
「平成２７年度学校教育指導の指針」について

平成２７年２月１０日

教育振興部指導課

１「学校教育指導の指針」の位置づけ

千葉県としての現状や課題、指導の重点（指針）を明確にするとともに、学習指導要

領や国の方針に基づき、各学校における教育が適切に行われるよう支援するために作成

する資料である。幼稚園・小・中・高・特別支援学校の各校種別に必要な重点事項を

示し、公立学校約４万人の全教職員にリーフレットを配付する。過去３０年以上に

渡って作成されてきた「指導指針」であり、学校現場へも定着・浸透している。

具体的には、

（１）市町村教育委員会にとって、市町村の教育方針の策定や各学校への指導、助言の

基本となっている。

（２）各学校にとって、教育目標の設定や学校運営の指針として活用されている。

（３）教職員にとって、児童生徒の立場に立った指導計画の作成や評価に役立てられ

ており、毎週の指導計画や実践記録を記入する「週案」や学級経営案などに

綴じ込んで活用されている。

２ 作成の基本方針

（１）第２期千葉県教育振興基本計画との整合性を図る。

（２）表紙の重点取組及び重点項目は原則として平成２６年度版を踏襲する。

（３）内側の内容項目は、喫緊の課題と最新の施策を踏まえ、県からのメッセージ性を

強めながら、わかりやすく端的な表現に改善する。

３ 主な変更点について

（１）表紙について

（ア）「あすを拓く『ちばっ子』の明るい未来のために」を「『ちばっ子』の光り輝く

未来のために」に修正。

（イ）構造図

・２６年度版を踏襲。

（ウ）重点取組、重点項目

・各学校の取組の継続性を考慮し、２６年度版を踏襲する。

（２）内容項目について

（１）学校経営・教育課程

・「幼保小の連携」について追加し、幼児期の教育からの円滑な接続の意識

化を図る。（小学校）

・「学校公開」について、保護者や地域住民の参画について追加。（小・中・高・特）



（２）研究と修養

・「高い倫理観を身に付ける」ことを追加し、不祥事防止の意識化を図る。（全校種）

（３）学習指導

・「情報モラル教育」を指導計画内に位置付けることを追加。（小・中）

・「全国学力・学習状況調査」の結果の活用について追加し、授業改善を図る。

（小・中）

（４）読書活動の充実

・「学校と図書館との連携」について追加し、学校図書館の活性化を図る。

（小・中・高・特）

（５）グローバル化に対応した教育

・「学習指導」の中にあった「国際理解教育の推進」を削除、新たに「グローバル

化に対応した教育」を単独で項目立てし、国際教育の推進を図る。

（小・中・高・特）

（６）生徒指導

・「教職員研修の充実」を追加し、いじめ防止対策を一層推進する。（小・中・高・特）

・「子どもを取り巻く課題」について、学校（園）が積極的に家庭・地域・関係

機関と積極的に連携・協働し、解決に努めることを追加。（全校種）

４ 裏表紙掲載資料について

資料 幼 小 中 高 特

第二期教育振興基本計画（概要） ○ ○ ○ ○ ○

いじめ防止基本方針（概要） ○ ○ ○ ○

第三次千葉県子どもの読書活動推進計画 ○ ○ ○ ○ ○

道徳教育推進のための基本的な方針 ○ △ △ △ △

第１１次千葉県体育・スポーツ推進計画 ○ △ △ △ △

ちばっ子学力向上総合プラン（ファイブ・アクション） △ △ △ △

県立学校改革推進プラン（概要） ○

千葉県特別支援教育推進基本計画（概要） ○ △ △ △ ○

○：概要を掲載

△：インターネット検索のキーワード（例： ）のみ掲載



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

□創意ある教育課程の編成と実施 □創意ある教育課程の編成と実施

・園や地域、幼児の実態等に基づき、教職員の創意工夫を生かした適
切な教育課程を編成、実施 し、その達成状況を評価し、改善する。

・園や地域、幼児の実態等に基づき、教職員の創意工夫を生かした適
切な教育課程を編成、実施する。

・幼保連携や幼小連携・接続の体制づくりや、連携・接続を踏まえた
教育課程の編成を工夫改善する。

・幼保連携や幼小連携を一層進めるとともに、幼児教育から小学校教
育への円滑な接続を見通した教育課程の編成を工夫する。

・遊びを中心とした幼児の主体的な活動を通して、心身の調和のと
れた発達の基礎を培う。

・遊びを中心とした幼児の主体的な活動を通して、心身の調和のと
れた発達の基礎を培う。

□組織マネジメントを生かした機動力のある組織づくりと学校評価の活
用

□組織マネジメントを生かした機動力のある組織づくりと学校評価の活
用

・園教育目標の達成に向けた園務分掌等を確立し、組織的な教育活動
を推進する。

・園教育目標の達成に向けた園務分掌等を確立し、組織的な教育活動
を推進する。

・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、園経営
の改善を図る。

・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、園経営
の改善を図る。

・園内研修の活性化を通して、教職員の資質や能力の開発・向上を
図り、活力ある教育活動を推進する。

・園内研修の活性化を通して、教職員の資質や能力の開発・向上を
図り、活力ある教育活動を推進する。

□防災教育の充実と家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される幼
稚園づくりの推進

□防災教育の充実と家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される幼
稚園づくりの推進

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

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

・家庭や地域等に対して、ホームページや園だより等を活用して積極的
に園の状況を情報提供する。

・家庭や地域等に対して、ホームページや園だより等を活用して積極的
に園の状況を情報提供する。

□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 □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

・園施設の開放や子育て相談の実施、「学校から発信する家庭教育支 ・園施設の開放や子育て相談の実施、「学校から発信する家庭教育支

新旧対照表（幼稚園）

園経営・教育課程

地域とともに歩む学校づくり

地域とともに歩む学校づくり

地域とともに歩む学校づくり

施策６，９

施策６，７

施策１４

施策６，７，１５

・園施設の開放や子育て相談の実施、「学校から発信する家庭教育支
援プログラム」の活用等により、地域における幼児教育のセンターとし
ての役割を果たす。

・園施設の開放や子育て相談の実施、「学校から発信する家庭教育支
援プログラム」の活用等により、地域における幼児教育のセンターとし
ての役割を果たす。

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

・地域の資源を積極的に活用し、幼児が豊かな生活体験を得られるよ
うに工夫する。

□教職員としての資質・能力の向上 □教職員としての資質・能力の向上

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性を
身に付けるために日頃から研鑚に努める。

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性、高
い倫理観を身に付けるために自らすすんで研鑚に努める。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、幼児の実態に応じた研究課題
を設定し、教職員全体で組織的・計画的に課題解決に向けた研究を行
う。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、幼児の実態に応じた研究課題
を設定し、教職員全体で組織的・計画的に新たな課題に適切に対応で
きる研究を行う。

・保護者へ子育ての支援ができるように、幼児教育に関する専門性の
向上に努める。

・保護者へ子育ての支援ができるように、幼児教育に関する専門性の
向上に努める。

・近隣の学校や園等との相互参観等を積極的に実施し、教員の指導力
の向上を図る。

・近隣の学校や園等との相互参観等を積極的に実施し、教員の指導力
の向上を図る。

研究と修養

施策７，９



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（幼稚園）

□身近な環境に自ら意欲的にかかわる活動の工夫改善 □身近な環境に自ら意欲的にかかわる活動の工夫改善

・身近な事象への興味や関心を育てるとともに、生活の中で感じ
たことを表現することで、豊かな感性や思考力、表現力等の基礎
を養う。

・身近な環境に自らかかわり、発見を楽しんだり、考えたりし、
それを生活に取り入れようとする力を育む。

・自分の思いを言葉で伝えるとともに、相手の話を理解しようと
する態度を育て、伝え合いができるように、言葉に対する感覚や
表現力を養う。

・自分の思いを言葉で伝えるとともに、相手の話を理解しようと
する態度を育て、伝え合いができるように言葉に対する感覚や言
葉で表現する力を養う。

・身近な環境に自らかかわり、発見を楽しんだり、考えたりし、
それを生活に取り入れようとする力を育む。 ・身近な事象に興味や関心をもち、心の動きを表現することを通

して、感性と表現する力を養い、豊かな創造性を育てる。

□指導目標の明確化と適切な環境の構成 □指導目標の明確化と適切な環境の構成

・園や地域の実態及び幼児の生活と心身の発達の特性に応じ、具
体的なねらいと内容を明確にした指導計画を作成する。

・園や地域の実態及び幼児の生活と心身の発達の特性に応じ、具
体的なねらいと内容を明確にした指導計画を作成する。

・幼児が主体的に活動できる自然の中での遊びや協同しての遊び
が展開できるよう、環境構成の工夫改善を図り、適切な指導と多
様な援助を行う。

・幼児が周囲の事物や他の人たちと多様な仕方でかかわる遊びが
展開できるよう、環境構成の工夫改善を図り、適切な指導と多様
な援助を行う。

□個に応じた指導の一層の充実及び指導と評価の一体化 □個に応じた指導の一層の充実及び指導と評価の一体化

・教職員相互及び家庭との積極的な情報交換をすることで、幼児を多
面的に理解し、一人一人の実態に即した適切な指導・援助を行う。

・教職員相互及び家庭との積極的な情報交換をすることで、幼児を多
面的に理解し、一人一人の実態に即した適切な指導・援助を行う。

・指導計画や指導方法の評価と、幼児の発達への理解及び教師の指
導の工夫改善とを一体化して行う。

・指導計画に基づく指導の過程について適切に評価し、常に指導計画
の改善を図る。

□読書活動の推進 □読書活動の推進

保育指導

確かな学力

確かな学力

確かな学力

指導・援助

確かな学力

確かな学力

施策１，２，９

施策１，９

施策１

確かな学力施策１，９

・ 園等における幼児の読書活動を推進するとともに、幼児が本に親しめ
るよう、環境づくりを工夫する。

・読み聞かせやお話し会等の多様な活動を通して、絵本や物語への興
味をもたせる。

・読み聞かせやお話し会等を通して、絵本や物語への興味をもたせ
る。

・幼児が本を身近に感じ、本に親しめるよう、環境づくりを工夫する。

□道徳性の芽生えの醸成 □道徳性の芽生えの醸成

・集団の生活を通して、幼児が人とのかかわりを深めるようにし、規範
意識の芽生えを培う。

・集団の生活を通して、幼児が人とのかかわりを深めるようにし、規範
意識の芽生えを培う。

・道徳性の芽生えをとらえた意図的な環境の構成や教師の働きかけを
位置付けた週案や日案の工夫に努める。

・様々な活動を通して、自分の力で行うことの充実感を味わわせ、幼児
の自立心を育てる。

・園と家庭との情報交換や、積極的な情報発信・保育公開を行い、家庭
や地域社会と連携を図った指導体制の工夫に努める。

・園と家庭との情報交換や、積極的な情報発信・保育公開を行い、家庭
や地域社会と連携を図った指導体制の工夫に努める。

・様々な活動を通じて、幼児の自立心を育てるとともに、生活に必要な
望ましい習慣の定着を図る。

・道徳性の芽生えをとらえた意図的な環境の構成や教師の働きかけを
位置付けた週案や日案の工夫に努める。

 ・幼児の道徳性の育成に資する体験活動を一層推進するとともに、園
 と家庭や地域社会が共に取り組む体制づくりに努める。 （削除）

・県で作成した教材「チーバくん、ふるさと・ことばかるた」の活
用を図り、豊かな感性を育むとともに、ふるさと意識の醸成や基本的な
生活習慣を養う。

・県で作成した教材「チーバくん、ふるさと・ことばかるた」の活
用を図り、豊かな感性を育むとともに、ふるさと意識を醸成し、基本的な
生活習慣を養う。

道徳教育

確かな学力

豊かな心

確かな学力施策１

施策２，９



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（幼稚園）

□運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上 □運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上

・進んで運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるため、園における生
活の全体を通じて、健康に関する指導を推進し、適切な環境の構成に
努める。

・進んで運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるため、園における生
活の全体を通じて、健康に関する指導を推進し、適切な環境の構成に
努める。

・発達の特性や興味・関心に応じて全身を使った様々な遊びを体験す
ることによって、体を動かす楽しさを味わえるようにする。

・発達の特性や興味・関心に応じて全身を使った様々な遊びを体験す
ることによって、体を動かす楽しさを味わえるようにする。

□健康で安全な生活をつくり出す力の育成 □健康で安全な生活をつくり出す力の育成

・心身の発達の段階に応じた健康教育を、園の教育活動全体を通じて
推進する。

・心身の発達の段階に応じた健康教育を、園の教育活動全体を通じて
推進する。

・家庭との連携を図り、幼児が栄養のバランスのとれた食事や早寝、早
起きなどの望ましい生活のリズムを身に付けられるよう援助する。

・家庭との連携を図り、幼児が栄養のバランスのとれた食事や早寝、早
起きなどの望ましい生活のリズムを身に付けられるよう援助する。

・遊びを通して危険な場所や物事などが分かり、状況に応じて安全な
行動が取れる意識付けを図る。

・遊びを通して危険な場所や物事などが分かり、状況に応じて安全な
行動が取れる意識付けを図る。

・災害時の行動の仕方を身に付け、教師の指示に従い落ち着いた行動
が取れるなど、防災に対しての意識付けを図る。

・災害時の行動の仕方を身に付け、教師の指示に従い落ち着いた行動
が取れるなど、防災に対しての意識付けを図る。

□食に関する指導の充実 □食に関する指導の充実

・家庭との連携により、望ましい食習慣の形成を図る。 ・家庭との連携により、望ましい食習慣の形成を図る。

・楽しく食べる環境をつくり、好ましい人間関係づくりの基礎を培う。 ・楽しく食べる環境をつくり、好ましい人間関係づくりの基礎を培う。

生活習慣

健康・安全教育

健やかな体

健やかな体

健やかな体

施策３，１２

施策３，１４

施策２，３

幼児理解

□人とかかわる基盤の育成 □人とかかわる基盤の育成

・教師や友達と共に過ごすことの喜びを味わう中で、他の人々と親し
み、支え合って生活する力を養う。

・教師や友達と共に過ごすことの喜びを味わう中で、他の人々と親し
み、支え合って生活する力を養う。

・多様な体験活動を展開する中で、幼児が互いにかかわりを深め、楽し
さや共通の目的が実現する喜びを味わえるよう援助する。

・多様な体験活動を展開する中で、幼児が互いにかかわりを深め、楽し
さや共通の目的が実現する喜びを味わえるよう援助する。

□確かな幼児理解と組織的対応の充実 □確かな幼児理解と組織的対応の充実

・発達の段階に即した幼児理解と教育相談を重視した適切な支援指導
に努める。

・幼児一人一人の発達の特性と課題を把握し、それらに応じた指導を
行う。

・支援を必要とする幼児の早期把握と、適切な指導計画に基づく組織
的対応に努める。

・支援を必要とする幼児の早期把握と、適切な指導計画に基づく組織
的対応に努める。

・園内教育相談体制の充実を図り、保護者との連携により、心身の健
やかな発達を促す。

・園内の子育て相談体制の充実を図り、保護者との連携により、心身の
健やかな発達を促す。

・社会全体で子どもを守り育むために、園と家庭・地域・関係機関が連
携・協働できる体制づくりを進める。

・社会全体で子どもを守り育むために、園が家庭・地域・関係機関と積
極的に連携・協働し、子どもを取り巻く課題の解決に努める。

□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

□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

・一人一人の幼児が十分に自己を発揮しながら、他の幼児と多様なか
かわりがもてるように援助する。

・一人一人の幼児が十分に自己を発揮しながら、他の幼児と多様なか
かわりがもてるように援助する。

・友達とかかわる中で、自己の存在感や友達と共に活動する楽しさが
味わえるよう支援し、自他を大切にする気持ちを育む。

・友達とかかわる中で、自己の存在感や友達と共に活動する楽しさが
味わえるよう支援し、自他を大切にする気持ちを育む。

生活習慣

豊かな心

豊かな心

豊かな心

施策２

施策２

施策９

幼児理解



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（幼稚園）

□すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進 □すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、様々な活動を行う。 ･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、様々な活動を行う。

・人や物事とかかわることの楽しさや喜びを味わわせる。 ・人や物事とかかわることの楽しさや喜びを味わわせる。

□将来の夢を持つための場の設定 □将来の夢をもつための場の設定

・小学校との交流の機会を設け、これからの学校生活に期待をもたせ
る。

・小学校との交流の機会を設け、これからの学校生活に期待をもたせ
る。

・家族や身近な人、あこがれの人にかかわる機会を多くし、将来の夢や
希望をもたせる。

・家族や身近な人、あこがれの人にかかわる機会を多くし、将来の夢や
希望をもたせる。

□特別支援教育の推進を支える幼稚園の体制づくり □特別支援教育の推進を支える幼稚園の体制づくり

・特別支援教育コーディネーターの役割についての理解を深め、園内
委員会を開催して、関係機関と連携した総合的な支援体制の整備に努
める。

・特別支援教育コーディネーターの役割についての理解を深め、園内
委員会を開催して、関係機関と連携した総合的な支援体制の整備に努
める。

□幼児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 □幼児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。

・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。

・障害のある幼児と障害のない幼児との活動を共にする機会を積極的
に設けるとともに、保護者に対する教育相談の充実を図る。

・障害のある幼児と障害のない幼児が活動を共にする機会を積極的に
設けるとともに、保護者に対する子育て相談の充実を図る。

特別支援教育

キャリア教育

キャリア教育

豊かな心

地域とともに歩む学校づくり

施策２，４

施策１０

施策１０

施策２，４

・障害のある幼児に対して学校内外の資源を有効に活用し、教育内容
や方法の工夫・充実を図る。

・障害のある幼児に対して園内外の資源を有効に活用し、教育・保育
の内容や方法の工夫・充実を図る。



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

□学校教育目標の具現化を図る教育課程 □学校教育目標の具現化を図る教育課程

・的確な実態把握に基づき、教職員の創意工夫を生かした適切な教育
課程を編成、実施し、その達成状況を評価し改善する。

・的確な実態把握に基づき、教職員の創意工夫を生かした適切な教育
課程を編成、実施し、その達成状況を評価し改善する。

（追加）

・幼保小連携を図り、幼児期の教育からの円滑な接続を踏まえた教育
課程の編成を工夫する。

□組織マネジメントを生かした機動力のある組織づくりと学校評価
の活用

□組織マネジメントを生かした機動力のある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、機動
力のある学校運営を行う。

・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、機動
力のある学校運営を行う。

・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。

・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、教職員の資質や
能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

・校内研修や若手教員研修チームの活性化を通して、教職員の資質や
能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

□防災教育の充実と家庭・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

□防災教育の充実と家庭・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、地域社会及び市町村
関係部局と連携を図る。

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

・家庭や地域社会に対して、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。

・家庭や地域社会に対して、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・中・高等学校、特別支援学校の相互の授業公開」「学校公開週
間」等を設定し、学校公開を一層推進する。

・「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」等を設定し、学校公開を一層推進
する。

□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 □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

新旧対照表（小学校）

学校経営・教育課程

地域とともに歩む学校づくり

施策６

施策６，７

地域とともに歩む学校づくり施策１４

□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 □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「１０００か所ミニ集会」の充実、「学校から発信
する家庭教育支援プログラム」の活用等により、家庭・地域の教育力を
高める。

・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」の充
実、「学校から発信する家庭教育支援プログラム」の活用等により、家
庭・地域の教育力を高める。

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

□教職員としての資質・能力の向上 □教職員としての資質・能力の向上

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性を
身に付けるために日頃から研鑚に努める。

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性、高
い倫理観を身に付けるために自らすすんで研鑚に努める。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、児童の実態に応じた研究課題
を設定し、教職員全体で組織的・計画的に課題解決に向けた研究を行
う。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、児童の実態に応じた研究課題
を設定し、教職員全体で組織的・計画的に新たな課題に適切に対応で
きる研究を行う。

・ちば「授業練磨の公開日」や校内における相互授業参観等の実施を
通じて、児童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。

・ちば「授業練磨の公開日」や校内における相互授業参観等の実施を
通じて、児童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。

□「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

・基礎的・基本的な知識・技能の習得を十分図るとともに、言語活動
を通じて思考力や判断力、表現力を育てる。  （文部科学省「言語活動
の充実に関する指導事例集」、千葉県教育委員会「『思考し、表現する
力』を高める実践モデルプログラム」の活用 ）

・基礎的・基本的な知識・技能の習得を十分図るとともに、言語活動
を通じて思考力や判断力、表現力を育てる。
文部科学省「言語活動の充実に関する指導事例集」、千葉県教育委員
会「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」の活用。

・体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、ＩＣＴ 機器を
活用する等して相互がかかわり合い学び合う活動の充実を図る。

・体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、ＩＣＴを活用
する等して相互がかかわり合い学び合う活動の充実を図る。

学習指導

研究と修養

地域とともに歩む学校づくり

確かな学力

施策６，７，１５

施策１，７

施策１



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（小学校）

□指導目標の明確化と指導方法の工夫改善 □指導目標の明確化と指導方法の工夫改善

・ 発達の段階を踏まえ、指導目標を明確にした指導計画を作成し、目
標に応じた授業構成、展開等を工夫する。

・指導目標を明確にした指導計画（情報モラル教育を含む）を作成
し、目標に応じた授業構成、展開等を工夫する。

（追加）

・「全国学力・学習状況調査」の結果等を踏まえて授業改善に努め、目
標に応じた授業構成、展開等を工夫する。

・教師の得意分野を生かした教科担任制等を取り入れることや「魅力あ
る授業づくりの達人」等を活用して、指導体制や指導方法を工夫する。

・教師の得意分野を生かした教科担任制等を取り入れることや「魅力あ
る授業づくりの達人」等を活用して、指導体制や指導方法を工夫する。

□指導と評価の一体化 □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
児童の学習意欲の喚起を促すとともに、自らの指導改善に努める。

・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
児童の学習意欲の喚起を促すとともに、自らの指導改善に努める。

□個に応じた指導の一層の充実 □個に応じた指導の一層の充実

・少人数指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導等、全教職員が
協力して個に応じた指導を推進する。

・少人数指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導等、全教職員が
協力して個に応じた指導を推進する。

・補充・発展的な学習を取り入れる等、学習活動を工夫する。 （「ちばっ
子チャレンジ１００」や「家庭学習について考えよう」サイト等の活用 ）

・補充・発展的な学習を取り入れる等、学習活動を工夫する。
「ちばっ子チャレンジ１００」や「家庭学習のすすめ」サイト等の活用。

□読書活動の充実 □読書活動の充実

・「学校図書館自己評価表」や読書啓発リーフレット「子どもに読ませた
い本１００選（小学生版）」等を活用して、学校図書館の整備に努める。

・読み聞かせや調べ学習等の読書活動を一層充実し、自ら進んで読書
に親しむ意欲と態度を育成する。

・学校の読書活動全体計画等を作成するなど、学校図書館の活性化を
図る。

・学校の読書活動全体計画等を作成し、図書館等と連携するなど、学
校図書館の活性化を図る。

確かな学力

確かな学力

確かな学力

確かな学力

施策１

施策１

施策１，７

施策１，１１

・読み聞かせや調べ学習等の読書活動を一層充実し、自ら進んで読書
に親しむ意欲と態度を育成する。

・「学校図書館自己評価表」や読書啓発リーフレット「子どもに読ませた
い本１００選（小学生版）」等を活用して、学校図書館の整備に努める。

□国際理解教育の推進

 ・社会科や外国語活動、総合的な学習の時間等の学習を通じて異文化
 を理解し、グローバル社会の中で他者を尊重することのできる国際人と
 しての資質を育む。

（「学習指導」から取り出し、単独で項目立て）

□国際教育の推進

（新規）

・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。

（新規）

・異文化理解を深める中で、広い視野から思考する力等を養うととも
に、他者を尊重し、協働するための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。

□道徳教育の充実 □道徳教育の充実

・校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体
で進める道徳教育の一層の充実に努める。

・校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体
で進める道徳教育の一層の充実に努める。

・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て、
指導方法の改善を図る。

・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て、
指導方法の改善を図る。

・全内容項目を計画的・発展的に指導する中で、県で作成した道徳
教育映像教材を活用し、道徳教育の要である「道徳の時間」を一層充
実させる。

・全内容項目を計画的・発展的に指導する中で、県で作成した道徳
教育映像教材を活用し、道徳教育の要である「道徳の時間」を一層充
実させる。

・「道徳の時間」の授業公開等により、家庭・地域社会と連携した道
徳教育を推進する。

・「道徳の時間」の授業公開等により、家庭・地域社会と連携した道
徳教育を推進する。

道徳教育

豊かな心施策２，７

施策２，５

グローバル化に対応した教育



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（小学校）

□総合的な学習の時間の工夫改善 □総合的な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。

・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、探究的・協同的な学
習を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

・地域の教育資源を積極的に活用するとともに、探究的な学習と協同
的な取組を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

□豊かな人間性や社会性の育成 □豊かな人間性や社会性の育成

・各活動において、児童の自発的な活動を展開し、集団の一員としてよ
りよい生活や人間関係を築こうとする態度を育成する。

・各活動において、児童の自発的、自治的な活動を展開し、集団の一
員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度
を育成する。

・集団活動を通して、自己の生き方についての考えを深め、集団の中
で自己を生かす能力を育成する。

・集団活動を通して、自己の生き方についての考えを深め、集団の中
で自己を生かす能力を育成する。

・「豊かな人間関係づくり実践プログラム」を積極的に活用し、人
間関係づくりに必要な基本的な力を育む。

・「豊かな人間関係づくり実践プログラム」を積極的に活用し、人
間関係づくりに必要な基本的な力を育む。

・各教科等と関連 を図り、家庭や地域との連携、社会教育施設等の活
用を工夫し、集団活動や体験的な活動を充実させる。

・各教科等との関連、家庭や地域との連携、社会教育施設等の活用を
工夫し、集団活動や体験的な活動を充実させる。

□運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上 □運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上

・学校の教育活動全体を通じて、体育・ 健康に関する指導を効果的に
推進し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる。

・学校の教育活動全体を通じて、体育・ 健康に関する指導を効果的に
推進し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる。

特別活動

体育・健康・安全教育

総合的な学習の時間

豊かな心

健やかな体

施策２，４

施策３，１２

施策１，７

推進し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる。 推進し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる。

・安全に気を配りながら、規則を守り仲よく運動に取り組めるようにす
る。

・安全に気を配りながら、規則を守り仲よく運動に取り組めるようにす
る。

・能力・適性、興味・関心等に応じて運動の楽しさや喜びを味わわせ、
進んで運動に取り組めるようにするとともに、体力の向上を図る。

・能力・適性、興味・関心等に応じて運動の楽しさや喜びを味わわせ、
進んで運動に取り組めるようにするとともに、体力の向上を図る。

□健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成 □健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成

・心身の発達の段階に応じた健康教育を推進し、早寝、早起きなどの
望ましい生活習慣を形成する力を育成する。

・心身の発達の段階に応じた健康教育を推進し、早寝、早起きなどの
望ましい生活習慣を形成する力を育成する。

・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。

・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。

・身の回りの危険に気付き、自ら安全な行動が取れるようにし、自他共
に安全に生活する態度の育成に努める。

・身の回りの危険に気付き、自ら安全な行動が取れるようにし、自他共
に安全に生活する態度の育成に努める。

・災害時に起こる様々な危険について取り上げ、「自分の命は自分で
守る」防災意識の定着を図る。

・災害時に起こる様々な危険について取り上げ、「自分の命は自分で
守る」防災意識の定着を図る。

□食に関する指導の充実 □食に関する指導の充実

・家庭や地域社会と連携し、生涯にわたり望ましい食生活を送ろうとす
る態度を養い、健やかな体と豊かな心をもち、食事を楽しむ児童の育
成を図る。

・家庭や地域社会と連携し、生涯にわたり望ましい食生活を送ろうとす
る態度を養い、健やかな体と豊かな心をもち、食事を楽しむ児童の育
成を図る。

・栄養教諭・学校栄養職員や外部の食の専門家等と連携し、学校給食
を活用した効果的な指導に努める。

・栄養教諭・学校栄養職員や外部の食の専門家等と連携し、学校給食
を活用した効果的な指導に努める。

・食に関する指導の全体計画を作成し、学校教育活動全体で計画的・
継続的・組織的な指導の工夫改善に努める。

・食に関する指導の全体計画を作成し、学校教育活動全体で計画的・
継続的・組織的な指導の工夫改善に努める。

健やかな体

健やかな体

施策３，１４

施策３



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（小学校）

□確かな児童理解と組織的対応の充実 □確かな児童理解と組織的対応の充実

・学校として、いじめ防止対策等について、組織と基本方針を定め、い
じめの未然防止・早期発見・早期対応を一層推進する。

・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・早期対応を一層
推進する。

・発達の段階に即した確かな児童理解と教育相談を重視した生徒指導
に努める。

・発達の段階に即した確かな児童理解と教育相談を重視した生徒指導
に努める。

・学校全体として、問題行動 （ネット上の問題 を含む）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。

・学校全体として、暴力行為や不登校等の問題行動に対し、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。

・社会全体で子どもを守り育むために、学校と家庭・地域・関係機関が
連携・協働できる体制づくりを進める。

・社会全体で子どもを守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と
積極的に連携・協働し、子どもを取り巻く課題の解決に努める。

□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

□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、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。

・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。

・児童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。

・児童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。

・自己有用感を高め、自己決定の場や機会を設定する等、「生徒指導
の機能を重視したわかる授業の展開」に努め、共感的な人間関係を育
てる。

・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、「生徒指導の機能を重視したわかる授業の展開」によ
り、児童の自己実現が図れるよう努める。

□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たキャリア教育の推進

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、社会的・職業的自立に
向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、社会的・職業的自立に
向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。

生徒指導

キャリア教育

豊かな心

豊かな心

キャリア教育

施策８，１７

施策１，２

施策１，４

向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。 向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。

・職場見学や学校種間の連携などによる体験活動を通じ、望ましい勤
労観・職業観の育成を図る。

・職場見学や学校種間の連携などによる体験活動を通じ、望ましい勤
労観・職業観の育成を図る。

□自己の将来を思い描く指導の工夫改善 □自己の将来を思い描く指導の工夫改善

・家庭や地域社会と連携して様々な職業について理解し、将来の夢や
希望をもつことができるよう、計画的・継続的・組織的に支援する。

・家庭や地域社会等と連携して様々な職業について理解し、将来の夢
や希望をもつことができるよう、計画的・継続的・組織的に支援する。

□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一層推進
する。

・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一層推進
する。

□児童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 □児童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。

・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。

・特別支援学校との連携を図り、障害のある幼児児童生徒との交流及
び共同学習を推進する。

・特別支援学校との連携を図り、障害のある幼児児童生徒との交流及
び共同学習を推進する。

障害のある児童に対して学校内外の資源を有効に活用し、教育内容や
方法の工夫・充実を図る。

障害のある児童に対して学校内外の資源を有効に活用し、教育内容や
方法の工夫・充実を図る。

特別支援学校のセンター的機能等を活用して、特別支援学級、通級指
導教室における自立活動の指導の充実に努める。

特別支援学校のセンター的機能等を活用して、特別支援学級、通級指
導教室における自立活動の指導の充実に努める。

特別支援教育

キャリア教育

地域とともに歩む学校づくり

施策４

施策１０

施策１０



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

□学校教育目標の具現化を図る教育課程 □学校教育目標の具現化を図る教育課程

・的確な実態把握に基づき、教職員の創意工夫を生かした適切な教育
課程を編成、実施し、その達成状況を評価し改善する。

・的確な実態把握に基づき、教職員の創意工夫を生かした適切な教育
課程を編成、実施し、その達成状況を評価し改善する。

□組織マネジメントを生かした機動力のある組織づくりと学校評価
の活用

□組織マネジメントを生かした機動力のある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、機動
力のある学校運営を行う。

・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、機動
力のある学校運営を行う。

・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。

・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、教職員の資質や
能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

・校内研修や若手教員研修チームの活性化を通して、教職員の資質や
能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

□防災教育の充実と家庭・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

□防災教育の充実と家庭・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、地域社会及び市町村
関係部局と連携を図る。

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

・家庭や地域社会に対して、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。

・家庭や地域社会に対して、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・中・高等学校、特別支援学校の相互の授業公開」「学校公開週
間」等を設定し、学校公開を一層推進する。

・「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」等を設定し、学校公開を一層推進
する。

□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 □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「１０００か所ミニ集会」の充実、「学校から発信
する家庭教育支援プログラム」の活用等により、家庭・地域の教育力を
高める。

・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」の充
実、「学校から発信する家庭教育支援プログラム」の活用等により、家
庭・地域の教育力を高める。

新旧対照表（中学校）

学校経営・教育課程

地域とともに歩む学校づくり

地域とともに歩む学校づくり

地域とともに歩む学校づくり

施策６

施策６，７

施策１４

施策６，７，１５

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

□教職員としての資質・能力の向上 □教職員としての資質・能力の向上

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性を
身に付けるために日頃から研鑚に努める。

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性、高
い倫理観を身に付けるために自らすすんで研鑚に努める。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、生徒の実態に応じた研究課題
を設定し、教職員全体で組織的・計画的に課題解決に向けた研究を行
う。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、生徒の実態に応じた研究課題
を設定し、教職員全体で組織的・計画的に新たな課題に適切に対応で
きる研究を行う。

・ちば「授業練磨の公開日」や校内における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。

・ちば「授業練磨の公開日」や校内における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。

□「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

・基礎的・基本的な知識・技能の習得を図るとともに、言語活動を通
じて思考力や判断力、表現力を育てる。  （文部科学省「言語活動の充
実に関する指導事例集」、千葉県教育委員会「『思考し、表現する力』を
高める実践モデルプログラム」、「理科の観察・実験事例集（中学校）」
の活用 ）

・基礎的・基本的な知識・技能の習得を図るとともに、言語活動を通
じて思考力や判断力、表現力を育てる。
文部科学省「言語活動の充実に関する指導事例集」、千葉県教育委員
会「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」、「理科の観
察・実験事例集（中学校）」の活用。

・体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、ＩＣＴ 機器を
活用する等して相互がかかわり合い学び合う活動の充実を図る。

・体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、ＩＣＴを活用
する等して相互がかかわり合い学び合う活動の充実を図る。

研究と修養

学習指導

確かな学力

施策１，７

施策１



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（中学校）

□指導目標の明確化と指導方法の工夫改善 □指導目標の明確化と指導方法の工夫改善

・ 発達の段階を踏まえ、指導目標を明確にした指導計画を作成する。 ・指導目標を明確にした指導計画（情報モラル教育を含む）を作成
するとともに、生徒の実態に応じた指導体制や指導方法を工夫する。

・「ちばのやる気」学習ガイド等を活用し、目標に応じた授業構成、展開
等を工夫する。

・「全国学力・学習状況調査」の結果等を踏まえて授業改善に努め、目
標に応じた授業構成、展開等を工夫する。

□指導と評価の一体化 □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
生徒の学習意欲の喚起を促すとともに、自らの指導改善に努める。

・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
生徒の学習意欲の喚起を促すとともに、自らの指導改善に努める。

□個に応じた指導の一層の充実 □個に応じた指導の一層の充実

・少人数指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導等、全教職員が
協力して個に応じた指導を推進する。

・少人数指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導等、全教職員が
協力して個に応じた指導を推進する。

・補充・発展的な学習を取り入れる等、学習活動を工夫する。 （「家庭学
習について考えよう」サイト等の活用 ）

・補充・発展的な学習を取り入れる等、学習活動を工夫する。
「ちばのやる気」学習ガイド等の活用。

□読書活動の充実 □読書活動の充実

・「学校図書館自己評価表」等を活用して、学校図書館の整備に努め
る。

・読み聞かせや調べ学習等の読書活動を一層充実し、自ら進んで読書
に親しむ意欲と態度を育成する。

・学校の読書活動全体計画等を作成するなど、学校図書館の活性化を
図る。

・学校の読書活動全体計画等を作成し、図書館等と連携するなど、学
校図書館の活性化を図る。

・読み聞かせや調べ学習等の読書活動を一層充実し、自ら進んで読書
に親しむ意欲と態度を育成する。

・「学校図書館自己評価表」等を活用して、学校図書館の整備に努め
る。

確かな学力

確かな学力

確かな学力

確かな学力施策１

施策１

施策１，７

施策１，１１

□国際理解教育の推進

 ・社会科や外国語科、総合的な学習の時間等の学習を通じて異文化を
 理解し、グローバル社会の中で他者を尊重することのできる国際人とし
 ての資質を育む。

（「学習指導」から取り出し、単独で項目立て）

□国際教育の推進

（新規）

・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。

（新規）

・異文化理解を深める中で、広い視野から思考する力等を養うととも
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。

□道徳教育の充実 □道徳教育の充実

・校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体
で進める道徳教育の一層の充実に努める。

・校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体
で進める道徳教育の一層の充実に努める。

・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て、
指導方法の改善を図る。

・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て、
指導方法の改善を図る。

・全内容項目を計画的・発展的に指導する中で、県で作成した道徳
教育映像教材を活用し、道徳教育の要である「道徳の時間」を一層充
実させる。

・全内容項目を計画的・発展的に指導する中で、県で作成した道徳
教育映像教材を活用し、道徳教育の要である「道徳の時間」を一層充
実させる。

・「道徳の時間」の授業公開等により、家庭・地域社会と連携した道
徳教育を推進する。

・「道徳の時間」の授業公開等により、家庭・地域社会と連携した道
徳教育を推進する。

道徳教育

豊かな心施策２，７

施策２，５

グローバル化に対応した教育



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（中学校）

□総合的な学習の時間の工夫改善 □総合的な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。

・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、探究的・協同的な学
習を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

・地域の教育資源を積極的に活用するとともに、探究的な学習と協同
的な取組を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

□豊かな人間性や社会性の育成 □豊かな人間性や社会性の育成

・各活動において、生徒の自発的な活動を展開し、集団や社会の一員
としてよりよい生活や人間関係を築こうとする態度を育成する。

・各活動において、生徒の自発的、自治的な活動を展開し、集団や社
会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的
な態度を育成する。

・集団活動を通して、人間としての生き方についての自覚を深め、集団
や社会の中で自己を生かす能力を育成する。

・集団活動を通して、人間としての生き方についての自覚を深め、集団
や社会の中で自己を生かす能力を育成する。

・「豊かな人間関係づくり実践プログラム」を積極的に活用し、人
間関係づくりに必要な基本的な力を育む。

・「豊かな人間関係づくり実践プログラム」を積極的に活用し、人
間関係づくりに必要な基本的な力を育む。

・各教科等と関連 を図り、家庭や地域との連携、社会教育施設等の活
用を工夫し、集団活動や体験的な活動を充実させる。

・各教科等との関連、家庭や地域との連携、社会教育施設等の活用を
工夫し、集団活動や体験的な活動を充実させる。

□運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上 □運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上

・学校の教育活動全体を通じて、体育・健康に関する指導を効果的に
推進し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てる。

・学校の教育活動全体を通じて、体育・健康に関する指導を効果的に
推進し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てる。

・運動にかかわる一般原則や運動に伴う事故の防止等などを科学的に ・運動にかかわる一般原則や運動に伴う事故の防止等などを科学的に

総合的な学習の時間

特別活動

体育・健康・安全教育

豊かな心

健やかな体

施策２，４

施策３，１２

施策１，７

・運動にかかわる一般原則や運動に伴う事故の防止等などを科学的に
理解させ、それらを活用して運動に取り組めるようにする。

・運動にかかわる一般原則や運動に伴う事故の防止等などを科学的に
理解させ、それらを活用して運動に取り組めるようにする。

・運動が有する特性や魅力に応じて運動の楽しさや喜びを味わわせ、
自主的に運動に取り組めるようにするとともに、体力の向上を図る。

・運動が有する特性や魅力に応じて運動の楽しさや喜びを味わわせ、
自主的に運動に取り組めるようにするとともに、体力の向上を図る。

□健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成 □健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成

・心身の発達の段階に応じた健康教育を推進し、自らの健康を適切に
管理できる能力を育成する。

・心身の発達の段階に応じた健康教育を推進し、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。

・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。

・自分の生活行動を見直し、危険を予測・回避し、的確に行動でき
る能力と身の回りの人の安全を確保する態度の育成に努める。

・自分の生活行動を見直し、危険を予測・回避し、的確に行動でき
る能力と身の回りの人の安全を確保する態度の育成に努める。

・災害への日常の備えや的確な避難行動ができるようにし、ボランティ
ア活動の大切さについて理解するなど、防災意識の高揚を図る。

・災害への日常の備えや的確な避難行動ができるようにし、ボランティ
ア活動の大切さについて理解するなど、防災意識の高揚を図る。

□食に関する指導の充実 □食に関する指導の充実

・家庭や地域社会と連携し、生涯にわたり望ましい食生活を送ろうとす
る態度を養い、健やかな体と豊かな心をもち、食事を楽しむ生徒の育
成を図る。

・家庭や地域社会と連携し、生涯にわたり望ましい食生活を送ろうとす
る態度を養い、健やかな体と豊かな心をもち、食事を楽しむ生徒の育
成を図る。

・栄養教諭、学校栄養職員や外部の食の専門家等と連携し、学校給食
を活用した効果的な指導に努める。

・栄養教諭、学校栄養職員や外部の食の専門家等と連携し、学校給食
を活用した効果的な指導に努める。

・食に関する指導の全体計画を作成し、学校教育活動全体で計画的・
継続的・組織的な指導の工夫改善に努める。

・食に関する指導の全体計画を作成し、学校教育活動全体で計画的・
継続的・組織的な指導の工夫改善に努める。

健やかな体

健やかな体

施策３，１４

施策３



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（中学校）

□確かな生徒理解と組織的対応の充実 □確かな生徒理解と組織的対応の充実

・学校として、いじめ防止対策等について、組織と基本方針を定め、い
じめの未然防止・早期発見・早期対応を一層推進する。

・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・早期対応を一層
推進する。

・発達の段階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。

・発達の段階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。

・学校全体として、問題行動 （ネット上の問題 を含む）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。

・学校全体として、暴力行為や不登校等の問題行動に対し、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。

・社会全体で子どもを守り育むために、学校と家庭・地域・関係機関が
連携・協働できる体制づくりを進める。

・社会全体で子どもを守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と
積極的に連携・協働し、子どもを取り巻く課題の解決に努める。

□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

□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、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。

・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。

・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。

・自己有用感を高め、自己決定の場や機会を設定する等、「生徒指導
の機能を重視したわかる授業の展開」に努め、共感的な人間関係を育
てる。

・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、「生徒指導の機能を重視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。

□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たキャリア教育の推進

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、社会的・職業的自立に
向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、社会的・職業的自立に
向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。

生徒指導

キャリア教育

豊かな心

豊かな心

キャリア教育

施策８，１７

施策１，２

施策４

向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。 向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。

・職場体験、ボランティア活動、学校種間の連携などにより、望ましい勤
労観・職業観の育成を図る。

・職場体験、ボランティア活動、学校種間の連携などにより、望ましい勤
労観・職業観の育成を図る。

・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。

・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。

□自己の生き方や進路を考える指導の工夫改善 □自己の生き方や進路を考える指導の工夫改善

・家庭や地域社会等と連携して様々な職業や上級学校について理解
し、自らの生き方を考え、主体的に進路を選択できるよう、計画的・継
続的・組織的に指導・援助を行う。

・家庭や地域社会等と連携して様々な職業や上級学校について理解
し、自らの生き方を考え、主体的に進路を選択できるよう、計画的・継
続的・組織的に指導・援助を行う。

□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一層推進
する。

・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一層推進
する。

□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 □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。

・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。

・特別支援学校との連携を図り、障害のある幼児児童生徒との交流及
び共同学習を推進する。

・特別支援学校との連携を図り、障害のある幼児児童生徒との交流及
び共同学習を推進する。

障害のある生徒に対して学校内外の資源を有効に活用し、教育内容や
方法の工夫・充実を図る。

障害のある生徒に対して学校内外の資源を有効に活用し、教育内容や
方法の工夫・充実を図る。

特別支援学校のセンター的機能等を活用して、特別支援学級、通級指
導教室における自立活動の指導の充実に努める。

特別支援学校のセンター的機能等を活用して、特別支援学級、通級指
導教室における自立活動の指導の充実に努める。

特別支援教育

キャリア教育

地域とともに歩む学校づくり

施策４

施策１０

施策１０



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

□学校教育目標の具現化を図る教育課程 □学校教育目標の具現化を図る教育課程

・的確な実態把握に基づき、教職員の創意工夫を生かした適切な教育
課程を編成、実施し、その達成状況を評価し改善する。

・的確な実態把握に基づき、教職員の創意工夫を生かした適切な教育
課程を編成、実施し、その達成状況を評価し改善する。

□組織マネジメントを生かした機動力のある組織づくりと学校評価
の活用

□組織マネジメントを生かした機動力のある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、機動
力のある学校運営を行う。

・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、機動
力のある学校運営を行う。

・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。

・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、教職員の資質や
能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

・校内研修や若手教員研修チームの活性化を通して、教職員の資質や
能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

□防災教育の充実と家庭・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

□防災教育の充実と家庭・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、地域社会及び市町村
関係部局と連携を図る。

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

・家庭や地域社会に対して、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。

・家庭や地域社会に対して、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・中・高等学校、特別支援学校の相互の授業公開」「学校公開週
間」等を設定し、学校公開を一層推進する。

・「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」等を設定し、学校公開を一層推進
する。

□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 □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「１０００か所ミニ集会」「開かれた学校づくり委員
会」の充実等により、家庭・地域の教育力を高める。

・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」の充実等により、家庭・地域の教育力を高め
る。

新旧対照表（高等学校）

学校経営・教育課程

地域とともに歩む学校づくり

地域とともに歩む学校づくり

地域とともに歩む学校づくり

施策６

施策６，７

施策１４

施策６，７，１５

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

□教職員としての資質・能力の向上 □教職員としての資質・能力の向上

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性を
身に付けるために日頃から研鑚に努める。

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性、高
い倫理観を身に付けるために自らすすんで研鑚に努める。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、生徒の実態に応じた研究課題
を設定し、教職員全体で組織的・計画的に課題解決に向けた研究を行
う。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、生徒の実態に応じた研究課題
を設定し、教職員全体で組織的・計画的に新たな課題に適切に対応で
きる研究を行う。

・ちば「授業練磨の公開日」や校内における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。

・ちば「授業練磨の公開日」や校内における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。

研究と修養

施策１，７



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（高等学校）

□「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

言語活動を通じて、思考力や判断力、表現力を育てる。  （文部科学省
「言語活動の充実に関する指導事例集」、千葉県教育庁教育振興部指
導課「高等学校教科研究員研究報告書」の活用 ）

・言語活動を通じて、思考力や判断力、表現力を育てる。
文部科学省「言語活動の充実に関する指導事例集」、千葉県教育庁教
育振興部指導課「高等学校教科研究員研究報告書」の活用。

・体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、相互がかか
わり合い学び合う活動の充実を図る。

・体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、相互がかか
わり合い学び合う活動の充実を図る。

□指導目標の明確化と指導方法の工夫改善 □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、指導目標の明確化
や、目標に応じた授業構成、展開等の工夫改善を図る。

・教科・科目等の指導計画及びシラバスを作成し、指導目標の明確化
や、目標に応じた授業構成、展開等の工夫改善を図る。

□指導と評価の一体化 □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
生徒の学習意欲の喚起を促すとともに、自らの指導改善に努める。

・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
生徒の学習意欲の喚起を促すとともに、自らの指導改善に努める。

□個に応じた指導の一層の充実 □個に応じた指導の一層の充実

・少人数指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導等、全教職員が
協力して個に応じた指導を推進する。

・少人数指導や学習内容の習熟の程度に応じた指導等、全教職員が
協力して個に応じた指導を推進する。

・補充・発展的な学習を取り入れる等、学習活動を工夫し、学力の向上
を図る。

・補充・発展的な学習を取り入れる等、学習活動を工夫し、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。 ・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。

□読書活動の充実 □読書活動の充実

学 習 指 導

確かな学力

確かな学力

確かな学力

確かな学力

確かな学力

施策１

施策１

施策１

施策１，４，７

施策１１

・「千葉県子どもの読書活動推進計画（第二次）」に基づき、学校図書
館の整備に努める。

・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。

・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。

□国際理解教育の推進

・地理歴史、公民、外国語、総合的な学習の時間等の学習を通じて異
文化を理解し、グローバル社会の中で他者を尊重することのできる国
際人としての資質を育む。

（「学習指導」から取り出し、単独で項目立て）

□国際教育の推進

（新規）

・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。

（新規）

・異文化理解を深める中で、広い視野から思考する力等を養うととも
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。

□道徳教育の充実 □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。

・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。

・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。

・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。

・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・地域社会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。

・家庭・地域社会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。

道徳教育

豊かな心施策２，７

施策２，５

グローバル化に対応した教育



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（高等学校）

□総合的な学習の時間の工夫改善 □総合的な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。

・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、探究的・協同的な学
習を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

・地域の教育資源を積極的に活用するとともに、探究的な学習と協同
的な取組を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

□豊かな人間性や社会性の育成 □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、ホームルーム活
動の充実を図り、自主的・実践的な態度を育成する。

・授業時数の確保と指導方法の工夫改善などにより、ホームルーム活
動の充実を図り、自主的・実践的な態度を育成する。

・各活動において、生徒の自発的な活動を展開し、集団や社会の一員
としてよりよい生活や人間関係を築こうとする態度を育成する。

・各活動において、生徒の自発的、自治的な活動を展開し、集団や社
会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的
な態度を育成する。

・集団活動を通して、人間としての在り方生き方についての自覚を深
め、集団や社会の中で自己を生かす能力を育成する。

・集団活動を通して、人間としての在り方生き方についての自覚を深
め、集団や社会の中で自己を生かす能力を育成する。

・各教科、科目等と関連を図り、家庭や地域との連携、社会教育施設等
の活用を工夫し、集団活動や体験的な活動を充実させる。

・各教科、科目等と関連を図り、家庭や地域との連携、社会教育施設等
の活用を工夫し、集団活動や体験的な活動を充実させる。

□運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上 □運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上

・学校の教育活動全体を通じて、体育・健康に関する指導を効果的に
推進し、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能
力を育てる。

・学校の教育活動全体を通じて、体育・健康に関する指導を効果的に
推進し、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能
力を育てる。

特別活動

総合的な学習の時間

体育・健康・安全教育

豊かな心

健やかな体

施策２，４

施策３，１２

施策１，７

力を育てる。 力を育てる。

・運動にかかわる一般原則や運動に伴う事故の防止等などを科学的に
理解させた上で、合理的に運動に取り組めるようにする。

・運動にかかわる一般原則や運動に伴う事故の防止等などを科学的に
理解させた上で、合理的に運動に取り組めるようにする。

・運動が有する特性や魅力に応じて運動の楽しさや喜びを深く味わわ
せ、主体的に運動に取り組めるようにするとともに、体力の向上を図
る。

・運動が有する特性や魅力に応じて運動の楽しさや喜びを深く味わわ
せ、主体的に運動に取り組めるようにするとともに、体力の向上を図
る。

□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 □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。

・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。

・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。

・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に努める。

・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に努める。

・防災について身に付けた知識や技能を、災害時の共助の活動に生か
せるなど、防災意識の高揚を図る。

・防災について身に付けた知識や技能を、災害時の共助の活動に生か
せるなど、防災意識の高揚を図る。

□食に関する指導の充実 □食に関する指導の充実

・小・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。

・小・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。

・食に関する指導を教育課程に位置づけ、学校教育活動全体で計画
的・継続的・組織的な指導の充実に努める。

・食に関する指導を教育課程に位置づけ、学校教育活動全体で計画
的・継続的・組織的な指導の充実に努める。

健やかな体

健やかな体

施策３，１４

施策３



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（高等学校）

□確かな生徒理解と組織的対応の充実 □確かな生徒理解と組織的対応の充実

・学校として、いじめ防止対策等について、組織と基本方針を定め、い
じめの未然防止・早期発見・早期対応を一層推進する。

・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・早期対応を一層
推進する。

・発達の段階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。

・発達の段階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。

・学校全体として、問題行動 （ネット上の問題 を含む）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。

・学校全体として、暴力行為や不登校等の問題行動に対し、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。

・社会全体で子どもを守り育むために、学校と家庭・地域・関係機関が
連携・協働できる体制づくりを進める。

・社会全体で子どもを守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と
積極的に連携・協働し、子どもを取り巻く課題の解決に努める。

□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

□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、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。

・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。

・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。

・自己有用感を高め、自己決定の場や機会を設定する等、「生徒指導
の機能を重視したわかる授業の展開」に努め、共感的な人間関係を育
てる。

・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、「生徒指導の機能を重視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。

□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たキャリア教育の推進

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、社会的・職業的自立に
向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、社会的・職業的自立に
向けて必要な基盤となる能力や態度の育成に努める。

・インターンシップ、企業実習、ボランティア活動、学校種間の連携など ・インターンシップ、企業実習、ボランティア活動、学校種間の連携など

生徒指導

キャリア教育

豊かな心

豊かな心

キャリア教育

施策８，１７

施策１，２

施策４

・インターンシップ、企業実習、ボランティア活動、学校種間の連携など
により、望ましい勤労観・職業観の育成を図る。

・インターンシップ、企業実習、ボランティア活動、学校種間の連携など
により、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、生徒の希望に応じて、専門性の深化が図れる
よう支援する。

・専門学科においては、生徒の希望に応じて、専門性の深化が図れる
よう支援する。

・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。

・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。

□将来設計や進路選択を見据えた指導の工夫改善 □将来設計や進路選択を見据えた指導の工夫改善

・自己の将来を設計し、主体的に進路を選択できるよう、家庭や上級
学校、地域社会、産業界等と連携し、計画的・継続的・組織的に指導・
援助を行う。

・自己の将来を設計し、主体的に進路を選択できるよう、家庭や上級
学校、地域社会、産業界等と連携し、計画的・継続的・組織的に指導・
援助を行う。

□特別支援教育に関する教職員の意識の向上 □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。

・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。

・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。

□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 □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。

・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。

・特別支援学校との連携を図り、障害のある幼児児童生徒との交流及
び共同学習を推進する。

・特別支援学校との連携を図り、障害のある幼児児童生徒との交流及
び共同学習を推進する。

障害のある生徒に対して学校内外の資源を有効に活用し、教育内容や
方法の工夫・充実を図る。

障害のある生徒に対して学校内外の資源を有効に活用し、教育内容や
方法の工夫・充実を図る。

特別支援教育

キャリア教育

地域とともに歩む学校づくり

施策４

施策１０

施策１０

地域とともに歩む学校づくり施策７，１０



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

□学校教育目標の具現化を図る教育課程 □学校教育目標の具現化を図る教育課程

 ・幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに、
障害の状態や特性及び発達の段階等並びに地域や学校の的確な実
態把握に基づき、教職員の創意工夫を生かした適切な教育課程を編
成する。

 ・幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに、
障害の状態や特性及び発達の段階等並びに地域や学校の的確な実
態把握に基づき、教職員の創意工夫を生かした適切な教育課程を編
成する。

・教育課程の編成、実施状況を評価し、改善する。 ・教育課程の編成、実施状況を評価し、改善する。

・学校の教育活動全体を通じて、交流及び共同学習の一層の推進を
図る。

・学校の教育活動全体を通じて、交流及び共同学習の一層の推進を
図る。

・家庭及び地域や医療、福祉、保健、労働等の関係機関と密接な連携
をし、個別の教育支援計画に反映させて指導の充実を図る。

・家庭及び地域や医療、福祉、保健、労働等の関係機関と密接な連携
をし、個別の教育支援計画に反映させて指導の充実を図る。

□組織マネジメントを生かした機動力のある組織づくりと学校評価
の活用

□組織マネジメントを生かした機動力のある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、機動
力のある学校運営を行う。

・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、機動
力のある学校運営を行う。

・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。

・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、教職員の資質や
能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

・校内研修や若手教員研修チームの活性化を通して、教職員の資質や
能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

□防災教育の充実と家庭・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

□防災教育の充実と家庭・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、地域社会及び市町村
関係部局と連携を図る。

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

・危機管理意識を高め、家庭や地域社会と連携し、幼児児童生徒の健
康と安全に十分留意した学校経営に努める。

・危機管理意識を高め、家庭や地域社会と連携し、幼児児童生徒の健
康と安全に十分留意した学校経営に努める。

□特別支援教育のセンターとしての役割の一層の充実 □特別支援教育のセンターとしての役割の一層の充実

・教育相談、研修会の案内、研修会の人材派遣、教材教具の紹介等地
域の保護者や小・中学校、高等学校等に対して有する専門性の提供に
努める。

・教育相談、研修会の案内、研修会の人材派遣、教材教具の紹介等地
域の保護者や小・中学校、高等学校等に対して有する専門性の提供に
努める。

新旧対照表（特別支援学校）

学校経営・教育課程

地域とともに歩む学校づくり

地域とともに歩む学校づくり

地域とともに歩む学校づくり

施策６，１０

施策６，７

施策１４

施策６，１０

努める。 努める。

・特別支援教育コーディネーターを中心にして、福祉、医療、労働等の
関係機関との連絡・調整を図り、地域の特別支援教育を推進する。

・特別支援教育コーディネーターを中心にして、福祉、医療、労働等の
関係機関との連絡・調整を図り、地域の特別支援教育を推進する。

・家庭や地域社会に対して、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。

・家庭や地域社会に対して、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。

・「幼・小・中・高等学校、特別支援学校の相互の授業公開」「学校公開
週間」等を設定し、学校公開を一層推進する。

・「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」等を設定し、学校公開を一層推進
する。

□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 □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「１０００か所ミニ集会」「学校から発信する家庭
教育支援プログラム」の活用等により、家庭・地域の教育力を高める。

・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」の充実、「学校から発信する家庭教育支援プロ
グラム」の活用等により、家庭・地域の教育力を高める。

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

・保護者や地域の人材に協力を得る取組や社会教育施設等を積極的
に活用した取組を一層推進する。

□教職員としての資質・能力の向上 □教職員としての資質・能力の向上

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性を
身に付けるために日頃から研鑚に努める。

・教職員としての使命と責任を自覚し、幅広い視野と豊かな人間性、高
い倫理観を身に付けるために自らすすんで研鑚に努める。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、幼児児童生徒の実態に応じた
研究課題を設定し、教職員全体で組織的・計画的に課題解決に向け
た研究を行う。

・社会の変化、地域や保護者のニーズ、幼児児童生徒の実態に応じた
研究課題を設定し、教職員全体で組織的・計画的に新たな課題に適切
に対応できる研究を行う。

・ちば「授業練磨の公開日」や小中学校等との交流を積極的に行い、児
童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。

・ちば「授業練磨の公開日」や小中学校等との交流を積極的に行い、児
童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。

・地域のセンターとしての役割を果たすため、特別支援教育に関する専
門性の向上に努める。

・地域のセンターとしての役割を果たすため、特別支援教育に関する専
門性の向上に努める。

研究と修養

地域とともに歩む学校づくり施策６，７，１５

施策１，７，１０



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（特別支援学校）

□「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

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、人や事物に対する興味
関心を広げる中で、各教科等の指導において、体験的な学習や問題
解決的な学習の充実を図り、自分で判断し、表現できる力を育む。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、人や事物に対する興味
関心を広げる中で、各教科等の指導において、体験的な学習や問題
解決的な学習の充実を図り、自分で判断し、表現できる力を育む。

□幼稚部、小学部、中学部及び高等部の一貫した教育の実施 □幼稚部、小学部、中学部及び高等部の一貫した教育の実施

・一人一人のライフステージを見据え、地域や学校の実態、障害の状
態や特性及び発達の段階等を考慮し、一貫した指導計画を作成する。

・一人一人のライフステージを見据え、地域や学校の実態、障害の状
態や特性及び発達の段階等を考慮し、一貫した指導計画を作成する。

□指導と評価の一体化 □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
児童生徒の学習意欲の喚起を促すとともに、自らの指導改善に努め
る。

・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
児童生徒の学習意欲の喚起を促すとともに、自らの指導改善に努め
る。

□個に応じた指導の一層の充実 □個に応じた指導の一層の充実

・個別の指導計画のもと個に応じたきめ細かな指導を展開するため、
教材教具の工夫を図り、指導方法の充実に努める。

・個別の指導計画のもと個に応じたきめ細かな指導を展開するため、
教材教具の工夫を図り、指導方法の充実に努める。

・授業研究を積極的に行い、指導目標の明確化や、目標に応じた授業
構成、展開等の充実を図る。

・授業研究を積極的に行い、指導目標の明確化や、目標に応じた授業
構成、展開等の充実を図る。

□自立活動の指導の充実 □自立活動の指導の充実

・障害の状態や特性及び発達の段階等、経験の程度、興味・関心、生
活や学習環境等を的確に把握し、指導目標及び指導内容を明確にす
る。

・障害の状態や特性及び発達の段階等、経験の程度、興味・関心、生
活や学習環境等を的確に把握し、指導目標及び指導内容を明確にす
る。

・個別の指導計画に基づいて実施した一人一人の学習状況や結果を
適切に評価し、指導の改善及び充実を図る。

・個別の指導計画に基づいて実施した一人一人の学習状況や結果を
適切に評価し、指導の改善及び充実を図る。

学習指導

確かな学力

確かな学力

確かな学力

確かな学力

確かな学力

施策１，１０

施策１０

施策１

施策７，１０

施策１０

□読書活動の充実 □読書活動の充実

・学校の読書活動全体計画等を作成するなど、学校図書館の活性化を
図り、障害の状態や特性及び発達の段階等に応じた読み聞かせや読
書活動の工夫に努める。

・学校の読書活動全体計画等を作成し、県立図書館等と連携するな
ど、学校図書館の活性化を図り、障害の状態や特性及び発達の段階
等に応じた読み聞かせや読書活動の工夫に努める。

・学校図書館の積極的な活用を図るとともに、幼児児童生徒が本に親
しめるよう、環境づくりを工夫する。

・学校図書館の積極的な活用を図るとともに、幼児児童生徒が本に親
しめるよう、環境づくりを工夫する。

□国際理解教育の推進

 ・社会科や外国語活動、総合的な学習の時間等の学習を通じて異文化
 を理解し、グローバル社会の中で他者を尊重することのできる国際人と
 しての資質を育む。

（「学習指導」から取り出し、単独で項目立て）

□国際教育の推進

（新規）

・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。

（新規）

・異文化理解を深める中で、広い視野から思考する力等を養うととも
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。

確かな学力施策１，１１

Ⅰ５

グローバル化に対応した教育

施策２，５



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（特別支援学校）

□道徳教育の充実 □道徳教育の充実

・校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体
で進める道徳教育の一層の充実に努める。

・校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体
で進める道徳教育の一層の充実に努める。

・学校の教育活動全体を通じて、指導の時間を確保し、実際に活用で
き、有効で具体性のある全体計画を作成する。

・学校の教育活動全体を通じて、指導の時間を確保し、実際に活用で
き、有効で具体性のある全体計画を作成する。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、県で作成した映像教材
を活用し、「道徳の時間」の一層の充実に努める。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、県で作成した映像教材
を活用し、「道徳の時間」の一層の充実に努める。

・「道徳の時間」の授業公開等により、家庭・地域社会と連携した道
徳教育を推進する。

・「道徳の時間」の授業公開等により、家庭・地域社会と連携した道
徳教育を推進する。

□総合的な学習の時間の工夫改善 □総合的な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。

・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、探究的・協同的な学
習を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

・地域の教育資源を積極的に活用するとともに、探究的な学習と協同
的な取組を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

□豊かな人間性や社会性の育成 □豊かな人間性や社会性の育成

・各活動や学校行事での集団活動を通し、主体的な生活や人間関係
を築こうとする意欲や態度を育成する。

・各活動や学校行事での集団活動を通し、主体的な生活や人間関係
を築こうとする意欲や態度を育成する。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、学校の教育活動全体 ・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、学校の教育活動全体

道徳教育

特別活動

総合的な学習の時間

豊かな心

豊かな心

施策２，７

施策２，１０

施策１，７

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、学校の教育活動全体
を通じて、豊かな人間関係づくりやコミュニケーション能力の育成を図
る。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、学校の教育活動全体
を通じて、豊かな人間関係づくりやコミュニケーション能力の育成を図
る。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じて、基本的な生活習慣や
社会のきまり、ルールを身に付ける。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じて、基本的な生活習慣や
社会のきまり、ルールを身に付ける。

□運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上 □運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上

・学校の教育活動全体を通じて、体育・ 健康に関する指導を効果的に
推進し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる。

・学校の教育活動全体を通じて、体育・ 健康に関する指導を効果的に
推進し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、運動の楽しさや喜びを
味わうことができるようにする。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、運動の楽しさや喜びを
味わうことができるようにする。

□健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成 □健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成

・一人一人の障害の状態や特性及び発達の段階等を的確に把握し、
自らの健康を適切に管理できる能力を育成する。

・一人一人の障害の状態や特性及び発達の段階等を的確に把握し、
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。

・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。

・教師とともに、安全な生活や行動を取ることができるように、一人一人
の障害の状態や特性及び発達の段階等に応じて危険を予測し、回
避する能力の育成に努める。

・教師とともに、安全な生活や行動を取ることができるように、一人一人
の障害の状態や特性及び発達の段階等に応じて危険を予測し、回
避する能力の育成に努める。

・災害時に起こる様々な危険について取り上げ、教師の指示に従い適
切な行動が取れるなど、防災意識の定着を図る。

・災害時に起こる様々な危険について取り上げ、教師の指示に従い適
切な行動が取れるなど、防災意識の定着を図る。

体育・健康・安全教育

健やかな体

健やかな体

施策３，１０，１２

施策３，１０，１４



平成２６年度　　（下線部：削除・修正） 平成２７年度　（網がけセル内の下線部：追加・修正）

新旧対照表（特別支援学校）

□食に関する指導の充実 □食に関する指導の充実

・学校の教育活動全体を通じて、望ましい食生活を送ろうとする態度と
好ましい人間関係を育成する。

・学校の教育活動全体を通じて、望ましい食生活を送ろうとする態度と
好ましい人間関係を育成する。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じた指導計画のもと、家庭
や地域、栄養教諭や学校栄養職員等と連携し、効果的な指導に努め
る。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じた指導計画のもと、家庭
や地域、栄養教諭や学校栄養職員等と連携し、効果的な指導に努め
る。

・食に関する指導の全体計画を作成し、学校教育活動全体で計画的・
継続的・組織的な指導の充実に努める。

・食に関する指導の全体計画を作成し、学校教育活動全体で計画的・
継続的・組織的な指導の充実に努める。

□確かな幼児児童生徒理解と組織的対応の充実 □確かな幼児児童生徒理解と組織的対応の充実

・校内教育相談の一層の充実を図り、障害の状態や特性及び発達の
段階等の的確な理解に努める。

・校内教育相談の一層の充実を図り、障害の状態や特性及び発達の
段階等の的確な理解に努め、組織的な対応ができる生徒指導体制を
つくる。

・学校として、いじめ防止対策等について、組織と基本方針を定め、い
じめの未然防止・早期発見・早期対応ができる生徒指導体制をつくる。

・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・早期対応を一層
推進する。

・社会全体で子どもを守り育むために、学校と家庭・地域・関係機関が
連携・協働できる体制づくりを進める。

・社会全体で子どもを守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と
積極的に連携・協働し、子どもを取り巻く課題の解決に努める。

□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

□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

・ 組織的に人権意識の向上、規範意識の醸成を図るとともに、生命を
大切にする心を育むことによって、いじめや問題行動等の防止に一層
努める。

・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。

・様々な触れ合いを通じて、幼児児童生徒間、幼児児童生徒と教師間
の好ましい人間関係を確立する。

・様々な触れ合いを通じて、幼児児童生徒間、幼児児童生徒と教師間
の好ましい人間関係を確立し、社会性を育む教育活動を展開する。

・自己有用感を高め、自己決定の場や機会を設定する等、「生徒指導 ・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

生徒指導

健やかな体

豊かな心

豊かな心

施策３

施策８，１０，１７

施策１，２

・自己有用感を高め、自己決定の場や機会を設定する等、「生徒指導
の機能を重視したわかる授業の展開」に努め、共感的な人間関係を育
てる。

・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、「生徒指導の機能を重視したわかる授業の展開」によ
り、児童生徒の自己実現が図れるよう努める。

□すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進 □すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、個別の教育支援計画や
個別の指導計画のもと、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤と
なる能力や態度の育成に努める。

･キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、個別の教育支援計画や
個別の指導計画のもと、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤と
なる能力や態度の育成に努める。

□一人一人の自立と社会参加に向けた後期中等教育の充実 □一人一人の自立と社会参加に向けた後期中等教育の充実

・将来の自立と社会参加に向けて一人一人に応じた指導内容の充実を
図る。

・将来の自立と社会参加に向けて一人一人に応じた指導内容の充実を
図る。

・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。

・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。

□自己の将来及び生き方や進路を考える指導の工夫改善 □自己の将来及び生き方や進路を考える指導の工夫改善

・学校の教育活動全体を通じて、将来の夢や自らの生き方について考
えることができるよう計画的・継続的・組織的に推進する。

・学校の教育活動全体を通じて、将来の夢や自らの生き方について考
えることができるよう計画的・継続的・組織的に推進する。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、系統性のある指導を展
開する。

・障害の状態や特性及び発達の段階等に応じ、系統性のある指導を展
開する。

キャリア教育

キャリア教育

キャリア教育

キャリア教育

施策４，１０

施策４，１０

施策４，１０


