
３ 総則の変遷 

 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 80 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

 

第１ 教育課程の編成 

１ 一般方針 

 小学校の教育課程は，国語，社会，算数，理科，音楽，図画工作，家庭および体育の各教科（以下各

教科という。）ならびに道徳，特別教育活動および学校行事等によって編成するものとすることとなっ

ている（学校教育法施行規則（以下「規則」という。）第 24 条第１項）。 

 各学校においては，教育基本法，学校教育法および同法施行規則，小学校学習指導要領，教育委員会

規則等に示すところに従い，地域や学校の実態を考慮し，児童の発達段階や経験に即応して，適切な教

育課程を編成するものとする。 

２ 授業時数の配当 

(１)小学校の各学年における各教科および道徳の授業時数については，次の表のように定められて

いる（規則第 24 条の２）。 

区   分 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

国  語 238(7) 315(9) 280(8) 280(8) 245(7) 245(7)

社  会 68(2) 70(2) 105(3) 140(4) 140(4) 140(4)

算  数 102(3) 140(4) 175(5) 210(6) 210(6) 210(6)

理  科 68(2) 70(2) 105(3) 105(3) 140(4) 140(4)

音  楽 102(3) 70(2) 70(2) 70(2) 70(2) 70(2)

図画工作 102(3) 70(2) 70(2) 70(2) 70(2) 70(2)

家  庭  70(2) 70(2)

教 
 

科 

体  育 102(3) 105(3) 105(3) 105(3) 105(3) 105(3)

道   徳 34(1) 35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 35(1)

計 816(24) 875(25) 945(27) 1015(29) 1085(31) 1085(31)

(２)上掲（１）の表に示された授業時数は，年間の最低授業時数であるから，各学校においては，

下記「３特例」に示す場合を除き，この表に示す授業を下ってはならないこととなっている。 

(３)上掲（１）の表において，授業時数の１単位時間は 45 分となっており，かっこ内の授業時数

は年間授業日数を 35 週（第１学年については 34 週）とした場合における週当りの平均授業時数で

ある。 

(４)各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等に授業時数を配当するに当っては，下記の事項

に注意する必要がある。 

ア 各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等の年間の総授業時数ならびに各教科および

道徳のそれぞれの年間の最高授業時数は定められていないが，これらの授業時数を定めたり，

配当したりするにあたっては，児童の負担過重にならないように考慮すること。 

イ 特別教育活動および学校行事等については，それらに充てる授業時数は定められていない

 

 
- 29 -



 

 
- 30 -

が，年間，学期，月または週ごとに適切な授業時数を配当するようにすることが望ましいこと。 

 なお，この場合，それらの実施によって，各教科および道徳に充てる授業時数が上掲（１）

の表に示された最低授業時数を下らないようにすること。 

ウ 各教科および道徳についての各学年の授業は，年間 35 週以上にわたって行うように計画

すること。 

エ 各教科および道徳についての１週間の時間割を作成するにあたっては，上掲（１）の表の

うち，かっこ内に示した週当りの平均授業時数を参照し，季節およびその他の事情を考慮し，

調和的，能率的な指導を行いうるようにすること。 

オ 各教科および道徳の授業の１単位時間は，45 分とすることが望ましいこと。季節およびそ

の他の事情により，授業の１単位時間を 45 分未満とする場合は，当該学年において，上掲（１）

の表に示す授業時数を下らないようにすること。 

 なお，授業の１単位時間には，教室を移動したり，休憩したりするのに要する時間を含まな

いものとすること。 

カ 第１学年および第２学年においては，一部の各教科について，合わせて授業を行うことが

できることとなっている（規則第 25 条の２第２項）。この場合，目標，内容，授業時数等は，

それぞれの教科に示されたものを充足するように配慮しなければならないこと。 

３ 特 例 

（１） 私立の小学校においては，各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等のほか，宗教を

加えて教育課程を編成することができ，この場合は，宗教をもって道徳に代えることができること

となっている（規則第 24 条第２項）。また，宗教の時間と道徳の時間とを合わせて設けている小学

校にあっては，宗教の授業時数をもって道徳の授業時数の一部に代えることができることとなって

いる（規則第 24 条の２別表第１備考第３号）。 

（２） 複式学級において，特に必要がある場合は，各教科について所定の年間最低授業時数を変

更し，または，各教科の目標の達成に支障のない範囲において各教科についての学年別の順序によ

らないことができることとなっている（規則第 25 条の２第１項）。なお，道徳については，年間最

低授業時数を変更することはできない。 

（３） 特殊学級の教育課程については，児童の実態に即応し，特に必要がある場合は，特別の教

育課程を編成し実施することができることとなっている（規則第 73 条の 12 第１項）。 

（４） 非常変災，伝染病等により，臨時に授業を行わない場合で，その年間に所定の授業時数を

補うことができないようなやむを得ない事情があるときは，年間の最低授業時数を下ることができ

ることとなっている(規則第 24 条の２第２項）。 

（５） 上記２（４）のカならびに３の（２），（３）および（４）の場合は，当該小学校の設置者

は，市町村立の小学校にあっては都道府県教育委員会に，私立の小学校にあっては都道府県知事に

届け出なけれほならないこととなっている（規則第 24 条の２第２項，第 25 条の２第３項および第

73 条の 12 第２項）。なお，２（４）のカならびに３の（２）および（３）の場合にあっては，あら

かじめ届け出なければならないこととなっていることに特に留意する必要がある。また，国立の小

学校にあっては文部大臣に届け出るものとする。 

 

第２ 指導計画作成および指導の一般方針 

１ 学校においては，下記の事項に留意して，各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等について，

相互の関連を図り，全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに，発展的，系統的な指導を行
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うことができるようにしなければならない。 

（１） 各教料，道徳，特別教育活動および学校行事等について，第２章以下に示すところに基き，

地域や学校の実態を考慮し，児童の経験に即応して，具体的な指導の目標を明確にし，実際に指導

する事項を選定し，配列して，効果的な指導を行うようにすること。 

（２） 第２章に示す各教科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

も取扱うことを必要とするものである。各学校において，特に必要と認められる場合には，第２章

に示していない事項を加えて指導することをさまたげるものではない。しかし，いたずらに指導す

る事項を多くしたり，程度の高い事項を取扱ったりして，学年別の目標や内容の趣旨を逸脱し，ま

たは児童の負担過重とならないよう慎重に配慮すること。 

（３） 第２章に示す各教科の学年別の内容に掲げる事項の順序は，そのまま指導の順序を示すも

のではない。各学校においては，各事項のまとめ方や順序をくふうして指導するようにすること。  

（４） 保健に関する事項の指導は，各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等の教育活勧全

体を通じて行うものとすること。 

（５） 政治および宗教に関する事項の取扱については，それぞれ教育基本法第８条および第９条

の規定に基き，適切に行うように配慮しなければならないこと。 

（６） 児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は，その児童の心身の状況に適合

するように課さなければならないこととなっている（規則第 26 条）。各学校においては，このよう

な児童については特別な配慮をしなければならないこと。 

２ 各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等の指導を能率的，効果的にするためには，下記の事

項について留意する必要がある。 

（１） 児童の発達段階や経験をよく理解すること。 

（２） 学習の目標を児童にじゅうぶんはあくさせること。 

（３） 児童の興味や関心を重んじ，自主的，自発的な学習をするように導くこと。 

（４） 児童の個人差に留意して指導し，それぞれの児童の個性や能力をできるだけ伸ばすように

すること。 

（５） 学級における好ましい人間関係を育て，教室内外の整とんや美化に努めるなど学習環境を

整えるようにすること。 

（６） 教科書その他の教材,教具などについて常に研究し，その活用に努めること。また，学校

図書館の資料や視聴覚教材等については，これを精選して活用するようにすること。 

（７） 指導の成果を絶えず評価し，指導の改善に努めること。 

 

第３ 道徳教育 

 学校における道徳教育は，本来，学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって，

道徳の時間はもちろん，各教科，特別教育活動および学校行事等学校教育のあらゆる機会に，道徳性を

高める指導が行われなければならない。 

 道徳教育の目標は，教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基く。すなわち，人

間尊重の精神を一貫して失わず，この精神を，家庭，学校，その他各自がその一員であるそれぞれの社

会の具体的な生活の中に生かし，個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め，進ん

で平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。 

 道徳の時間においては，各教科，特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保

ちながら，これを補充し，深化し，統合し，またはこれとの交流を図り，児童の望ましい道徳的習慣，



心情，判断力を養い，社会における個人のあり方についての自覚を主体的に深め，道徳的実践力の向上

を図るように指導するものとする。 

 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

 

第１ 教育課程の編成  

１ 一般方針  

 中学校の教育課程は，必修教科，選択教科，道徳，特別教育活動および学校行事等によって編成する

ものとすることとなっており，必修教科は，国語，社会，数学，理科，音楽，美術・保健体育および技

術・家庭の各教科，選択教科は外国語，農業，工業，商業，水産，家庭，数学，音楽および美術の各教

科となっている(学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第 53 条)。 

 各学校においては，教育基本法，学校教育法および同法施行規則，中学校学習指導要領，教育委員会

規則等に示すところに従い，地域や学校の実態を考慮し，生徒の発達段階や経験に即応して，適切な教

育課程を編成するものとする。 

２ 授業時数の配当 

(１) 中学校の各学年における必修教科および選択教科(以下「各教科」という。)，道徳ならびに

特別教育活動のうちの学級活動(以下「学級活動」という。)の授業時数については，次の表のよう

に定められている(規則第 54 条)。 

区   分 第１学年 第２学年 第３学年 

国  語 175(5) 140(4) 175(5) 

社  会 140(4) 175(5) 140(4) 

数  学 140(4) 140(4) 105(3) 

理  科 140(4) 140(4) 140(4) 

音  楽 70(2) 70(2) 35(1) 

美  術 70(2) 35(1) 35(1) 

保健体育 105(3) 105(3) 105(3) 

必 

修 

教 

科 

技術・家庭 105(3) 105(3) 105(3) 

外 国 語 105(3) 105(3) 105(3) 

農  業 70(2) 70(2) 70(2) 

工  業 70(2) 70(2) 70(2) 

商  業 70(2) 70(2) 70(2) 

水  産 70(2) 70(2) 70(2) 

家  庭 70(2) 70(2) 70(2) 

数  学 70(2) 

音  楽 35(1) 35(1) 35(1) 

選 

択 

教 

科 

美  術 35(1) 35(1) 35(1) 

道  徳 35(1) 35(1) 35(1) 

特別教育活動 35(1) 35(1) 35(1) 
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(２) 上掲(１)の表に示された授業時数は，年間の最低授業時数であるから，各学校においては，

下記「４特例」に示す場合を除き，この表に示す授業時数を下ってはならないこととなっている(規

則第 54 条)。 

(３) 上掲(１)の表において，授業時数の１単位時間は 50 分となっており，かっこ内の授業時数

は年間授業日数を 35 週とした場合における週当りの平均授業時数である。 

(４) 各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等に授業時数を配当するにあたっては，下記の

事項に注意する必要がある。 

 ア 各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等の年間の総授業時数ならびに各教科，道徳お

よび特別教育活動のそれぞれの年間の最高授業時数は定められていないが，これらの授業時数を定

めたり，配当したりするにあたっては，生徒の負担過重にならないように考慮すること。 

 イ 特別教育活動のうちの生徒会活動，クラブ活動などや学校行事等については，それらに充て

る授業時数は定められていないが，年間，学期，月または週ごとに適切な授業時数を配当するよう

にすることが望ましいこと。 

 なお，この場合，それらの実施によって，各教科，道徳，および学級活動に充てる授業時数が上

掲(１)の表に示された最低授業時数を下らないようにすること。 

 ウ 各教科，道徳および学級活動についての各学年の授業は，年間 35 週以上にわたって行うよ

うに計画すること。 

 エ 各教科，道徳および学級活動に充てる週当り授業時数の計は，同一学年のすべての生徒につ

いて同一とすること。 

 オ 各教科，道徳および特別教育活動についての１週間の時間割を作成するにあたっては，上掲

(１)の表のうち，かっこ内に示した週当りの平均授業時数を参照し，季節およびその他の事情を考

慮し，調和的，能率的な指導を行いうるようにすること。 

 カ 各教科，道徳および学級活動の授業の１単位時間は，50 分とすることが望ましいこと。季節

およびその他の事情により，授業の１単位時間を 50 分未満として授業を行う場合においても，当

該学年において上掲(１)の表に示す授業時数を下らないようにすること。 

 なお，授業の１単位時間には，教室を移動したり，休憩したりするのに要する時間を含まないも

のとすること。 

 キ 各学年における各教科，道徳および学級活動の授業時数の計は，1120 単位時間を下ってはな

らないこととなっている。第２学年および第３学年にあっては，必修教科，選択教科，道徳および

学級活動の最低授業時数をとる場合には，これらの計が 1120 単位時間には達しないようになって

いるが(規則第 54 条別表第２，同表備考第３号および第４号イ)，各学校においては，その実情に

即応して，各教科，道徳または学級活動のうち必要と思われるものに授業時数を増して配当し，そ

れらの計が，所定の 1120 単位時間以上となるようにしなければならないこと。 

３ 選択教科の運営 

 選択教科は，土地の状況ならびに生徒の進路および特性を考慮して設けるものとし(規則第 53 条第３

項)，その際下記によるものとする。 

(１) 選択教科の授業時数については，次のとおりとなっている(規則第 54 条別表第２および同表

備考第４号)。 

 ア 学校は，毎学年１以上の選択教科について 105 単位時間以上を生徒に履修させなければなら

ないこととなっており，このうち，少なくともいずれか１の教科の授業時数は，70 単位時間以上(外

国語にあっては 105 単位時間以上)でなければならないこととなっていること。 



 

 
- 34 -

 イ 上記アによって 70 単位時間以上履修する選択教科のほかに，農業，工業，商業，水産また

は家庭(以下「職業に関する教科」という。)のうち１以上の教科を履修させる場合における当該職

業に関する教科についての授業時数は，上掲２の(１)の表に示されている授業時数にかかわらず，

それぞれ 35 単位時間とすることができることとなっていること。 

(２) 学校は，個々の生徒について，その進路，特性等をじゅうぶん考慮し，それぞれの生徒に適

した選択教科を選択させて履修させるように指導しなければならない。 

(３) 選択教科のうち外国語については，英語，ドイツ語，フランス語その他の現代の外国語のう

ちいずれか１か国語を履修させることを原則とし，第１学年から履修させることが望ましい。 

 なお，進路，特性等により外国語を深く学習しようとする生徒に対しては，第３学年において，

これを 175 単位時間以上履修させることが望ましい。 

(４) 進路，特性等により数学をさらに深く学習しようとする生徒に対しては，第３学年において，

選択教科の数学を履修させることが望ましい。 

(５) 第３学年において，進路，特性等により職業に関する教科を学習しようとする生徒に対して

は，地域や学校の実態と生徒の必要とに応じ，職業に関する教科について，140 単位時間以上履修

させることが望ましい。 

(６) 選択教科の音楽または美術については，生徒の進路，特性等に応じて履修できるようにする

ことが望ましい。 

４ 特   例 

(１) 私立の中学校においては，各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等のほか，宗教を加

えて教育課程を編成することができ，この場合は，宗教をもって道徳に代えることができることと

なっている(規則第 55 条で準用する第 24 条第２項)。また，宗教の時間と道徳の時間とをあわせて

設けている中学校にあっては，宗教の授業時数をもって道徳の授業時数の一部に代えることができ

ることとなっている(規則第 24 条の２別表第１備考第３号のかっこ書き)。 

(２) 複式学級において，特に必要がある場合は，各教科について所定の年間最低授業時数を変更

し，または各教科の目標の達成に支障のない範囲において各教科についての学年別の順序によらな

いことができることとなっている(規則第 55 条で準用する第 25 条の２第１項)。 

なお，道徳および学級活動については，年間最低授業時数を変更することはできない。 

(３) 特殊学級の教育課程については，生徒の実態に即応し，特に必要がある場合は，特別の教育

課程を編成し，実施することができることとなっている(規則第 73 条の 12 第１項)。 

(４) 非常変災，伝染病等により，臨時に授業を行わない場合で，その年間に所定の授業時数を補

うことができないようなやむを得ない事情があるときは，年間の最低授業時数を下ることができる

こととなっている(規則第 55 条で準用する第 24 条の２第２項)。 

(５) 上記(２)，(３)および(４)の場合は，当該中学校の設置者は，市町村の中学校にあっては都

道府県教育委員会に，私立の中学校にあっては都道府県知事に届け出なければならないこととなっ

ている(規則第 55 条で準用する第 24 条の２第２項および第 25 条の２第３項ならびに第 73 条の 12

第２項)。なお，(２)および(３)の場合にあっては，あらかじめ届け出なければならないことにな

っていることに特に留意する必要がある。また，国立の中学校にあっては，文部大臣に届け出るも

のとする。 

 

第２ 指導計画作成および指導の一般方針 

１ 学校においては，下記の事項に留意して，各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等について
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は，相互の関連を図り，全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに，発展的，系統的な指導

を行うことができるようにしなければならない。 

(１) 各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等について，第２章以下に示すところに基き，

地域や学校の実態を考慮し，生徒の経験に即応して，具体的な指導の目標を明確にし，実際に指導

する事項を選定し，配列して，効果的な指導を行うようにすること。 

(２) 第２章に示す各教科(職業に関する教科を除く。)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うことを必要とするものである。各学校において特に必要と認

められる場合には，第２章に示していない事項を加えて指導することをさまたげるものではない。

しかし，いたずらに，指導する事項を多くしたり，程度の高い事項を取り扱ったりして，学年別の

目標や内容の趣旨を逸脱し，または生徒の負担過重とならないよう慎重に配慮すること。 

(３) 職業に関する教科については，下記の事項に留意して指導計画を作成し，職業生活または家

庭生活に関する基礎的な知識と技能を習得させるようにするものとすること。 

 ア １の教科を履修させる場合においては，第２章に示された当該教科の内容を標準とすること。  

 イ 土地の状況や学校の事情などに即応し，第２章に示されていない内容についても指導するこ

とができること。 

 ウ 授業時数や土地の状況，学校の事情などに即応して，第２章に示した当該教科の内容のいず

れかに重点をおいて指導することもできること。 

 エ ２以上の教科を履修させる場合においては，その指導する事項について相互に密接な関連を

図るようにすること。 

(４) 第２章に示す各教科の学年別の内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，そのまま

指導の順序を示すものではない。各学校においては，各事項のまとめ方や順序をくふうして指導す

るようにすること。 

(５) 政治および宗教に関する事項の取扱については，それぞれ教育基本法第８条および第９条の

規定に基き，適切に行うように配慮しなければならないこと。 

(６) 生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は，その生徒の心身の状況に適合す

るように課さなければならないこととなっている(規則第 55 条で準用する第 26 条)。各学校におい

ては，このような生徒については特別な配慮をしなければならないこと。 

(７) 第２章第２節社会「第３指導計画作成および学習指導の方針」の７に示す特例については，

これを実施しようとする場合は，公立の中学校にあっては市町村の教育委員会に，私立の中学校に

あっては都道府県知事に，国立の中学校にあっては文部大臣にあらかじめ届け出るものとすること。 

２ 各教科，道徳，特別教育活動および学校行事等の指導を能率的，効果的にするためには，下記の事

項について留意する必要がある。 

(１) 生徒の発達段階や経験をよく理解しておくこと。 

(２) 学習の目標を生徒にじゅうぶんはあくさせること。 

(３) 生徒の興味や関心を重んじ，自主的，自発的な学習をするように導くこと。 

(４) 生徒の個人差に留意して指導し，それぞれの生徒の個性や能力をできるだけ伸ばすようにす

ること。 

(５) 学級における好ましい人間関係を育て，教室内外の整とんや美化に努めるなど学習環境を整

えるようにすること。 

(６) 教科書その他の教材，教具などについて常に研究し，その活用に努めること。また，学校図

書館の資料や視聴覚教材等については，これを精選して活用するようにすること。 
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(７) 指導の成果を絶えず評価し，指導の改善に努めること。 

 

第３ 道徳教育 

 学校における道徳教育は，本来，学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって，

道徳の時間はもちろん，各教科，特別教育活動および学校行事等学校教育のあらゆる機会に，道徳性を

高める指導が行われなければならない。 

 道徳教育の目標は，教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基く。すなわち，人

間尊重の精神を一貫して失わず，この精神を，家庭，学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会

の具体的な生活の中に生かし，個性豊かな文化の創造，民主的な国家および社会の発展に努め，進んで

平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。 

 道徳の時間においては，各教科，特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保

ちながら，これを補充し，深化し，統合し，またはこれとの交流を図り，生徒の望ましい道徳的習慣，

心情，判断力を養い，社会における個人のあり方についての自覚を主体的に深め，道徳的実践力の向上

を図るように指導するものとする。 

 道徳の時間における指導は，学級担任の教師が担当することを原則とする。 



小学校学習指導要領 文部省告示第 268 号 昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

昭和 46 年４月 １日（1971 年）施行  より 

 

第１ 教育課程一般 

１ 学校においては，法令およびこの章以下に示すところに従い，児童の人間として調和のとれた

育成を目ざし地域や学校の実態および児童の心身の発達段階と特性をじゅうぶん考慮して，適切な

教育課程を編成するものとする。 

２ 第２章以下に示す国語，社会，算数，理科，音楽，図画工作，家庭および体育の各教科（以下

「各教科」という。），道徳ならびに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２章以下に示していない内容を加えてもさしつかえない

が，その場合には，第２章以下に示している各教科の各学年の目標ならびに道徳および特別活動の

目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり，児童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。 

３ 学校において特に必要がある場合には，数学年の児童で編成する学級について，各教科の目標

の達成に支障のない範囲内で，各教科についての学年別の順序によらないことができる。 

４ 学校においては，各教科，道徳および特別活動について，相互の関連を図り，全体として調和

のとれた具体的な指導計画を作成し，発展的，系統的な指導を行なうものとする。 

５ 第２章に示す各教科の各学年の内容に掲げる事項の順序は，指導の順序を示すものではないの

で，学校においては，各事項のまとめ方や順序にくふうを加え，効果的な指導を行なうものとする。 

６ 第２章以下に示す各教科，道徳および特別活動の内容に関する事項の指導に当たっては，特に

示す場合のほか，それぞれの目標および内容の趣旨を逸脱しない範囲内で，児童の実態を考慮して，

重点のおき方に適切なくふうを加え，指導の効果を高めるように努めるものとする。 

７ 授業時数については，次の事項について配慮するものとする。 

(１) 授業は年間 240 日以上行なうように計画し，各教科，道徳および特別活動の授業時数が

適切に確保されるようにすること。 

(２) 各教科および道徳の授業は，年間 35 週（第１学年においては 34 週）以上にわたって行

なうように計画し，週当たりの授業時数が児童の負担過重となることのないようにすること。 

(３) 特別活動については，その内容に応じ，年間，学期，月または週ごとに適切な授業時数

を配当するようにすること。 

(４) 各教科および道徳のそれぞれの授業のｌ単位時間は，45 分を常例とするが，40 分とす

ることも考慮し，学校や児童の実態に即して適切に定めること。 

８ 以上のほか，次の事項について配慮するものとする。 

(１) 児童の興味や関心を重んじ，自主的，自発的な学習をするように指導すること。 

(２) 教師と児童および児童相互の人間関係を深めるとともに，日常生活の基本的行動様式の

指導の徹底を図ること。 

(３) 教科書その他の教材・教具を活用し，学校図書館を計画的に利用すること。 

 なお，学校の実態に即して視聴覚教材を適切に選択し，活用して，指導の効果を高めること。 

(４) 指導の効率を高めるため，教師の特性を生かすとともに，教師の協力的な指導がなされ

るようにくふうすること。 

(５) 指導の成果を絶えず評価し，指導の改善に努めること。 
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(６) 学業不振の児童については，特別の配慮のもとに指導を行なうこと。 

(７) 心身に障害のある児童については，児童の実態に即した適切な指導を行なうこと。 

 

第２ 道 徳 教 育 

 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって，

道徳の時間はもちろん，各教科および特別活動においても，それぞれの特質に応ずる適切な指導を

行なわなければならない。 

 道徳教育の目標は，教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわ

ち，道徳教育は，人間尊重の精神を家庭，学校，その他社会における具体的な生活のなかに生かし，

個性豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献で

きる日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。 

 

第３ 体 育 

 健康で安全な生活を営むのに必要な習慣や態度を養い，心身の調和的発達を図るため，体育に関

する指導については，学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。特に，体力の向上に

ついては，体育科の時間はもちろん，特別活動においても，じゅうぶん指導するよう配慮しなけれ

ばならない。 

 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

 

第１ 教育課程一般 

１ 学校においては，法令およびこの章以下に示すところに従い，地域や学校の実態および生徒の

心身の発達段階と特性をじゅうぶん考慮して，適切な教育課程を編成するものとする。 

２ 第２章以下に示す国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，技術・家庭，外国語，農

業，工業，商業，水産および家庭の各教科（以下「各教科」という｡)，道徳ならびに特別活動の内

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 2章以下に示していない内容を加えてもさしつかえない

が，その場合には，第２章以下に示している各教科の各学年もしくは各分野の目標または道徳もし

くは特別活動の目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり，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。 

３ 学校において特に必要がある場合には，２以上の学年の生徒で編制する学級について，各教科

の目標の達成に支障のない範囲内で，各教科についての学年別の順序によらないことができる。 

４ 学校において特に必要がある場合には，学業不振のため通常の教育課程による学習が困難な生

徒について，各教科の目標の趣旨をそこなわない範囲内で，各教科の各学年または各分野の目標お

よび内容に関する事項の一部を欠くことができる。 

５ 学校においては，各教科（学校教育法施行規則第 53 条）に定めるその他特に必要な教科を含

む。以下８において同じ｡)道徳および特別活動について，相互の関連を図り，全体として調和のと

れた具体的な指導計画を作成し，発展的，系統的な指導を行なうものとする。 

なお，指導計画の作成に当たっては，この章ならびに第２章以下に示す各教科，道徳および特別活
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動の指導計画の作成に関する事項にじゅうぶん留意するものとする。 

６ 第２章に示す各教科の各学年または各分野の内容に示す事項の順序は，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，各事項のまとめ方や順序にくふうを加え，

効果的な指導を行なうものとする。 

７ 選択教科については，次の事項について配慮するものとする。 

(１) 生徒に各学年１以上の選択教科を履修させるものとするが，その際，生徒の進路，特性

等をじゅうぶん考慮し，それぞれの生徒に適した選択教科を履修させること。 

(２) 外国語については，英語，ドイツ語，フランス語その他の外国語のうちいずれか１か国

語を履修させることを原則とし，第 1学年から履修させるようにすること。 

(３) 農業，工業，商業，水産，家庭およびその他特に必要な教科については，主として第３

学年において履修させるものとするが，地域や学校の実態および生徒の必要に応じて第１学年

から履修させることができること。 

８ 授業時数については，次の事項について配慮するものとする。 

(１) 授業は年間 240 日以上行なうように計画し，各教科，道徳および特別活動の授業時数が

適切に確保されるようにするとともに週当たりの授業時数が生徒の負担過重とならないよう

にすること。 

(２) 各教科および道徳の授業は，年間 35 週以上にわたって行なうように計画すること。 

(３) 特別活動（学級指導（学校給食を除く｡)，クラブ活動および学級会活動に限る。以下(４)

において同じ。)の授業は，年間 35 週以上にわたって行なうように計画し，その他の特別活動

の授業についてほ，その内容に応じ，年間，学期または月ごとなどに適切な授業時数を配当す

るようにすること。 

(４) 各教科，道徳および特別活動のそれぞれの授業の１単位時間は 50 分を常例とするが，

45 分とすることも考慮し，学校や生徒の実態に即して適切に定めること。 

9 以上のほか，次の事項について配慮するものとする。 

(１) 生徒の興味や関心を重んじ，自主的，自発的な学習をするように指導すること。 

(２) 個々の生徒の能力・適性等の的確な抱握に努め，その伸長を図るように指導するととも

に，適切な進路の指導を行なうようにすること。 

(３) 教師と生徒および生徒相互の好ましい人間関係を育て，生徒指導の充実を図ること。 

(４) 学校生活全体における言語環境を整え，生徒の言語活動が適正に行なわれるように努め

ること。 

(５) 教科書その他の教材・教具を活用し，学校図書館を計画的に利用すること。 

なお，学校の実態に即して視聴覚教材を適切に選択し，活用して，指導の効果を高めること。 

(６) 指導の効率を高めるため，教師の特性を生かすとともに，教師の協力的な指導がなされ

るようにくふうすること。 

(７) 指導の成果を絶えず評価し，指導の改善に努めること。 

(８) 心身に障害のある生徒については，生徒の実態に即した適切な指導を行なうこと。 

 

第２ 道徳教育 

 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって，道徳

の時間はもちろん，各教科および特別活動においても，それぞれの特質に応ずる適切な指導を行なわな

ければならない。 
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 道徳教育の目標は，教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち，

道徳教育は，人間尊重の精神を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，個性豊か

な文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を

育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。 

 

第３ 体  育 

 健康で安全な生活を営むのに必要な習慣や態度を養い，心身の調和的発達を図るため，体育に関する

指導については，学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。特に，体力の向上については，

保健体育科の時間はもちろん，特別活動においても，じゅうぶん指導するよう配慮しなければならない。 

 



小学校学習指導要領 文部省告示第 155 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 55 年４月 １日（1980 年）施行  より 

 

１ 学佼においては，法令及びこの章以下に示すところに従い，児重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児童の心身の発達段階と特性を十分考慮して，適切な教育課程を編成す

るものとする。 

２ 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって，道徳

の時間はもちろん，各教科及び特別活動においても，それぞれの特質に応ずる適切な指導を行わなけれ

ばならない。 

  学校において道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるととも

に，家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活の基本的行動様式をはじめとする道徳的実践の指

導を徹底するよう配慮しなければならない。 

３ 学校における体育に関する指導は，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，体

力の向上及び健康・安全の保持増進については，体育科の時間はもちろん，特別活動などにおいても十

分指導するように努めるとともに,それらの指導を通して，日常生活における適切な体育的活動の実践

が促されるよう配慮しなければならない。 

４ 第２章以下に示す各教科，道徳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２章以下に示していない内容を加えても差し支えないが，

その場合には，第２章以下に示す各教科の各学年の目標並びに道徳及び特別活動の目標やこれらの内容

の趣旨を逸脱したり，児童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。 

５ 学校において特に必要がある場合には，２以上の学年の児童で編制する学級について，各教科の目

標の達成に支障のない範囲内で,各教科についての学年別の順序によらないことができる。 

６ 授業時数については，次のとおり取り扱うものとする。 

 (１) 各教科，道徳及び特別活動(学級会活動，クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除

く。)に限る｡(２)において同じ｡)の授業は，年間 35 週(第１学年については 34 週)以上にわたって行う

ように計画し，週当たりの授業時数が児童の負担過重とならないようにすること。なお，その際，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，適切に定めること。 

 (２) 各教科，道徳及び特別活動のそれぞれの授業の１単位時間は，45 分を常例とするが，学校や児

童の実態に即して適切に定めること。 

 (３) 特別活動のうち，児童会活動及び学校行事の授業については，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配当するようにすること。 

７ 学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意を生かし，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。 

 (１) 各教科，道徳及び特別活動について，相互の関連を図り，発展的，系統的な指導ができるよう

にすること。 

 なお，低学年においては，合科的な指導が十分できるようにすること。 

 (２) 第２章に示す各教科の各学年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，各事項のまとめ方，順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて，効果的な

指導ができるようにすること。 

８ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 
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 (１) 学校生活全体における言語環境を整え，児童の言語活動が適正に行われるように努めること。 

 (２) 視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館を計画的に利用すること。 

 (３) 学習の遅れがちな児重，心身に障害のある児童などについては，児童の実態に即した適切な指

導を行うこと。 

 (４) 指導の成果を絶えず評価し，指導の改善に努めること。 

 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行  より 

 

１ 学校においては，法令及び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段階と特性を十分に考慮して，適切な教育課程を編成

するものとする。 

２ 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって，道徳

の時間はもちろん，各教科及び特別活動においても，それぞれの特質に応ずる適切な指導を行わなけれ

ばならない。 

 学校において道徳教育を進めるに当たっては，教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに，

家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活の基本的行動様式をはじめとする道徳的実践の指導を

徹底するよう配慮しなければならない。 

３ 学校における体育に関する指導は，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，体

力の向上及び健康・安全の保持増進については，保健体育科の時間はもちろん，特別活動などにおいて

も十分指導するように努めるとともに，それらの指導を通して，日常生活における適切な体育的活動の

実践が促されるよう配慮しなければならない。 

４ 第２章以下に示す各教科，道徳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２章以下に示していない内容を加えても差し支えないが，

その場合には，第２章以下に示す各教科の各学年，各分野若しくは各領域の目標又は道徳若しくは特別

活動の目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり，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。 

５ 学校において特に必要がある場合には，２以上の学年の生徒で編制する学級について，各教科の目

標の達成に支障のない範囲内で，各教科についての学年別の順序によらないことができる。  

６ 選択教科については，次のとおり取り扱うものとする。 

(１) 生徒に各学年１以上の選択教科を履修させるものとするが，その際，生徒の進路，特性など

を十分考慮し，それぞれの生徒に適した選択教科を履修させること。 

(２) 第１学年及び第２学年においては，外国語又は第２章第 10 節に示すその他特に必要な教科

のうちから，第３学年においては，音楽，美術，保健体育，技術・家庭，外国語又は第２章第 10

節に示すその他特に必要な教科のうちから履修させること。 

(３) 外国語については，英語，ドイツ語，フランス語その他の外国語のうちいずれか１か国語を

履修させることを原則とし，第１学年から履修させるようにすること。 

７ 授業時数については，次のとおり取り扱うものとする。 

(１) 各教科，道徳及び特別活動(学級会活動，クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除
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く。)に限る。(２)において同じ。)の授業は，年間 35 週以上にわたって行うように計画し，週当

たりの授業時数が生徒の負担過重とならないようにすること。なお，その際，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，適切に定めること。 

(２) 各教科，道徳及び特別活動のそれぞれの授業の１単位時間は，50 分を常例とするが，学校や

生徒の実態に即して適切に定めること。 

(３) 特別活動のうち，生徒会活動及び学校行事の授業については，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配当するようにすること。 

８ 学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意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。 

(１) 各教科，道徳及び特別活動について，相互の関連を図り，発展的，系統的な指導ができるよ

うにすること。 

(２) 第２章に示す各教科の各学年，各分野又は各領域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，各事項のまとめ方，順序及び重点の置き方に適切

な工夫を加えて，効果的な指導ができるようにすること。 

９ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 

(１) 学校生活全体における言語環境を整え，生徒の言語活動が適正に行われるように努めること。 

(２) 学校の教育活動全体を通じて，個々の生徒の能力・適性等の的確な把握(はあく)に努め，そ

の伸長を図るように指導するとともに，計画的，組織的に進路指導を行うようにすること。 

(３) 教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て，生徒指導の充実を図ること。 

(４) 視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館を計画的に利用すること。 

(５) 学習の遅れがちな生徒，心身に障害のある生徒などについては，生徒の実態に即した適切な

指導を行うこと 

(６) 指導の成果を絶えず評価し，指導の改善に努めること。 

 



小学校学習指導要領 文部省告示第 24 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成４年４月  1 日（1992 年）施行  より 

 

第１ 教育課程編成の一般方針 

１ 各学校においては，法令及びこの章以下に示すところに従い，児童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児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して，適切な教育課

程を編成するものとする。学校の教育活動を進めるに当たっては，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図るとともに，基礎的・基本的な内容の指導を徹底し，個性を生か

す教育の充実に努めなければならない。 

２ 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行うものとし，道徳の時間はもとより，

各教科及び特別活動においても，それぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。道

徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに，豊かな体験

を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。また，家庭

や地域社会との連携を図り，日常生活における基本的な生活習慣や望ましい人間関係の育成などに

かかわる道徳的実践が促されるよう配慮しなければならない。 

３ 学校における体育に関する指導は，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，

体力の向上及び健康の保持増進に関する指導については，体育科の時間はもとより，特別活動など

においても十分行うよう努めることとし，それらの指導を通して，日常生活における適切な体育的

活動の実践が促されるとともに，生涯を通じて健康で安全な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。 

第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項 

１ 第２章以下に示す各教料，道徳及び特別活動（以下「各教科等」という。)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２章以下に示していない内容を加えても差し支えないが，その場合には，

第２章以下に示す各教科等及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり，児童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。 

２ 第２章以下に示す各教科等の学年別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。 

３ 学校において２以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には，各教科及

び道徳の目標の達成に支障のない範囲内で，各教科及び道徳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。 

４ 学年の目標を２学年まとめて示した教科については，学校において教育効果を高めるために必

要がある場合には，当該学年間において，当該教科の内容について学年別の順序によらないことが

できる。 

第３ 授業時数等の取扱い 

１ 各教科等（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。）及びクラブ活動に

限る。３において同じ。）の授業は，年間 35 週（第１学年については 34 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児童の負担過重とならないようにするものとする。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。 

２ 特別活動のうち，児童会活動及び学校行事の授業については，それらの内容に応じ，年間，学
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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。 

３ 各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，45 分を常例とし，学校や児童の実態に即して適切

に定めるものとする。なお，各教科等の特質に応じ，指導方法の工夫によって教育効果を高めるこ

とができる場合には，各教科等の年間授業時数を確保しつつ，適切な計画の下に授業の１単位時間

を弾力的に運用することができる。 

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

１ 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。 

(１) 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。  

(２) 学年の目標を２学年まとめて示した教科については，当該学年間を見通して地域や学校

及び児童の実態に応じた効果的な指導ができるようにすること。 

(３) 各教科の各学年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

えるとともに，教材等の精選を図り，効果的な指導ができるようにすること。 

(４) 低学年においては，児童の実態等を考慮し，合科的な指導が十分できるようにすること。 

２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 

(１) 学校生活全体を通して，言語に対する意識や関心を高め，言語環境を整え，児童の言語

活動が適正に行われるよう努めること。 

(２) 各教科等の指導に当たっては，体験的な活動を重視するとともに，児童の興味や関心を

生かし，自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。 

(３) 教師と児童及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め，生徒指

導の充実を図ること。 

(４) 各教科等の指導に当たっては，学習内容を確実に身に付けることができるよう，児童の

実態等に応じ，個に応じた指導など指導方法の工夫改善に努めること。 

(５) 学校の実態等に応じ，教師の特性を生かしたり，教師の協力的な指導を行ったりするな

ど指導体制の工夫改善に努めること。 

(６) 心身に障害のある児童などについては，児童の実態に即した適切な指導を行うこと。 

(７) 海外から帰国した児童などについては，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適切な指導を行うこと。 

(８) 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とともに，学校図書館を計

画的に利用しその機能の活用に努めること。 

(９) 指導の過程や成果を評価し，指導の改善を行うとともに，学習意欲の向上に生かすよう

努めること。 

(10) 地域や学校の実態等に応じ，家庭や地域社会との連携を深めるとともに，学校相互の連

携や交流を図ることにも努めること。 

 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月 １日（1993 年）施行  より 

 

第１ 教育課程編成の一般方針 
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１ 各学校においては，法令及び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段階や特性等を十分考慮して，適切な教育

規程を編成するものとする。学校の教育活動を進めるに当たっては，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図るとともに，基礎的・基本的な内容の指導を徹底し，個性を生

かす教育の充実に努めなければならない。 

２ 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行うものとし，道徳の時間はもとより，

各教科及び特別活動においても，それぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。道

徳教育を進めるに当たっては，教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに，生徒が人間

としての生き方についての自覚を深め，豊かな体験を通して内面に根ざした道徳性の育成が図られ

るよう配慮しなければならない。また，家庭や地域社会との連携を図り，日常生活における基本的

な生活習慣や望ましい人間関係の育成などにかかわる道徳的実践が促されるよう配慮しなければ

ならない。 

３ 学校における体育に関する指導は，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，

体力の向上及び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，特別活動

などにおいても十分行うよう努めることとし，それらの指導を通して，日常生活における適切な体

育的活動の実践が促されるとともに，生涯を通じて健康で安全な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。 

第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項 

１ 第２章以下に示す各教科，道徳及び特別活動（以下「各教科等」という。）の内容に関する事

項は，特に示す場合を除き，いずれの学位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２章以下に示していない内容を加えても差し支えないが，その場合には，

第２章以下に示す各教科等及び各学年，各分野又は各領域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。 

２ 第２章以下に示す各教科等及び各学年，各分野又は各領域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。 

３ 学位において２以上の学年の生徒で編成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。 

第３ 必修教科及び選択教科の取扱い 

 必修教科及び選択教科については，次のとおり取り扱うものとする。 

(１) 学校においては，必修教科及び選択教科のそれぞれの特質を生かし効果的な指導が行え

るよう，学校や生徒の実態を考慮して，これらの教科相互の関連を図りつつその授業時数及び

指導内容を適切に定め，各教科等の全体的な指導計画を作成すること。 

(２) 各教科のうち授業時数の標準として下限及び上限の時数を示したものについては，下限

の時数で履修しうる内容を示しているので，当該教科の授業時数については，このことを考慮

して，各学年を見通した計画の下に，適切に定めるようにすること。 

(３) 各選択教科（外国語を除く。第５において同じ。）の授業時数については，年間 35 単位

時間の範囲内で当該選択教科の目的を達成するために必要な時数を各学校において適切に定

めること。 

(４) 外国語の授業時数については，第２学年及び第３学年において，生徒すべてに履修させ
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るものとして学校で定めた授業時数を超えて更に履修を希望する生徒に履修させる授業時数

（以下この項において「選択履修に係る授業時数」という。）を設定することができること。

この場合，生徒すべてに履修させるものとして学校で定めた授業時数と選択履修に係る授業時

数との合計は，外国語の授業時数の範囲内となるようにすること。なお，選択履修に係る授業

時数を設定した部分の取扱いについては，この章に定める外国語以外の選択教科の取扱い（第

４の(１)を除く。）に準ずること。 

第４ 選択教科の履修の取扱い 

 選択教科の履修については，次のとおり取り扱うものとする。 

(１) 生徒に履修させる選択教科の数は，第１学年及び第２学年においては１以上，第３学年

においては２以上とし，生徒の特性等を十分考慮して，それぞれの生徒に適した選択教科を履

修させること。  

(２) 各学年における選択教科の種類は，第１学年においては外国語又は第２章第 10 節に示

すその他特に必要な教科，第２学年においては音楽，美術，保健体育，技術・家庭，外国語又

は第２章第10節に示すその他特に必要な教科，第３学年においては第２章に示す各教科とし，

これらのうちから履修させること。 

(３) 外国語については，英語，ドイツ語，フランス語又はその他の外国語のうちいずれか１

か国語を履修させることを原則とし，第１学年から履修させるようにすること。 

第５ 授業時数等の取扱い 

 授業時数については，次のとおり取り扱うものとする。 

(１) 各教科等（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。(３)について

同じ。）に限る。）の授業は年間 35 週以上にわたって行うように計画すること。ただし，選択

教科の授業については，学校において特に必要がある場合には，適切な計画の下に 35 週を下

回って行うことができること。いずれの場合にあっても，週当たりの授業時数が生徒の負担過

重とならないようにすること。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，適切に定めること。 

(２) 特別活動の授業のうち，クラブ活動については，学校や生徒の実態等を考慮して，年間

を通じて計画的に行うようにすること。また，生徒会活動及び学校行事については，それらの

内容に応し，年間，学期ごと，月ごとなどに適切な授業時数を充てるようにすること。 

(３) 各教科等（特別活動については，学級活動及びクラブ活動に限る。）のそれぞれの授業

の１単位時間は，50 分を常例とし，学校や生徒の実態に即して適切に定めること。なお，各教

科等の特質に応じ，指導方法の工夫によって教育効果を高めることができる場合には，各教科

等の年間授業時数を確保しつつ，適切な計画の下に授業の１単位時間を弾力的に運用すること

ができること。 

第６ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

１ 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。 

(１) 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。 

(２) 各教科の各学年，各分野又は各領域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とともに，教材等の精選を図り，効果的な指導ができるようにするこ

と。 
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２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 

(１) 学杖生活全体を通して，言語に対する意識や関心を高め，言語環境を整え，生徒の言語

活動が適正に行われるよう努めること。 

(２) 各教科等の指導に当たっては，体験的な活動を重視するとともに，生徒の興味や関心を

生かし，自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。 

(３) 教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て，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。 

(４) 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

全体を通し，計画的，組織的な進路指導を行うこと。 

(５) 各教科等の指導に当たっては，学習内容を確実に身に付けることができるよう，生徒の

実態等に応じ，学習内容の習熟の程度に応じた指導など個に応じた指導方法の工夫改善に努め

ること。 

(６) 学校の実態<等に応じ，教師間の連携協力を密にするなど指導体制の工夫改善に努める

こと。 

(７) 心身に障害のある生徒などについては，生徒の実態に即した適切な指導を行うこと。 

(８) 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適切な指導を行うこと。 

(９) 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とともに，学校図書館を計

画的に利用しその機能の活用に努めること。 

(10) 指導の過程や成果を評価し，指導の改善を行うとともに，学習意欲の向上に生かすよう

努めること。 

(11) 地域や学校の実態等に応じ，家庭や地域社会との連携を探めるとともに，学校相互の連

携や交流を図ることにも努めること。 

 



小学校学習指導要領 文部省告示第 175 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

 

第１ 教育課程編成の一般方針 

１ 各学校においては，法令及びこの章以下に示すところに従い，児童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児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して，適切な教育課

程を編成するものとする。 

 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，児童に生きる力をはぐくむことを目指

し，創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で，自ら学び自ら考える力の育成を図るとと

もに，基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り，個性を生かす教育の充実に努めなければならな

い。 

２ 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行うものであり，道徳の時間をはじめ

として各教科，特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ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，人間尊重の精神

と生命に対する畏（い）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，個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国際

社会に貢献し未来を拓（ひら）く主体性のある日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を

養うことを目標とする。 

 道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに，家庭や

地域社会との連携を図りながら，ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通して児童

の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。 

３ 学校における体育・健康に関する指導は，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，体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については，体育科の時間はもとより，

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。 

 

第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項 

１ 第２章以下に示す各教科，道徳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２章以下に示していない内容を加えて指導することも

できるが，その場合には，第２章以下に示す各教科，道徳，特別活動及び各学年の目標や内容の趣

旨を逸脱したり，児童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。 

２ 第２章以下に示す各教科，道徳，特別活動及び各学年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。 

３ 学年の目標及び内容を２学年まとめて示した教科の内容は，２学年間かけて指導する事項を示

したものである。各学校においては，これらの事項を地域や学校及び児童の実態に応じ，２学年間

を見通して計画的に指導することとし，特に示す場合を除き，いずれかの学年に分けて指導したり，
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いずれの学年においても指導したりするものとする。 

４ 学校において２以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には，各教科及

び道徳の目標の達成に支障のない範囲内で，各教科及び道徳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。 

 

第３ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，児童の実態等に応じて，横断的・総

合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。 

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 

(１) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資

質や能力を育てること。 

(２) 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造的に取り組む

態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにすること。 

３ 各学校においては，２に示すねらいを踏まえ，例えば国際理解，情報，環境，福祉・健康など

の横断的・総合的な課題，児童の興味・関心に基づく課題，地域や学校の特色に応じた課題などに

ついて，学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。 

４ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適切に定めるものとす

る。 

５ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(１) 自然体験やボランティア活動などの社会体験，観察・実験，見学や調査，発表や討論，

ものづくりや生産活動など体験的な学習，問題解決的な学習を積極的に取り入れること。 

(２) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つ

つ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制，地域の教材や学習環境の積極的な活用

などについて工夫すること。 

(３) 国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは，学校の実態等に応じ，

児童が外国語に触れたり，外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさ

わしい体験的な学習が行われるようにすること。 

 

第４ 授業時数等の取扱い 

１ 各教科，道徳，特別活動及び総合的な学習の時間（以下「各教科等」という。ただし，１及び

３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（第１学年については 34 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児童

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，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。 

２ 特別活動の授業のうち，児童会活動，クラブ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。 

３ 各教科等のそれぞれの授業の１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，児童の発達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。 

４ 各学校においては，地域や学校及び児童の実態，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に配慮するものとする。 
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第５ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

１ 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。 

(１) 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。  

(２) 学年の目標及び内容を２学年まとめて示した教科については，当該学年間を見通して，

地域や学校及び児童の実態に応じ，児童の発達段階を考慮しつつ，効果的，段階的に指導する

ようにすること。 

(３) 各教科の各学年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

えるとともに，教材等の精選を図り，効果的な指導ができるようにすること。 

(４) 児童の実態等を考慮し，指導の効果を高めるため，合科的・関連的な指導を進めること。 

２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 

(１) 学校生活全体を通して，言語に対する関心や理解を深め，言語環境を整え，児童の言語

活動が適正に行われるようにすること。 

(２) 各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに，

児童の興味・関心を生かし，自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。 

(３) 日ごろから学級経営の充実を図り，教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間

関係を育てるとともに児童理解を深め，生徒指導の充実を図ること。 

(４) 各教科等の指導に当たっては，児童が学習課題や活動を選択したり，自らの将来につい

て考えたりする機会を設けるなど工夫すること。 

(５) 各教科等の指導に当たっては，児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう，

学校や児童の実態に応じ，個別指導やグループ別指導，繰り返し指導，教師の協力的な指導な

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。 

(６) 障害のある児童などについては，児童の実態に応じ，指導内容や指導方法を工夫するこ

と。特に，特殊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。 

(７) 海外から帰国した児童などについては，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適切な指導を行うこと。 

(８) 各教科等の指導に当たっては，児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報

手段に慣れ親しみ，適切に活用する学習活動を充実するとともに，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。 

(９) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，児童の主体的，意欲的な学習活動

や読書活動を充実すること。 

(10) 児童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。 

(11) 開かれた学校づくりを進めるため，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，小学校間や幼稚園，中学校，盲学

校，聾（ろう）学校及び養護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

童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。 

 



 

中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

 

第１ 教育課程編成の一般方針 

１ 各学校においては，法令及び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，創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で，自ら学び自ら考える力の育成を図るとと

もに，基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り，個性を生かす教育の充実に努めなければならな

い。 

２ 学校における道徳教育は，学校の教育活動全体を通じて行うものであり，道徳の時間をはじめ

として各教科，特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ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，人間尊重の精神

と生命に対する畏（い）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，個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国際

社会に貢献し未来を拓（ひら）く主体性のある日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を

養うことを目標とする。 

 道徳教育を進めるに当たっては，教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに，生徒が

人間としての生き方についての自覚を深め，家庭や地域社会との連携を図りながら，ボランティア

活動や自然体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよ

う配慮しなければならない。 

３ 学校における体育・健康に関する指導は，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，体力の向上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，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。 

 

第２ 必修教科，道徳及び特別活動の内容等の取扱い 

１ 第２章以下に示す各教科，道徳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２章以下に示していない内容を加えて指導することも

できるが，その場合には，第２章以下に示す各教科，道徳，特別活動及び各学年，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。 

２ 第２章以下に示す各教科，道徳，特別活動及び各学年，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。 
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３ 学校において２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。 

 

第３ 選択教科の内容等の取扱い 

１ 各学校においては，学校や生徒の実態を考慮し，必修教科や総合的な学習の時間などとの関連

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。  

２ 選択教科の内容については，第２章の各教科に示すように課題学習，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。 

３ 生徒に履修させる選択教科の数は，第２学年においては１以上，第３学年においては２以上と

し，生徒の特性等を十分考慮して，それぞれの生徒に適した選択教科を履修させるものとする。 

４ 各学校において開設することができる選択教科の種類は，各学年とも第２章に示す各教科とす

る。 

５ 各選択教科の授業時数は，第１学年については年間 30 単位時間の範囲内，第２学年及び第３

学年については年間 70 単位時間の範囲内で当該選択教科の目的を達成するために必要な時数を各

学校において適切に定めるものとする。 

 

第４ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，生徒の実態等に応じて，横断的・総

合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。 

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 

(１) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資

質や能力を育てること。 

(２) 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造的に取り組む

態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにすること。 

３ 各学校においては，２に示すねらいを踏まえ，例えば国際理解，情報，環境，福祉・健康など

の横断的・総合的な課題，生徒の興味・関心に基づく課題，地域や学校の特色に応じた課題などに

ついて，学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。 

４ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適切に定めるものとす

る。 

５ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(１) 自然体験やボランティア活動などの社会体験，観察・実験，見学や調査，発表や討論，

ものづくりや生産活動など体験的な学習，問題解決的な学習を積極的に取り入れること。 

(２) グル－プ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つ

つ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制，地域の教材や学習環境の積極的な活用

などについて工夫すること。 

 

第５ 授業時数等の取扱い 

１ 各教科，道徳，特別活動及び総合的な学習の時間（以下「各教科等」という。ただし，１及び
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３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，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。 

２ 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。 

３ 各教科等のそれぞれの授業の１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。 

 

第６ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

１ 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。 

(１) 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。 

(２) 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とともに，教材等の精選を図り，効果的な指導ができるようにするこ

と。 

２ 以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 

(１) 学校生活全体を通して，言語に対する関心や理解を深め，言語環境を整え，生徒の言語

活動が適正に行われるようにすること。  

(２) 各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や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，自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。 

(３) 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。 

(４) 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。 

(５) 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を通じ，ガイダンスの

機能の充実を図ること。 

(６) 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，学習内容の習熟の程度に応じた指導，

教師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。 

(７) 障害のある生徒などについては，生徒の実態に応じ，指導内容や指導方法を工夫するこ

と。特に，特殊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。 

(８) 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適切な指導を行うこと。 

(９) 各教科等の指導に当たっては，生徒がコンピュ－タや情報通信ネットワ－クなどの情報

手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに，視聴覚教材や
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教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 

(10) 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。 

(11) 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。 

(12) 開かれた学校づくりを進めるため，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，盲

学校，聾（ろう）学校及び養護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

児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。 

 

 

小学校、中学校の学習指導要領の一部改正等について 

 

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。以下は改正前と改正後の新旧対応表である。 

 

小学校学習指導要領 新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 

第１章 総則 

 

第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項 

１ 第２章以下に示す各教科，道徳及び特

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。 

２ 学校において特に必要がある場合に

は，第２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２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，すべての児童に対

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２章以下に示す各教科，

道徳，特別活動及び各学年の目標や内容の

趣旨を逸脱したり，児童の負担過重となっ

たりすることのないようにしなければな

 

第１章 総則 

 

第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項 

１ 第２章以下に示す各教科，道徳及び特

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２章以下に示していない内容を加

えて指導することもできるが，その場合

には，第２章以下に示す各教科，道徳，

特別活動及び各学年の目標や内容の趣旨

を逸脱したり，児童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。  
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らない。 

 ３ （略） 

 ４ （略） 

 ５ （略） 

 

第３ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ （略） 

２ 総合的な学習の時間においては，次の

ようなねらいをもって指導を行うものと

する。  

(1)・(2) （略） 

(3) 各教科，道徳及び特別活動で身に付

けた知識や技能等を相互に関連付け，学

習や生活において生かし，それらが総合

的に働くようにすること。 

３ 各学校においては，１及び２に示す趣

旨及びねらいを踏まえ，総合的な学習の

時間の目標及び内容を定め，例えば国際

理解，情報，環境，福祉・健康などの横

断的・総合的な課題，児童の興味・関心

に基づく課題，地域や学校の特色に応じ

た課題などについて，学校の実態に応じ

た学習活動を行うものとする。 

４ 各学校においては，学校における全教

育活動との関連の下に，目標及び内容，育

てようとする資質や能力及び態度，学習活

動，指導方法や指導体制，学習の評価の計

画などを示す総合的な学習の時間の全体

計画を作成するものとする。 

５ （略） 

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行う

に当たっては，次の事項に配慮するものと

する。  

(1) 目標及び内容に基づき，児童の学習

状況に応じて教師が適切な指導を行う

こと。 

(2) （略）  

(3) グループ学習や異年齢集団による

学習などの多様な学習形態，地域の人々

の協力も得つつ全教師が一体となって

 

 ２ （略） 

 ３ （略） 

 ４ （略） 

 

第３ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ （略） 

２ 総合的な学習の時間においては，次の

ようなねらいをもって指導を行うものと

する。 

(1)・(2) （略） 

 

 

 

 

３ 各学校においては，２に示すねらいを

踏まえ，例えば国際理解，情報，環境，

福祉・健康などの横断的・総合的な課題，

児童の興味・関心に基づく課題，地域や

学校の特色に応じた課題などについて，

学校の実態に応じた学習活動を行うもの

とする。 

 

  

   

 

 

 

 

４ （略） 

５ 総合的な学習の時間の学習活動を行う

に当たっては，次の事項に配慮するものと

する。 

 

       

 

(1) （略） 

(2) グループ学習や異年齢集団による

学習などの多様な学習形態，地域の人々

の協力も得つつ全教師が一体となって
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指導に当たるなどの指導体制について

工夫すること。 

(4) 学校図書館の活用，他の学校との連

携，公民館，図書館，博物館等の社会教

育施設や社会教育関係団体等の各種団

体との連携，地域の教材や学習環境の積

極的な活用などについて工夫すること。

(5) （略）  

 

第５ 指導計画の作成等に当たって配慮すべ

き事項 

１ （略） 

２ 以上のほか，次の事項に配慮するもの

とする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 各教科等の指導に当たっては，児童

が学習内容を確実に身に付けること

ができるよう，学校や児童の実態に応

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，児童の興味・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。 

(6)～(11) （略） 

指導に当たるなどの指導体制，地域の教

材や学習環境の積極的な活用などにつ

いて工夫すること。  

 

      

 

 

 

(3) （略） 

 

第５ 指導計画の作成等に当たって配慮すべ

き事項 

１ （略） 

２ 以上のほか，次の事項に配慮するもの

とする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 各教科等の指導に当たっては，児童

が学習内容を確実に身に付けること

ができるよう，学校や児童の実態に応

じ，個別指導やグループ別指導，繰り

返し指導，教師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。  

 

 

      

 

(6)～(11) （略） 
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中学校学習指導要領 新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

 

第１章   総則 

 

第２ 必修教科，道徳及び特別活動の内容等

の取扱い 

１ 第２章以下に示す各教科，道徳及び特

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。 

２ 学校において特に必要がある場合に

は，第２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２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，すべての生徒に対

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２章以下に示す各教科，

道徳，特別活動及び各学年，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。 

３ （略） 

４ （略） 

 

第４ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ （略） 

２ 総合的な学習の時間においては，次の

ようなねらいをもって指導を行うもの

とする。 

(1)・(2) （略）  

(3) 各教科，道徳及び特別活動で身に

付けた知識や技能等を相互に関連付け，

学習や生活において生かし，それらが総

合的に働くようにすること。 

３ 各学校においては，１及び２に示す趣

 

第１章   総則 

 

第２ 必修教科，道徳及び特別活動の内容等

の取扱い 

１ 第２章以下に示す各教科，道徳及び特

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２章以下に示していない内容を加

えて指導することもできるが，その場合

には，第２章以下に示す各教科，道徳，

特別活動及び各学年，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。 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

３ （略） 

 

第４ 総合的な学習の時間の取扱い 

１ （略） 

２ 総合的な学習の時間においては，次の

ようなねらいをもって指導を行うものと

する。 

(1)・(2) （略）  
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旨及びねらいを踏まえ，総合的な学習の

時間の目標及び内容を定め，例えば国際

理解，情報，環境，福祉・健康などの横

断的・総合的な課題，生徒の興味・関心

に基づく課題，地域や学校の特色に応じ

た課題などについて，学校の実態に応じ

た学習活動を行うものとする。 

４ 各学校においては，学校における全教

育活動との関連の下に，目標及び内容，育

てようとする資質や能力及び態度，学習活

動，指導方法や指導体制，学習の評価の計

画などを示す総合的な学習の時間の全体

計画を作成するものとする。 

５（略） 

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行

うに当たっては，次の事項に配慮するもの

とする。  

(1) 目標及び内容に基づき，生徒の学

習状況に応じて教師が適切な指導を行

うこと。 

(2) （略） 

(3) グループ学習や異年齢集団による

学習などの多様な学習形態，地域の人々

の協力も得つつ全教師が一体となって

指導に当たるなどの指導体制について

工夫すること。 

 

(4) 学校図書館の活用，他の学校との

連携，公民館，図書館，博物館等の社会

教育施設や社会教育関係団体等の各種

団体との連携，地域の教材や学習環境の

積極的な活用などについて工夫するこ

と。 

 

第６ 指導計画の作成等に当たって配慮す

べき事項 

１ （略） 

２ 以上のほか，次の事項に配慮するもの

とする。 

(1)～(5) （略） 

３ 各学校においては，２に示すねらいを

踏まえ，例えば国際理解，情報，環境，

福祉・健康などの横断的・総合的な課題，

生徒の興味・関心に基づく課題，地域や

学校の特色に応じた課題などについて，

学校の実態に応じた学習活動を行うもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

５ 総合的な学習の時間の学習活動を行う

に当たっては，次の事項に配慮するものと

する。 

  

 

 

(1) （略） 

(2) グループ学習や異年齢集団による

学習などの多様な学習形態，地域の人々

の協力も得つつ全教師が一体となって指

導に当たるなどの指導体制，地域の教材

や学習環境の積極的な活用などについて

工夫すること。 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 指導計画の作成等に当たって配慮すべ

き事項 

１ （略） 

２ 以上のほか，次の事項に配慮するもの

とする。 
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(6) 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，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。 

(7)～(12) （略） 

(1)～(5) （略） 

(6) 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，学習内容の習

熟の程度に応じた指導，教師の協力的な

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。 

 

 

 

(7)～(12) （略） 

 




