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４ 各教科等の目標の変遷 

 

 

＜国語＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 日常生活に必要な国語の能力を養

い，思考力を伸ばし，心情を豊かにして，

言語生活の向上を図る。 
２ 経験を広め，知識や情報を求め，ま

た，楽しみを得るために，正しく話を聞

き文章を読む態度や技能を養う。 
３ 経験したこと，感じたこと，考えた

ことをまとめ，また，人に伝えるために，

正しくわかりやすく話をし文章に書く態

度や技能を養う。 
４ 聞き話し読み書く能力をいっそう確

実にするために，国語に対する関心や自

覚をもつようにする。 
上に掲げた国語科の目標１は，国語料にお

いて指導すべき総括的な目標である。目標２

および３は，国語料において具体的に指導す

べき聞くこと，読むこと，話すことおよび書

くことの活動について，その目標を掲げたも

のであるが，これらの指導にあたっては，常

に目標１の達成を目ざすとともに，目標４と

の関連を考慮して行わなければならない。 
 次に示す各学年の目標は，教科の目標を根

底におき，内容において示した指導すべき事

項と合わせ，それぞれの学年の具体的な指導

のねらいとなる。 
 国語の指導は，国語科だけでなく，学校に

おける教育活動の全体を通じて行われるもの

である。したがって，国語科の指導において

は，他の教科，道徳，特別教育活動などにお

ける指導と密接に関連させて，国語の学習に

関する基本的な事項を取り扱い，言語生活の

向上を図るように努めなければならない。 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 生活に必要な国語の能力を高め，思考力

を伸ばし，心情を豊かにして，言語生活の向

上を図る。 
２ 経験を広め，知識を求め，教養を高める

ために，話を確実に聞き取り，文章を正確に

読解し，あわせてこれらを鑑賞する態度や技

能を身につけさせる。 
３ 経験したこと，感じたこと，考えたこと

をまとめ，人に伝えるために，わかりやすく

効果的に話し，正しく書写し，的確に文章に

書き表わす態度や技能を身につけさせる。 
４ ことばのはたらきを理解させて，国語に

対する関心や自覚を深め，国語を尊重する態

度や習慣を養う。 
 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連

をもって，全体として国語科の目標をなすも

のである。２，３，４，について指導する場

合には，常にその根底に１を考慮していなけ

ればならない。また，４は，２，３と関連づ

けて指導することが必要である。 
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昭和 43 年

小学校 

・ 

昭和 44 年

中学校 

 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

生活に必要な国語を正確に理解し表現する

能力を養い，国語を尊重する態度を育てる。

このため， 
１ 国語で思考し創造する能力と態度を

養う。 
２ 国語による理解と表現を通して，知

識を身につけ，心情を豊かにする。 
３ 国語による伝達の役割を自覚して，

社会生活を高める能力と態度を養う。 
４ 国語に対する関心を深め，言語感覚

を養い，国語を愛護する態度を育てる。

 

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

生活に必要な国語の能力を高め，国語を尊

重する態度を育てる。 
このため， 
１ 国語によって思考し，理解し表現す

る能力と態度を養う。 
２ 国語による理解と表現を通して，知

識を身につけ，考えを深め，心情を豊か

にする。 
３ 国語による伝達を効果的にして社会

生活を高める能力と態度を養う。 
４ 言語文化を享受し創造するための基

礎的な能力と態度を育てる。 
５ 国語の特質を理解させ，言語感覚を

豊かにし，国語を愛護してその向上を図

る態度を養う。 

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 
 国語を正確に理解し表現する能力を養うと

ともに，国語に対する関心を深め，言語感覚

を養い，国語を尊重する態度を育てる。 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

国語を正確に理解し表現する能力を高める

とともに，国語に対する認識を深め，言語感

覚を豊かにし，国語を尊重する態度を育てる。

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 
国語を正確に理解し適切に表現する能力を

育てるとともに，思考力や想像力及び言語感

覚を養い，国語に対する関心を深め国語を尊

重する態度を育てる。 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

国語を正確に理解し適切に表現する能力を高

めるとともに，思考力や想像力を養い言語感

覚を豊かにし，国語に対する認識を深め国語

を尊重する態度を育てる。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 
国語を適切に表現し正確に理解する能力を

育成し，伝え合う力を高めるとともに，思考

力や想像力及び言語感覚を養い，国語に対す

る関心を深め国語を尊重する態度を育てる。

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

国語を適切に表現し正確に理解する能力を

育成し，伝え合う力を高めるとともに，思考

力や想像力を養い言語感覚を豊かにし，国語

に対する認識を深め国語を尊重する態度を育

てる。 
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＜社会＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 具体的な社会生活の経験を通じて，

自他の人格の尊重が民主的な社会生活の

基本であることを理解させ，自主的，自

律的な生活態度を養う。 
２ 家庭・学校・市町村・国その他いろ

いろな社会集団につき，集団における人

と人との相互関係や，集団と個人，集団

と集団との関係について理解させ，社会

生活に適応し，これを改善していく態度

や能力，国際協調の精神などを養う。 
３ 生産・消費・交通その他重要な社会

機能やその相互の関係について基本的な

ことがらを理解させ，進んで社会的な協

同活動に参加しようとする態度や能力を

養う。 
４ 人間生活が自然環境と密接な関係を

もち，それぞれの地域によって特色ある

姿で営まれていることを，衣食住等の日

常生活との関連において理解させ，これ

をもとに自然環境に対応した生活のくふ

うをしようとする態度，郷土や国土に対

する愛情などを養う。 
５ 人々の生活様式や社会的な制度・文

化などのもつ意味と，それらが歴史的に

形成されてきたことを考えさせ，先人の

業績やすぐれた文化遺産を尊重する態

度，正しい国民的自覚をもって国家や社

会の発展に尽そうとする態度などを養

う。 
 上に掲げた社会科の目標は，相互に密接な

関連をもつものであるが，特に，社会科はわ

が国における民主主義の育成に対して重要な

教育的役割をになう教科であるから，各学年

における具体的な学習が，主として目標２か

ら５までのいずれかにかかわる場合において

も，つねにその指導の根底には目標１が考慮

されなけれはならない。 
 社会科は，社会生活に対する正しい理解を

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 自他の人格や個性を尊重することが

社会生活の基本であることについての理

解をいっそう深め，また民主主義の諸原

則を理解させ，これを日常の生活に正し

く生かしていく態度や能力を養う。 
２ 人間生活と自然との関係，地域相互

の関係を考えさせ，人々の生活には地域

によって特色があることや，その底には

共通な人間性が流れていることを理解さ

せ，広い視野に立って，郷土や国土に対

する愛情を育てる。 
３ われわれの社会生活は長い歴史的経

過をたどって今日に及んでいること理解

させ，歴史の発展における個人や集団の

役割を考えさせ，よい伝統の継承や社会

生活の進歩に対する責任感を養う。 
４ 家族，村落，都市，国家その他の社

会集団の機能や，それらにおける人間の

相互関係，ならびにわが国の政治・経済

の機構や機能を理解させるとともに，わ

が国が当面している諸問題に着目させ，

社会生活に適応し，さらにこれを改善し

ていこうとする積極的な態度や能力を養

う。 
５ 世界におけるわが国の立場を正しく

理解させ，国民としての自覚を高め，民

主的で文化的な国家を建設して，世界の

平和と人類の福祉に貢献しようとする態

度を養う。 
 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連

をもって，全体として社会科の目標をなすも

のであり，主として２，３または４のいずれ

かにかかわる指導においても，常に５をあわ

せ考慮する必要があり，さらに，すべての指

導の根底に，１を考慮しておかなければなら

ない。 
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得させることによって，児童の道徳的判断力

の基礎を養い，望ましい態度や心情の裏づけ

をしていくという役割をになっており，道徳

教育について特に深い関係をもつものであ

る。したがって，社会科の指導を通して育成

される判断力が，道徳の時間において児童の

道徳性についての自覚としていっそう深めら

れ，この自覚がふたたび社会科における学習

に生きてはたらくように指導することが望ま

しい。 
 以下に示す各学年の目標は，次のような児

童の発達段階に応じた社会科の特性を考慮し

て作成したものである。すなわち，低学年で

は，児童の日常生活における諸経験を整理，

発展させながら，身近な社会生活をささえて

いる人々の仕事や事物のはたらきなどに着目

させ，これらの意味を正しく理解させること

を通して，社会生活に対する正しい見方，考

え方の基礎や集団の一員としての自主的，自

律的な生活態度の芽ばえを育てることが重点

であって，社会事象に対するあまり立ち入っ

た解釈や批判をしいてもたせようとすること

は適切ではない。学年が進むにつれ，ものご

とを系統的に考える力や，社会事象相互の関

係を追求したり，批判的に考える力などもし

だいに発達してくるので，このような特性を

じゅうぶん生かしながら，社会科の目標を有

効に達成するように配慮したものである。 

昭和 43 年 

小学校 

・ 

昭和 44 年 

中学校 

 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

社会生活についての正しい理解を深め，民主

的な国家，社会の成員として必要な公民的資

質の基礎を養う。 
 このため， 
１ 家庭の役割，社会および国家のはた

らきなどそれぞれの特質を具体的な社会

機能と結びつけて正しく理解させ，家庭，

社会および国家に対する愛情を育てると

ともに，自他の人格の尊重が民主的な社

会生活の基本であることを自覚させる。

２ さまざまな地域にみられる人間生活

と自然環境との密接な関係，自然に対す

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

地理，歴史および政治・経済・社会などに

関する学習を通して，社会生活についての理

解と認識を養い，民主的，平和的な国家・社

会の形成者として必要な資質の基礎をつちか

う。 
このため， 
１ 広い視野に立って，わが国土に対す

る認識とわが国の歴史に対する正しい理

解を深め，その基礎の上に，わが国の公

民としての基礎的教養をつちかうととも

に個人の尊厳と人権の尊重が民主的な社

会生活の基本であることを自覚させて，
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る積極的なはたらきかけの重要性などに

ついて理解させ，郷土や国土に対する愛

情，国際理解の基礎などを養う。 
３ われわれの生活や日本の文化，伝統

などはすべて歴史的に形成されてきたも

のであることを理解させ，わが国の歴史

や伝統に対する理解と愛情を深め，正し

い国民的自覚をもって国家や社会の発展

に尽くそうとする態度を育てる。 
４ 社会生活を正しく理解するための基

礎的資料を活用する能力や社会事象を観

察したりその意味について考える能力を

のばし，正しい社会的判断力の基礎を養

う。 

国家・社会の進展に進んで寄与しようと

する態度を養う。 
２ 世界におけるわが国の役割を理解さ

せて，国民としての自覚を高めるととも

に，国際理解を深め，国際協調の精神を

養い，世界の平和と人類の福祉に貢献し

ようとする態度を育てる。 
３ 経済・社会・文化などが急速に変化

発展している日本や世界の現状に目を開

かせ，さまざまな情報に対処し，確実な

資料に基づいて公正に判断しようとする

態度とそれに必要な能力の基礎をつちか

う。 

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 
社会生活についての基礎的理解を図り，我が

国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て，

民主的，平和的な国家・社会の形成者として

必要な公民的資質の基礎を養う。 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

広い視野に立って，我が国の国土と歴史に対

する理解を深め，公民としての基礎的教養を

培い，民主的，平和的な国家・社会の形成者

として必要な公民的資質の基礎を養う。 

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 
社会生活についての理解を図り，我が国の国

土と歴史に対する理解と愛情を育て，国際社

会に生きる民主的，平和的な国家・社会の形

成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

広い視野に立って，我が国の国土と歴史に

対する理解を深め，公民としての基礎的教養

を培い，国際社会に生きる民主的，平和的な

国家・社会の形成者として必要な公民的資質

の基礎を養う。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 
 社会生活についての理解を図り，我が国の

国土と歴史に対する理解と愛情を育て，国際

社会に生きる民主的，平和的な国家・社会の

形成者として必要な公民的資質の基礎を養

う。  

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

広い視野に立って，社会に対する関心を高

め，諸資料に基づいて多面的・多角的に考察

し，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情

を深め，公民としての基礎的教養を培い，国

際社会に生きる民主的，平和的な国家・社会

の形成者として必要な公民的資質の基礎を養

う。 
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＜算数，数学＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

1 数量や図形に関する基礎的な概念や
原理を理解させ，より進んだ数学的な考

え方や処理のしかたを生み出すことがで

きるようにする。 
2 数量や図形に関する基礎的な知識の
習得と基礎的な技能の習熟を図り目的に

応じ，それらが的確かつ能率的に用いら

れるようにする。 
3 数学的な用語や記号を用いることの
意義について理解させ，具体的なことが

らや関係を，用語や記号を用いて，簡潔・

明確に表わしたり考えたりすることがで

きるようにする。 
4 数量的なことがらや関係について，適
切な見通しを立てたり筋道を立てて考え

たりする能力を伸ばし，ものごとをいっ

そう自主的，合理的に処理することがで

きるようにする。 
5 数学的な考え方や処理のしかたを，進
んで日常の生活に生かす態度を伸ばす。

 上に掲げた算数料の目標は，相互に密接な

関連をもつものであり，算数科の指導におい

てたえず考慮すべきことがらを掲げたもので

あるが，特に，目標５は，目標１，２，３お

よび４の指導を通して，児童の科学的な生活

態度を育成することの必要を示したものであ

る。 
 次に示す各学年の目標においては，それぞ

れの学年で指導すべきおもな内容について，

その学年としての指導のねらいを述べてい

る。 
 この各学年の目標を掲げるにあたっては，

次の諸点を考慮した。 
 低学年では，数量や図形に関する諸概念の

理解に対して基礎となるような経験を与え，

その後の学習に必要な基礎を作るようにする

ことを主要なねらいとした。中学年では，数

量や図形についての基礎的な概念や原理を漸

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 数量や図形に関する基礎的な概念や

原理・法則の理解を深め，より進んだ数

学的な考え方や処理のしかたを生み出す

能力を伸ばす。 
２ 数量や図形に関して，基礎的な知識

の習得と，基礎的な技能の習熟を図り，

それらを的確かつ能率的に活用できるよ

うにする。 
３ 数学的な用語や記号を用いることの

意義について理解を深め，それらによっ

て，数量や図形についての性質や関係を

簡潔，明確に表現したり，思考を進めた

りする能力を伸ばす。 
４ ものごとを数学的にとらえ，その解

決の見通しをつける能力を伸ばすととも

に，確かな根拠から筋道を立てて考えて

いく能力や態度を養う。 
５ 数学が生活に役だつことや，数学と

科学・技術との関係などを知らせ，数学

を積極的に活用する態度を養う。 
 以上の目標の各項目は，相互に密接な

関連をもって，全体として数学科の目標

をなすものであるから，指導にあたって

は，この点を常に考慮しなければならな

い。 
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次明らかにし，数学的な考え方や処理のしか

たをしだいに確立していくことを主要なねら

いとした。また，高学年では，中学校への発

展も考え，小学校において学習した内容につ

いて一応のまとまりをつけるとともに，それ

らを実際の場において的確に用いることがで

きるようにすることを主要なねらいとした。

 算数料においては，上記のことがらを考慮

し，児童の学年的な発達に応じて，その内容

を系統的に身につけさせるようにすることが

必要である。 

昭和 43 年 

小学校 

・ 

昭和 44 年 

中学校 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

日常の事象を数理的にとらえ，筋道を立てて

考え，統合的，発展的に考察し，処理する能

力と態度を育てる。 
このため， 
１ 数量や図形に関する基礎的な概念や

原理を理解させ，より進んだ数学的な考

え方や処理のしかたを生み出すことがで

きるようにする。 
２ 数量や図形に関する基礎的な知識の

習得と基礎的な技能の習熟を図り，それ

らが的確かつ能率よく用いられるように

する。 
３ 数学的な用語や記号を用いることの

意義について理解させ，それらを用いて，

簡潔，明確に表わしたり考えたりするこ

とができるようにする。 
４ 事象の考察に際して，数量的な観点から，

適切な見通しをもち，筋道を立てて考えると

ともに，目的に照して結果を検討し処理する

ことができるようにする。 

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

事象を数理的にとらえ，論理的に考え，統

合的，発展的に考察し，処理する能力と態度

を育成する。 
このため， 
１ 数量，図形などに関する基礎的な概

念や原理・法則の理解を深め，より進ん

だ数学的な考え方や処理のしかたを生み

出す能力と態度を養う。 
２ 数量，図形などに関する基礎的な知

識の習得と基礎的な技能の習熟を図り，

それらを的確かつ能率的に活用する能力

を伸ばす。 
３ 数学的な用語や記号を用いることの

意義について理解を深め，それらによっ

て数量，図形などについての性質や関係

を簡潔，明確に表現し，思考を進める能

力と態度を養う。 
４ 事象の考察に際して，適切な見通し

をもち，論理的に思考する能力を伸ばす

とともに，目的に応じて結果を検討し，

処理する態度を養う。 

昭和 52 年 

 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

数量や図形について基礎的な知識と技能を身

につけ，日常の事象を数理的にとらえ，筋道

を立てて考え，処理する能力と態度を育てる。

 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

数量，図形などに関する基礎的な概念や原

理・法則の理解を深め，数学的な表現や処理

の仕方についての能力を高めるとともに，そ

れらを活用する態度を育てる。 
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平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

 数量や図形についての基礎的な知識と技能

を身に付け，日常の事象について見通しをも

ち筋道を立てて考える能力を育てるととも

に，数理的な処理のよさが分かり，進んで生

活に生かそうとする態度を育てる。 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

数量，図形などに関する基礎的な概念や原

理・法則の理解を探め，数学的な表現や処理

の仕方を習得し，事象を数理的に考察する能

力を高めるとともに数学的な見方や考え方の

よさを知り，それらを進んで活用する態度を

育てる。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 数量や図形についての算数的活動を通し

て，基礎的な知識と技能を身に付け，日常の

事象について見通しをもち筋道を立てて考え

る能力を育てるとともに，活動の楽しさや数

理的な処理のよさに気付き，進んで生活に生

かそうとする態度を育てる。 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

数量，図形などに関する基礎的な概念や原

理・法則の理解を深め，数学的な表現や処理

の仕方を習得し，事象を数理的に考察する能

力を高めるとともに，数学的活動の楽しさ，

数学的な見方や考え方のよさを知り，それら

を進んで活用する態度を育てる。 
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＜理科＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 自然に親しみ，その事物・現象につ

いて興味をもち，事実を尊重し，自然か

ら直接学ぼうとする態度を養う。 
２ 自然の環境から問題を見いだし，事

実に基き，筋道を立てて考えたりくふ

う・処理したりする態度と技能を養う。

３ 生活に関係の深い自然科学的な事実

や基礎的原理を理解し，これをもとにし

て生活を合理化しようとする態度を養

う。 
４ 自然と人間の生活との関係について

理解を深め，自然を愛護しようとする態

度を養う。 
 上に掲げた理科の目標は，各項目相互に密

接な関連をもつものであり，次に示す各学年

の目標は，教科の目標の各項目それぞれにつ

いて，学年的発展を明らかにして具体的に示

したものである。なお，各学年の目標の作成

にあたっては，次の諸点を考慮した。 
 教科の目標１については，低学年では，ご

く身近な自然の事物・現象を見たり，扱った

りさせることによって，自然に親しむ態度を

養うとともに，事実に即したものの見方・考

え方を育て，主客未分化的な見方からはやく

脱皮させるようにし，学年が進むにつれて自

然環境をしだいに広げ，事物・現象の観察や

処理を通して客観的なものの見方・考え方が

できるようにする。目標２については，低学

年では自然の環境から疑問を見いだし，これ

を解こうとしてそのしかたを考えたり，これ

を実際に行って確かめたりすることができる

ようにし，学年が進むにつれてはっきりした

問題をとらえ，これを分析したり総合したり

して考察することに慣れさせ，筋道の通った

考え方でくふう・処理することができるよう

にする。目標３については，低学年では，自

然の事物・現象についての観察を広め，その

中から自然科学的な事実を意識するように

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 自然の事物や現象についての関心を

高め，真理を探究しようとする態度を養

う。 
２ 自然の環境から問題をとらえ，事実

に基き，筋道をたてて考えたり処理した

りする能力を養い，また，実験や観察に

必要な機械器具を目的に応じて取り扱う

技能を高める。 
３ 生活や産業の基礎となる自然科学的

な事実や原理の理解を深め，これを活用

する能力を伸ばし，さらに，新しいもの

をつくり出そうとする態度を養う。 
４ 自然科学の進歩が生活を豊かにする

のに役だつことを認識させ，自然科学の

成果や方法を生活の中に取り入れ，生活

を合理化しようとする態度を養う。 
５ 自然と人間生活との関係を認識させ

るとともに，自然の保護利用に対する関

心を高める。 
 以上の目標の各項目は，相互に密接な

関連をもって理科の目標をなすものであ

る。指導にあたっては，特定の項目にの

み重点をおくことなく，目標が全体とし

て達成されるように考慮しなければなら

ない。 
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し，新しいことがらに出あったときに，これ

を前の経験と結びつけていけるようにする。

学年が進むにつれて，多くの経験の中から自

然科学的な事実や基礎的な原理を理解させ，

生活に応用じてこれを合理化しようとするよ

うにする。目標４については，低学年では，

飼育栽培から始め，生物を愛護するようにし，

学年が進むにつれて，その気持を自然物一般

に広げ，自然と人間の生活との関係を考慮し，

自然の保護や利用のしかたについての関心を

深め，自然科学の進歩が生活を豊かにするの

に役だつことを認識させるようにする。 

昭和 43 年

小学校 

・ 

昭和 44 年

中学校 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

自然に親しみ，自然の事物・現象を観察，

実験などによって，論理的，客観的にとらえ，

自然の認識を深めるとともに，科学的な能力

と態度を育てる。 
このため， 
１ 生物と生命現象の理解を深め，生命

を尊重する態度を養う。 
２ 自然の事物・現象を互いに関連づけ

て考察し，物質の性質とその変化に伴う

現象やはたらきを理解させる。 
３ 自然の事物・現象についての原因・

結果の関係的な見方，考え力や定性的，

定量的な処理の能力を育てるとともに，

自然を一体として考察する態度を養う。

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

自然の事物・現象への関心を高め，それを

科学的に探究させることによって，科学的に

考察し処理する能力と態度を養うとともに，

自然と人間生活との関係を認識させる。 
このため， 
１ 自然の事物・現象の中に問題を見い

だし，それを探究する過程を通して科学

の方法を習得させ，創造的な能カを育て

る。 
２ 基本的な科学概念を理解させ，自然

のしくみや，はたらきを総合的，統一的

に考察する能力を養う。 
３ 自然の事物・現象に対する科学的な

見方や考え方を養い，科学的な自然観を

育てる 

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

観察，実験などを通して，自然を調べる能

力と態度を育てるとともに自然の事物・現象

についての理解を図り，自然を愛する豊かな

心情を培う。 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

観察，実験などを通して，自然を調べる能

力と態度を育てるとともに自然の事物・現象

についての理解を深め，自然と人間とのかか

わりについて認識させる。 

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

自然に親しみ，観察，実験などを行い，問

題解決の能力と自然を愛する心情を育てると

ともに自然の事物・現象についての理解を図

り，科学的な見方や考え方を養う。 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

自然に対する関心を高め，観察，実験など

を行い，科学的に調べる能力と態度を育てる

とともに自然の事物・現象についての理解を

深め，科学的な見方や考え方を養う。 



 - 71 -

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

自然に親しみ，見通しをもって観察，実験

などを行い，問題解決の能力と自然を愛する

心情を育てるとともに自然の事物・現象につ

いての理解を図り，科学的な見方や考え方を

養う。 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

自然に対する関心を高め，目的意識をもっ

て観察，実験などを行い，科学的に調べる能

力と態度を育てるとともに自然の事物・現象

についての理解を深め，科学的な見方や考え

方を養う。 
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＜生活＞ 

 小学校学習指導要領 

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

具体的な活動や体験を通して、自分と身近な社会や自然とのかかわりに関心をもち、自分

自身や自分の生活について考えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技能

を身に付けさせ、自立への基礎を養う。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわりに関心をも

ち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程において生活上必要な習

慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。 
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＜音楽＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 音楽経験を豊かにし，音楽的感覚の

発達を図るとともに，美的情操を養う。

２ すぐれた音楽に数多く親しませ，よ

い音楽を愛好する心情を育て，音楽の美

しさを味わって聞く態度や能力を養う。

３ 歌を歌うこと，楽器を演奏すること，

簡単な旋律を作ることなどの音楽表現に

必要な技能の習熟を図り，音楽による創

造的表現の能力を伸ばす。 
４ 音楽経験を豊かにするために必要な

音楽に関する知識を，鑑賞や表現の音楽

活動を通して理解させる。 
５ 音楽経験を通して，日常生活にうる

おいや豊かさをもたらす態度や習慣を養

う。 
 上に掲げた音楽科の目標は，相互に密接な

関連をもつものであるが，目標１は，音楽科

で指導すべき総括的な目標である。したがっ

て，各学年における具体的な学習が，主とし

て目標２，３および４のいずれにかかる場合

においても，音楽科の特性上，常に，その指

導の根底には，目標１が考慮されなければな

らない。目標２，３および４は，それぞれ鑑

賞力，創造的表現力および知的理解について

その目標を掲げたものであるが，各学年にお

ける具体的な学習においては，これらのねら

いが有機的に結びつけられるとともに，目標

５との関連が考慮されなければならない。  
次に示す各学年の目標は，それぞれの学年に

おいて指導すべき鑑賞と表現(歌唱，器楽およ
び創作)の領域に即して，その学年としての指
導のねらいを具体的に掲げたものであるか

ら，教科の目標のそれぞれに対応してはいな

いが，実際の指導にあたっては教科のすべて

の目標の達成を目ざすようにする。  
 また，各学年の目標は，下学年では，まず

明るく楽しい学習をさせ，主として感覚的な

側面に重点をおいて指導し，上学年に進むに

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 音楽の表現や鑑賞を通して美的感覚

を洗練し，情操を高め豊かな人間性を養

う。 
２ 音楽を表現する喜びを味わわせると

ともに，音楽表現に必要な技術に習熟さ

せ，音楽によって創造的な表現ができる

能力を伸ばす。 
３ わが国および世界のすぐれた音楽に

親しませ，よい音楽を愛好する心情を養

い，鑑賞する能力を高める。 
４ わが国および世界の音楽文化に対す

る正しい理解を得させ，すぐれた音楽を

継承し，わが国の音楽文化を向上させよ

うとする基礎的な態度を養う。 
５ 音楽の表現や鑑賞によって得た美的

情操や音楽的能力をもって音楽を生活に

生かし，生活を豊かにする態度や習慣を

育てる。 
 以上の目標の各項目は，相互に密接な

関連をもって，全体として音楽科の目標

をなすものであるから，指導にあたって

は，この点を常に考慮しなければならな

い。 
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つれて，音楽を聞くこと，歌を歌うこと，楽

器を演奏すること，簡単な旋律を作ることな

どの態度や能力を伸ばし，楽譜などに対する

初歩的な理解を与えて，自主的・創造的な学

習ができるようにするというねらいのもと

に，それぞれ示したものである。 

昭和 43 年 

小学校 

・ 

昭和 44 年 

中学校） 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

音楽性をつちかい，情操を高めるとともに，

豊かな創造性を養う。 
 このため， 
１ すぐれた音楽に数多く親しませ，よ

い音楽を愛好する心情を育て，音楽の美

しさを味わって聞く能力と態度を育て

る。 
２ 音楽的感覚の発達を図るとともに，

聴取，読譜，記譜の能力を育て，楽譜に

ついての理解を深める。 
３ 歌唱，器楽，創作などの音楽表現に

必要な技能の習熟を図り，音楽による創

造的表現の能力を育てる。 
４ 音楽経験を通して，生活を明るくう

るおいのあるものにする態度や習慣を育

てる。 

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

音楽の表現や鑑賞の能力を高め，鋭敏な直

観力と豊かな感受性を育て，創造的で情操豊

かな人間性を養う。 
このため， 
１ 歌唱，器楽，創作の喜びを味わわせ

るとともに，それらに必要な技能に習熟

させ，音楽によって創造的な表現ができ

る能力を伸ばす。 
２ わが国および諸外国のすぐれた音楽

に親しませ，よい音楽を愛好する心情を

養い，音楽が鑑賞できる能力を高める。

３ 音楽の諸要素について感得し理解さ

せるとともに，楽譜に関する知識や技能

を高め，自主的，創造的な音楽活動の基

礎的な能力を伸ばす。 
４ わが国および諸外国の音楽文化を理

解させるとともに，よい音楽を生活に生

かし，生活を明るく豊かにする態度や習

慣を育てる。 

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽性を培

うとともに，音楽を愛好する心情を育て，豊

かな情操を養う。 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

表現及び鑑償の能力を伸ばし，音楽性を高

めるとともに，音楽を愛好する心情を育て，

豊かな情操を養う。 

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽性の基

礎を培うとともに，音楽を愛好する心情と音

楽に対する感性を育て，豊かな情操を養う。

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽性を伸

ばすとともに，音楽を愛好する心情と音楽に

対する感性を育て，豊かな情操を養う。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽を愛好

する心情と音楽に対する感性を育てるととも

に，音楽活動の基礎的な能力を培い，豊かな

情操を養う。 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，音楽

を愛好する心情を育てるとともに，音楽に対

する感性を豊かにし，音楽活動の基礎的な能

力を伸ばし，豊かな情操を養う。 
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＜図画工作，美術＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 絵をかいたり物を作ったりする造形

的な欲求や興味を満足させ，情緒の安定

を図る。 
２ 造形活動を通して，造形感覚を発達

させ，創造的表現の能力を伸ばす。 
３ 造形的な表現や鑑賞を通して，美的

情操を養う。 
４ 造形的な表現を通して，技術を尊重

する態度や，実践的な態度を養う。 
５ 造形活動を通して，造形能力を生活

に生かす態度を養う。 
 上に掲げた図画工作科の目標は，相互に密

接な関連をもつものであるが，目標１は，図

画工作科における指導の出発点となりまたそ

の基底となるものである。したがって，各学

年における具体的な学習が，主として目標２,
３および４のいずれにかかる場合において

も，図画工作科の特性上，常にその指導の根

底には，目標１が考慮されなければならない。

目標２,３および４は，それぞれ創造的表現
力，美的情操および造形活動における実践的

態度について，その目標を掲げたものである

が，各学年における具体的な学習においては，

これらのねらいが有機的に結びつけられると

ともに，目標５との関連が考慮されなければ

ならない。 
 次に示す各学年の目標は，下学年では，ま

ず造形活動を活発に行わせて児童の欲求や興

味を満足させることに重点をおいて指導し，

上学年に進むにつれて，造形的な経験を豊か

にし，表現や鑑賞の技能・態度を伸ばすとと

もに，美と用との両面にわたる造形的な秩序

を理解したり，感じとったりすることができ

るようになることをねらいとして示したもの

である。 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 絵画や彫塑などの表現や鑑賞を通し

て，美術的な表現意欲を高め，創作の喜

びを味わわせる。 
２ 色や形などに関する学習を通して，

美的感覚を洗練し，美術的な表現能力を

養う。 
３ わが国および諸外国のすぐれた美術

作品を鑑賞させ，自然に親しませて，美

術や自然美を愛好する心情や鑑賞する力

を養う。 
４ 美術の表現や鑑賞を通して，情操を

豊かにするとともに，美術的な能力を生

活に生かす態度や習慣を養う。 
 以上の目標の各項目は，相互に密接な

関連をもって，全体として美術科の目標

をなすものであるから，指導にあたって

は，この点を常に考慮しなければならな

い。 
 

 

 

 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

造形活動を通して，美的情操を養うととも

に，創造的表現の能力をのばし，技術を尊重

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

美術の表現と鑑賞の能力を高め，情操を豊

かにするとともに，創造活動の基礎的な能力
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昭和 43 年 

小学校 

・ 

昭和 44 年 

中学校 

し，造形能力を生活に生かす態度を育てる。

 このため， 
１ 色や形の構成を考えて表現し鑑賞す

ることにより，造形的な美の感覚の発達

を図る。 
２ 絵であらわす，彫塑であらわす，デ

ザインをする，工作をする，鑑賞するこ

とにより，造形的に見る力や構想する力

をのばす。 
３ 造形活動に必要な初歩的な技法を理

解させるとともに，造形的に表規する技

能を育てる。 

を養う。 
このため， 
１ 絵画および彫塑の表現を通して，美

的直感力や想像力を育て，率直に表す能

力や態度を養い，自己表現の喜びを味わ

わせる。 
２ デザインおよび工芸の計画や製作を

通して，用途に伴う条件をもとに構想を

練り，美的にまとめる能力や態度を養い，

製作する喜びを味わわせる。 
３ 美術の鑑賞を通して，自然や造形作

品に対する審美性を豊かにし，美術文化

を愛好する態度を育てる。 
４ 美術の表現や鑑賞を通して，美術的

な能力を生活に生かす態度や習慣を育て

る。 

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な創

造活動の基礎を培うとともに，表現の喜びを

味わわせ，豊かな情操を養う。 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

 表現及び鑑賞の能力を伸ばし，造形的な創

造活動の喜びを味わわせるとともに，美術を

愛好する心情を育て，豊かな情操を養う。  

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な創

造活動の基礎的な能力を育てるとともに表現

の喜びを味わわせ，豊かな情操を養う。 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

 表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な

創造活動の能力を伸ばすとともに、創造の喜

びを味わわせ、美術を愛好する心情を育て、

豊かな情操を養う。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

表現及び鑑賞の活動を通して，つくりだす

喜びを味わうようにするとともに造形的な創

造活動の基礎的な能力を育て，豊かな情操を

養う。 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，美術

の創造活動の喜びを味わい美術を愛好する心

情を育てるとともに，感性を豊かにし，美術

の基礎的能力を伸ばし，豊かな情操を養う。
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＜家庭，技術・家庭＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 被服・すまいなどに関する初歩的，

基礎的な知識・技能を習得させ，日常生

活に役だつようにする。 
２ 被服・食物・すまいなどに関する仕

事を通して，時間や労力，物資や金銭を

計画的，経済的に使用し，生活をいっそ

う合理的に処理することができるように

する。 
３ 健康でうるおいのある楽しい家庭生

活にするように，被服・食物・すまいな

どについて創意くふうする態度や能力を

養う。 
４ 家庭生活の意義を理解させ，家族の

一員として家庭生活をよりよくしようと

する実践的態度を養う。 
 家庭科は，第４学年までにおける家庭生活

についての経験や学習の発展に即応し，組織

的，実践的な指導を行うため，第５学年から

置かれるものである。 
 上に掲げた目標は，相互に密接な関連をも

つものである。目標１は，家庭科で指導すべ

き中心的なねらいであり，目標２および３は，

目標１のねらいを具体的，重点的に示したも

のであって，この指導にあたっては家庭科の

特性上，常にその根底において目標４が考慮

されなければならない。 
 

 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

＜技術・家庭＞ 

１ 生活に必要な基礎的技術を習得さ

せ，創造し生産する喜びを味わわせ，近

代技術に関する理解を与え，生活に処す

る基本的な態度を養う。 
２ 設計・製作などの学習経験を通して，

表現・創造の能力を養い，ものごとを合

理的に処理する態度を養う。 
３ 製作・操作などの学習経験を通して，

技術と生活との密接な関連を理解させ，

生活の向上と技術の発展に努める態度を

養う。 
４ 生活に必要な基礎的技術についての

学習経験を通して，近代技術に対する自

信を与え，協同と責任と安全を重んじる

実践的な態度を養う。 
 以上の目標の各項目は，相互に密接な

関連をもって，全体として技術・家庭科

の目標をなすものである。１は，基礎的

技術について主として実践的活動を通し

て学習させ，必要な知識，技能，態度を

身につけさせるという技術・家庭科の総

括的目標であり，２，３，または４のい

ずれかにかかわる指導においても常に１

が根底にならなければならない。 
 
＜農業（選択教科）＞ 

１ 農業(林業を含む)に関する基礎的な
知識と技能を習得させる。 
２ 農業技術の科学的な根拠を理解さ

せ，これを実際に活用する能力を養う。

３ 協同と責任を重んじる態度を養う。

 
＜工業（選択教科）＞ 

１ 工業に関する基礎的な知識と技能を

習得させる。 
２ 工業技術の科学的な根拠を理解さ

せ，これを実際に活用する能力を養う。
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３ 協同と責任を重んじる態度を養う。

 
＜商業（選択教科）＞ 

１ 商業に関する基礎的な知識と技能を

習得させる。 
２ 事務や経営管理に関する実務を能率

的に行う能力と態度を養う。 
３ 経済生活を合理的に営む態度を養

う。 
 
＜水産（選択教科）＞ 

１ 水産業に関する基礎的な知識と技能

を習得させる。 
２ 水産技術の科学的な根拠を理解さ

せ，これを実際に活用する能力を養う。

３ 協同と責任を重んじる態度を養う。

 
＜家庭（選択教科）＞ 

１ 家庭生活に必要な衣食住，保育・看

護および家庭経営について理解させ，家

事その他の実務に役だつ基礎的技術を習

得させる。 
２ 家庭生活を合理的，能率的にし，明

るく快適にする態度を養う。 

昭和 43 年 

小学校 

・ 

昭和 44 年 

中学校 

 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

日常生活に必要な衣食住などに関する知

識，技能を習得させ，それを通して家庭生活

の意義を理解させ，家族の一員として家庭生

活をよりよくしようとする実践的な態度を養

う。  
 このため， 
１ 被服，食物，すまいなどに関する初

歩的，基礎的な知識，技能を習得させ，

日常生活に役だつようにする。 
２ 被服，食物，すまいなどに関する仕

事を通して，生活をいっそう合理的に処

理することができるようにする。 
３ 被服，食物，すまいなどについて創

意くふうし，家庭生活を明るく楽しくし

ようとする能力と態度を養う。 
４ 家族の立場や役割を理解させ，家族

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

＜技術・家庭＞ 

生活に必要な技術を習得させ，それを通し

て生活を明るく豊かにするためのくふう創造

の能力および実践的な態度を養う。 
このため， 
１ 計画，製作，整備などに関する基礎

的な技術を習得させ，その科学的な根拠

を理解させるとともに，技術を実際に活

用する能力を養う。 
２ 家庭や社会における技術と生活との

密接な関連を理解させ，生活を技術的な

面からくふう改善し，明るく豊かにする

能力と態度を養う。 
３ 仕事を合理的，創造的に進める能力

や協同・責任および安全を重んじる態度

を養う。 
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の一員として家庭生活に協力しようとす

る態度を養う。 
 

 
＜農業（選択教科）＞ 

 農業（林業を含む。）の生産や経営に関する

基礎的な知識と技術を習得させ，農業に対す

る関心を高め，職業生活に必要な能力と態度

を養う。 
 
＜工業（選択教科）＞ 

 製作や操作に関する基礎的な技術を習得さ

せ，工業に対する関心を高め，職業主活に必

要な能力と態度を養う。 
 
＜商業（選択教科）＞ 

 商業や事務に関する基礎的，実務的な知識

と技術を習得させ，日常生活や職業生活に必

要な実務を能率的，合理的に処理する能力と

態度を養う。 
 
＜水産（選択教科）＞ 

 漁業生産や食品製造に関する基礎的な知識

と技術を習得させ，水産業に対する関心を高

め，職業生活に必要な能力と態度を養う。 
 
＜家庭（選択教科）＞ 

 衣食住保育など家庭生活に関する基礎的な

知識と技術を習得させ，家庭生活を合理的に

し，明るく快適にする能力と態度を養う。 

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

日常生活に必要な衣食住などに関する実践

的な活動を通して，基礎的な知識と技能を習

得させるとともに家庭生活についての理解を

深め，家族の一員として家庭生活をよりよく

しようとする実践的な態度を育てる。 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

生活に必要な技術を習得させ，それを通して

家庭や社会における生活と技術との関係を理

解させるとともに，工夫し創造する能力及び

実践的な態度を育てる。 

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

衣食住などに関する実践的な活動を通し

て，日常生活に必要な基礎的な知識と技能を

習得させるとともに家庭生活についての理解

を探め，家族の一員として家庭生活をよりよ

くしようとする実践的な態度を育てる 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

生活に必要な基礎的な知識と技術の習得を

通して，家庭生活や社会生活と技術とのかか

わりについて理解を探め，進んで工夫し創造

する能力と実践的な態度を育てる。 
 

平成 10 年 
平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

衣食住などに関する実践的・体験的な活動

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

生活に必要な基礎的な知識と技術の習得を
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を通して，家庭生活への関心を高めるととも

に日常生活に必要な基礎的な知識と技能を身

に付け，家族の一員として生活を工夫しよう

とする実践的な態度を育てる。 

通して，生活と技術とのかかわりについて理

解を深め，進んで生活を工夫し創造する能力

と実践的な態度を育てる。 
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＜体育，保健体育＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 各種の運動を適切に行わせること

によって，基礎的な運動能力を養い，心

身の健全な発達を促し，活動力を高め

る。 
２ 各種の運動に親しませ，運動のしか

たや技能を身につけ，生活を豊かにする

態度を育てる。 
３ 運動やゲームを通して，公正な態度

を育て，進んで約束やきまりを守り，互

に協力して自己の責任を果すなどの社

会生活に必要な態度を養う。 
４ 健康・安全に留意して運動を行う態

度や能力を養い，さらに保健の初歩的知

識を理解させ，健康な生活を営む態度や

能力を育てる。 
 上に掲げた目標は，相互に密接な関連をも

つものである。目標２，３および４は，主と

して運動を中心とする具体的な学習を通して

達成されるものであるが，目標１は，これら

の目標を目ざして継続的な学習を行うことに

よって，はじめて達成しうるものであるから，

目標２，３および４の指導の根底には，常に

目標１が考慮されなければならない。 
 なお，目標４については，各学年を通じて，

各種の運動の実践にあたって必要な健康・安

全に関する態度や能力の育成に努めるととも

に，特に，第５学年以上において，健康な生

活を営むために必要な保健に関する初歩的な

知識を得させることを目ざしている。 
 次に示す各学年の目標は，児童の発達段階

に応じ，上記の目標を達成するために必要な

ことがらを具体的に示したものである。 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 心身の発達について理解させるとと

もに，各種の運動を適切に行わせること

によって，心身の健全な発達を促し，活

動力を高める。  
２ 合理的な練習によって，各種の運動

技能を高めるとともに，生活における運

動の意味を理解させ，生活を健全にし豊

かにする態度や能力を養う。  
３ 運動における競争や協同の経験を通

して，公正な態度を養い，進んで規則を

守り，互に協力して責任を果すなどの社

会生活に必要な態度や能力を向上させ

る。  
４ 個人生活や社会生活における健康・

安全について理解させ，自己や他人を病

気や傷害から守り，心身ともに健康な生

活を営む態度や能力を養う。  
 以上の目標の各項目は，相互に密接な

関連をもって，全体として保健体育科の

目標をなすものであるから，指導にあた

ってはこの点を常に考慮しなければなら

ない。 
 

昭和 43 年 

小学校 

・ 

昭和 44 年 

中学校 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

適切な運動の経験や心身の健康についての

理解を通して，健康の増進と体力の向上を図

るとともに，健康で安全な生活を営む態度を

育てる。 
 このため， 

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

 心身の健康についての理解と合理的な運動

の実験を通して，健康の保持増進と体力の向

上を図り，心身ともに健康な生活を営む態度

を養う。 
このため， 
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１ 運動を適切に行なわせることによっ

て，強健な身体を育成し，体力の向上を

図る。  
２ 運動のしかたや技能を習得させ，運

動に親しむ習慣を育て，生活を健全にし

明るくする態度を養う。  
３ 運動やゲームを通して，情緒(じょう
ちょ)を安定させ，公正な態度を育成し，
進んできまりを守り，互いに協力して自

己の責任を果たすなどの社会生活に必要

な能力と態度を養う。  
４ 健康・安全に留意して運動を行なう

能力と態度を養い，さらに，健康の保持

増進についての初歩的知識を習得させ，

健康で安全な生活を営むために必要な能

力と態度を養う。 

１ 心身の発達や運動の特性について理

解させるとともに，各種の運動を適切に

行わせることによって，強健な心身を養

い，体力の向上を図る。 
２ 生活における運動の意味を理解させ

るとともに，運動の合理的な実践を通し

て，各種の運動技能を習得させ，公正，

責任，協力などの態度を養い，生活を健

全にし豊かにする能力や態度を養う。 
３ 個人生活における健康・安全につい

て理解させるとともに，国民の健康につ

いての基礎的知識を習得させ，健康で安

全な生活を営むための能力や態度を養

う。 

昭和 52 年 

 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

 適切な運動の経験を通して運動に親しませ

るとともに，身近な生活における健康・安全

について理解させ，健康の増進及び体力の向

上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育

てる。  

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

運動の合理的な実践を通して運動に親しむ

習慣を育てるとともに，健康・安全について

理解させ，健康の増進と体力の向上を図り，

明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

適切な運動の経験と身近な生活における健

康・安全についての理解を通して，運動に親

しませるとともに健康の増進と体力の向上を

図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる。

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

運動の合理的な実践と健康・安全について

の理解を通して，運動に親しむ習慣を育てる

とともに健康の増進と体力の向上を図り，明

るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

心と体を一体としてとらえ，適切な運動の

経験と健康・安全についての理解を通して，

運動に親しむ資質や能力を育てるとともに，

健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく

明るい生活を営む態度を育てる。 
 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

心と体を一体としてとらえ，運動や健康・

安全についての理解と運動の合理的な実践を

通して，積極的に運動に親しむ資質や能力を

育てるとともに，健康の保持増進のための実

践力の育成と体力の向上を図り，明るく豊か

な生活を営む態度を育てる。 
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＜外国語＞ 

 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

１ 外国語の音声に慣れさせ，聞く能力および話す能力の基礎を養う。  
２ 外国語の基本的な語法に慣れさせ，読む能力および書く能力の基礎を養う。  
３ 外国語を通して，その外国語を日常使用している国民の日常生活，風俗習慣，もの

の見方などについて基礎的な理解を得させる。  
 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連をもって，全体として外国語科の目標をな

すものであるから，指導にあたっては，この点を常に考慮しなければならない 

昭和 44 年 

 

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

外国語を理解し表現する能力の基礎を養い，言語に対する意識を深めるとともに，国際理

解の基礎をつちかう。 
このため， 
１ 外国語の音声および基本的な語法に慣れさせ，聞く能力および話す能力の基礎を養

う。 
２ 外国語の文字および基本的な語法に慣れさせ，読む能力および書く能力基礎を養う。

３ 外国語を通して，外国の人々の生活やものの見方について基礎的な理解を得させる。

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

外国語を理解し，外国語で表現する基礎的な能力を養うとともに，言語に対する関心を深

め，外国の人々の生活やものの見方などについて基礎的な理解を得させる。 

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

外国語を理解し，外国語で表現する基礎的な能力を養い，外国語で積極的にコミュニケー

ションを図ろうとする態度を育てるとともに，言語や文化に対する関心を深め，国際理解の

基礎を培う。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーションを図ろうと

する態度の育成を図り，聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を

養う。 

＊昭和 33 年，昭和 44 年の学習指導要領では，外国語は選択教科である。 
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＜道徳＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

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。 
以上の目標を達成するため，道徳の時間に

おいては，次の具体的な目標のもとに指導を

行う。 
１ 日常生活の基本的な行動様式を理解

し，これを身につけるように導く。 
２ 道徳的心情を高め，正邪善悪を判断

する能力を養うように導く。 
３ 個性の伸長を助け，創造的な生活態

度を確立するように導く。 
４ 民主的な国家・社会の成員として必

要な道徳的態度と実践的意欲を高めるよ

うに導く。 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

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。 
 

 

昭和 43 年 

小学校 

・ 

昭和 44 年 

中学校 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

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。 
道徳の時間においては，以上の目標に基づ

き，各教科および特別活動における道徳教育

と密接な関連を保ちながら，計画的，発展的

な指導を通して，これを補充し，深化し，統

合して，児童の道徳的判断力を高め，道徳的

心情を豊かにし，道徳的態度と実践意欲の向

上を図るものとする。 

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

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。 
道徳の時間においては，以上の目標に基づ

き，各教科および特別活動における道徳教育

と密接な関連を保ちながら，計画的，発展的

な指導を通して，これを補充し，深化し，統

合して，人間性についての理解を深めるとと

もに，道徳的判断力を高め，道徳的心情を豊

かにし，道徳的態度における自律性の確立と

実践意欲の向上を図るものとする。 

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

 道徳教育の目標は，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く。

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

道徳教育の目標は，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く。
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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

的な社会及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。 
 道徳の時間においては，以上の目標に基づ

き，各教科及び特別活動における道徳教育と

密接な関連を保ちながら，計画的，発展的な

指導を通してこれを補充，深化，統合し，児

童の道徳的判断力を高め，道徳的心情を豊か

にし，道徳的態度と実践意欲の向上を図るこ

とによって，道徳的実践力を育成するものと

する。 

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

的な社会及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。 
 道徳の時間においては，以上の目標に基づ

き，各教科及び特別活動における道徳教育と

密接な関連を保ちながら，計画的，発展的な

指導を通してこれを補充，深化，統合し，生

徒の道徳的判断力を高め，道徳的心情を豊か

にし，道徳的態度と実践意欲の向上を図るこ

とによって，人間の生き方についての自覚を

深め，道徳的実践力を育成するものとする。

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

 道徳教育の目標は，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，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できる主体性のあ

る日本人を育成するため，その基盤としての

道徳性を養うこととする。道徳の時間におい

ては，以上の目標に基づき，各教科及び特別

活動における道徳教育と密接な関連を図りな

がら，計画的，発展的な指導によってこれを

補充，深化，統合し，児童の道徳的心情を豊

かにし，道徳的判断力を高め，道徳的実践意

欲と態度の向上を図ることを通して，道徳的

実践力を育成するものとする。 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

道徳教育の目標は，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，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できる主体性のあ

る日本人を育成するため，その基盤としての

道徳性を養うこととする。道徳の時間におい

ては，以上の目標に基づき，各教科及び特別

活動における道徳教育と密接な関連を図りな

がら，計画的，発展的な指導によってこれを

補充，深化，統合し，生徒の道徳的心情を豊

かにし，道徳的判断力を高め，道徳的実践意

欲と態度の向上を図ることを通して，人間と

しての生き方についての自覚を深め，道徳的

実践力を育成するものとする。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

道徳教育の目標は，第１章総則の第１の２

に示すところにより，学校の教育活動全体を

通じて，道徳的な心情，判断力，実践意欲と

態度などの道徳性を養うこととする。 
道徳の時間においては，以上の道徳教育の目

標に基づき，各教科，特別活動及び総合的な

学習の時間における道徳教育と密接な関連を

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

道徳教育の目標は，第１章総則の第１の２

に示すところにより，学校の教育活動全体を

通じて，道徳的な心情，判断力，実践意欲と

態度などの道徳性を養うこととする。道徳の

時間においては，以上の道徳教育の目標に基

づき，各教科，特別活動及び総合的な学習の

時間における道徳教育と密接な関連を図りな
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図りながら，計画的，発展的な指導によって

これを補充，深化，統合し，道徳的価値の自

覚を深め，道徳的実践力を育成するものとす

る。 

がら，計画的，発展的な指導によってこれを

補充，深化，統合し，道徳的価値及び人間と

しての生き方についての自覚を深め，道徳的

実践力を育成するものとする。 
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＜特別活動＞ 

 小学校学習指導要領 中学校学習指導要領 

昭和 33 年 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

＜特別教育活動＞ 

１ 児童の自発的，自治的な活動を通し

て，自主的な生活態度を養い，社会性の

育成を図る。 
２ 所属する集団の運営に積極的に参加

し，その向上発展に尽すことができるよ

うにする。 
３ 実践活動を通して，個性の伸長を図

り，心身ともに健康な生活ができるよう

にする。 
 

＜学校行事等＞ 

 学校行事等は，各教科，道徳および特別教

育活動のほかに，これらとあいまって小学校

教育の目標を達成するために，学校が計画し

実施する教育活動とし，児童の心身の健全な

発達を図り，あわせて学校生活の充実と発展

に資する。 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

＜特別教育活動＞ 

１ 生徒の自発的・自治的な活動を通し

て，楽しく規律正しい学校生活を築き，

自主的な生活態度や公民としての資質を

育てる。 
２ 健全な趣味や豊かな教養を養い，余

暇を活用する態度を育て，個性の伸長を

助ける。 
３ 心身の健康の助長を図るとともに，

将来の進路を選択する能力を養う。 
 
＜学校行事等＞ 

 学校行事等は，各教科，道徳および特別教

育活動のほかに，これらとあいまって中学校

教育の目標を達成するために，学校が計画し

実施する教育活動とし，生徒の心身の健全な

発達を図り，あわせて学校生活の充実・発展

に資する。 

昭和 43 年 

小学校 

・ 

昭和 44 年 

中学校 

昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

＜特別活動＞ 

望ましい集団活動を通して，心身の調和的

な発達を図るとともに，個性を伸長し，協力

してよりよい生活を築こうとする実践的態度

を育てる。 
 
＜学校行事＞ 

 学校生活に秩序と変化を与える教育活動に

よって，児童の心身の健全な発達を図り，あ

わせて学校生活の充実と発展に資する。 
 このため， 

(１) 行事に積極的に参加させ，日常の学
習成果の総合的な発展を図るとともに，

学校生活を明るく豊かなものとする。 
(２) 集団への所属感を深めさせるとと
もに，集団行動における望ましい態度を

育てる。 
 
＜学級指導＞ 

昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

 教師と生徒および生徒相互の人間的な接触

を基盤とし，望ましい集団活動を通して豊か

な充実した学校生活を経験させ，もって人格

の調和的な発達を図り，健全な社会生活を営

む上に必要な資質の基礎を養う。 
このため， 
１ 自律的，自主的な生活態度を養うと

ともに，公民としての資質，特に社会連

帯の精神と自治的な能力の育成を図る。

２ 心身の健全な発達を助長するととも

に，現在および将来の生活において自己

を正しく生かす能力を養い，勤労を尊重

する態度を育てる。 
３ 集団の一員としての役割を自覚さ

せ，他の成員と協調し友情を深めて，楽

しく豊かな共同生活を築く態度を育て，

集団の向上発展に尽くす能力を養う。 
４ 健全な趣味や豊かな教養を育て，余

暇を善用する態度を養うとともに，能
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 学級における好ましい人間関係を育てると

ともに，児童の心身の健康・安全の保持増進

や健全な生活態度の育成を図る。 

力・適性等の発見と伸長を助ける。 

昭和 52 年 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

 望ましい集団活動を通して，心身の調和の

とれた発達を図り，個性を伸長するとともに，

集団の一員としての自覚を深め，協力してよ

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。 

昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

 望ましい集団活動を通して，心身の調和の

とれた発達を図り，個性を伸長するとともに，

集団の一員としての自覚を深め，協力してよ

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。 

平成元年 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

 望ましい集団活動を通して，心身の調和の

とれた発達と個性の伸長を図るとともに，集

団の一員としての自覚を深め，協力してより

よい生活を築こうとする自主的，実践的な態

度を育てる。 

平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

 望ましい集団活動を通して，心身の調和の

とれた発達と個性の伸長を図り，集団の一員

と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とともに，人間として

の生き方についての自覚を深め自己を生かす

能力を養う。 

平成 10 年 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 望ましい集団活動を通して，心身の調和の

とれた発達と個性の伸長を図るとともに，集

団の一員としての自覚を深め，協力してより

よい生活を築こうとする自主的，実践的な態

度を育てる。 

平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

望ましい集団活動を通して，心身の調和のと

れた発達と個性の伸長を図り，集団や社会の

一員と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とともに，人間と

しての生き方についての自覚を深め，自己を

生かす能力を養う。 

 




