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学習指導要領とは

全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を
受けられるようにするため、文部科学省では、学校教育法
等に基づき、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する
際の基準を定めています。これを「学習指導要領」といいま
す。
「学習指導要領」では、小学校、中学校、高等学校等ごと
に、それぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定め
ています。また、これとは別に、学校教育法施行規則で、例
えば、小・中学校の教科等の年間の標準授業時数等が定
められています。各学校では、この「学習指導要領」や年間
の標準授業時数等を踏まえ、地域や学校の実態に応じて、
教育課程(カリキュラム)を編成しています。

(文部科学省ホームページより)



教育課程の基準としての性格の明確化
（道徳の時間の新設、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等）（系統的な学習を重視）

教育内容の一層の向上（「教育内容の現代化」）
（時代の進展に対応した教育内容の導入）（算数における集合の導入等）

ゆとりある充実した学校生活の実現＝学習負担の適正化

（各教科等の目標・内容を中核的事項にしぼる）

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成
（生活科の新設、道徳教育の充実）

基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの［生きる力］の育成
（教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設） ※ゆとり教育

（実施）小学校：昭和３６年度、中学校：昭和３７年度、高等学校：昭和３８年度（学年進行）

（実施）小学校：昭和４６年度、中学校：昭和４７年度、高等学校：昭和４８年度（学年進行）

（実施）小学校：昭和５５年度、中学校：昭和５６年度、高等学校：昭和５７年度（学年進行）

（実施）小学校：平成４年度、中学校：平成５年度、高等学校：平成６年度（学年進行）

（実施）小学校：平成１４年度、中学校：平成１４年度、高等学校：平成１５年度（学年進行）

「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成の
バランス （授業時数の増、指導内容の充実、小学校外国語活動の導入）

（実施） 小学校：平成２３年度、中学校：平成２４年度、高等学校：平成２５年度（年次進行）

学習指導要領のねらいの一層の実現の観点から学習指導要領の一部改正（平成１５年）

昭和33～35年
(1958～1960)

(改訂時期)

昭和43～45年
(1968～1970)

昭和52～53年
(1977～1978)

平成元年
(1989)

平成10～11年
(1998～1999)

平成20～21年
(2008～2009)

校内暴力

いじめ、学級崩壊

学力低下

学校５日制
（H14.4～）

学習指導要領の変遷

小6:1085 /中3:1120

小6:1085 /中3:1155

小6:1015 /中3:1050

小6:1015 /中3:1050

小6:945 /中3:980

小6:980 /中3:1015





2017/3（文部科学省）



2017/3（文部科学省）



2017/3（文部科学省）



2020/3/19（文部科学省GIGAスクール構想の実現説明資料）



情報教育

教科指導における情報通信技術の活用 情報通信技術を効果的に活用した、分かりやすく深まる授業の実現等

教職員が情報通信技術を活用した情報共有によりきめ細やかな指導を行うことや、校務の負担軽減等

校務の情報化

情報活用能力の育成（ICT化が進む社会への対応力の育成）

Ａ 情報活用の実践力 Ｂ 情報の科学的な理解 C 情報社会に参画する態度

●課題や目的に応じた情報手段の適切な
活用

●必要な情報の主体的な収集・判断・表
現・処理・創造

●受け手の状況などを踏まえた発信・伝達

●情報活用の基礎となる情報手段の特性
の理解

●情報を適切に扱ったり、自らの情報活用
を評価・改善するための基礎的な理論や
方法の理解

●社会生活の中で情報や情報技術が果たし
ている役割や及ぼしている影響の理解

●情報モラルの必要性や情報に対する責任
●望ましい情報社会の創造に参画しようとす
る態度

教育の情報化が目指すもの〜３つの側面を通じた教育の質の向上〜
「教育の情報化ビジョン」（H23.4）/「ICTを活用した教育の推進に関する懇談会中間とりまとめ」（H26.8)

・思考の可視化・・・距離や時間を問わず思考の過程・結果の可視化することが可能
・瞬時の共有化・・・多くの人の考えなどを距離を問わずに瞬時に共有することが可能
・試行の繰り返し・・・何度も試行錯誤・チャレンジが可能

課題解決に向けた主体的・協働的・探究的な学びの実現

個々の能力・特性に応じた学びの実現

地理的環境に左右されない教育の質の確保

距離・時間を問わずに情報の相互のやりとりが可能、蓄積した情報を自由に加工・編集・分析・表示することなどが可

能
ICTの特長

ICTの活用により実現が容易
となる学習場面の例



令和元年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）

2020/10（文部科学省）



2020/10/21（文部科学省）



「令和の日本型学校教育を構築するための方策」①

→GIGAスクール構想の前倒しを契機として、

BYODによる児童生徒１人１台端末の早期実現



（文部科学省）



（文部科学省）

教育の情報化に関する手引き （追補版）令和２年６月

（略）・・・・



小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について（議論の取りまとめ）

・近年、飛躍的に進化した人工知能は、所与の目的の中で処理を行う一方、人間は、みずみずしい感性を働かせながら、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかなど
の目的を考え出すことができ、その目的に応じた創造的な問題解決を行うことができるなどの強みを持っている。こうした人間の強みを伸ばしていくことは、学校教育が長年目
指してきたことでもあり、社会や産業の構造が変化し成熟社会に向かう中で、社会が求める人材像とも合致するものとなっている。
・自動販売機やロボット掃除機など、身近な生活の中でもコンピュータとプログラミングの働きの恩恵を受けており、これらの便利な機械が「魔法の箱」ではなく、プログラミングを通
じて人間の意図した処理を行わせることができるものであることを理解できるようにすることは、時代の要請として受け止めていく必要がある。
・小学校段階におけるプログラミング教育については、コーディング（プログラミング言語を用いた記述方法）を覚えることがプログラミング教育の目的であるとの誤解が広がりつつ
あるのではないかとの指摘もある。

プログラミング教育の必要性の背景

プログラミング教育とは

子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うように指示することが
できるということを体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、
時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思
考」などを育成するもの

プログラミング的思考とは

自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組
合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組
み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、
より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力

プログラミング教育を通じて目指す育成すべき資質･能力

思考力・判断力・表現力等知識・技能

学びに向かう力・人間性等

【知識・技能】
（小）身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要
な手順があることに気付くこと。
【思考力・判断力・表現力等】
発達の段階に即して、「プログラミング的思考」を育成すること。
【学びに向かう力・人間性等】
発達の段階に即して、コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそう
とする態度を涵養すること。

こうした資質・能力を育成するプログラミング教育を行う単元について、各学校が適切に位置付け、実施していくことが求められる。また、プログラミング教育を実施する前提と
して、言語能力の育成や各教科等における思考力の育成など、全ての教育の基盤として長年重視されてきている資質・能力の育成もしっかりと図っていくことが重要である。

総合的な学習の時間
自分の暮らしとプログラミングとの関係を考え、そ
のよさに気付く学び

理科
電気製品にはプログラムが活用され条件に応じ
て動作していることに気付く学び

算数
図の作成において、プログラミング的思考と数学
的な思考の関係やよさに気付く学び

【小学校段階におけるプログラミング教育の実施例】 【実施のために必要な条件整備等】

（１）ICT環境の整備

（２）教材の開発や指導事例集の整備、教員研
修等の在り方

（３）指導体制の充実や社会との連携・協働

音楽
創作用のICTツールを活用しながら、音の長さや
高さの組合せなどを試行錯誤し、音楽をつくる学び

図画工作
表現しているものを、プログラミングを通じて動かす
ことにより、新たな発想や構想を生み出す学び

特別活動 クラブ活動において実施



（令和元年度小学校プログラミング教育等担当者会議資料）

身近な問題の発見・解決



プログラミング的思考とは

自分が意図する一連の
活動を実現するために、
どのような動きの組合せ
が必要であり、一つ一つ
の動きに対応した記号を、
どのように組み合わせた
らいいのか、記号の組合
せをどのように改善して
いけば、より意図した活
動に近づくのか、といった
ことを論理的に考えてい
く力

部屋を掃除して

きれいにしたい

ほこりをはたく

雑巾で拭く

ごみを集める



令和元年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）

2020/10（文部科学省）



令和元年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）

2020/10（文部科学省）



（文部科学省HPより）





（令和３年度概算要求のポイント
文部科学省）



「令和の日本型学校教育を構築するための方策」②

→児童生徒1人１台端末を前提とした授業及び学習改善、

指導者用・学習者用デジタル教科書の積極的な活用

１人１台端末時代の次に来るのは？



初 年 次 教 育

幼稚園･保育所・認定こども園

小･中学校

高等学校

大 学

専
門
学
校
等

就

職

等

家庭

高
等
専
門
学
校

専
修
学
校

高
等
課
程

【学科】：普通科・専門学科・総合学科
【課程】：全日制・定時制・通信制課程
（※）特別な支援を必要とする生徒、不登校等も存在すること。

ディプロマ・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

アドミッション・ポリシー
ポリシーに対応

ポリシーに沿った選抜の
実施

高校生のための学びの基礎診断高
校
学
習

指
導
要
領

社会への送り出し

大学入学者選抜

大学入学共通テスト

ポリシーに沿った初年次教
育の実施

（学校教育の入り口から出口まで一貫して社会との関係を重視）

三つのポリシーの
一体的な策定と、
それを踏まえた大
学教育への質的転
換の実現

（受け身の教育か
ら能動的な学修
へ）

社

会

人

全ての個別選抜を
学力の３要素を適
切に評価するもの
に改革

（大学入学者選抜
の実施に係る新た
なルールの構築）

学習指導要
領の改訂や
基礎学力テス
トの導入によ
る高校教育の
改善

高
校
中
退
経
験
者

初等中等教育から大学教育までの一貫した接続イメージ（高大接続改革の全体像）



「Society5.0に向けた人材の育成の推進」
平成30年5月17日未来投資会議
文部科学大臣プレゼン資料







引用：経団連「採用と大学教育の未来に関する産学協議会・報告書」（2020/3/31)







１．教育改革と教育情報化の重要性
（高大接続改革を含む）

２．教育情報化の課題

３．令和の日本型学校教育の構築

４．教師の魅力向上と働き方改革

５．まとめ

大阪教育大学附属学校PTA総会資料 2021/5/29大阪教育大学附属１１校園PTA研修会資料 2021/5/29



Stage1

Stage2

Stage3

Stage4

電子黒板
（大型提示装置）

グループ1台
可動式PC

学びのスタイ
ルにより
1人1台
可動式PC

1人1台
可動式PC
(家庭負担?)

統合型校務支援システム（個人情報管理可能）

アクティブ・ラーニング

教科指導におけるICT活用

普通教室のICT環境整備のステップ(イメージ)

＋

＋

＋

＋

＋

個人
フォルダ

個人
フォルダ

＋

＋

＋
無線LAN

無線LAN

無線LAN等?

個人
フォルダ

＋
各教室PC1台

＋
無線LAN ?

次期学習指導要領実施に向けて
早急にStage３の環境整備が必要

※「電子黒板」については、
授業上必要な機能を有する
大型提示装置の代替活用を
含む。

電子黒板
（大型提示装置）

電子黒板
（大型提示装置）

電子黒板
（大型提示装置）

＋

2016/7 「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」 最終まとめ概要（参考資料）



令和元年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要） （令和２年１０月 文部科学省）



新しい時代の初等中等教育の在り方に関する
特別部会（第６回）会議資料 2020/02/21



2019/12 （文部科学省・国立教育政策研究所）



2019/12 （文部科学省・国立教育政策研究所）



2019/12 （文部科学省・国立教育政策研究所）



2019/12 （文部科学省・国立教育政策研究所）



2019/12 （文部科学省・国立教育政策研究所）



「令和元年度青少年のインターネット利用環境実態調査」（内閣府）



「令和元年度青少年のインターネット利用環境実態調査」（内閣府）



「令和の日本型学校教育を構築するための方策」③

→平日のインターネット利用時間（平均182.3分）のうち

少なくとも半分以上を勉強等の利用に。



１．教育改革と教育情報化の重要性
（高大接続改革を含む）

２．教育情報化の課題

３．令和の日本型学校教育の構築

４．まとめ





５．「令和の日本型学校教育」の構築に向けたICTの活用に関する基
本的な考え方

◆「令和の日本型学校教育」を構築し，全ての子供たちの可能性を引き出す，個別
最適な学びと，協働的な学びを実現するためには，ICTは必要不可欠

◆ これまでの実践とICTとを最適に組み合わせることで，様々な課題を解決し，教
育の質の向上につなげていくことが必要

◆ICTを活用すること自体が目的化しないよう留意し，PDCAサイクルを意識し，効
果検証・分析を適切に行うことが重要であるとともに，健康面を含め， ICTが児童
生徒に与える影響にも留意することが必要

◆ ICTの全面的な活用により，学校の組織文化，教師に求められる資質・能力も変
わっていく中で，Society5.0時代にふさわしい学校の実現が必要



６．遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの在り方について

・・・・・
●対面指導の重要性，遠隔・オンライン教育等の実践による成果や課題を踏ま
え，発達の段階に応じ，ICTを活用しつつ，教師が対面指導と家庭や地域社会と
連携した遠隔・オンライン教育とを使いこなす（ハイブリッド化）ことで，個別最適な
学びと協働的な学びを展開

●AIやロボティクス，ビッグデータ，IoTといった技術が発展したSociety5.0時代の
到来に対応し，教師の情報活用能力，データリテラシーの向上が一層重要

●教師や学校は，変化を前向きに受け止め，求められる知識・技能を意識し，継
続的に新しい知識・技能を学び続けていくことが必要であり，教職大学院が新た
な教育課題や最新の教育改革の動向に対応できる実践力を育成する役割を担
うことも大いに期待

●多様な知識・経験を持つ人材との連携を強化し，そういった人材を取り込むこ
とで，社会のニーズに対応しつつ，高い教育力を持つ組織となることが必要

９．Society5.0時代における教師及び教職員組織の在り方について

各 論



１．教育改革と教育情報化の重要性
（高大接続改革を含む）

２．教育情報化の課題

３．令和の日本型学校教育の構築

４．まとめ



「令和の日本型学校教育を構築するための方策」

①GIGAスクール構想の前倒しを契機として、BYODによる児童生徒１人１台
端末の早期実現

②児童生徒1人１台端末を前提とした授業及び学習改善、
指導者用・学習者用デジタル教科書の積極的な活用
１人１台端末時代の次に来るのは？

③児童生徒の平日学外におけるインターネット利用時間（平均182.3分）の
うち少なくとも半分以上を勉強等の利用に

④大学、企業、教育委員会、保護者、地域等の連携強化による
社会に開かれた教育課程の実現



大人として、教育者として、共に協力し合い

世界中の子どもたちを笑顔にしていきましょう！



「ご清聴ありがとうございました。」

ご意見、質問などありましたらメールしてください。
niitsu-k55@auecc.aichi-edu.ac.jp

国立大学法人愛知教育大学
理事・副学長･事務局長 新津勝二

↓本日の資料は以下のいずれかで入手可能です。

mailto:niitsu-k55@auecc.aichi-edu.ac.jp

