活や学習への

適応と自己の成長及び健
康安全 

（３）一人一人のキャリア形
成と自己実現 

 
Ｂ 児童会活動 
（１）児童会の組織づくりと

児童会活動の計画や運営 
（２）異年齢集団による交流 
（３）学校行事への協力 
 
 
Ｃ クラブ活動 
（１）クラブの組織づくりと

クラブ活動の計画や運営 
（２）クラブを楽しむ活動 
（３）クラブの成果の発表 
 
Ｄ 学校行事 
（１）儀式的行事 
（２）文化的行事 
（３）健康安全・体育的行事 
（４）遠足・集団宿泊的行事 
（５）勤労生産・奉仕的行事 

Ａ 学級活動 
（１）学級や学校における生

活づくりへの参画 
（２）日常の生活や学習への

適応と自己の成長及び健
康安全 

（３）一人一人のキャリア形
成と自己実現 

 
Ｂ 生徒会活動 
（１）生徒会の組織づくりと

生徒会活動の計画や運営 
（２）学校行事への協力 
（３）ボランティア活動など

の社会参画 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 学校行事 
（１）儀式的行事 
（２）文化的行事 
（３）健康安全・体育的行事 
（４）旅行・集団宿泊的行事 
（５）勤労生産・奉仕的行事 

〔ホームルーム活動〕 
（１）ホームルームや学校にお

ける生活づくりへの参画 
（２）日常の生活や学習への適

応と自己の成長及び健康
安全 

（３）一人一人のキャリア形成
と自己実現 

 
〔生徒会活動〕 
（１）生徒会の組織づくりと生

徒会活動の計画や運営 
（２）学校行事への協力 
（３）ボランティア活動などの

社会参画 
 
 
 
 
 
 
 
〔学校行事〕 
（１）儀式的行事 
（２）文化的行事 
（３）健康安全・体育的行事 
（４）旅行・集団宿泊的行事 
（５）勤労生産・奉仕的行事 

これからの学びや自己の生き方を見通し、これまでの活動を振り返るなど、教育活動全体の

取組を自己の将来や社会づくりにつなげていくためのキャリア教育の要として特別活動を位置

づけ、キャリア教育の充実を図ることが求められている。そのため、小・中・高等学校の学級

活動・ホームルーム活動に「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」が設けられ、キャリア

教育の視点からの小・中・高等学校のつながりが明確になった。 
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（１）学級活動・ホームルーム活動   
学級・ホームルームや学校での生活をよりよくするための課題を見いだし、解決するために

話し合い、合意形成し、役割を分担して協力して実践したり、学級・ホームルームでの話合い
を生かして自己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定して実践したりすること
に、自主的、実践的に取り組むことをとおして、第１の目標に掲げる資質・能力を育成するこ
とをめざす。 
①小学校 
【学級活動の内容】 

第１の目標に掲げる資質・能力を育成するため、全ての学年において、次の各活動を
通して、それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主
体的に考えて実践できるよう指導する。 
（１）学級や学校における生活づくりへの参画 

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決 
イ 学級内の組織づくりや役割の自覚 
ウ 学校における多様な集団の生活の向上 

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 
ア 基本的な生活習慣の形成 
イ よりよい人間関係の形成 
ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成 
エ 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）一人一人のキャリア形成と自己実現 
ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成 
イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解 
ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用 

 

【学級活動の学習過程（例）】 
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  ②中学校 
【学級活動の内容】 

第１の目標に掲げる資質・能力を育成するため、全ての学年において、次の各活動を
通して、それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主
体的に考えて実践できるよう指導する。 
（１）学級や学校における生活づくりへの参画 

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決 
イ 学級内の組織づくりや役割の自覚 
ウ 学校における多様な集団の生活の向上 

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 
ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成 
イ 男女相互の理解と協力 
ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応 
エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成 
オ 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）一人一人のキャリア形成と自己実現 
ア 社会生活、職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と学校図書館
等の活用 

イ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成 
ウ 主体的な進路の選択と将来設計 

 

【学級活動の学習過程（例）】 
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  ③高等学校 
【ホームルーム活動の内容】 

 第１の目標に掲げる資質・能力を育成するため、全ての学年において、次の各活動を
通して、それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主
体的に考えて実践できるよう指導する。 
（１）ホームルームや学校における生活づくりへの参画 

ア ホームルームや学校における生活上の諸問題の解決 
イ ホームルーム内の組織づくりや役割の自覚 
ウ 学校における多様な集団の生活の向上 

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 
ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成 
イ 男女相互の理解と協力 
ウ 国際理解と国際交流の推進 
エ 青年期の悩みや課題とその解決 
オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立 

（３）一人一人のキャリア形成と自己実現 
ア 学校生活と社会的・職業的自立の意義の理解 
イ 主体的な学習態度の確立と学校図書館等の活用 
ウ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成 
エ 主体的な進路の選択決定と将来設計 

 
 

  【ホームルーム活動の学習過程（例）】 
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（２）児童会・生徒会活動 
 異年齢の児童生徒同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて、
計画を立て役割を分担し、協力して運営することに自主的、実践的に取り組むことをとおして、
第１の目標に掲げる資質・能力を育成することをめざす。 

 
  【児童会活動・生徒会活動の内容】 

小学校 
（１）児童会の組織づくりと児童会活動の計画や運営 

（２）異年齢集団による交流 （３）学校行事への協力 

中学校 

高等学校 

（１）生徒会の組織づくりと生徒会活動の計画や運営 

（２）学校行事への協力 （３）ボランティア活動などの社会参画 

 

【児童会活動の学習過程（例）（小学校）】 

 

【生徒会活動における学習過程（例）（中学校、高等学校）】 
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（３）クラブ活動（小学校） 

異年齢の児童同士で協力し、共通の興味・関心を追求する集団活動の計画を立てて運営する

ことに自主的、実践的に取り組むことをとおして、個性の伸長を図りながら、第１の目標に掲

げる資質・能力を育成することをめざす。  

【クラブ活動の内容】 

（１）クラブの組織づくりとクラブ活動の計画や運営 

（２）クラブを楽しむ活動  （３）クラブの成果の発表 

  【クラブ活動の学習過程（例）】 

 

 

（４）学校行事 

全校又は学年の児童生徒、高等学校においては全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団で

協力し、よりよい学校生活を築くための体験的な活動をとおして、集団への所属感や連帯感を

深め、公共の精神を養いながら、第１の目標に掲げる資質・能力を育成することをめざす。 

  【学校行事の内容】 

小学校 

（１）儀式的行事 

（２）文化的行事 

（３）健康安全・体育的行事 

（４）遠足・集団宿泊的行事 

（５）勤労生産・奉仕的行事 

中学校 

高等学校 

（１）儀式的行事 

（２）文化的行事 

（３）健康安全・体育的行事 

（４）旅行・集団宿泊的行事 

（５）勤労生産・奉仕的行事 
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【学校行事の学習過程（例）（小学校）】 

 

 
【学校行事の学習過程（例）（中学校、高等学校）】 

 

 

３ 指導と評価 

（１）指導にあたって 

  ①指導内容の特質に応じた児童生徒の自発的、自治的な活動の展開 

 教師の適切な指導の下に行われる児童生徒の自発的、自治的な活動を特質とする内容と、

教師の指導を中心とした児童生徒の自主的、実践的な活動を特質とする内容を区別して指導

する。 

②自分たちできまりをつくって守る活動の充実 

 児童生徒がつくるきまりや約束は、よりよい学級や学校生活づくりをめざしてつくられる

ものであり、児童生徒の自発的、自治的な活動の範囲内の児童生徒に任すことができるきま

りや約束である。このような活動を大切にすることは、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とともに主権者として積極的に社
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会参画する力の育成にもつながる。 

③道徳教育の重点などを踏まえた指導内容の重点化 

 各学校では、児童生徒や学校、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し、

全教育活動をとおして具現化するために、特別活動においては指導内容を重点化することが

必要である。 

  ④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 

特別活動の内容は、それぞれが固有の意義をもち、集団の単位、活動の形態や方法、時間

の設定などにおいて異なる面が多い。しかし、これらは、最終的に特別活動の目標をめざし

て行われ、相互に関連し合っていることを理解し、児童生徒の資質・能力を育成する活動を

効果的に展開できるようにすることが大切である。 

⑤ガイダンスとカウンセリングの趣旨を踏まえた指導を図る 

 学校生活への適応や人間関係の形成、教科・科目や進路の選択などについては、主に集団

の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと、個々の児童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（教育相談を含む。）の双方

の趣旨を踏まえて指導を行う。 

⑥異年齢集団や幼児、高齢者、障がいのある人々や幼児児童生徒との交流等をとおして、協働

することや社会に貢献することの喜びを得る活動の重視 

異年齢集団による交流を重視するとともに、幼児、高齢者、障がいのある人々などとの交

流や対話、障がいのある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会をとおして、協働するこ

とや、他者の役に立ったり社会に貢献したりすることの喜びを得られる活動を充実する。 

（２）学習評価 

 特別活動においては、学習指導要領の目標及び特別活動の特質と学校の創意工夫を生かすと

いうことから、設置者ではなく、各学校が評価の観点を定めることとしている。特別活動は、

全校又は学年を単位として行う活動があり、学級担任・ホームルーム担任以外の教師が指導す

ることも多いことから、各学校には評価体制を確立し共通理解を図って、児童生徒のよさや可

能性を多面的・総合的に評価できるようにすることも求められる。 

また、評価を通じて、教師が自己の指導の内容や方法、指導過程等を振り返り、より効果的

な指導が行えるような工夫改善を図ることが求められる。 

①評価の手順 

ア 指導と評価の計画の作成 

 ・特別活動の全体計画及び各活動・学校行事ごとの指導と評価の計画を作成する。 

イ 評価のための基礎資料の収集 

・計画に基づいて、評価のための基礎資料を収集する。 

ウ 評価の実施 

・収集した資料を各学校で定めた所定の手続きにしたがって多面的・総合的に判断し、評

価を行う。 

エ 評価体制の改善 

・評価結果を各学校における指導や評価体制の改善に生かす。 

  ②評価体制の確立 

多くの教師による評価を反映させるなど、学校としての評価体制を確立する。 

  ③指導と評価の計画の作成 

 １単位時間の指導においては、評価規準に即して、事前・本時・事後における「十分満足

できる活動の状況」を具体的な児童生徒の姿として示した「めざす児童生徒の姿」を具体的

に設定することが考えられる。 

  ④多面的・総合的な評価の工夫 

・特別活動においては、児童生徒が自己の活動を振り返り、新たな目標や課題がもてるよう

にする。 

・活動の結果だけでなく、活動の過程における児童生徒の努力や意欲などを積極的に認めた

り、児童生徒のよさを多面的・総合的に評価したりする。 

・児童生徒一人一人を評価する方法としては、教師による観察が中心となるが、チェックリ
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ストや児童生徒自身の各種記録の活用など、評価方法の特質を生かして評価するようにす

る。 

・児童生徒一人一人のよさや可能性を生かし伸ばす点から、児童生徒のよりよい姿が見られ

た際には、随時、当該児童生徒に伝えたり、学級や学年、学校全体に紹介したりする。 

  ⑤評価機会の工夫 

特別活動は、活動の積み重ねにより年間をとおして児童生徒の資質・能力を図るものであ

る。すべての評価の観点について、事前・本時・事後の一連の学習過程の中で評価できるよ

うにしたり、各活動・学校行事における顕著な事項は補助簿を活用して記録したりしておき、

一定期間に実施した活動や学校行事を評価規準に基づき、まとめて評価するなど、効果的で

効率的な評価となるよう配慮する必要がある。 

 

４ 特別活動の指導におけるＩＣＴ活用 

（１）特別活動の指導におけるＩＣＴ活用の効果 

特別活動の指導に当たっては、その方法原理である「なすことによって学ぶ」直接体験が基

本であるが、指導内容に応じて、適宜コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用

し、児童生徒の学習の場を広げたり、学習の質を高めたりすることができる。 

特別活動の特質「集団活動、実践的な活動」の代替としてではなく、特別活動の学習の一層

の充実を図るための有用な道具としてＩＣＴを位置付け、活用する場面を適切に選択し、教師

の丁寧な指導の下で効果的に活用することが重要である。 

（２）特別活動の指導におけるＩＣＴ活用例 
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【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） 

◇「『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 特別活動」 

（国立教育政策研究所教育課程研究センター 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 特別活動」 

（国立教育政策研究所教育課程研究センター 令和２年３月） 

◇「学習評価の在り方ハンドブック（小・中学校編）」 

（国立教育政策研究所教育課程研究センター 令和元年６月） 

◇「学習評価の在り方ハンドブック（高等学校編）」 

（国立教育政策研究所教育課程研究センター 令和元年６月） 

◇「みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動（小学校編）」 

（国立教育政策研究所 教育課程研究センター 平成３０年１２月） 

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/tokkatsu_h301220-01.pdf 

◇「高等学校学習指導要領解説 特別活動編」（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 特別活動編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「中学校学習指導要領解説 特別活動編」（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） 

◇「学級・学校文化を創る特別活動（中学校編）」（教員向け指導資料） 

（国立教育政策研究所 教育課程研究センター 平成２８年３月） 

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/tokkatsu_j_leafb.pdf 

 

◇「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 特別活動」 

（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 特別活動」 
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１２  人 権 教 育 

 

１ 鳥取県の人権教育がめざすもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童生徒一人一人の教育課題への対応 

（１）多角的・多面的な実態把握 

①多角的に（担任、学年主任、教科担当、部活顧問等、いろいろな教職員の視点から）、児童生徒

一人一人の多面的な実態（様々な側面）を捉える。 

②必要な情報を教職員で共通理解する。 

（２）家庭・地域との連携 

①児童生徒一人一人の実態を学校だけでなく家庭、地域等の生活の中で把握する。 

②保護者と教職員がともに、児童生徒を育てていくための共通理解の場として家庭訪問を活用する。 

（３）教育課題の明確化 

①偏見や差別、いじめなどの人権侵害を受けた（ている）児童生徒の思いを受け止め、児童生徒の

実態から教育課題を明確にする。 

  ②時々刻々と変化する社会の中にいる児童生徒一人一人の変容を把握する。 

  

人権のための教育 － 豊かな人権文化を築く資質を備えた人間の育成 － 

 
【人権教育がめざすもの】 ○本来持っている能力を発揮し、自己実現を図る  

○「人権尊重の社会づくりの担い手」であることを自覚する 

○多様な人々と豊かにつながり、共に生きる 

普遍的な視点からの            

権利を基礎にすえたアプローチ 

個別的な視点からの          

具体的問題を基礎にすえたアプローチ 

人権としての教育 人権についての教育 人権が尊重される教育 

すべての人が等しく教育を 

保障される 

教育を受けることそのもの

が人権です。一人一人の子ど

もが持っている能力を最大限

に伸ばす取組や希望する進路

の実現に向けた取組も人権教

育の一環です。 

ｱ人権や人権問題について 

ｱ学ぶ 

人権に関する法や条約、人

権の概念、個別具体的な人権

問題等について学ぶことと合

わせて、人権感覚の育成を図

ることが重要です。 
 

人権が大切にされた環境

で学ぶ 

 一人一人の子どもが、一人

の人間として大切にされて

いると日常的に感じながら

学習することができる環境

や雰囲気を作ることが重要

です。 
 

【育てたい資質・能力】 

知 識 ・ 技 能 ・ 態 度 

（※内容は３（３）に記載） 
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（４）課題解決に向けた取組 

  ①教職員と児童生徒、保護者との信頼関係を基盤に、一人一人の課題解決に向けた取組を検討する。

必要に応じて取組を実施しながら軌道修正する。 

②育てたい資質・能力（知識、技能、態度）、自尊感情、エンパワメント、コミュニケーション能

力等にかかわる課題を総合的に捉えて、取組を検討する。 

③課題解決に向け、取組の整理と順序立てを行う。 

 

３ 人権教育推進の５つのポイント 

（１）鳥取県の「人権教育がめざすもの」の基本理念の理解 

「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］（文部科学省 平成２０年）」

では、人権教育の目標を「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになり、

それが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づく

りに向けた行動につながるようにすること」としている。 

また、「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」では、「お互いの人権が尊重され、誇りをもって生

きることができる差別と偏見のない社会が実現されなければならない」とした上で、「相互に人権

を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努める」

ことを定めており、これらを踏まえて鳥取県教育委員会では以下の３つの基本理念を掲げ、それを

もとに「豊かな人権文化を築く資質を備えた人間の育成」をめざしている。 

 

 

 

 

（２）人権教育の３つの側面からのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの側面をすべて統合することで、「人権のための教育」が実現する。 

（※「１ 鳥取県の人権教育がめざすもの」の図を参照） 

 

  

【人権としての教育】 
・社会的自立に向けて基礎学力や自己決定力を育成する。 

・児童生徒への教育の機会を保障する。 

・児童生徒の進路の保障に努める。 

【人権についての教育】 
・児童生徒の実態から見えてくる課題と人権学習の内容に整合性をもたせる。 

・児童生徒が主体となる授業を組み立てる。 

・児童生徒のエンパワメントを高め、個別の人権学習をつなぎ合わせる。 

【人権が尊重される教育】 
・教職員は人権教育の推進者として人権が尊重された環境づくりに取り組む。 
・課題解決をめざす集団を教職員がつなぎあわせ、人権尊重を目的とした仲間づくりを進める。 
・児童生徒への人権侵害に速やかに対応し、情報を共有できる体制づくりを行う。 

【人権教育がめざすもの】 
○本来もっている能力を発揮し、自己実現を図る 

○「人権尊重の社会づくりの担い手」であることを自覚する 

○多様な人々と豊かにつながり、共に生きる 

【人権のための教育】 
豊かな人権文化を築く資質を備えた人間の育成 
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（３）育てたい資質・能力（知識、技能、態度）の育成 

人権教育を通じて育てたい資質・能力（知識、技能、態度）の内容は次のとおりであり、これら

バランスよく育成することが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）｢自尊感情｣｢参加型｣｢エンパワメント｣を意識した取組 

育てたい資質・能力（知識、技能、態度）を育む大切な土台として、「自尊感情」「参加型」「エ 

ンパワメント」が重要なキーワードとなる。 

自尊感情 自分を否定するのではなく肯定的に認め、「自分らしさ」に自信を持ち、
自分を価値あるものとして思えるようになること。 

参加型 協力的な人間関係を作りながら、異なる立場・意見を有する人々が互い
に尊重し合い問題解決を方向付け、共に行動することを促す包括的な学
習プロセス。 

エンパワメント 本来持っている能力を発揮し、自分自身の生活や環境をよりコントロー
ルできるようになること。 

 

（５）普遍的な視点と個別的な視点の関連付け 

人権教育の手法については、法の下の平等、個人の尊重といった「普遍的な視点からの権利を基

礎にすえたアプローチ」と、様々な人権問題に即した「個別的な視点からの具体的な問題を基礎に

すえたアプローチ」とがあり、この両者があいまって人権尊重についての理解が深まっていく。 

いずれの問題を学習する場合でも、人権尊重の精神を基盤にすえながら、すべての人権問題の根

幹はつながっているとの認識のもと、この二つの視点を念頭に置いて学習を組み立て、個別的な人

権問題の学習だけで終わらせることのないようにすることが重要である。 

 

 

 

 

 

  

【考えてみましょう】 

☆児童生徒の様子をどのように捉えたらよいのでしょうか。 

  ☆人権教育の推進上、特に大切だと感じたポイントはどのようなことでしょうか。 

  ☆学校教育のどのような活動や取組に人権教育の視点が生かせるでしょうか。 

 

自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動 

自分の人権を守り、他者の人権を守ろうとする意識・意欲・態度 

人権に関する知的理解 人 権 感 覚 

・自由、責任、正義、個人の尊厳、

権利、義務などの諸概念について

の知識 

・人権に関する国内法や条約等に関

する知識 

・人権発展の歴史や人権侵害の現状

等についての知識 

・自他の人権を擁護し、人権侵害を予防 

・解決したりするために必要な実践 

的知識 

・適切な自己表現等を可能とするコ

ミュニケーション技能 

・他者の痛みや感情を共感的に受容

できるための想像力や感受性 

・人間関係のゆがみ、ステレオタイ

プ、偏見、差別を見極める技能 

・合理的・分析的に思考し、公平で

均衡のとれた結論に到達する技能 

・対立的問題に対しても、双方にとって 

プラスとなる解決法を見出すことの 

できるような建設的な問題解決技能 

・人権の観点から自己自身の行為に責

任を負う意志や態度 

・自己についての肯定的態度（自尊感

情など） 

・自他の違いを認め、尊重する意識、

多様性に対する肯定的態度 

・自己の周囲、具体的な場面において、

人権侵害を受けている人を支援し

ようとする意欲・態度 

・正義、自由、平等などの理念の実現、

社会の発達に主体的に関与しようと

する意欲・態度 

知 識 技 能 態 度 
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４ 人権教育全体計画・人権学習年間指導計画に基づく実践 

全体計画は、人権教育の目標の達成に向け、学校のめざすべき目標や、取り組むべき活動の全体を、

児童生徒の発達段階に即しつつ、各教科等の関連を考慮しながら総合的・体系的に示したものである。 

年間指導計画は、全体計画に基づき、当該年度に行う人権教育の指導内容・方法等を具体化したも

のである。この２つの計画を基に、以下の点に留意しながら取組を進めること。 

・自校の達成目標である卒業時までに「育てたい資質・能力（知識、技能、態度）」を確認する。 

・「育てたい資質・能力（知識、技能、態度）」のうち、どれを育むのかを明確にして実践する。 

・実践によって「育てたい資質・能力（知識、技能、態度）」が育まれたかどうかを評価する。 

そして、評価をもとに、取組を見直し改善を図る。 

・指導に当たっては、各教科等の目標やねらいを第一義的に達成させることに留意しながら、人権

教育の具体的な指導内容との関連を図るよう工夫するなど、計画的、組織的に指導が行われるよ

うにする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 人権教育の指導方法の工夫と改善 

（１）指導方法のあり方 

民主的な価値、尊敬及び寛容の精神などは、それらの価値自体を尊重し、その促進を図ろうとす

る学習環境の中で、またその学習過程を通じて、はじめて有効に学習される。 

つまり、児童生徒が主体的に、しかも他の児童生徒とともに学習活動に参加し、協力的に活動し、

体験することをとおしてはじめて身に付くのであり、児童生徒自身が「感じ、考え、行動する」こ

と、主体的、実践的に学習に取り組むことが不可欠である。 

 

【人権が尊重される授業づくりの視点例】 

視 点 ね ら い ポ イ ン ト ・ 留 意 点 

自己存在感

を持たせる

支援を工夫

する。 

 

「授業に参加

している」と

いう実感を持

たせる。 

○学習内容や活動に応じた座席の工夫や発問・応答のパターンの工夫

を行う。 

○児童生徒の既習事項や生活体験、興味・関心等を把握し、様々な視

点から解決できるように課題設定の工夫を行う。 

○児童生徒の学習意欲や習熟の度合いを把握し、課題（教材）を複数

準備したり、ヒントカードを与えたりする。 

○結果にこだわらず、思考過程や学習過程を認める。 

【年間指導計画充実のための留意点】 

・各教科等（高等学校：各教科・科目等 以下同じ）では、学習内容や指導方法等から人権教育

の目標と結びつく教育活動を見出す。その際、具体的な人権問題に関する学習内容（個別的な

視点からの取組）を含む単元等、また「法の下の平等」、「個人の尊重」、「生命尊重」など

に関する学習内容（普遍的な視点からの取組）を含む単元等を設定する。 

・「特別の教科 道徳」では、自己を見つめ、道徳的価値の自覚を深め、主体的に道徳的な判断

力、心情、実践意欲と態度を身に付けていくことができるよう、その内容項目として、「生命

の尊さ」「公正・公平・社会正義」等、人間尊重の精神とかかわりの深い内容を設定する。 

・「総合的な学習の時間」（高等学校：総合的な探究の時間 以下同じ）では、そのねらいを踏

まえ、現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題、地域や学校の特色に応じた課題、児

童生徒の興味・関心に基づく課題などについて、人権教育との関連性から学習活動を設定する。 

・特別活動では、望ましい集団活動をとおして、よりよい生活を築こうとする自主的、実践的な

態度を育てる。そのため、学級（高等学校：ホームルーム 以下同じ）活動では、生活上の諸

問題の解決や望ましい人間関係の育成に重点を置く。また、児童会・生徒会活動、クラブ活動、

学校行事においても、学校生活の充実と発展に寄与する体験的な活動を設定する。 
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「自分が必要

とされている｣

という実感を

持たせる。 

○意図的な指名等、一人一人が活躍する場や課題を工夫する。 

○自由な発想や方法が認められたり、自己選択できる場を工夫する。 

○互いの発言を最後まで聴く習慣や、誤答を大切にする習慣を身に付

けさせる。 

○協力して活動できる場を工夫し、互いの考えや方法のよさに気付か

せる。 

教師自身が一

人一人を大切

にする姿勢を

示す。 

○一人一人の名前を呼び、目を見て話す。話をよく聴く。 

○発言しない児童生徒に配慮するとともに、適切な支援を行う。 

○承認・賞賛・励ましの言葉をかけ、個に応じた改善課題や改善方法

を示す。 

共感的人間

関係を育成

する支援を

工夫する。 

 

「自分が受け

入れられてい

る」と実感で

きる雰囲気を

つくる。 

○「誰にでも失敗はある」、「誰もがよさや弱さを持っている」とい

う認識に立って、互いを尊重し合う人間関係作りを行う。 

○一人一人が自由に発言できる雰囲気づくりを行う。 

○教師の意図と異なる考えを抑圧したり切り捨てたりしない。 

「共に学び合

う仲間だ」と

実感できる雰

囲気をつく

る。 

○他者の発言や作品のよさに気付き、学ぼうとする態度を育てる。 

○自分の考えと異なる意見や感情を拒絶せず、それを理解する技能を

育てる。 

○他者の気持ちや立場を考えて自分の言動を選択・構成する態度を育

てる。 

○互いの役割や責任を認め合う態度を育てる。 

自己選択・

決定の場を

工夫して設

定する。 

 

学習課題や計

画を選択する

機会を提供す

る。 

○発達段階に応じて、複数の学習課題の中から自分にあった課題を選

択する機会を設定する。 

○発達段階に応じて、学習の見通しをもって計画を立てるための支援

を行う。 

学習内容、学

習教材を選択

する機会を提

供する。 

○児童生徒の実態を踏まえて多様な教材・教具を準備し、選択の幅を

与える。 

○自分の習熟の度合いや興味・関心に基づいて、教材・教具を選択で

きる場を設定する。 

学習方法を選

択する機会を

提供する。 

 

 

○児童生徒の実態を踏まえて児童生徒の実態や学習内容に応じた学習

方法を提示し、選択の幅を与える。 

○課題解決のための情報や資料を準備し、その活用方法について適宜

助言する。 

○ワークシートやノート整理の方法、学習内容のファイルの仕方を助

言する。 

表現方法を選

択する機会を

提供する。 

○児童生徒の実態を踏まえて多様な表現方法を提示し、選択の幅を与

える。 

○考えをまとめるための多様な学習ノートを準備する。 

○相手や内容に応じた表現ができるよう、多様な表現スキルを提示す

る。 

学習形態や場

を選択する機

会を提供す

る。 

○児童生徒の実態や学習内容に応じた学習形態や活動の場を多様に提

示し、選択の幅を与える。 

○自分の課題や方法に基づいて活動内容や場所を選択する機会を設定

する。 

振り返りの方

法を選択し、

互いの学びを

交流する機会

を提供する。 

○児童生徒の実態や学習内容に応じた学習成果のまとめ方を多様に提

示し、選択の幅を与える。 

○自他の学習課題や解決方法、学習の仕方やまとめ方等を振り返って

交流する時間を設定し、他者の成果に学ぶとともに、今後の学習課

題や方法について選択・決定できる場を工夫する。 

（「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］実践編」(文部科学省 平成２０年３月）) 
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（２）効果的な学習教材の選定・開発 

児童生徒にどのような「資質・能力（知識、技能、態度）」を育みたいのか、目的を明確にした

上で、効果的な学習教材を選定・開発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【考えてみましょう】 
☆自校の人権教育における「育てたい資質・能力（知識、技能、態度）」は何でしょう。 
☆効果的な学習教材としてどのようなものが活用できるでしょう。 
☆各教科等の授業において、【人権が尊重される授業づくりの視点例】のどの項目が生かせ
るでしょう。 

 

【教材の選定・開発の際の留意点】 

・既存の教材や教職員が作成した教材を児童生徒に与えるだけでは十分ではない。例えば、保護者

や地域の人々の生き方・考え方、地域の様々な歴史・伝統を学ぶ際の聞き取りや調べ学習といっ

た活動の中から、児童生徒自身が自らの教材を作り上げていくというプロセスも大切にしたい。 

・児童生徒の主体性を引き出し、活発な学びの場を生み出すために、教師には「ファシリテーター

（学習促進者）」としての役割が期待される。すなわち、知識の一方的な伝達に止まらない、創

造的・生産的な活動を保障する進行役としての働きかけが望まれるのである。 

・児童生徒の発達段階を十分考慮するとともに、その内容を公正さの確保の観点から吟味すること

も大切である。例えば身近な事柄を取り上げる場合など、教材の内容によっては、プライバシー

の権利等にも十分配慮することが重要である。 
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６ 人権が尊重される学校をめざして 

 人権が尊重される学校づくりは、教育活動全体を通じて進めていくべきものであり、教職員一

人一人が自らを振り返りながら、様々な取組を進めていくことが大切である。 

 次の項目について、振り返ってみましょう。 

 

学年・学級経営 

初任時 ２年目 ３年目 

□ □ □ 人権教育の視点を学級経営目標の中に位置づけている。 

□ □ □ 児童生徒の不安や悩みを受け止める体制ができている。 

□ □ □ 配慮を必要とする児童生徒について共通理解を図っている。 

□ □ □ 言語環境及び教室環境の適正化を図り、偏見や差別意識が生まれることのないよう

常に留意している。 

 

教科等指導 

初任時 ２年目 ３年目 

□ □ □ 人権についての知的理解を深める指導を推進している。 

□ □ □ 人権感覚を養うための指導を推進している。 

□ □ □ 各教科等の年間指導計画と人権教育の関連性を明確に意識している。 

□ □ □ 特別の教科道徳や学級活動の時間で、人権に関する内容を計画的に指導している。 

□ □ □ 様々な人権問題を身近な生活と結びつけて理解できるよう教材を工夫している。 

□ □ □ 人権教育を進めるにあたり、参加型の学習を取り入れたり、体験活動や交流活動を 

組み入れたりして、指導方法を工夫している。 

□ □ □ 人権を尊重し支え合う集団づくり（人間関係づくり）に取り組んでいる。 

□ □ □ 集団活動において、児童生徒が、互いのよさを認め合い協力するとともに、自己を

生かすことのできる場や機会を適切に設けている。 

□ □ □ 学習内容が定着しづらい児童生徒や配慮を必要とする児童生徒への適切な指導・支

援を行っている。 

 

生徒指導、教育相談、進路指導 

初任時 ２年目 ３年目 

□ □ □ 積極的生徒指導の視点に立って、相互に人権を尊重し、支え合う人間関係づくりを

支援している。 

□ □ □ いじめの未然防止の観点から、ささいなことであっても教職員間で情報共有してい

る。 

□ □ □ 児童生徒一人一人の性格や抱える問題等を理解・把握するための取組を日頃から積

極的に行っている。 

□ □ □ 児童生徒が自他のよさを理解し、将来への目標と希望をもって生きることができる

ように指導･支援している。 

□ □ □ 人権教育の視点をもちつつ、自己の進路や生き方について考える機会を設けている。 
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連携の取組（家庭・地域、関係機関等、校種間） 

初任時 ２年目 ３年目 

 □ □ □ 家庭や地域と連携した取組を日頃から積極的に進め、相互の信頼醸成に努めている。 

 □ □ □ 学年・学級懇談会等で、学校の取組を説明して意見交換を行うなど、人権教育につ

いての理解を図っている。 

 □ □ □ 関係機関等と連携するなどして、効果的に人権教育を行っている。 

 □ □ □ 居住地交流等の校種間の交流などをとおして人権教育を行っている。 

 

校内環境づくり 

初任時 ２年目 ３年目 

 □ □ □ 児童生徒がいじめや差別のない学校・学級づくりの必要性について考えることがで

きるよう、掲示物等を工夫している。 

 □ □ □ 児童生徒の作品に本人のコメントや他の児童生徒による評価を付けるなどして、相

互理解を図っている。 

□ □ □ 人権啓発に関する作文や標語づくり・ポスターづくり等を行ったり、それらを校内

に掲示したりして、人権尊重の雰囲気を醸成している。 

□ □ □ 全校集会や学年集会等で、学習活動の成果を発表する機会を設けている。 

 

教室環境づくり 

初任時 ２年目 ３年目 

□ □ □ 学級への思いや願いが学級内で共有できるよう掲示物等を工夫している。 

□ □ □ 「気持ちを表す言葉」、「聞き方・話し方のスキル」など、コミュニケーションを 

       円滑にするための手がかりを掲示している。 

□ □ □ 学習内容の振り返りや課題解決に活用できるよう、学習内容の要点を掲示している。 

□ □ □ 児童生徒の問題意識を喚起するような情報を意図的に提供している。 

□ □ □ 児童生徒の喜びや感動、疑問や怒りを感じたことを知らせる場を設けている。 

 

その他 

初任時 ２年目 ３年目 

 □ □ □ 児童生徒の名前を「さん」づけで呼んでいる。 

  □ □ □ 座席やグループを決める際には、児童生徒一人一人の実態（視力・聴力等、友人関

係等）に十分に配慮している。 

 □ □ □ 発表等の機会が一部の児童生徒に偏らないよう配慮している。 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

【考えてみましょう】 

☆人権が尊重される授業づくりのために、どのようなことを見直す必要がありますか。 

☆人権が尊重される学級をつくるために、どのような取組が必要でしょう。 
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「教師が変われば子どもも変わる」といわれるように、教職員の言動は、日々の教育活

動の中で児童生徒の心身の発達や人間形成に大きな影響を及ぼし、豊かな人間性を育成す

る上でもきわめて重要な意味を持ちます。個々の児童生徒の大切さを強く自覚し、一人の

人間として接するという教職員の姿勢そのものが、教育活動の重要な要素であり、また、

児童生徒の安心感や自尊感情を育むことにもなります。 

だからこそ、教職員にあっては、児童生徒との相互の信頼関係の上に、愛情に満ちた人

間関係を築くよう求められます。教職員が、仮にも自らの言動により児童生徒の人権を侵

害することのないよう、常に意識して行動すべきことは当然です。 

同時に、教職員同士の間でも、互いを尊重する態度は大切です。例えば、指導上の課題

について相互に話し合い、共通理解を図ることができるような環境づくりに努めることが

求められます。 

したがって、教職員は、児童生徒の心の痛みに気づき、互いの人権が尊重されているか

を判断できる確かな人権感覚を身に付けるよう、常に自己研鑽を積まなければなりませ

ん。教育活動や日常の生活場面の中で、言動に潜む決めつけや偏見がないか、一人ひとり

を大切にしているかを繰り返し点検し、自らの人権意識を絶えず見つめ直す必要がありま

す。また、人権尊重の精神を基盤に、人間関係調整能力、コミュニケーション能力等を高

めること、児童生徒理解を深め、適切な支援を実施できるよう、カウンセリングの技法や

集団づくりへの支援等、児童生徒への働きかけを有効に行うための技法を身に付けること

も必要です。あわせて、地域社会の一員として、地域や市町村・ＰＴＡ等で行われる各種

研究会や研修会に積極的に参加することが必要です。 

（「鳥取県人権教育基本方針－第３次改訂－」（鳥取県教育委員会 平成５年３月）） 

 

【参考資料】 

◇「平成３０年度鳥取県学校教育のめざすもの」（鳥取県教育委員会 平成３０年３月） 

◇「鳥取県人権教育基本方針－第３次改訂－」（鳥取県教育委員会 令和５年３月） 

◇「人権教育・啓発に関する基本計画」（平成１４年閣議決定、平成２３年一部改正） 

◇「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」 

（文部科学省 平成２０年３月） 
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