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1 教育課程の基準の改善のねらい 

 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日〕より 

 

 

最近における文化・科学・産業などの急速な進展に即応して国民生活の向上を図り，かつ，独立国

家として国際社会に新しい地歩を確保するためには，国民の教育水準を一段と高めなければならない。 

このため，小学校および中学校の教育においては，教育基本法の精神にのつとり，児童生徒の心身

の発達に応じ，それぞれの教育目標の達成にいつそう努力するとともに，特に，道徳教育の徹底，基

礎学力の充実および科学技術教育の向上を図ることを主眼とし，中学校においては，さらに，必要の

あるものに対しては職業または家庭に関する教育を強化することを考慮して，次の方針により教育課

程の改訂を行う必要がある。 

(1) 道徳教育の徹底については，学校の教育活動全体を通じて行うという従来の方針は変更しないが，

さらに，その徹底を期するため，新たに「道徳」の時間を設け，毎学年，毎週継続して，まとまつ

た指導を行うこと。 

(2) 基礎学力の充実については，特に，小学校における国語科および算数科の内容を充実し，その指

導時間数を増加すること。 

(3) 科学技術教育の向上については，小学校・中学校を通じて，算数科，数学科，理科およびその他

の関係教科の内容を充実し，特に，中学校においては，数学科および理科の指導時間数を増加し，

かつ，技術科を新たに設けて，科学技術に関する指導を強化すること。 

(4) 中学校においては，義務教育の最終段階にあるという立場を明確にし，第３学年において，教科

の指導時間数にいつそうの幅をもたせ，生徒の進路・特性に応ずる指導をじゆうぶんに行うことが

できるようにすること。 

(5) 以上のほか，小学校および中学校の各教科その他の教育活動は，次の方針に基いて，その改善を

図り，教育効果を高めるよういつそう努力すること。 

(ｲ) 教科およびその他の教育活動の目標，内容の配列にあたっては，小学校・中学校間の関連をい

つそう密にし，学年の児童生徒の発達段階に即して一貫性をもたせること。なお，小学校低学年

においては，家庭・幼稚園などにおける教育との関連をじゆうぶんに考慮すること。 

(ﾛ) 各教科間の不要の重複を避け，目標，内容を精選して，基本的事項の学習に重点をおくととも

に，各学年における指導の要点を明確にし，教育の能率化を図ること。 

(6) なお，小学校および中学校の教育課程の国家的な最低基準を明確にし，年間における指導時間数

を明示し，義務教育水準の維持向上を図ること。 
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小学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 42 年 10 月 30 日〕より 

 

小学校教育は，教育基本法および学校教育法の示すとにろに基づいて，小学校の各段階における児

童の心身の発達と特性に応ずる教育をほどこし，人間形成における基礎的な能力の伸長を図り，国民

育成の基礎を養うものである。 

このため，小学校の教育課程の改善にあたり，次の諸点をとくに強調する必要がある。 

(1) 日常生活に必要な基本的な知識や技能を習得させ，自然，社会および文化についての基礎的理解

に導くにと。 

(2) 健康にして安全な生活を営むに必要な習慣や態度を身につけさせ，強健な身体と体力の基礎を養

うにと。 

(3) 正しい判断力や創造性，豊かな情操や強い意志の素地を養うこと。 

(4) 家庭，社会および国家について正しい理解と愛情を育て，責任感と協力の精神をつちかい，国際

理解の基礎を養うにと。 
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中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日〕より 

 

中学校教育は，教育基本法および学校教育法の示すところに基づき，小学校教育の基礎の上に立っ

て，生徒の心身の発達に応ずる教育を施し，人格の完成をめざし，民主的，平和的な国家および社会

の形成者として必要な資質を養うものである。 

このような中学校教育のねらいを達成するためには，近年における中学校教育の実態，科学技術の

高度の発達，経済・社会・文化などの急激な進展および最近における生徒の心身の発達における傾向

などをじゅうぶん考慮し，さらに将来に対する広い展望の上に立って，次の点に留意して中学校教育

課程の改善を図る必要がある。 

(1) 自然・社会・文化などについての理解のいっそうの発展をめざし，これらに対処する能力や態度

の育成を強調すること。 

(2) 人間として調和と統一のある発達をめざし，特に，健康と体力の増進，創造的な思考力と構想力

の育成，豊かな情操の陶
とう

冶
や

および理性的な態度や克己心とともに実践的な意欲の涵
かん

養を強調するこ

と。 

(3) 家庭，社会および国家の形成者としての必要な資質の育成をめざし，特に，人間として相互に尊

重し合う態度や規律を守り責任を重んずる態度の涵
かん

養，社会事象に対する正しい認識や公正な判断

力の育成，国家に対する理解と愛情を深め，進んで国家の発展に尽くそうとする態度の育成および

国際理解と国際協調の精神の涵
かん

養を図り，世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする態度の育成

を強調すること。 

(4) 社会的使命の自覚を促すとともに，将来の進路を選択する能力の育成をめざし，特に，自己の個

性・能力・特性などの理解，社会連帯の意識や進んで公共に奉仕する態度の涵
かん

養，職業についての

基礎的な知識や技能の修得および勤労を尊重する態度の育成を強調すること。 
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小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日〕

より 

 

今回の教育課程の基準の改善は，自ら考え正しく判断できる力をもつ児童生徒の育成ということを

重視しながら，次のようなねらいの達成を目指して行う必要がある。 

(1) 人間性豊かな児童生徒を育てること 

学校教育が児童生徒の知・徳・体の調和のとれた発達を目指し，平和的な国家及び社会の形成者

として心身ともにに健全な国民の育成を期して行われなければならないことはいうまでもない。こ

のことは，学校教育が一貫して求めてきたことであり，従来の教育課程の基準の改善においても十

分念頭において対処してきたところであるが，学校教育の現状や今日の学校をとりまく社会の状況

を考慮し，これからの学校教育においては人間性豊かな児童生徒の育成ということが一層強調され

なければならない。 

そのためには，ひとりひとりの児童生徒に対し，自ら考える力を養い創造的な知性と技能を育て

ること，強靱な意志力を養い自律的な精神を育てること，自然愛や人間愛を大切にする豊かな情操

を養うこと，正しい勤労観を培うこと，社会連帯意識や奉仕の精神に基づく実践的社会性を培うこ

と，健康でたくましい身体の鍛練に努めること，家族，郷土，祖国を愛するとともに国際社会の中

で信頼と尊敬を得る日本人を育成することなどに特に留意する必要がある。 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程は，それぞれの学校段階の役割や機能に即しながら，こ

のような人間形成を目指して構想されなければならない。 

(2) ゆとりのあるしかも充実した学校生活が送れるようにすること 

児童生徒が心身ともに安定した状況の下でより充実した学習が行われるようにするためには，学

校生活を全体としてゆとりのあるものにする必要がある。そのためには，現在の学校生活の実際や

児童生徒の学習負担の実態を考慮し，各教科等の内容の精選や授業時数等の改善を行って，適切な

教育課程の実現を図らなければならない。この場合，特に各教科等の内容については，小学校，中

学校及び高等学校の教育を一貫的にみるとともに，発達段階に応じた各教科等の相互の関連や児童

生徒の学習の適時性を十分考慮して徹底した精選を行う必要がある。 

また，教育課程の基準は，各学校における教育が創意を生かしそれぞれの地域や児童生徒の実態

に即して適切に行われるように，一層の弾力化が図らなければならないが，このことは，学校生活

をゆとりのあるしかも充実したものにするうえでも特に必要である。 

(3) 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視するとともに児童生徒の個性や能力に応じ

た教育が行われるようにすること 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程は，その全体を一貫的に把握した場合，小学校及び中学

校についてはおおむね基礎的・基本的な内容を共通に履修させる段階として位置づけ，また，高等

学校については一般的には個人の能力・適性等に応じて選択履修を重視する段階として位置づける

のが適当である。 

この場合，高等学校については，中学校教育との関連を一層密接にし，高等学校教育として必要

とされる基礎的・基本的な内容を重視することなどを考慮し，主として低学年の段階においては基

礎的・基本的な内容を共通に履修させ，中学年及び高学年の段階においては，多様な内容を個人の

能力・適性等に応じて選択履修できるように教育課程を構成する必要がある。 
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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（答申）〔昭和 62

年 12 月 24 日〕より 

 

今日の科学技術の進歩と経済の発展は，物質的な豊かさを生むとともに，情報化，国際化，価値

観の多様化，核家族化，高齢化など，社会の各方面に大きな変化をもたらすに至った。しかも，こ

れらの変化は，今後ますます拡大し，加速化することが予想される。これらの諸変化は，幼児児童

生徒の生活や意識に深い影響を及ぼしている。 

今回の教育課程の基準の改善は，これらの社会の変化とそれに伴う幼児児童生徒の生活や意識の

変容に配慮しつつ，次の諸点に留意して行う必要がある。 

 

(1) 豊かな心をもち，たくましく生きる人間の育成を図ること 

人間として調和のとれた発達を目指し，心身ともに健全な国民の育成を期するためには，これ

からの学校教育において，特に，豊かな心をもち，たくましく生きる人間の育成ということが強

調されなければならない。 

そのためには，真理を求める心や自然を愛し美しいものや崇高なものに感動する心を育てるこ

と，生命を尊重する心や他人を思いやる心を育てること，感謝の心や公共のために尽くす心を育

てること，すこやかな精神と身体を育てること，基本的な生活習慣を身に付け自らの意思で社会

規範を守る態度を育てること，自律・自制の心や強靱な意志と実践力を育てること，自ら生きる

目標を求めその実現に努める態度を育てること，などに配慮する必要がある。 

各学校段階においては，幼児児童生徒の発達の状況や各教科等の特性に応じて，これらの指導

の充実に努めなければならない。 

 

(2) 自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を重視すること 

これからの学校教育は，生涯学習の基礎を培うものとして，自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体

的に対応できる能力の育成を重視する必要がある。 

そのためには，児童生徒の発達段階に応じて必要な知識や技能を身に付けさせることを通して，

思考力，判断力，表現力などの能力の育成を学校教育の基本に据えなければならない。とりわけ，

新たな発想を生み出すもとになる論理的な思考力と想像力，直観力などを重視するとともに，科

学技術の進歩や情報化の進展に対応するために必要な基礎的な能力の育成にも留意しなければ

ならない。また，生涯にわたる学習の基礎を培うという観点に立って，自ら学ぶ目標を定め，何

をどのように学ぶかという主体的な学習の仕方を身に付けさせるように配慮する必要がある。そ

の際，自ら学ぶ意欲を育てることが特に大切であり，幼児児童生徒に活動や学習への適切な動機

を与え，学ぶことの楽しさや成就感を体得させるように配慮しなければならない。 

各学校段階を通じて，このような観点から各教科等の内容や指導方法の改善を図る必要がある。 

 

(3) 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視し，個性を生かす教育の充実を図ること 

初等中等教育においては，人間の一生を通じての成長と発達の基礎を培い，国民として必要と

される基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさせる必要がある。また，その過程を通して，更

にそれを基盤としながら，一人一人の幼児児童生徒の個性を生かすよう努めなければならない。 

そのためには，個人として，また国家・社会の一員として望ましい人間形成を図る上で必要な

基礎的・基本的な内容を明確にしつつ，学習の適時性やこれまでの教育課程実施の経験などを考
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慮し，各教科の内容の一層の精選を図らなければならない。また，その内容を一人一人の児童生

徒に確実に身に付けさせるためには，個に応じた指導を工夫することが大切である。 

さらに，中等教育の段階では，中学校及び高等学校を通じて，個々の生徒の能力・適性等にこ

れまで以上に応じることができるようにする必要がある。このため，おおむね中学校高学年の段

階から多様な内容を用意して，漸次，選択履修の幅を拡大していくようにする必要がある。 

 

(4) 国際理解を深め，我が国の文化と伝統を尊重する態度の育成を重視すること 

国際化が進む中にあって，次代に生きる日本人を育成するためには，これからの学校教育にお

いて，諸外国の人々の生活や文化を理解し尊重するとともに，我が国の文化こ伝統を大切にする

態度を育成することを重視していく必要がある。 

そのためには，我が国の文化と伝統に対する関心や理解を深めるようにするとともに，日本人

としての自覚をもって新しい文化の発展に貢献するような教育の充実を図る必要がある。それと

ともに，諸外国の文化に対する理解を深め，世界と日本とのかかわりに関心をもって国際社会に

生きる日本人としての自覚と責任感を涵養することに配慮しなければならない。各学校段階を通

じて，このような観点から各教科等の内容の改善を図る必要がある。 
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幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾

ろう

学校及び養護学校の教育課程の基準の改

善について（答申）〔平成 10 年７月 29 日〕より 

 

このような基本的考え方に立って，幼児児童生徒の実態，教育課程実施の状況，社会の変化などの

分析，検討を行うとともに，将来の教育課程の基準のあるべき姿を展望する中で，我々は次の四点を

今回の教育課程の基準の改善のねらいとして掲げることとした。 

まず，「①豊かな人間性や社会性，国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること」である。

このことは，幼児児童生徒の現状や国際化の進展等を踏まえて，これからの時代を担う幼児児童生徒

を育成する学校教育の在り方を考えるとき，時代を超えて変わらない調和のとれた人間形成は特に重

要であると考えられるからである。したがって我々は，これを改善のねらいの第一に掲げることとし

たものである。 

次いで，「②自ら学び，自ら考える力を育成すること」である。これからの激しい変化が予想され

る社会を生きていく幼児児童生徒の教育の在り方を考えるとき，多くの知識の習得に偏りがちであっ

たこれまでの学校教育の基調を転換することが重要であると考え，これをねらいの第二に掲げること

とした。 

第三には，各学校が「③ゆとりのある教育活動を展開する中で，基礎・基本の確実な定着を図り，

個性を生かす教育を充実すること」を掲げることとした。第一，第二のねらいを実現するためには，

その基盤としてこの点が不可欠であると考えられるからである。 

そして，第四には，「④各学校が創意工夫を生かし特色のある教育，特色ある学校づくりを進める

こと」を掲げた。第一，第二，第三のねらいは，各学校の具体的な教育活動を通して実現されるもの

であり，各学校が地域や学校，幼児児童生徒の実態を踏まえ，創意工夫を生かした特色ある教育の展

開，特色ある学校づくりが極めて重要であるからである。 

それぞれの具体的内容は次のとおりである。 

 

① 豊かな人間性や社会性，国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること 

幼児児童生徒を取り巻く環境の変化，いじめ問題等の深刻さ，都市化や少子化などに伴う社会体

験や自然体験などの減少の状況などを考えるとき，自我の形成を図り，調和のとれた豊かな人間性

の育成や社会性の育成を図ることは，これからの学校教育において一層重視されなければならない。 

そのためには，(1) ウでも述べたように，他人を思いやる心，互いを認め合い共に生きていく態

度，自他の生命や人権を尊重する心，美しいものや自然に感動する心，ボランティア精神，未来へ

の夢や目標を抱き自らその実現に努める態度などを育成するとともに，社会生活上のルールや基本

的なモラルなどの倫理観の育成を重視し，規範意識や公徳心，正義感や公正さを重んじる心，善悪

の判断，強靱な意志と実践力，自己責任の自覚や自律・自制の心，また，たくましく生きるための

健康や体力の基礎をはぐくむことが必要である。これからの学校教育においては，こうした資質や

能力をしっかりと培わなければならない。 

また，国際化の進展に伴い，国際社会の中で日本人としての自覚をもち主体的に生きていく上で

必要な資質や能力を育成することも極めて重要である。我が国や郷土の歴史や文化・伝統に対する

理解を深め，これらを愛する心を育成するとともに，広い視野をもって異文化を理解し国際協調の

精神を培うことは，これからの学校教育において一層重視する必要がある。 
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② 自ら学び，自ら考える力を育成すること 

変化の激しいこれからの社会を考えたとき，(1) で述べたように，多くの知識を教え込むことに

なりがちであった教育の基調を転換し，学習者である幼児児童生徒の立場に立って，幼児児童生徒

に自ら学び自ら考える力を育成することを重視した教育を行うことは極めて重要なことである。 

そのためには，幼児児童生徒の発達の状況に応じて，知的好奇心・探究心をもって，自ら学ぶ意

欲や主体的に学ぶ力を身に付けるとともに，試行錯誤をしながら，自らの力で論理的に考え判断す

る力，自分の考えや思いを的確に表現する力，問題を発見し解決する能力を育成し，創造性の基礎

を培い，社会の変化に主体的に対応し行動できるようにすることを重視した教育活動を積極的に展

開していく必要がある。また，知識と生活との結び付き，知の総合化の視点を重視し，各教科等で

得た知識・技能等が 

生活において生かされ，総合的に働くようにすることに留意した指導も重要であると考える。 

各学校において，それぞれの地域や学校の実情を踏まえ，例えば，各教科等や今回創設される「総

合的な学習の時間」などにおいて，体験的な学習，問題解決的な学習，調べ方や学び方の育成を図

る学習などが重視されるとともに，自ら調べ・まとめ・発表する活動，話し合いや討論の活動など

が活発に行われることが望まれる。 

 

③ ゆとりのある教育活動を展開する中で，基礎・基本の確実な定着を図り，個性を生かす教育を充

実すること 

完全学校週５日制を円滑に実施し，生涯学習の考え方を推進していくためには，(1)オ及びカで

述べたように，時間的にも，精神的にもゆとりのある教育活動が展開される中で，厳選された基礎

的・基本的な内容を幼児児童生徒がじっくり学習し，その確実な定着を図るとともに，幼児児童生

徒が自分の興味・関心等に応じ選んだ課題や教科の学習に主体的に取り組み，学ぶことの楽しさや

成就感を味わうことができるようにすることも必要なことである。 

そのためには，家庭や地域社会における教育との関連や各学校段階間の関連を考慮し，個人とし

て，また国家・社会の一員として望ましい人間形成を図る上で必要な基礎的・基本的な内容を明確

にしつつ，教育内容の厳選を図る必要がある。特に義務教育においては，共通に学習すべき内容は

社会生活を営む上で真に必要な内容に厳選する必要があると考える。 

また，一人一人のよさや可能性を伸ばし，個性を生かす教育の一層の充実を図ることも重要なこ

とであり，そのために，各学校段階を通じて，幼児児童生徒の興味・関心等を生かし，主体的な学

習の充実を図るとともに，個に応じた指導の一層の工夫改善を図ることが大切であると考える。こ

のような考えの下に，教育課程の基準としては，小学校高学年から，選択能力の育成を重視し課題

選択などを取り入れ，中学校においては，学年段階に応じ漸次選択幅の拡大を図るとともに，高等

学校においては，生徒による選択を基本とし，共通に履修させる内容はいずれの分野に進路を選択

しようとも最低限必要な内容にとどめるようにすることが望ましいと考える。 

 

④ 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育，特色ある学校づくりを進めること 

以上述べてきたねらいを効果的に実現するためにも，各学校には，地域や学校，幼児児童生徒の

実態等に応じて，創意工夫を生かした特色ある教育を展開し，特色ある学校づくりを進めることが

強く求められている。 

そのためには，こうした各学校の特色ある教育活動の展開を促すよう，教育課程の基準の一層の

大綱化，その運用の弾力化を図る必要があると考える。このような考え方の下に，教育内容を厳選
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するほか，各学校段階や各教科等の特質に応じて目標や内容を複数学年まとめて示すようにしたり，

取り扱うべき教材を細かく指定することは行わないなど内容等の示し方を大綱化する。また，日課

表や時間割を各学校が創意工夫を生かして編成できるようにするなど１単位時間や授業時数の運

用の一層の弾力化を図る必要があると考える。今回，新たに「総合的な学習の時間」を創設すると

ともに，中学校及び高等学校において選択の幅を拡大し，各学校の創意工夫を生かした教育活動が

一層展開できるようにしたのもこのような考えに基づくものである。 

特色ある教育活動を展開する上で，各学校が，幼児児童生徒が家庭や地域社会において行った体

験や活動を生かした指導に努めるとともに，家庭や地域社会の人材・施設や様々な活動との連携を

図った教育を行うことは極めて意義のあることと考える。こうした取組を通じ，学校と家庭・地域

社会が十分連携を図るとともに，開かれた学校づくりを一層推進していくことが大切であると考え

る。 

 




