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学校教育指導の指針（リーフレット） 説明資料

平成３１年度版の作成に当たって

○ この指針は、千葉県としての指導の重点を明確にするとともに、教育要領・学習指導要領や県の

施策等に基づき、市町村や県立学校の教育が適切に行われるよう、すべての学校に配付するもので

ある。

○ 第２期千葉県教育振興基本計画「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」の策定を受け、

各学校がより具体的に取り組めるよう、最新の施策のキーワードや課題解決への手立てを掲載する

ことで、県教育委員会から各学校へのメッセージ性を強めた。

○ 各学校で取り組むべき課題を焦点化し、見やすくするために、文言等を整理し、わかりやすい文

章になるよう改善を図った。

作成に当たり、幼稚園と小中学校については全市町村から９８校、高校と特別支援学校については

３０校、計１２８校を抽出してアンケート調査を実施し、平成３０年度の各学校の取組状況、達成状

況、意見等を考慮している。

１ 表紙について

○ 「『社会に開かれた教育課程』の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの確立」を基盤に据

え、それを踏まえて「地域とともに歩む学校づくり」を推進し、「主体的・対話的で深い学び」を

実現させることで、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育むとともに、「キャリア教育」を

進めることで、目指すべき「生きる力」の育成を図るという構造になっている。

なお、構造図は、新学習指導要領に対応するよう、平成３０年度版で大きく見直しをしており、

各園・学校における定着という点からも継続することとした。

２ 主な変更点

（１）幼稚園・認定こども園

ア「園経営・教育課程」

・「接続期のカリキュラム千葉県モデルプラン」（平成３１年３月）を文言追加

イ「研究と修養」

・「校種間の連携」を重視するための文言修正（幼・小・中・高・特支）

（２）小学校及び中学校

ア「学校経営・教育課程」

・「接続期のカリキュラム千葉県モデルプラン」（平成３１年３月）を文言追加（小）

・「学校における働き方改革推進プラン」（平成３０年９月）を文言追加（小・中・高・特支）

イ「道徳」

・「評価」に関する文言追加（小・中）
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・道徳の教科化に伴う文言修正（中）

ウ「特別活動」

・説明文の短文化による文言削除及び修正（小・中）

エ「体育・健康・安全教育」

・「体育科（保健体育科）の目標」「運動に親しむ資質・能力」「体力の向上」に関する説明文

の短文化

オ「生徒指導」

・児童生徒の性格や行動の特徴など、一人一人の特性を考慮した対応が必要なことによる文言

追加（小・中・高）

（３）高等学校

ア「学校経営・教育課程」

・「千葉県県立高等学校の教育課程の編成方針」（平成３１年３月）が改訂されることによる

文言追加

イ「総合的な探究（学習）の時間」

・新学習指導要領が公示されたことに伴う文言修正及び「小・中学校版」と関連させた内容に

変更

ウ「特別活動」

・新学習指導要領が公示されたことに伴い、「小・中学校版」とも関連させた内容の表記に

変更

エ「体育・健康・安全教育」

・「運動に親しむ資質・能力」や「体力の向上」に関する表記の変更

オ「キャリア教育」

・「新学習指導要領におけるキャリア教育について」（文部科学省資料）に沿った文言修正

（４）特別支援学校

ア「学校経営・教育課程」

・特別支援教育全般にわたって配慮すべきことや取り組むべきことの一文表記とそれに伴う

該当説明文の短文化

イ「キャリア教育」

・指導充実の観点から文言追加

（５）裏面

県教育委員会ＨＰにアクセスするキーワードの追加

・学校における働き方改革推進プラン（策定）：小・中・高・特

・安全で充実した運動部活動のためのガイドライン（改訂）：中・高・特

・文化部活動のためのガイドライン（策定）※仮称：中・高・特

その他

○内容項目の軽重、優先的に取り組む順位付けについては、実態や課題等に応じて、各市町村教育

委員会や学校ごとに定めることが望ましい。
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表紙について

１ 「生きる力」について

平成８年７月の中央教育審議会答申では「生きる力」について次のように述べている。

我々はこれからの子供たちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、

自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、

自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると

考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうし

た資質や能力を、変化の激しいこれからの社会を「生きる力」と称することとし、これらをバランス

よく育んでいくことが重要であると考えた。

また、平成２１年の改訂においては、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域で重要性を増

す、いわゆる知識基盤社会において、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を重視する「生きる

力」を育むことがますます重要になっているという認識が示された。

千葉県としても、学習指導要領の改訂等の趣旨を踏まえ、この「生きる力」の育成を最優先課題と

して取り組んでいる。

＜教育関係法規と「生きる力」＞

平成２１年の改訂においては、知・徳・体のバランスのとれた育成（教育基本法第２条第１号）や、

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育み、主体的に学習に取り組む態度を養うこと（学校教育法第３０

条第２項）など、教育基本法や学校教育法の規定に基づき、生徒に「生きる力」を育むことが重視さ

れたところである。

平成２８年１２月の中央教育審議会答申を受け、平成３０年３月の改訂においては、情報化やグロ

ーバル化といった社会的変化が、人間の予測を超えて加速度的に進展するようになってきていること

を踏まえ、複雑で予測困難な時代の中でも、生徒一人一人が、社会の変化に受け身で対処するのでは

なく、主体的に向き合って関わり合い、自らの可能性を発揮し多様な他者と協働しながら、よりよい

社会と幸福な人生を切り拓き、未来の創り手となることができるよう、教育を通してそのために必要

な力を育んでいくことを重視している。

こうした力は、学校教育が長年その育成を目指してきた「生きる力」そのものであり、加速度的に

変化する社会にあって「生きる力」の意義を改めて捉え直し、しっかりと発揮できるようにしていく

ことが重要となる。

２ 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの確立

（１）「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すこと

教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教

育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有することが求められる。

そのため、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力
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を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によ

りその実現を図っていく、「社会に開かれた教育課程」の実現が重要となることが示された。

そこで、「社会に開かれた教育課程」の理念に基づき、目指すべき教育の在り方を家庭や地域と

共有し、その連携及び協働のもとに教育活動を充実させていくためには、各学校の教育目標を含め

た教育課程の編成についての基本的な方針を、家庭や地域とも共有していくことが重要となる。

（２）カリキュラム・マネジメントの確立

教科等の目標や内容を見渡し、①学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題

発見・解決能力等）、②豊かな人生の実現、③災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向

けた現代的な諸課題に対応するために求められる資質・能力の育成のためには、教科等横断的な学

習を充実する必要がある。

また、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善については、１単位時間の授業の中で

全てが実現できるものではなく、単元など内容や時間のまとまりの中で、習得・活用・探究のバラ

ンスを工夫することが重要であるとされた。

そのため、学校全体として、子供たちや学校、地域の実態を適切に把握し、教育内容や時間の適

切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況に基づく改善などを通して、教育課程に基づく

教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントに努めるものと

した。

３ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進

子供たちに育む「生きる力」を資質・能力として具体化し、①知識及び技能、②思考力、判断力、

表現力等、③学びに向かう力、人間性等の資質・能力の三つの柱が、偏りなく実現されるよう、単元

や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、子供たちの主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善を行うこととされた。

・学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領の全部を改正する告示、

小学校学習指導要領の全部を改正する告示及び中学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公

示について（通知）（平成２９年３月３１日付け ２８文科初第１８２８号）

・「中学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年７月）

・「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成３０年７月）
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＜高等学校＞

◇人生を拓く「確かな学力」を育む

●「自ら学び、思考し、表現する力」の育成

●指導目標の明確化と指導方法の工夫改善

●指導と評価の一体化

●個に応じた指導の一層の充実

●読書活動の充実

◇思いやりのある「豊かな心」を育む

●道徳教育の充実

●豊かな人間性や社会性の育成

●確かな生徒理解と組織的対応の充実

●一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の育成

◇活力にあふれる「健やかな体」を育む

●運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上

●健康で安全な生活を主体的に実践する能力と態度の育成

●食に関する指導の充実

◇発達の段階に応じた「キャリア教育」を進める

●すべての教育活動を通じたキャリア教育の推進

●将来設計や進路選択を見据えた指導の工夫改善

◇「地域とともに歩む学校づくり」を進める

●組織マネジメントを生かした機動力があり、効率的な組織づくりと学校評価の活用

●特別支援教育の推進を支える学校体制づくり

●防災教育の充実及び家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される学校づくりの推進

●家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進

※ 五つの重点取組に関する詳細は、次ページ以下の関係箇所で説明する。

※ 次ページ以下の の中は、リーフレットの内容と同一のものである。

ただし、説明する上で、学校種の特質等により、表記の仕方や区分がリーフレットと異な

るものも一部ある。
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１ 「社会に開かれた教育課程」の実現とは

「社会に開かれた教育課程」の理念に基づき、目指すべき教育の在り方を家庭や地域と共有し、そ

の連携及び協働のもとに教育活動を充実させていくためには、各学校の教育目標を含めた教育課程の

編成についての基本的な方針を、家庭や地域とも共有していくことが重要となる。

「教育課程」は学校の教育活動の中心であるにもかかわらず、保護者や地域の方と必ずしも共有さ

れてこなかった。また、「学校」は様々な形で社会に開かれてきたが、これから開いていくことが求

められるのは教育課程である。例えば、各教科等で育成を目指す資質・能力や年間指導計画について

保護者や地域の方にわかりやすく発信していくことが必要となってくる。

２ 各学校における「カリキュラム・マネジメント」の確立

各学校においては、教科等の目標や内容を見通し、特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力、

情報活用能力（情報モラルを含む。以下同じ。）、問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対応し

て求められる資質・能力の育成のためには、教科等横断的な学習を充実することや、「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けた授業改善を、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して行うこ

とが求められる。これらの取組の実現のためには、学校全体として、児童生徒や学校、地域の実態を

適切に把握し、教育内容や時間の配分、必要な人的・物的体制の確保、教育課程の実施状況に基づく

改善などを通して、教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメン

トに努めることが求められる。

具体的には、全国学力・学習状況調査や体育・運動能力調査、アンケートなどの各種の調査結果等

を活用して不断のＰＤＣＡサイクルを実施して、指導効果を随時確認するなどが考えられる。

また、カリキュラム・マネジメントは管理職だけではなく全ての教職員が意識すること、校務分掌

による役割分担と連携も必要である。

３ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進

子供たちが、学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、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にするためには、こ

れまでの学校教育の蓄積を生かし、学習の質を一層高める授業改善の取組を活性化していくことが必

要であり、我が国の優れた教育実践に見られる普遍的な視点である「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けた授業改善（アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）を推進することが求めら

れる。

単元・題材のまとまりなどを見通して、「教師が教える」場面と「児童生徒に考えさせる」場面な

ど、全体のバランスをとる「授業デザイン」が重要となる。また、特定の指導方法や「型」を求める

ものではない。良い授業実践を若手に伝えていく趣旨もある。

【参考】

・「小学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年６月）

・「中学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年６月）

・「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成３０年７月）

・新しい学習指導要領の周知におけるポイントについて（平成２９年１１月１３日）教育課程部会

・「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

生きる力の育成
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等について（答申）」（平成２８年１２月）

４ 人生を拓く「確かな学力」とは

これからの変化の激しい社会の中で、子供たち一人一人が困難な状況を乗り越え、主体的・創造的

に自らの人生を切り拓きながら力強く生きていくためには、生涯にわたり学び続ける力を育成する必

要がある。

このような社会において、子供たちに求められる力が「確かな学力」である。

「確かな学力」とは、知識や技能に加え、学ぶ意欲や、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的

に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、「生きる力」の知の側面である。

学校教育においては、「確かな学力」を確実に育成するとともに、この学力を、学校生活において

活用できるものとするだけではなく、一人一人の子供たちが生きていく上で、十分に役立つものにす

ることに、特に留意する必要がある。

そのためには、学習指導要領等の趣旨を踏まえ、学校・家庭・地域の連携のもと、生活との結び付

きを意識した授業の工夫改善に常に取り組むとともに、生きて働く力となっているか、評価に努める

必要がある。

人生を拓く「確かな学力」は、生徒が、体験活動などを通じて学ぶ喜びを実感しながら「確かな学

力」を育むとともに、自分の人生を豊かにするために、実生活において広く活用できるといった点を

強調したものである。

５ 人生を拓く「確かな学力」の育成のために

学校教育においては、義務教育までを生涯学習の基礎的段階と位置付け、変化の激しい時代を生き

抜く上で必要となる「確かな学力」を育てなければならない。さらに、学んだことを豊かに活かして

いくことのできる力を育成していくことが大切である。

高等学校教育においては、義務教育の学習内容や成果を踏まえて、生徒が自らの在り方生き方につ

いて深く考え、将来の進路を選択し決定する能力や態度を身に付けるとともに、生徒一人一人の興味

・関心、能力・適性、進路等に応じて選択した分野の学習をより一層深めさせることが必要である。

また、それぞれの学校段階における役割を踏まえつつ、学校間、学校種間の連携や交流を積極的に

推進することも必要である。

小・中学校では、「全国学力・学習状況調査」等を活用し、児童生徒の学力の状況を的確に把握す

ることにより、学習指導要領の目標・内容や各教科等の指導の重点を踏まえた具体的な指導計画等を

作成することが必要である。また、それをもとに、指導と評価の一体化を図るとともに、評価に基づ

いた指導方法の工夫改善を図ることが重要である。

また、一人一人の実態に応じ、少人数指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導など「個に応じた

きめ細かな指導」を積極的かつ効果的に取り入れた多様な教育活動を展開し、基礎・基本の確実な定

着や自ら学び自ら考える力などの育成を図ることが望まれる。

各教科や「総合的な探究（学習）の時間」等を通じて、体験的・問題解決的な学習を充実するとと

もに、学ぶ意欲を高め、児童生徒が学び方を身に付け、学ぶ楽しさや達成感などを味わえるよう、十

分な配慮が必要である。

さらに、千葉県教育委員会で開発し、普及を進めている「思考し、表現する力」を高める実践モデ

ルプログラムを活用した授業実践を行うなど指導過程の見直しも大切である。
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【参考】

・「確かな学力の向上に向けて」 県教育委員会指導資料（平成１５年３月）

・「確かな学力の向上に向けてⅡ」県教育委員会指導資料（平成１６年３月）

・「確かな学力の向上に向けてⅢ」県教育委員会指導資料（平成１７年３月）

・「少人数指導の改善に向けて」 県教育委員会指導資料（平成１８年３月）

・「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について」

中央教育審議会答申（平成２０年１月１７日）

・「小学校学習指導要領」（平成２０年３月２８日告示）

・「中学校学習指導要領」（平成２０年３月２８日告示）

・「高等学校学習指導要領」（平成３０年３月告示）

・「思考し、表現する力」を高める実践モデルプログラム（平成２１年３月作成）

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/jissen.html

６ 思いやりのある「豊かな心」とは

思いやりのある「豊かな心」とは、「自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や

感動する心」などをいう。

具体的には、

① 美しいものや自然に感動する心など豊かな感性

② 正義感や公正を重んじる心

③ 生命を大切にし、人権を尊重する心など、基本的な倫理観

④ 他人を思いやる心や社会貢献の精神

⑤ 自立心、自己抑制力、責任感

⑥ 他者との共生や異質なものへの寛容

などが挙げられる。

これは、児童生徒のすべてがよりよく生きることに向けての自覚と実践に欠くことのできないもの

であり、日常生活の様々な活動の基盤となるものである。

７ 思いやりのある「豊かな心」の育成のために

子供たちの「豊かな心」は、学校における道徳教育はもちろんのこと、家庭・地域に支えられた体

験活動等や一人一人の人間関係を大切にした学校・学年・学級経営を通して、より豊かに育まれてい

くものである。

そのためには、学校・家庭・地域がそれぞれに本来の教育機能を発揮し、連携・協力して、相互に

バランスのとれた取組を推進し、相互の信頼を深めることが大切である。と同時に、学校・家庭・地

域が地域の子供たちを温かく見つめ、見守り、育てていくという共通認識が必要である。

学校は、人間形成の基盤である地域コミュニティの中核である。「地域の子」としての成長や生涯

にわたる人間形成の基礎としての社会規範意識や美意識などの豊かな人間性や我が国の歴史や文化を

大切にする心が育まれるよう、地域の年中行事やボランティア活動、障害児との交流など多様で豊か

な体験活動等への児童生徒の積極的な参加を促すことも必要である。

学校においては、「道徳の時間」はもちろんのこと、各教科や特別活動、「総合的な探究（学習）の

時間」、特別支援学校や特別支援学級との交流等、学校の教育活動全体を通じて道徳教育を推進する

とともに、日ごろの児童生徒と教師との心のふれあいを大切にし、さらには、読書活動を推進するこ

とによって「豊かな心」を育まなければならない。
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８ 活力にあふれる「健やかな体」とは

「活力にあふれる」とは、活動する意欲や気力が充実していることを指す。「健やかな体」とは、

運動をするための体力、健康な生活を送るための体力を指す。「健やかな体」は、活動の源であり、

健康の保持増進はもとより、意欲や気力の充実に大きくかかわっており、人間の発達・成長を支える

基本的な要素である。

９ 活力にあふれる「健やかな体」を育むために

児童生徒に、活力にあふれる「健やかな体」を育むためには、早寝、早起きなどの望ましい生活習

慣を確立し、心身の調和のとれた発達を目指すことが大切である。

生活習慣の基本は、安全な行動と調和のとれた食事、適切な運動、十分な睡眠・休養である。

学校においては、健康で安全な生活を送るために、食をはじめ日々の生活に起因する健康課題や運

動不足による体力低下等の実態を把握し、家庭や地域との連携のもとに、体育・健康に関する指導を

充実させることが必要である。

10 発達の段階に応じた「キャリア教育」とは

「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」(平成２３年１月：中央

教育審議会)において、「キャリア」とは「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割

の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」であって、「キャリア教育」とは

「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャ

リア発達を促す教育」と定義されている。

つまり、「キャリア教育」を狭義の意味での「職業教育」や「生徒に職場体験をさせることに主眼

を置いた教育」としてとらえるのではなく、「社会的・職業的に自立するために必要な基盤となる能

力や態度を育成し、一人一人の発達を促していく」教育活動としてとらえることが大切である。

そして、キャリア教育の視点に立って教育活動を組み立て、生徒の発達の段階に応じて社会的・職

業的自立のために必要な「人間関係形成・社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対応能

力」、「キャリアプランニング能力」の四つの能力から構成される「基礎的・汎用的能力」の育成を図

ることが重要である。

本県では、キャリア教育の重要性を考え、幼稚園からキャリア教育の視点を取り入れることとし、

「生きる力」の一つとした。キャリア教育の視点に立ち、社会・職業との関連を重視しつつ、小学校

から高等学校に至るまで、発達の段階に応じたキャリア教育を推進していく。

小学校では、社会生活の中で自らの役割や、働くこと、夢を持つことの大切さの理解、興味・関心

の幅の拡大、自己及び他者への積極的関心の形成等、社会性、自主性・自律性、関心・意欲等を養う。

中学校では、社会における自らの役割や将来の生き方・働き方等についてしっかりと考えさせ、体

験を通じて、進路について目標を立てて計画的に取り組む態度を育てる。

高等学校では、生涯にわたる多様なキャリア形成に必要な能力や態度を身に付けさせ、これらの育

成を通じて、価値観、とりわけ勤労観・職業観を自ら形成・確立させる。

11 発達の段階に応じたキャリア教育の推進体制

キャリア教育は、学校における教育活動全体を通して推進していくべきものであり、そのためには、

校長がキャリア教育の意義を十分理解するとともに、校長のリーダーシップのもと、学校経営方針に

キャリア教育を位置付ける必要がある。

また、すべての教職員が、児童生徒のキャリア発達や、児童生徒を取り巻く社会環境の変化等につ
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いても理解を深めることが重要である。

さらに、キャリア教育を効果的に進めていくためには、家庭・地域との連携・協力が不可欠である

ことから、「キャリア教育推進委員会」などの組織を設け、学校外の教育資源を有効に活用すること

が重要である。

【参考】

・「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」

（平成２３年１月：中央教育審議会）

・「小学校キャリア教育の手引き〈改訂版〉」 文部科学省（平成２３年５月）

・「中学校キャリア教育の手引き」 文部科学省（平成２３年３月）

・「高等学校キャリア教育の手引き」 文部科学省（平成２３年１１月）

12 「地域とともに歩む学校づくり」とは

教育基本法には、第１３条において「学校、家庭、地域住民及びその他の関係者は、教育における

それぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」と規定され

ている。また、新小学校学習指導要領においては「学校がその目的を達成するため、学校や地域の実

態等に応じ、教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整え

るなど、家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また、高齢者や異年齢の子供など、地域に

おける世代を越えた交流の機会を設けること。」（新中学校学習指導要領、新高等学校学習指導要領

（案）においても同様）と規定されている。

子供の教育には、家庭や地域との連携が極めて重要であり、「地域そのものを大家族」ととらえ、

学校・家庭・地域が一体となって地域の子供は地域みんなで育てる取組を進めていく必要がある。

13 「地域とともに歩む学校づくり」を進めるために

学校・家庭・地域が連携して「生きる力」を育むためには、教職員、保護者、地域住民が教育に関

する様々な課題について本音で語り合える環境づくりが特に重要である。

このため、学校・家庭・地域が一体となって「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」を、企画・

運営し、参加者の拡大や内容の充実に向けた取組が重要となる。また、学校は保護者や地域の要望を

学校運営に反映させるための仕組みづくりや、保護者や地域住民を講師やボランティアとして学校教

育で活用するなど、地域に開かれ「地域とともに歩む学校づくり」を進めていく必要がある。

さらに、学校のもつ専門的機能や施設を地域に積極的に開放することで、地域住民が生涯学習に取

り組める機会を提供し、地域の教育力を向上させていくことも必要である。

14 教職員の修養について

千葉県では、「千葉県教育の戦略的なビジョン」を作成し、子供たちが、新しい時代に向けて扉を

開き、社会や環境に積極的に働きかける力を身につけ、未来に向かって夢をもつことのできる教育の

実現を目指している。

目指す教師像として、

○ 人間性豊かで、教育愛と使命感に満ちた教員

○ 児童生徒の成長と発達を理解し、悩みや思いを受け止め、支援できる教員

○ 幅広い教養と学習指導の専門性を身につけた教員

○ 高い倫理観をもち、心身共に健康で、明朗快活な教員
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を掲げている。

教職員の修養については、教育公務員特例法第二十一条に「教育公務員は、その職責を遂行するた

めに、絶えず研究と修養に努めなければならない。」とある。

「研究と修養」とは、「研修」のことであり、教職員に必要な資質能力の向上を図る営みである。

この指針では、平成２５年度まで下段にあった教職員の修養に関するメッセージを「千葉県教育委員

会」の上に移動し、文字の大きさや色を工夫して帯状に示すことで強調した。

教職員の研究と修養は、教育活動の源泉であり、それは教育実践の中にある。そして、その成果は

児童生徒に教育的効果として現れる、という特質がある。

このように「児童生徒のために」教育活動を行う上で、高い倫理観をもち、心身共に健康であるこ

とは言うまでもない。

公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図るとともに、不祥事の未然防止に資するため、

平成１５年５月２１日付けで「職員の懲戒処分等に関する公表基準」を制定した。その後、「教育立

県ちば」の根幹を揺るがす不祥事の根絶を図るため、同基準を一部改正し、平成２４年２月１５日か

ら適用になっている。

【参考・引用】

・「職員の懲戒処分等に関する公表基準の一部改正について」

千葉県教育委員会（平成２４年２月１５日）
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□ 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの確立

・“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という理念を学校と社会が共有し、新しい時

代に求められる資質・能力を明確にした教育課程の編成をする。

・生徒の実態等を踏まえ、教科等横断的な視点から教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・物

的体制の確保、実施状況に基づく改善などを通して、教育活動の質的向上を図るカリキュラム・

マネジメントを確立する。

千葉県教育委員会「千葉県県立高等学校の教育課程の編成方針」（平成３１年３月）の活用

（１）「社会に開かれた教育課程」の実現

“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社会が共有し、連携・協

働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課程」の

実現を目指し、学習指導要領等が、学校、家庭、地域の関係者が幅広く共有し活用できる「学びの

地図」としての役割を果たすことができるよう、次の６点にわたってその枠組みを改善するととも

に、各学校において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」の実現を目指すことなどが求められた。

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）

各学校においては、｢社会に開かれた教育課程｣の理念に基づき、児童生徒や地域の実態に応じて、

学校として目指すべき教育の在り方を家庭や地域と共有し、その連携及び協働のもとに教育活動を

充実させていくことが求められる。

具体的には、

① 学校運営協議会や学校評議員会、地域学校協働本部、保護者説明会、学校だよりなどの場や機

会を生かした、自校の教育目標やその実現に向けた教育課程の編成方針の共有や意見聴取の実施

② 学校の教育活動に地域住民や保護者の協力を得る際に、それらの教育活動を通して、児童生徒

にどのような資質・能力の育成を目指しているのかを共有したり、教育活動終了後に協力を得た

方から、実施上の成果や課題を聞き取り、次年度以降の改善の参考としたりすること

などが考えられる。重要なことは、教育課程を学校や先生方だけが知っている閉じたものとせずに

社会に開いていくことであり、その一環として教育課程を通して、学校の教育目標や教育活動を家

庭や地域に理解してもらい、連携・協働を進めることが大切である。

（千葉県教育委員会「千葉県県立高等学校の教育課程の編成方針」（平成３１年３月）の活用）

１ 学校経営・教育課程
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（２）各学校の教育目標と教育課程の編成

「社会に開かれた教育課程」の理念に基づき、目指すべき教育の在り方を家庭や地域と共有し、

その連携及び協働のもとに教育活動を充実させていくためには、各学校の教育目標を含めた教育課

程の編成についての基本的な方針を、家庭や地域とも共有していくことが重要である。そのために

も、例えば、学校経営方針やグランドデザイン等の策定や公表が効果的に行われていくことが求め

られる。

各学校において教育目標を設定する際には、次のような点を踏まえることが重要となる。

① 法律及び学習指導要領に定められた目的や目標を前提とするものであること。

② 教育委員会の規則、方針等に従っていること。

③ 学校として育成を目指す資質・能力が明確であること。

④ 学校や地域の実態等に即したものであること。

⑤ 教育的価値が高く、継続的な実践が可能なものであること。

⑥ 評価が可能な具体性を有すること。

（３）カリキュラム・マネジメントの確立

教育課程はあらゆる教育活動を支える基盤となるものであり、学校運営についても、教育課程に

基づく教育活動をより効果的に実施していく観点から組織運営がなされなければならない。カリキ

ュラム・マネジメントは、学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら組織的か

つ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくことであり、中央教育審議会答申の整理を

踏まえ次の三つの側面から示すことができる。

具体的には、

① 生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教

科等横断的な視点で組み立てていくこと

② 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと

③ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと

などを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこ

とと定義されている。各学校においては、総則の全体像も含めて、教育課程に関する国や教育委員

会の基準を踏まえ、自校の教育課程の編成、実施、評価及び改善に関する課題がどこにあるのかを

明確にして教職員間で共有し改善を行うことにより学校教育の質の向上を図り、カリキュラム・マ

ネジメントの充実に努めることが求められる。

「カリキュラム・マネジメント」のねらいは「教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教

育活動の質の向上を図る」こと（総則第１章第１款の５）にある。

各学校では、これまでも、学校の教育目標の実現に向けて、教育課程の編成の基本方針を定め、

各種指導計画を作成し、指導体制を含めた校務分掌を整え、授業の実施に必要な予算を配当したり、

地域からの協力を得ながら、それらに基づいた日常の授業を展開し、授業の成果や課題を見取った

りしながら、次年度の改善につなげるといった形での教育活動の質の向上を図ってきていると思わ

れる。

その意味では、「カリキュラム・マネジメント」は、全く新しい方法を導入することを目的とす

るものではなく、自校にある「学校の教育目標」や、その実現に向けた「教育課程の編成の方針」、

「各種指導計画」、「校務分掌や予算の配当などの人的・物的な体制」が、自校の教育活動の質を最

大限に高めることができるものとなっているか、教科等を超えて育成される学習の基盤となる資質

・能力や現代的な諸課題に対応する資質・能力がねらいどおりに育成されているか、地域の人的・
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物的資源の活用について考えることはできないか、といった点について、学校として組織的、計画

的、継続的に、その実施状況を把握して、改善を図っていく視点をもつことが重要である。

また、「カリキュラム・マネジメント」の充実を図るためには、例えば、

① 学校評価との関連付けを図り、PDCA サイクルを機能させること

② 職員会議や学年会、教科主任会など既存の関連の会議の場を生かすこと

③ 学校運営協議会や学校評議員会、保護者説明会、学校だよりなどを活用すること

などが考えられる。

それぞれの学校の実態に応じて、既存の取組や組織を生かしつつ、その取組の質の向上を図って

いくことが求められる。

（４）カリキュラム・マネジメントと学校評価との関連

各学校が自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成状況や

達成に向けた取組の適切さ等について評価し改善していく取組である学校評価についても、子供た

ちの資質・能力の育成や「カリキュラム・マネジメント」と関連付けながら実施されることが求め

られる。

学校のグランドデザインや学校経営計画に記される学校教育目標等の策定は、教育課程編成の一

環でもあり、「カリキュラム・マネジメント」の中心となるものである。学校評価において目指す

べき目標を、子供たちにどのような資質・能力を育みたいかを踏まえて設定し、教育課程を通じて

その実現を図っていくとすれば、学校評価の営みは「カリキュラム・マネジメント」そのものであ

ると見ることもできる。各学校が育成を目指す資質・能力を学校教育目標として具体化し、その実

現に向けた教育課程と学校運営を関連付けながら改善・充実させていくことが求められる。

【参考】

・「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）」（平成２８年１２月）

・「小学校学習指導要領」（平成２９年３月）

・「小学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年６月）

・「中学校学習指導要領」（平成２９年３月）

・「中学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年６月）

・「高等学校学習指導要領」（平成３０年３月）

・「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成３０年７月）

・「学校評価ガイドライン」〔平成２８年改訂〕（平成２８年８月）

・小・中学校新学習指導要領Ｑ＆Ａ（平成３０年２月）
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□ 組織マネジメントを生かした機動力があり、効率的な組織づくりと学校評価の活用

・学校教育目標の達成に向けて、機能的な校務分掌等を編成し、効率的で機動力のある学校運営

を行う。⇒「チームとしての学校」の実現

・重点目標を設定し、自己評価や学校関係者評価等を通して、学校経営上の課題の解決につなげる。

・校内研修や若手教員研修チームの活性化を通して、教職員の資質能力の開発・向上を図り、活

力ある教育活動を推進する。

・教職員一人一人が、業務改善の意識をもち、適正化の観点から業務を見直し、効率化を図る。

千葉県教育委員会「学校における働き方改革推進プラン」（平成３０年９月）の活用

（１）「組織マネジメント」とは、

「組織マネジメント」とは、一般的に「経営の組織体を取り巻く環境変化に対して、自らを変化

させ、よりよく適応し、生き残り、今まで以上に社会に貢献する技術」であると言われている。

組織マネジメントの目的は、よりよい環境適応であり、そのために次のような活動が必要となる。

① 求める目的に向かって効率的・効果的に組織全体が動くこと

② 組織内外の刻々と変化する環境からの規制作用や影響に対して、的確な情報分析をもとに、

それらをうまく取り入れたり回避したりすること

③ 内外の資源（人的、物的、財的、情報、ネットワーク）や能力を統合・開発すること

④ 人々の活動（活動や機能）を調整すること

（２）「組織マネジメント」を生かした機動力があり、効率的な組織づくり

ア 「組織マネジメント」を生かす

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」では、「学校の自主性・自律性

の確立について」を取り上げ、具体的に次の５項目を挙げている。

① 教育委員会と学校の関係の見直しと学校裁量権の拡大

② 校長・教頭への適材の確保と教職員の資質向上

③ 学校運営組織の見直し

④ 学校の事務・業務の効率化

⑤ 地域住民の学校運営への参画

これらの事項は、学校の「自主性・自律性」を確立するために必要不可欠なものである。また、

現代的な教育課題や学校運営上の様々な課題を解決する上でも重要である。とりわけ、学校運営

組織の見直し等を図り、組織的・効率的に課題に対処することが求められている。

また、平成１２年１２月の教育改革国民会議「教育を変える１７の提案」の中にも「学校運営

を改善するためには、学校に組織マネジメントの発想を導入し、校長が独自性とリーダーシップ

を発揮できるようにする」ことが重要であると指摘されている。

地域や児童の状況を踏まえて創意工夫を凝らした教育活動を推進するとともに、様々な課題を

解決し、学校教育の改革を確実に進めていくためには、校長・教頭等のリーダーシップに加えて、

教職員一人一人が、学校の教育方針やその目標を十分に理解して、それぞれの専門性を最大限に

発揮するとともに、一致協力して学校運営に積極的に参画し、学校運営が組織として機動的に行

われることが大切である。

また、校長のリーダーシップのもと、教職員の資質能力の一層の向上に努め、全職員が一体と
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なった学校づくりや教職員一人一人の特性や専門性を十分生かした協力的な指導体制を図る必要

がある。

そのため、学校においても、企業などで用いられている組織マネジメントの理念や手法を参考

にし、学校組織に適したより組織的・機動的な学校運営を進めていくことが求められている。

◇ 学校マネジメント構想（中期的ビジョン、短期的ビジョンの策定のために）

１ 「使命・存在意義（ミッション）」の確認

そもそも（私の）学校は、何のために存在しているのか、どのような価値を提供している

のかを再確認する。

２ 「課題」の特定

「使命・存在意義（ミッション）」を果たすために学校が取り組むべき課題を明らかにす

る。

３ 「中心価値」づくり

「課題」の達成のために何に価値を置くべきかを明らかにする。（全教職員が遵守すべき

「規範」「行動指針」「価値基準」など）

４ 「組織・構造」の見直し

「課題」達成のために、学校における分業と権限の体系（校(園)務分掌、各種委員会など）

の問題点を洗い出し、工夫改善を加える。

５ 「運営のしくみ」の設計

役割間の情報伝達・調整のルール、問題に対する意思決定の範囲などを設計する。

６ 「リーダー行動」の決定

課題解決のために管理職が行う教職員への直接的な働きかけの内容・方法を決定する。

７ 「能力・資源」の検証

課題実現のために、学校や教職員が、今後向上・開発すべき能力やノウハウを検証する。

（独立行政法人教員研修センター「組織マネジメント研修テキスト」による。）

学校教育目標を達成するためには、重点目標・重点取組を明確にして共通理解を図るとともに、

各教職員の資質能力や適性等を踏まえた校務分掌を確立し、一人一人が十分に力を発揮できるよ

うにするとともに、組織マネジメントを生かした機動力ある組織的な教育活動の推進が大切であ

る。

また、教職員のスキルや能力等を一層向上させるためには、今日的な課題を解決するための計

画的な研修等の実施が必要である。特に、近年、新規採用教員が増加していることを踏まえ、系

統的・実践的な研修を充実させるとともに、日々の実践において「報告・連絡・相談」を欠かな

いように意識させ、随時、適切な指導・助言等をしていくことが必要である。

イ 「効率的」と業務改善

「学校における働き方改革に関する緊急対策」（平成２９年１２月２６日付け文部科学大臣決定）に

おいて、「教職員全体の働き方に関する意識改革」について、以下のとおり示している。

○ 管理職だけでなく、学校の教職員全体に対しても勤務時間を意識した働き方を浸透させるために、

各教育委員会等において、働き方に関する必要な研修が実施されるよう促す。

○ 校長が学校の重点目標や経営方針に教職員の働き方に関する視点を盛り込み、管理職がその目標

・方針に沿って学校経営を行う意識を持つとともに、教職員一人一人が業務改善の意識をもって進
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めるために、人事評価が積極的に活用されるよう促す。

また、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策について」（中間まとめ）（平成２９年１２月２２日付け中央教育審議会）

において、「各学校が取り組むべき方策」として業務改善について以下のとおり示している。

○ 業務改善は、まず各学校現場において業務を洗い出し、可視化し、見直していくことが基本とな

る。管理職をはじめとした教職員一人一人が、自らの業務一つ一つについて、より効果的に行うこ

とができないか、適正化の観点から見直すことが必要である。このため、各学校においては、管理

職は学校の重点目標や経営方針を明確化し、その目標達成のために真に必要な業務に注力できるよ

うに行うべきである。あわせて、その目標・方針において、教職員の働き方に関する視点も盛り込

み、学校全体で取り組むことが必要である。また、教職員間で業務の在り方、見直しについて話し

合う機会を設けることが有効であり、それも参考にしながら、管理職は校内の業務の在り方の適正

化を図ることができるような学校現場の雰囲気づくりに取り組むことも重要である。

（千葉県教育委員会「学校における働き方改革推進プラン」（平成３０年９月）の活用）

「チームとしての学校」の実現

これからの学校が教育課程の改善等を実現し、複雑化・多様化した課題を解決していくため

には、学校の組織としての在り方や、学校の組織文化に基づく業務の在り方などを見直し、「チ

ームとしての学校」を作り上げていくことが大切である。

そのため、現在、配置されている教員に加えて、多様な専門性をもつ職員の配置を進めると

ともに、教員と多様な専門性をもつ職員が一つのチームとして、それぞれの専門性を生かして、

連携、協働することができるよう、管理職のリーダーシップや校務の在り方、教職員の働き方

の見直しを行うことが必要である。

また、「チームとしての学校」が成果を上げるためには、必要な教職員の配置と、学校や教

職員のマネジメント、組織文化等の改革に一体的に取り組まなければならない。

（３）学校評価の活用

学校経営において、ＰＤＣＡサイクルによる改善は重要である。特に、学校内だけでなく、学校外

から観た学校教育活動への指摘は、挨拶や規範意識に対する指導の必要性等、教育の原点を意識させ

られることが多くある。また、学校だよりを発信したり、学校評価を公表したりすることは、家庭や

地域における学校への信頼が深まり、協力体制を築くことにつながる。

学校経営において、説明責任を果たすとともに、保護者や地域住民からの理解と参画を得ながら、

学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めることは基本となることである。

文部科学省が作成している「学校評価ガイドライン〔平成２８年改訂〕」では、各学校や設置者に

おいて設定する評価項目・指標等の参考例として、学力調査や運動・体力調査の結果など、生徒の学

力・体力の状況を把握するデータを例示している。

○ 学校評価の結果を踏まえ、各学校が自らその改善に取り組むとともに、評価の結果を学校の設

置者等に報告することにより課題意識を共有することが重要である。これを踏まえ、設置者等は

予算・人事上の措置や指導主事の派遣を行うなどの適切な支援を行うことが必要である。

○ 学校関係者評価の取組を通じて、教職員や保護者、地域住民等が学校運営について意見交換し、

学校の現状や取組を知り課題意識を共有することにより、相互理解を深めることが重要である。
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学校評価を学校・家庭・地域間のコミュニケーション・ツールとして活用することにより、保護

者・地域住民の学校運営への参画を促進し、共通理解に立ち家庭や地域に支えられる開かれた学

校づくりを進めていくことが期待される。

さらに、学校評価を軸とした情報の共有と連携協力の促進を通じて、学校・家庭・地域それぞ

れの教育力が高められていくことが期待できる。

○ また、第三者評価の取組を通じて、学校が自らの状況を客観的に見ることができるようになる

とともに、専門的な分析や助言によって学校の優れた取組や、学校の課題と、これに対する改善

方策が明確となる。さらに、学校運営が適切になされているかどうかが確認される。これらの結

果、学校の活性化や信頼される魅力ある学校づくりにつながることが期待される。

○ 学校評価は、限られた時間や人員を、必要度・緊急度の高い活動や教育効果の高い活動に集中

するといった、学校の教育活動の精選・重点化を進める上で重要な役割を果たすものである。学

校評価の取組を通じて、学校として組織的に、今、重点的に取り組むべきことは何かを把握し、

その伸長・改善に取り組むようになることが期待される。

○ 学校評価は、あくまでも学校運営の改善による教育水準の向上を図るための手段であり、それ

自体が目的ではない。学校評価の実施そのものが自己目的化してしまわないよう、地域の実情も

踏まえた実効性のある学校評価を実施していくことが何よりも重要である。

【パンフレット『「学校評価ガイドライン［改訂］」の概容』によるＰＤＣＡサイクル図】

（４）教員に求められる資質能力

学校現場の諸課題への対応を図るためには、社会からの尊敬・信頼を受ける教員、思考力・判断

力・表現力等を育成する実践的指導力を有する教員、困難な課題に同僚と協働し、地域と連携して
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対応する教員の育成が必要である。

また、教職生活全体を通じて、実践的指導力等を高めるとともに、社会の急速な進展の中で、知

識及び技能の絶えざる刷新が必要であることから、教員が探究力をもち、学び続ける存在であるこ

とが不可欠である(「学び続ける教員像」の確立)。

これからの教員に求められる資質能力は以下のように整理される。これらは、それぞれ独立して

存在するのではなく、相互に関連し合いながら形成されることに留意する必要がある。

① 教職に対する責任感、探究力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力（使命感や責任感、

教育的愛情)

② 専門職としての高度な知識及び技能

・教科や教職に関する高度な専門的知識(グローバル化、情報化、特別支援教育その他の新たな

課題に対応できる知識及び技能を含む)

・新たな学びを展開できる実践的指導力(基礎的・基本的な知識及び技能の習得に加えて思考力、

判断力、表現力等を育成するため、知識及び技能を活用する学習活動や課題探究型の学習、協

働的学びなどをデザインできる指導力)

・教科指導、生徒指導、学級経営等を的確に実践できる力

③ 総合的な人間力(豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応する力、

地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力)

【参考】

・「組織マネジメント研修テキスト」独立行政法人教員研修センター

・教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（答申）

中央教育審議会（平成２４年８月）

・「学校現場における業務改善のためのガイドライン～子供と向き合う時間の確保を目指して～

（平成２７年７月２７日、文部科学省）」

・「学校評価ガイドライン〔平成２８年改訂〕」（平成２８年８月）

・「小学校学習指導要領」（平成２９年３月）

・「小学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年６月）

・「中学校学習指導要領」（平成２９年３月）

・「中学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年６月）

・「高等学校学習指導要領」（平成３０年３月）

・「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成３０年７月）

・「学校における働き方改革に関する緊急対策」文部科学大臣決定（平成２９年１２月２６日）

・「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革

に関する総合的な方策について」（中間まとめ）中央教育審議会（平成２９年１２月２２日）
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□ 防災教育の充実及び家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される学校づくりの推進

・危機管理マニュアルの見直しを行い、家庭、地域及び市町村関係部局と連携を図る。

・家庭や地域に対して、ホームページや学校だより等を活用して積極的に学校の状況を情報提供

する。

・「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の相互の授業公開」、保護者や地域住民が参画す

る「学校公開週間」等を設定し、学校公開を一層推進する。

（１）学校保健・学校安全の計画的・組織的な対応

学校における生徒の健康や安全の推進を図るため、平成２１年４月に学校保健安全法が施行され、

学校保健計画の策定、学校安全計画 の策定、危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作

成、職員に対する周知、訓練の実施が義務付けられた。

学校は日常的な危機管理体制の構築を図り、事件・事故を未然に防ぐ対策を講じるとともに、家

庭や地域、警察等の関係機関との連携を深め、生徒の健康や学校環境の安全確保に努める。

また、事件･事故が発生した場合は適切かつ迅速な対応をとるとともに、生徒への心のケアに努

めるなど、早期に学校を安定した状態に戻すことが必要である。

平成２１年度には、全国的に新型インフルエンザの発生による臨時休業が多くあったが、今後も

感染症の流行状況等、生徒の健康状態に十分留意した対応が必要である。「学校等における新型イ

ンフルエンザ対策ガイドライン」等の通知に基づき、関係機関と連携をとり、感染者やその疑いの

ある者、濃厚接触等への対応を迅速に行うとともに、感染拡大防止の観点から適切な措置を講ずる

ことが必要である。また、臨時休業中や臨時休業後の学習支援等も、生徒の健康状態を踏 まえて

実施していくことが大切である。

平成２３年３月に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、生徒の危険予測・危険回避能力の向上

を図るための防災教育を推進する。また、平成２４年４月に配付した「学校における地震防災マニ

ュアル」を手引きとした防災計画の見直しを通し、災害に強い学校づくり、地域と連携した防災体

制づくりを推進することが必要である。

なお、危機管理マニュアルの見直しに当たっては、平成３０年２月に文部科学省から示された「学

校の危機管理マニュアル作成の手引」の改訂版を活用し、想定される危機事象に対して、学校や生

徒、地域等の実情に応じた具体的な対応策を検討することが必要である。

（２）情報提供や学校公開の推進

地域に開かれ、保護者に信頼される学校にするためには、まずは、学校の状況をよく知ってもら

うことが必要である。そのためには、学校だよりやホームページ等を活用して積極的に情報を提供

するとともに、「小・中・高等学校、特別支援学校の相互の授業公開」、保護者や地域住民が参画す

る「学校公開週間」を設定するなど、様々な機会をとらえて学校を公開していくことが必要となっ

てくる。ホームページでは各学校の紹介ができるようになっており、その他に、千葉県教育委員会

ホームページにおいても「特色ある事例取組」紹介シート、１校１キラッ！マップ（高校紹介）、

研究指定校等が開設されており、これらを積極的に活用していくことが望まれる。

県では、道徳教育を推進するために、心の教育推進キャンペーンを実施している。その取組の一

つである「道徳の授業公開」は、学校と家庭や地域との連携による道徳教育の充実に大きな成果を

上げている。授業公開によって教育効果を高めるという視点も大切にとらえたい。

また、家庭や地域の要望を学校経営に反映させるための仕組みづくりや、保護者や地域住民を講
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師やボランティアとして学校教育に活用し、多様な学習活動を展開するとともに、学校と地域とが

一体となった教育を進めていくことが今後ますます重要になる。特に、県立学校においては、「開

かれた学校づくり委員会」を設置し、学校運営上の重要な課題等の解決方策や、地域の教育力向上

に関する方策の検討、及び学校関係者評価等を行うことが求められる。

【参考】

・「今後の学校の管理運営の在り方について（答申）」中央教育審議会（平成１６年３月）

・学校保健安全法（平成２１年４月）

・「学校等における新型インフルエンザ対策ガイドライン」（平成２１年７月策定）

・「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について（答申）」

中央教育審議会（平成１７年１月）

・第２次学校安全の推進に関する計画（平成２９年３月）

・学校安全の推進に関する計画（平成２４年４月）

・いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針～子どもの命を守るために～（平成２４年９月）

・「県立高等学校管理規則」の一部改正（平成１７年４月）

・「県立盲学校、聾学校及び養護学校管理規則」の一部改正（平成１７年４月）

・教育基本法の改正（平成１８年１２月２２日施行）

・学校教育法の改正（平成２０年４月１日施行）

第４２条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の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必要な措

置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

※幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。

・学校教育法施行規則の一部改正（平成２０年４月１日施行）

第６６条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を

行い、その結果を公表するものとする。

２ 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行

うものとする。

第６７条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校のの保護者

その他の当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く）による評価を行い、その結果を

公表するよう努めるものとする。

第６８条 小学校は、第６６条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を

行った場合は、その結果を当該小学校の設置者に報告するものとする。

※幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。

・「学校の危機管理マニュアル作成の手引」文部科学省（平成３０年２月）



- 22 -

□ 家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進

・学校施設等の開放や「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」「開かれた学校づくり委員会」「コ

ミュニティ・スクール」の充実等により、家庭・地域の教育力を高める。

・教職員以外の専門スタッフ及び地域住民等の参画により、社会総掛かりでの教育を実現すると

ともに、図書館、博物館等の社会教育施設を積極的に活用するなど、学校・家庭・地域の連携

・協働を一層推進する。

●家庭・地域教育力の向上

学校が子供たちの「生きる力」を育成するためには、「地域そのものを大家族」ととらえ、学校・

家庭・地域が一体となって地域の子供は地域みんなで育てるという考えのもと、地域や学校の様々な

活動を支えている人たちの力を結集し、地域の力を生かした活動の推進を図る必要がある。

（１）家庭の教育力の向上

○ 「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」を活用した家庭教育の支援

ミニ集会を活用して、家庭と地域が互いに理解し合い、子供たちの教育に関する課題を共有し

協力し合う環境づくりを目指す。

（２）地域の教育力の向上

○ 学校・家庭・地域が連携した教育環境づくりの推進

教職員、保護者、地域住民が教育に関する様々な課題について本音で語り合う「学校を核とし

た県内1000か所ミニ集会」について、企画段階から学校・家庭・地域が一体となって運営し、ミ

ニ集会で話し合われた地域からの提案などを学校・地域が責任を持って実行することにより、発

展性のある地域交流につなげる。

○ 学校開放の推進

「県立学校教室等開放事業」や「県立学校開放講座」等を通して、学校のもつ教育施設や学習

機会を地域に積極的に開放することで、地域住民が生涯学習に取り組める機会を提供し、地域の

教育力を向上させる。

（３）地域に開かれ地域とともに歩む学校づくりの推進

○ 地域とともに歩む学校づくりの推進

保護者や地域住民に外部講師やボランティアとして協力を得て、職場体験活動や自然体験活動

などの豊かな体験や多様な学習活動を創造するため、学校・家庭・地域が連携・協働できる体制

の構築を推進する。

○ 地域に開かれた学校づくりの推進

「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」や保護者会、学校関係者評価の実施、また県立学校

においては、特に「開かれた学校づくり委員会」の活動の促進を図るなど、保護者や地域住民の

声を学校運営に反映し、地域に開かれた学校づくりを進める。

【参考】

・教育基本法の改正（施行）

第３条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生

涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その

成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
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第１３条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を

自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

・学習指導要領

第１章 総則 第４指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

２（１４） 学校がその目的を達成するため、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。

（４）体験活動について

保護者や教師以外の地域の大人や異年齢の子供たちとの交流、集団宿泊活動や職場体験活動、奉

仕体験活動、自然体験活動、文化芸術体験活動といった体験活動は、他者、社会、自然・環境との

直接的なかかわりという点で極めて重要である。これらの体験活動の充実に当たっては家庭や地域

の果たす役割が大きいことを前提としつつも、核家族化や都市化の進行といった社会の変化やそれ

を背景とした家庭や地域の教育力の低下等を踏まえ、学校教育における体験活動の機会を確保し、

充実することが求められている。

（５）社会教育施設を積極的に活用した体験活動の充実

子供たちは、他者、社会、自然・環境の中での体験活動を通して、自分と向き合い、他者に共感

することや社会の一員であることを実感することにより、思いやりの心や規範意識が育まれる。ま

た、自然の偉大さや美しさに出会ったり、文化・芸術に触れたり、広く物事への関心を高め、問題

を発見したり、困難に挑戦し、他者との信頼関係を築いて共に物事を進めたりする喜びや充実感を

体得することは、社会性や豊かな人間性、基礎的な体力や心身の健康、論理的思考力の基礎を形成

するものである。
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□ 教職員としての資質能力の向上

・県が定めた、「千葉県・千葉市教員等育成指標」に基づき、教職員としての使命と責任を自覚

し、キャリアステージに応じた幅広い視野と豊かな人間性、高い倫理観、高い専門性を身に付

け、社会の変化に伴う新たな課題、地域や保護者のニーズ、生徒の実態に対応できるよう、教

職員一人一人が自ら進んで研修するとともに、教職員全体で組織的・計画的に研修できる体制

を整える。

・校内や近隣の学校等との相互授業参観等の実施を通じて、生徒の学力向上や授業改善に向けた

取組の一層の充実を図る。

（１）教職員の使命と職責の重要性

「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その

職責の遂行に努めなければならない。」と教育基本法第９条で規定されており、教職員としての使

命と責任を自覚し、自己を高めるための不断の努力が求められている。

教職員の日々の教育活動は、子供たちの成長や人格形成に大きな影響を及ぼすものであり、教育

の専門家としての確かな力量と社会人としての総合的な人間力を備えるために、絶えず自己研鑚に

努め、資質能力の向上を図ることが大切である。

また、教職員としての高い倫理観を身に付け、学校の教員に対する生徒や保護者等の信用を著し

く失墜させ、教育そのものへの不信をもたらす不祥事（体罰や飲酒運転、ずさんな金銭管理、わい

せつ、セクハラ行為など）は、根絶しなければならない。

（２）キャリアステージや教科等に応じた研修会等の積極的な活用

県教育委員会では、「千葉県・千葉市教員等育成指標」（以下「指標」）を策定し、初任者研修、

５年経験者研修、中堅教諭等資質向上研修、新任教務主任研修や新任校長研修などのキャリアステ

ージに応じた研修、民間企業や大学等への長期派遣研修等の各種研修事業を実施している。また、

教科等に関する各種研修講座等も実施しているところである。

学校においては、これらの研修を積極的に活用するとともに、校内研修等を活用して、研修成果

が学校現場に還元されるよう努める必要がある。

なお、指標を踏まえ、個々の資質能力や適性、校内で期待される役割等に応じて、意欲をもって

主体的かつ計画的に自己研鑚に努めることが大切である。

（３）校内における組織的・計画的な研修の推進

ア 学校教育目標を具現化した研究テーマの設定

校内研修とは、学校教育目標を具現化するためにすべての教職員が協働して行い、学校が抱え

る教育課題の解決と教職員の資質能力の向上を図る活動である。

学校教育目標の達成に向けて行われる日々の教育活動を充実したものにするためには、その職

務の遂行を通じて見いだされた課題、生徒の実態、保護者や地域の方々からの要望等を踏まえた

テーマを設定し、教職員の共通理解に基づき、学校全体として組織的・計画的に研究を推進する

研 究 と 修 養
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ことが重要である。

イ 研修の実施に当たって

研修の実施に当たっては、全教職員が目的や必要性を理解し、課題の共有化を図り、その上で、

「目標の具体化と実現に向けた計画の作成」→「計画に基づく研修の実施」→「達成状況や結果

の評価」→「成果や課題の分析」というマネジメントサイクルを取り入れるなど、学校の実態に

即したより効果的な研修・研究へと工夫していくことが大切である。

（４）授業公開による指導力の向上

生徒一人一人に、人生を拓く「確かな学力」を身に付けさせ、さらに伸ばしていくために、教職

員は授業改善を意欲的に行うなど、指導力の向上を図ることが求められる。

他の教職員の授業を参観することは、優れた指導技術や指導方法を吸収する絶好の機会である。

また、家庭や地域の方々に様々な観点から授業を見てもらうことにより、多くの示唆が得られる。

千葉県では、学力向上施策の一環として、「ちば『授業練磨の公開日』」をすべての公立学校が実

施し、異校種間での授業参観を通じて授業力の向上を目指している。各学校においては、それに限

らず、校内や近隣の学校等との相互授業参観等を実施するとともに、保護者や地域の方々の意見に

真摯に耳を傾け、教職員一人一人の指導力の向上を図ることが重要である。

【参考】

・「千葉県教職員研修体系」 千葉県教育委員会（平成２２年３月）

・「千葉県・千葉市教員等育成指標」 千葉県教育委員会（平成３０年３月）
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□ 「自ら学び、思考し、表現する力」の育成

・生徒の発達の段階を考慮して、学習の基盤としての各教科等における言語活動を一層充実さ

せ、基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得と、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、表現力等を育成する。

・学んだことの意義を実感できる学習活動を充実させ、学びに向かう力、人間性等を涵養する。

・学習活動の質を高めながら習得・活用・探究という学習サイクルの確立を図り、主体的・対

話的で深い学びの実現を目指す。

文部科学省「言語活動の充実に関する指導事例集」（平成２４年６月）、千葉県教育庁教育

振興部学習指導課「高等学校教科研究員研究報告書」（各年度）の活用

（１）「自ら学び、思考し、表現する力」の育成

「自ら学び、思考し、表現する力」の育成は、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育み、主体的

に学習に取り組む態度を養うことである。生徒の発達の段階を考慮して、「生徒の言語活動など、

学習の基盤をつくる活動を充実する」ことは、確かな学力の育成に当たって特に重要となる学習活

動である。

「自ら学び、思考し、表現する力」の基盤となるのは言語の能力である。その育成のために、国

語科を中心に、音読・暗唱、漢字の読み書き、辞書の活用などを定着させた上で、各教科等におい

て、調べ学習、観察・実験、記録、レポート作成、話し合い、発表、要約、説明、論述（中・高）

といった学習活動に積極的に取り組む必要がある。

授業の展開に当たっては、文部科学省「言語活動の充実に関する指導事例集」や千葉県教育庁教

育振興部学習指導課「高等学校教科研究員研究報告書」等を活用するなど、生徒自らが主体的に学

習課題に取り組み、自らの力で課題解決に向かうよう工夫することが大切である。

また、言語活動や観察・実験等の活動の質を高めながら習得・活用・探究という学習サイクルの

確立を一層図り、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指すことが重要である。

（２）「主体的・対話的で深い学び」の実現

子供たちは、主体的に、対話的に、深く学んでいくことによって、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たり、未来を切り拓ひらくために必要な資質・能力を身に付けたり、生

涯にわたって能動的に学び続けたりすることができるようになり、学校教育には、こうした学びの

質に着目した授業改善の取組が求められている。

また、「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特定の指導方法のことでも、学校教育におけ

る教員の意図性を否定することでもない。教員が教えることにしっかりと関わり、子供たちに求め

られる資質・能力を育むために必要な学びの在り方を絶え間なく考え、授業の工夫・改善を重ねて

いくことである。

「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、以下の視点に立った授業改善を行うことで、学校教

育における質の高い学びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたっ

２ 学 習 指 導
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て能動的（アクティブ）に学び続けるようにすることである。

① 学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持っ

て粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できて

いるか。

② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、

自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。

③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働か

せながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問

題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」

が実現できているか。

学びの「深まり」の鍵となるのが、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」である。「見方・

考え方」は、新しい知識及び技能を既にもっている知識及び技能と結びつけながら深く理解し、社

会の中で生きて働くものとして習得したり、思考力・判断力・表現力を豊かなものとしたり、社会

や世界にどのように関わるかの視座を形成したりするために重要なものである。

「見方・考え方」を軸としながら、幅広い授業改善の工夫が展開されていくことが必要であるが、

「主体的・対話的で深い学び」は、１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではなく、単元

や題材のまとまりの中で実現されていくことが求められる。

（３）「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進める際の指導上の配慮事項

以下の５点に留意して取り組むことが重要である。

① 授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく、生徒に目指す資質・能力を育むために

「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の視点で、授業改善を進めるものであること。

② 各教科等において通常行われている学習活動（言語活動、観察・実験、問題解決的な学習など）

の質を向上させることを主眼とするものであること。

③ １回１回の授業で全ての学びが実現されるものではなく、単元や題材など内容や時間のまとま

りの中で、学習を見通し振り返る場面をどこに設定するか、グループなどで対話する場面をどこ

に設定するか、生徒が考える場面と教師が教える場面とをどのように組み立てるかを考え、実現

を図っていくものであること。

④ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になること。各教科等の「見方・

考え方」は、「どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのか」というそ

の教科等ならではの物事を捉える視点や考え方である。各教科等を学ぶ本質的な意義の中核をな

すものであり、教科等の学習と社会をつなぐものであることから、生徒が学習や人生において「見

方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることにこそ、教師の専門性が発揮される

ことが求められること。

⑤ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、それを身に付けさせるために、

生徒の学びを深めたり主体性を引き出したりといった工夫を重ねながら、確実な習得を図ること

を重視すること。

【参考】

・「小学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年７月）

・「中学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年７月）

・「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成３０年７月）
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（４）言語活動について

国語をはじめとする言語は、知的活動（論理や思考）だけではなく、自分や他者の感情や思いを

表現したり、受け止めたりするなど、コミュニケーションや感性・情緒の基盤でもある。

今回、学習指導要領の総則の中で、「学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、

児童又は生徒に生きる力を育むことを目指し、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中

で、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、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育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、

個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際、児童生徒の発達の段階を考慮して、児

童生徒の言語活動を充実するとともに、家庭との連携を図りながら、児童又は生徒の学習習慣が確

立するよう配慮しなければならない。」と規定されている。

（５）言語活動の推進のために

国語科においては、これらの言語の果たす役割に応じ、的確に理解し、論理的に思考し表現する

能力、互いの立場や考えを尊重して伝え合う能力を育成することや我が国の言語文化に触れて感性

や情緒を育むことを重視することが求められる。具体的には、特に小学校の低・中学年において、

漢字の読み書き、音読や暗唱、対話、発表等により基本的な国語の力を定着させる。また、古典の

暗唱などにより言葉の美しさやリズムを体感させるとともに、発達の段階に応じて、記録、要約、

説明、論述といった言語活動を行う能力を培う必要がある。

各教科等においては、国語科で培った能力を基本に、それぞれの教科等の目標を実現する手立て

として、知的活動（論理や思考）やコミュニケーション、感性・情緒の基盤といった言語の役割を

踏まえて、言語活動を充実させる必要がある。また、これまでの言語活動を通じた指導について把

握・検証した上で、各教科等の目標と指導事項との関連及び児童生徒の発達の段階や言語能力を踏

まえて言語活動を計画的に位置付け、授業の構成や指導の在り方自体を工夫・改善していくことが

求められる。そのために、各学校における教科間の関連や学年を超えた系統的で意図的、計画的な

言語活動が実施されるよう、カリキュラム･マネジメントを適正に行うことが求められる。特に、

教科担任制を原則とする中学校、高等学校の国語科以外の教師は、これらの点を理解することが重

要である。

さらに、読書活動の推進があげられる。例えば国語科において、小学校では児童が日常的に読書

に親しむための指導内容を、中学校では生徒の読書をより豊かなものにするための指導内容をそれ

ぞれ位置付けるなど、発達の段階を踏まえた指導のねらいを明確にし、読書活動を推進することが

重要である。もちろん、読書習慣の確立に当たっては家庭の役割が大きいので、学校、家庭、地域

を通じた読書活動の一層の充実が必要である。

その際、学校図書館の活用や学校における言語環境の整備が重要とされる。言語に関する能力の

育成に当たっては、辞書、新聞の活用や図書館の利用などについて指導し、子供たちがこれらを通

して更に情報を得て、思考を深めたり、様々なメディアの働きを理解し、適切に利用する能力を高

めることも重要とされる。
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□ 指導目標の明確化と指導方法の工夫改善

・教科・科目等の指導計画及びシラバスを作成し、指導目標を明確にし、目標や生徒の実態に応

じた授業構成、展開等の工夫改善を図る。

● 指導目標の明確化と指導方法の工夫改善

高等学校においては、中学校との関連を図りながら、地域や学校、生徒の実態及び学科や教科・科

目の特質を生かせるような具体的な指導計画やシラバスの作成とその改善に努めるとともに、生徒の

意欲的、計画的な学習への取組を一層支援する必要がある。以下は中学校の記述である。

指導計画は「確かな学力」の定着のため、学校の創意工夫を生かし具体的な指導がイメージできる

ものでなければならない。各学校においては、「全国学力・学習状況調査」の結果等を踏まえて、日

頃から指導方法の妥当性を検証し授業改善に努め、目標や生徒の実態に応じた授業構成や授業展開等

について工夫改善を図る必要がある。

指導計画の作成に当たっては、学習指導要領に示されている内容や「授業時数等の取扱い」等を踏

まえ、地域や学校の実態を考慮しながら、情報モラル教育を含めた指導計画を作成する必要がある。

また、基礎的・基本的な内容の確実な習得と自ら学び自ら考える力の育成を図るため、各教科間、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必要がある。そのために、日課

表を工夫したり、基本的な学習習慣・態度の育成に計画的に取り組んだりすることが重要である。

また、県教育委員会では、平成２４年度までに全学年の国語・社会・数学・理科・英語の５教科に

ついて、単元毎に５段階の学習到達目標を示し、それに対応した問題例を掲載した「ちばのやる気」

学習ガイドを、すべての学校に配付するとともに、評価問題のＷｅｂ配信を行った。この学習ガイド

や評価問題、「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム改訂版（仮称）」等を授業で積

極的に活用し、授業改善を図り、生徒に目標をもたせ、達成する喜びを感じさせる体験を通じて、生

徒の学力向上につなげていく工夫を重ねることが求められる。
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□ 指導と評価の一体化

・指導目標に即した評価規準を設定し、評価方法を工夫することにより生徒の学習意欲を高める

とともに、自らの指導の改善に努める。

● 指導と評価の一体化

学習評価は、学校における教育活動に関し、生徒の学習状況を評価するものである。「生徒にどう

いった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図るとともに、生徒

自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするためにも、学習評価の在り

方は重要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性のある取組を進めることが求まられる。

評価に当たっては、いわゆる評価のための評価に終わることなく、教師が生徒のよい点や進歩の状

況などを積極的に評価し、生徒が学習したことの意義や価値を実感できるようにすることで、自分自

身の目標や課題をもって学習を進めていけるように、評価を行うことが大切である。

その際には、学習の成果だけでなく、学習の過程を一層重視することが大切である。特に、他者と

の比較ではなく生徒一人一人のもつよい点や可能性などの多様な側面、進歩の様子などを把握し、学

年や学期にわたって生徒がどれだけ成長したかという視点を大切にすることも重要である。

また、教師による評価とともに、生徒による学習活動としての相互評価や自己評価などを工夫する

ことも大切である。相互評価や自己評価は、生徒自身の学習意欲につながることから重視する必要が

ある。

資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには、指導と評価の一体化を図る中で論

述やレポートの作成、発表、グループでの話合い、作品の制作等といった多様な活動を評価の対象と

し、ペーパーテストの結果にとどまらない、多面的・多角的な評価を行っていくことが必要である。
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□ 個に応じた指導の一層の充実

・個別学習やグループ学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習等を取り入れ、指導方法を改善

することにより、個に応じた指導の充実を図る。

・補充・発展的な学習を取り入れる等、学習内容を工夫し、学力の向上を図る。

・生徒の特性や進路希望に応じ、個性を生かす教育を推進する。

● 個に応じた指導の一層の充実

学習の主体は生徒であり、教師は生徒の実態に即した指導の推進に努めなければならない。そのた

めには、生徒一人一人の学力の状況や日々の授業の理解度を把握する必要がある。

各学校においては、自校の特性や生徒の実態等を生かし、少人数指導等、個に応じたきめ細かな指

導方法を工夫することが大切である。具体的には、生徒の発達の段階や学習の実態などに配慮しなが

ら、従来から取り組まれてきた一斉指導に加え、個別指導やグループ別指導といった学習指導形態の

導入、理解の状況に応じた繰り返し指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、生徒の興味関心や理

解の状況に応じた課題学習、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などを柔

軟かつ多様に導入することが重要である。

その際、基礎的・基本的な内容及び学び方の基礎を身に付けさせるとともに、生徒の興味・関心に

応じた課題学習や発展的な学習が行えるようにすることが併せて大切である。

なお、少人数指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導に当たっては、教師間の連携協力や役割を

明確にした指導方法の確立及び指導計画の改善に努めることが必要である。

また、各学校において、障害のある生徒の指導については、個に応じたきめ細かな指導を行うため、

個別指導計画等の作成と工夫改善を組織的に進め、その取組の充実に努めることが大切である。

高等学校段階においてはさらに、地域や学校の実態等を踏まえ、生徒の特性や進路希望等に即した

多様な学習ニーズに応えるため、様々な教科・科目から選択履修できるようにするとともに、指導方

法の工夫改善を図り、生徒一人一人の個性や能力を伸ばすような指導に努める必要がある。
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□ 読書活動の充実

・県立図書館等との連携や図書委員会等の計画による読書活動を一層充実し、生涯にわたり読書

に親しむ意欲と態度を育成する。

・「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）」に基づき、学校図書館の整備に努める。

● 読書活動の充実

改正された学校教育法では、義務教育として行われる普通教育の目標の一つとして、「読書に親し

ませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと」が新たに規定された。

また、新学習指導要領では、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

・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに、生徒の自主的、自発的な学習活動や

読書活動を充実することが求められている。

読書活動は、生徒の言語力を高め、言語活動を豊かにするものであり、あらゆる教科等の学習活動

の基礎となる力を身に付けると同時に、一生の「生きる力」や楽しみの基となるものであることから、

積極的に取り組ませたい。

言語活動を豊かにする手立てとして、学校図書館の活用が有効であるが、学校図書館は、自由な読

書や読書指導の場である「読書センター」としての機能と、生徒の自発的・主体的な学習活動を支援

し、教育課程の展開に寄与する「学習センター」「情報センター」としての機能を果たし、学校教育

の中核的な役割を担うことが期待されている。

そこで、各学校では、学校長のリーダーシップのもと、司書教諭等を中心に、積極的に学校図書館

を整備し、活用することで、学校図書館の活性化を図ることが大切である。なお、活性化するための

具体的な取組項目や基準については、「学校図書館自己評価表」を大いに活用されたい。さらに豊富

な図書資料を活用した調べ学習や新聞の活用等多様な学習展開が求められている。それには、地域の

図書館等との連携が不可欠であるので、学校教育・社会教育の連携の強化が望まれている。

また、保護者が子供の読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に及ぼす影響が大きいことから、

家読（うちどく）を奨励するなど、学校と家庭が連携を図りながら、子供の読書活動の推進に取り組

むことが重要である。

・「教育課程企画特別部会における論点整理について（報告）」（平成２７年８月２６日）

・「学校教育法第２１条第５項」（平成２０年４月１日施行）

・「小学校学習指導要領」「中学校学習指導要領」（平成２９年３月告示）

・「小学校学習指導要領解説 総則編」「中学校学習指導要領 総則編」（平成２９年７月）

・「高等学校学習指導要領」（平成３０年３月告示）

・「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」（第四次）（平成３０年４月）

・「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）」（平成２７年３月）

・「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）」（平成２８年１２月）
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□ 道徳教育の充実

・校長の方針の下、道徳教育推進教師を中心に組織的・計画的に全職員が道徳教育を行う。

・「考え、議論する道徳」を意識しながら、公開授業研究会への参加や校内における相互授業参

観等の実施を通じて、道徳の授業の質を高める。

・ロングホームルーム等において、県で作成した映像教材や読み物教材を活用して、一層充実し

た道徳の授業を実践する。

・家庭・地域の教育力を活用しながら、生徒の道徳性の育成に資する体験活動の充実を図る。

● 生きる力の基盤となる「豊かな心」の育成

「豊かな心」の育成において道徳教育は、その中核的な役割を果たす。したがって、道徳教育の推

進に当たっては、教師の一方的な価値観の押し付けになったり、道徳の授業が画一的なものとなった

りすることのないように留意し、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的

・多角的に考え、生き方についての考えを深めることが重要である。

道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行われる。千葉県では、高等学校においても平成２５年度

から「道徳」を学ぶ時間が始まり、教育活動の全体を通じて行われる道徳教育の中核的場面が設定さ

れたことにより、道徳教育の一層の推進と充実が期待される。

（１）千葉県道徳教育の指針

千葉県では、生徒が、人と人、人と社会、人と自然などの豊かなふれあいの中で、自分と自分を

取り巻くものとのかかわりやつながりを深く意識し、自他の生命を尊重し、自らの人生をよりよく

生きていけるよう、学習指導要領を踏まえて重点的な指導を行うこととし、「『いのち』のつながり

と輝き～大切なあなた、大切なみんな、大切な自然と地球、そして大切なわたし～」を千葉県にお

ける道徳教育の主題として掲げ、すべての学校種で生徒の発達の段階に応じた取組を推進している。

小学校においては「かかわる『いのち』」を主題として、自己の生き方やその基盤となる道徳的

価値観の形成を図りながら、豊かな体験を通して、人間としてよりよく生きるための基礎・基本と

なる道徳性を育成する。

中学校においては「つながる『いのち』」を主題として、人物から生き方や人生訓を学んだり、

自分の考えをもって討論したりするなど、道徳的価値観に基づいた人間としての生き方についての

自覚を深め、社会とのかかわりを見つめさせる指導を充実させる。

高等学校においては「共に輝く『いのち』」を主題として自己の生き方を探求し、自己実現を図

り、自他の生命を尊重する精神、自律の精神及び社会連帯の精神並びに義務を果たし責任を重んじ、

よりよい社会や国を実現しようとする態度を育てるとともに、道徳的実践力を高めることを目的と

する。

（２）校長のリーダーシップと道徳教育推進教師の役割

道徳教育は、学校の教育活動全体で取り組むものであることから、校長は、学校の道徳教育の基

本的な方針を学校の教育目標とのかかわりにおいて、全教師に明確に示す必要がある。道徳教育の

充実のためには、校長がリーダーシップを発揮し、その方針の下、学校として一体的な推進体制を

つくり、道徳教育推進教師の役割を明確にし、全教師の共通理解を図りながら、機能的な協力体制

３ 道 徳 教 育
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を確立することが重要である。

また、小・中学校の道徳教育推進教師の役割としては、道徳教育の指導計画の作成に関すること、

道徳の時間の充実と指導体制に関すること、道徳教育の研修の充実に関することなどが挙げられる。

道徳教育推進教師は、それらの取組の全体を掌握しながら、全教師の参画、分担、協力の下に道徳

教育が円滑に推進され、充実していくように働きかけていくことが重要である。

平成３０年３月に告示された高等学校学習指導要領では、道徳教育の指導体制（第１章総則第７

款１前段において、「１ 各学校においては、第１款の２の(2)に示す道徳教育の目標を踏まえ、道

徳教育の全体計画を作成し、校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担当する教師（「道徳教育

推進教師」という。）を中心に、全教師が協力して道徳教育を展開すること。」とあり、平成３４年

度からは高等学校においても、「道徳教育推進教師」を置くこととなっている。

なお、千葉県では、高等学校においても、「道徳教育推進教師」を平成２４年度から各学校に置

いているとともに、年間２回の研修会を実施している。研修会での内容については各学校で情報共

有することが大切である。

（３）道徳教育の諸計画の工夫改善

学校における道徳教育の充実を図るには、道徳教育の諸計画を工夫・改善する等見直すことが大

切である。特に、各学校における道徳教育の重点、道徳教育と各教科、特別活動、総合的な探究（学

習）の時間、外国語活動等との関連を時期と内容の視点から一覧に示したもの（全体計画の別葉）

を整えたり、諸計画を実効性のあるものにするための工夫・改善を図り、活用しやすいものにした

りすることが重要である。

また、その際には、全内容項目とともに、県で作成した道徳教育映像教材や読み物教材集を諸計

画に明確に位置付け、各校で積極的に活用することで、道徳教育の要である「『道徳』を学ぶ時間」

を一層充実させることが重要である。

例えば、問題解決的な学習や体験的な学習を通じて、自分ならどのように行動・実践するかを考

えさせ、自分とは異なる意見と向き合い議論する中で道徳的内容項目について多面的・多角的に学

べるような指導方法の改善を期待したい。

（４）公開授業研究会への参加や校内における相互授業参観等を通じた、指導方法の改善

小・中学校での「道徳科」は、学校全体で行われる道徳教育としては、扱う機会が十分でない道

徳的価値に関わる指導を補ったり、一層深めたり、相互の関連を捉えなおしたり発展させたりする

要の役割を担っている。「『道徳』を学ぶ時間」を充実させるためには、各学校が、意図的、計画的

に基本的な道徳の指導方法等に関する研修や、学校や生徒の実態に応じた教材の開発等指導方法の

工夫・改善を進めていくことが不可欠である。

県では、道徳教育の研究指定校における公開授業研究会や心の教育推進キャンペーンによる公開

授業など多くの公開授業が計画されている。また、県内には、道徳教育を研究に据えて取り組んで

いる学校も多い。このような機会を積極的に活用し、道徳の指導方法の工夫・改善に役立てること

が大切である。

特に、近年、近隣の小・中・高等学校が連携した道徳教育の実践や、授業研究会を相互に参観す

る等の交流も進められている。

今後、道徳教育に関する研修を実施したり、校内の相互授業参観や校種を越えた授業参観等によ

り互いの良さを学び合い、自ら積極的に指導方法の工夫・改善を図ったりすることは、高等学校に

おける「『道徳』を学ぶ時間」の授業の充実に向けて重要な取組である。
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（５）県で作成した映像教材や読み物教材集教材の活用

小学校での「道徳科」及び中学校での「道徳の時間」において、高等学校は「道徳」を学ぶ時間

等において、千葉県独自の「道徳教育映像教材」や高等学校読み物教材集を活用した授業を実施し、

道徳教育のより一層の充実に努めることが大切である。

〔県で作成した映像教材及び読み物教材集等〕

平成２２年度 中学生用道徳教育映像教材「夢にかける橋」

高校生用道徳教育映像教材「青春のホイール」

平成２３年度 小学生用道徳教育映像教材「ぼくのせいじゃない」等７本

平成２４年度 小学生用道徳教育映像教材「ひびけ、心のリコーダー」、保護者等大人向け映像

中学生用道徳教育映像教材「いつのまに・・・」、保護者等大人向け映像

高校生用読み物教材集「明日への扉」

平成２５年度 高校生用道徳教育映像教材「支える人になりたい」「守りたいもの」

平成２６年度 高校生用読み物教材集「明日への扉Ⅱ」

平成２７年度 中学生用道徳教育映像教材

「お母さんのお母さん」「みんなで描く心の色」「手のひらの小さな世界」

平成２８年度 小学生用道徳教育映像教材

「いのちがいっぱい」「本当の宝物」「思いやりの花がさくとき」

平成２９年度 高校生用読み物教材集「明日への扉Ⅲ」

「道徳教育の手引き」（改訂版）

平成３０年度 「千葉県道徳教育指導用映像資料」（実践授業映像）

これらの教材は、内容も千葉県にゆかりのある人物やできごとや、実際に学校でありがちな状況

を想定して作成してある。今後も、これらの教材については、年間指導計画に位置づけ、積極的な

活用を図っていくことが望まれる。

また、平成２９年度末には、高等学校用道徳教育教材として「明日への扉Ⅲ」を配付した。ワー

クシートと読み物教材の２部構成となっており、「明日への扉」「明日への扉Ⅱ」も活用しながら、

学習できる構成となっている。

その他、「道徳教育の手引き」（改訂版）や「千葉県道徳教育指導用映像資料」（実践授業映像）

等の資料を活用して、「『道徳』を学ぶ時間」の授業の質が高まるよう、研修していくことも大切で

ある。

なお、平成２４年度に小・中学校・特別支援学校に作成・配付した、いじめを題材にした道徳の

映像教材については、保護者等大人用の映像を保護者会や学校を核とした県内1000か所ミニ集会等

で積極的に活用し、成果を挙げている学校もある。

（６）家庭や地域との連携

道徳教育を充実させるには、保護者や地域との一層の連携を進めることが大切である。

各学校は、近隣の幼稚園、小・中学校、高等学校はもとより、保護者や地域に道徳の授業公開を

積極的に行うことを通して、ゲストティーチャーとして地域の人を招いたり、保護者や地域の人に

授業に参加してもらったりするなど、道徳教育についての理解を深め、地域の教育力を積極的に活

用し、家庭や地域と連携して、子供たちの道徳性の育成に取り組むことが重要である。

また、授業参観日や学校を核とした県内1000か所ミニ集会など、保護者や地域の人が集まる機会

を利用して、いじめを題材にした道徳の映像教材を活用して協議を深めたりするなど、学校と家庭
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や地域が連携して道徳教育を推進することが望まれる。

（７）「情報モラル」と道徳教育

情報通信技術の進展に伴い、他者との関わり方等の面でも新たな配慮等が求められている一方で、

多くの若者が他者とのコミュニケーションや対人関係に悩んでいるとの指摘もある。情報モラルにつ

いては、その前提として、人間として踏まえるべき倫理観や道徳性が重要になると考えられる。道徳

教育においては、情報モラルに関する題材を生かしたり、擬似体験を授業の一部に取り上げたりする

こと等が考えられる。

また、県で作成した中学生用映像教材「いつのまに・・・」や「手のひらの小さな世界」等を活用

することも可能である。

なお、道徳を学ぶ時間は、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多

角的に考え、自己の生き方について考えを深める時間であり、情報機器の使い方やインターネットの

操作、危険回避の方法やその際の行動の具体的な方法等に主眼をおくものではないことに留意する必

要がある。

【参考】

・「高等学校学習指導要領」（平成３０年３月）

・「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成３０年７月）
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□ グローバル化に対応した教育の推進

・日本の歴史・伝統文化等の理解を深め、日本人としてのアイデンティティの確立を図るととも

に、自己の考えなどを主体的に発信する力を育成する。

・学校教育活動全体を通して異文化理解を深める中で、広い視野に立ち、言語、文化等の違いを

越えて関係を構築する能力等を養うとともに、他者を尊重し、協働するための語学力・コミュ

ニケーション能力等のグローバル化に対応した資質・能力を育む。

（１）「国際理解教育」と「国際教育」

異文化理解を重視する教育を「国際理解教育」という。一方、異文化理解に加え、日本の歴史・伝統

文化等の理解や日本人としてのアイデンティティの確立など、自らの国の伝統・文化に根ざした自己の

確立と自らの考えや意見を自ら発信し、具体的に行動する児童・生徒の育成を目指す教育を「国際教育」

という。これらを包括し、グローバル化が加速する中で、地球的視野に立って、様々な分野で活躍でき

るグローバル人材を育成するための教育を「グローバル化に対応した教育」という。

「国際理解教育」 ①異文化を理解し、これを尊重・共生できる資質・能力

②自己の確立

③コミュニケーション能力

（理解だけでなく、主体性や発進力を重視）

「国際教育」 ①異文化や異なる文化を持つ人々を受容し、「つながる」ことができる力

②自らの国の伝統・文化に根ざした自己の確立

③自ら発信し、具体的に行動することのできる力

（参考）文部科学省「初等中等教育における国際理解教育推進検討会報告（平成１７年８月３日）より」

（２）グローバル化に対応した教育の推進

グローバル化が急速に進展する中、日本は数々の課題に直面し、その解決に迫られている。例えば、

国内では、少子高齢化が進み、労働力や市場を海外に求めることになり、これまでのように一部の企業

や人だけが世界に進出するのではなく、これからの子供たちは日常的に、外国の人との関りが深まるこ

とが予想される。異文化や異なる価値観を持つ人とふれあい、多様性を尊重し、また、日本の良さを理

解し、発信する力が一層必要とされ、そして、地球規模で物事を見つめ、他者を尊重し、協働し、新た

な価値を創造する力等が求められる。それに対応する教育及び人材育成は喫緊の課題であり、学校教育

に対する期待は大きい。教師には時代を読む力が強く求められ、子供たちが 10 年後・20 年後、どうい
う社会の中で生きていくのかを見通し、世界各国と共生していくためには、どのような力を身につけな

ければならないかを考えた教育活動を展開する必要がある。

国の「グローバル人材育成推進会議」において「グローバル人材」の要素として、

４ グローバル化に対応した教育
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要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力

要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感

要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ

が挙げられている。このほか、幅広い教養と深い専門性、課題発見・解決能力、チームワーク（異質

な者の集団をまとめる)とリーダーシップ、公共性・倫理観、メディア・リテラシー等も大切な要素

とされている。学校教育では、どの要素も発達段階に応じて育てる必要があるが、特に第Ⅱ、第Ⅲの

要素は、「変化」と「多様性」に富む社会を生き抜く土台となる力であり、学習指導要領が

目指す「生きる力」（自ら考え、主体的に行動し、よりよく問題を解決する力等）につながる。

諸調査によると、現代の子供たちは、社会に対する意識や自分に対する自信が低く、「内向き志向」

と言われる。子供たちが主体的に生きるために、「積極性」や「チャレンジ精神」、「困難を乗り越え

る強靱さ」等の力の育成が必要である。そして、日本人としてのアイデンティティと幅広い教養をも

ち、自己の考え等を主体的に発信し、世界に打って出たり、外国人を迎え入れたり、交流したりする

ことのできる人材の育成が求められる。

「国際理解」とは、必ずしも「国際（外国）」だけではなく、「日本」や「地域」を理解し、発信す

ることも大切な要素である。国際教育は他者とのかかわりの中で進められるものであることから、コ

ミュニケーション能力の育成も重要な視点である。外国語（英語）を話せるかは、大きな要素ではあ

るが、それ以上に、「自分から積極的に他者とかかわろう」「相手のことを理解しよう」といった心情

や実践力が、コミュニケーションの基盤となる。これらは、内容として「国際理解」を扱う活動ばか

りではなく、全ての教科・領域の学習やＨＲ、課外活動の時間等、学校教育全体において推進する必

要がある。グループ活動や話し合い等、日常的な活動で学ぶことが「国際理解」の一歩であるという

意識をもち、意図的、計画的な教育活動を実践することが求められる。
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□ 政治的教養を育む教育の推進

・国家・社会の形成者としての資質や能力を育むため、民主主義の意義、政治や選挙の理解に

加えて、国で作成した副教材・指導資料を活用しつつ、生徒が有権者として自らの判断で権

利を行使できるよう、具体的かつ実践的な指導を行う。

・校長を中心に学校として指導のねらいを明確にし、系統的、計画的な指導計画を立てて実施

するとともに、校内研修を実施するなど教員の資質向上を図る。

（１）高等学校等における政治的教養の教育

公職選挙法の改正による選挙権年齢を引き下げは、未来の我が国を担っていく世代である若い人

々の意見を、現在と未来の我が国の在り方を決める政治に反映させていくことが望ましいという意

図に基づくものであり、今後は、高等学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していく

ことがより一層期待されている。

このため、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、民主主義、政治

や選挙の理解に加えて現実の具体的な政治的事象も取り扱い、具体的かつ実践的な指導を行うこと

が重要である。また、生徒が法律にのっとって、適切に選挙運動が行えるよう、公職選挙法等に関

する正しい知識についての指導も重要である。

他方で、学校は、教育基本法第１４条第２項に基づき、政治的中立性を確保することが求められ

るとともに、教員については、公正中立な立場が求められており、教員の言動が生徒に与える影響

が極めて大きいことなどから法令に基づく制限などがあることに留意することが必要である。

（２）政治的教養の教育に関する指導上の留意事項

ア 政治的教養の教育は、学習指導要領に基づいて、校長を中心に学校として指導のねらいを明確

にし、系統的、計画的な指導計画を立てて実施すること。また、教科においては公民科での指導

が中心となるが、総合的な探究（学習）の時間や特別活動におけるホームルーム活動、生徒会活

動、学校行事なども活用して適切な指導を行うこと。

指導に当たっては、教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で生徒

を指導すること。

イ 政治的教養の教育においては、議会制民主主義など民主主義の意義とともに、選挙や投票が政

策に及ぼす影響などの政策形成の仕組みや選挙の具体的な投票方法など、政治や選挙についての

理解を重視すること。あわせて、学校教育全体を通じて育むことが求められる、論理的思考力、

現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し、公正に判断する力、現実社会の諸課題を見

いだし、協働的に追究し解決する力、公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度を身に付

けさせること。

ウ 指導に当たっては、学校が政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象も取り扱い、

生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一層具体的かつ実践的

な指導を行うこと。

また、現実の具体的な政治的事象については、種々の見解があり、一つの見解が絶対的に正し

く、他のものは誤りであると断定することは困難である。加えて、一般に政治は意見や信念、利

５ 政治的教養を育む教育
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害の対立状況から発生するものである。そのため、生徒が自分の意見をもちながら、異なる意見

や対立する意見を理解し、議論を交わすことを通して、自分の意見を批判的に検討し、吟味して

いくことが重要である。したがって、学校における政治的事象の指導においては、一つの結論を

出すよりも結論に至るまでの冷静で理性的な議論の過程が重要であることを理解させること。

さらに、多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄、現実の利害等の対立のある事柄等

を取り上げる場合には、生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示することなどが重要で

あること。

その際、特定の事柄を強調しすぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど、

特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒が主体的に考え、判断することを妨げることの

ないよう留意すること。また、補助教材の適切な取扱いに関し、同様の観点から発出された平成

２７年３月４日付け２６文科初第１２５７号「学校における補助教材の適正な取扱いについて」

にも留意すること。

エ 生徒が有権者としての権利を円滑に行使することができるよう、選挙管理委員会との連携など

により、具体的な投票方法など実際の選挙の際に必要となる知識を得たり、模擬選挙や模擬議会

など現実の政治を素材とした実践的な教育活動を通して理解を深めたりすることができるよう指

導すること。

なお、多様な見解があることを生徒に理解させることなどにより、指導が全体として特定の政

治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又は反対することとならない

よう留意すること。

オ 教員は、公職選挙法第１３７条及び日本国憲法の改正手続に関する法律第１０３条第２項にお

いてその地位を利用した選挙運動及び国民投票運動が禁止されており、また、その言動が生徒の

人格形成に与える影響が極めて大きいことに留意し、学校の内外を問わずその地位を利用して特

定の政治的立場に立って生徒に接することのないよう、また不用意に地位を利用した結果となら

ないようにすること。

【参考】

・高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」及び「活用のための指導資料」

総務省・文部科学省 （平成２７年１０月）

・「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について（通知）」

文部科学省 （平成２７年１１月）

・「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について（通知）

に関するＱ＆Ａ」 文部科学省 （平成２８年２月）
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□ 総合的な探究（学習）の時間の工夫改善

・各学校で定める目標及び内容、育てようとする資質・能力を明確にして、全体計画を作成し、

年間指導計画との関連を図る。

・地域の教育資源を積極的に活用するとともに、探究のプロセスを意識し、協働的な取組を通し

て、よりよく問題を解決する力を育てる。

● 総合的な探究（学習）の時間の工夫改善

「総合的な学習の時間」は、学校が地域や学校、児童生徒の実態等に応じて、教科・科目等の枠を

超えた横断的・総合的な学習とすることと同時に、探究的な学習や協働的な学習とすることが重要で

あるとされてきた。特に探究的な学習を実現するため、探究のプロセスを明示し、学習活動を発展的

に繰り返していくことが重視されてきた。

「総合的な学習の時間」での成果及び課題を踏まえて、高等学校においては、名称を「総合的な探

究の時間」に変更し、小・中学校における総合的な学習の時間の取組を基盤とした上で、各教科・科

目等の特質に応じた「見方・考え方」を総合的・統合的に働かせることに加えて、自己の在り方生き

方に照らし、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、「見方・考え方」を組み合わせて統合

させ、働かせながら、自ら問いを見いだし探究する力を育成するように改訂がなされた。

「総合的な学習の時間」では、課題を解決することで自己の生き方を考えていくのに対し、「総合

的な探究の時間」では、自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し、解決していくと

いう目標の違いが見られ、この特質については、次の二つの視点をふまえることである。

（１）探究が高度化し、自律的に行われること。

（２）他教科・科目における探究との違いを踏まえること。

「総合的な探究の時間」の目標は、学習過程の在り方及び探究を通して育成を目指す資質・能力の

２つの要素で構成されており、「総合的な探究の時間」の特質に応じた学習の在り方としては、

（１）探究の見方・考え方を働かせる。

（２）横断的・総合的な学習を行う。

（３）自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していく。

とされている。

また、育成を目指す資質・能力は、他の教科・科目等と同様に、知識及び技能、思考力・判断力

・表現力等、学びに向かう力、人間性等で整理されている。

第１の目標を踏まえ、各学校において定める目標及び内容については次のような点を配慮する。

（１）各学校の学校目標を踏まえ、探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力を示

す。

（２）他教科で育成を目指す資質・能力との関連を重視する。

６ 総合的な探究（学習）の時間
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（３）目標を実現するにふさわしい探究課題を設定する。

（４）地域や社会との関わりを重視する。

（５）教科・科目等を超えた全ての学習の基盤となる資質・能力が育まれ、活用されるものとなる

こと。

「総合的な探究の時間」の指導計画を作成する際には、６つの要素（目標、内容、学習活動、指導

方法、指導体制、学習の評価）を示すものとされており、各学校で、探究課題を設定する際には、次

の３つの要件を適切に実施するものとして示されている。

（１）探究の見方・考え方を働かせて学習することがふさわしい課題であること。

（２）その課題をめぐって展開される学習が、横断的・総合的な学習としての性格をもつこと。

（３）その課題を学ぶことにより、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決

していくことに結びついていくような資質・能力の育成が見込めること。

探究の過程においては、「他者と協働して問題を解決しようとする学習活動や言語により分析し、

まとめたり表現したりするなどの学習活動が行われるようにすること。その際、例えば、比較する、

分類する、関連付けるなどの「考えるための技法」が自在に活用されるようにすること」とされてお

り、この意義は、次の３つの点が考えられる。

（１）情報の「整理・分析」の過程における思考力・判断力・表現力を育てる。

（２）協働的な学習を充実させる。

（３）各教科・科目等で学んだ資質・能力を実際の問題解決に活用する。

「総合的な探究の時間」は、高等学校の教育課程において、自然や社会との深いつながりや質・量

ともに豊かな体験を意図的、計画的、組織的に提供し、そこで出会う教育的に価値ある諸課題の探究

に、各教科・科目等で学んだ知識た技能をも活用しながら、主体的、創造的、協働的に取り組む機会

を得られることからも極めて重要な意義を有するものである。これにより、生徒には、人間としての

在り方を理念的に希求し、それを将来の進路実現や社会の一員としての生き方の中に具現すべく模索

するとともに、学校での学習を自己の在り方生き方との関わりにおいて深化、総合化することが期待

されている。

【参考】

・「高等学校学習指導要領解説 総合的な探究の時間編」文部科学省 （平成３０年７月）
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□ 豊かな人間性や社会性の育成

・授業時数の確保と指導方法の工夫改善などにより、ホームルーム経営の充実を図り、自主的

・実践的な態度を育成する。

・学校やホームルームの課題を見いだし、解決するために話し合って合意形成し、役割を分担

して協力し合う態度を育む。

・「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の三つの視点に関わる資質・能力を育成する

・集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、人間としての在り方生き方についての

自覚を深め、自己実現を図ろうとする態度を育成する。

● 豊かな人間性や社会性の育成

（１）生徒による自主的、実践的な活動の助長とホームルーム経営の充実

特別活動においては、教師の適切な指導の下に生徒による自主的、実践的な活動が助長され、

そうした活動を通して特別活動の目標の実現が目指されるものである。そこで、できるだけ生徒に

よる計画に基づく活動を生かし、生徒が自ら進んで活動を行うように指導する必要がある。

生徒会活動や学校行事等の実施に当たっては、生徒が成就感・達成感等を味わうことができる体

験活動等を年間指導計画に適切に位置付けることが重要である。

ホームルーム活動をはじめ、様々な集団活動を通して、生徒が集団や社会の一員としての基本的

なモラルや社会生活上のルールを習得し、責任感や社会性を身に付けるよう指導することが大切で

ある。また、互いに認め合い、好ましい人間関係を作りながら、自ら進んでよりよい生活を築こう

とする意欲や態度の育成を図らなければならない。

ホームルームがよりよい生活集団や学習集団へと向上させるためには、教師の意図的・計画的な

指導とともに生徒の主体的な取組が不可欠であり、ホームルーム経営の充実を図ることと学習指導

要領解説にも示されている。ホームルーム活動等の授業時数を確保し、組織的・計画的に実施し、

生徒一人一人が自己の在り方生き方に真剣に向き合う時間とするなど豊かな自己形成を支援すると

ともに、ホームルーム活動等を公開することで、家庭や地域の一層の理解を深めることが必要であ

る。

（２）「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の三つの視点に関わる資質・能力

「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の三つの視点は、特別活動において育成する資質・能

力における重要な要素であり、学習の過程においても重要な意味をもつものである。

ア 「人間関係形成」

集団の中で、人間関係を自主的、実践的によりよいものへと形成する視点。個人と個人あるい

は個人と集団という関係性の中で、属性、考え方や関心、意見の違いを理解した上で認め合い、

互いのよさを生かすような関係をつくる。

イ 「社会参画」

よりよいホームルームや学校生活づくりなど、集団や社会に参画し様々な問題を主体的に解決

しようとする視点。個人が集団へ主体的に関与する中で育む。

７ 特 別 活 動
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ウ 「自己実現」

現在及び将来の自己の生活の課題を発見し、よりよく改善しようとする視点。自己実現に必要

な自己の理解を深め、自己のよさや可能性を生かす力、自己の在り方生き方を考え計画する力を

集団の中で育む。

（３）集団や社会の形成者としての見方・考え方

特別活動の特質応じた見方・考え方として、「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働

かせることとされた。これは、特別活動と各教科等とが往還的な関係にあることを踏まえて、各教

科・科目等における見方・考え方を総合的に働かせて、集団や社会における問題を捉え、よりよい

人間関係の形成、よりよい集団生活の構築や社会への参画及び自己の実現に関連付けることとして

整理される。

こうした特別活動の評価に当たっては、各活動・学校行事について具体的な評価の観点を設定し、

評価の場や時期、方法を明らかにする必要がある。その際、特に活動過程についての評価を大切に

するとともに、学級担任や当該学年の教師はもとより、全教師の共通理解と連携を十分に図って適

切に評価できるようにすることが必要である。
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□ 運動に親しむ資質・能力の育成と体力の向上

・生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを継続するための資質・能力

を育てる。

・自己の適性等に応じた多様な運動との関わり方を選択し、運動の楽しさを深く味わい、安全を

確保しながら主体的に運動に取り組めるようにする。

・自己の体力の状況をとらえて運動の計画を立て、適切に運動を行うことによって体力の向上を

図る。

● 運動に親しむ資質・能力の育成と体力の向上

（１）学校の教育活動全体を通じた指導の推進

学校における体育・健康に関する指導は、生徒の発達段階を考慮しながら、「科目体育」及び「科

目保健」の時間はもとより、関連の教科、学校行事や運動部活動なども含めた学校の教育活動全体

を通じて積極的に行うことにより、その一層の充実を図ることが大切である。

また、卒業後も、自らの健康を保持増進し、運動の機会や体力づくりを継続して主体的に実践で

きるようにすることも大切である。

（２）指導体制の確立

学校における体育・健康に関する指導を効果的に進めるには、計画的・継続的・組織的に運営・

実施するとともに、常に事故防止に留意し指導することが大切である。そのためには、生徒の体力

・運動能力・運動経験及び健康状態を踏まえるとともに、中学校からの系統性をもった指導を全職

員や家庭・地域及び医療関係機関等との連携を図りながら、共通理解を深めることが重要である。

ア 計画的・継続的・組織的な指導

新体力テストなどの結果を用いて生徒の体力や健康状態等を的確に把握するとともに、学校や

地域の実態に応じて、年間指導計画、学習指導計画、シラバスを作成し、計画的・継続的に指導

することが重要である。また、指導を組織的かつ効果的に進める上で、生徒の体力の向上・健康

の保持増進に寄与するための体力向上推進組織の活性化など、学校の組織力を生かした指導体制

の工夫改善に努める必要がある。

イ 指導方法の工夫

体力・運動能力向上への関心を高めるとともに、その取組を一層推進するために、運動部活動

の参加推進や「運動能力証」受証の奨励、「いきいきちばっ子コンテスト『遊・友スポーツラン

キングちば』」への参加など生徒の実態に応じた指導の工夫が必要である。

ウ 事故防止の徹底

体育活動の実施に当たっては、日頃からの安全点検を徹底するとともに、常に事故防止に留意

し、必要に応じて生徒自らが直ちに救急等の措置がとられるよう指導しておく必要がある。

エ 家庭や地域との連携

家庭や地域及び医療関係機関等との連携に努めながら、学校生活はもちろんのこと、日常生活

においても、自ら進んで運動を適切に実践する習慣を形成する必要がある。

８ 体育・健康・安全教育
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【参考】

いきいきちばっ子コンテスト「遊・友スポーツランキングちば」について

千葉県教育委員会では、平成１９年度から児童生徒の体力向上策の一環として、「いきい

きちばっ子コンテスト『遊・友スポーツランキングちば』」を実施しています。

＜趣旨＞

① 児童生徒の体力向上を図るために、各学校の実態に応じて授業や業間・昼休みの時間等

に児童生徒が取り組める運動種目を紹介し、積極的に外遊びや運動する機会を奨励します。

② 仲間と楽しく集団で協力し合いながら運動に取り組むことにより、好ましい人間関係や

社会性を育成するとともに、記録（ランキング）を公表することにより、活動の意欲化と

継続性を図ります。

○運動の機会を増やして 体 力 向 上

○協力し合いながら 好ましい人間関係や

運動に取り組み 社会性の育成

＜対象＞

県内の公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

＜表彰＞

記録の申込み数により、「学校賞」や「記録認定証」を授与する。

詳細については、千葉県教育委員会ホームページから、

「 いきいきちばっ子コンテスト『 遊・友スポーツランキングちば 』」を

参照してください。

（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/taiiku/ranking/index.html）

● ｢スポーツ立県ちば」の実現に向けて

○ 国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、

いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現する。

○ 豊かなスポーツライフを実現する基礎となる学校体育・運動部活動の充実を図る

スポーツ立国戦略（文部科学省：平成２２年８月２６日策定）より抜粋

第２章 千葉県体育・スポーツ推進の基本的な考え方

１ 千葉県体育・スポーツ推進の基本理念

「スポーツ立県ちば」の一層の推進をするために、施策として
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・ リンクＡ「子どもの体力向上と学校体育活動の充実」

・ リンクＢ「運動・スポーツを楽しむための健康・体力づくり」

・ リンクＣ「スポーツ環境の整備」

・ リンクＤ「競技力の向上」

・ リンクＥ「東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの推進」

・ リンクＦ「スポーツによる地域づくりの推進」

の６つとした。

第１２次千葉県体育・スポーツ推進計画（平成２９年４月策定）より抜粋

本県では、活力ある地域社会の推進を目指し、県民生活のより一層の向上を図るため、平成２２

年１２月に「千葉県体育・スポーツ振興条例」を制定し、平成２４年３月に第１１次「千葉県体育

・スポーツ推進計画」を策定した。さらに、その成果と課題を踏まえ、平成２９年４月に第１２次

「千葉県体育・スポーツ推進計画」を策定した。

本計画は、前計画の成果と課題を踏まえるとともに、約半世紀ぶりとなる東京オリンピック・パ

ラリンピックが、本県内でも開催されるこの５年間を、スポーツの力が最大限に発揮される絶好の

機会と捉え「全ての県民が多面にわたるスポーツの価値を基盤にしながら、健康で活力ある生活を

送り、互いに支え合うスポーツ立県ちば」の一層の推進を目指すものである。

多くの県民が就学する学校教育は、「スポーツ立県ちば」の実現に向けて大きな役割を担ってい

る。小・中・高等学校の学習指導要領解説（文部科学省：平成２９・３０年）に示されているとお

り、「体育科、保健体育科については、これらの課題を踏まえ、心と体を一体としてとらえ、生涯

にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する資質・能力をを育成するこ

とを重視する観点から、運動や健康に関する課題を発見し、その解決を図る主体的・協働的な学習

活動を通して、『知識・技能』、『思考力・判断力・表現力等』、『学びに向かう力・人間性等』を育

成すること」が必須であり、その一層の充実が求められる。

【参考】

・「第１２次千葉県体育・スポーツ推進計画」千葉県教育委員会（平成２９年４月）

・「高等学校学習指導要領解説 保健体育・体育編」文部科学省（平成３０年７月）
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□ 健康で安全な生活を主体的に実践する能力と態度の育成

・心身の発達の段階に応じた保健教育の充実や深化を図り、自らの健康を適切に管理できる能力

を育成する。

・養護教諭を中心として、保健主事などの関係教職員や学校医等と連携した組織的な保健指導の

充実を図る。

・学校保健委員会を開催し、家庭や地域・関係機関等と連携し、生徒の健康づくりの推進に努め

る。

・学校生活を含む生活全般を通して、自らの安全に配慮し、危険を予測・回避する能力はもとよ

り、自他の生命をかけがえのないものとして尊重する態度の育成を図る。

・防災について身に付けた知識や技能を、地域の防災活動や災害時の支援活動など、共助の活動

に生かすことのできる生徒の育成を図る。

（１）健康教育の充実

学校における健康教育においては、学校保健、学校安全及び学校給食に関する指導を、それらの

管理と表裏一体として、教育活動全体を通して計画的・組織的に行わなければならない。

また、健康教育の推進に当たっては、養護教諭や栄養教諭、学校栄養職員等の専門性を生かした

授業や特別活動の工夫を図り、学校・家庭・地域及び医療関係機関等との連携を密にし、学校保健

委員会等の組織の確立と活動の更なる充実を図る。

（２）健康教育に関する指導

学校における健康教育は、児童生徒が健康に関する個人の適切な意志決定や行動選択及び健康的

な生活環境づくりの重要性について理解できるようにし、生涯を通じて自らの健康を適切に管理し、

改善していく実践的能力を育成することをねらいとしている。

その重要課題は、次のとおりである。

ア 望ましい生活習慣の確立

今日、生活習慣の乱れによる学力や体力の低下が指摘され、社会の根幹を揺るがしかねない喫

緊の課題となっている。

このため、児童生徒の早寝、早起きなどの望ましい生活習慣を確立する取組を学校における重

要課題として位置付け、家庭・地域と協働して発達の段階を踏まえ計画的に行うことが大切であ

る。「いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラン」等を活用して、児童生徒が健康につい

て自ら考え行動し、望ましいライフスタイルの確立を図ることにより、生涯にわたる健康の基礎

づくりを推進する必要がある。

イ 心の健康づくりの充実

心の健康づくりについては、欲求やストレスに適切に対処するとともに、心身の調和を保つこ

とを目的とし、ライフスキル教育等を通して、自己や他人に対する理解を深めていくことが大切

である。児童生徒一人一人の心の健康づくりの指導については、健康相談等を通して、個々の場

面及び状況に即して関係職員、さらには関係諸機関との連携を保ちながら、それぞれの役割を生

かして組織的に対応を図る必要がある。

ウ 薬物乱用防止教育の充実

薬物乱用などの行為は本人の心身を深く傷つけ、家族や社会にも大きな影響を与えることを理

解させるために、各学校においては、学校薬剤師、健康福祉センター（保健所）、警察等の各関



- 49 -

係機関との密接な連携を図りつつ、薬物乱用防止教室等を地域や保護者の参加に配慮して開催す

るなど、薬物乱用防止教育を積極的かつ計画的に推進する必要がある。

エ 性教育（エイズ教育）の充実

学校における性教育は、学習指導要領に則り、児童生徒の発達の段階に応じて性に関する科学

的知識を理解させるとともに、これに基づいた望ましい行動がとれるようにすることをねらいと

し、学校全体の指導計画に基づき教育活動全体を通じて指導することとしている。

家庭・地域との連携を推進し、保護者や地域の理解を得ること、集団指導と個別指導の連携を

密にして効果的に行うことが重要である。また、エイズ教育については、エイズの疾病概念、感

染経路及び予防方法を正しく理解させ、エイズを予防する能力や態度を育てるとともに、エイズ

に対するいたずらな不安や偏見をなくすために、児童生徒の発達の段階に応じて性教育との関連

を図りながら、計画・継続・組織的に指導する必要がある。

オ 生活安全指導の充実

一人一人が安全に行動できるよう、校内及び校外（登下校を含む）等の日常生活における危険

や事故の状況・要因について理解させ、不審者対応等を想定した訓練を計画的に実施し、自他の

安全確保に対する指導を徹底する必要がある。

カ 交通安全指導の充実

危険を予測した安全な行動がとれるよう、安全な歩行や自転車・二輪車の利用の仕方、自動車

の特性等を理解させ、家庭・地域等と連携を図りながら、実技を伴う参加・体験型の指導や心に

訴える講話等、発達の段階に応じた指導方法を工夫することが重要である。また、交通法規の正

しい理解と遵守及び交通マナーの向上に努め、他の人々や地域の安全に貢献する態度を育成する。

キ 災害安全指導の充実

災害を知り、減災技術を身に付け、災害時に適切な行動ができるよう、自助・共助の

考え方に基づく防災訓練を含む防災教育の一層の充実を図るとともに、施設・設備の定

期的な点検整備と学校が避難場所になった場合の運営方策等を含めた防災対策に努める必要

がある。

ク 安全指導・安全管理の徹底

各学校の実情に即した独自の危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル)の整備・見直しを

行い、安全指導、安全管理の徹底、向上を図る。

【参考】

・「学校における性教育の考え方、進め方」 文部省（平成１１年３月）

・「みんなでいきるために－エイズ教育参考資料－」 日本学校保健会（平成１３年３月）

・「喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料」 日本学校保健会（平成２４年１月）

・「薬物乱用防止教室マニュアル」 日本学校保健会（平成２７年３月）

・「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」 文部科学省（平成１５年２月）

・「大地震に備えて（三訂版）」 千葉県教育委員会（平成９年３月）

・「防災学習ハンドブック」 くろしお教育サミット（平成１９年２月）

・「危機等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」（平成２１年２月）

・「千葉県防災教育指導資料『備えあれば憂いなし』」千葉県教育委員会

（平成２０年３月、平成２１年３月）

・「安全教育参考資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」文部科学省（平成２２年３月）

・東日本大震災の記録「東日本大震災を振り返って」千葉県教育委員会（平成２３年１１月）
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・「学校における地震防災マニュアル」千葉県教育委員会（平成２４年３月）

・学校防災のための参考資料「『生きる力』を育む防災教育の展開」文部科学省（平成２５年３月）

・「震災時における実働計画（実働マニュアル）」千葉県教育委員会（平成２９年９月改訂）

・「学校の危機管理マニュアル作成の手引」文部科学省（平成３０年２月）

・「安全管理の手引（三訂版 一部改訂）」 千葉県教育委員会（平成３０年３月）

いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプランとは

子供たち一人一人が主体的に望ましい生活習慣を実践する力を身に付けることができるように、

自分の健康や体力について見つめ直し、それをもとに各自が自分の目標を立て、実践し、評価する

という健康・体力づくりの取組を支援するために策定されたものです。

① 「生活習慣チェック表」を使い、自分の生活習慣の課題を見つ

ける。 ↓

② チェック結果をグラフに表す。

↓

③ 自分にあった作戦を考える。

④ わたしの健康・体力づくり作戦を立てる。

改 善

⑤ 自己評価により、作戦の実行・見直しを行う。

新たな課題の発見

※詳しくは、千葉県教育委員会ホームページに掲載されていますので御活用ください。

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/anzen/suishinjigyou.html

計

画

実
践

評
価
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□ 食に関する指導の充実

・小学校及び中学校の指導を踏まえ、これまでに身につけた生活習慣や食に関する知識・技術を

生かし、食生活の自立を目指した指導に努める。

・食に関する指導が効果的に実施できるよう、全体計画の作成・見直しを行い、関係教科等を中

心に学校教育活動全体で計画的・継続的・組織的な食育の推進に努める。

生涯にわたり心身ともに健康な生活を送るためには、学習を通して「望ましい食習慣」を形成する

ことが必要である。そこで、ただ単に食に関する知識を教えるのではなく、問題解決的な学習を通し、

「生涯、自らの健康を管理することができるための基礎となる力」を身に付けることに努める。

（１）重点食習慣

健康を育むために必要な食習慣を「望ましい食習慣」と考え、特に千葉県では、「よくかんで味

わって食べる」、「３食規則正しく食べる」、「栄養のバランスを考えて食べる」、「マナーを守り人と

楽しく食べる」を重点食習慣と位置付けた。

（２）生涯、自らの健康を管理することができるための基礎となる力（身に付けて欲しい心と体）

自らの健康を管理できるよう「食事・食材に対する興味関心」、「食事の重要性と望ましい食習慣

についての確かな知識」、「自分に適した食を主体的に考え、判断し、実践する力」、「自分の食生活

を見直す力」、「健康の大切さを実感する心」、「食を通して培う豊かな心」を身に付けることが重要

である。

（３）学校における食育の充実

① 全教職員が連携し、学校全体で計画的・継続的・組織的に食育に取り組むことが重要である。

そのため、食に関する指導の全体計画の作成・見直しを行う必要がある。

② 学校・家庭・地域が一体となり、体験活動を取り入れた食育を推進することが重要である。

③ 関係教科等を中心に、学校教育全体を通じて取り組むことが重要である。

④ 「高校生食育リーフレット」等の学習資料を活用し、効果的な学習を行うことが重要である。

【参考】

・「食に関する指導体制の整備について（答申）」中央教育審議会（平成１６年１月）

・「食育基本法」（平成１７年７月）

・「学校保健法等の一部を改正する法律」（平成２０年６月公布）

・「食に関する指導の手引き」（第一次改訂版）文部科学省（平成２２年３月）

・「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」千葉県教育委員会（平成２５年１１月）

・「学校給食における食物アレルギー対応指針」文部科学省（平成２７年３月）

・「第３次食育推進基本計画」農林水産省（平成２８年３月）

・「第３次千葉県食育推進計画」千葉県・千葉県教育委員会（平成２８年１２月）

・「高等学校における『食に関する指導』について（送付）」千葉県教育委員会（平成２９年３月）

・「高校生食育リーフレットについて（通知）」千葉県教育委員会（平成２９年７月）
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□ 確かな生徒理解と組織的対応の充実

・学校として、いじめ防止対策（ネット上の問題を含む）等について、教職員研修を充実し、

いじめの未然防止・早期発見・早期対応を組織的・計画的に一層推進する。

・生徒の心身の発達の段階や特性に即した確かな生徒理解と教育相談を重視した生徒指導に努め

る。

・学校として、暴力行為・いじめ等の問題行動や不登校に対し、一貫性のある指導に努め、組織

的な対応ができる生徒指導体制をつくる。

・社会全体で生徒を守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と積極的に連携・協働し、生

徒を取り巻く課題の解決に努める。

● 確かな生徒理解と組織的対応の充実

（１）いじめは、全ての生徒に関係する問題である。学校は、全ての生徒が安心して学校生活を送る

ことができるよう、いじめの防止等の対策について、学校いじめ防止基本方針に基づき、校内のい

じめの防止等の対策のための組織（以下「いじめ対策組織」という。）を活用し、年間の学校教育

活動全体を通じ、組織的・計画的に行うよう努める。特に、いじめが、いじめられた生徒の心身に

深刻な影響を及ぼす行為であることについて、生徒が十分に理解するよう努めるとともに、全ての

教職員がささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを抱え込まずに全ていじめ対策組織に報告・相談する。

そのために、教職員のいじめ問題についての指導力の向上を図るため、教職員研修の充実に努める。

（２）一人一人の生徒の能力、性格的な特徴、興味、欲求、悩み、交友関係、生育歴、環境条件等を

理解の対象として、多角的・多面的に生徒の理解に努めるとともに、教職員は人格の発達について

発達心理学・教育心理学等の知見を基に客観的・専門的な知識を得ることに努める。

（３）教育相談は、あらゆる教育活動を通して全ての教職員が適時、適切に行うものであり、その体

制の構築にあたっては、コーディネーター役の教職員が専任となり、諸計画を立案して校内研修を

実施するなど、全校を挙げて行う。教職員は、生徒の抱える悩みや暴力行為、いじめ、不登校等を

見過ごすことなく、早期に発見し、深刻化しないよう他の教職員やスクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカー等と連携を図りながら組織的に対応する。

（４）組織的対応の充実にあたっては、校長がリーダーシップを発揮し、教職員一人一人が指導援助

の目的を理解し、自らの専門性を生かして役割を遂行する。また、生徒指導の方針等を明確にし、

生徒や保護者、地域・関係機関に対して具体的に明示するとともに、全教職員による共通理解・共

通実践を基本として取り組み、暴力行為・いじめ等の問題行動や不登校に対して、一貫性のある生

徒指導を行うことができる校内体制を構築する。

（５）生徒指導体制について教職員が自己評価や内部評価を計画的に行うとともに、家庭・地域・関

係機関に対しては、積極的に評価結果や改善策を公表して必要な助言や援助を要請し、それぞれの

役割や連携方法を確認して、一体となって生徒を取り巻く課題の解決に努める。

９ 生 徒 指 導
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□ 一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の育成

・人権意識の向上、規範意識の醸成を図るとともに自尊感情を高め、生命を大切にする心を育む

ことによって、いじめや暴力行為等の防止に一層努める。

・生徒のコミュニケーション能力の向上とともに、豊かな人間関係づくりに努める等、社会性を

育む教育活動を展開する。

・自己存在感を育み、共感的人間関係を育成し、自己決定の場や機会を設定する等、「生徒指導

の機能を生かしたわかる授業の展開」により、生徒の自己実現が図れるよう努める。

● 一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の育成

（１）教職員及び生徒の人権意識を高め、生徒に基本的な生活習慣を確立させ、規範意識に基づいた

行動様式を定着させるとともに、生命の大切さを考えさせるために、道徳の時間、総合的な探究（学

習）の時間、特別活動、教科の中で、生命にかかわるテーマを設定し、教育課程全体を通して生命

を大切にする教育に取り組む。その際、生徒の個々の発達の段階に配慮しながら、自尊感情を育み、

生命の大切さを実感できるような体験活動の充実を図るなど、学校教育活動全体を通じて、いじめ

や暴力行為、不登校等の未然防止に資する多様な取組が体系的かつ計画的に行われるよう努める。

（２）集団の中で、生徒全員が活躍できる場と機会を設定し、自分の意見を述べ他者の意見を理解す

ることに努めさせることにより、自分を価値のある存在として尊重する感情を高め、社会の一員と

して生活の充実と向上のために進んで貢献していこうとする態度や行動様式を身につけさせるよう

に努める。

（３）一人一人の興味関心を生かした指導や生徒が互いの考えを交流し、互いの良さを学び合う場を

工夫した指導、一人一人が主体的に学ぶことができるよう課題の設定や学び方について自ら選択す

る場を工夫した指導等に努め、生徒指導の機能を生かしたわかる授業を展開することにより、生徒

の自己実現が図れるよう努める。

【参考】

・「児童生徒の教育相談の充実について」－生き生きとした子どもを育てる相談体制づくり－（報告）

文部科学省 教育相談等に関する調査研究協力者会議（平成２１年３月）

・「生徒指導提要」 文部科学省（平成２２年３月）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/04/1294538.htm

・「規律ある明るい学校環境づくり～暴力行為を防止し、よりよい人間関係づくりのために～」

千葉県教育委員会（平成２３年８月）

・「いじめ防止対策推進法」（平成２５年９月施行）
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・「いじめの防止等のための基本的な方針」

文部科学省（平成２５年１０月、平成２９年３月改定）

・「千葉県いじめ防止対策推進条例」千葉県（平成２６年４月施行）

・「千葉県いじめ防止基本方針」千葉県・千葉県教育委員会

（平成２６年８月策定、平成２９年１１月改定）

・「いじめゼロ」へ！千葉県版教職員向けいじめ防止指導料集

千葉県教育委員会（平成２７年２月）

・「千葉県不登校対策指導資料集」千葉県教育委員会（平成３０年３月）
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□ すべての教育活動を通じたキャリア教育の推進

・すべての教育活動を通じて、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力の育成

に努める。

・地域や産業界等との連携によるインターンシップ等の取組を促進し，望ましい勤労観・職業観

の育成を図る。

・専門学科においては、生徒が希望に応じて、専門性の深化が図れるよう計画的・組織的に支援

する。

（１）キャリア教育の視点を意識した教育活動

キャリア教育は、生徒のキャリア発達を支援する総合的な教育活動であって、キャリアを形成し

ていく技能だけを教える教育ではない。キャリア教育は、関連する様々な取組が各学校の教育課程

に適切に位置付けられ、計画性と体系性をもって展開されてこそ、そのねらいが実現される。その

ためには、キャリア発達という視点から自校の教育課程の在り方を改善していくことが重要である。

その際、各領域・分野の関連する活動を再検討し、それぞれのねらいや内容等を踏まえつつ相互の

有機的な関連付けを図り、子供たちのキャリア発達を支援する体系的なものとなるように、キャリ

ア教育の視点を入れた全体計画、年間計画を構築・作成し、それを円滑に遂行できるようにするこ

とが大切である。また、キャリア教育に関する学習が、教科・科目の学習や主体的に学ぼうとする

意欲の向上に結び付く一方で、教科・科目の学習がキャリアに関する学習への関心や意欲につなが

るという、相互補完的な関係にあることを押さえた指導の工夫が必要である。

（２）社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力の育成

人生の中で「働くこと」にどれだけの重要性や意味を持たせるかは、最終的に自分で決めること

であるが、その決定の際に中心となる望ましい勤労観・職業観も、様々な学習や体験を通じて自ら

が考えていく中で形成・確立されるものである。

このため、学校教育においては、社会に適応したり、置かれている状況を自分で打破したりしな

がら、自分の能力を発揮できるよう、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力の

育成が重要であり、これらの育成を通じて価値観、とりわけ望ましい勤労観・職業観を自ら形成・

確立できる子供・若者の育成を目標とすることが必要である。

（３）地域や産業界等との連携

生徒一人一人の社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態度を育成するため、学校

が地域や産業界等と連携した小学校からの起業体験、中学校の職場体験活動及び高等学校のインタ

ーンシップを促進するとともに、生徒が主体的に進路を選択することができるよう、キャリア・パ

スポート（仮称）等の教材を活用しつつ、体系的なキャリア教育を推進する必要がある。

１０ キ ャ リ ア 教 育
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（４）勤労観・職業観の育成

自分と他者や社会との関係について考えを深める高等学校の時期においては、人に尽くしたり社

会に役立ったりすることのやりがいを感じることで、自分の将来展望や社会における自分の役割に

ついて考えを深めることが期待できる奉仕体験活動や就業体験活動を、それぞれ重点的に推進する

ことが適当である。また、職場体験活動や就業体験活動は、キャリア教育の視点からも重要な役割

を果たすものである。
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□ 将来設計や進路選択を見据えた指導の工夫改善

・生徒が自己の将来を設計し、主体的に進路を選択できるよう、家庭や地域、産業界等と連携す

るとともに、系統的なキャリア教育を推進する。

・キャリアカウンセリングの機会を確保し、一人一人のキャリア発達を支援する。

（１）将来の夢や希望を抱くことができる生き方の指導の充実

生徒一人一人は、様々な能力・適性をもっており、多くの可能性を秘めている。指導に当たって

は、職場体験、ボランティア体験などの体験活動を計画的・体系的に推進する。これらの体験活動

を通して、「働くことの喜び」や「世の中の実態や厳しさ」などを伝え、生徒が自分なりの現在及

び将来の生き方を考え、将来への夢や希望を抱くことができるようにすることが大切である。

また、「夢チャレンジ体験スクール」などを通して、夢や希望の源となる多くの感動を生徒の心

に蓄積していくことも大切である。

（２）主体的な進路の選択・決定ができる指導の充実

自分の意志で進路選択をすることにより、自分の進路に自ら責任をもつことができる。したがっ

て、進路を自分自身の問題として受け止め、生徒が主体的に進路選択・決定ができるよう指導・支

援に努めなければならない。

（３）系統的なキャリア教育の推進

一人の人間の成長を考えた場合、小学校から中学校、中学校から高等学校等の学校間の移行には

連続性があり、このような発達の段階に応じた体系的なキャリア教育の充実を図るためには、学校

種間の円滑な連携・継続を図ることが重要である。すなわち、幼稚園・小学校から見て中学校段階

で育成すべき「能力・態度」の理解に対して、中学校から見たときの幼稚園・小学校段階までで育

成された「能力・態度」の理解が、あるいは、中学校から見て高等学校段階で育成すべき「能力・

態度」の理解に対して高等学校から見たときの中学校段階までに育成が求められる「能力・態度」

の理解が必要となる。そこで初めて、各学校段階で育成すべき「能力・態度」が系統的に再構成さ

れて、それぞれの学校段階での発展的な取組が可能となる。

（４）キャリアカウンセリングの機会の確保と質の向上

キャリア教育の取組においては一人一人の課題をしっかりと受け止めながら、常に個に立ち返り、

それぞれのよいところを探し伸ばしていく姿勢をもつとともに、キャリアに関する個別あるいはグ

ループ単位でのカウンセリングの機会の確保と質の向上に努め、子供たちの意識の向上や理解を促

し、自己の可能性の発見や実現へのさらなる意欲を呼び起こすことができるようにすることが大切

である。

【参考】
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・「小学校・中学校・高等学校キャリア教育推進の手引－児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育

てるために－」文部科学省（平成１８年１１月）

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/21career.shiryou/honbun/koumoku/1-05.pdf

・「キャリア教育実践事例集」千葉県教育委員会（平成２０年３月）

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/career/careerkyouiku.html

・「自分に気付き、未来を築くキャリア教育」－小学校におけるキャリア教育推進のために－（小

学校教員向けキャリア教育推進用パンフレット）国立教育政策研究所（平成２１年４月）

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/syoukyari/shougakkou_panfu.htm

・「自分と社会をつなぎ、未来を拓くキャリア教育」－中学校におけるキャリア教育推進のために

－（中学校教員向けキャリア教育推進用パンフレット）国立教育政策研究所（平成２１年１０月）

http://www.nier.go.jp/ChuugakuCareer/chuugakkou_panfu.htm

・「自分を社会に生かし、自立を目指すキャリア教育」-高等学校におけるキャリア教育推進のために-（高等学校教

員向けキャリア教育推進用パンフレット）国立教育政策研究所（平成２２年２月１６日）

http://www.nier.go.jp/KoukouCareer/koukou_panfu.htm

・「高校と大学の連携」千葉県教育委員会

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/renkei/koukou-daigaku/index.html

・「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」

中央教育審議会（平成２３年１月３１日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1301877.htm

・「小学校キャリア教育の手引き〈改訂版〉」文部科学省（平成２３年５月）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/1293933.htm

・「中学校キャリア教育の手引き」文部科学省（平成２３年３月）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/1306815.htm

・「高等学校キャリア教育の手引き」文部科学省（平成２３年１１月）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/1312816.htm

・「学校の特色を生かして実践するキャリア教育」（小・中・高等学校・教育委員会向けキャリア教

育推進用パンフレット）国立教育政策研究所（平成２３年１１月）

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/23career_shiryou/23career_shiryou.html

・「学校が社会と協働して一日も早く全ての児童生徒に充実したキャリア教育を行うために」

キャリア教育における外部人材活用等に関する調査研究協力者会議（平成２３年１２月）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/12/__icsFiles/afieldfile/2011/12/09/1313996_01.pdf

・「今ある教育活動を生かしたキャリア教育」（小・中・高等学校・教育委員会向けキャリア教育推

進用パンフレット）国立教育政策研究所（平成２４年８月）

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/design-career/design-career.html

・キャリア教育の手引「キャリア教育の視点で学校教育を見直そう」

千葉県教育委員会（平成２５年３月）

・「キャリア教育・進路指導について」文部科学省（平成３０年５月）
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□ 特別支援教育に関する教職員の意識の向上

・研修内容の工夫を図り、特別支援教育の視点を踏まえた実践的な指導力の向上に努める。

□ 特別支援教育の推進を支える学校体制づくり

・特別支援教育コーディネーターの役割を明確にして、校内委員会の機能を生かし、関係機関と

連携した総合的な支援体制の整備を推進する。

（１）校長の責務

校長は、特別支援教育実施の責任者として、自らが特別支援教育や障害に関する認識を深めると

ともに、リーダーシップを発揮しつつ体制の整備等を行い、組織として十分に機能するよう教職員

を指導することが重要である。また、特別支援教育に関する学校経営が特別な支援を必要とする生

徒の将来に大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、常に認識を新たにして取り組んでいくことが重

要である。

（２）特別支援教育の体制の整備及び必要な取組

各学校においては、校長のリーダーシップのもと、全校的な支援体制を確立し、組織的に、発達

障害を含む障害のある生徒への適切な指導及び必要な支援に努めていかなければならない。具体的

には、以下のような体制の整備及び取組の必要がある。

① 障害のある生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、校内に特別支援教育に関する委員

会を設置すること。

② 各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員会・校内研修の企画・運営、関係

諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口など特別支援教育のコーディネーター的な

役割を担う教員を、特別支援教育コーディネーターに指名し、校務分掌に明確に位置付けること。

③ 在籍する生徒の実態の把握に努め、特別な支援を必要とする生徒の存在や状態を確かめること。

特別な支援が必要と考えられる生徒については、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護

者と連携して検討を進めること。

④ 指導についての計画や家庭、医療、保健、福祉、労働等の各関係機関と連携した支援のための

計画を、個別に作成することなどにより、個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方

法の工夫を計画的かつ組織的に行うこと。

⑤ 校内で特別支援教育に関する研修を実施したり、教員を校外での研修に参加させたりすること

により専門性の向上に努め、特別支援教育の視点を踏まえた教育活動の充実を図ること。

⑥ 特別支援学校や医療、保健、福祉、労働等の各関係機関、保護者とより一層連携を図り、それ

ぞれの助言・援助を活用し、適切な支援に努めること。

⑦ 学校間の連携や交流を図るとともに、障害のある生徒と障害のない生徒の交流及び共同学習の

機会を設けること。

１１ 特 別 支 援 教 育
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□ 生徒一人一人の教育的ニーズに対応した特別支援教育の推進

・個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成に努め、実効性を高める。

・一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じた合理的配慮の提供を適切に行う。

・インクルーシブ教育システムの推進に向け、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の

充実に努める。

・障害のある生徒などに対して、校内委員会や特別支援学校のセンター的機能等の学校内外の教

育資源を有効に活用し、教育内容や方法の工夫・充実を図る。

・高等学校における「通級による指導」を実施し、障害のある生徒の教育のより一層の充実を図

る。

（１）インクルーシブ教育システム構築に向けた方向性

学校教育は、障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加を目指した取組を含め、共生社会の形成

に向けて、重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも共生社会の形成に向けたイン

クルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進が必要とされる。

インクルーシブ教育システム構築のためには、障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生

徒が、できる限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり、その場合にはそれぞれの幼児児童生

徒が、授業内容がわかり、学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過

ごしつつ、生きる力を身につけていけるかどうかが最も基本的な視点である。

そのための環境整備として、個別の教育的ニーズのある生徒に対して、自立と社会参加を見据え

て、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備す

ることが重要である。このため、高等学校段階においても、通常の学級、通級による指導、特別支

援学校といった連続性のある「多様な学びの場」を用意していくことが必要である。

その際、各学校においては校長のリーダーシップのもと、全校的な指導体制を確立するとともに、

該当の生徒の実態把握や支援方策の検討等を、校内に設置される特別支援教育に関する校内委員会

で検討し、組織的な対応が図られるようにする。また、特別支援教育コーディネーターは校内委員

会・校内研修の企画運営、関係機関との連絡調整、保護者からの相談窓口などの役割を担うように

する。

（２）個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活用

障害のある生徒などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係機

関との連携を図り、長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成

し活用することに努める。

通級による指導を受ける生徒については、個々の生徒の状態を的確に把握し、個別の教育支援計

画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとする。

＊個別の教育支援計画・・・家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のために
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個別に作成した計画（本人・保護者と合意形成に至った合理的配慮

について明記することが望ましい）

＊個別の指導計画・・・・・障害のある幼児児童生徒の指導に対して個別に作成した計画

（３）障害者差別解消法の施行と合理的配慮

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が平成２５年６月に

公布され、平成２８年４月１日に施行した。この法においては、「障害を理由とする不当な差別的

取扱い」について、行政機関（公立学校を含む地方公共団体）を含むすべての事業所で禁止となり、

「合理的配慮の提供」については、行政機関（公立学校を含む地方公共団体）では義務化されるこ

ととなった。

行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の

権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会

的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

本人及び保護者からの要望を受け、児童生徒等の実態把握を行い、均衡を失した又は過度の負担

かどうかの検討（代替え案の検討も含む）をした内容を踏まえ、本人・保護者と可能な限り合意形

成を図った上で決定し、合理的配慮を提供することが望ましい。その場合、合意形成された合理的

配慮の内容を個別の教育支援計画に明記するとともに、個別の教育支援計画、個別の指導計画を作

成・活用して適切に提供していくことが求められる。

（４）高等学校における特別支援教育の整備と充実

高等学校においては、平成３０年度から「通級による指導」を導入したことから、発達障害を含

む特別な教育的支援を必要とする生徒へのより適切な支援を行うため、校内体制の整備・充実を図

る。

① 特別支援教育コーディネーターの機能の充実と校内委員会の活性化

② 校内外の研修や特別支援学校のセンター的機能の活用等による全教職員の理解啓発の推進

（５）後期中等教育の充実と卒業後の自立支援の充実

将来の自立と社会参加に向けた後期中等教育の充実を目指す。障害の重い生徒についても、卒業

後の地域生活支援の充実を図るために医療、福祉等の関係機関との連携を図るようにする。

卒業後の就労支援について、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、千葉障害者就業支

援キャリアセンター等との連携を図り、就業支援システムの構築を図る。

（６）交流及び共同学習の推進

障害のある生徒と障害のない生徒との交流及び共同学習の機会を設けることで障害のある生徒と

その教育に対する正しい理解と認識を深められるようにする。

各学校では、双方の教育的ニーズに対応した内容・方法を検討し、特別支援学校との連携を図り、

計画的・継続的・組織的に実施する。

【参考】

・「特別支援教育の推進について（通知）」 文部科学省(平成１９年４月)
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・「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」（報告）

文部科学省（平成２４年７月）

・「教育支援資料」 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（平成２５年１０月）

・「高等学校における通級による指導の制度化及び充実方策について（報告）」

文部科学省（平成２８年３月）

・「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の交付について（通知）」文部科学省

※本改正は、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程において実施されてい

る「通級による指導」を高等学校及び中等教育学校の後期課程においても実施できるようにす

るものです。

（平成２８年１２月）

・小学校学習指導要領 （平成２９年３月３１日告示）

・中学校学習指導要領 （平成２９年３月３１日告示）

・「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」 千葉県教育委員会(平成２９年１０月)

・高等学校学習指導要領 （平成３０年３月３０日 告示）

・高等学校における「通級による指導」（リーフレット）千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/documents/koukoutsukyu.pdf
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