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教育施策の動向 
 

 

 

 

 

１ 教育基本法の改正等 

近年，教育を取り巻く環境は大きく変化し，子供のモラルや学ぶ意欲の低下，家庭や

地域の教育力の低下などが指摘されており，若者の雇用問題なども深刻化している。 

  このような中，平成 18 年 12 月，教育基本法が改正・施行され，これからの教育のあ

るべき姿，目指すべき理念が明らかにされた。 

  教育基本法の改正を受けて，平成 19 年６月にいわゆる教育三法の改正が行われた。 

  引き続いて，平成 20年３月には，改正教育基本法及び改正学校教育法の規定を踏まえ，

学習指導要領が告示されるとともに，同年７月には，改正教育基本法に基づき，政府と

して，初めてとなる教育振興基本計画が策定された。 

 

２ 教育三法の改正 

（１）学校教育法の改正 

  ア 各学校種の目的及び目標の見直し等 

    改正教育基本法の新しい教育理念を踏まえ，新たに義務教育の目標を具体的に示

すとともに，小・中・高等学校等においては，「生涯にわたり学習する基盤が培われ

るよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，これらを活用して課題を解

決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体的に学 

教育基本法の改正等

■改正教育基本法の概要

１．教育の目的及び理念
（１）今日，求められている教育の目的・目標を明示。
①教育の目的として「人格の完成」，「国家・社会の形成
者として心身ともに健康な国民の育成」を規定。
②この健康の目的を実現するために今日重要と考えら
れる事柄を「教育の目標」として規定。

（２）「生涯学習の理念」及び「教育の機会均等」を規定。

２．教育の実施に関する基本
教育を実施する際に基本となる事項について，義務教育，
学校教育，教員，社会教育，政治教育，宗教教育に関する規
定を見直すとともに，新たに大学，私立学校，家庭教育，幼児
期の教育，学校・家庭・地域の連携協力などについて規定。

３．教育行政
教育行政における国と地方公共団体の役割分担，教育振興
基本計画の策定等について規定。

４．法令の制定
この法律の諸条項を実施するための必要な法令の制定につ
いて規定。

※施行期日：平成１８年１２月２２日（公布日）

＜教育の目標（例）＞（ は，新たに規定したもの）
・幅広い知識と教養，豊かな情操と道徳心，健やかな身体
・能力の伸長，自主・自律の精神，職業との関連を重視
・正義と責任，自他の敬愛と協力，男女の平等，公共の精神
・生命や自然の尊重，環境の保全
・伝統と文化の尊重，我が国と郷土を愛し，他国を尊重

■教育振興基本計画の策定（平成２０年７月閣議決定）
○教育基本法に示された教育の理念の実現に向けて，今後１０年間
を通じて目指すべき教育の姿を明らかにするとともに，５年間（平成
２０～２４年度）に取り組むべき施策を総合的・計画的に推進するた
めに策定。

■教育三法の改正（平成１９年６月改正）
①学校教育法等の改正
（１）各学校種の目的及び目標の見直し等
・確かな学力を育むに当たって重視すべき点を明確化

（２）副校長，主幹教諭，指導教諭の設置
（３）学校評価と情報提供に関する規定の整備

②地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正
（１）教育委員会の責任体制の明確化
（２）教育委員会の体制の充実
（３）教育行政における地方分権の推進
（４）教育における国の責任の果たし方（「指示」「是正の要求」）
（５）私立学校に関する教育行政

③教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正
（１）教員免許更新制の導入
（２）指導が不適切な教員の人事管理の厳格化

（指導改善研修の導入）

■学習指導要領の改訂（平成２０年３月告示）
○「生きる力」をはぐくむという理念のもと，知識や技能の習得とともに，
思考力，判断力，表現力などの育成を重視。



  習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない」と定めた。 

    この規定は，その定義が議論されてきた学力の重要な要素が， 

   (ア)基礎的・基本的な知識・技能の習得 

   (イ)知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等 

   (ウ)学習意欲 

   であることを明確に示したものである。 

  イ 副校長，主幹教諭，指導教諭の設置 

    学校における組織運営体制や指導体制の確立を図るため，幼稚園，小・中学校等

に副校長，主幹教諭，指導教諭という職を置くことができることとした。 

  ウ 学校評価と情報提供に関する規定の整備 

    学校は，教育活動その他の学校運営の状況について評価を行いその結果に基づき

学校運営の改善を図るために必要な措置を講ずることにより，教育水準の向上に努

めることとされた。また，学校は，保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深

めるとともに，これらの者との連携協力を推進するため，学校の教育活動その他の

学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとされた。 

（２）地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正 

  ア 教育委員会の責任体制の明確化 

    地方教育行政の基本理念を明記するとともに，合議制の教育委員会が自ら管理執

行しなければならない事務を規定した。 

 イ 教育委員会の体制の充実 

    市町村の教育行政体制の整備・充実，市町村教育委員会の指導主事の設置の努力

義務が規定されるとともに，教育委員の責務が明確化され，教育委員に対する研修

を推進することとされた。 

  ウ 教育行政における地方分権の推進 

    教育委員の数を弾力化し，教育委員への保護者の選任を義務化した。また，県費

負担教職員の同一市町村内の転任については，市町村教育委員会の内申に基づき，

都道府県教育委員会が行うこととした。 

  エ 教育における国の責任の果たし方 

    一定の要件のもと，文部科学大臣が教育委員会に対し「指示」や「是正の要求」

を行うことができることとした。 

  オ 私立学校に関する教育行政 

    知事は，私立学校に関する事務について，必要と認めるときは，教育委員会に対

し，学校教育に関する専門的事項について助言・援助を求めることができることと

した。 

（３）教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正 

  ア 教員免許更新制の導入 

    教員として必要な資質能力が保持されるよう，定期的に最新の知識技能の習得を

図り，教員が自信と誇りを持って教壇に立ち，社会の尊敬と信頼を得ることを目指

して，教員免許更新制を導入した。 



    具体的には，普通免許状及び特別免許状は，有効期間が 10 年間とされ，免許管理

者である都道府県教育委員会は，免許状更新講習を修了した者等について，免許状

の有効期間を更新するものとされた。 

  イ 指導が不適切な教員の人事管理の厳格化 

    教員全体への信頼性を向上させ，全国的な教育水準の維持を図る観点から，指導

が不適切な教員に対する人事管理を厳格化した。 

    具体的には，任命権者は，専門家や保護者の意見を聴き，指導が不適切な教員の

認定を行い，当該認定を行った教員に対して研修（指導改善研修）を実施しなけれ

ばならないこととされた。さらに，任命権者は，研修修了時に指導が不適切である

と認定した者については，免職その他の必要な措置を講ずるものとされた。 

 

３ 学習指導要領の改訂に向けて 

平成 26 年 11 月に，文部科学大臣から中央教育審議会に対し「初等中等教育における教

育課程の基準等の在り方について」諮問が行われた。その後，様々な検討を経て，平成 28

年 12 月に，中央教育審議会から，「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校

の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」が公表された。そこでは，「こ

れからの学習指導要領等には，子供たちと教職員に向けて教育内容を定めるという役割の

みならず，様々な立場から子供や学校に関わる全ての大人が幅広く共有し活用することに

よって，生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら，子供たちの多様で質の高い学び

を引き出すことができるよう，子供たちが身に付ける資質・能力や学ぶ内容など，学校教

育における学習の全体像を分かりやすく見渡せる「学びの地図」としての役割を果たして

いくことが期待されている。」と述べられている。 

 

（１）学習指導要領等の改善の方向性 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要

な方策等について（答申）【概要】(抜粋) 

（１）学習指導要領等の枠組みの見直し 

（「学びの地図」としての枠組みづくりと，各学校における創意工夫の活性化） 

・新しい学習指導要領等に向けては，以下の６点に沿って枠組みを考えていくことが必

要となる。 

①「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力） 

②「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と，教科等間・学校段階間のつながりを踏まえ

た教育課程の編成） 

③「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の改善・充実） 

④「子供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を踏まえた指導） 

⑤「何が身に付いたか」（学習評価の充実） 

⑥「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策） 

 

（新しい学習指導要領等の考え方を共有するための，総則の抜本的改善） 

・学習指導要領等の改訂においては，総則の位置付けを抜本的に見直し，前述①～⑥に

沿った章立てとして組み替え，全ての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じて，

新しい教育課程の考え方について理解を深めることができるようにすることが重要で

ある。 

 



 
（２）教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マネ

ジメント」の実現 

・「社会に開かれた教育課程」の理念のもと，子供たちに資質・能力を育んでいくため

には，前項（１）①～⑥に関わる事項を各学校が組み立て，家庭・地域と連携・協働

しながら実施し，目の前の子供たちの姿を踏まえながら不断の見直しを図ることが求

められる。こうした「カリキュラム・マネジメント」は，以下の三つの側面から捉え

ることができる。 

①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校教育目標を踏まえた教科等横断的

な視点で，その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 

②教育内容の質の向上に向けて，子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種

データ等に基づき，教育課程を編成し，実施し，評価して改善を図る一連のＰＤ

ＣＡサイクルを確立すること。 

③教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，地域等の外部の資源も含め

て活用しながら効果的に組み合わせること。 

（３）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

・子供たちが，学習内容を人生や社会の在り方と結びつけて深く理解し，これからの時

代に求められる資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的に学び続けることがで

きるよう，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて，授業改善に向けた取組を

活性化していくことが重要である。 

・今回の改訂が目指すのは，学習の内容と方法の両方を重視し，子供の学びの過程を質

的に高めていくことである。単元や題材のまとまりの中で，子供たちが「何ができる

ようになるか」を明確にしながら，「何を学ぶか」という学習内容と，「どのように学

ぶか」という学びの過程を組み立てていくことが重要になる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習指導要領改訂の方向性 
 

出典：幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等

について（答申）【概要】 



（２）各学校段階における改訂の具体的な方向性 

   各学校段階における改訂の具体的な方向性は，次のとおりである。 

幼
児
教
育 

・ 幼児教育で育みたい資質・能力として，「知識・技能の基礎」，「思考力・判断力・表現力等の基

礎」，「学びに向かう力，人間性等」の三つを，現行の幼稚園教育要領等の５領域（「健康」，「人間

関係」，「環境」，「言葉」，「表現」）を踏まえて，遊びを通しての総合的な指導により一体的に育む。 

・ また，５歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿（「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳

性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」

「数量・図形，文字等への関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」）を明確にし，

幼児教育の学びの成果が小学校と共有されるよう工夫・改善を行う。 

・ 自己制御や自尊心などのいわゆる非認知的能力の育成など，現代的な課題を踏まえた教育内容の

見直しを図るとともに，預かり保育や子育ての支援を充実する。 

・ 幼稚園教育要領の改訂内容を踏まえ，保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要

領の改訂内容ついて整合性が図られるとともに，幼稚園と小学校の接続と同様に，保育所及び幼保

連携型認定こども園についても小学校との円滑な接続を一層推進されることが望まれる。 

小
学
校 

（小学校教育の基本と，低・中・高学年それぞれの課題） 

・ 小学校の６年間は，子供たちにとって大きな幅のある期間であり，幼児教育や中学校教育との接

続を考えながら，低学年，中学年，高学年の発達の段階に応じた資質・能力の在り方や指導上の配

慮を行う。 

・ 具体的には，①低学年では，その２年間の中で生じた学力差が，その後の学力差の拡大に大きく

影響するとの指摘を踏まえ，中学年以降の学習の素地の形成や一人一人のつまずきを早期に見いだ

し指導上の配慮を行っていくこと，②中学年では，低学年において具体的な活動や体験を通じて身

に付けたことを，次第に抽象化する各教科等の特質に応じた学びに円滑に移行できるような指導上

の配慮を行っていくこと，③子供たちの抽象的な思考力が高まる時期である高学年では，教科等の

学習内容の理解をより深め資質・能力の育成に確実につなげる観点から，学級担任制の良さを生か

しつつ専科指導を充実することによる指導の専門性の強化を図る。 

（言語能力の育成と国語教育，外国語教育の改善・充実） 

・ 学習や生活の基盤作りという観点から，小学校段階においては，言語を扱う国語教育と外国語教

育の改善・充実，及びその連携を図り言語能力の育成を推進する。 

・ 小学校段階の国語教育においては，目的や意図に応じて情報を整理して文章にすることや文章全

体の構成や表現の工夫を捉えることなどへの課題を受け，高等学校の科目構成の見直し等も見通し

ながら，言語能力を構成する資質・能力やそれが働く過程等に関する整理を踏まえ，教育目標や内

容の見直しを図る。特に，低学年の学力差の大きな背景に語彙の量と質の違いがあるとの指摘を踏

まえ，思考を深めたり活性化させたりしていくための語彙を豊かにするなど，語彙量を増やし語彙

力を伸ばすための指導の改善・充実を図る。 

・ 外国語教育については，子供たちが将来どのような職業に就くとしても求められる，外国語で多

様な人々とコミュニケーションを図ることができる基礎的な力を育成する。国の高等学校卒業段階

における英語力の成果指標を基に，国際的な基準であるＣＥＦＲのＡ２～Ｂ１レベル程度以上（英

検準２級から２級程度以上）の高校生の割合を５割とする取組を進めてきたことを踏まえつつ，小・

中・高等学校を通じて一貫して育む領域別の目標を設定し，初等中等教育全体を見通して確実に育

成する。 

・ 小学校段階では，現在高学年において「聞くこと」「話すこと」を中心とした外国語活動を実施

しているが，子供たちの「読むこと」「書くこと」への知的欲求も高まっている状況にある。全て

の領域をバランスよく育む教科型の外国語教育を，高学年から導入する。その際，単なる中学校の

前倒しではなく，“なじみのある表現を使って，自分の好きなものや一日の生活などについて，友

達に質問したり答えたりすることができる”といった，発達段階にふさわしい力を育成する。高学

年において，現行の外国語活動（35 単位時間）における「聞くこと」「話すこと」の活動に加え，

「読むこと」「書くこと」を加えた領域を扱うためには，年間 70 単位時間程度の時数が必要である。 

・ 外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深め，日本語と外国語の音声や語順等に気

付いた上で，外国語の音声や表現などに慣れ親しませるようにするため，中学年から「聞くこと」

「話すこと」を中心とした外国語活動を行い，高学年の教科型の学習につなげていくこととし，そ

のためには，年間 35 単位時間程度の時数が必要である。 

・ あわせて，言語能力向上の観点から，国語教育との連携を図り相乗的な効果が見られる例などを

踏まえた具体的な取組を推進する。 

（情報技術を手段として活用する力やプログラミング的思考の育成） 

・ 発達の段階に応じた情報活用能力を体系的に育成する観点から，小学校段階では文字入力やデー

タ保存などに関する技能の確実な習得を図るとともに，将来どのような職業に就くとしても時代を

超えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」を育むプログラミング教育の実施が求められ

る。その際，各小学校には，その実情等に応じて，プログラミング教育を行う単元を位置付ける学

年や教科等を決め指導内容を計画・実施していくことが求められる。 



小
学
校 

・ 各小学校が見通しをもってプログラミング教育を実施することできるよう，国には教育委員会

や，小学校現場，関係団体，民間や学術機関等と連携しながら，プログラミング教育に関する指

導事例集や教材等の開発・改善を行うことと併せて，ＩＣＴ環境の整備や教員研修，指導体制の

整備などを確実に図っていくことが求められる。 

（各小学校における弾力的な時間割編成） 

・ 授業時数に関して，教育課程全体を見渡したとき，これからの時代に求められる資質・能力を育

成していくためには，学びの量と質の双方が重要であり，また，教科学習と，教科横断的な学習の

双方を充実させていくことが必要である。そのためには，各教科等の指導内容は維持しつつ，資質・

能力の育成の観点から質的な向上を図ることが前提となり，指導内容や授業時数を削減するという

選択肢をとることは困難である。 

・ したがって，時数としては中学年・高学年においてそれぞれ年間 35 単位時間増となる。週当た

りで考えれば，１コマ分であるが，小学校における多様な時間割編成の現状を考慮すると，全小学

校において一律の取扱いとすることは困難である。15 分の短時間学習の設定や 45 分に 15 分を加

えた 60 分授業の設定，長期休業期間における学習活動，土曜日の活用や週当たりコマ数の増など，

地域や学校の実情に応じて組み合わせながら弾力的な時間割編成を可能としていくことが必要である。  

・ 国には，現在既に小学校で行われている時間割編成の工夫を参考にしながら，教育委員会と小学

校現場，関係団体と連携して調査研究し，効果的な創意工夫の在り方を普及させていくことが求め

られる。 

・ また，小学校における外国語教育の導入に当たっては，平成 30 年度以降の移行期間における教

育課程の編成・実施に当たっての留意事項と必要な学習内容とを早期に明確にするとともに，その

ために必要な教材の開発・整備や，小学校高学年の教科化に対応した指導の充実の観点から，養成・

採用・研修を通じた小学校教員の専門性向上の取組とともに，中・高等学校の英語の教員免許を所

持する小学校教員や退職教員による専科指導，外国語が堪能な外部人材による学級担任とのティー

ム・ティーチングなど，専門性を一層重視した指導体制の構築が必要である。 

中
学
校 

・ 義務教育を終える段階で求められる資質・能力を確実に育み，高等学校教育等のその後の学びに

円滑に接続させていくことが必要であり，義務教育９年間を通じた資質・能力の育成を図る。 

・ 小・中・高等学校を見通した改善・充実を図るため，外国語科における全国学力・学習状況調査

を活用した指導改善サイクルの確立，社会科におけるグローバル化への対応や政治参加，防災等に

関する学習の充実，技術・家庭科技術分野におけるプログラミング教育の充実など，各教科等の課

題に応じた教育内容の改善を図る。 

・ 教育課程内外の活動が相乗効果を持って生徒の資質・能力の育成に資するものとなるよう，教育

課程外の活動についても，生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す。 

・ 部活動については，教育課程の外の学校教育活動としての位置付けを維持しつつ，少子化の進展

や教員の負担軽減の観点を考慮して，将来にわたって持続可能な在り方を検討することが求められ

る。学校教育活動の一環として，関係教科等と関連付ける視点，休養日や適切な活動時間の設定な

どバランスのとれた生活や成長への配慮を行うとともに，一定規模の地域単位で運営を支える体制

を構築することが不可欠である。 

高
等
学
校 

・ 社会で生きていくために必要となる力を共通して身に付ける「共通性の確保」と，一人一人の生

徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばす「多様性への対応」の観点を軸にしながら，高大接続改革

の動きを踏まえつつ，教科・科目の構成を見直す。その際，現在の各学校における教育課程の状況

等を踏まえ，卒業に必要な単位数は引き続き 74 単位以上とするとともに，必履修教科・科目を設

定し，全ての生徒が社会に生きていくために必要となる力を共通して身に付けることができるよう

にする。 

・ 生徒一人一人に，初等中等教育を通じて身に付けるべき資質・能力を確実に育むという観点から，

高等学校において義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学び直しの指導が充実され

るようにする。 

・ 生徒の資質・能力の育成に向けて，指導と評価の改善を一体として進める。指導要録の様式例を

見直し，観点別評価の一層の充実を進めるとともに，探究の過程を重視した学習に関する評価の在

り方等の開発・普及，「キャリア・パスポート（仮称）」などを活用して，生徒が自らの学習状況や

キャリア形成を見通したり，振り返ったりすることができるようにする。 

・ 専門学科においては，我が国の産業経済の発展を担う人材を育成するため，又はその他の特定の

分野における専門的な人材を育成するため，一定の専門性を確保する観点から，引き続き専門教科・

科目を 25 単位以上履修させる。 

また，総合学科は，将来の職業選択など自己の進路への自覚を深める学習を重視し，引き続き

「産業社会と人間」を履修することとし，キャリア教育の充実の方向性を踏まえて内容の改善を

図る。 

・ 定時制課程及び通信制課程は，生徒の多様化が進む中で，多様な学習ニーズに対応する役割があ

り，引き続き高等学校の教育課程の基本的な枠組みを踏まえつつ，必要な弾力的な扱いを維持する。 



特
別
支
援
学
校 

・ 特別支援学校においても，①教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ，社会の変化に視点を向け，

柔軟に受け止めていく「社会に開かれた教育課程」の考え方，②育成を目指す資質・能力について

の基本的な考え方，③課題の発見や解決に向けた「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた

指導方法の充実，④カリキュラム・マネジメントなど，初等中等教育全体の改善・充実の方向性を

重視する。 

・ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者に対する教育を行う特別支援学校においては，

幼稚園の各領域や小学校等の各教科等の改訂内容を十分に踏まえ，その着実な実施が求められる。 

・ 知的障害者である児童生徒のための各教科の目標や内容について，育成を目指す資質・能力の三

つの柱に基づき整理する。 

各部間での円滑な接続を図るため，段階ごとに目標を示すとともに，各部や各段階の内容のつな

がりを整理し，中学部に新たに第二段階を設ける。 

小学部の教育課程に外国語活動の内容を加えることができるようにする。 

障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ，特に必要がある場合には，個別の指導

計画に基づき，当該各部に相当する学校段階までの小学校等の学習指導要領の各教科の目標・内容

等を参考に指導できるようにする。 

児童生徒一人一人の学習状況を多角的に評価するため，各教科の目標に準拠した評価の観点によ

る学習評価を導入する。 

・ 自立活動について，自己の理解を深め，自己肯定感を高めるなど，発達の段階を踏まえて内容を

改善・充実するとともに，実態把握から指導・内容の設定までの各プロセスをつなぐポイントや，

自立活動における多様な評価方法について分かりやすく示す。 

・ 障害の状態により特に必要がある児童生徒に対して，自立活動を主とした指導を行う場合など，

重複障害者等に関する教育課程の取扱いを適用する際の基本的な考え方を分かりやすく示す。 

・ 幼稚部，小学部の段階から，学校や社会の中で自分の役割を果たしながら，自分らしい生き方を

実現していく過程であるキャリア発達を促すキャリア教育の視点を示す。 

学
校
段
階
間
の
接
続 

（幼児教育と小学校教育の接続） 

・ 幼児教育において，資質・能力の三つの柱に沿って内容の見直しを図ることや，「幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿」を位置付けることを踏まえ，小学校において，生活科を中心としたスタ

ートカリキュラムを位置付け，幼児期に総合的に育まれた資質・能力や子供たちの成長を，各教科

等の特質に応じた学びにつなげていく。 

（小学校教育と中学校教育の接続） 

・ 義務教育９年間を通じて，子供たちに必要な資質・能力を確実に育むことを目指し，小・中学校

間の連携の取組を充実させる。小学校高学年は，専科指導を拡充するなどにより，中学校への接続

を見据えた指導体制の充実を図る。 

（中学校教育と高等学校教育の接続） 

・ 中学校においては，義務教育段階で身に付けておくべき資質・能力をしっかりと育成した上で，

高等学校では，必要に応じて学び直しの視点を踏まえた教育課程を編成するとともに，生徒が適切

な教科・科目を選択できるよう指導の充実を図る。また，高等学校入学者選抜について，資質・能

力を育む次期学習指導要領の趣旨を踏まえた改善を図る。 

（幼稚園，小学校，中学校，高等学校等と特別支援学校との連続性） 

・ 子供たちの学びの連続性を確保する観点から，知的障害のある児童生徒のための各教科の目標・

内容の考え方や，重複障害者等の教育課程の取扱いを適用する際の留意点について，小・中学校等

の各教科の目標・内容との連続性に留意して整理するとともに，小学校等と特別支援学校の間での

転校に当たって，継続的な指導や支援が行われるよう，個別の教育支援計画や個別の指導計画の引

き継ぎ，活用についての考え方の留意点を示す。 

（高大接続） 

・ 高大接続改革は，高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の在り方を一体的に改革するもので

あり，大学入学者選抜においては，高等学校教育を通じて育まれた生徒の力を多面的に捉えて評

価していくこと，大学教育においては，高等学校教育における成果を更に伸ばすことを目指して

いる。高等学校においては，こうした高大接続の見通しを持ちながら，教育課程の編成・実施・

改善，指導や評価の充実を図っていくことが求められる。 

（職業との接続） 

・ 学校教育においては，子供たちが社会・職業へ移行した後までを見通し，学校教育を通じて育成

を目指す資質・能力を明確にし，教育課程を編成していく。高等学校においては，進路の先にある

職業を考えながら，必要な資質・能力を育成する教育課程の改善・充実を図るとともに，卒業後に

就職を希望する生徒の具体的なニーズに応えるよう，企業等とも連携し，より実践的な教育活動が

展開できる体制整備等を進める。 

 
出典：幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等

について（答申）【概要】 


