
 

 

 

 

 

Ⅰ 本研究資料のねらいと構成 



１ 本研究資料の構成 

 

 

⑴ 本研究資料のねらい 

本研究資料は「これからの学校教育に求められる児童生徒の資質・能力に関する研究」

の一環として作成されたものである。この研究は，社会の急速な変化の中でこれからの学

校教育においてどのような資質や能力を育成すべきか，その基本的な方向性を検討するこ

とを通して，今後の教育政策立案のための基礎資料を得ることをねらいとしている。そこ

で，これからの学校教育に求められる資質・能力を検討する際のひとつの参考資料となる

よう，これまでの学校教育（教育課程）を方向付けてきた教育審議会答申，学習指導要領，

指導要録を整理し，教育課程の改善の方針，各教科等の目標，評価の観点等の変遷をとら

えるための研究資料を作成した。 

 

⑵ 「Ⅱ 教育課程の基準の改善のねらい，学習指導要領，指導要録の変遷」の構成 

「Ⅱ 教育課程の基準の改善のねらい，学習指導要領，指導要録の変遷」は，昭和 33 年か

ら平成 15 年までの教育課程審議会答申に示された教育課程の基準の改善のねらい，及び文

部省告示，又は文部科学省告示として公にされた学習指導要領，指導要録の小・中学校に

関する内容を整理したものである。なお，構成は以下のとおりである。 

１ 教育課程の基準の改善のねらいの変遷 

２ 授業時数の変遷 

３ 総則の変遷 

４ 各教科等の目標の変遷 

５ 各教科の評価の観点等の変遷 

「１ 教育課程の基準の改善のねらい」では，教育課程審議会答申に示された教育課

程の基準の改善のねらいに関することについて整理した。「２ 授業時数の変遷」では，

学校教育法施行規則に示された各教科の授業時数を整理した。その際，学年ごとの総授

業時数から各教科が占める授業時数の割合も示すこととした。「３ 総則の変遷」では，

学習指導要領に示されている総則をその改訂ごとに整理した。「４ 各教科等の目標の変

遷」では，学習指導要領に示されている各教科，道徳，特別活動の目標の変遷を整理し

た。「５ 各教科等の評価の観点等の変遷」では，指導要録に示されている各教科，行動

の記録，特別活動の評価の観点の変遷を整理した。 

 

⑶ 「Ⅲ 各教科等の変遷」の構成 

「Ⅲ 各教科等の変遷」は，昭和 22 年以降の教育課程審議会答申，学習指導要領，指導

要録から，各教科，道徳，特別活動の改善の基本方針，目標，評価の観点とその趣旨につ

いて整理したものである。 

具体的には，小・中学校の各教科，道徳，特別活動について，教育課程審議会答申，学

習指導要領（試案を含む），及び指導要録ごとに整理した。その内容は，基本的に各教科等

ごとに「１ 教育課程審議会の答申に示された各教科等の改善の方針」「２ 各教科等の目

標」「３各教科等の評価の観点とその趣旨等」の順で示している。実際に引用した教育課程

審議会答申，学習指導要領，指導要録は，次に示す「元になる資料一覧」のとおりである。 
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２ 基本となる資料一覧 

 
 
年代 教育課程審議会答申 学習指導要領 指導要録 

昭和 22 年 

（1947 年） 

 学習指導要領 英語編(試案) 

昭和 22 年３月 20 日発行 

 

  学習指導要領 社会科編（一）

（試案） 

昭和 22 年５月５日発行 

 

  学習指導要領 算数科数学科

編（試案） 

昭和 22 年５月 15 日発行 

 

  学習指導要領 家庭科編（試

案） 

昭和 22 年５月 15 日発行 

 

  学習指導要領 図画工作編

（試案） 

昭和 22 年５月 20 日発行 

 

  学習指導要領 理科編（試案）

昭和 22 年５月 26 日発行 

 

  学習指導要領 音楽編（試案）

昭和 22 年６月 10 日発行 

 

  学校体育指導要綱 

昭和 22 年６月 22 日発行 

 

  小学校社会科学習指導要領

補説 

昭和 23 年９月 15 日発行 

 

  学習指導要領 職業指導編

（試案） 

昭和 22 年 10 月 12 日発行 

 

  学習指導要領 職業科農業編

（試案） 

昭和 22 年 11 月４日発行 

 

  学習指導要領 職業科工業編

（試案） 

昭和 22 年 12 月 13 日発行 

 

  学習指導要領 国語科編（試

案） 

 



 

- 6 -

昭和 22 年 12 月 20 日発行 

  学習指導要領 職業科水産編

（試案） 

昭和 22 年 12 月 20 日発行 

 

  学習指導要領 職業科商業編

（試案） 

昭和 22 年 12 月 23 日発行 

 

昭和 23 年 

（1948 年） 

  小学校学籍簿について 

昭和 23 年 11 月 12 日 

昭和 24 年 

（1949 年） 

 学習指導要領 小学校体育編

（試案） 

昭和 24 年９月 12 日発行 

中学校，高等学校生徒指導要

録について 

昭和 24 年８月 25 日 

昭和 25 年 

（1950 年） 

「小学校の教育課程をど

のように改善すべきか」に

対する答申 

昭和 25 年６月 

  

昭和 26 年 

（1951 年） 

道徳教育振興に関する答

申 

昭和 26 年 1 月 4 日 

中学校高等学校学習指導要領

音楽科編(試案) 

昭和 26 年６月 25 日発行 

 

  小学校学習指導要領 社会科

編（試案） 

昭和 26 年７月 10 日発行 

 

  中学校高等学校学習指導要領

保健体育科体育編（試案） 

昭和 26 年７月 25 日発行 

 

  中学校 高等学校 学習指導要

領 国語科編（試案） 

昭和 26 年 10 月１日発行 

 

  中学校高等学校学習指導要領

数学科編（試案） 

昭和 26 年 11 月 25 日発行 

 

  小学校学習指導要領 音楽編

（試案） 

昭和 26 年 12 月１日発行 

 

  中学校高等学校学習指導要領

社会科編Ⅰ 中等社会科とそ

の指導法（試案） 

昭和 26 年 12 月５日発行 

 

  小学校学習指導要領 算数科  
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編（試案） 

昭和 26 年 12 月５日発行 

  小学校学習指導要領 図画工

作科編（試案） 

昭和 26 年 12 月 10 日改訂版発

行 

 

  小学校学習指導要領 国語科

編（試案） 

昭和 26 年 12 月 15 日発行 

 

  中学校学習指導要領 職業・

家庭科編（試案） 

昭和 26 年 12 月 25 日発行 

 

小学校学習指導要領 理科編

（試案） 

昭和 27 年２月 20 日発行 

昭和 27 年 

（1952 年） 

 

中学校高等学校学習指導要領

図画工作編（試案） 

昭和 27年３月１日改訂版発行

 

  中学校高等学校学習指導要領

理科編（試案）昭和 27 年３月

20 日発行 

 

  中学校高等学校学習指導要領

外国語科英語編（試案）昭和

27 年３月 20 日発行 

 

昭和 28 年 

（1953 年） 

社会科の改善に関する答

申 

昭和 28 年 8 月 7 日 

小学校学習指導要領 体育科

編（試案）改訂版 

昭和 28 年 11 月 30 日発行 

 

昭和 29 年    

昭和 30 年 

（1955 年） 

 小学校学習指導要領 社会科

編（改訂版） 

昭和 30 年 12 月 15 日発行 

小学校，中学校および高等学

校の指導要録の改訂につい

て（通達） 

昭和 30 年９月 13 日 

昭和 31 年  中学校学習指導要領 社会  

（1956 年）  科編（改訂版） 

昭和 31 年２月 20 日発行 

 

  小学校学習指導要領 家庭科

編 

昭和 31 年２月 24 日発行 
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  中学校学習指導要領 職業・

家庭科編 改訂版 

昭和 31 年５月 28 日発行 

 

昭和 32 年    

昭和 33 年 

（1958 年） 

答申「小学校・中学校教育

課程の改善について」 

昭和 33 年 3 月 15 日 

小学校学習指導要領 

昭和 33 年 10 月１日告示 

昭和 33 年 10 月 1 日施行 

 

 

 

  中学校学習指導要領 

昭和 33 年 10 月１日告示 

昭和 33 年 10 月 1 日施行 

 

 

 

昭和 34 年    

昭和 35 年    

昭和 36 年 

（1961 年） 

  小学校児童指導要録および

中学校生徒指導要録につい

て（通達） 

昭和 36 年２月 13 日 

昭和 37 年    

昭和 38 年 

（1963 年） 

答申「学校における道徳教

育の実施方策について」 

昭和 38 年 7 月 11 日 

  

昭和 39 年    

昭和 40 年    

昭和 41 年    

昭和 42 年 

（1967 年） 

答申「小学校の教育課程の

改善について」 

昭和 42 年 10 月 30 日 

  

昭和 43 年 

（1968 年） 

答申「中学校の教育課程の

改善について」 

昭和 43 年６月６日 

小学校学習指導要領 

昭和 43 年７月 11 日告示 

昭和 46 年４月１日施行 

 

昭和 44 年 

（1969 年） 

 中学校学習指導要領 

昭和 44 年４月 14 日告示 

昭和 47 年４月１日施行 

 

昭和 45 年    

昭和 46 年 

（1971 年） 

  小学校児童指導要録および

中学校生徒指導要録の改訂 

   について（通知） 

昭和 46 年２月 27 日 

昭和 47 年    

昭和 48 年    
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昭和 49 年    

昭和 50 年    

昭和 51 年 

（1976 年） 

答申「小学校、中学校及び

高等学校の教育課程の基

準の改善について」 

昭和 51 年 12 月 18 日 

  

昭和 52 年 

（1977 年） 

 小学校学習指導要領 

昭和 52 年７月 23 日告示 

昭和 55 年４月１日施行 

 

  中学校学習指導要領 

昭和 52 年７月 23 日告示 

昭和 56 年４月１日施行 

 

昭和 53 年    

昭和 54 年    

昭和 55 年 

（1980 年） 

  小学校児童指導要録及び中

学校生徒指導要録の改訂に

ついて（通知） 

昭和 55 年２月 29 日 

昭和 56 年    

昭和 57 年    

昭和 58 年    

昭和 59 年    

昭和 60 年    

昭和 61 年    

昭和 62 年 

（1987 年） 

答申「幼稚園、小学校、中

学校及び高等学校の教育

課程の基準の改善につい

て」 

昭和 62 年 12 月 24 日 

  

昭和 63 年    

平成元年 

（1989 年） 

 小学校学習指導要領 

平成元年３月 15 日告示 

平成４年４月 1日施行 

 

  中学校学習指導要領 

平成元年３月 15 日告示 

平成５年４月１日施行 

 

平成 2年    

平成 3年 

（1991 年） 

  小学校児童指導要録，中学校

生徒指導要録並びに盲学校，



 

- 10 -

聾学校及び養護学校の小学

部児童指導要録及び中学部

生徒指導要録の改訂につい

て（通知） 

平成３年３月 20 日 

平成 4年    

平成 5年    

平成 6年    

平成 7年    

平成 8年    

平成 9年    

小学校学習指導要領 

平成 10 年 12 月 14 日告示 

平成 14 年４月１日施行 

平成 10 年 

（1998 年） 

答申「幼稚園、小学校、中

学校、高等学校、盲学校、

聾学校及び養護学校の教

育課程の基準の改善につ

いて」 

 

 平成 10 年 7 月 29 日 

中学校学習指導要領 

平成 10 年 12 月 14 日告示 

平成 14 年４月１日施行  

平成 11 年    

平成 12 年    

平成 13 年 

（2001 年） 

  小学校児童指導要録，中学校

生徒指導要録，高等学校生徒

指導要録，中等教育学校生徒

指導要録並びに盲学校，聾学

校及び養護学校の小学部児

童指導要録，中学部生徒指導

要録及び高等部生徒指導要

録の改善等について（通知）

平成 13 年４月 27 日 

平成 14 年    

平成 15 年  
＊平成 10 年 12 月 14 日に告示された小
学校学習指導要領及び中学校学習指
導要領は，平成 15 年 12 月 26 日に一
部改正された。 

 

 




