


はじめに

みやぎの復興に向けた「将来への種まき」を

　甚大な被害をもたらした東日本大震災から５年が経過しました。未だに仮設校舎や他校での併設

といった形で授業を行っている学校もありますが，そうした中でも教職員及び教育関係者の皆様の

献身的な努力により，平常どおりの教育活動が行われていることに改めて深く感謝申し上げます。

　今，県内各地で復興の槌音が響き，新たなまちづくりが進むなど復興に向けた取組が着実に進展

しつつあります。教育の場においても，新たな教育委員会制度のもとで昨年７月に知事が主宰する

総合教育会議が開催され，「教育等の振興に関する施策の大綱」（大綱）が策定されました。大綱で

は，以前から重視していた「高い志をもった心身ともに健やかな子どもの育成」などに加え，「震

災の教訓を生かした安全・安心な教育環境づくり」や「家庭・地域の教育力の再構築」などが基本

目標の中で重視されております。こうした目標を達成する上で学校教育が果たす役割と責任は極め

て大きく，将来を担う子どもたちの着実な成長を見据えた教育実践，いわば「将来への種まき」が

求められているところです。

　一方，学校の現状を見ますと，いじめや暴力行為等の問題行動が増加傾向にあり，不登校も高い

出現率に歯止めがかからないなど，憂慮すべき状況が続いております。また，小５・中２を対象に

実施した県独自の学習状況調査の結果においても，全体の１～２割程度の児童生徒が震災の影響に

より「授業に集中できない」，「気持ちが落ち着かなくなる」と回答するなど，長引く震災の影響も

懸念されております。

　こうした課題を改善していくためには，まず，子どもたちの学校生活の中心である授業について，

「学力向上に向けた５つの提言」に基づいた取組を全ての学校・学級で徹底し，魅力ある学校づく

りや分かる授業づくりを行っていくことが重要です。併せて，学校生活の基盤である安心・安全な

教育環境についても，学校が中心となって家庭や地域，関係機関と密接な連携を図りながらチーム

として心のケアや防災等に取り組んでいかなければなりません。

　本冊子は，このような山積する教育課題に応え，学校が将来の宮城を担う子どもたちにとって「行

きたくなる学校」となることを目指し，平成28年度の学校教育の方針と重点をまとめたものです。

市町村教育委員会及び各学校等におかれましては，本冊子の趣旨・内容を十分に御理解の上，教育

活動の充実に御活用いただきますようお願いいたします。

　県教育委員会としましては，学力や体力の向上に向けた諸事業の展開やいじめ・不登校対策，心

のケアを中心とした体制強化等を図りながら，平成28年度も市町村教育委員会や各学校等との連

携を推進し，本県学校教育の充実・発展に努めてまいりたいと考えております。

　平成28年３月

宮城県教育委員会教育長　髙　橋　　　仁
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宮 城 県 教 育 基 本 方 針宮 城 県 教 育 基 本 方 針
未来を望み志高く生きる心身ともに健やかな人間の形成と
互いの絆を大切にする潤いのあるふるさとづくりをめざし

宮城県教育振興基本計画宮城県教育振興基本計画

　学校・家庭・地域の強い絆のもとで，より
よい未来を創造する高い志を持った，心身と
もに健やかな子どもが育っています。
　そして，人々が生きがいを持って，生涯に
わたり，多様に学び，交流する中で，潤いの
ある文化を守り育む地域社会が形成されてい
ます。

たくましさとやさしさを培う学校
学びと生きがいにみちた地域社会
か お り 高 い 芸 術 文 化
感 動 と 活 力 あ る ス ポ ー ツ

を重点に県民の生涯にわたる学習の充実に努める

目指す姿

１　夢と志を持ち，その実現に向けて自ら考え
行動し，社会を生き抜く人間を育む。

２　次代を支える社会の一員として，歴史が培
ってきた文化や規範を尊重し，思いやりの
心に富んだ人間を育む。

３　学校・家庭・地域の教育力の充実と連携の
強化を図り，宮城の豊かな教育資源を生か
しながら，社会全体で子どもを守り育てる
環境をつくる。

４　生涯にわたり学び，互いに高め合い，充実
した人生を送ることができる地域社会をつ
くる。　

学校教育の方針学校教育の方針
　学校教育は，人間尊重の精神に立ち，子どもの豊かな人間性の育成を目指して行わなければなら
ない。このため，関係法令，「宮城県教育基本方針」及び「宮城県教育振興基本計画」並びに「教
育等の振興に関する施策の大綱」にのっとり，学校の創意工夫を生かし，子どもの充実した学校生
活の実現を期すとともに，自立して生きるための基礎・基本の確実な定着を図り，夢と志を持ち，
その実現に向けて努力する，心身ともに健やかな子どもの育成に努める。

目　標

教育等の振興に関する
施策の大綱

教育等の振興に関する
施策の大綱

１　夢と志を持ち，その実現に向けて自ら考え
行動し，社会を生き抜く人間を育みます。

２　次代を支える社会の一員として，歴史が培
ってきた文化や規範を尊重し，思いやりの
心に富んだ人間を育みます。

３　被災地の教育環境の整備を進めるとともに，
子どもたちの心のケアや防災教育の充実を
図ります。

４　学校・家庭・地域の教育力の充実と連携の
強化を図り，宮城の豊かな教育資源を生か
しながら，社会全体で子どもを守り育てる
環境をつくります。

５　生涯にわたり学び，互いに高め合い，充実
した人生を送ることができる地域社会をつ
くります。

基本方針

計画期間平成22年度～31年度
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１  学ぶ力と自立する力の育成
•　宮城の復興を支える人材育成の視点も踏まえ，児童生徒の発達段階に応じ，自己の適性等と社会
の中で果たすべき役割，「学ぶことの意義」の理解を促しながら，勤労観や職業観を涵養し，主体
的に進路を選択する能力や態度を育成する「志教育」の取組を進めます。
•　基礎的・基本的な知識・技能の更なる定着を図るとともに，学んだことを基に，主体的に考え，
判断し，課題を解決する力の育成に取り組みます。
•　国際理解，環境問題，情報化，福祉等，今日的課題に関する学習を通して，激しく変化する社会
を生き抜くための力を育成します。
•　ＩＣＴを活用した学習活動を展開し，発達の段階に応じた情報活用能力を育成するとともに，情
報活用のルール，セキュリティ等の情報モラル教育を推進します。

２  豊かな人間性や社会性，健やかな体の育成
•　本県の多彩な教育資源を活用した体験活動を通して，命を大切にする心や社会的規範意識，美し
いものや自然に感動する心を育てることに取り組みます。
•　様々な学習活動や日常生活における外遊びなどを通じて，コミュニケーション能力の育成や言語
活動の充実を図るとともに，人と積極的に交流することにより，社会の中で他者と協調しながら共
に生きるために必要な実践的な態度や資質を育成します。
•　いじめ等の問題行動を解消するため，学校・家庭・関係機関が緊密に連携する体制づくりに取り
組むとともに，不登校児童生徒の登校へ向けた支援体制の充実を図ります。
•　生涯にわたり健康で活力ある生活を送るための基礎的な体力・運動能力の向上に取り組みます。

３  障害のある子どもへのきめ細かな教育の推進
•　発達障害を含め，障害のある子どもに対して，一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び
必要な支援を行うために，障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことのできる環境づく
りを進めるとともに，特別支援学校の狭隘化等への対応に努めます。
•　幼稚園，保育所，小学校，中学校，高等学校に在籍する障害のある児童生徒等について，特別支
援学校や様々な関係機関が連携して，当該在籍校等に対する相談・支援を行う体制を整備します。
•　障害のある子どもの社会参加のため，県民の理解促進や就労に向けた支援を推進します。

４  被災地における安全・安心な学校教育の確保
•　震災で甚大な被害を受けた学校施設の復旧・再建に取り組むとともに，児童生徒が安全で安心し
て学べる環境づくりに取り組みます。
•　時代のニーズや生徒の多様化・個性化に応じた魅力ある学校づくりを進めるため，地域の復興の
方向性などを踏まえながら，教育環境の整備に取り組みます。
•　被災した児童生徒等が安心して就学できる環境を整えるため，就学援助に取り組むとともに，奨
学資金の貸付等による継続的な支援に取り組みます。

教育施策の基本方向
（平成22年３月策定  宮城県教育振興基本計画 及び 平成27年7月策定  教育等の振興に関する施策の大綱より）

Ⅰ
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教育施策の基本方向 Ⅰ

•　震災を契機とした様々な環境の変化に伴う児童生徒等の心のケアにきめ細かく対応するとともに，
生徒指導，進路指導，教育相談など，長期的・継続的な支援体制の充実を図ります。
•　県全体の防災・減災の取組と連携し，震災の教訓を十分踏まえ，防災教育の一層の充実を図るため，
児童生徒の災害対応能力の育成や学校と地域が連携した防災体制の強化に取り組みます。

５  信頼され魅力ある教育環境づくり
•　採用，研修，評価，人事異動等の各段階を通じ，総合的に教員の指導力及び資質の向上を図ります。
•　学校ごとに，教育目標，教育活動計画とその実施状況，教育成果の評価等を公開し，開かれた学
校づくりを推進します。
•　県立高校においては，「主体的に生き抜く力」と「人と関わる力」の育成に特に重点的に取り組
むこととし，そのために必要となる授業展開，学校づくり，条件整備等を行います。
•　子どもたちが安心して学べるように学習環境の充実に努めるとともに，私立学校の役割も踏まえ，
私学への支援を行います。

６  幼児教育の充実と家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくり
•　幼稚園や保育所等における幼児教育の充実や小学校との円滑な接続に向けた取組を進めます。
•　家庭教育や子育てに関する情報及び学習機会の提供，地域で支援する人材の養成，企業等の子育
て環境づくりの支援等を通じて家庭の教育力の向上を図ります。
•　地域住民，企業，ＮＰＯ等の参画を得て，社会体験等体験活動の機会の充実に取り組むとともに，
防災，防犯，有害環境の浄化等子どもの安全の確保に取り組みます。
•　家庭・地域・学校がそれぞれの役割の重要さを認識し，相互に連携し支え合いながら，子どもの
成長を社会全体で支えていく仕組みづくりを進めます。

７  生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進
•　県民のニーズに対応した生涯学習機会の提供に努め，また，その成果を生かす機会を充実させる
とともに，地域の教育資源である人材の発掘，生涯学習指導者や地域づくり活動のリーダーの育成
に努めます。
•　文化芸術活動の担い手のすそ野を広げるため，特に青少年を対象に優れた芸術の鑑賞機会の充実
を図るとともに，県民の創作・研究等創造的な活動を支援するため，発表や交流の場を提供します。
•　郷土の伝統的な文化芸術や文化財を県民共通の財産として，その保存，継承及び発展を図り，文
化芸術による地域づくりを目指します。
•　だれもがスポーツに親しめるよう，スポーツ環境の充実に努め，県民総スポーツ社会の実現に努
めるとともに，国内上位・国際水準の競技スポーツ選手の育成を目指し，各年代層において計画的
かつ継続的に選手の指導強化を図ります。



4

学校教育の重点Ⅱ
「家庭・地域と連携した創意と活力に満ちた学校づくり」「家庭・地域と連携した創意と活力に満ちた学校づくり」
　校長のリーダーシップの下，全教職員の創意工夫を結集するとともに，家庭や地域と連携しながら，
以下に掲げる各項目を重点として，学習指導要領の趣旨を踏まえた調和のとれた教育課程の編成と確実
な実施に努め，学校教育目標の具現を図る。

　児童生徒一人一人が将来の職業人，社会人としての自己を見据え，主体的に学ぶ意欲と目標をもって
努力していけるよう，小・中・高等学校を通じて社会性や勤労観を養い，自らの生き方について主体的
な探究を促していく「志教育」を推進する。

□学校経営の理念と方針及び構想を明確にした経営と組織的・協働的な取組の推進
□学習指導要領等についての理解を深め，学校の創意工夫を生かした特色ある教育課程の編成と実施
□地域の教育力を活用し，地域とともにつくる特色ある教育活動の推進

実
践
の
指
針

□勤労観・職業観を養う職場体験活動等の実施
□大震災からの復興を目指した社会貢献活動等の実施
□将来の社会人としての生き方について主体的な探求を促す講話・セミナー等の実施

実
践
の
指
針

１  小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進
こころざし

　児童生徒の学習状況に適切に対応した指導体制や指導方法の工夫改善に積極的に取り組むとともに，
学校・家庭・地域が一体となって学習習慣の形成に努め，基礎的な学力の確実な定着と学んだことを活
用して自ら考える力の育成を図る。

⑴　教員の教科指導力の向上
□基礎・基本の定着を図り，活用する力を身に付けさせるための指導の充実
□課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）や
問題解決的な学習の充実
□少人数指導や習熟の程度に応じた指導の工夫等，個に応じた指導の充実
□書く活動を積極的に取り入れるなどの思考力・判断力・表現力を育てる学習の充実
□論理や思考，コミュニケーション，感性・情緒の基盤となる言語活動の充実
□授業のねらいの明確化と振り返り活動の充実，指導に生きる評価方法の工夫改善
□全国学力・学習状況調査及び宮城県学力・学習状況調査，みやぎ学力状況調査等の結果の活用
□情報通信技術（ICT）を活用した学習指導の充実

⑵　児童生徒の学習習慣の形成
□家庭における学習習慣の形成と児童生徒の家庭学習の充実

⑶　教育環境基盤の充実
□教員の得意分野や教科の特性を生かした小学校における教科担任制の実施
□学習習慣や生活習慣及び学習内容の定着を図るための学級編制弾力化事業の実施

実
践
の
指
針

２  基礎的な学力の定着と活用する力の伸長



5

学校教育の重点Ⅱ

　東日本大震災の厳しい教訓を踏まえ，「みやぎ学校安全基本指針」を基に，「危険を回避する力と他
者や社会の安全に貢献できる心」を育てることを目指し，学校教育活動全体を通じて児童生徒の発達の
段階に応じた系統的な防災教育を行い，防災意識の内面化を図る。

□自ら危険を予測し回避する力及び地域の安全に貢献する心を高める防災教育の推進
□防災主任等を中心とした学校防災体制の強化と地域と連携した防災教育の推進
□将来，国内外で発生する災害から一人でも多くの命やなりわいを守ることのできる人づくりの推進
□みやぎ防災教育副読本「未来への絆」を活用した計画的・継続的な防災教育の推進

実
践
の
指
針

□命を大切にする心を育む社会体験や自然体験等の体験活動を生かした道徳教育の推進
□ボランティアなど社会奉仕活動を通した豊かな人間性の育成
□いじめ・不登校等の未然防止及び早期発見・早期対応を目指した取組の充実
□授業を含めあらゆる機会を捉えた児童生徒理解と豊かな人間関係の確立を図る積極的な生徒指導の
推進
□MAPの推進と，スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・相談員等との連携を図っ
た適応指導の推進

実
践
の
指
針

４  「防災教育」の推進

　生涯にわたる人間形成の基礎が培われるなど子どもの成長にとって重要な幼児期に，子どもたちが豊
かな心情や学ぼうとする意欲，健全な生活を送る態度などを身に付けられるよう，幼児教育のさらなる
充実を図るため「学ぶ土台づくり」を推進する。

□職員同士の交流や研修などを通した，幼稚園，保育所等，小学校間の連携の充実
□高等学校等における保育体験等を通した，親になるための教育の推進
□保護者会や講演会などを通した親自身の育ちへの支援と信頼関係の構築

実
践
の
指
針

３  「学ぶ土台づくり」の推進

　様々な体験活動，集団活動，読書体験等を通じて，人との交流の大切さを実感させ，思いやりの心，
美しいものに感動する心を培い，倫理観，規範意識等を育む。児童生徒の心のケアやいじめ，不登校等
の早期発見・解消に向け，家庭や地域社会，関係機関等との連携を図り，生徒指導体制，相談体制を充
実させる。

５  感性豊かでたくましい心をもつ子どもの育成と支援
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Ⅱ学校教育の重点

実
践
の
指
針

　発達障害も含め，特別な支援を必要とする子どもたちが在籍する全ての学校において，きめ細かな指
導や支援を行うとともに，障害のある子どもと障害のない子どもが地域の学校で共に学ぶことができる
よう，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充実を図る。

□「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の作成・活用による教育の充実
□障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習の推進
□特別支援教育担当教員等の資質・専門性の向上
□特別支援学校のセンター的機能の充実と活用
□就学先決定の仕組みの変更に伴う教育相談体制の整備と支援体制の充実

実
践
の
指
針

□初任者研修及び教職経験者研修（５年経験者・10年経験者・20年経験者）の推進と充実
□基礎・基本の定着を図り，自ら学び自ら考える力を育成する指導法改善のための校内研修の充実
□特色ある学校づくりや特色ある教育活動を推進するための研修の充実
□教職員の資質向上と学校の活性化を図る教職員評価の実施

７  一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進

　学校での体育活動はもとより，保護者・地域と連携を図りながら，日常生活における外遊びの推奨等
を通して，体を動かすことの楽しさを感じさせ，体を動かす習慣を身に付けさせながら，体力・運動能
力の向上を図る。また，食育や心身の健康を保つ健康教育等を充実させる。

□進んで運動に親しみ，体力の向上と生涯スポーツの基礎を培う体育の充実
□食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせるための食育の指導の充実
□心身の健康と安全な生活に必要な態度，習慣を身に付けさせる指導の充実

実
践
の
指
針

６  健康な体づくりと体力・運動能力の向上

　教職員としての使命と責任を自覚し，豊かな人間性や社会性を養うとともに，学校運営，学年・学級
経営，学習指導，生徒指導等の充実と教育課題の解決を図る実践的な指導力を高める研修を組織的・計
画的に実施する。

８  教員が学び続けるための体系的な研修の推進
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　家庭・地域・学校がそれぞれの役割の重要性を認識し，相互に連携しながら，児童生徒の成長を支え
ていく教育活動を推進する。

□「みやぎの協働教育」など保護者や地域の人々，社会教育関係団体との連携・協働による教育活動
の充実
□家庭や地域における児童生徒の週末活動についての適切な指導と支援
□「はやね・はやおき・あさごはん」など，家庭での基本的な生活習慣や学習習慣の形成についての
適切な指導と支援
□地域ぐるみの学校安全体制の整備

実
践
の
指
針

□保護者・地域への教育目標，教育方針等の積極的な説明と教育活動の公開
□学校評価システムの構築と推進
□学校評議員制の積極的な活用と学校経営・運営への反映
□保護者・地域の人材の積極的な活用と学校施設等の開放
□保護者等の様々な要望に対応する学校組織づくりとその支援

実
践
の
指
針

□我が国固有の伝統・文化や郷土の教育資源を活用した学習の推進
□教員研修の充実や外国語指導助手等の活用による外国語教育の推進
□環境への理解を深め，よりよい環境を創造する態度を育てる環境教育の推進
□情報活用能力の育成と情報に対するモラルや責任感を培う情報教育の推進
□福祉に対する理解と心情を育み，主体的に取り組む態度を育てる福祉教育の推進

実
践
の
指
針

10   家庭・地域・学校が協働した教育活動の推進

　学校教育への保護者や地域社会の期待と要望を的確に把握し，経営方針や教育活動の策定に生かすと
ともに，学校の教育目標や方針，教育計画の内容等を明確に説明し，理解を図る。また，学校教育目標
の達成度や教育課程の実施状況等の公表に努める。

９  開かれた学校づくりの推進

　我が国や郷土の歴史・文化に対する理解を深めるとともに，他国の文化，生活習慣等を理解し，尊重
する態度を育む。また，環境問題，情報化等今日的な課題に関する学習を通して，激しく変化する社会
を生き抜くための力を育成する。

11   伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育・時代の要請に応えた教育の推進
はぐく

学校教育の重点Ⅱ
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極的に認知する。
•　児童生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰
囲気をつくる。
•　アンケート調査や教育相談等を定期的に実
施する。
•　保健室や相談室の利用，電話相談窓口につ
いて広く周知する。
•　日頃から児童生徒の様子に注意深く目を配
る。

４　いじめの発見・通報を受けたとき
　　【速やかに組織的に対応する】
•　いじめと疑われる行為を発見した場合，そ
の場でその行為を止めさせる。
•　児童生徒や保護者から相談や訴えがあった
場合には，真摯に傾聴する。
•　いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせ
てきた児童生徒の安全を確保する。
•　発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込
まず，学校内で直ちに情報を共有する。
•　速やかに関係児童生徒から事情を聴き取る
などして，いじめの事実の有無を確認する。
•　事実関係を迅速に被害・加害児童生徒の保
護者に連絡する。

５　いじめを受けた児童生徒への対応
　　【徹底して守り通す】
•　いじめを受けた児童生徒にとって信頼でき
る人（親しい友人や教職員，家族，地域の人
等）と連携し，いじめを受けた児童生徒に寄
り添い支える体制をつくる。
•　いじめを受けた児童生徒が安心して学習そ
の他の活動に取り組むことができるよう，必

１　未然防止の基本となる学校づくり
　児童生徒が，周囲の友人や教職員と信頼でき
る関係の中，安心して学校生活を送ることがで
き，規律正しい態度で授業や行事に主体的に参
加・活躍できるような学校づくりを行う。
•　一人一人を大切にした分かりやすい授業づ
くりを進める。
•　全ての児童生徒が，集団の一員として，互
いを尊重し，認め合う人間関係を構築できる
ような集団づくりを進める。
•　学級全体で話し合うなどして，いじめは人
間として絶対に許されない行為であり，根絶
しようという意識や態度を行き渡らせる。

２　いじめに向かわない態度・能力の育成
　学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権
教育の充実，読書活動・体験活動などの推進に
より，児童生徒の社会性を育むとともに児童生
徒がいじめに向かわない態度・能力を育成する。
•　児童生徒が他者の役に立ったり困難な状況
を乗り越えたりする機会を意図的に設け，児
童生徒の自己有用感と自己肯定感を高める。
•　他者の痛みを自分のこととして共感するこ
とができる豊かな情操を培う。
•　他者のよさを理解し，自他の存在を等しく
認め，お互いの人格を尊重する態度を養う。
•　他者との意見の違いがあっても，建設的に
調整できるコミュニケーション能力を育てる。

３　早期発見
　日頃からの児童生徒の見守りや信頼関係の構
築等に努め，児童生徒の小さな変化や危険信号
を見逃さないアンテナを高く保ち，いじめを積

各種教育の重点Ⅲ
いじめ防止のために

　いじめはどの子にも起こりうる，どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ，児
童生徒の尊厳が守られ，児童生徒をいじめに向かわせないための未然防止に，全ての教職員が取り組むこ
とから始めていく必要がある。
　いじめの態様や特質，原因・背景，具体的な指導上の留意点などについて，平素から教職員全員の共通
理解を図っていくことが大切である。
　いじめ防止のための取組，早期発見・早期対応の在り方，教育相談体制，校内研修等に係る内容を定め
た「学校いじめ防止基本方針」をより実効性の高いものとするため，各学校の実情に即して機能している
かを点検し，不断に見直し，PDCAサイクルで取組を進めていくことが大切である。また，この「学校い
じめ防止基本方針」の点検や見直しなどについては，「学校いじめ問題対策委員会」を活用し，組織的に
対応することが必要である。
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各種教育の重点Ⅲ

要に応じていじめた児童生徒を別室で指導し
たり，状況に応じて出席停止制度を活用した
りする。
•　状況に応じて，心理や福祉等の専門家，警
察官経験者など外部専門家の協力を得る。
•　いじめが解決したと見られる場合でも，教
職員の気付かないところでいじめが続くケー
スも少なくないことに鑑み，継続して十分な
注意を払い，折に触れて必要な指導を行う。

６　いじめを行った児童生徒への指導
　　【丁寧かつ毅然とした態度で指導する】
•　いじめを行った児童生徒の人格の成長に主
眼を置き，いじめは人格を傷つけ，生命，身
体又は財産を脅かす行為であることを理解さ
せ，自らの行為の責任を自覚させるよう指導
する。
•　児童生徒がいじめを行うに至った背景等も
踏まえ，丁寧な指導を心掛ける。
•　事実に対する保護者の理解や納得を得た上
で学校と保護者が連携して以後の対応を適切
に行えるよう保護者の協力を求めるとともに，
保護者に対する継続的な助言を行う。

７　いじめが起きた集団への指導
　　【自分の問題として捉えさせる】
•　たとえいじめを止めさせることはできなく
ても，誰かに知らせる勇気をもつよう伝える。
•　はやしたてるなど同調する行為は，いじめ
に加担する行為であることを理解させる。

８　ネット上のいじめへの対応
•　ネット上の不適切な書き込み等は直ちに削
除する措置をとる。また，名誉毀損やプライ
バシー侵害等があった場合，プロバイダに対
して速やかに削除を求めるなど必要な措置を
講じる。また，必要に応じて法務局の協力を
求める。
•　学校の設置者等と連携し，ネットパトロー
ルを実施することによりネット上のトラブル
の早期発見に努める。
•　メールやSNSを利用したいじめを防止する
ため，学校における情報モラル教育を進める
とともに，保護者に対するフィルタリングの
利用などの啓発活動の充実を図る。

９　いじめ防止の体制づくり等
①　校内体制の整備等
•　担任等が問題等を一人で抱え込むことなく，
学校全体で一致協力していじめへの対応がで
きるよう，小・中においては校務分掌に「い
じめ・不登校対策担当者」を位置付け，具体
的・実効的な生徒指導体制の確立を図る。
•　全ての教職員の共通認識を図るため，生徒
指導上の諸問題等に関する校内研修の充実を
図る。
•　いじめの早期発見，いじめを受けた児童生
徒の心のケア等に資するため，教育相談体制
の充実を図る。
•　教職員が児童生徒と向き合い，いじめの防
止等に適切に取り組めるよう校務の効率化を
図る。
•　学校評価及び職員評価において，いじめ防
止等への取組状況について評価し，改善に努
める。
②　地域や家庭との連携
　　社会全体で児童生徒を見守り，健やかな成
長を促すため，「学校いじめ防止基本方針」
を日頃から地域や家庭に積極的に公表するな
どし，地域や家庭と組織的に連携・協働する
体制を構築する。
③　関係機関との連携
　　必要な教育上の指導を行っているにもかか
わらず，その指導により十分な効果を上げる
ことが困難な場合などには，関係機関（警察，
児童相談所，医療機関，法務局等）との適切
な連携が必要となる。日頃から，関係機関の
担当者等との情報共有体制を構築する。

〈警察との連携〉
相談する場合：犯罪行為の可能性があるケース
　　　　　　　（判断に迷うようなケースも含む）
通報する場合：児童生徒の生命，身体又は財産

に重大な被害が生じる恐れがある

〈資　料〉
■いじめ防止のための校内体制の在り方
　　　→67ページ
■いじめに関する相談機関
　　　→68ページ
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Ⅲ各種教育の重点

１　不登校を生まない取組
　【「①未然防止」について】
　不登校の未然防止に向け，志教育を実践し，
全ての児童生徒が安心して過し，活躍できる「魅
力ある学校づくり」を行う。
•　教師が児童生徒を認めほめること，自己有
用感や自己存在感，共感的人間関係を育成す
ることなどを通して温かな学級をつくる。
•　日々の授業や行事等で全ての児童生徒が主
体的に取り組む共同的な活動の場を設定し，
自ら「絆」を感じ取り紡いでいくことができ
るようにする。
•　ねらいや課題の明確化，学習形態の工夫な
どきめ細かい教科指導の実施や学ぶ意欲を育
む指導の充実を図り，分かる授業づくりを行
う。
•　情報交換会や体験入学など小学校と中学校，
中学校と高等学校の交流活動を積極的に行い，
幼保・小・中・高等学校の連携を図る。
•　家庭訪問や電話連絡，各種お便りなどを通
して家庭との連携を図る。

２　欠席を長期化させない取組
　【「②初期対応」について】
　不登校の初期対応として，休み始める前の予
見と休み始めたときの対応を適切に行い，早期
発見・早期対応に努める。
•　遅刻や早退が多くなってきた，月に３日以
上の欠席があった，保健室に行くことが多く
なったなど，子どもの様子に変化が見られた
ら，本人や保護者に様子を聞くなどすぐに対
応する。
•　児童生徒が欠席したときには，早期に電話

不登校解消のために

　不登校児童生徒は，平成26年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」では全国で
12万人を超え，いじめや発達障害，児童虐待等も含めその要因や背景も多様化している。こうしたことか
ら，不登校は，特別な状況下で特定の子どもに起こるものではなく，「どの学校にもどの子どもにも起こり
得るもの」といった認識が必要である。したがって，学級担任はもとより，全ての教職員が日頃から子ど
もたちの状態をきめ細かく観察するとともに，不登校に対する基本的な理解に努めることが大切である。
　不登校対策としては教育的予防としての「①未然防止」，早期発見・早期対応を図る「②初期対応」，欠
席が30日を超えた不登校児童生徒に対する「③自立支援」の３つの視点がある。
　「不登校解消に向けた3つの提言」に基づいて，これら３つの視点から校内体制を強化し組織的に取り
組むとともに，不登校児童生徒に対する専門家等による的確なアセスメント（見立て）のもとで学校と家
庭，関係機関等が連携して支援を行うことが重要である。

連絡や家庭訪問を行い，本人や保護者との対
応，その反応等を登校支援個票（個人記録個
票）等に累積していくようにする。
•　早期に支援チームを編成し，情報を共有す
るとともに週に１回程度のチーム会議を開催
する。

３　再登校に向けた取組
【「③自立支援」について】
　対応してもなお欠席が30日を超え，不登校
となった児童生徒については，学校復帰ができ
るよう適切な体制を整え，関係機関等と連携し
た組織的対応や適切な心のケアを実施し，自立
支援を行っていく。
•　不登校への対応が学級担任任せとならない
よう，学校全体の指導体制の充実を図るとと
もに，スクールカウンセラーや関係機関等と
の効果的な連携に取り組む。
•　子どもが状況に応じて学校生活に適応する
努力をしやすいよう，保健室や相談室等，学
校内の居場所を充実させる。
•　個人情報の取扱いに十分配慮しつつ，保護
者や関係機関との連携等に活用できる登校支
援個票や不登校対応記録票等を作成し，活用
する。
•　不登校の子どもの学習支援や進路指導を行
うために，学校外の学習状況の把握に努め，
適切な評価ができるように工夫する。

４　不登校担当教員（いじめ・不登校対策担
当者）を中心とした校内体制の強化（小・
中学校）
　不登校への対応は，学級担任やスクールカウ
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ンセラー等，一部の教職員任せにすることなく，
学校全体で関わっていく。
•　学校内においてコーディネーター的な役割
を果たすいじめ・不登校対策担当者の役割を
明確にする。
•　校長のリーダーシップの下，いじめ・不登
校対策担当者を中心に，教頭，主幹教諭，教
務主任，学年主任，学級担任，生徒指導主事
（主任），養護教諭，スクールカウンセラー等
が日頃から連携し，一致協力して対応に当た
る。
•　スクールカウンセラー，スクールソーシャ
ルワーカー，適応指導教室等と教職員が円滑
に連携協力していくために，いじめ・不登校
対策担当者が窓口となって，状況に応じて効
果的な連携を考える。

５　不登校児童生徒のアセスメント（見立て）
と支援
　不登校の要因や背景は，様々な要素が複雑に
絡み合い，時間の経過とともに少しずつ変化し
ていくこともある。児童生徒一人一人，必要な
支援や関係機関との連携も異なるため，様々な
情報に基づいてスクールカウンセラー等の活用
を図りながら的確にアセスメントを行い，ケー
ス会議等を行って，現状に即した対応を行う。
•　小・中学校間，中・高等学校間の情報交換
の機会や方法を明確に設定し，引継ぎ等を確
実に行う。
•　年度当初に児童生徒の前年度の欠席状況等
を前担任や登校支援個票等から情報収集し，
※「不登校」「不登校相当」「準不登校」等に
分類し，支援体制を確認する。特に中学校入
学時には，小・中申し送り個票や小・中連絡
会の記録に基づいて，支援計画を立てる。
•　本人の課題（無気力，情緒不安，集団不適
応等），学校の課題（学習のつまずき，対人
関係の悪化等），家庭の課題（生活環境の変化，
虐待等）など多様な視点からアセスメントを
行い，対応策を検討する。

•　「相手の気持ちが読めない」「感情をコント
ロールすることが苦手」などの特性がある不
登校児童生徒については，必要な配慮を学校
全体で検討し，適切に働きかけていく。

６　不登校のきっかけの一つとしていじめが
疑われる場合の対応
•　不登校の要因が複雑であり，いじめが主因
ではなく，明確な因果関係が認められない場
合であっても，きっかけの一つとしていじめ
が疑われる場合は，重大事態として速やかに
設置者に報告するとともに，調査を開始する。
•　不登校児童生徒の保護者から重大事態の訴
えがあった場合は，速やかに設置者に報告し，
調査を開始する。
•　重大事態の事案は，保護者が調査を望まな
い場合でも組織を立ち上げ，工夫して調査し
なければならない。

７　その他の留意事項
（１）東日本大震災の影響
•　不登校児童生徒の約１割が震災の影響によ
るものと思われる。津波被害が大きかった沿
岸部では，家庭環境や生活環境等の変化を注
意深く見ていくことが必要となっている。

（２）家庭や関係機関等との連携上の留意点
•　家庭訪問に当たっては，目的を明確にして
行い，ともに考えていく協力者としての姿勢
で臨む。話し上手より聴き上手になるなど保
護者支援の充実を図る
•　スクールカウンセラー，スクールソーシャ
ルワーカー，適応指導教室，児童相談所，市
町村保健福祉部局，医療機関等，連携の対象
となる専門機関等の機能や役割について研修
等を通して教職員の理解を深める。

〈資　料〉
■不登校対策の支援モデル→70ページ
■不登校に関する相談機関→70ページ

※

□不登校　　　・欠席日数　年間30日以上
□不登校相当　・欠席日数＋保健室等登校日数＋（遅刻・早退日数÷２）＝30日以上
□準不登校　　・欠席日数＋保健室等登校日数＋（遅刻・早退日数÷２）＝15日以上30日未満
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　平成28年度は，郷土の復興・再建に力を発揮できる人づくりを視野に入れながら，以下の４点に留意
し「志教育」のなお一層の推進を図っていく。
①　学校教育活動全体を通じて，学ぶ意欲や将来の生き方を考える態度を育む。
②　「志教育」の３つの視点に基づき，発達の段階に応じた系統的な教育を進める。
③　小・中・高等学校・特別支援学校の全ての校種において，共通した認識の下，連携・協力を図り，
子どもの成長を促す。
④　みやぎの先人集「未来への架け橋」及びDVD資料の積極的な活用を図る。

みやぎの志教育

　「みやぎの志教育」とは，「小・中・高等学校等の全時期を通じて，人や社会とかかわる中で社会性や勤
労観を養い，集団や社会の中で果たすべき自己の役割を考えさせながら，将来の社会人としてのよりよい
生き方を主体的に求めさせていく教育」である。

「志教育」３つの視点

人と『かかわる』 よりよい生き方を『もとめる』

・様々な人とのかかわりを通して，
自己理解や他者理解を深化させ
る。
・集団や組織の中で，よりよい人
間関係を築く力や社会性を養う。

○家族や友達等身近な人々と接しなが
ら，あいさつや返事をし，自分の気
持ちを伝えることができる。
○友達と協力する中で，互いのよさを
認め合ったり励まし合ったりするこ
とができる。
○様々な集団の中で自己を生かすこと
ができる。

○自分の好きなことや興味をもったこ
とに進んで取り組む。
○将来の夢や希望を持ち，学習や体験
活動に取り組む。
○夢や目標をもち，将来の生活や仕事
について，学習や体験活動を通して
考える。

○家庭での手伝いや学級の係活動・清
掃活動等に関心をもって取り組む。
○係活動の必要性が分かり，自分の仕
事に積極的に取り組む。
○自己の役割や責任を果たすことで，
人のために役立つ喜びを体験する。

・学校で学ぶ知識と，社会や職業
との関連を実感させる。
・社会において役割を果たす人間
として，自らの在り方生き方に
ついて主体的に探求させる。

・集団や組織の中で，自分の果た
すべき役割を認識させる。
・自己の役割を果たすことによっ
て自己有用感を高める。

社会での役割を『はたす』

（「みやぎの志教育プラン」から）

小
学
校

○自分のよさや適性を自覚するととも
に，他者を理解し，尊重することが
できる。
○人間関係の大切さを理解し，周囲に
配慮しながら，よりよい関係を築く
ことができる。

○目標や計画を立てたり，成果を自己
評価する等，主体的な学び方を身に
付ける。
○将来の職業と学習とのかかわりを理
解し，学習や体験活動に取り組む。

○集団や社会の一員としての役割と責
任を自覚することができる。
○学校生活や地域の中で自己の役割や
責任を果たすことで，自信をもつこ
とができる。

中
学
校

○他者の価値観や個性を理解するとと
もに，自己理解を深めることができ
る。
○様々な人と，場に応じた適切なコミ
ュニケーションを図ることができる。

○生きがい，やりがいがあり，自己を
生かせる生き方や進路を現実的に考
える。
○将来の職業や生き方について考え，
その具体化に向けて，学習や体験活
動に全力で取り組む。

○学校や社会において自分の果たすべ
き役割を自覚し，責任を果すことが
できる。
○社会の中でより価値の高い生き方，
自己を生かす生き方について考えを
深める。

高
等
学
校

小・中・高等学校等を通じた「志教育」の推進

Ⅲ各種教育の重点
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１　小学校段階における取組
　日常の授業における学び合いや，人や社会と
かかわる身近な体験活動を通して，自分の役割
を積極的に果たそうとする態度を育みながら，
児童の自己有用感を高め，学習や生活への意欲
を向上させていく。
（１）低学年
　係，清掃などの日常活動や，飼育・栽培など
の学習活動を通して，人とかかわることや，働
いたり活動したりすることの楽しさを体感させ
る機会を多く設定していく。
（２）中学年
　友達とのかかわりを深め，自分のよさや役割
を自覚し，自信をもたせるとともに，各教科で
の地域や施設の見学などにより，普段の生活と
自分の将来の生き方との関連に気付かせるよう
にする。
（３）高学年
　委員会活動やボランティア活動等を通して自
分の役割や責任を果たそうとする態度を育て，
地域社会とかかわる喜びや楽しさを実感させる
ようにするとともに，各教科の学習や普段の生
活が自分の将来の生き方と関連していることに
気付かせるようにする。

２　中学校段階における取組
　教育活動全体を通して，学ぶ意義の認識を深
め，自らの生き方や将来に対する夢を育み志を
高めながら，中学校卒業後の適切な進路選択や
決定につなげていく。
　各教科の学習においては，今学習している内
容が将来どのように役立つのかということにつ
いて生徒に気付かせるような指導を行うことが
大切である。
　また，企業や公的機関等における職場体験活
動，専門家や先輩から話を聞くなどの様々な活
動を各教科等の学習等と関連付けて効果的に取
り入れるようにする。

３　高等学校段階における取組
　人間としての在り方を模索し，将来の進路実
現や社会の一員としての生き方を主体的に求め
させていくために，インターンシップ等の体験
的な学習を通して，社会的・職業的自立に必要
な能力や態度を育てる。
（１）普通科における取組
•　職業や進路に関する啓発的な取組を行うこ
とで，勤労観・職業観を養うとともに，学習
内容と将来の職業分野との関連について，職
場や研究機関の訪問・見学等，具体的に考察
できる機会を設けて，将来の職業生活のイメ
ージをつかませる授業展開を図る。
•　進路について十分な情報を提供し，主体的
な進路選択を支援する。

（２）専門学科・総合学科における取組
　地域や学校の実態・生徒の特性・進路等を考
慮し，外部講師などの活用や，地域及び産業界
との積極的な連携等を図り，産業界の要請に対
応できる人材の育成を図る。

４　特別支援学校における取組
　特別支援学校では，小・中・高等部の発達段
階に応じた系統的な指導に加え，障害に応じ，
社会生活，家庭生活に主体的に参加し，自分の
役割を果そうとする力を養うとともに，教育活
動全体を通じ，自らが将来の自立する姿を見据
え，進路を適切に選択する力を身に付けるため
の指導，支援を進める。

５　「志教育」の推進に当たって
　各学校では，校長の指導の下，志教育担当教
諭を中心として，他校種や地域との連携を図り
ながら，実態に応じた取組を推進するよう努め
る。
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１　幼稚園，保育所等，小学校の連携の充実
　幼児教育から小学校教育への円滑な接続を行
い，子どもの健全な成長を図るためには，幼稚
園，保育所等，小学校の職員が，幼児期・児童
期の発達段階とこれに基づく指導方法との違い
を相互に理解し合い，学びと発達の連続性を確
保する視点に立った指導を行う必要がある。
　そのため，職員同士の交流や研修，幼児児童
の交流などを通して，幼稚園，保育所等，小学
校間の連携の充実を図る。
　また，学びの連続性を意識した「スタートカ
リキュラム」や「アプローチカリキュラム」の
作成を促していく。

２　親になるための教育の推進
　近年，核家族化や就労状況の変容など家庭を
取り巻く環境の変化により，子育てが周囲から

学ぶ土台づくり

　幼児期を生涯にわたる人間形成の基礎を築く時期，すなわち「学ぶ土台づくり」の時期ととらえ，幼児
教育の一層の充実を図っていく。
　そのため，平成27年３月に策定した第２期「学ぶ土台づくり」推進計画に掲げる４つの目標達成に向
けた様々な施策を展開し，本県幼児教育の目指す子どもの姿の実現を図る。

孤立した状態で行われる傾向が強くなっており，
様々な不安や悩みを抱え，子どもの健やかな成
長に好ましくない影響を及ぼす例が見られる。
　そのため，親になる前の世代である中学生や
高校生を対象に，親育ち・子育て等に関する講
話や講演会，保育体験，母親学級への参加など
を通して，家庭をもち，子を産み，育てるとい
うことの意義を適切に理解させ，将来自らが親
になったときに親としてどのように成長してい
くべきかについて意識啓発を図りながら，親に
なるための教育を推進していく。

３　保護者会や講演会などを通した親自身の
育ちの支援と信頼関係の構築
　「親のみちしるべ」の提供やリーフレットを
活用しながら，親自身の育ちを支援するととも
に，親と子の信頼関係を構築していく。

目指す子どもの姿 元気いっぱい，夢いっぱい，瞳かがやく“みやぎっ子”
～遊びや自然・人とのかかわりを通して，豊かな心をはぐくむ～

　親子間の愛着形成が子どもの心の健全な成長・発達などの
土台となることから，科学的視点も取り入れた普及啓発を図
るなど，親子間の愛着形成の促進に向けた環境づくりを行っ
ていきます。

「学ぶ土台づくり」推進計画

目標１
親子間の愛着形成の促進

　子どもの生活習慣は親の生活習慣に影響を受けやすいこと
から，親のライフ・ワーク・バランス（※）も視野に入れな
がら，社会全体で基本的生活習慣の確立に向けて取り組むた
めの環境づくりを行っていきます。

目標２
基本的生活習慣の確立

　幼児期は，人とのかかわりや遊びを中心とした体験活動を
通して，道徳性や社会性，自発的な行動など，社会生活を営
んでいく上での原点となるものを獲得していく大切な時期で
あることから，様々な体験活動による学びの機会が得られる
よう，取組を一層充実させていきます。

目標３
豊かな体験活動による学びの促進

　多様化する幼児教育へのニーズに対応するため，教育と福
祉の連携による環境整備のほか，幼児教育に関係する主体が
それぞれの役割を的確に果たすよう働き掛けを行うとともに，
相互の連携強化に向けた取組を行っていきます。

目標４
幼児教育の充実のための環境づくり

※ライフ・ワーク・バランス…本計画が，より家庭生活が重要であるという考えのもとに取り組むことから，独自に「ライフ・
ワーク・バランス」（内閣府は「ワーク・ライフ・バランス」）という言葉を使用する。
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１　教育課程の適切な編成と着実な実施
•　各学校においては，関係法規に従い，児童
生徒や地域，学校の実態を考慮して，学習指
導要領の趣旨を踏まえ，育成すべき資質・能
力を育む観点から教育課程を適切に編成し，
着実な実施に努める。
•　各教科等においては，その目標の達成に向
け，学年及び校種間における指導の系統性や
発展性を踏まえた指導計画を作成する。

２　学習指導の展開と指導方法の改善
•　基礎的・基本的な知識・技能の着実な習得
とともに，身に付けた知識・技能の活用を図
る学習活動を重視する。
•　自ら課題を発見し，解決に向けて主体的・
協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・
ラーニング」）の意義を踏まえ，知識・技能，
思考力・判断力・表現力等，総合的に育む指
導を工夫する。
•　国語科を中核として，国語科以外の教科等
でも言語活動の充実に努める。身に付けさせ
たい力を明確にし，言語活動そのものが目的
にならないよう，授業のねらいに応じた取組
を工夫する。
•　学習過程において，導入では児童生徒が本
時の学習のねらいを明確にもち，終末では学

学 習 指 導

習したことをしっかり振り返る活動を位置付
ける。
•　学習の成果を自らの将来の夢や目標につな
げていく力を高める機会の充実を図る。
•　小・中学校においては，全国学力・学習状
況調査と県学力・学習状況調査から明らかに
なった児童生徒の成果と課題を踏まえ，検証
改善サイクルを各校において確立する。
　　また，県検証改善委員会報告書「みやぎ授
業づくりスタンダード」を活用して授業改善
の徹底を図るとともに，「学力向上に向けた
５つの提言」及び学力向上対策「算数・数学
ステップ・アップ５」等の実践化を進める。

３　個に応じた指導の工夫
•　児童生徒が学習内容を確実に身に付けるこ
とができるよう，児童生徒の実態や定着の状
況に応じて，個別指導やグループ別指導，少
人数指導等の学習内容の習熟度に応じた指導，
ICTの活用など，個に応じた指導方法の工夫
に努める。
•　少人数指導などの目的等について，担任間，
教科担当教員間の共通理解を図り，情報交換
等を大切にしながら，全教職員で取り組む指
導体制を確立する。

各種教育の重点Ⅲ

１   どの子供にも積極的に声掛けをするとともに，子供の声に耳を傾けること。
　どの子供にも一日一回は声を掛け，子供の話をじっくり聞くことが，心のケアや人間関係づくりにつながります。

２   子供をほめること，認めること。
　子供は，ほめられると集中力が高まります。授業中にほめたり認めたりすることは，学習評価のひとつです。

３   授業のねらいを明確にするとともに，授業の終末に適用問題や小テスト，授業感想を書く時
　　間を位置付けること。
　本時のねらいをより具体的に設定し，１単位時間で育てる力を明確にします。授業の終末には，子供の学びを的確に把
握し後の指導に生かすようにしましょう。

４   自分の考えをノートにしっかり書かせること。
　黒板を書き写すだけでなく，自分の考えをノートに書くように指導します。書くことは，思考力，表現力を育てます。
ワークシートではなく，ノートづくりを徹底しましょう。

５   家庭学習の時間を確保すること。
　学校で学んだことを家庭で復習することは，知識や技能の定着につながります。予習は，授業での理解を早めます。何
よりも保護者から，子供に声を掛けたり子供の努力を認めたりすることが，家庭学習への意欲づけになります。そのこと
を保護者に伝えましょう。また，各学校で作成している「家庭学習の手引き」の中に，家庭学習のメニューを具体的に記
載するとともに，適度な量の宿題を課しながら家庭学習を習慣づけましょう。

学力向上に向けた５つの提言
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Ⅲ各種教育の重点

１　指導と評価の一体化
•　児童生徒一人一人の学習達成状況の適切な
評価に努め，児童生徒の学習意欲の向上に生
かすとともに学習指導の改善を図る。
•　指導目標及び内容と対応させて評価規準を
作成するとともに，評価方法の工夫改善に努
める。
•　評価に対する基本的な考え方や評価規準，
評価方法等についての共通理解を図り，児童
生徒や保護者への公表に努める。
•　個人評価カルテを作成したり，ポートフォ
リオを活用したりするなど，学習の記録や評
価資料の共有を図り，きめ細かな指導に生か
す。
•　教師による評価とともに，児童生徒による
自己評価，相互評価などを取り入れるなど，

学 習 評 価

多角的な評価の工夫に努める。

２　評価の組織的な研究の推進
•　指導要録等に示されている各教科の評価の
観点を踏まえ，共通の指導観，評価観を基に，
児童生徒一人一人の資質や能力をより確かに
育む視点で評価を行い，効果的かつ効率的な
評価の充実を図る。
•　主体的・協働的に学ぶ学習（いわゆる「ア
クティブ・ラーニング」）等における児童生
徒の学習状況や成果の適切な把握とその評価
方法の工夫改善に努める。
•　評価規準，評価方法等に関して，校内の教
員間で十分に検討を行い，同一地域内等の学
校間における連携を図るなど，妥当性，信頼
性等の向上に努める。

１   評価の目的
・　評価は，児童生徒の「生きる力」の育成を目指し，学習指導要領に示された内容が確実に身に付いたかどうか
を把握し，さらに児童生徒一人一人の資質や能力をより確かに育むために行う。
・　児童生徒の学習状況に対する的確な評価に基づき，個に応じたきめの細かい指導を充実し，教育目標の具現を
目指した教育活動を適切に行う。
・　評価を確実に実施し、児童生徒一人一人の学習内容の定着状況や教科目標の実現状況を的確に把握し，学習指
導の改善に生かし，指導と評価の一体化に努める。

２　評価の考え方の基本
・　目標に準拠した評価を着実に実施すること。
・　学習指導要領の趣旨や改善事項等を適切に反映すること。
・　学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。
　　参考　「児童生徒の学習評価の在り方について」中央教育審議会教育課程部会報告H22.3
　　　　　「学習評価及び指導要録等の改善等について」文部科学省初等中等教育局通知H22.5

３　評価の観点
・　学習指導要領の総則に示された学力の３つの要素を踏まえて整理された評価の観点に基づき，児童生徒の学習
状況について評価する。
・　評価の観点は，「関心・意欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」，「知識・理解」の４つを基本とす
る。それぞれの教科の特性を踏まえるとともに，「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」
（国立教育政策研究所　小・中H23，高H24）を参考に各学校で工夫する。

４　観点別学習状況の評価に基づいた評定
・　評定にあたっては，授業ごとに単元（題材）の観点別学習状況を累積し，総括するなどして，実現状況を適切
に評価する。
・　評定については，校内基準を明確にし，妥当性，信頼性等を欠くことのないよう留意する。

学習評価の在り方について
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【身に付けさせたい５つの力と心】
○ 自らの身を守り乗り切る力（自助）
○ 知識を備え行動する力（自助）
○ 地域の安全に貢献する心（共助・公助）
○ 安全な社会に立て直す力（共助・公助）
○ 安全安心な社会づくりに貢献する心（公助）

【防災教育推進の要点】
１　発達の段階に応じた防災教育の推進
（１）「みやぎ防災教育副読本『未来への絆』」の活用
　児童生徒等が，将来どこでどのような災害に
あっても，自分の命を守り，共に助け合い，生
き抜くことができるように，防災について考え，
行動し，進んで安全安心な社会づくりに参加す
ることのできる力と心を身に付けさせる。
（２）発達の段階に応じた適切な内容・方法
　発達の段階によって，危機理解，意思決定，
行動選択の仕方や危険予測，危機回避をする力
がそれぞれ異なり，生命尊重へのかかわり方も
変化していくことを考慮し適切な内容・方法を
考える。
（３）学校教育活動全体を通した指導
　各学校において，教科や道徳及び特別活動を
含めた学校の教育活動全体を通じて，児童生徒
等の発達の段階に応じた計画的・継続的な指導
を行う。

２　校内組織体制の整備
（１）学校防災マニュアルの改善・見直し
　避難訓練等を基に検証を行い，マニュアルの
改善を図る。また，教職員の役割分担と責任を
明確にしておく。
（２）教職員の連携
　学校防災に関する実施計画の策定，活動の企
画，調整，評価について防災主任・安全担当主
幹教諭を中心とした全職員の連携を図る。
（３）教職員への周知徹底
　管理職が不在の場合の責任者及び緊急時の対
応，情報の連絡（収集）・共有，応急手当，心
のケアなどを学校防災マニュアルとして定め，
教職員に周知徹底しておく。

防災教育

　東日本大震災の経験を踏まえ，全ての公立学校に配置した防災主任及び地域の拠点校に配置した安全担
当主幹教諭を中心として，平成24年10月に定めた「みやぎ学校安全基本方針」に基づき，地域の特色や
各学校の特性に応じ，自校のマニュアル改善や地域との連携による防災体制の強化を強める。また，みや
ぎ防災教育副読本「未来への絆」を活用し，震災の厳しい教訓を後世に伝えるとともに，学校において計
画的・継続的に防災教育を行い，児童生徒等に防災意識の内面化を図る。

３　教職員の共通理解と校内研修の実施
（１）教職員の防災意識の高揚
　災害発生時には，全職員が各学校の学校防災
マニュアルを基本としつつ，状況に応じた臨機
応変な対応により，児童生徒等の安全確保及び
応急手当を実施することができるようにする。
（２）教職員の共通理解
　災害に関する情報や地域の危険箇所等につい
て職員会議，校内研修等の機会を活用し，日常
的・定期的に全教職員での共通理解を図る。
（３）計画的な校内研修の実施
　研修については，学校安全計画に明確に位置
付け，防災主任や安全担当主幹教諭を中心とし
て，学校の立地状況や地域の実態に応じた内容
について計画的に実施する。

４　家庭，地域，関係機関と連携した取組
　　（地域に根ざした防災教育の推進）
（１）防災主任者会等の設置
　市町村及び中学校区単位で安全担当主幹教諭
を中心に防災主任者会等を設置する。同地区の
県立学校の防災主任もメンバーに入れる。
（２）地域や地域関係機関・団体，自治体関係部
　  局及びPTAとの連携
　東日本大震災においては，指定の有無にかか
わらず，地域の避難所となった学校も多くあっ
た。児童生徒等はもとより地域住民の命のより
所となり，地域防災の拠点として役割を果たし
た。
　学校においては，防災体制を推進し児童生徒
等の安全安心を確保するためには，地域との連
携体制の構築に取り組むことが重要である。
（３）地域講師や施設の活用
　防災教育の活性化と充実を図るためには，防
災教育に関連する地域講師や施設等を積極的に
活用する。内容や方法は，各学校や地域の実態
に応じて選択し，工夫して実施する。
（４）地域学校安全委員会等の設置
　日頃から関係者が連携を深め，児童生徒等の
安全確保が円滑に行えるようにする。設置に当
たっては，各学校に設置されている各種委員会
等の既存の組織を活用することが考えられる。

各種教育の重点Ⅲ
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Ⅲ各種教育の重点

１　心の復興を目指した心の教育の充実
　震災後の心の復興を目指した心の教育の意義，
重要性を全教職員で共通理解し，児童生徒の心
の変化や状況を把握して，中長期的視点に立っ
た心のケアの充実に努める。また，震災の体験
を適切に生かし，命の大切さ，思いやりや感謝
の念，人や地域の絆の重要性，個人と社会との
関係性に気付かせる中で，教科等の学習や体験
活動との関連を図った心の教育の充実に努める。
（１）道徳教育との関連
•　児童生徒の道徳的価値にかかわる心の動き
を大切にし，学校における全ての教育活動が
児童生徒の自らの生き方に結び付くことを実
感できるように配慮する。
•　学校における道徳教育の全体計画に示され
た重点項目を全教職員で共通理解し，教科等
の学習との関連を図りながら，児童生徒の道
徳的実践力の育成に努める。
•　道徳の時間を学校の教育活動全体を通じて
行われる道徳教育の要として，児童生徒の道
徳的価値の自覚を深めるよう道徳の時間の確
保と指導の充実に努める。
•　『みやぎの先人集　未来への架け橋』の積
極的活用を通して先人の努力を知り，郷土や
国を愛する心を育てる。
•　自然体験や社会体験，学校行事等の直接的
な体験，資料などから得る気付きや学びを生
かし，道徳的価値について考えられるような
授業の展開を工夫する。

（２）人権教育との関連
•　一人一人が大切にされ，互いに認め合える
ような児童生徒相互の好ましい人間関係や教
師との信頼関係を確立し，温かい雰囲気の中
で安心して自分の力を発揮できる学校環境づ
くりに努める。
•　震災被害者など，他者の立場を考えるとと
もに，いじめ根絶の気運を醸成させる上から
も，他者を思いやる気持ちを育てる。

（３）心のケア
•　震災後，児童生徒を取り巻く家庭や生活環
境の問題が複雑化してきていることを踏まえ，

心 の 教 育

児童生徒の心の回復，健全な成長のための長
期的・継続的な心のケアを行う。

２　豊かな心を育むための活動の充実
（１）命を大切にする心を育む活動
•　教育活動全体を通じ，自他の命がかけがえ
のないものであることを取り上げる機会を設
定し，命を尊重する心を育てる。

（２）思いやりや共生の心を育む活動
•　児童生徒の好ましい人間関係や教師との信
頼関係が確立できるよう，一人一人が尊重さ
れ，認められる集団づくりを心掛ける。
•　人権尊重の精神を基盤として，様々な偏見
や差別をなくし，思いやりをもち，互いに助
け合って生活しようとする態度を育成する。

（３）特別活動等を生かした活動
•　集団宿泊活動等を通し，基本的な生活習慣，
社会生活上のきまりを身に付け，善悪を判断
し行動することができるようにする。また，
職場見学や職場体験学習等を通し，人間とし
ての生き方について自覚させる。

（４）感性を磨く活動
•　音楽会や作品展等，各種文化的活動への参
加を促し，豊かな感性の育成に努める。

（５）コミュニケーション能力の育成
•　児童生徒の豊かな人間性や社会性を育成す
るため，自己の体験や思いを言葉で表現し合
い，人間関係を深めさせることが大切である。
そのために様々な教育活動を通じて言語活動
を充実させ，コミュニケーション能力の育成
を図る。

３　家庭及び地域社会との連携
•　学校，家庭，地域社会がそれぞれの役割を
果たし，機能することにより，心の教育の一
層の充実が図られるよう努める。そのため，
学校教育活動への地域住民の参加協力を積極
的に促し，学校，家庭，地域社会が連携して
児童生徒の道徳性を養う活動を展開するよう
努める。
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各種教育の重点Ⅲ

１　実態に即した心のケアと校内体制の確立
　震災により，児童生徒への長期的・継続的な
心のケアが必要であることから，教育相談体
制を充実させ，スクールカウンセラー等の効果
的な活用を図る必要がある。また，生活環境等
の大きな変化により，様々な問題を抱え，不登
校，暴力行為等，問題行動等の出現が懸念され
る。そのため，以下を重点に心のケアと校内体
制の確立に努める。
（１）校内指導体制
•　「生徒指導提要（平成22年３月文部科学
省）」を参考に児童生徒理解の在り方，指導
及び支援の在り方，生徒指導の方針，関係機
関との連携の在り方等について明確化・具体
化し，全教職員が一致協力して児童生徒の指
導援助ができる校内指導体制の一層の充実を
図る。
　　児童生徒の心のケアや不登校，いじめ等の
問題行動等への対応については，いじめ・不
登校対策担当者等中心的な役割を果たす教師
を明確に位置付け，学校全体で組織的・機能
的に問題を抱える児童生徒への指導・支援を
行う。

（２）教育相談体制
•　児童生徒や保護者が速やかに相談できる校
内体制を整えるとともに，事務所専門カウン
セラーや不登校・発達支援相談室等の相談機
関の積極的な活用を図る。（P.66「生徒指導
関係事業一覧」参照）
•　心のケアが必要な児童生徒や悩みや不安を
抱いている児童生徒の指導に当たっては，カ
ウンセラー等の専門家による心の状態の見極
めのもと，必要な助言を得ながら，教師が中
心となって必要な支援を行う。

２　豊かな人間関係の育成と社会的自立の力
　を育む生徒指導の推進
（１）自己指導能力の育成
•　児童生徒の自己実現を図っていくための自
己指導能力を全ての教育活動の中で育成する
よう，基盤となる児童生徒理解を深めるとと
もに共感的な人間関係づくりに努める。
•　各教科や道徳，特別活動，外国語活動，総
合的な学習の時間においては，個に応じた学

生 徒 指 導

習指導（一斉から個別化へ）を行い，児童生
徒が自らの行動を自分で決定できる場面を設
定するなど，自己決定に基づいた主体的な学
習が展開されるよう努める。また，それらの
活動の中で，困難を克服して目的を達成した
り，他人から認められたりする体験等を通し
て，自信をもたせ，居場所があると感じさせ
るなど，自己存在感を味わわせる。

（２）家庭，地域社会，関係機関との関連
•　児童生徒の健全育成には家庭，地域社会，
関係機関との連携・協力が不可欠であり，地
域や市町村教委と一体となって，問題の未然
防止，早期発見・早期対応に努めることが大
切である。さらに，学校や教師は，家庭や地
域の方々から信頼される関係を築いていく必
要があることから，生徒指導対策会議等を通
して，学校の教育方針や生徒指導に関する情
報等を共有し，理解と協力を得ながら児童生
徒の指導に当たる。（P.70「不登校対策の支
援モデル」参照）
•　保育所，幼稚園，小学校，中学校，高等学
校の連携を強化し，接続期の環境変化への不
適応や戸惑いを考慮したきめ細かな配慮のも
と，児童生徒一人一人に応じた指導に努める。

（３）みやぎアドベンチャープログラム（MAP）
　 の活用
•　みやぎアドベンチャープログラム（MAP）
の考え方や手法を教育活動に積極的に取り入
れ，児童生徒の豊かな人間関係づくりに努め
る。また，MAPの手法を用いた集団活動を通
して，児童生徒同士が絆を深め，互いに力を
合わせて，震災後の心の復興を図ることがで
きるよう支援する。

３　いじめ・不登校への適切な対応
•　いじめ・不登校は，どの学校でも，どの子
どもにも起こり得る問題として捉え，教職員
間の綿密な情報交換や共通理解を基盤として，
学校全体で組織的に取り組める体制を構築し，
未然防止，早期発見・早期対応に適切に取り
組む。（P.8「いじめ防止のために」P.87「い
じめ防止のための校内体制の在り方」P.70「不
登校対策の支援モデル」参照）
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Ⅲ各種教育の重点

１　学校における体力向上
（１）体力向上の必要性
•　体力は，全ての活動の基盤となる重要なも
のである。
•　体力は，豊かな心，学力とともに「生きる
力」の重要な要素である。

（２）体力向上の取組を実施するに当って
•　学校の教育活動全体を通じて適切に行うこ
とができるようにし，常にその活動について
改善に努める。
•　全ての教職員の理解と協力のもと，家庭や
地域社会と連携し，学校全体として組織的に
児童生徒の体力向上の取組を推進する。

（３）体力向上に向けた取組の推進
  ①　学校全体としての取組
•　自校の子どもたちの体力・運動能力に関す
る課題を明確にし，課題解決に向けた対策等
を全教職員で共有し，体力向上のための取組
を実践していく。

  ②　学校体育の一層の充実
•　体育科・保健体育科の時間の指導を通して
運動の楽しさを味わわせるとともに，体力向
上に向けた取組を行う。
•　「体力・運動能力調査記録カード」を授業
の中で積極的に活用する。

  ③　家庭・地域との連携
•　家庭や地域での日常生活においても，児童
生徒が自発的・主体的に運動・スポーツに親
しみ，実践する資質や能力及び態度を育てる。
•　児童生徒の発達の段階に応じて，地域で実
施している運動・スポーツ活動と学校教育活
動との関連を図る。
•　児童生徒の健康や体力・運動能力の重要性
について，家庭や地域の人々への啓発を図る。

 ④　学校及び地域の体育施設等の整備充実と活用
•　体育施設等の点検整備を充実し，安心して
運動やスポーツなどが行える環境を整える。
•　体育施設を有効活用できるように工夫改善

体力向上と健康教育

を図り，児童生徒が自他の健康・安全に配慮
しながら自主的に運動やスポーツなどに取り
組めるようにする。

２　学校保健
（１）　学校保健計画の策定
•　児童生徒の心身の健康の保持増進を期し，
効果的な保健教育と保持増進の充実を図るた
め，健康診断，環境衛生検査，児童生徒に対
する指導等について学校保健計画を策定する。
•　特に保健教育の推進に当たっては，教育課
程全体を通して体系的な指導を行うことが効
果的である。

（２）健康の課題に対する指導
•　基本的な生活習慣の乱れ，心の健康，性に
関する課題，喫煙・飲酒・薬物乱用に関する
問題，生活習慣病，アレルギー性疾患，感染
症，肥満等，児童生徒が直面している健康課
題について保健学習との関連を図り指導する。
•　特に保健指導を行うに当たっては，教職員
が相互に連携して，健康相談や日常的な健康
観察により児童生徒の健康状態の把握に努め，
その充実を図る。
•　学校保健委員会等の組織活動の活性化に努
めるとともに，必要に応じて地域の関係機関
等との連携を図る。

３　学校安全
（１）学校安全計画の策定
•　「みやぎ学校安全基本指針」に基づき，児
童生徒等の安全の確保を図るため，学校の施
設及び設備の安全点検，通学を含めた児童生
徒の学校生活，その他日常生活における安全
に関する指導事項について，学校の実態に応
じた安全計画を策定する。

（２）学校安全の構成
•　安全教育
　　児童生徒が危険を察知し，自ら安全に行動
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し，他の人や社会の安全のために貢献する力
と心を育てる。
•　安全管理
　　児童生徒等を取り巻く環境の安全確保に努
める。
•　組織活動
　　校内の組織を整備し機能性を高めるととも
に，家庭・地域社会との関連を図る。

（３）三段階の危機管理
•　日常の危機管理
　　安全な環境（マニュアル等を含む）を整備
し，事件・事故災害の発生を未然に防止する。
•　発生時の危機管理
　　発生時の適切かつ迅速な対応により，被害
を最小限に抑える。
•　発生後の危機管理
　　心のケア，学校の再開等，通常の生活の早
期再開を目指す。

（４）学校安全の三領域
•　災害安全
　　様々な災害発生時の危機について理解し，
正しい備えと適切な行動が取れるようにする。
•　交通安全
　　様々な交通場面における危険について理解
し，安全な歩行，自転車・二輪車の利用がで
きるようにする。
•　生活安全（防犯も含む）
　　日常生活で起こる事件・事故の内容や発生
原因，結果と安全確保の方法を理解し，安全
に行動できるようにする。

４　食に関する指導
（１）指導計画の作成と実施
•　生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間
性を育んでいくための基礎を培うため，児
童生徒や地域の実態に応じた，食に関する指
導に係る全体計画及び年間指導計画を作成し，
教育活動全体で継続した食育の推進を図る。

（２）食に関する指導の６つの視点
○食事の重要性（喜び，楽しさ）
○心身の健康（自己管理能力）
○食品を選択する能力（自ら判断できる力）
○感謝の心（感謝する気持ち）
○社会性（人間関係形成能力）
○食文化（尊重する心）
•　指導に当たっては，栄養教諭等の専門性を
生かすなど教師間の連携に努めるとともに，
教科等の内容と関連させた指導を行う。
•　学校給食のもつ教育的効果を引き出すよう
に取り組む。

（３）家庭及び地域社会との連携
•　児童生徒にとっての食の重要性を家庭や地
域の人々に啓発し，学校と家庭，地域が連携
した取組を行うことができるように努める。
•　地域の人材の積極的な活用を図り，地域の
産物の活用や郷土の食文化の伝承などに努め
る。

（４）幼稚園，小学校，中学校，高等学校間の連
　 携・協力
•　地域の学校が連携・協力し，それぞれの発
達段階に応じた系統的な取組を行うことによ
り，生涯を通じた望ましい食習慣の形成を図
る。

（５）個人対応
•　学校給食においては，食物アレルギー，極
端な偏食，肥満・痩身傾向，嚥

えん

下機能障害，
その他様々な個別対応が必要となる場合があ
る。それらへの対応については，施設整備や
調理能力などを考慮した上で，校内の委員会
組織等で安全性を最優先として十分に検討し
対応を決定する。
　　なお，個別的な相談等を行うなど，丁寧な
対応に努める。

各種教育の重点Ⅲ
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Ⅲ各種教育の重点

放射線等に関する
指導について

○　放射線に関する関心の高まりを鑑み，原
子力や放射線とその利用における課題につ
いて科学的に理解を深めることが重要であ
る。

○　各学校においては，地域，児童生徒の実
態に応じ，文部科学省発行の副読本等を活
用した以下のような学習に取り組む必要が
ある。

〈想定される学習〉
•　形態は，学級単位，学年単位等が考えら
れる。
•　教育課程における扱いは，生活科，社会
科，理科，特別活動，総合的な学習の時間
等が考えられる。
•　時間については，児童生徒の実態に応じ
て柔軟に設定することが望ましい。
•　児童生徒への指導とともに，保護者会等
で保護者への啓発に活用することも考えら
れる。

※文部科学省発行副読本（H26.3）
　「小学生のための放射線副読本」小学生用
　「中学生・高校生のための放射線副読本」
　　　　　　　　　　　　中学生・高校生用

（文部科学省HPでも閲覧可）

進 路 指 導
１　指導計画作成の視点
•　各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特
別活動との有機的な関連や上級学校，社会と
の接続を意識して，より計画的・組織的な取
組を展開するための指導計画の改善に努める。
•　保護者や地域の人々，関係機関との連携を
図りながら，進路指導に関する啓発的な体験
活動を計画的・継続的に実施し，児童生徒や
保護者などの進路に対する意識を高めるとと
もに，一人一人の社会的・職業的自立に向け，
必要となる能力や態度を育てる。

２　進路学習の充実
•　上級学校の説明会や学校見学，学校体験入
学への参加を促すとともに，職場見学，職場
体験等の積極的な実践に努める。また，適切
な進路資料の収集と整備に努め，学校図書館
や進路指導室などに進路情報コーナー等を設
置して，効果的な活用が図られるようにする。
•　学校生活への適応や進路選択などの指導に
おいて，生徒一人一人が目的意識をもち，主
体的に進路選択していくためのガイダンス機
能の充実が図られる学級活動等の指導を工夫
する。
•　進路相談の計画的・継続的な実施に努め，
生徒一人一人の進路に関する課題の把握と解
決に向けた適切な支援に努める。

３　指導に生かす評価の工夫
•　主体的に進路を選択する態度や進路選択決
定の能力についての評価を定期的に行い，指
導計画や指導の具体的な改善を図る。
•　自己評価や相互評価を活用して，生徒が主
体的に学習活動や学習方法を見直すことがで
きるよう工夫する。また，それらを考慮に入
れて指導と評価の一体化を図る。
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国際理解教育 情 報 教 育
１　指導計画の作成の視点
•　各児童生徒の実態や学校及び地域の実情
を踏まえ，「異なる文化をもつ人々を受容し，
共生することができる能力・態度」「自国の
伝統・文化に根ざした自己の確立，自らの考
えや意志を発信し，具体的に行動することの
できる態度・能力」を身に付けさせるという
ねらいのもとに，指導計画を作成する。
•　各教科等の内容との関連を図りながら，国
際理解への関心を高めるための体験的な活動
を積極的に取り入れた指導計画の作成に努め
る。

２　各教科等における国際理解教育
•　我が国の現状に対する認識を深め，国際理
解を進める具体的な活動として「調べ活動」
や「探究的な活動」などを取り入れ，教科内
容との関連を図る。
•　「外国語活動」や「国際交流活動」等の国
際理解に資する活動との関連を図りながら指
導の充実に努める。
•　帰国児童生徒や海外派遣の経験を有する教
員，企業関係者，地域に住んでいる外国人等
の人材や宮城県国際化協会（MIA）などの組
織を活用し，身近なところから他の国々との
つながりを実感できるよう指導を工夫する。
•　日本語指導が必要な外国人児童生徒・帰国
児童生徒が学校生活に適応できるよう，互い
を認め，尊重し合えるような学校環境づくり
に配慮する。

３　国際理解教育のための研修の推進
•　国際理解教育を推進するための校内組織及
び研究体制を整備・充実し，教師自ら国際社
会において主体的に行動するために必要と考
えられる態度や能力を身に付けるよう研修に
努める。

１　情報活用能力を育成する指導計画の作成
•　全ての児童生徒が高度情報化社会に対応し
ていくことができるようコンピュータや情報
通信ネットワーク等を活用した学習活動を充
実し，情報活用能力の育成に努める。
•　児童生徒の発達段階に応じ，各教科等の目
標，内容及び相互の関連を踏まえつつ，教育
活動全体で情報モラルを含めた情報活用能力
を育成するよう指導計画を作成する。

２　情報手段の適切な活用
•　情報手段を適切に活用し，必要な情報を選
択し，児童生徒が自らの情報を受け手の状況
を踏まえて創造・発信していく能力を育成す
る。
•　小学校では，児童が情報手段に慣れ親しむ
とともに，適切に活用しながら学習活動が展
開できるよう工夫する。
•　中学校・高等学校では，生徒が情報手段を
活用し，必要な情報を主体的に収集・判断・
表現・処理・創造し，受け手の状況などを踏
まえて発信・伝達する能力等を育む学習活動
の充実に努める。
•　高等学校では，共通教科「情報」の指導の
充実を図る。
•　各教科等の学習目標を達成するために，資
料を提示する場面や児童生徒が考えを伝え合
う場面などにおいて，ICTの積極的な活用を
図る（MIYAGI Styleの導入の促進など）。
•　著作権の侵害，個人情報の保護，児童生徒
の健全な発達を阻害する不適切な情報（い
わゆる有害情報やSNSを介したネットトラブ
ル）等に対応した情報モラルの指導の充実に
努める。

３　情報教育推進のための校内体制
•　学校CIO及び情報化推進リーダーを校務分
掌に明確に位置付け，情報化推進委員会を設
置するなど教育の情報化の推進体制を整備し，
学校教育全体を通じた情報教育の充実を図る。
•　情報教育の推進に当たっては，総合教育セ
ンター等を活用し，教員研修の充実を図る。
•　情報化推進委員会等が中心となって，情報
セキュリティの確保等に十分に配慮した校内
体制を整備する。

各種教育の重点Ⅲ
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環 境 教 育 福 祉 教 育
１　課題意識を高める指導計画の作成
•　児童生徒が環境について，重要性と課題等
の理解を深め，自ら環境を大切にする態度を
養い，主体的に環境の保全に配慮した行動が
取れるようにするため，小・中・高等学校を
通じた環境にかかわる指導内容の充実を図る。
•　各教科（社会，理科，技術・家庭，保健体
育等）や総合的な学習の時間等の学習計画の
作成において，身近な諸問題に関連付けて取
り組むことに配慮した環境教育を含める。
•　人類の生存と繁栄にとって，緊急かつ重要
な課題である環境問題については，教科の枠
を超えた横断的な学習活動を展開できるよう
に配慮する。

２　体験活動や探究活動を重視した指導の充実
•　持続可能な社会を構築することの必要性や
そのための環境教育の充実の重要性について
理解を促す指導を推進する。
•　児童生徒の発達の段階に応じて，自然体験
をはじめ様々な体験活動や探究活動を通して，
恵み豊かな環境を守り，自分たちの子孫に引
き継いでいく必要があることを意識付ける。

３　環境教育推進のための研修等の充実
•　身近な環境問題が地球規模の環境問題につ
ながっていることを意識させ，問題解決への
関心・意欲・態度，行動力を育てられるよう
な教材等を開発し，教育内容の改善と充実を
図る。
•　環境教育に関する指導内容，指導方法等に
関する研修を行い，学校の教育活動全体を通
して環境教育に取り組めるように，学習の機
会や場を計画的に設けるように配慮する。
•　家庭や地域社会との相互補完に努めながら，
環境教育にかかわる民間団体，事業者，社会
教育施設，行政等の特長を生かし，必要に応
じて，大学等の研究機関も含めた連携，協働
をしながら環境教育の充実を図る。

１　福祉教育のねらいを踏まえた指導計画の
　作成と実施
•　福祉教育が学校の教育活動全体を通して組
織的・継続的に推進されるよう，学校の実態
や児童生徒の発達の段階を踏まえ，明確な目
標や指導方針を設定した全体計画を作成する。
•　各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習
の時間及び特別活動との関連を大切にした年
間指導計画を作成する。
•　人間尊重の精神を基盤として，福祉教育の
ねらいである福祉の心，福祉の理解，福祉の
実践の調和を図り，実践しようとする意欲と
態度の育成に努める。

２　「共に生きる」福祉の心を育てる指導の
　充実
•　各教科の指導においては，福祉教育との関
連を明確にし，学習活動の効果的な展開や教
材の工夫・開発に努める。
•　道徳の時間の指導においては，「思いやり」
や「人間愛」，「集団や社会とのかかわり」等
の視点を重視する。
•　特別活動や総合的な学習の時間との関連を
図りながら，社会福祉施設との交流学習やボ
ランティア活動など，学校や地域の実態，児
童生徒の発達の段階に応じた体験活動を積極
的に推進する。

３　校内研修体制の確立
•　福祉教育が，全教職員の共通理解のもと，
意図的・計画的に行われ，福祉教育のねらい
が達成されるよう，学校の実態に応じた校内
研修体制を確立し，その推進に努める。
•　家庭や地域との連携を図りながら，発達の
段階に応じた具体的な体験活動を通して，協
力・奉仕する態度や福祉に関する問題を解決
する実践力を組織的・継続的に育成する体制
を構築する。

Ⅲ各種教育の重点
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人 権 教 育 図書館教育
１　「共生の心」を育てる人権教育の推進
•　人権尊重の精神を基盤として，様々な偏見
や差別をなくし，異文化や多様性を理解し，
互いによりよく生きようとする「共生の心」
を育成する。
•　発達の段階に応じて，自分で考え正しく判
断し，具体的な人権問題を解決しようとする
実践的な態度を育成する。
•　人権に配慮した教室環境及び言語環境の整
備，望ましい集団づくり，教師と児童生徒，
及び児童生徒同士の好ましい人間関係づくり
など，一人一人の児童生徒の基本的人権を大
切にした学年・学級経営及び生徒指導に努め
る。
•　性別にとらわれることなく，一人一人の個
性や能力が等しく尊重され，男女相互の深い
理解と信頼のもとに，共に明るく生きがいの
ある社会を築こうとする心情と態度を育成す
る。

２　人権意識を高めるための指導計画の作成
と指導の充実
•　人権教育が学校として組織的・系統的に推
進されるよう，児童生徒の実態や発達の段階
を踏まえ，明確な目標や指導方針を設定した
全体計画を作成するとともに，その取組の点
検・評価に努める。
•　人権についての「知的理解」を深化し，「人
権感覚」を十分身に付けさせるために，各教
科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間
及び特別活動との関連を図った指導計画を作
成する。
•　学校の教育活動全体を通して，互いの人権
や個性を尊重し合い，一人一人を大切にした
温かい人間関係を育成する指導の充実に努め
る。（人権教育指導資料『共生の心』を育て
る実践事例集第１～３集参照）

３　校内研修体制等の充実
•　教職員自らが人権教育の実践者であるとい
う意識を深め，共生の心や実践的な態度を育
成するための学習教材の開発や選定，指導方
法の研修に努める。
•　家庭・地域及び異校種間，関係諸機関と連
携・協力し，学校の内外を通じて多様な学習
活動が展開できる体制を整える。

１　学校図書館の機能の充実
•　児童生徒の興味・関心等を呼び起こし，豊
かな心を育む読書活動の拠点となる読書セン
ターとしての機能と，学習支援を行う学習セ
ンターとしての機能，情報活用能力を育む情
報センターとしての機能を発揮できるよう，
蔵書や資料の整備に努める。
•　児童生徒が主体的に読書活動や学習活動を
進められるよう，読書環境の整備・充実に努
める。
•　司書教諭及び学校司書を中心に教職員の協
力体制を確立し，読書好きの子どもを増やす
とともに，学校図書館が校内における子ども
の「心の居場所」となる役割を果たせるよう
努める。
•　「第３次みやぎ子ども読書活動推進計画（平
成26年３月）」を踏まえ，公立図書館等との
連携に努める。

２　年間指導計画の改善と積極的な利活用
•　各学校の教育目標及び各教科，領域等の目
標を達成できるよう，学校全体の教育活動と
の関連を図り，児童生徒の発達の段階を踏ま
えた年間指導計画を作成する。
•　言語活動の充実を図る学習指導要領の趣旨
を踏まえ，問題解決的な学習や探求的な学習
など多様な学習活動を推進できるよう，学校
図書館の積極的な利活用に努める。

３　利用指導と図書指導の充実・強化
•　生涯学習社会における自己教育力の育成の
観点から，図書館利用の習慣形成を目指し，
児童生徒に学校図書館の利活用の仕方を身に
付けさせるとともに，進んで学校図書館を利
用し，読書に親しもうとする態度の育成に努
める。

４　地域に開かれた学校図書館づくり
•　地域のボランティアの導入等，学校と家庭・
地域社会との連携・協力を進め，保護者や地
域住民にも開放するなど，地域に開かれた学
校図書館づくりに努める。

各種教育の重点Ⅲ
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ふるさと教育 消費者教育
１　ねらいを踏まえた指導計画の作成
•　志教育との関連を図りながら，学校教育活
動全体を通して，郷土愛，自然愛を育むとと
もに，郷土の発展に寄与しようとする心情と
態度を育てる。
•　地域及び幼児や児童生徒の実態，園・学校
の教育目標を踏まえて全体計画を作成し，各
教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時
間及び特別活動等，園・学校の教育活動全体
において，相互の関連を図るよう努める。

２　郷土を愛する心情と態度を育てる指導の
充実
•　郷土の人々の生活や歴史，先人の業績や伝
統を理解させるとともに，郷土の発展に寄与
する心情と態度の育成を図る。
•　郷土の自然を愛し，その保全に努め，住み
よい生活環境を築こうとする心情と態度の育
成を図る。
•　郷土の芸能に親しみ，その保護，伝承，発
展に努めるとともに，自らも芸術文化を創造
しようとする心情と態度の育成を図る。
•　大震災から復興を目指している郷土をこれ
からも大切にしていこうとする心情と態度の
育成を図る。

３　各校種に応じた教育の推進
○ 幼稚園
　　地域の人々とのかかわりや，地域の自然や
文化に親しむ活動を積極的に取り入れ，身近
な地域に対する愛着心を育む。
○ 小・中学校
　　地域の自然や歴史，文化，社会等を教材と
した学習活動を進め，地域への興味・関心を
高めるとともに，理解を深め，地域に対する
愛情を育み，発展に寄与しようとする心情と
態度を育てる。
○ 高等学校
　　郷土を，歴史と伝承によって築かれた生き
がいのある人間生活の場と捉え，自らも「新
しいふるさと」を積極的に創造していこうと
する態度を養う。

１　横断的，総合的な指導計画の作成
•　宮城県消費者教育推進計画を踏まえ，消費
者として各年代で必要となる基礎的な知識及
び技能を段階的・系統的に身に付けられるよ
う，各教科・領域等を横断的・総合的に捉え
た指導計画を作成する。

２　各学校種に応じた消費者教育の充実
〈幼稚園〉
•　お使いや買い物に興味をもつ，身の回りの
ものを大切にする，協力することの大切さを
知るなど，人やものとのかかわりを重視した
様々な体験を通して，幼児自らが気付き，考
えられるよう工夫する。

〈小・中学校〉
•　社会科や家庭科，技術・家庭科（家庭分野）
等の学習を通して，生活する上で必要な消費
に関する基礎的な知識を身に付けられるよう
にするとともに，インターネット等情報社会
との接し方について理解を深められるよう指
導を工夫する。

〈高等学校〉
•　公民科や家庭科等の学習を中心に，消費生
活の現状と課題，消費者の権利と責任，生涯
を見通した経済設計，消費者信用などについ
て，副読本等も活用しながら指導に努める。

〈特別支援学校〉
•　児童生徒の実態に応じ，障害による学習上
又は生活上の困難を克服し，自立を図るため
に必要となる学習内容を精選し指導する。

３　教員の研修機会の充実
•　消費者教育への正しい理解に加え，優れた
教材の開発や外部人材の活用・関係機関との
連携等，消費者教育の効果を上げるための研
修に努める。

Ⅲ各種教育の重点
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へき地・分校教育 定時制・通信制教育
１　地域や学校の実態に即した教育活動
•　地域の特性と児童生徒の実態等を踏まえ，
学校課題の解決に向けた教育課程の編成と実
施に努める。
•　小規模校の特色を生かし，創意ある教育活
動を推進するとともに，個に応じたきめ細か
な指導を充実させて児童生徒に基礎的・基本
的な内容の確実な定着を図る。
•　交流学習，集合学習，体験学習，合同授業
等を目的に応じて計画的に行い，社会性や協
調性及び発表力や表現力の育成に努める。
•　地域の自然や風土及び文化的行事等，地域
素材の教材化に努める。
•　体験的な活動を通して，郷土に対する児童
生徒の興味・関心を高め，郷土を愛する心を
育てる。

２　少人数指導の工夫と改善
•　小規模校の特色を生かし，自ら学び自ら考
える力を育成するために，指導内容や指導方
法の工夫・改善を図る。
•　少人数学級における学習指導の効果を上げ
るために，学習内容に応じて協力教授組織（合
同授業，TT，教科担任制等）による指導を
積極的に導入し，授業の充実に努める。
•　複式学級の指導に当たっては，「一人学び」
と「共学び」を効果的に取り入れるなど指導
の工夫と充実を図る。
•　指導の実践と研究を通して得た資料と記録
を累積し，その成果や課題を指導に生かす。

３　地域社会との連携
•　地域の生活様式，風俗，習慣，歴史，伝統
文化，学校への期待感を的確に捉えるととも
に，地域の教育課題を明らかにし，地域の人々
との連携・協調を図りながら，地域に根ざし
た教育活動の推進に努める。

１　多様な学習機会の提供
•　勤労青少年及び多様な生徒の学びの場を確
保するため，生徒が勤労しながら学習できる
夜間定時制，自分の生活スタイルに合わせて
学ぶ時間帯を選択できる多部制定時制，年齢
や職業，学習履歴にかかわらず無理のない形
で学習を進めることができる通信制など，多
様な学習機会の提供を図る。

２　生徒の確かな学びを保障する教育課程の
編成と指導計画の作成
•　生徒の確かな学びを保障し，多様な個性に
応えるために，基礎的・基本的事項を重視す
るとともに，学校外における学修等の単位認
定（定通併修，実務代替等），多様な履修形
態を含む弾力的な教育課程を編成する。
•　生徒の勤労や生活の状況など，生徒の実態
に対応した指導計画を作成する。

３　生徒の多様な個性に対応した指導方法等
の工夫・改善
•　学習内容を精選し，体験的な学習や課題解
決的な学習を取り入れるなどして，生徒の学
習への興味・関心を高めるとともに，分かり
やすい授業を展開して基礎的・基本的事項の
確実な定着を図る。
•　生徒の実態に応じて，義務教育段階の学習
内容の確実な定着を図るための指導を適宜取
り入れるとともに，個別指導やグループ指導，
教師間の協力的な指導等，場面や個に応じた
指導形態の工夫を図る。
•　コンピュータや情報通信ネットワーク，学
校図書館等を積極的に活用し，個々の生徒の
主体的な学習活動を促進する。
•　生徒が，自己の在り方，生き方を考え，主
体的な進路選択ができるよう勤労観，職業観
を育てるため，志教育の充実を図る。

４　地域に開かれた定時制・通信制教育
•　生涯学習の観点を踏まえ，社会人特別選抜
の実施，科目履修生の受入など地域社会の多
様な学習ニーズに対応した開かれた定時制・
通信制教育を目指す。

各種教育の重点Ⅲ
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１　特別支援教育の理念
特別支援教育は
•　障害のある幼児児童生徒（以下「子ども」
と言う。）の自立や社会参加に向けた主体的
な取組を支援する視点に立ち，子ども一人一
人の教育的ニーズを把握し，その持てる力を
高め，生活や学習上の困難を改善又は克服す
るため，適切な指導及び必要な支援を行う。
•　特別支援学校や特別支援学級対象の障害だ
けでなく，知的な遅れのない発達障害も含め
て，特別な支援を必要とする子どもが在籍す
る全ての学校において実施されるものである。
•　障害のある子どもへの教育にとどまらず，
障害の有無やその他の個々の違いを認識しつ
つ，様々な人々が生き生きと活躍できる共生
社会の形成の基礎となるものであり，我が国
の現在及び将来にとって重要な意味をもって
いる。

２　教育課程の編成
〈幼稚園，小・中学校〉
•　小・中学校の特別支援学級の教育課程は，
小・中学校の学習指導要領に基づいて編成す
るが，学級の実態や子どもの障害の程度等を
考慮し，特に必要がある場合は，特別支援学
校学習指導要領（平成21年３月告示）の小
学部・中学部を参考に編成することができる。
•　特別支援教育を行う上で，最も大切になる
のが子どもの実態把握である。子ども一人一
人の実態が十分に把握されていなければ，適
切な教育課程の編成や指導を行うことはでき
ない。指導計画の作成に当たっては，子ども
一人一人の実態を的確に把握した上で，教育
目標を達成するために最も適切な教育課程を
編成することが大切である。
•　特に知的障害のある子どもの場合，障害の
特性から知的障害特別支援学校の学習指導要
領で示されている内容を十分に把握し，適切
に取り入れることが重要である。

特別支援教育

〈高等学校〉
•　高等学校における特別支援教育については，
学習指導要領総則で，教育課程の実施に当た
って配慮すべき事項として，「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，組織的に行うこと。」として
いる点に留意した対応が求められる。
　例えば，義務教育段階の学習内容の定着を図
るための科目のほか，障害のある生徒の自立
にも資する教科・科目を開設し，選択科目と
して位置づけることもできる。

〈特別支援学校〉
•　特別支援学校学習指導要領改訂の基本的な
考え方を踏まえ，編成する必要がある。その
考え方としては，幼稚園，小学校，中学校及
び高等学校の教育課程の改善に準じた改善で
あること，社会の変化や子どもの障害の重度・
重複化，多様化などに対応し，障害のある子
ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な
教育や必要な支援を充実することである。
•　上記の趣旨を十分に理解するとともに，学
習指導要領に関する解説等を参考にし，指導
に生かす必要がある。
•　児童福祉施設及び医療機関等を利用してい
る子どもの指導に当たっては，学校における
教育と施設等における指導との調和が図られ
るように指導方針，内容，時間等について，
施設等と連携を密にし，計画的・効果的に行
うよう配慮する。
•　障害の状態等に応じて，自立し社会参加す
る資質が身に付くようにする。
•　日常の指導に当たっては，健康と安全に十
分配慮するとともに，必要に応じて医師及び
専門家と迅速に連絡をとり，適切な指導がで
きるように努める。
•　各学部間の連携を図り，系統的，発展的に，
将来を見通した計画を立てて指導するととも
に子どもの記録等を適切に整理，保管，活用
する。

特別支援教育の重点Ⅳ
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•　訪問教育の対象となる児童生徒の指導に当
たっては，家族や主治医等と適切に連携する
とともに，指導の記録等を累積して効果的な
指導が行えるように配慮する。

３　個別の教育支援計画及び個別の指導計画
〈個別の教育支援計画〉
•　長期的な視点に立ち，乳幼児期から学校卒
業後まで一貫した教育的支援を行うため，医
療，福祉，労働等の様々な側面からの取組を
含め，本人及び保護者の積極的な参画により
作成し，これを活用した効果的な支援を進め
る。

〈個別の指導計画〉
•　保護者や子どもの要望を大切にし，子ども
一人一人の教育的ニーズに対応して，指導目
標の設定や指導内容・方法等を適切に設定し
た計画を作成し，それに基づいた指導を行う。
また，保護者等との連携のもと，子どもの実
態把握，学習状況や結果を確認した上で適切
な評価を行い，指導の柔軟な改善を図る必要
がある。

４　教科別，領域別の指導及び各教科等を合
わせた指導
〈小・中学校〉
•　知的障害のある児童生徒の教育において，
各教科等を合わせた指導を行う場合は，特別
支援学校の教育課程を参考にする。
•　総合的な学習の時間や特別活動は，通常の
学級の児童生徒と効果的に交流及び共同学習
ができる指導の場と捉え，計画的，組織的に
実施する。
•　小学校における外国語活動は，児童の障害
の状態等に応じて指導内容を精選するととも
に，その重点の置き方等を工夫する。また，
その指導に当たっては，自立活動における指
導との密接な関連を保ち，学習効果を一層高
める。

•　自立活動の指導は，児童生徒の障害の状態
等に応じて教育活動全体を通じて行い，自立
活動の時間における指導を行う場合を含め，
指導目標や内容を明記した個別の指導計画を
作成した上での計画的，組織的な実践が望ま
れる。
•　通級指導教室における指導は，自立活動に
おける指導が主な指導内容となる。したがっ
て，個別の指導計画を作成することが必要と
され，指導の効果を上げるためにも，通常の
学級の担任と共通理解を図ることが大切であ
る。

〈高等学校〉
•　障害のある生徒に対しては，学習環境の整
備とともに，障害の特性に応じた教科指導の
配慮や工夫が求められる。具体的には，使用
教材や指示の仕方，授業に作業的な内容やグ
ループ学習等の要素を取り入れることなども
有効である。この配慮や工夫は，教員の授業
力向上や生徒全体の学習意欲増進と学力向上
につながると考えられる。
•　障害のある生徒には，社会生活上必要とさ
れるスキルを身に付ける学習や，感情をコン
トロールする学習，個々の認知の特性と適切
な対応を学ぶ学習など，特別支援学校学習指
導要領の自立活動の内容の中の適切なものを，
教育活動の中に位置付けることも大切である。
•　学習評価については，ペーパーテストによ
るものだけではなく，レポートの提出や授業
への関心・意欲・態度の観点など，多様な評
価方法を取り入れることとし，実施に当たっ
ては，障害のある生徒の特性に合わせて配慮
することが必要である。

〈特別支援学校〉
•　知的障害のある子どもの教育において，各
教科等を合わせて指導計画を作成する場合は，
個々の子どもの実態に即して，実際の生活に
結び付いた学習活動が展開できるよう配慮す
る。

特別支援教育の重点Ⅳ
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Ⅳ特別支援教育の重点

•　知的障害のない子どもの教育においては，
子どもの障害の状況や特性等を十分考慮した
学習活動を行うが，各教科等を合わせた指導
は行うことができないことに十分留意する。
•　自立活動の指導は，障害による学習上又は
生活上の困難を改善・克服し，自立し社会参
加する資質を養うため，学校の教育活動全体
を通じて適切に行うものとする。特に，自立
活動の時間における指導は，各教科，道徳，
外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活
動と密接な関連を保ち，子どもの障害の状態
や発達の段階等を的確に把握して，適切な指
導計画の下に行うよう配慮しなければならな
い。

５　校（園）内体制の整備及び必要な取組
•　各学校及び幼稚園においては，校長（園長）
のリーダーシップの下，全校（園）的な支援
体制を確立し，発達障害を含む障害のある子
どもの実態把握や支援方策の検討等を行うた
め，校（園）内に特別支援教育に関する委員
会を設置する。
•　各校（園）の校（園）長は，特別支援教育
コーディネーターを指名し，校務分掌に明確
に位置付け，主に，校（園）内委員会，校（園）
内研修の企画・運営，関係諸機関・学校（園）
との連絡・調整，保護者からの相談窓口など
の役割を担わせる。
•　発達障害のある子どもに適切な対応を行う
ためには，本人と保護者への認知を深めるよ
うにアプローチするとともに，周囲の子ども
やその保護者への理解を図る必要から，講演
会や研修会を通し，全校（園）的な理解・認
識の向上を図るよう努める。
•　各校（園）で特別支援教育を推進する上で
は，外部機関との連携が不可欠である。特別
支援学校のセンター的機能を活用して，情報
を得るほか，子どもへの対応においては，医
療や心理の専門家からアドバイスを受け，医
療機関や相談機関と連携を図るように努める。

〈小・中学校〉
•　特別支援学級担任及び通級指導教室担当者
等を弾力的に活用し，必要に応じて，通常の
学級に在籍する特別な支援を必要とする児童
生徒への支援及び配慮を行う。
•　通級指導教室担当者は，対象児童生徒が在
籍する通常の学級の担任や保護者と常に連携
を密にし，指導が効果的に行われるよう工夫
改善に努める。

〈特別支援学校〉
•　障害の重度・重複化，多様化に対応し，教
育，医療，福祉等の関係機関との連携を密に
し，障害のある子ども一人一人に対し，一貫
した指導・支援ができるよう努める。
•　これまで蓄積してきた専門的な知識や技能
を生かし，地域における特別支援教育のセン
ターとしての機能の充実を図るとともに，特
に，保育所，幼稚園，小学校，中学校，高等
学校及び中等教育学校の要請に応じて，発達
障害を含む障害のある子どものための「個別
の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作
成及び活用などへの助言も含め，その支援に
努める。

６　交流及び共同学習，障害者理解等
•　障害のある子どもと障害のない子どもとの
交流及び共同学習は，障害のある子どもの社
会性や豊かな人間性を育む上で重要な役割を
担っている。また障害のない子どもにとって
も，障害のある子どもとその教育に対する正
しい理解と認識を深めるための良い機会であ
る。
•　各校においては，交流及び共同学習にかか
わる双方の子どもの教育的ニーズに対応した
内容・方法を十分に検討し，早期から組織的，
計画的，継続的に実施するなど，一層の効果
的な実施に向けた取組を推進する。
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特別支援教育の重点Ⅳ

•　特別支援学校に在籍する子どもが居住地の
小・中学校において交流及び共同学習を行う
際は，本人及び保護者の希望を尊重し，学校
間の事前の打合せを十分行うなどして互いの
理解を深める。

７　進路指導
•　障害のある子どもが自らの生き方を考え主
体的に進路選択することができるよう，校内
の組織体制を整備し，教師間の連携を図りな
がら，教育活動全体を通じ，計画的，組織的
な進路指導を行う。その際，宮城県が推進し
ている「志教育」の視点に立ち，将来の自立
と社会参加に向け，小中高の発達段階に応じ
た系統的な指導・支援を進めていく。
　　また，家庭及び地域や福祉等の関係機関の
連携を十分に図ることも重要である。

８　就学支援
•　障害のある子どもの教育に当たっては，そ
の障害の状態等に応じて，可能性を最大限に
発揮させ，将来の自立や社会参加のために必
要な力を培うという視点に立って，一人一人
の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必
要である。

〈早期からの支援の重要性〉
•　障害のある子どもの適切な教育・支援のた
めには，保護者の障害へのとまどいや不安を
十分にくみ取り，子どもの将来について話し
合うために早期からの相談等の支援が重要で
ある。

〈就学先決定に当って〉
•　障害のある児童生徒の就学先の決定に当た
っては，障害の状態，教育上必要な支援の内
容，地域における教育の体制の整備状況，本
人及び保護者の意見，専門家の意見等を総合
的に勘案して，市町村教育委員会が判断・決
定する。

〈学校関係者に求められること〉
•　就学前からの支援を受け継ぎ，障害のある
子どもへの教育支援に，幅広く関与していく
姿勢が求められる。また，全ての教員は特別
支援教育に関する一定の知識・技能を有して
いることが求められる。

〈学びの場の柔軟な見直し〉
•　就学時に決定した学びの場は，子どもの発
達の状態，適応の状況，学校の環境等を勘案
しながら柔軟に転学等ができることを共通理
解することが重要である。

９　教員の専門性の向上
•　全ての教員は，特別支援教育に関する一定
の知識・技能を有していることが求められて
いる。特に，発達障害の可能性のある児童生
徒の多くが通常の学級に在籍していることか
ら，通常の学級の担任においても特別支援教
育に関する知識・技能を身に付けることが大
切である。
•　特別支援学校における教員の資質向上の観
点からも，特別支援学校教諭免許状の取得率
の向上は必要であることから，免許法認定講
習の受講促進等の取組を進めるとともに，そ
の後の研修及び職場でのOJTを通じた専門性
の向上を図ることが必要である。
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１　幼稚園及びこども園（以下「園」という。）
の教育課程を踏まえた創意に満ちた園経営
•　幼児及び家庭や地域の実態を的確に把握し，
園の教育課題を明確にするとともに，幼稚園
教育要領の趣旨及び内容を踏まえ，創意ある
教育課程の編成と確実な実施に努める。
•　教師の専門的な資質と能力を高める組織
的・計画的な研修の充実に努める。

２　発達の特性に応じた教育過程の編成
•　幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培
う重要な時期であることを踏まえ，幼児期に
育成すべき資質・能力を育む観点から，教育
目標・内容と指導方法，評価の在り方を一体
として検討する。
•　園生活における幼児の発達の過程を見通し，
生活の連続性，季節の変化などを考慮し，幼
児の興味や関心，発達の実態を踏まえ，具体
的なねらい及び内容を明確にした指導計画を
作成する。
•　保育の内容やねらいの設定に当たっては，
幼児の発達の実態を捉えて遊びの展開を見通
し，無理なく継続できるよう配慮する。
•　行事の設定に当たっては，その教育的価値
を十分検討し，幼児の負担にならないよう適
切なものを精選する。

３　一人一人の特性に応じた指導の充実
•　教師は，幼児一人一人の理解者，共同作業
者等，様々な役割を果たし，幼児の主体的な
活動を促し，幼児の発達に必要な豊かな体験
が得られるよう，活動の場面に応じて適切な
援助を行うよう努める。
•　教職員全員で幼児一人一人を育てるという
視点に立ち，チームとしての指導体制や活動
形態等の工夫に努める。
•　園生活の中で，幼児に他者への思いやりや
善悪の認識等，規範意識や道徳性の芽生えを
促すよう指導を工夫する。自分の気持ちを調
整する体験を重ねられるよう指導の充実を図
る。

幼児教育
４　幼・保・小の連携推進
•　就学前の育ちが，小学校以降の生活や学習
の基盤となることを踏まえ，幼児期にふさわ
しい生活を通し，創造的な思考や主体的な生
活態度，集団生活の基礎を培うよう努める。
•　子どもの発達や学びの連続性を確保できる
よう，アプローチカリキュラム等の指導計画
を作成し，実践化を図る。
•　幼児期の教育の成果が小学校の学びにつな
がるよう，より実効性のある幼・保・小の連
携の推進を図る。幼児同士，幼児と児童の効
果的な交流に加え，保育者と教師の情報交換
や合同研修などを通して，幼児期の教育が果
たすべき役割について理解を深める。

５　家庭や地域社会との連携
•　家庭や地域との連携を一層進める中で，「は
やね，はやおき，あさごはん」等の基本的な
生活習慣の育成や規範意識の醸成を図るため，
「ルルブルでみんな元気！」（宮城県教育委員
会作成DVD）を活用するなど，健全な心身の
基礎を培うよう努める。
•　特別な配慮を必要とする幼児については，
個々の幼児の障害の状態等に応じて，家庭及
び関係機関との連携を図り，適切な支援に努
める。
•　幼児の安全確保のために，緊急事態に迅速
かつ適切に対処できる危機管理マニュアル等
を周知徹底させ，安全管理体制の改善に努め
る。

６　学校評価の推進
•　学校評価の内容について検討を加え，結果
の公表に努めるとともに，教育活動の組織的
な改善を行い，開かれた園づくりにつなげる。

幼児教育の重点Ⅴ
幼 

稚 

園
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各教科等の重点
　＜ 小 学 校 ＞

Ⅵ
国　語 社　会
１　指導内容の重点化と指導と評価の一体化
を図った指導計画の作成
•　児童に身に付けさせたい国語の能力の育成
という観点から，指導内容を重点化した指導
と評価の計画を作成する。児童の実態を踏ま
え，指導目標や内容の2学年ずつのまとまり
や6年間の系統性及び中学校の指導内容を考
慮する。
•　他教科や総合的な学習の時間等における言
語活動との関連を考慮し，3領域1事項につ
いて偏りなく指導するよう配慮する。

２　言語活動を生かした学習指導の充実
•　単元の指導目標を実現し，指導事項を指導
するためのねらいにふさわしい言語活動を工
夫して位置付ける。
•　「話すこと・聞くこと」については，相手
意識，目的意識を明確にもたせ，話すことと
聞くことを一体化させた指導を工夫する。
•　「書くこと」については，分かったことや
考えたことを文章に書く活動を多く取り上げ，
文章の構成や記述などの条件を示して書く指
導を工夫する。
•　「読むこと」については，課題を解決する
ための見通しをもって本や文章を探し，目的
や課題に応じて必要な情報を的確に取り出し
て読む力を高める指導を工夫する。
•　伝統的な言語文化の指導については，学年
に応じた教材や表現活動を取り入れ，低学年
の段階から触れさせる授業を工夫する。また，
国語の特質等についての知識を日常生活や学
習活動に生かすことができる力が身に付くよ
う，各領域の指導を通して指導する。

３　指導に生かす評価の工夫
•　単元及び指導過程の評価規準は，取り上げ
る指導事項と言語活動を関連させて適切に設
定する。児童の学習の状況を的確に評価でき
る方法を工夫する。
•　児童が学習の見通しを立てたり，学習した
ことを振り返ったりする活動を重視し，自己
評価や相互評価の方法や観点を工夫する。

１　地域の実態を生かし，観察や調査・見学
などの体験的な活動や表現活動などを取り
入れた指導計画の作成
•　各学年相互及び中学校の学習内容との関連
を踏まえ，基礎的・基本的な内容を明確に押
さえた上で，社会的な見方や考え方を養い，
よりよい社会の形成に参画する資質や能力の
基礎を培うことを目指し，4年間を見通した
指導計画を作成する。
•　生活科や総合的な学習の時間等との関連を
考慮し，身近な地域をはじめ，我が国の産業，
国土，歴史に対する理解や環境，資源の重要
性についての認識が深められるようにする。

２　体験し，表現し，考える学習指導の工夫
•　基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る
とともに，思考力・判断力・表現力等を育む
ため，言語活動の充実を図る。また，学び方
や調べ方の学習，問題解決的な学習など児童
の主体的な学習を重視した指導を行う。
•　児童が問題意識や見通しをもち，意欲的に
学習活動に取り組めるよう，課題の提示や単
元構成等を工夫する。また，単位時間のまと
まりを重視し，構造的な板書とノート指導の
連動を図る。
•　地図帳や地球儀，統計資料等を積極的に活
用し，慣れ親しませる。また，図書館やICT
等の活用を図ったり，体験，観察，調査，見
学などの活動やそれに基づく多様な表現活動
を行ったりするなど，学習に広がりをもたせ，
児童が楽しく充実した学習ができるよう工夫
する。
•　博物館，郷土資料館等の施設や副読本等を
活用するとともに，地域教材を開発するなど
して，地域の自然環境や人々の生活，歴史や
文化について具体的に理解できるよう工夫す
る。

３　指導に生かす評価の工夫
•　評価項目の精選に努め，具体的な評価規準
や自己評価，相互評価等の評価方法を指導計
画に位置付ける。
•　評価補助簿等を活用し，多面的で継続的な
評価を工夫し，指導の改善に生かす。
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言語活動の充実
◯　言語に関する能力を育成する中核的な教
科である国語以外の教科等でも取り組む。
◯　本時で身に付けさせたい力を明確にし，
効果的に取り組むよう工夫する。

各教科等の重点〈小学校〉Ⅵ
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Ⅵ各教科等の重点〈小学校〉

算　数 理　科
１　系統性，発展性を踏まえた指導計画の作
成と実施
•　小・中・高等学校の目標を踏まえ，地域や
学校の実態及び児童の発達の段階や特性を考
慮し，系統的，発展的な指導が行われるよう
指導計画を作成する。
•　基礎的な知識の習得と技能の習熟を図るた
め適宜練習の機会を設けるとともに，学年間
の指導内容を円滑に接続させるため，適切な
反復による学習指導を進める。
•　実生活における事象との関連を重視すると
ともに，領域間の関連を踏まえた学習指導を
進める。

２　児童の主体的な取組を引き出す学習指導
•　意欲を高める学習課題を設定し，提示の仕
方を工夫するとともに，算数的活動を通した
指導によって，数量や図形の意味を確実に捉
え，算数を学ぶことの楽しさや有用性を実感
できるようにする。
•　数や式，図，表，グラフなどの数学的な表
現を用いて問題を解決したり，自分の考えを
説明したり，伝え合ったりする学習活動を充
実させる。
•　児童一人一人の力を伸ばすために，ねらい
に応じて学習形態を工夫したり，補充的な学
習や発展的な学習を適切に取り入れたりする。
•　抽象的・形式的な概念や原理を理解させた
り，数量や図形についての感覚を豊かにした
りするために，教材・教具やICTの効果的な
活用を図る。
•　学習内容のまとめだけでなく，思考の過程
や結果に対する振り返りも大切にする。

３　指導に生かす評価の工夫
•　観点別学習評価の観点，評価の時期，方法
等を吟味し，評価規準を基に効果的・効率的
な評価が行えるようにする。
•　ねらいに即した適用問題を設定し，学習の
成果を的確に捉え，指導の改善と個に応じた
指導の充実を図る。

１　直接体験を重視し，科学的な見方や考え
方を育てる指導計画の作成
•　科学的な見方や考え方を養うとともに，自
然を愛する豊かな感性を育てるために直接体
験を重視し，各学校の実態に即し，小・中・
高等学校を通じた系統性を踏まえた指導計画
を作成する。
•　理科を学ぶ意義や有用性に対する意識を高
めるために，身近な地域や日常生活と深くか
かわる素材の教材化や学習環境の整備に努め
る。

２　興味・関心を喚起する，問題解決のプロ
セスを重視した学習指導
•　児童の発想を大切にし，自然の事物・現象
から直接学ぶ体験を重視した学習過程を構成
し，実感を伴った理解を図る。
•　児童一人一人が，自ら問題を見いだし，そ
の解決を図る一連の主体的な学習を体験させ，
問題解決の喜びを味わわせる。
•　児童が主体的，協働的に問題解決のための
観察，実験に取り組めるよう，各自の予想や
仮説について話し合う時間や，結果に基づい
て互いの考えを振り返る時間を意図的に設定
する。
•　観察，実験のレポート作成や考察したことを
説明するなどの言語活動を意図的に設定する。
•　観察，実験器具の基本的な扱い方を指導し，
資料を活用した調べ学習やICT等の活用を図
った学習を展開する。
•　観察，実験に当たっては，児童の実態を踏
まえて，全員が器具等の操作に関わることが
できるよう計画し，基礎的，基本的な技能を
一人一人が確実に身に付けられるように努め
る。
•　児童の安全に留意し，事故を未然に防止す
るために予備実験を行うとともに，薬品等の
管理を含めた学習環境の充実・整備に努める。

３　指導に生かす評価の工夫
•　観察，実験の計画や記録，取組の様子など
について，客観的・多面的な評価方法を工夫
し，それらを累積し活用する。
•　単元や単位時間の具体的な到達目標を設定
し，達成状況を的確に把握し，指導方法の改
善に役立てる。
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各教科等の重点〈小学校〉Ⅵ

生　活 音　楽
１　特色ある指導計画の作成
•　具体的な活動や体験を通して，人や社会，
自然とのかかわりに関心をもたせ，自分自身
について考えさせるとともに，その過程で生
活上必要な習慣や技能を身に付けさせるため，
地域の人々や社会，自然とかかわる活動を重
視した指導計画を作成する。
•　児童や学校，地域の実態を踏まえ，2学年
を見通した特色ある指導計画を作成するとと
もに，活動を通して見直しを図り，自校化を
進める。
•　指導の効果を高めるために，他教科等との
合科的・関連的な指導を一層重視する。特に，
1学年入学当初においては，保育所や幼稚園
等で身に付けたことを積極的に生かすととも
に，他教科等との関連を図った合科的な指導
を工夫するなど，スタートカリキュラムの中
核となる教科として幼児教育から小学校教育
への円滑な接続に配慮する。また，中学校以
降の各教科等との関連についても留意する。
•　児童を取り巻く社会や自然の環境の変化を
考慮し，児童の登下校の安全や生命に関する
学習活動の一層の充実を図る。

２　自立への基礎を養う学習指導
•　活動や体験を通して得られた「知的な気付
き」を大切にするとともに，児童の思いを生
かした多様な表現活動や伝え合い交流する場
を適切に位置付けることによって気付きの質
を高める。
•　具体的な活動や体験の過程において，生活
に必要な習慣や技能を身に付けさせることに
よって，自立への基礎を養う。
•　児童の興味・関心を基にした学習活動が展
開できるよう，児童の意欲や主体性を引き出
す環境構成や活動への誘いかけを大切にする
とともに，見守りと指導のバランスに十分留
意する。

３　自立への基礎を目指した評価
•　生活科のねらいは，「自立への基礎を養う」
ことにある。評価に当たっては，活動や体験
の広がりや深まり，知的な気付きや実践的態
度の進歩，気付きの質の高まりの状況を，学
習のねらいに即して多面的に評価する。

１　表現と鑑賞の関連を図った指導計画の作
成と実施
•　表現と鑑賞の関連を図った題材構成と配列
を工夫するとともに，児童の実態に応じた見
直しを図る。
•　表現及び鑑賞の各活動の中に〔共通事項〕
を位置付け，年間を通して継続的に取り扱う
ように工夫する。
•　児童の発達の段階に即した，魅力ある音楽
との出会いや表現形態を考慮した教材の選択，
配列及び開発に努める。

２　音楽を愛好する心情と音楽に対する感性
を育成するための学習指導
•　表現と鑑賞の様々な活動を通して，音楽の
活動を楽しんだり，音楽に感動したりするよ
うな場面を数多く体験させることで，生涯に
わたって音楽を愛好する心情や音楽に対する
感性を育むよう努める。
•　表現及び鑑賞の各活動において〔共通事項〕
を踏まえながらの学習指導を工夫する。
•　日本の伝統音楽の指導の充実を図る。その
際，地域の人材の活用なども工夫する。
•　感じ取ったことや考えたことを伝え合う言
語活動の充実を図り，能動的で創造的な鑑賞
の活動を工夫する。

３　指導に生かす評価の工夫
•　表現と鑑賞の関連を図りながら，低・中・
高学年の目標に準拠した具体的な評価規準を
作成し，児童の表現の様子や思い等を把握し
て指導に生かしたり，指導計画や指導方法の
工夫・改善に役立てたりする。
•　ペアやグループ，個人の発表の場を工夫す
るとともに，児童の学習意欲を促し，次の学
習に生かすための自己評価や相互評価等を工
夫する。
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Ⅵ各教科等の重点〈小学校〉

図画工作 家　庭
１　魅力ある調和のとれた指導計画の作成と
実施
•　図画工作科の目標及び内容を踏まえ，児童
の発達の特性や実態に応じ，2学年間の見通
しをもって表現及び鑑賞の活動を通して児童
の資質や能力を高めることをねらいとした指
導計画の作成に努める。
•　表現及び鑑賞の各活動において，共通に必
要となる資質や能力を〔共通事項〕として示
していることを踏まえて指導計画を作成する。

２　児童のよさや可能性を生かす学習指導の
工夫と改善
•　〔共通事項〕を踏まえ，児童が自分の感覚
や活動を通して，造形的な特徴をとらえ，そ
れをもとに自分のイメージをもつことができ
るよう題材の工夫や指導の改善を図る。
•　児童一人一人のよさや可能性を生かす授業
の創造に努めるとともに，つくりだす喜びが
味わえるよう指導の工夫をする。
•　表現及び鑑賞の学習において，〔共通事項〕
の視点を生かし，形や色，材料の感じ，表し
方の変化，表現の意図や特徴などを捉えなが
ら，感じたことや思ったことを話し合うなど
の言語活動の充実を図る。
•　児童の作品や親しみのある美術作品を校内
に展示するなど，日常の鑑賞活動を通して作
品のよさや表し方に関心をもたせ，表現意欲
を高めるような学習環境を整備する。

３　日常の学習指導に生かす評価
•　児童一人一人を共感的に理解し，それぞれ
のよさを生かすための評価の方法を工夫する。
•　つくりだされた作品の評価だけではなく，
つくりだす過程での児童の思いや願いを感じ
取ったり，表情などを見取ったりすることに
よって表現意欲を高めていくよう評価を工夫
する。
•　自己評価や相互評価を取り入れ，日常の学
習指導に生かすよう努める。

１　創意ある指導計画の作成と改善
•　２学年を見通した内容相互の関連を図ると
ともに中学校の内容との系統性を踏まえなが
ら，配列や重点の置き方を工夫する。
•　地域や家庭，学校，児童の実態，季節との
関連や他教科，道徳，特別活動，総合的な学
習の時間との関連を考慮し，実践を通して指
導計画の改善を図る。

２　指導方法の工夫・改善
•　実践的・体験的な活動を通して，日常生活
に必要な基礎的・基本的な知識及び技能の定
着を図る。
•　観察・実験や実習のレポート作成や思考し
たことを発表するなどの言語活動を充実させ，
学習の内容をより確実に定着させる。
•　家庭生活を大切にする心情を育み，家族の
一員として家庭生活をよりよくしようとする
実践的な態度を育てる。
•　児童一人一人のよさを生かし，つくる喜び
や仕事の楽しさを体験させる。
•　活動目的を明確にし，実習の過程を重視す
るとともに，知識や技能を生活に活用できる
ような問題解決的な学習活動や言語活動を充
実させる。
•　個に応じた指導や学習形態，教師間の協力
的な指導など，指導方法や指導体制を工夫・
改善する。
•　消費者教育や環境教育にも配慮するととも
に，食に関する指導の充実を図る。
•　安全と衛生に配慮し，学習環境を整えて実
践的な活動に取り組ませる。
•　標本，資料の準備や学習コーナーの設置等，
家庭科実習室の経営を工夫するとともに，用
具の管理や安全指導を徹底する。

３　学習指導に生かす評価の工夫
•　具体的な評価規準を設定し，児童の学習状
況を把握することによって，個に応じた指導
の方法を見直し，指導の改善に役立てる。
•　学習意欲を高める自己評価や相互評価を学
習過程に位置付け，活用の仕方を工夫する。
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各教科等の重点〈小学校〉Ⅵ

体　育 外国語活動
１　運動の取り上げ方の弾力化を図った指導
計画の作成と実施
•　学習指導要領総則第1の3に示す体育・健
康に関する指導の趣旨を生かし，学校の教育
活動全体との関連を十分考慮する。
•　年間指導計画の作成に当たっては，地域や
学校の実態を考慮するとともに，児童一人一
人の運動経験・技能の程度などに応じた指導
や児童自らが課題の解決を目指す活動ができ
るよう，工夫・改善を図る。
•　運動領域については，二つの学年を一つの
単位として運動の取り上げ方の一層の弾力化
を図るとともに，一部の領域に指導が偏るこ
とのないよう時数を配当する。
•　保健領域については，実践力につながる効
果的な学習が行われるよう，単元のまとまり
を重視して学習時間を設定する。

２　心と体を一体としてとらえた学習指導
【運動領域】
•　心と体を一体としてとらえる観点から，体
ほぐしの運動を充実させるとともに，各学年・
各領域との関連を図る。
•　児童一人一人が運動の楽しさ・喜びを味わ
いながら体力・運動能力を高めさせるために
「みやぎっ子！元気アップエクササイズ」を
活用するなど，学年や個に応じた指導を工夫
する。

【保健領域】
•　身近な生活における健康・安全に関する実
践的な理解を図ることを重視する。
•　心身の健康の大切さを認識し，健康なライ
フスタイルを確立する観点に立って指導の改
善を図る。
•　運動領域と保健領域との関連をもたせた指
導となるよう努める。

３　児童一人一人の力を伸ばす評価の工夫
•　具体的な単元の評価規準を設定するととも
に，評価計画を指導計画に位置付けるなど，
指導に生かす評価の充実を図る。
•　自己評価や相互評価など，児童の評価活動
を重視するとともに，教師の指導と評価に生
かすように努める。

１　外国語活動のねらいを踏まえた指導計画
の作成と実施
•　「コミュニケーション能力の素地を養う」
という外国語活動の趣旨を十分に理解し，中
学校外国語科への円滑な接続に配慮する。
•　言葉の使用場面を大切にし，体験的に理解
を深めることができるよう指導を工夫する。
その体験を通し，児童が相手とのコミュニケ
ーションの楽しさを味わい，言葉の面白さや
豊かさ，多様なものの見方や考え方があるこ
とに気付かせる。

２　コミュニケーション活動を重視した学習
指導の工夫
•　児童や地域の実態に応じ，体験的な活動を
通し，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親
しむような指導を工夫する。
•　友だちとのかかわりを大切にしながら，児
童の日常生活や学校生活，国際理解にかかわ
る交流等を含んだ体験的なコミュニケーショ
ン活動を行う。
•　外国語の音声やリズムに慣れ親しませる指
導では，ネイティブ・スピーカー（ALTや留
学生など），地域の人材のほか，視聴覚教材
やICTを積極的に活用する。特に，文部科学
省から配布されているデジタル教材（授業実
践事例映像資料1・2・3）の活用を図る。

３　指導に生かす評価の工夫
•　設置者において，学習指導要領の目標及び
具体的な活動等に沿って評価の観点を設定す
る。（必要に応じて各学校で観点を加える）。
•　数値で評価することはせず，設定された評
価の観点に照らし，児童の具体の姿を3つの
観点全てについて文章で記述する。
•　教師の観察，自己評価や相互評価等，様々
な方法で総合的に評価を行う。
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校
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Ⅵ各教科等の重点〈中学校〉

国　語 社　会
１　指導内容の重点化と指導と評価の一体化
を図った指導計画の作成
•　生徒に身に付けさせたい国語の能力の育成
という観点から，指導内容を重点化した指導
と評価の計画を作成する。生徒の実態を踏ま
え，学年間の系統性や小学校の指導内容を考
慮する。
•　他教科や総合的な学習の時間等における言
語活動との関連を考慮するとともに，既習事
項を活用しながら，3領域1事項について偏
りなく指導するよう配慮する。

２　言語活動を生かした学習指導の充実
•　単元の指導目標を実現し，指導事項を指導
するためのねらいにふさわしい課題解決的な
言語活動を工夫して位置付ける。
•　「話すこと・聞くこと」については，目的
に応じて資料を効果的に活用して話すなど，
話すことと聞くことを一体化させた指導を工
夫する。
•　「書くこと」については，根拠を明確にし
て自分の考えを具体的かつ適切に書く指導を
工夫する。
•　「読むこと」については，資料から必要な
情報を適切に得るとともに，複数の資料を比
較して読むなど，幅広い読書や情報活用につ
ながる指導を工夫する。
•　伝統的な言語文化の指導については，音読
や朗読，音声を聞くこと等を通して文語のき
まりについて理解するとともに，小学校の指
導内容との系統性を踏まえて一層古典に親し
ませる授業を工夫する。また，生活に役立ち
文字文化に親しむ書写指導の充実を図る。

３　指導に生かす評価の工夫
•　単元及び指導過程の評価規準は，取り上げ
る指導事項と言語活動を関連させて適切に設
定する。評価規準に基づく授業での見取りを
重視し，生徒の学習の状況を的確に評価でき
る方法を工夫する。
•　生徒が学習の見通しを立てたり，学習した
ことを振り返ったりする活動を重視し，自己
評価や相互評価の方法や観点を工夫する。

１　各分野の関連を図り，系統的・発展的な
指導ができる指導計画の作成
•　小学校の学習内容及び各分野相互の関連を
図り，生徒の実態や地域の特性を踏まえて，
国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会
の形成者として必要な公民的資質の基礎を養
うとともに，持続可能な社会の実現を目指し
て，3年間を見通した指導計画を作成する。
•　諸地域や各時代の細かな事象を網羅的に扱
うことがないよう留意し，生徒の実態や地域
の特性等に配慮して，基礎的・基本的な内容
を厳選して取り扱う。

２　思考力・判断力・表現力を伸ばし，主体
的に問題解決を図る態度を育てる学習指導
の工夫
•　各分野の特質に応じて，適切な課題や多様
な資料を準備し，事象を多面的・多角的に考
察しようとする主体的な学習態度を育てると
ともに，社会的な見方・考え方を養うよう，
指導の工夫と改善を図る。
•　基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ
るとともに，思考力・判断力・表現力等を確
実に育むため，言語活動の充実を図り，自ら
社会参画をしていく資質や能力を育てるよう
指導を工夫する。
•　社会的事象を広い視野から総合的に捉える
資質や能力を高めるため，3分野を関連付け
た学習の充実を図る。
•　地図帳や年表，統計資料等を積極的に活用
するとともに，テーマに沿って資料を選択し
たり，まとめたりする作業的・体験的な学習
を取り入れて，観察や調査，表現等の学習活
動の充実を図る。活動に当たっては，ICTや
地域の教育施設等の活用を図る。
•　単位時間のまとまりを重視し，構造的な板
書とノート指導の連動を図る。
•　学習指導要領解説の一部改訂の趣旨を踏ま
え，我が国の領土に関する教育の充実に努め
る。

３　指導に生かす評価の工夫
•　指導に生かす評価となるよう，具体的な評
価規準や自己評価，相互評価等の評価方法を
指導計画に位置付ける。
•　評価補助簿等を活用し，多面的で継続的な
評価を工夫し，指導の改善に生かす。

中 
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校

＜ 中 学 校 ＞

言語活動の充実
◯　言語に関する能力を育成する中核的な教
科である国語以外の教科等でも取り組む。
◯　本時で身に付けさせたい力を明確にし，
効果的に取り組むよう工夫する。
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各教科等の重点〈中学校〉Ⅵ

数　学 理　科
１　系統性，発展性を踏まえた指導計画の作
成と実施
•　小・中・高等学校の目標を踏まえ，地域や
学校の実態及び生徒の発達の段階や特性を考
慮し，系統的，発展的な指導が行われるよう
指導計画を作成する。
•　生徒の理解をより確かなものにするために
学び直しの機会を適切に位置付ける。
•　「資料の活用」の指導計画の作成に当たっ
ては，学習指導要領の趣旨を踏まえ，資料に
ついて整理した結果を用いて考えたり判断し
たりすることの指導を重視する。

２　生徒の主体的な取組を引き出す学習指導
•　意欲を高める学習課題を設定し，提示の仕
方を工夫するとともに，数学的活動を通した
指導によって，数学を学ぶ意義や有用性など
を実感できるようにする。
•　数や式，図，表，グラフなどの数学的な表
現を用いて問題を解決したり，自分の考えを
説明したり，伝え合ったりする学習活動を充
実させる。
•　生徒一人一人の力を伸ばすために，ねらい
に応じて学習形態を工夫したり，補充的な学
習や発展的な学習を適切に取り入れたりする。
•　抽象的・形式的な概念や原理を理解させる
ために，教材・教具やICTなどの効果的な活
用を図る。
•　学習内容のまとめだけでなく，思考の過程
や結果に対する振り返りも大切にする。

３　指導に生かす評価の工夫
•　観点別学習評価の観点，評価の時期，方法
等を吟味し，評価規準を基に効果的・効率的
な評価が行えるようにする。
•　ねらいに即した適用問題を設定し，学習の
成果を的確にとらえ，指導の改善と個に応じ
た指導の充実を図る。　

１　各分野の関連を図り，直接体験を重視し
た指導計画の作成
•　各分野・各項目の学習内容と日常生活との
関連を図り，小・中・高等学校を通じた系統
性を踏まえて指導計画を作成する。
•　学習内容と関連付けたものづくりや地域の
環境を生かした野外活動などの直接体験を重
視した年間指導計画を作成し，自然に対する
興味・関心を高める指導に努める。

２　問題解決のプロセスを重視した学習活動
•　日常生活と関連付けて科学的に考える態度
や自然の事物・現象の調べ方を身に付け，自
然を総合的に見ることができるようにする。
•　自然の事物・現象の中から問題を見いだし，
観察，実験，野外活動などの探究活動を通し
て，科学的に調べる能力や態度，問題解決能
力等を身に付けさせる。
•　観察，実験などの直接体験を重視するとと
もに，自分の考察を振り返ったり，他者の考
察を協働で検討して改善したりする言語活動
を意図的に設定する。
•　観察，実験，野外観察における器具・機器
の基本的な扱い方に習熟させる。
•　主体的な学習を促すため，学習形態を工夫
し，生徒一人一人を大切にした指導の在り方
に配慮しながら，観察，実験を支援し，必要
に応じてICT等を適切に活用する。
•　観察，実験，野外観察における事故防止に
努めるとともに，使用薬品の管理及び廃棄に
ついても適切な措置をとるように配慮する。

３　指導に生かす評価の工夫
•　「関心・意欲・態度」「科学的な思考・表現」
等，観点別の評価規準と評価計画を具体化し，
評価資料の意図的・計画的な累積に努め，達
成状況を的確に把握し，今後の指導に生かす。
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Ⅵ各教科等の重点〈中学校〉

音　楽 美　術
１　表現と鑑賞の幅広い活動を目指した指導
計画の作成と実施
•　表現と鑑賞の幅広い活動を目指した題材構
成と配列を工夫し，適切な指導時間を配当す
る。
•　表現及び鑑賞の各活動の中に〔共通事項〕
を位置付け，年間を通して継続的に取り扱う
ように工夫する。
•　各学年の目標を達成するための効果的な教
材の選択，配列及び開発に努める。

２　音楽を愛好する心情を育て，音楽に対す
る感性を豊かに育てるための学習指導の工
夫と改善
•　生徒一人一人が表現及び鑑賞の幅広い活動
を通して，音楽のよさや美しさなどを自分の
感じ方で味わいながら思考・判断し表現する
一連の過程を大切にした指導に努める。
•　指導のねらいを明確にし，日常の活動を主
体的に楽しく進める中で，表現や鑑賞の活動
に必要な音楽的諸能力の育成に努める。
•　生徒一人一人が主体的で創造的な学習活動
をより一層活発に行うような学習指導を展開
することによって，生涯にわたって音楽を愛
好する心情や音楽に対する感性を育むよう努
める。
•　地域の人材を活用するなど，郷土の音楽や
日本の伝統音楽の指導の工夫に努める。
•　音によるコミュニケーションの充実を図る
ため音楽に対するイメージ，思い，意図など
を相互に伝え合う活動を位置付けて，仲間と
ともに創意工夫して音楽を表現する喜びを味
わわせる。

３　指導に生かす評価の工夫
•　表現と鑑賞の関連を図りながら，各学年の
目標に準拠した具体的な評価規準を作成し，
学習過程や成果等を把握して指導に生かした
り，指導計画や指導方法の工夫・改善に役立
てたりする。
•　ペアやグループ，個人の発表の場を工夫す
るとともに，生徒の学習意欲を促し，次の学
習に生かすための自己評価や相互評価等を工
夫する。

１　調和のとれた指導計画の作成と実施
•　表現及び鑑賞の相互の関連を図るとともに，
描く活動とつくる活動の調和に配慮し，学習
効果が高まるように3年間を見通した年間指
導計画を作成する。
•　第1学年においては，「A表現」（1）及び（2）
それぞれにおいて，（3）と関連付けて描く活
動とつくる活動をすべて経験できるよう指導
計画を作成する。また，第2学年及び第3学
年においては，2年間で「A表現」（1）及び（2）
それぞれにおいて（3）と関連付けて描く活
動とつくる活動をすべて経験できるよう指導
計画を作成する。
•　表現及び鑑賞の各活動において〔共通事項〕
を活動のどの場面で指導するのかを明確にし，
指導計画の中に位置付ける。

２　主体的に取り組む授業の創造
•　生徒一人一人が意欲をもって主体的に取り
組む授業の創造に努め，つくりだす喜びを味
わえる指導を工夫する。
•　生徒自身が主体的に発想や構想をし，表現
の喜びを味わえるような指導の在り方を工夫
する。
•　生徒の思いや表現の意図を大切にし，材料
や表現方法の選択等において個に応じた指導
を行うとともに，創意工夫して表現活動に取
り組めるよう指導方法を工夫する。
•　日常の作品展示や鑑賞学習を通して，作品
の見方や味わい方を理解させるとともに，各
自が制作した作品や美術作品を大切にする姿
勢，美術文化を尊重する態度を育てる。
•　鑑賞の指導では感じ取る力や思考する力を
一層豊かに育てるために，自分の思いを語り
合ったり，自分の価値意識をもって批評し合
ったりするなど，言語活動の充実を図る。

３　日常の学習指導に生かす評価
•　完成した作品の評価だけではなく，学習過
程における生徒の姿や活動内容についても評
価を行う。
•　生徒一人一人のよさを生かす評価の方法を
工夫し，日常の学習指導に生かせるよう指導
と評価の一体化を図る。
•　主体的な活動を促すために，自己評価や相
互評価を工夫する。
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各教科等の重点〈中学校〉Ⅵ

保健体育 技術・家庭
１　３学年を見通した年間指導計画の作成と
実施
•　学習指導要領総則第1の3に示す体育・健
康に関する指導の趣旨を生かし，学校教育活
動全体との関連を十分考慮する。
•　年間指導計画の作成に当たっては，地域や
学校の実態，生徒の心身の発達や特性などを
考慮し，3年間を見通した目標や内容を定め
るよう，実践を通して工夫・改善を図る。
•　体育分野と保健分野の学習の関連や調和を
図りながら，時数を配当する。
•　保健分野については，実践力につながる効
果的な学習が行われるよう，単元のまとまり
を重視して学習の時間を設定する。

２　心と体を一体としてとらえた学習指導
【体育分野】
•　心と体を一体としてとらえる観点から，体
ほぐしの運動を充実させ，他の運動領域や保
健分野においてもその趣旨を生かし，関連を
図る。
•　生徒一人一人に運動の楽しさや喜びを味わ
わせ，体力・運動能力を高めるために，学年
や個に応じた学習内容の定着が図られるよう
指導を工夫する。
•　第１学年及び第２学年で，全ての領域を履
修させ，その学習経験を基に自ら探求したい
運動を第3学年で選択できるような指導に努
める。

【保健分野】
•　個人生活における健康・安全に関する理解
を通して，自らの健康を適切に管理し生活を
改善していく思考力・判断力などの資質や能
力の育成を図る。
•　心身の健康の大切さを認識し，健康なライ
フスタイルを確立する観点に立って学習内容
の重点化を進め，学習活動を進める。

３　生徒一人一人の力を伸ばす評価の工夫
•　具体的な単元の評価基準を設定するととも
に，評価計画を指導計画に位置付けるなど，
指導に生かす評価の充実を図る。
•　自己評価や相互評価など，生徒の評価活動
を重視するとともに，教師の指導と評価に生
かすよう努める。

１　3学年間を見通した指導計画の作成と改善
•　小学校における学習内容や他教科の指導を
含めた生徒の実態を把握し，3学年間を見通
して指導内容の関連性や系統性，発展性を考
慮した指導計画を作成するとともに，実践を
通して指導計画の改善を図る。
•　実践的・体験的な学習活動を通し，知識及
び技術の習得を図り，「技術を適切に評価し
活用する能力と実践的な態度」「課題をもっ
て生活をよりよくしようとする能力と実践的
な態度」を育てる。

２　指導方法の工夫・改善
・　知識及び技術を活用して生活における課題
を解決する能力を育む観点から，言葉や図表
及び概念などを使用して考えたり，説明した
りなどの学習活動を充実する。
•　実験，観察，調査，ロールプレイングなど
実践的・体験的な活動を充実させ，仕事の楽
しさや完成の喜びを味わわせる問題解決的な
学習活動を充実する。
•　生徒の興味・関心を踏まえ，教科のねらい
に応じた題材の開発と選定，教材・教具の適
切な活用，学習形態の工夫を図る。
•　生徒の主体的な活動を促すため，実習にお
ける計画，実践，評価の各段階を大切にした
学習活動を工夫する。
•　衣食住やものづくりについての知識や技能
の習得と生活をよりよくしようとする態度を
育成する指導の充実を図る。
•　情報通信ネットワーク活用に向けた情報モ
ラル指導の充実を図る。
•　「生活の課題と実践」については，既習内
容を基礎とし，家庭や地域社会との連携を図
り，問題解決的な学習を効果的に行えるよう
にする。

３　管理及び安全・衛生に関する指導の徹底
•　機械，工具，用具及び材料を適切に管理し，
授業終了時の点検や定期点検等により安全の
確保を徹底する。
•　安全面・衛生面に配慮した服装，実習室の
整備と機械等の正しい使用方法及び食中毒防
止等について指導する。

４　実践的な態度の育成を目指す評価
•　題材の目標を明確にし，関係する項目に対
応した複数の「評価規準に盛り込むべき事項」
を統合して設定するなど，実際の指導に対応
した評価規準を設定し，学習指導の改善に生
かす。
•　学習意欲を高める自己評価や相互評価を学
習過程に効果的に位置付け，実施することに
よって，目標を明確にし，実践的な態度の育
成を図る。
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Ⅵ各教科等の重点〈中学校〉

外  国  語
１　指導計画作成・改善の視点
•　生徒の実態，学校・地域の実情に応じて学
年の目標を適切に設定し，小学校外国語活動
及び高等学校外国語との接続を踏まえ，「聞
くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」
の4領域がバランスよく配列されるよう留意
する。
•　いつまでに，どのような能力が身に付くよ
うにするか，という明確なカリキュラムマネ
ジメントに基づき，各単元の言語活動を一層
充実させながら，年間140時間の効果的な運
用計画を立てる。

２　学習指導の充実
•　生徒の実態を適切に捉え，単元計画におけ
る指導のねらいを明確にし，１時間１時間の
指導の系統性を十分に踏まえた指導を積み重
ねる。
•　増えた指導時数及び指導語数を生かし，実
際の使用場面を考慮した言語活動を充実させ
る。
•　まとまった量の英文を「読むこと」「書く
こと」の指導を意図的に行うとともに，「日
本語と英語の語順の違い」や「意味のまとま
り」をおさえた指導を行うこと。さらに，人
称の違いや時制の変化について配慮し，学習
内容を定着させる指導を系統的に行う。

３　指導に生かす評価の工夫
•　「CAN̶DOリスト」の形での学習到達目標
を設定することにより，コミュニケーション
能力や思考力，判断力，表現力を育成する指
導につなげ，指導と評価の改善を図る。また，
パフォーマンステスト等の実施に当たっては，
その在り方について妥当性をよく吟味し，3
年間の指導を系統的に行う。
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て行う道徳教育の指導内容や時期及び家庭や
地域社会との連携の方法を示す必要があるこ
とから，それらを別葉にして加えるなど，計
画の整備・改善に努める。
•　年間指導計画の作成に当たっては，道徳教
育の全体計画に基づき，各教科等との関連を
考慮しながら，計画的・発展的に授業がなさ
れるよう工夫する。児童生徒や学校の実態に
応じ，重点的な指導や内容項目との関連を図
った学年・学級ごとの年間指導計画を整備・
改善するよう努める。
•　各学年段階の内容項目については，相当す
る学年において全て取り上げる。

４　道徳的実践力を高める指導方法の改善
•　道徳教育の要である道徳の時間において，
各教科等で行われる道徳教育を補充・深化・
統合し，道徳的価値及び人間の生き方につい
ての自覚を深めさせ，道徳的実践力の育成に
努める。
•　週当たり1単位時間の授業時間を確保し，
道徳の時間の特質を押さえ，児童生徒が自分
を見つめ，道徳的価値を自覚し，主体的に道
徳的実践力を身に付けることができるよう指
導の工夫に努める。
•　道徳の時間の指導に当たっては、校長や教
頭，他の教師による協力的な指導を工夫する
とともに，体験活動を生かしたり，魅力的な
教材を開発・活用したりして創意工夫ある指
導に努める。
•　道徳の時間の授業公開や地域教材の活用等，
家庭や地域との連携を図るとともに，保護者
や地域の方々の活用を図る。
•　自分の考えを書いたり話し合ったりするな
ど表現する機会を充実し，自分の考えを深め，
自らの成長を実感できるような指導を工夫を
する。
•　地域教材として，『みやぎの先人集　未来
への架け橋』の活用を教育活動の様々な機会
の中に位置付けるとともに，「私たちの道徳」
の多様な活用を工夫する。
•　児童生徒の情報器活用の実態を踏まえ，情
報モラルに関する指導を強化して，発達の段
階や特性を踏まえた指導を進める。

５　よさや可能性を認める評価の実施
•　各学校の道徳教育の目標や重点指導内容に
照らしながら，児童生徒の変容や成長等の道
徳性の実態を把握し，指導計画や指導方法の
改善に生かすようにする。
•　児童生徒一人一人の人間的な成長を温かく
見守り，よりよく生きようとする努力を評価
し，道徳的実践意欲と態度の向上を図るよう
努める。

各教科の重点〈小・中学校共通〉Ⅵ

＜小・中学校共通＞

道　徳
１　学校における道徳教育
　学校における道徳教育は，道徳の時間を要と
し，各教科，外国語活動，総合的な学習の時間
及び特別活動（以下，「各教科等」）などあらゆ
る教育活動を通じて，児童生徒一人一人の道徳
性の育成を図るものである。
•　各教科等の特質に応じた道徳性の育成を図
る。
•　教師と児童生徒の信頼関係と児童生徒相互
の人間関係の充実を図る。
•　児童の道徳性を育み，自ら自己の生き方に
ついての考えを深める指導の充実を図る（小
学校）。生徒の道徳性を育み，自ら人間とし
ての生き方についての自覚を深める指導の充
実を図る（中学校）。
•　豊かな体験活動を通して，児童の内面に根
ざした道徳性を育成する（小学校）。豊かな
体験活動の充実と他者とのかかわりの中で自
らを振り返る指導を充実させる（中学校）。
•　社会生活上のきまりや基本的なモラルにつ
いての指導を充実させる。
•　学級や学校の環境を整備して指導を充実さ
せる。

２　指導方針の明確化と協力体制の整備
（1）　校長の方針の明確化
　道徳教育の充実・改善の方向を視野におきな
がら，児童生徒の道徳性にかかわる実態，学校
の道徳教育推進上の課題，社会的な要請や，家
庭や地域の期待などを踏まえ，学校の教育目標
とのかかわりにおいて，校長が道徳教育の基本
的な方針等を明示する。
（2）　道徳教育推進教師等を中心とした協力体
　  制の整備
•　各学校においては，校長の方針の下，道徳
教育推進教師等を中心として，全教師が参画
する機能的な協力体制をつくり，道徳教育の
充実を図るよう努める。
•　全教師が参画する体制を整え，共通理解を
図るために道徳教育に係る校内研修の実施に
努める。

（3）　「特別の教科　道徳」について
　各学校において「特別の教科　道徳」の実施
（小：平成30年度，中：平成31年度）に向けて，
その主旨を踏まえた，全体計画の改善や「考え，
議論する」道徳の授業を目指し，問題解決的な
学習などを取り入れた指導方法の改善に努める。

３　全体計画・年間指導計画の作成と実施
•　学校の教育活動全体を通して行う道徳教育
の重点目標を設定し，重点目標にかかわる道
徳の内容の重点化を図る。
•　全体計画には，学校の教育活動全体を通し

小・中
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Ⅵ各教科等の重点〈小・中学校共通〉

1　総合的な学習の時間の趣旨とねらい
•　国際化や情報化等の社会の変化に主体的に
対応できる資質や能力を育成するため，教科
等の枠を超えた横断的・総合的な学習を各学
校の創意工夫を生かして展開する。
•　横断的・総合的な学習や探究的な学習を通
して，自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考
え，主体的に判断し，よりよく問題を解決す
る力や問題解決に向けて主体的，創造的，協
同的に取り組む態度を育成する。
•　各教科，道徳及び特別活動で身に付けた知
識や技能等を相互に関連付け，学習や生活に
生かし，それらが総合的に働くようにする。

2　創意工夫ある教育活動の推進
•　学校や地域，児童生徒の実態を踏まえ，学
習環境の整備に努めるとともに，学校の実態
に応じて創意工夫を生かした教育活動を行う。
•　児童生徒の課題意識や興味・関心を基に学
習テーマや学習方法を選択・設定したり，学
習成果の発表形態を工夫したりして，児童生
徒が主体的に取り組むことができるように努
める。

3　指導計画の見直しと実施
•　総合的な学習の時間の趣旨を踏まえ，各学
校において目標を定め，その目標実現のため
の内容，育てようとする資質や能力及び態度，
学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価
計画などを示す総合的な学習の時間の全体計
画を作成する。
•　全体計画を踏まえ，どのような学習活動を，
どのような時期に，どのくらいの時数で実施
するか等を示す年間指導計画を作成する。ま
た，探究的な活動のまとまりとして，単元計
画を作成する。
•　学校全体として組織的に取り組み，指導計
画や指導体制及び実施状況について，点検・
評価する。

4　各教科等との関連を図った指導
•　各教科，道徳，特別活動の学習内容との関
連を図り，各教科等で身に付けた力を総合的
な学習の時間の中で活用したり，総合的な学
習の時間で身に付けた力を各教科の学習に生
かしたりしていく。

総合的な学習の時間
5　学習を展開するに当たっての配慮
•　具体的な学習活動においては，探究的な学
習を行うための学習形態や指導体制を工夫す
るとともに，他者と協同して課題を解決する
学習活動をしたり，言語により整理・分析し，
まとめたり表現したりするなどの学習活動が
行われるよう努める。
•　学習指導に当たっては，広い視野に立ち，
地域の教育力を取り入れながら，養護教諭や
栄養教諭などを含めた全教職員が一体となっ
て取り組むよう配慮する。
•　学校図書館の活用，他の学校との連携，公
民館，図書館，博物館等の社会教育施設や社
会教育関係団体等の各種団体との連携，地域
の教材や学習環境の積極的な活用などについ
て工夫する。

6　児童生徒の活動をよりよく改善する評価
  の工夫
•　各学校において児童生徒に身に付けさせた
い資質や能力及び態度を明確にし，評価の観
点及び評価規準を設定する。
•　児童生徒の発達の段階や学習内容に応じた
評価の在り方について研究し，指導と評価の
一体化を図るように努める。
•　児童生徒が自ら課題解決に向けて具体的な
学習活動を展開し，探究したことや学んだこ
となどを振り返ることができる自己評価を工
夫する。また，その後も自らの課題にどうか
かわっていくかなどを考え，活動全体を振り
返り，自己の生き方を深く見つめることがで
きる評価を工夫する。
•　ワークシートや作文，教師の観察，児童生
徒の自己評価や相互評価等，様々な方法で，
児童生徒のよい点，好ましい変容，学習に対
する意欲や態度などを総合的に評価するよう
努める。
•　数値で評価することはせず，各学校で設定
した評価の観点に基づいて記述する。

〈参考資料〉
　「今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」
　　　H22.11　文部科学省
　　　小学校編　中学校編　高等学校編
　「総合的な学習の時間における評価方法等の工夫改善のための参考資料」
　　　H23.7　国立教育政策研究所教育課程研究センター
　　　小学校編　中学校編　高等学校編
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特別活動
１　望ましい集団活動のための指導計画の作成
•　地域，学校，児童生徒の実態を考慮し，学
校の創意工夫を生かすとともに，各内容相互
の関連及び各教科，道徳，総合的な学習の時
間，生徒指導，その他の活動との関連を図っ
た全体計画を作成する。
•　家庭や地域と連携し、自然体験活動や地域
の人々との交流など社会体験活動の充実に配
慮して指導計画を作成する。

２　自主的，実践的な活動の充実
•　活動の過程を重視して指導に当たるととも
に，生徒指導との関連を図り，よりよい生活
や人間関係を築こうとする活動を推進する。

（1）学級活動
•　児童生徒が学級や学校の生活の諸問題を解
決するために自主的に取り組む話合い活動に
重点を置き，活動の充実に努める。
•　社会の一員としての在り方や生き方の指導
の充実を図るとともに，体験的，実践的な活
動を通して，学ぶことの意義や自主的な学習
態度の育成を図る。

（2）児童会・生徒会活動
•　児童生徒の発想や計画を生かし，学校生活
の充実と向上を図る自発的・自治的活動やボ
ランティア活動を行うとともに，異年齢集団
による交流活動の一層の充実に努める。

（3）クラブ活動（小学校）
•　学校や地域の実態を考慮し，児童の興味・
関心を踏まえて計画し実施する。
•　ねらいや目標を達成するのに必要な時数を
確保する。

（4）学校行事
•　各活動のねらいを明確にするとともに，内
容や方法について，各教科，道徳，総合的な
学習の時間，その他の活動との関連を踏まえ，
学校生活の充実と発展に資する体験的な活動
の指導内容の重点化に努める。

３　一人一人を生かす評価の工夫
•　自主的，実践的な態度を育成するために，
振り返り活動を重視し，児童生徒の自己評価
能力を高めるとともに，個と集団の質の向上
を図る。
•　活動過程についての評価を大切にし，全教
師の共通理解と連携を図って適切な観点で評
価する。

各教科の重点〈小・中学校共通〉Ⅵ

小・中
学
校



46

高等学校各教科等の重点Ⅶ
国　語 地理歴史
１　言語の教育としての立場を明確にした年
間の指導と評価の計画作成と実施
•　言語の教育という立場を重視し，国語に対
する関心を高め，豊かな言語感覚を養い，互
いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う力
を高めるとともに，社会人として必要とされ
る国語の能力の基礎を確実に育成する。
•　生徒が自ら学び自ら考える力など，社会の
変化に主体的に対応できる「生きる力」を育
成する観点を踏まえ，国語科の目標に即した
適切な年間の指導と評価の計画を作成する。
•　生徒に身に付けさせたい力を目標として明
確に位置付けた単元計画を立てるとともに，
小・中学校との関連を図りながら，生徒の特
性に応じた指導ができるよう，内容を精選す
る。

２　授業における言語活動の充実と付けたい
力の育成に資する指導方法の充実
•　各教科等の学習の基本ともなる国語の能力
を身に付けさせるために，単元で目標に位置
付けた言語能力を育成するにふさわしい一連
の言語活動を，学習過程に適切に配置する。
•　生徒が主体的に自らの課題を見付け、それ
を調べ解決し表現できるような授業展開を工
夫する。
•　読書指導の重要性に鑑み，司書教諭や学校
司書と連携を図りながら，図書館を利用した
学習を取り入れる。その際，情報の検索や活
用，レポートのまとめ方等に適切に対応でき
るようにし，生徒の情報活用能力を育む学習
支援ができるよう努める。

３　生徒を生かす評価の工夫
•　授業における生徒一人一人の興味・関心，
意欲や態度等を積極的に評価するため，学習
指導要領等によって評価規準を定め，指導の
過程を適切に評価し，授業改善に役立てる。
•　生徒一人一人の実現状況について，観点別
学習状況の評価により，多面的・総合的に評
価する。

１　教科・科目の教育目標等に応じた指導計
画の作成と実施
•　「国際社会に主体的に生き平和で民主的な
国家・社会を形成する日本国民として必要な
自覚と資質を養う」という地理歴史科の目標
を踏まえた適切な指導計画を作成する。
•　地理歴史科各科目の目標を的確におさえて，
各学校の教育目標及び実態に応じた指導に努
める。

２　基礎的・基本的な知識・技能を活用し思
考力・判断力・表現力を育み，よりよい社
会の形成に必要な資質・能力の育成
•　地域や生徒の実態を踏まえ，指導内容を精
選するとともに，基礎的・基本的な知識及び
技能の活用を通じて思考力・判断力・表現力
等を育む学習活動を重視し，地理的・歴史的
思考力の育成を図る。
•　グローバル化の進展に対応して，多様な伝
統や文化，宗教について理解を図るとともに，
我が国の国土と歴史について理解を深め，国
際社会で日本人としての自覚をもって主体的
に生きる態度の育成に努める。
•　綿密な計画と適切な配慮のもとに，地域調
査や博物館等の利用など，作業的，体験的な
学習や，アクティブ・ラーニングなどの協働
的な学習の積極的な導入やICTの活用を図り，
生徒が情報を適切に選択・活用し，他と協働
しながら諸事象を多面的多角的に考察し公正
に判断できる力の育成を図る。
•　身の回りの社会的事象や地球規模の視点か
ら諸課題の解決を考察するなど，実生活に結
び付いた学習により，生徒に学習の意義を実
感させるとともに，よりよい社会の形成に必
要な資質・能力の育成を図る。

３　多面的・総合的評価のための工夫
•　学習指導要領が目指す学力観に立ち，学習
活動の過程を重視した評価の方法を一層研究
し，指導と評価の一体化を図り，学力の向上
に資するよう配慮する。
•　評価の4観点（「関心・意欲・態度」「思考・
判断・表現」「技能」「知識・理解」）の評価
規準を設定し，生徒を多面的・総合的に評価
する。
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高等学校各教科等の重点Ⅶ

公　民 数　学
１　現代の社会や人間の生き方について学習
効果を高める指導計画の作成と実施
•　「人間としての在り方生き方についての自
覚を育て，平和で民主的な国家・社会の有為
な形成者として必要な公民としての資質を養
う」という公民科の目標を踏まえた適切な指
導計画を作成する。
•　「広い視野に立って，現代の社会について
主体的に考察させ，理解を深めさせる」よう，
公民科各科目の目標を的確におさえて，各学
校の教育目標及び生徒の実態を踏まえ，学習
効果を高める指導に努める。

２　基礎的・基本的な知識・技能の活用によ
る思考力・判断力・表現力の育成及びより
よい社会の形成に必要な資質や能力を育成
する指導方法の工夫
•　基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着
と思考力・判断力・表現力の育成を図るとと
もに，身近な社会事象に関する課題について
探究し他者と協働しながらよりよい解決策を
考える等，現実の社会との関わりを意識した
実践的な学習を積極的に取り入れ，学習の意
義を実感できるよう指導方法や学習活動を工
夫する。
•　社会事象に対する客観的で公正な見方や考
え方を深めるとともに，自己の在り方，生き
方に関わって主体的に考察できるよう指導を
工夫する。
•　日本人としての自覚をもって国際社会で主
体的に生きるとともに，持続可能な社会の実
現を目指すなど，よりよい社会づくりに民主
的に参画していく資質や能力を育成するよう
指導を工夫する。

３　個を重視した多面的評価の工夫
•　指導と評価の一体化を図り，目標に準拠し
た評価をより一層重視し，評価を効率的に実
施するよう努める。
•　「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技
能」「知識・理解」の4観点に分けた評価規準
を設定し，生徒を多面的・総合的に評価する。

１　学校の実態を踏まえた教育課程の編成
•　各科目の目標，内容，生徒の実態等を踏ま
え，適切な教育課程を編成する。
•　各科目の内容相互の関連に留意し，系統的
な指導が行われるよう配慮する。
•　発展的な内容に関する取組や，義務教育段
階内容の学び直しのための取組を工夫する。

２　数学的活動を重視した指導計画の作成と
実践
•　数学的活動を通して論理的に思考させ表現
させることを重視し，数学の学び方を身に付
けさせる指導をする。
•　事象に対する具体的イメージを大切にした
り，結果を予想したりするなどの活動ができ
るよう，身近な事象と関連した課題を扱う。
•　グループ学習などの授業形態を取り入れ，
生徒間の学び合いや言語活動を活性化する工
夫をする。
•　生徒の疑問を授業で取り上げたり，誤りを
生かしたりするなどの工夫をする。
•　生徒の考えを他の生徒に伝えたり，生徒に
解答を発表させたりするなど，生徒が表現す
る機会を多く取り入れる。
•　授業内容を生徒に振り返らせたり，内容を
まとめさせたりするなどの活動を取り入れる。
•　数学I，数学Aでは年間指導計画の中に，数
学的活動を重視した「課題学習」を明確に位
置付ける。

３　目標に準拠した評価の実践
•　「関心・意欲・態度」「数学的な見方や考え方」
「数学的な技能」「知識・理解」の4観点により，
目標に準拠した評価を実践する。
•　授業に当たり，4観点から教材研究を進め
ることで，生徒に身に付けさせたい力や，目
標が達せられたとき生徒にどのような変容が
見られるのかについて，明確化・具体化する
とともに，授業に対する評価を次の教材研究
に生かし，常に指導改善に努める。
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Ⅶ高等学校各教科等の重点

理　科 保健体育
１　基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着
を図るための適切な指導計画の作成と実施

（1）指導計画の作成
•　科学的に探究する能力や態度及び事物・現
象についての体系的な知識を習得できるよう
な指導計画の作成。
•　生徒が科学の基本的な概念や原理・法則を
理解し，事物・現象についての理解を深める
ことができる指導計画の作成。

（2）指導計画作成時の工夫
•　事物・現象に対する興味や関心を喚起し，
課題を見いだし主体的に解決しようとする意
欲・態度を育てる。
•　知識・技能の習得にとどまらずに，生徒が
目的意識をもって観察や実験等に取り組むよ
うにする。

（3）指導計画の実施
•　科学の原理・原則を体系的に理解・深化さ
せることで，探究する能力や態度の育成を図
る。
•　科学的素養を幅広く培い，事物・現象を分
析的，総合的に考察する能力を養うことによ
り，科学的な自然観を育成する。

２　生徒の主体性を学習指導
•　好奇心や探究心を喚起し，科学を学ぶ意義
や楽しさを実感させ，主体的に学ぼうとする
態度の育成を図る。
•　観察や実験等を積極的に行い，生徒同士の
言語活動を通して，知識を体系的に身に付け
させる。
•　課題研究などの探究活動を通して，科学的
な概念や手法を習得させ，自然に対する興味
や関心，探究心を高めることを重視する。

３　指導に生かす評価の工夫
•　育てたい生徒像や生徒の実態を踏まえなが
ら，指導目標を明確にし，学期末等の総括的
評価だけでなく，観点別評価を用い，生徒の
学習成果や指導の過程における学習意欲や到
達度等を把握して，指導内容や方法の工夫・
改善に努め，指導と評価の一体化を図る。

・　計画段階で，4観点をバランスよく組み入れ，
授業実践後に，柔軟に指導計画を改善する。

１　体系化を重視した指導計画の作成と実施
•　学習指導要領総則第1款の3に示されてい
る学校における体育・健康に関する指導の趣
旨を生かし，学校の教育活動全体との関連を
十分に考慮して年間指導計画の改善を図る。
•　科目「体育」については，卒業後に少なく
とも一つの運動やスポーツを継続させること
を重視し，身に付けさせたい具体的な内容を
明確に示すとともに，各領域の指導内容の関
連性に留意する。
•　科目「保健」については，原則として入学
年次及びその次の年次の2か年にわたり履修
させる。

２　心と体を一体としてとらえた学習指導
科目【体育】
•　心と体をより一体としてとらえる観点から，
「体ほぐし運動」を充実させるとともに，科
目「保健」と関連させて指導する。
•　生涯にわたって豊かなスポーツライフを実
現する資質と能力を育成する。

科目【保健】
•　ヘルスプロモーションの考え方を生かし，
知識だけでなく，個人の適切な意志決定や行
動選択などの育成を図る。
•　心の健康，生活習慣病，薬物乱用，性に関
する課題，安全・防災に関する課題などへの
対応を重視する。
•　個人生活及び社会生活における健康・安全
に関する内容を重視するとともに，知識を活
用する学習活動により思考力・判断力等を育
成する。

３　指導に生かす評価の工夫
•　目標に準拠した評価を重視する。
•　指導と評価の一体化を推進する。
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音　楽 美術・工芸
１　各学校の特色を十分考慮した，生徒の実
態に即した創意ある指導計画の作成
•　芸術家及び音楽の目標を十分踏まえ，その
内容の具現化を図るため，学校の特色や生徒
の実態に即した創意ある年間の指導と評価の
計画を作成する。
•　題材設定においては，中学校までの学習内
容との系統性を踏まえ，表現と鑑賞の関連を
図りながら，明確な指導目標を設定する。
•　生涯にわたり様々な価値観の基盤となる音
楽の諸能力を伸ばせるよう，題材同士の持続
性や関連性を考慮した計画を作成する。

２　一人一人の感性を高め，音楽を愛好する
心情と豊かな情操を養う学習指導
•　基礎的・基本的な能力の定着を図るととも
に，音楽を形づくっている要素の知覚・感受
を支えとした魅力ある授業を展開する。
•　生徒一人一人の感性を高める観点に立ち，
幅広く音素材を求め，音楽文化の理解を図る
広い視野に立つ学習を展開する。特に創作及
び鑑賞領域における指導の充実を図る。
•　自己の感性を受け止め，他者の感性に共感
する幅の広い豊かな人間性の育成を目指した
学習環境の整備に努める。
•　我が国や郷土の伝統音楽に対する理解を深
め，我が国の音楽文化に愛着をもつとともに，
諸外国の音楽文化を尊重する態度を養う観点
から，我が国や郷土の伝統音楽についてより
一層の指導の充実に努める。

３　一人一人が生きる評価の工夫改善
•　指導方法の工夫改善や生徒の学習状況の把
握に役立たせるため，観点別学習状況の評価
における観点の趣旨を踏まえた，各科目（Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ等）の目標，題材のねらい，指導内容
から適切な評価規準を作成する。
•　生徒一人一人の学習状況を的確に把握する
ため効果的な評価方法を工夫するとともに，
適切な評価場面を設定し，指導と評価の一体
化を図るよう改善に努める。

１　美術文化や工芸の伝統や文化について，
個性を生かして主体的に関わる態度を育成
し，理解を深める指導と評価の計画の作成
と実施
•　表現及び鑑賞の活動を通して育成する資
質・能力と学習内容の関係を明確にする。
•　生活，地域，学校や生徒の実態に応じ，表
現と鑑賞との関連を考慮した題材の精選と系
統的な配列を工夫する。その際，自らの価値
意識を高めるような鑑賞に充てる時間を適切
かつ十分に確保する。
•　選択履修や発展的な学習ができるように，
幅広い創造活動を取り入れ，調和のとれた指
導計画を作成する。

２　生涯にわたって美術・工芸を愛好する心
情と感性を育て，豊かな情操を養う学習指
導
•　自ら主題を生成する表現活動や鑑賞活動を
展開していくとともに，特に美術Ⅰ・工芸Ⅰ
では，中学校美術との関連を図り，基礎・基
本の確実な定着に努める。
•　表現及び鑑賞の能力を育成する観点から，
教科の特性を生かした対話，交流，批評し合
うなどの言語活動の充実を図る。
•　我が国の伝統的な美術文化及び工芸の伝統
と文化について理解を深め，継承と創造への
関心を深められる学習の充実に努める。
•　美術・工芸に関する知的財産権などに配慮
し，自己や他者の著作物等を尊重する態度を
形成するとともに，美術館等の施設や人材等
の活用も積極的に図るようにする。

３　一人一人のよさを生かした評価の工夫
•　目標に準拠した評価を4観点に基づいて行
い，生徒の実現状況が明確になるようにする。
特に一人一人の良さを生かすための評価の方
法を工夫し，日常の指導に生かすとともに，
学びにつながるよう指導と評価の一体化を図
る。

高等学校各教科等の重点Ⅶ
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Ⅶ高等学校各教科等の重点

書　道 外  国  語
１　各学校の特色や生徒の個性を生かした年
間の指導と評価の計画の作成と実施
•　学習指導要領の目標を踏まえ，指導のねら
いを明確にした年間の指導と評価の計画を作
成し，評価の４観点を生かした学習指導内容
を設定する。
•　「書道Ⅰ」においては，中学校国語科「書写」
との円滑な接続を意識した学習指導に努める。
•　学校の特色や生徒の個性を生かした題材の
精選と配列を工夫する。
•　単元の目標や学習内容，評価等を保護者や
生徒に示して，主体的，意識的な表現活動や
学習意欲の向上を図る。

２　書道を愛好する心情と豊かな情操を養う
学習指導
•　書道は我が国の伝統的な芸術文化であり，
生涯にわたって書を愛好する基礎となる書道
の諸能力が身に付くよう学習指導を計画し，
我が国の書文化に愛着を持つとともに，諸外
国の書文化を尊重する態度を養う指導の充実
に努める。
•　鑑賞と表現とは相互に関連していることを
理解し，書のよさや美しさを感じ取ることが
できる鑑賞学習の充実を図る。
•　知的財産権等に配慮し，自己や他者の著作
物等を尊重する態度の形成を図る。
•　学校図書館や情報通信，美術館等の施設や
人材等を積極的に活用するよう努める。
•　書道の学習活動全体を通して言語活動の充
実に努める。

３　評価と指導の工夫改善
•　各教科の目標，単元の目標，題材のねらい
を明確にし，学習活動に即した評価規準を設
定して指導と評価の一体化を図る。
•　観点別に適切な評価方法や評価場面を設定
して生徒一人一人の実現状況を確実に把握す
るとともに，学習評価をその後の学習指導の
改善に生かす。
•　生徒による自己評価や生徒同士の相互評価
を取り入れて，主体的な学習活動ができるよ
う努める。

１　「確かな学力」を育む指導計画の作成と
実施
•　外国語科の目標である「コミュニケーショ
ン能力」を養うため，各科目について相互の
関連を図り，科目の特性に応じて，生徒に身
に付けさせたい能力を明確にして，４技能を
総合的に育成する指導計画を作成する。
•　小学校及び中学校学習指導要領を踏まえ，
学校，地域及び生徒の実態等に応じた適切な
指導計画を立てて実践する。

２　効果的な学習指導の実践
•　授業を実際のコミュニケーションの場面と
するため，授業は英語で行うことを基本とす
る。その際，生徒の理解の程度に応じた英語
を用いるよう十分配慮する。
•　スピーチやディスカッションなどの表現活
動に積極的に取り組んだり，情報や考えなど
の受け手や送り手となってコミュニケーショ
ンを行ったりするなど，英語による言語活動
を取り入れる。
•　文法については，コミュニケーションを支
えるものであることを踏まえ，言語活動と効
果的に関連付けて指導する。
•　ペアワークやグループワークなどを適宜取
り入れたり，ICTを活用したりするなど，指
導方法や指導体制を工夫する。
•　外国語指導助手（ALT）等を積極的に活用
し，生徒のコミュニケーション能力を育成す
るとともに，国際理解を深めるようにする。

３　指導に生かす評価の工夫
•　目標に準拠した評価をより一層重視するこ
とで，指導と評価の一体化を図る。
•　「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」
「外国語表現の能力」「外国語理解の能力」「言
語や文化についての知識・理解」の各観点ご
とに評価規準を設定し，生徒を多面的・総合
的に評価する。　
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家　庭 情　報
１　生徒の実態に即した指導計画の作成と実施
•　中学校技術・家庭科，高等学校公民科，保
健体育科及び総合的な学習の時間などとの関
連に配慮し，指導内容の範囲と程度や指導方
法などについて検討する。
•　効果的に指導できるよう，指導の順序を工
夫する。
•　指導内容相互の関連や内容の取扱い等に留
意して，指導内容を再構成するなど，生徒の
実態に応じて工夫する。
•　生徒が自分の生活に結び付けて学習できる
よう問題解決的な学習を重視する。
•　ホームプロジェクト及び学校家庭クラブ活
動を通して，学習効果を上げるようにする。
•　授業時間の10分の５以上を実験・実習に
配当する。（安全管理に配慮し，学習環境の
整備，事故防止の指導の徹底，安全と衛生に
対する配慮をする。）
•　コンピュータや情報通信ネットワークなど
の活用を図り，学習の効果を高めるようにす
る。

２　一人一人を伸ばす学習指導
（1）学習指導の工夫改善の視点
•　個に応じた指導の工夫
•　実験・実習の充実
•　問題解決的な学習の充実
•　情報関連機器の活用
（2）学習指導上の留意点
•　生活に生かせる能力や態度を育てる指導の
工夫
•　消費者教育，環境教育の視点を踏まえた指
導
•　人とのかかわりが重要であることを気付か
せる指導の工夫
•　実験・実習を取り入れた指導の工夫
•　言語活動の充実を図り，思考力・判断力・
表現力等を育成する。

３　指導に生かす評価の工夫
•　生徒一人一人の学習過程における評価の方
法を工夫する。
•　生徒の学力を総合的に評価するように努め，
指導方法の改善に役立てる。

１　情報化の進展に主体的に対応できる生徒
を育成する適切な指導計画の作成と実施
•　「情報活用の実践力」「情報の科学的な理解」
「情報社会に参画する態度」の育成という情
報教育の目標の3つの観点を相互に関連させ
ながら，総合的に「情報化の進展に主体的に
対応できる能力と態度」を育てていく指導計
画を作成する。
•　それぞれの学校の実情に応じて「生徒にど
のような情報活用能力を身に付けさせるの
か」を明確にする。
•　他教科との関連を図った，有機的で効果的
な指導計画を作成する。
•　中学校での活動内容や程度を踏まえて情報
モラルを身に付けさせるなど，適切な指導が
できるよう配慮する。

２　３つの観点をバランスよく育成する学習指導
•　生徒の興味・関心に応じた日常的な学習課
題を題材とした実習を工夫する。
•　実習課題の解決を通して，体験的に理解を
深めていく指導方法を工夫する。
•　実習を通して，コンピュータの特性やネッ
トワークの仕組みの基礎的な知識を理解させ，
効果的な活用方法を習得させるとともに，情
報社会に主体的に参画する態度を育成する。
•　多様な形態の情報を統合することにより，
伝えたい内容を分かりやすく表現する方法を
習得させる。
•　生徒に情報の信頼性，信憑性，著作権の尊
重などを意識させ，情報を活用する各場面を
通して情報モラルを育成する。
•　言語活動の充実を図り，思考力・判断力・
表現力等を育成する。

３　４つの観点を総合した評価の実施
•　４つの観点（「関心・意欲・態度」「思考・
判断・表現」「技能」「知識・理解」）別に生
徒や保護者に分かりやすい評価規準を作成す
る。
•　学習活動に応じた多様な評価方法を用意す
る。
•　学習の過程における評価を一層重視すると
ともに，指導の改善に生かせる評価方法を工
夫する。
•　自己評価，相互評価を取り入れ，次時の活
動の改善点を明らかにする。

高等学校各教科等の重点Ⅶ
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Ⅶ高等学校各教科等の重点

農　業 工　業
１　実践的な農業学習を推進する指導計画の
作成と実施
•　各学科の目標や指導内容を明確に把握し，
地域の実態を踏まえた系統的・発展的な指導
計画を作成する。
•　将来の農業に関するスペシャリストとして
の基礎・基本の確実な定着を図るため，体験
的，実践的な指導に努め，実験・実習指導の
在り方と評価を工夫する。
•　共通教科・科目と専門科目との連携を図り，
幅広い知識と技術を習得させ，農業技術や社
会の変化に適切に対応できるよう工夫する。

２　基礎・基本の定着と問題解決能力を高め
る学習指導
•　プロジェクト学習や体験的・実践的な学習
を積極的に取り入れ，発展的に専門性の深化
を図りながら，自ら学ぶ意欲と問題解決能力
を高める。
•　農業学習を効果的に進めるため，学校農業
クラブ活動の充実に十分配慮する。
•　農業各分野の基礎的・基本的な実験・実習
の充実を目指し，学習農場の効果的な活用に
努める。
•　資格取得等を通して学習に関する意欲を高
める。
•　農業実験・実習の指導においては，施設・
設備の安全管理，農業機械や危険物等の保守
管理，防疫対策を徹底し，事故発生の未然防
止に努める。
•　言語活動の充実を図り，思考力・判断力・
表現力等を育成する。

３　指導に生かす評価の工夫
•　生徒一人一人の特性を多面的・総合的に評
価し，確かな学力の定着を図るため，「思考・
判断・表現」「技能」等の各観点に応じた評
価規準と評価計画を具体化し，その計画的な
評価活動に努める。
•　常に学習目標の達成状況を把握し，その結
果を日常の学習指導に生かすように努める。

１　特色ある学科を目指した適切な指導計画
の作成と実施
•　将来のスペシャリストとして必要とされる
専門性の基礎的・基本的な知識と技能・技術
の確実な定着を図る。
•　各学科の目標を明確にし，地域のニーズや
生徒の実態を踏まえ，特色ある工業教育の工
夫に努める。
•　発展的に専門性の深化を図りながら，問題
解決能力や自発的，創造的な学習態度を育成
するとともに，言語活動を充実させ，思考力・
判断力・表現力等を育成する。

２　技術の進展に対応した学習指導
•　ものづくりを通し，各分野への興味・関心
を高め，確かな知識・技能・技術の習得を図
るとともに，工業技術者として必要な規範意
識や倫理観を育成する。
•　工業の発展に伴う環境問題や新エネルギー
等，工業に関する諸問題に対し広い視野から
合理的，かつ倫理観をもって課題解決できる
資質の育成に努める。
•　各種資格取得等を通して，学習意欲を高め，
主体的な態度の育成を図る。
•　実験や実習等では，安全教育の徹底を図り，
事故の未然防止に留意する。
•　工場見学やインターンシップを通し，最先
端技術に触れるとともに，工業技術者として
必要な勤労観，職業観の育成を図る。

３　生徒一人一人の特性を生かす評価の工夫
•　教育内容を精選し，計画的な学習指導と評
価方法の工夫に努める。
•　評価に当たっては，生徒一人一人の特性を
把握するとともに，ペーパーテストによる評
価に偏ることなく，実験や実習への取組状況
等についても十分配慮する。
•　学習の実現状況を「関心・意欲・態度」，「思
考・判断・表現」，「技能」，「知識・理解」の
4観点に基づき分析的に評価し，指導の改善
に生かす。
•　指導と評価の一体化を図り，きめ細かい指
導に努める。
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商　業 水　産
１　社会の変化に対応する指導計画の作成と
実施
•　経済のサービス化，グローバル化，ICTの
急速な進展，知識基盤社会の到来に対応し，
ビジネスの諸活動を主体的・合理的に行う実
践力，遵法精神や起業家精神等を身に付けた
創造性豊かな人材を育成する。
•　指導計画の作成に当たっては，地域や学校
の実態，学科の特性，進路等を考慮するとと
もに，社会の変化に柔軟に対応できるよう工
夫する。

２　生徒の主体的・協働的な学びを目指す学
習指導
•　商業に関するスペシャリストとして必要な
ビジネスの基礎・基本の確実な定着を図り，
経済社会の変化に柔軟に対応できる能力の育
成に努める。
•　体験的・実践的な学習や問題解決的な学習
を積極的に導入し，指導上の工夫を図るなど
して，日頃からビジネスの諸活動に目を向け
させ，生徒が自ら学び考える「生きる力」を
育成する。
•　基礎的・基本的な知識・技術の活用を通し
て，必要な思考力，判断力，表現力の育成に
努める。
•　社会的責任を担う職業人として，倫理観を
醸成し，社会の信頼を得てビジネスの諸活動
に取り組むことのできる人材を育成する。
•　ビジネスに必要な豊かな人間性を育み，自
己の役割を認識してビジネスの諸活動に取り
組むことのできる創造的な能力と実践的な態
度を育成する。
•　各種資格取得を通して意欲を高め，主体的
な学習態度の育成に資する。

３　一人一人を生かす評価の工夫
•　生徒一人一人の特性を多面的・総合的に評
価することはもとより，自ら学ぶ意欲や思考
力，判断力，表現力などの資質や能力まで含
めた学習の到達度を適切に評価する。
•　４つの観点による評価を基本とし，「知識・
理解」については，単に覚えこむものとして
とらえることがないように配慮する。

１　体験的な学習を推進する指導計画の作成
と実施
•　指導内容を厳選し，体験学習を通した専門
的な知識・技術の習得を図るための効果的な
教材の配列に努める。
•　生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある
教育の展開に努める。
•　普通教科・科目と専門科目との関連を図り，
幅広い知識と技術を習得させ，急速な水産・
海洋技術の進展や社会の変化に適切に対応で
きるよう工夫する。

２　安全教育を徹底し，実践的水産・海洋技
術者の育成を目指す学習指導
•　将来の水産や海洋に関するスペシャリスト
としての基礎・基本の確実な定着を図り，水
産技術の高度化に主体的に対応できる能力と
態度の育成に努める。
•　校外での実験・実習については，季節性を
考慮して海洋や気象の情報収集を適宜行い，
安全教育の徹底を図る。
•　各学科では現地調査や見学の機会を設定し，
実践に即した授業に努める。
•　コンピュータ等の教育機器や地域の水産・
海洋関連産業に関する資料を活用し，生徒が
積極的に授業に参加できるように配慮する。
•　経験豊かで専門的技術を身に付けた社会人
との交流により，職業意識の高い水産・海洋
技術者の育成に努める。
•　水産・海洋の新技術に関する学習内容を積
極的に導入し，時代の進展に対応した学習を
推進する。
•　海技試験や各種資格取得等を通して学習に
関する意欲を高める。

３　一人一人の指導に生かす評価の工夫
•　生徒一人一人の特性を十分把握し，個々の
目標の達成状況，「関心・意欲・態度」，「思考・
判断・表現」，「技能」，「知識・理解」を総合
的に評価し，個性の伸長に役立つよう配慮す
る。

高等学校各教科等の重点Ⅶ
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Ⅶ高等学校各教科等の重点

家庭（専門） 看　護
１　社会の変化に対応できる指導計画の作成
と実施
•　衣食住，ヒューマンサービスなど家庭の生
活にかかわる産業に関する基礎的・基本的な
知識と技術の習得を図る。
•　家庭を取り巻く環境の変化に対応し，生活
産業の諸課題を主体的，合理的に解決できる
力を身に付け，生活の質の向上と社会の発展
を図る創造的な能力と実践的な態度を育成す
る。
•　生活文化の伝承と創造に寄与する能力と態
度を育成する。

２　問題解決能力を高め，生徒の主体的・協
働的な学びを目指す学習指導
•　地域や産業界との連携を図り、就業体験等
を積極的に取り入れ，社会人講師の活用など
の工夫を図る。
•　ホームプロジェクトや学校家庭クラブ活動
を通して，生徒の主体的な実践活動や問題解
決能力及び創造・勤労・愛情・奉仕などの精
神を養うとともに，家庭，社会との関連を図
りながら，生活改善ができる能力と態度を育
成する。
•　時代の変化に対応する新しい情報や資料の
収集と活用に努めるとともに，伝統文化の中
にある生活の基本に気付かせ，生活を創造し
ようとする課題意識と実践力を育成する。
•　言語活動の充実を図り，思考力・判断力・
表現力等を育成する。

３　学習過程を重視した，一人一人の指導に
生かす評価の工夫
•　生徒一人一人の特性を把握し，学習結果の
みの評価に偏ることなく，学習指導の目標に
基づく評価規準を設定し，学習過程を重視し
た評価の方法を工夫する。
•　常に学習目標の達成状況を明らかにして，
その結果指導計画や指導方法の改善に生かす
ように努める。

１　調和のとれた指導計画の作成と実施
•　看護業務に従事する者を養成する学科とし
て，資格取得に必要な要件に配慮するととも
に，高校生としての豊かな教養と人間性を培
うことのできる調和のとれた教育課程の編成
に努める。
•　看護に関する各科目については，学習の系
統性や発展性など科目相互の関連を図り，学
校や地域の実態を踏まえた指導計画を作成す
る。

２　看護に携わる職業人としての基礎となる
学習指導
•　看護の臨床現場で即戦力となる人材を育成
するために，知識と技術については実験・実
習，模型，視聴覚教材など具体的な指導を通
し，基礎的・基本的な内容を重視して，確実
に習得させる。
•　看護の科目全体を通して精神面を充実し，
看護の職業に従事する者として必要な意識の
高揚を図り，看護観や職業観が形成されるよ
うにする。
•　「看護臨地実習」において，看護に関する
各科目で習得した知識や技術を，臨床の場に
おいて活用・実践する経験を通して統合を図
るとともに，問題解決の能力を養い，主体的
な学習態度を育てる。
•　指導計画を綿密に作成し，医療事故などの
防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分配慮
する。
•　事前・事後の指導を適切に行い，臨床実習
の効果を高めるようにする。
•　実習施設における患者，職員等との人間関
係にも留意し，臨地実習が円滑に行えるよう
にする。
•　言語活動の充実を図り，思考力・判断力・
表現力等を育成する。

３　生徒個々を生かす評価の工夫
•　学習指導の目標に基づく評価規準を設定し，
学習過程を重視した評価の方法を工夫する。
•　生徒の自己評価や相互評価を取り入れ，一
人一人の特性を十分把握し，生徒を多面的・
総合的に評価するよう努める。
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情報（専門） 福　祉
１　指導計画の作成と実施
•　情報の基礎的・基本的な知識と技術並びに
情報の意義と役割を理解させる。
•　義務教育段階での情報教育の成果を踏まえ，
情報技術者に求められる職業倫理や規範意識
を確実に身に付けさせる。
•　情報社会の諸課題を主体的，合理的に解決
し，情報産業や社会の発展に寄与する創造的
な能力や実践的な態度を育成する。
•　情報技術の進展や新しい情報産業の形成に
対応する，創造性や豊かな感性を育成する。

２　情報産業や社会の発展に寄与する人材の
育成に向けた学習指導
•　情報の各分野において，情報産業や現代社
会を支え，発展させる将来のスペシャリスト
として必要な基礎的・基本的な知識と技術を
習得させる。
•　情報産業の発展や現代社会の改善に寄与す
る情報技術者として，情報の意義や役割につ
いて理解を深めさせる。
•　情報産業を支える情報技術者として必要と
される職業倫理や規範意識の定着を図る。
•　情報産業を支える情報技術者として社会の
望ましい発展に寄与するための創造的な能力
と課題解決のための実践的な態度の育成を図
る。
•　各科目の目標や内容に即した体験的な学習
活動を重視するとともに，情報手段を活用し
た実習を積極的に取り入れる。また，情報モ
ラルについては特にその重要性を理解させる。
•　言語活動の充実を図り，思考力・判断力・
表現力等を育成する。

３　個性を把握した評価の工夫
•　自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力等
を適切に評価できるようにする。
•　指導と評価の一体化を図り，総合的な視点
に立って評価する。

１　指導計画の作成と実施
•　社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と
技術を総合的・体験的に習得させる。
•　「福祉」における学習の基礎的な科目とし
て，「社会福祉基礎」を位置付ける。
•　社会福祉の理念と意義を理解させる。
•　社会福祉に関する諸課題を主体的に解決し，
社会福祉の増進に寄与する創造的な能力と実
践的態度を育てる。
•　専門科目の内容を確実に身に付けさせるた
めに，福祉に関する実験・実習は，福祉に配
当する総授業時間の10分の5以上を充て，内
容の充実を図る。

２　地域や学校の実態に即した学習指導
•　学校や地域，福祉施設，産業界などとのパ
ートナーシップを確立し、就業体験等を積極
的に取り入れ，地域の人材等を社会人講師と
して活用するなど指導の工夫に努める。
•　「介護実習」や「介護総合演習」における
現場実習及び具体的な事例の研究やケアプラ
ン作成に際しては，プライバシーの保護に留
意する。
•　実験・実習を行うに当たっては，学習効果
を高められるよう，事前・事後の指導を適切
に行い，事故防止などの指導を徹底し，安全
と衛生に十分留意する。
•　時代の変化に対応する新しい情報や資料の
収集と活用に努めるとともに，コンピュータ
や情報通信ネットワークなどの活用を図り，
学習効果を高めるようにする。
•　言語活動の充実を図り，思考力・判断力・
表現力等を育成する。

３　学習過程を重視した評価の工夫
•　学習指導の目標に基づく評価規準を設定し，
学習結果を評価するとともに学習過程を重視
した評価の方法を工夫する。
•　学習目標の達成状況を常に把握し，その結
果を指導計画や指導法の改善に役立てるよう
努める。　

高等学校各教科等の重点Ⅶ

高
等
学
校
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Ⅶ高等学校各教科等の重点

特別活動 総合的な学習の時間
１　学校の創意を生かした指導計画の作成と
実施
•　各学校の創意工夫を生かし，生徒の自主的，
実践的な活動が図られるよう全体計画及び年
間指導計画を作成する。
•　各教科・科目や総合的な学習の時間などに
おける指導との関連を図るとともに，生徒一
人一人の能力・適正等を生かす機会や場の設
定に努める。
•　ボランティア活動や就業体験など勤労にか
かわる体験的な活動を行い，キャリア教育を
促進する。

２　明確なねらいに基づいた各活動の工夫
•　学習指導要領に示されている各活動の目標
と学校で共通に取り扱う内容に基づき，各活
動が充実するよう工夫する。
•　各活動を通して気付いたことなどを振り返
り，まとめたり，発表し合ったりするなどの
活動を充実するよう工夫を図る。

（1）ホームルーム活動
•　明確な目標と適切な活動時間（学習指導要
領上：年間35単位時間以上の授業時数，毎
週実施）を設定し，心の触れ合う活動になる
よう工夫する。
•　高校入学当初における学校生活への適応や
人間関係の形成，教科・科目や進路の選択な
どの指導に当たっては，ガイダンスの機能を
充実させるとともに，MAPの活用など指導の
工夫を図りながら，人間としての在り方生き
方に関する指導の工夫を行う。

（2）生徒会活動
•　生徒による自発的・自治的な運営のもと，
全ての生徒が参加可能な魅力ある活動となる
よう，ホームルーム活動との関連も図りなが
ら指導・援助に努める。

（3）学校行事
•　各学校の教育計画全体の中での各行事の位
置付けとねらいを明確にし，効果的な実施に
努める。

３　一人一人のよさを生かす評価の工夫
•　生徒自らが自己の活動や在り方生き方を振
り返り，新たな目標の設定ができるよう自己
評価等の活用を図る。
•　指導の改善に生かすという視点も大切にし
て，評価の工夫を図る。

１　「生きる力」を育む趣旨を実現する適切
な全体計画の作成と実施
•　地域や学校，生徒の実態等に応じて，教科
等の枠を超えた横断的・総合的な学習，探究
的な学習，生徒の興味・関心等に基づく学習
など，創意工夫を生かした教育活動が行われ
るように配慮する。
•　日常生活や社会とのかかわりを重視し各学
校において目標や内容を定める。また，育て
ようとする資質や能力及び態度を明確に設定
し，学習活動の質を高めるようにする。
•　目標の実現のためにふさわしい学習課題を
定め，各教科・科目等と総合的な学習の時間
の役割を明確にしながらも，両者の関連を意
識して実践していくようにする。

２　生徒の主体性を重視した学習指導と全職
員による指導体制の確立
•　指導計画の作成及び実施に当たっては，広
い視野に立ち全職員が，教科の枠にとらわれ
ずに連携協力して取り組む指導体制を確立す
るとともに，生徒の実態に応じて適切な指導
を行う。
•　体験的な学習に配慮しつつ，探究的な学習
となるよう充実を図る。また，他者と協同し
て課題を解決しようとする学習活動や，言語
活動を重視する。
•　地域の人々，自然環境，施設等の積極的な
活用を図るとともに，地域社会への参画や貢
献に対する意識を高める。
•　問題解決的な学習活動を進めるためにも，
図書館やコンピュータ等の施設・設備等の学
習環境を設備する。

３　目標や観点を明確にし，学習過程を重視
した評価の工夫
•　指導の目標や内容に基づく観点により，活
動や学習の過程，報告書や作品，発表や討論
などに見られる学習の状況や成果について，
学習に対する意欲や態度，進歩の状況などを
踏まえて適切かつ総合的に評価する。
•　生徒の自己評価や相互評価の活用について
も工夫する。

高
等
学
校
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シチズンシップ教育

　選挙権年齢が18歳に引き下げられたことから，
これまで以上に「市民」としての自覚と資質能力
を高めていくことが求められている。このことを
踏まえ、以下のような取組を進めていく。

１　よりよい社会を築き，よりよい生活を築
くために必要な資質能力の育成
•　変化の激しい社会の中にあっても，自己の
生活を守りつつよりよく生きるとともに，民
主主義社会の担い手として，よりよい社会づ
くりに参画するために必要な資質・能力・態
度等を育てる。

２　社会において協働的に問題を解決する能力
を育成するための実践的な学習活動の充実
•　現実社会とのかかわりを重視し，生徒が解
決の必要性を感じる主題設定や，課題解決の
プロセスを意識した発問構成を工夫する。
•　単に制度についての理解にとどまらず，そ
の仕組みの意義や働きについて実践的に理解
を深めることができるよう配慮する。
•　必ずしも答えが決まっていないようなテー
マを基に，生徒が主体的に考え，既習事項を
活用し，他者と対話や議論しながら，考えを
深める学習を組み込むなどの実践的な学習過
程を通じて，知識を深め，技能を磨き，結果
として意識を高めていく問題解決的な学習過
程を工夫する。
•　あふれる情報の中で，必要かつ信頼性のあ
る情報を適切に選択・抽出し，分析する力の
育成を図る。

３　学校全体でシチズンシップを育む指導計
画や指導体制の整備
•　公民科や家庭科を中心としながらも，総合
的な学習の時間や特別活動，他の教科など，
教育活動全体を通じて，実践的・体験的な要
素を組み込みながら学習を組み立て指導する
よう，体系的な指導計画の策定に留意する。
•　政治的教養の育成に当たっては，教育基本
法第14条の規定に基づき適切に行うよう特
に慎重に配慮する。

高等学校各教科等の重点Ⅶ

高
等
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校

•　現実の事象を扱う学習では，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
な議論の過程を重視するとともに，様々な見
解を提示し，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。
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小　　学　　校

教科 課題 指導改善のポイント

国語

＜話すこと・聞くとこ＞
◆話の内容に対する聞き方を工
夫すること。
＜書くこと＞
◆目的や意図に応じ，取材した
内容を整理し記事を書くこと。
◆文章と図とを関連付けて，自
分の考えを書くこと。
＜読むこと＞
◆目的に応じて言葉を引用する
こと。
＜伝統的な言語文化と国語の特
質に関する事項＞
◆文の中における主語を捉える
ことや主語と述語の照応関係
を捉えること。

○相手の話の目的や意図を考えながら聞き取るとともに，話の内容について自分の考
えと比べ，共通点や相違点，関連して考えたことを整理し，自分の考えをまとめさ
せる。
○読み手に伝えたいことの中心を明確にした上で，自分で調べた内容や関係者に取材した
事柄の中から取捨選択し，伝えたいことが読み手に伝わるように整理して記事に書かせる。

○図表やグラフなどが添えられた文章を提示し，それらを関連付けて読んだり，自分
の考えを書いたりする指導を意図的に行う。

○児童が引用する目的意識や必要性を十分にもてる言語活動を位置付け，課題解決の
過程の中でその方法を指導する。

○文の骨格である主述の関係や「いつ」「どこで」「なにを」，修飾語・被修飾語の関
係などについて，文を読んだり書いたりするときに確認させる。

算数

〈数と計算〉
◆見積もり方や見積もりの結果
を基に，根拠となる事柄を過
不足なく説明すること。

〈量と測定〉
◆日常生活の中で必要となる時
刻を求めること。

〈図形〉
◆円の性質から三角形の等辺を
捉え，二等辺三角形の性質か
ら底角の大きさを求めるこ
と。
◆日常生活の事象を図形と関連
付けて考えること。
◆図形の性質を基に，事象から
見いだした図形を判断し，そ
の理由を説明すること。

〈数量関係〉
◆示された情報から基準量を求
める課題と捉え，比較量と割
合から基準量を求めること。
◆示された割引後の値段の求め
方の中から誤りを指摘し，正
しい求め方と答えを言葉や数
を用いて記述すること。

○日常生活の事象の説明や算数以外の学習においても，意図的に概数や概算を活用さ
せ，そのよさを感じ取らせるようにする。

○条件を整理して時刻や時間を求めることができるようにするとともに，線分図など
を用いて時刻と時間の関係を視覚的に捉えることができるようにする。

○図形の性質を基に，角の大きさや辺の長さの求め方が適切であるか，その根拠を考
えさせる。

○その図形を作る方法について見通しを立てたり，どのような約束や性質を用いたら
その図形を作ることができたのかを振り返ったりする活動を取り入れる。
○説明する際には，図形の性質など根拠となることを見付けるよう指導し，説明に過
不足がある場合，気付かせるような補助発問を行う。

○比較量を求める場面の考え方を基にして，数量の関係を整理して把握できるように
する。

○考えが誤りやすい場面を取り上げた際に，自分の考えを振り返るよう促すなど，考
えを批判的に考察する機会を設ける。

理科

〈A区分　物質領域〉
◆予想が一致した場合に得られ
る結果を見通して実験を構想
すること。
◆水の温まり方を考察するため
に，実験結果を基に自分の考
えを改善すること。

〈B区分　生命領域〉
◆メダカの雌雄を見分けるこ
と。

○実験を開始する前に，結果の見通しをもち，その内容を発表したり説明したりする
などの学習活動を取り入れる。

○予想が実験結果と一致しない場合には，より妥当な考えに改善するために，予想を
振り返り，見直し，再検討したり，友達の予想を参考にしたりして，自らの考えを
修正し，結果から適切に考察できるようにする。

○実際に魚を育て日常的に観察する中で，ひれなどの形状の違いに気付かせ，その具
体的な違いについて観点をもって図表などにまとめることにより理解を深められる
ようにする。

平成27年度全国学力・学習状況調査等の
結果を踏まえた改善方策

Ⅷ
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平成27年度全国学力・学習状況調査等の結果を踏まえた改善方策Ⅷ

中　　学　　校

教科 課題 指導改善のポイント

国語

〈書くこと〉
◆棒グラフから読み取った内容
を，文章の他の部分の書き方
を参考にした上で明確に書く
こと。

〈伝統的な言語文化と国語の特
  質に関する事項〉
◆様々な表現の技法の意味や用
法を名称と結び付けて理解す
ること。
◆文脈に即して漢字を正しく書
くこと。
◆単語の類別について理解する
こと。

○読み取った情報が正しいかどうかを確かめ，読み手に正確に伝わる言葉を選択して
記述するように指導する。

○小学校で具体的な表現に即して指導していることを踏まえた上で，比喩や反復など
の名称と結び付けて理解することができるようにする。

○字形が似ている漢字を取り上げ，漢字の意味と部首との関係を考えたり，それぞれの
漢字を使った熟語が文章中でどのような意図で用いられているかを確認したりする。
○文法的な知識として学習するだけでなく，具体的な文章の中でそれぞれの単語がど
のような働きをしているかを考えさせる機会を意図的に設定する。

数学

〈数と式〉
◆正の数と負の数の範囲で，計
算の決まりにしたがって計算
すること。
◆具体的な事象における数量の
関係を捉え，連立二元一次方
程式をつくること。
◆連立二元一次方程式を解くこ
と。

〈関数〉
◆与えられた比例の式につい
て，そのグラフ上の点のｘ座
標を基にｙ座標を求めるこ
と。
◆一次関数の表から，ｘと yの
関係を式で表すこと。

◆時間と道のりの関係を表すグ
ラフで，グラフの傾きが何を
意味しているか理解すること。
◆与えられた情報から必要な情
報を選択し，的確に処理する
こと。

○誤りのある計算を例示し，計算のきまりに着目してその誤りを見いだし，正しく計
算し直す活動などを取り入れ，計算のきまりへの意識を高める。

○問題の中の数量やその関係を表に整理した上で，相当関係にあるものを見いだす活
動を取り入れる。

○加減法や代入法を用いて解き，それぞれの解き方を比較して，加減法と代入法に共
通する考えを理解したり，それぞれの解き方のよさを実感したりする場面を設定す
る。

○グラフ上の点の座標がそのグラフの式を満たす点の値の組を表していることや，座
標の表し方を確認した上で，ｘ座標の値を式に代入してｙ座標の値を求めることが
できるようにする。

○一次関数 y=ax+b の表から，xが 1増加したときのｙの増加量が aになること，ｘ
の値が 0のときの yの値がｂになることを確認するなど，表から式を求めること
ができるように段階的に指導する。
○傾きが異なる複数のグラフと速さを対応させて考察する場面を設定し，傾きの違い
が速さの違いを表すことを比較する中で理解できるようにする。

○事象を数学的に考察する場面を取り入れ，図や表などで与えられた情報から目的に
応じて必要な情報を選択し，的確に処理することができるようにする。

理科

〈物質的領域〉
◆コップに水を注ぐときの音の
高さを決める要因を確かめる
実験を，結果を予想して計画
すること。

〈科学的領域〉
◆溶け残りの質量を溶解度に結
び付け，分析して解釈し，炭
酸水素ナトリウムを溶かした
方の試験管がどれかを指摘す
ること。

〈地学的領域〉
◆予想を検証するために，異な
る方法を比較し，原因を探る
実験を計画すること。

○自然の事物・現象の原因として考えられる複数の要因を基に，知識や概念を活用し
て仮説を立て，それらを検証するための実験を計画する学習場面を意図的に設定す
る。

○二つの物質の溶け残りの質量や溶解度の大きさを視覚的に捉えるために，図を用い
て比較するなど工夫する。

○予想を確かめる実験を計画する際は，はじめに変化することの原因として考えられ
る要因（独立変数）を全て挙げ，それらの妥当性を検討するようにする。次に，挙
げた要因（独立変数）を変える条件と変えない条件に整理して，実験を計画する学
習場面を設定する。



60

Ⅷ平成27年度全国学力・学習状況調査等の結果を踏まえた改善方策

高　等　学　校

教科 課題 指導改善のポイント

国語

◆文脈や状況を踏まえて適切に
語句・表現を用いる力が十分
ではない。

◆接続詞や指示語，比喩表現な
どの意味するところをきちん
と押さえながら，直感に頼ら
ず論理的に正答を導き出す力
が不足している。
◆身に付いた基礎・基本の知識
を活用しながら正確に状況や
心情を読み取っていく力が不
足している。

○折に触れて様々な表現に触れさせながら，基礎的・基本的な言語事項の定着を図る。
また，普段使っている表現が適切かどうかを再確認させる取組も必要である。そし
て，言語に関する知識を用いながら思考力や表現力の向上につなげられるような授
業展開を工夫する。
○論理的な文章では，接続詞や指示語などに着目しながら読み進め，根拠をもって，
筆者の意見を把握できる力を育成する。また，文学的な文章では，比喩表現などの
意味するところをきちんと押さえながら，登場人物の心情の変化を的確に読み取れ
るようにする。

○古典を学ぼうとする意欲を高めさせ，生徒が主体的に文章を読み進められるように
授業展開を工夫する。また，基礎的・基本的な知識を定着させ，文章を正確に読み
解く力を育成する。

数学

◆基礎的な知識の習得と技能の
習熟が伴っていない。また，
見通しを立てて解を求める力
が十分ではない。
◆複数の視点から問題を理解し
て考察することができず，課
題解決の場面で数学のよさを
活用する力が不足している。
◆具体的な事象について，習得
した知識や技能を活用し数学
的に考察する能力が身に付い
ていない。また，問題解決に
必要な公式や定理を選択する
力や，立式する力が不十分で
ある。
◆式や文章からグラフや図形を
イメージして思考する力や，
必要な情報をグラフや図から
正しく読み取る力とそれらを
表現・活用する力が不足して
いる。

○具体的な事象を数学的に処理するための基礎的・基本的な知識や技能を，既習事項
と関連付けさせながら身に付けさせる。

○数学を活用することのよさに気付かせられるよう，課題学習を活用しながら，事象
を数学的に捉え，考察する力が身に付くよう指導を工夫する。

○課題に対して，どのような数学的知識や手順を使うことが適切であるかを選択させ
る機会を設け，その根拠を説明させることで，考えを数学的・論理的に表現する力
を育成する。

○数学の用語・記号を用いて記述された文章をグラフや図を用いて表現させる。また，
図やグラフから必要な情報を読み取り，数式で表現させるなど，事象を様々な方向
から捉え，表現・思考する力を育成する。

英語

◆基本的な英語を聞き取り適切
に応答する力や，まとまりの
ある英語を聞き取る中で，話
し手の意図を正確に聞き取り
状況や場面を適切に理解する
力が不足している。
◆高校段階で学習する文法事
項，特に分詞構文や仮定法な
どに関する知識や運用力が正
しく身に付いていない。
◆全体像をつかむとともに，細
部に至る必要な情報を検索す
るなど，目的に応じて必要な
情報を探し出す力が不足して
いる。
◆英文全体の流れを理解しなが
ら概要や要点を捉える力が不
足している。

○授業で教師，他の生徒の発話や様々な音声教材を聞いて，情報や考えなどを的確に
理解できるように，教師や生徒同士の英語による言語活動の機会を多く持つ。

○授業の中の様々な場面で英語の使用機会を作り，言語活動と関連付けた運用を通し
て文法事項の定着を図る。

○身近な生活の場面で使用されている多様な英語素材を用い，必要な情報を的確に検
索したり，読み取った内容を適切に伝えたりする力を育む。

○読む活動を通して新たな知識を身に付け，様々な価値観や英文を読む楽しさに触れ
ることから，自ら意欲的に英文を読む姿勢を育む。
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教員の研修の充実Ⅸ

教員の研修の充実Ⅸ
１　教員の資質向上
•　学校を取り巻く課題が複雑化，多様化して
いる中で，学校教育の水準を向上させるため，
社会変化に応じた教育内容及び方法の改善を
踏まえた教員の能力の向上が重要である。ま
た，教員には，授業，生徒指導に関する高度
な教育的実践力が不可欠であり，そのために
も，教育への情熱，豊かな人間性等，教育実
践力の基盤となる高い資質が求められる。さ
らに，東日本大震災の教訓を踏まえ，防災に
関する知識や技能の一層の向上が求められる。

２　みやぎの教員に求められる資質能力
•　教員は，教科等の指導や生徒指導等の専門
的知識や教育技術が優れているとともに，魅
力的な人間性を備えている必要がある。
　　このことから，教員に求められる資質能力
等を次の7点と捉えている。

【学校の教育力を構成する実践力】
　Ⅰ　授業力
　Ⅱ　生徒指導力
　Ⅲ　子ども理解
　Ⅳ　学校を支える力
【実践力の基盤となる意欲・人間性等】
　Ⅴ　教育への情熱
　Ⅵ　たくましく豊かな人間性
　Ⅶ　自己研鑽力

３　校内研修の重視
•　学校課題を明らかにし，教員が共通した意
識をもちながら，その課題解決に向けた校内
研修に取り組む必要がある。こうした取組に
より個々の教員の実践力強化を図るとともに
教員集団の質が向上することで組織としての
学校の教育力が高められることが期待される。

◯　専門性を高め合う教員集団の確立
◯　教科の枠を超えた指導力向上の研修
◯　教育実践を検証する授業研究

４　主催研修事業
•　教員のライフステージに応じて，教職経験
と職能・教科等に応じた研修を整備し，教員
の資質向上を図っている。教職経験Ⅰ期（基
礎形成期），教職経験Ⅱ期（資質成長期），教

職経験Ⅲ期（資質充実期），教職経験Ⅳ期（深
化発展期）の四段階に分け，教員としてそれ
ぞれの時期に身に付けるべき資質や能力を習
得するため，経験年数や職務に応じた教職の
職務遂行に必要な知識等の向上を図るための
基本研修，教科等の課題に応じた専門研修，
総合教育センターや大学院，中央研修への派
遣などの総合研修，校内研修への支援とに分
けて研修を実施している。
•　各教職経験段階の研修のねらいは次のとお
りである。

◯　第Ⅰ期（基礎形成期，1年目～ 5年目）
　　学習指導，生徒指導，学級経営，校務
分掌等について一定の職務遂行能力を
身に付けるとともに，学級担任としての
力量の形成を図る。
◯　第Ⅱ期（資質成長期，6年目～ 10年目）
　　学級担任，教科主任等としての経験を
もとに，学習指導はもとより，学級経営・
学年経営・生徒指導等の在り方に関して
広い視野に立った力量の向上を図る。
◯　第Ⅲ期（資質充実期，11年目～20年目）
　　教員として求められる多様な経験を
十分に積み，さらに校内におけるリーダ
ー的な役割を果たす教員としてより広
い全校的視野に立った指導力の充実を
図る。
【主任層】
　活力ある学校運営に参画するため
の企画調整力と実践力を養う。

◯　第Ⅳ期（深化発展期，21年目以上）
　　教員としての高い専門性を発揮する
とともに，学校運営上重要な役割を担
い，他の職員への助言・援助など指導的
役割や，学校や地域全体の教育力向上に
貢献できる力量の向上を図る。
【管理職層】
　学校運営の推進者としてのリーダ
ーシップを発揮するとともに，普段か
ら職員間のコミュニケーションが円
滑に行われる風通しの良い学校組織
を構築すべく，指導者並びに管理者と
しての力量の向上を図る。

•　教職経験段階に位置付けた研修種別ごとの
ねらいや内容は次のとおりである。
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Ⅸ教員の研修の充実

総合教育センターの活用
　教員研修や調査・研究の中核を担う総合教育
センターにおいて，本県の教育課題を的確に把
握し，解決への対応及び示唆を反映した研修内
容を構築し実践していく等，研修機能と研究機
能の充実を図る。
　教員研修マスタープランを踏まえ，総合的・
継続的に支援する体制を整えるとともに，学び
続ける教員のために必要な資料，教材等の紹介，
校内研修等への支援を積極的に行う。
基本研修
初任者研修
　新任教員に対して，研修を実施し，実践的
指導力と教育者としての使命感を養うととも
に幅広い知見を得させる。
10年経験者研修
　経験年数が10年を経過した教員に対して，
能力・適性等についての評価に基づいた研修
を実施し，教科指導と生徒指導に関する広い
視野に立った力量を高める。
職能研修
　校長・副校長・教頭・主幹教諭・教務主任・
防災主任等の職能の段階に応じて職務遂行の
ために必要な専門的知識・技能・力量等の向
上を図る。

専門研修
　教科・科目等や教育相談などの専門的事項に
関する研修及び特別支援教育に関する研修によ
り教職の専門性と指導力の向上を図る。

総合研修
　大学院及び企業等への派遣研修，並びに総合
教育センター長期研修，スクール・ミドルリー
ダー養成研修，中央研修により，高度，専門的
な知識等の習得や職務遂行に必要な識見を高め，
指導力及び組織マネジメント力等の向上を図る。
校内研修への支援
　各学校において校内研修や研究のより一層の
充実を図るため研究主任，校内研修担当者等を
対象に研修を実施する。
　教員の指導力の向上，効果的な指導の促進な
どを目指し，みやぎ教員研修サポートプログラ
ムによる専門的知識又は技能を有する大学教員
の活用や総合教育センター指導主事の派遣等に
より，校内研修の充実を支援する。
長期特別研修
　教員としての資質能力に課題があるため，学
校現場を離れての研修が必要であると認められ
る指導力不足等教員に対して，資質能力の向上
を図る。
教諭以外の教育職員に関する研修
　講師，学校栄養職員，実習助手，寄宿舎指導
員を対象とした研修等により，教育職員として
必要な資質能力の向上を図る。
自己研鑽研修の支援
　・カリキュラム開発支援室（Mナビ）
　・土曜講座

総合教育センターの活用と主な研修

新しいみやぎの教員研修体系構造図

基
本
研
修

総
合
研
修

初任者 ５年経過 10年経過 20年経過

教職経験Ⅰ期
（基礎形成期）

教職経験Ⅱ期
（資質成長期）

教職経験Ⅲ期
（資質充実期）

教職経験Ⅳ期
（深化発展期）
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平成28年度宮城県教育委員会の主な事業計画Ⅹ
事　業　名 担当課 概　　　　　　　要

1 志 教 育 支 援 事 業 義 務 教 育 課 人間の生き方や社会の有様を改めて見つめ直させた震災を踏まえ，児童生徒に自らが社会で果たすべき役割を主体的に考え
ながら，より良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進する。

2 宮 城 県 学 力・
学 習 状 況 調 査 事 業 義 務 教 育 課 児童生徒の学力や学習状況及び学校の学習に係る取組等を調査をすることにより，児童生徒の一層の学力向上に向け，学習

指導の改善と家庭学習の充実を図るとともに，教育施策の企画・立案に活用する。

3 学力向上研究指定校事業 義 務 教 育 課
児童生徒に基礎的・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の思考力，判断力，表
現力を育むとともに，主体的に学習に取り組む態度を養うために，教員の指導力向上のための実践研究を推進し，その成果
の普及により，児童生徒の学力の向上に資する。

4 みやぎの先生「授業の技」
配 信 事 業 義 務 教 育 課 優れた実績を上げている小中学校教員の授業を録画して配信し，教師の授業力の向上と児童生徒の一層の学力向上を図る。

5 小 ・ 中 連 携 英 語
教 育 推 進 事 業 義 務 教 育 課 中学校区内の小・中学校が連携を踏まえた指導計画・評価計画の作成と授業実践をとおして研究を行い，その成果の普及に

より，児童生徒の英語によるコミュニケーション能力と教員の指導力の向上を図る。

6 学力向上成果普及マ
ン パ ワ ー 活 用 事 業 義 務 教 育 課

優れた教育実践者や研究指定校教員，研修経験者等を要請のあった学校及び教育委員会等に派遣し，研修の成果等を紹介す
るとともに，全国学力・学習状況調査等で明らかになった課題を中心に模擬授業を行うなど，具体の授業改善に結びつく指
導助言を行い，教科学習等に関する教員の指導力向上の取組を支援する。

7 英語教育充実支援事業 義 務 教 育 課 小・中学校におけるALTの一層の活用を図り，英語でコミュニケーションする楽しさを味わえる授業を通じて児童生徒の英語
学習への積極的な取組を促し，英語によるコミュニケーション能力の向上を図る。

8 学級編制弾力化事業 義 務 教 育 課 県内すべての小学校2年生において，35人超学級を解消し，学校生活の基本となる学習習慣や生活習慣の着実な定着を図る。
県内すべての中学校1年生において，35人超学級を解消し，いじめや不登校等が急増するいわゆる中1ギャップへの対応を図る。

9 幼・保・小連携推進事業 義 務 教 育 課 連携推進指定地区における実践研究や異校種合同研修会の開催等により幼・保・小連携の推進を図る。

10 学び支援コーディネーター等配 置 事 業 義 務 教 育 課
被災地における児童生徒の放課後や長期休業期間等の学習支援を行おうとする市町村教育委員会に，学習活動のコーディネ
ート等に従事する人材を配置できるよう支援し，児童生徒の学習，交流を促進することを通じ，学力向上と地域コミュニテ
ィの再生を図る。

11 い じ め・ 不 登 校 等対 策 推 進 事 業 義 務 教 育 課 登校支援ネットワーク事業，スクールソーシャルワーカー活用事業，心のケア支援員の配置等により，いじめ・不登校等の
未然防止，早期発見，早期解決を支援する。

12 教 育 相 談 充 実 事 業 義 務 教 育 課
児童生徒のいじめや不登校等の未然防止及び早期解決を図る（スクールカウンセラー，教育事務所専門カウンセラー，適応
指導教室等への支援員及びボランティアの派遣等）。また，児童生徒の心のケアや様々な学校教育課題に対応しようとする市
町村委員会に，人材を配置できるよう支援する。

13 生 徒 指 導 支 援 事 業 義 務 教 育 課 生徒指導主事研修会や問題行動等対応研修会を通して，問題行動等への対応について資質の向上を図る。

14 みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業 義 務 教 育 課 東日本大震災に起因する心の問題から生じる不登校や不登校傾向及び，いじめ等により学校生活に困難を抱えるようになっ
た児童生徒の学校復帰や自立支援を目的として市町村が行う体制整備を支援する。

15 特 別 支 援 教 育
総 合 推 進 事 業 特別支援教育室 すべての障害のある幼児児童生徒に対する特別支援教育を総合的に推進するために，支援体制の整備や実践研究の実施，成

果普及を総合的に行う。

16 居住地校学習推進事業 特別支援教育室 特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交流及び共同学習を行うことにより，学校生活の充実や社会参
加を進めるとともに，地域における特別支援教育に対する一層の理解促進を図る。

17 特 別 支 援 教 育
研 修 充 実 事 業 特別支援教育室 障害のある幼児児童生徒に対する校内支援体制の中心となる特別支援教育コーディネーターの養成や，特別支援教育担当教

員等実践研修，管理職研修を実施し，特別支援教育に関する資質向上を図る。

18 特 別 支 援 教 育
地 域 支 援 推 進 事 業 特別支援教育室 特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能強化を図るとともに，障害のある幼児児童生徒が在籍し

ている保育所，幼稚園，小・中学校，高等学校等を支援する。

19 発達障害早期支援事業 特別支援教育室 発達障害の疑いのある未就学児を早期に発見し，児童に必要な合理的配慮が適切に提供できるように地域の指導者の専門性
向上を図る。

20 医療的ケア推進事業 特別支援教育室 医療的ケアを必要とする児童生徒に対する教育環境を整備するため，該当する特別支援学校に看護師を配置するとともに，巡
回指導医の指導の下，医療的ケアにおける校内支援体制整備を進める。

21 共 に 学 ぶ 教 育 推
進 モ デ ル 事 業 特別支援教育室 障害のある児童生徒が地域の学校で「共に学ぶ」ために，その多様な教育的ニーズに対応するための「合理的配慮」の実践

例を蓄積するとともに，適切な指導と必要な支援を行うための体制を整備する。

22 みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクト スポーツ健康課 県内児童生徒の体力向上を図るため，Web上で長なわ八の字跳び大会を実施するとともに，「みやぎっ子！元気アップエクサ
サイズ」の活用を広める。

23 健康教育に関する事業 スポーツ健康課 児童生徒の心身の健康にかかわる課題に対応するため，教職員を対象とした研修会の開催や学校に専門医等の派遣を行い，健
康教育の充実を図るとともに教育事務所毎に支援チームを組織し課題解決のための研修等を実施する。

24 学 校 安 全 教 育・
安全体制整備の推進事業 スポーツ健康課 児童生徒の安全を守るため，各学校において「みやぎ学校安全基本指針」を基に安全教育の充実を図る。

25 全 国 高 等 学 校
総合体育大会開催事業 スポーツ健康課 平成29年度に南東北三県（山形県・宮城県・福島県）で開催される全国高等学校総合体育大会（インターハイ）に向け，県

実行委員会を設立し，企画及び準備等を進める。

26 基 本 的 生 活 習 慣
定 着 促 進 事 業 教 育 企 画 室 児童生徒の学力向上に密接な関係のある基本的な生活習慣の定着に向けて，社会総がかりで取り組むため，学校，家庭，企

業等が連携・協力しながら普及啓発を図る。

27「 学 ぶ 土 台 づ く り 」普 及 啓 発 事 業 教 育 企 画 室 幼児期に質の高い教育を提供する施策をとりまとめた第2期「学ぶ土台づくり」推進計画に基づき，「学ぶ土台づくり」の重
要性について普及啓発を図るとともに，関係各主体が継続して連携を深める体制を整備する。

28 ＩＣＴ利活用向上事業 教 育 企 画 室 みやぎの教育情報化推進計画に基いて，教育の情報化を推進し，情報教育の充実，教員のICTの活用指導力の向上，校務の情
報化に向けた取組を行う。

29 教 育 振 興 基 本 計 画策 定 事 業 教 育 企 画 室 平成27年度に新たに策定された「教育等の振興に関する施策の大綱」や東日本大震災の影響など本県の教育を取り巻く環境
の変化等を踏まえ，平成27年度から2年間にわたり第2期教育振興基本計画の策定を行う。

30 学 校 運 営 支 援
統合システム整備事業 教 育 企 画 室 教務・校務を支援するシステムを導入することにより，教員の本来の業務である「生徒に関わる時間」を創出するとともに，

ICTを日常的に活用することによりICT教育の推進に寄与する。

31 学 力 向 上 サ ポ ー トプ ロ グ ラ ム 事 業
教 職 員 課
（総合教育センター）

全国学力・学習状況調査で明らかになった課題を踏まえた，各学校の学力向上に向けた取組を指導主事によって構成するチ
ームが，「継続的」「個別的」「直接的」に支援する。

32 みやぎ教員研修サポートプ ロ グ ラ ム 事 業 教 職 員 課 専門的知識又は技能を有する県内の大学の教員を講師や助言者として活用することにより，校内研修等の充実を図る。
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Ⅹ平成28年度宮城県教育委員会の主な事業計画

事　業　名 担当課 概　　　　　　　要

33 進 学 拠 点 校 等
充 実 普 及 事 業 高 校 教 育 課 県内の進学における地域の拠点となる学校を中心に支援し，進学指導の改善を図り，どの地域においても生徒が進学希望を

達成できるようにする。

34 先 進 的 英 語 教 育
充 実 支 援 事 業 高 校 教 育 課 生徒のコミュニケーション能力の育成を図る取組を行う高校を指定し，近隣中学校との連携を深めるとともに授業実践及び

CAN-DOリストの形での学習到達目標の活用，英語力の検証についての研究を行う。

35 高 等 教 育「 志 教 育 」推 進 事 業 高 校 教 育 課
高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に物事に
取り組む姿勢を育む教育を推進するため，研究指定校事業，研究推進事業，情報発信事業，マナーアップ運動，地域貢献推
進事業，魅力ある県立高校づくり推進事業を行う。

36 高 等 学 校 学 力
向 上 推 進 事 業 高 校 教 育 課 学ぶことの意義を実感させながら「確かな学力」の向上を図るため，本県生徒の学力及び学習の状況の把握に努めるとともに，

教員の授業力向上と校内研修体制の充実を図る。

37 総 合 教 育 相 談 事 業 高 校 教 育 課 県総合教育センター内に設置している不登校・発達支援相談室において，児童生徒及び保護者等が抱えているいじめ，不登校，
非行などの諸問題に関して，来所又は電話による教育相談を行う。

38 い じ め， 不 登 校
等 対 策 強 化 事 業 高 校 教 育 課 いじめ・不登校等の問題行動に対応する支援員・アドバイザーを配置するとともに，関係機関や外部専門家との連携・協力

のネットワークを強化し，組織的・体系的な生徒指導を進め，問題の未然防止及び早期発見・解決を図る。

39 ネ ッ ト 被 害 未 然
防 止 対 策 事 業 高 校 教 育 課 児童生徒に携帯電話やスマートフォン等によるネット利用に係る情報モラルを身に付けさせるとともに，ネット上のいじめ

や，重大な事件等に対する方策として掲示板やSNS等のネットパトロールを行い，ネット被害の未然防止と健全育成を図る。

40 みやぎアドベンチャープ ロ グ ラ ム 事 業 生 涯 学 習 課
仲間と協力して様々な課題を解決しながら、他人を信頼し思いやる心を育てる体験学習法であるPAの考え方や手法を県内の
学校教育全体に取り入れ，児童生徒の豊かな人間関係を構築し，学校不適応等の未然防止を図るとともに，児童生徒が未知
の分野において自ら課題を見出し，考え，解決する力を育む。

41 心 の 復 興 支 援
プログラム推進事業

高 校 教 育 課
義 務 教 育 課

「みやぎアドベンチャープログラム（MAP）」の手法を取り入れた教育活動を推進するとともに，実践研究やプログラム開発
等を行うことで，震災後の児童生徒の心のケアや困難・危機をともに乗り越えるための力の向上，望ましい人間関係の構築
を目指し，児童生徒一人ひとりの心の復興を図る。

42 高 等 学 校 ス ク ー ルカウンセラー活用事業 高 校 教 育 課 全県立高校にスクールカウンセラーを配置することにより，生徒，保護者，教職員の相談に対応し，その悩み等の解消を図
るとともに，教職員の研修や教育相談体制の充実・整備などに努め，生徒の健全育成を推進し心のケアを図る。

43 学 校 評 価 事 業 高 校 教 育 課 各学校が，教育の水準の向上と保障を図るため，自らの学校運営について，自己評価及び学校関係者等による評価を実施・
公表し，設置者に報告する。また学校評価研修会を実施するとともに，学校評議員制度の支援を行う。

44 進 路 達 成 支 援 事 業 高 校 教 育 課 生徒に対して自らが社会でどのように生きるべきかを考えさせ，志をもって高校生活を送ることができるよう支援する。また，
就職を希望する生徒に対し，就職内定率向上と職場定着率向上をめざした即効性のある取組を行う。

45 みやぎクラフトマン21事業 高 校 教 育 課 工業系高校において，インターンシップや企業OB等の熟練技能者による実践的な指導支援などにより，生徒のものづくり技能・
技術の向上を図り，産業界の求める人材の育成を図る。

46 み や ぎ サ イ エ ン スネットワーク構築事業 高 校 教 育 課 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業で構築した高大連携と，県内小・中・高等学校間の連携を組み合わせて，宮城
県全体に拡充した「みやぎサイエンスネットワーク」を構築し，県全体の理数系探究活動の活性化と理数教育の推進を図る。

47 みやぎ産業教育フェア開 催 事 業 高 校 教 育 課 専門高校等における学習成果を広く紹介し，魅力的な教育内容について理解・関心を高めるとともに，次代に繋がる新たな
産業教育の在り方を発信する。

48 協働教育推進総合事業 生 涯 学 習 課 家庭・地域・学校が協働して子供を育てる仕組みづくりを行い，地域の教育力の向上や活性化を図り，地域全体で子どもを
育てる環境の整備を図る。

49 地 域 の 社会資源を活用した
土曜日の教育支援体制等構築事業 生 涯 学 習 課

子どもたちの土曜日の教育活動の充実のため，地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊かな社会資源を活用し，体
系的・継続的なプログラムを企画・実施できるコーディネーターや土曜教育支援員を配置し，土曜日の教育支援体制等の構
築を図る。

50 放 課 後 子 ど も
教 室 推 進 事 業 生 涯 学 習 課 県内の小学校区において，放課後や週末等の子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け，子どもたちが地域社会の中で，心

豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する。

51 子ども読書活動推進事業 生 涯 学 習 課 「第三次みやぎ子ども読書活動推進計画」を踏まえ，読書活動の意義の理解促進や，公立図書館や地域との連携促進等を行う。

52 宮 城 県 巡 回 小 劇 場 生 涯 学 習 課 小中学生を対象に，音楽・演劇等の芸術鑑賞機会を提供し，豊かな情操を養い，豊かな人間形成を図る。

53 全国高等学校総合文化祭宮城大会開催事業 生 涯 学 習 課 平成29年度に宮城県で開催される第41回全国高校総合文化祭に向けて実行委員会を立ち上げ，開催に向けた準備を進める。

54 少年団体指導者研修事業 生 涯 学 習 課 子ども会活動及び地域社会の振興を図るため，子ども会活動の支援や地域活動を行う年少リーダー（ジュニア・リーダー）
を対象に，必要な知識・技能・態度を身に付けさせる研修を行う。

55 青少年長期自然体験活 動 推 進 事 業
生 涯 学 習 課
（ 自 然 の 家 ）

開催地の自然環境を生かした長期にわたる宿泊体験活動をとおして，青少年に，宮城の自然の美しさや大切さ等に気付かせる。
また，異年齢集団による課題解決型の自然体験，生活体験，社会体験等をとおして，自己理解と自主性，他者理解と協調性
等の社会性を育む。

56 教 育 応 援 団 事 業 生 涯 学 習 課 子どもの教育活動を支援する企業や団体等を「みやぎ教育応援団」として認証・登録し「教育応援団リスト」を作成しホー
ムページ等を通じて学校，PTA，子供会育成会等に提供する。

57 セ カ ン ド ス ク ー ル 生 涯 学 習 課
（ 自 然 の 家 ）

児童生徒に豊かな体験の場を提供するために学校と社会教育施設との連携・融合を図り，豊かな心の育成と生きる力を育む
体験活動に対しての支援・協力を行う。

58 美術探検及び美術館探検 生 涯 学 習 課
（ 美 術 館 ） 美術と美術館を理解してもらうため，定期及び申込みに応じて随時に常時展示の解説や館内の見学ツアーを行う。

59 移 動 美 術 探 検 生 涯 学 習 課
（ 美 術 館 ） 学校に出向いて美術の鑑賞について解説を行う。

60 貴重資料・文化財レプリカ等貸 出 事 業
生 涯 学 習 課
（ 図 書 館 ）

日本の歴史や文化に親しむ契機とするため，本館所蔵の貴重資料・文化財レプリカ，古典文学や浮世絵の複製資料を市町村
図書館や学校に貸出を行う。

61 子どもの本移動展示会及び学サポセット貸出事業
生 涯 学 習 課
（ 図 書 館 ）

子どもの読書活動を普及し，より多くの本と出合う読書環境の充実に供するため，県図書館で所蔵する児童図書を活用した「子
どもの本移動展示会」を学校等で開催する。また，学校における調べ学習等の活動を支援するため「学習支援を行う図書館・
公民館・図書室をサポートするセット」（略称：学サポセット）の貸出を行う。

62 震 災 関 連 資 料 保 存継 承・ 公 開 事 業
生 涯 学 習 課
（ 図 書 館 ）

東日本大震災に関連する資料をウェブ上で公開するシステム「東日本アーカイブ宮城」を運用し，震災に関する記憶の風化
を防ぐとともに，防災・減災対策及び防災教育等への利活用の促進を図る。
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人権教育に関する資料Ⅺ
　人権教育の概要と具体的な実践事例を掲載した教師用指導資料集を作成し，県内の小・中学校に配布
することにより，教師に対する啓発及び学校における人権教育の充実を図っている。

１　教師用指導資料集の内容について
①　学校における人権教育の基本的な考え方
②　人権教育の改善・充実に向けて
③　人権意識を育てるための指導計画の作成と実施
④　教科等における「共生の心」を育てる実践　等

２　教師用指導資料集の発刊について
①　人権教育指導資料「共生の心」を育てる実践事例集（H16.2）
②　人権教育指導資料「共生の心」を育てる実践事例第2集（H18.3）
③　人権教育指導資料「共生の心」を育てる実践事例第3集（H20.3）

学校における人権教育の基本的な考え方
◯　お互いの存在を大切にし，よりよく生きようとする児童生徒を育成するため,「共生の心」を育てる
人権教育を推進する。

◯　人権教育の目標を踏まえるとともに,「共生の心」を育てる人権教育のねらいに基づき，一人一人の
児童生徒をかけがえのない存在として認め，その個性や能力を大切にする人権教育の充実を図る。

みやぎの人権教育を進めるに当たって

人権教育の目標

「共生の心」を育てる人権教育

学校における人権教育の改善・充実に向けて

（人権教育の指導法等の在り方について［第三次取りまとめ］（文部科学省　平成20年3月））
　一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ，人権の意義・内容等について理解し，「自分の大切さとともに他の人の大切
さを認めること」ができるようになり，それが，様々な場面や状況下で具体的な態度や行動に現れるとともに，人権が尊
重される社会づくりに向けた行動につながるようにすること。

◯　人権尊重の精神を基盤として，様々な差別や偏見を無くし，異文化や多様性を理解し，互いに認め合い，支え合い，
共によりよく生きようとする「共生の心」を培い，発達段階に応じて，自分で考え，正しく判断し，解決しようとする
態度を育成する。
◯　人権に配慮した教室環境及び言語環境の整備，望ましい集団づくり，教師と児童生徒，児童生徒同士の好ましい人間
関係づくりなど，一人一人の児童生徒の基本的人権を大切にした学年・学級経営に努める。
◯　児童生徒に広く豊かな心をはぐくむ人権教育を進める中で，性別にとらわれることなく，一人一人の個性や能力が等
しく尊重され，男女相互の深い理解と信頼の基に，共に明るく生きがいのある社会を築こうとする心情と態度を育成する。

◯　人権意識を高めるための指導
計画の作成と指導の充実

「学校教育の方針と重点」
（P25人権教育参照）

◯　校内研修体制等の充実
（家庭・地域，異校種間の連携・協力含む）

「学校教育の方針と重点」
（P25人権教育参照）

◯　人権教育指導資料「共生の心」
 （第1集～第3集）の活用

（宮城県教育委員会
   平成16年3月～平成20年3月  隔月発行）
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生徒指導に関する資料Ⅻ
　本県では，一人一人を大切にした生徒指導を推進するために，下記一覧表にあるとおり，様々な事業
を展開している。震災後の児童生徒等の心のケアをはじめ，いじめや暴力行為等の問題行動，不登校の
未然防止及び解消のため，いじめ・不登校対策担当者等を中心に各学校において設置している対策委員
会等を活用した組織的な指導を行うとともに，問題を抱える児童生徒の支援を行うための効果的な取組
についての事業を推進している。また，みやぎアドベンチャープログラム（MAP）の活用等による豊
かな人間関係を構築する取組のほか，スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー等を学校，
市町村に配置し，臨床心理士等の専門家や関係機関と連携しながら，児童生徒，保護者の支援及び教員
等の研修の体制整備を図っている。

生徒指導関係事業一覧

教育相談充実事業（小・中）
スクールカウンセラーの配置
◯児童生徒等及び保護者からの相談
対応及び教員への指導助言

◯校内教育相談体制の充実及び教員
の資質能力の向上への助言

◯スクールカウンセラーの全公立中
学校への配置及び全市町村への広
域カウンセラーの配置

◯要請のあった学校への緊急派遣

教育事務所カウンセラーの配置
◯教育事務所（地域事務所）管内の
児童生徒，保護者及び教職員等へ
のカウンセリングや助言（各教育
事務所等に配置）

◯不登校児童生徒及びその保護者を
対象とした相談会・懇談会での講
話，教育相談の実施

◯緊急対応や心のケアを要する学校
でのカウンセリングの実施

適応指導教室へのボランティア派遣
◯適応指導教室へのけやきフレンド
の派遣

◯適応指導教室　県内9箇所で運営

学校教育活動復旧支援員の配置
◯児童生徒生活指導員やスクールガ
ードリーダー，適応指導教室等支
援員（けやき支援員）等の配置

いじめ・不登校等対策推進事業(小・中)
◯登校支援ネットワーク事業
　地域支援ネットワークセンターを設置し，不登
校等の問題を抱えた児童生徒を支援する。また，
「登校支援ネットワーク推進会議」の設置及び不
登校児童生徒に対する訪問指導員の派遣を行うほ
か，登校支援研修会等を実施する。

◯在学青少年育成員の各教育事務所（地域事務所）
への配置

・在学青少年の実態把握及び相談，助言等
・「地域ネットワークセンター」のチーフ及びコー
ディネーター

◯スクールソーシャルワーカー活用事業
　不登校等児童生徒の抱える問題について，福祉
の専門的視点から関係機関との連携を図り，児童
生徒を取り巻く環境に働きかけ，児童生徒やその
家庭を支援する。

◯心のサポートアドバイザーの配置・派遣
　いじめ・不登校をはじめとした児童生徒の問題行
動等に関する学校等の相談に応じるとともに，必要
に応じて学校等を訪問し，指導助言する。

◯小・中学校いじめゼロCMコンクール
　いじめ根絶に向けたCM作品を募集し，優秀作
品を広く公開することでいじめ防止を啓発する。

◯児童生徒の心のサポート班の設置
　東部教育事務所内に「児童生徒の心のサポート
班」を設置し，いじめ・不登校等，課題解決支援
及び市町村が設置する「みやぎ子どもの心のケア
ハウス」の運営支援を行う。

生徒指導支援事業
◯生徒指導主事研修会
　生徒指導主事の資質向上を図るとともに，学校
間の情報交換を行い，連絡と情報の共有を図る。

◯問題行動等対応研修会
　小・中学校の「いじめ・不登校対策担当者」を
対象に，効果的な業務の進め方と問題行動等への
対応の仕方について研修を行い，資質の向上を図
る。

◯生徒指導上の諸問題に対する協議会
　いじめ・不登校等の問題行動等に関する本県の
状況に基づき，生徒指導に係る施策の方向性を提
言する。

高等学校スクールカウンセラーの配置（高）
◯不登校や中退，問題行動等の対応
や，生徒の精神的な安定を図る支
援を行うため，県立高等学校に専
門カウンセラーを配置

◯生徒，保護者，教職員に対する計
画的，継続的なカウンセリング

◯教育相談に関する教職員への助
言・援助

みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業
◯東日本大震災に起因する心の問題から，学校生活に困難を抱えるように
なった児童生徒の学校復帰や自立支援を目的として市町村が行う体制整
備を支援する。

ネット被害未然防止対策
◯講演会の開催とフィルタリング
機能の普及促進，情報モラルの
啓発

◯ネットパトロールの実施

総合教育相談
児童生徒及び保護者等が抱えるい
じめ，不登校等の問題に関する教育
相談
◯県総合教育センターで臨床心理
士等が行う面談，電話による教
育相談

◯24時間子供SOSダイヤル

いじめ・不登校等対応強化事業（高）
◯いじめ・不登校等への対応をす
る支援員・アドバイザーの配置

◯問題が深刻化した場合の支援チ
ーム派遣

◯学校間や関係機関との連携

みやぎアドベンチャープログラム（MAP）事業
◯児童生徒の豊かな人間関係の構築
に向け，みやぎアドベンチャープ
ログラム（MAP）を展開するため
の指導者の養成や研修，事例研究
等の実施

◯心の復興支援プログラム推進事業
として，震災後の児童生徒の心の
復興を図ることができるよう，
MAPの手法を取り入れた集団活動
を実施

いじめや不登校など，児童生徒の問題行動等に対する未然防止，早期発見・早期対応のため，
生徒指導の一層の充実を図るとともに，児童生徒の自死防止に取り組む。

学校の指導体制の充実 問題行動等の未然防止
早期発見・早期対応

学校と関係機関との
連携強化
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生徒指導に関する資料Ⅻ

いじめ防止のための校内体制の在り方

■初期情報の収集・集約
担当等が把握したいじめ等の情報を収集・集約し，生徒
指導主事（主任）等と連携の上，仮仕分けし，チーム会
議の開催等の対応方針を校長に具申する。
■対応状況の収集・把握，記録・管理
チーム会議におけるプランニングに基づいて実施された
指導・援助内容について，その進捗状況や成果等の情報
を収集・把握し，記録する。
■魅力ある学校づくりに向けた提案
問題解決の過程で明らかになった改善が望まれる取組内
容や新たに取り組むことが期待される内容等について，
職員会議等で提案する。

いじめ・不登校対策担当者

■構成員：校長，教頭，生徒指導主事(主任)，養護教諭，
関係教員，PTA等保護者代表，スクールカウン
セラー，民生児童委員　等

■内　容：いじめ認知の取組，家庭・地域・関係機関と連
携した未然防止に向けた取組，いじめ事案の指
導方針及び指導方法等の協議（スクールソーシ
ャルワーカー，警察等との連携）

いじめ問題対策委員会

■構成員
いじめ・不登校対策担当者，生徒指導主事（主任），学級
担任，学年主任，養護教諭，スクールカウンセラー　等
■内容
●事実確認の方法と分担の案を作成する。
●情報収集の方法と分担の案を作成する。
●対応スケジュール案を立てる。

チーム会議

学校いじめ防止基本方針

迅速かつ適切な対応迅速かつ適切な対応
◇　事実関係の的確な集収・集約と整理・記録
◇　教職員全体での共通理解
◇　保護者とのきめ細かなコミュニケーション

いじめを許さない
学校づくり

◯児童生徒一人一人を大切
にする教職員の意識や，
日常的な態度が重要であ
る。

◯いじめを行っている児童
生徒に対しては，出席停
止等の措置を含め毅然と
した指導が必要である。
また，いじめを受けてい
る児童生徒については，
学校が徹底して守り通す
という姿勢を日頃から示
すことが重要である。

◯いじめが解決したと見ら
れる場合でも，教職員の
気付かないところで陰湿
ないじめが続いているこ
ともあり得ることを認識
し，継続して注意を払い，
折に触れて必要な指導を
行うこと。

いじめの
早期発見・早期対応
◯いじめは「どの子にも，学校
でも起こり得る」問題である
ことを十分認識し，学校等に
おける相談体制を充実させ，
児童生徒の悩みを受け止める
体制を整備すること。
◯学校全体で組織的に対応し，
教職員間の緊密な情報交換や
共通理解を図り，一致協力の
体制で臨むこと。
◯事実関係の究明に当たっては，
事実の把握を正確かつ迅速に
行うこと。
◯いじめが発生したときは，学
校のみで解決することなく，
保護者等の訴えに謙虚に耳を
傾け，その上で関係者全員で
取り組む姿勢が重要である。
◯学校におけるいじめの対処方
針，指導計画等の情報につい
ては，日頃から家庭や地域に
公表し，保護者や地域住民の
理解を得るよう努めること。

いじめ認知の取組

◯定期的なアンケート調査や面
談の実施。
◯児童生徒の行動観察や日記等
により認知

教職員の
対応力の強化

◯いじめの対応に係る研修
会への参加等によるいじ
め理解

◯適切な学級集団づくりを
推進する力の育成

◯問題解決のための上司や
同僚とのコミュニケーシ
ョン

保護者 いじめを受けている子ども

◯いじめの事
実を伝える。
◯本人を守る
姿勢を示す。
◯信頼関係を
構築する。
◯家庭との連
携を密にす
る。

観衆的子ども

◯グループ等への指
導
◯学級全体への指導
　自分の問題として
考えさせ，許せな
い行為であること
に気付かせ，人権
意識を育てる。
◯学年及び全校での
指導

◯受容：つらさや悔しさを十分に受
け止める。

◯安心：具体的支援内容を示し安心
させる。

◯自信：良い点を認め励まし，自信
を与える。

◯回復：人間関係の確立を目指す。
◯成長：自己理解を深める。
※心理的ケアを十分に行う。

保護者いじめを行っている子ども

◯事実を伝え
る。
◯心情（怒り，
不安）を理
解する。
◯具体的助言
を与え，立
ち直りへの
協力を得る。

◯確認：事実関係，背景，理由等を確
認する。

◯傾聴：不満・不安等の訴えを十分に
聴く。

◯内省：いじめを受けている子どもの
つらさに気付かせる。

◯処遇：課題解決のための援助を行う。
◯回復：役割や行事などから所属感を

高める。
※心理的ケアを十分に行う。

対応の基本：認知　～　関係整理　～　方針策定　～　連携等コーディネート　～　指導
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いじめに関する相談機関
※電は電話，面は面接による相談

No. 相　談　機　関　名 相 談 電 話 電 面
1 宮城県中央児童相談所 022-784-3583 ◯ ◯
2 宮城県北部児童相談所 0229-22-0030 ◯ ◯
3 宮城県東部児童相談所 0225-95-1121 ◯ ◯
4 宮城県東部児童相談所　気仙沼支所 0226-21-1020 ◯ ◯
5 仙台市児童相談所 022-718-2580 ◯ ◯
6 いじめ110番（宮城県警察本部少年課（24時間）） 022-222-4970（ヨクナレ） ◯
7 子どもの相談ダイヤル（宮城県総合教育センター） 022-784-3569 ◯
8 教育相談ダイヤル（宮城県総合教育センター） 022-784-3568 ◯ ◯
9 仙台市教育相談室（仙台市教育局教育相談課） 022-214-0002 ◯ ◯
10 大河原教育事務所（内570） 0224-53-3111 ◯ ◯
11 仙台教育事務所（内2515） 022-275-9111 ◯ ◯
12 北部教育事務所（内578） 0229-91-0739 ◯ ◯
13 北部教育事務所栗原地域事務所 0228-22-2139 ◯ ◯
14 東部教育事務所 0225-95-7949 ◯ ◯
15 東部教育事務所登米地域事務所（内665） 0220-22-6111 ◯ ◯
16 南三陸教育事務所 0226-24-2573 ◯ ◯
17 仙台市子供相談支援センター 022-262-4828 ◯ ◯

18 ヤングテレホン相談（仙台市子供相談支援センター）
フリーダイヤル　0120-783-017 022-222-7830 ◯ ◯

19 塩竈市青少年相談センター 022-363-3715（相談専用）
022-364-7445（相談受付用） ◯ ◯

20 多賀城市青少年育成センター　0120-783-701 022-368-1141 ◯ ◯
21 大崎市青少年センター 0229-24-3741 ◯ ◯
22 石巻市少年センター（内2533）　直通　0225-23-6635 0225-95-1111 ◯ ◯
23 気仙沼市青少年育成支援センター 0226-24-0766 ◯ ◯
24 岩沼市青少年室 0223-22-3333 ◯ ◯
25 白石市青少年相談センター（内445） 0224-22-1342 ◯ ◯
26 名取市教育委員会生涯学習課（内631） 022-384-2111 ◯ ◯
27 涌谷町青少年相談室 0229-43-5191 ◯ ◯
28 子どもの人権110番（仙台法務局　人権擁護部） 0120-007-110 ◯ ◯
29 子ども人権ホットライン（仙台法務局　塩釜支局） 022-366-1200 ◯ ◯
30 子ども人権ホットライン（仙台法務局　古川支局） 0229-22-1200 ◯ ◯
31 子ども人権ホットライン（仙台法務局　石巻支局） 0225-22-6188 ◯ ◯
32 子ども人権相談（仙台法務局　大河原支局） 0224-52-6053 ◯ ◯
33 子ども人権相談（仙台法務局　登米支局） 0220-52-2070 ◯ ◯
34 子ども人権相談（仙台法務局　気仙沼支局） 0120-007-110 ◯ ◯
35 仙台いのちの電話（24時間） 022-718-4343 ◯
36 24時間いじめ相談ダイヤル 0570-0-78310 ◯

Ⅻ生徒指導に関する資料
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情報モラルに関する指導

１　情報モラル教育の必要性について
◯　児童生徒がコンピュータやネットワークを活用して正しく情報を収集したり活用したりしながら
問題解決をしていく能力の育成が求められている。一方でインターネットや携帯電話などの普及に
より，児童生徒がトラブルに巻き込まれるケースが多発していることから，情報メディアの適切な
利用法や情報モラルを身に付けることが必要である。

２　情報モラル教育の教育課程への明確な位置付けと充実について
◯　学習指導要領には小・中学校の「総則」「道徳」において情報モラル教育が明示されており，小
学校においては情報モラル教育を教育課程に明確に位置付けていく必要がある。
　　また，中学校においては技術・家庭科，高等学校においては教科「情報」において情報モラル教
育を実施しているが，中・高校生が被害を受けやすいという状況から一層の情報モラル教育の充実
を図っていく。
◯　「ネット上のいじめ」「有害サイトへの接続」等は学校外でも行われており，学校だけでなく家庭
や地域における取組も必要である。また，近年利用者が増えているSNSや無料通話アプリによるト
ラブルにも留意が必要である。児童生徒を犯罪被害や「ネット上のいじめ」から守るために，保護
者をはじめとする関係者に対し，携帯電話等を通じた有害情報の危険性や対応策について，効果的
な説明の機会を捉えて啓発活動を積極的に行うよう働きかけていく。

1　児童生徒のスマートフォンや携帯電話の所持状況
◯　小６の所持率が51.7％，中3の所持率が75.9％である。
◯　小６，中３ともに，平成26年度に比べ，微増している。
◯　全国の所持率との比較では，小６，中３ともに下回っている。

※Ｈ27.4全国学力・学習状況調査　　　
年度等

学年

携帯電話を所持している児童生徒
26 年度 27年度

県 全国 県 全国
小学生

（第６学年） 49.2% 53.7% 51.7% 58.0%

中学生
（第３学年） 75.6% 76.5% 75.9% 78.6%

〈参考〉携帯電話に係る「取組の方向」（平成21年2月20日通知）概要
◯　学校における携帯電話の取扱い
•県内全ての市町村教育委員会で学校への持ち込みの原則禁止を確認
•学校として，携帯電話の約束やきまりごとの成文化を推進
◯　学校における情報モラル教育の取組について
　•情報モラル教育について，教育課程に明確に位置付けること
◯　「ネット上のいじめ」から守るための，携帯電話を通じた有害情報の危険性や対応方法について啓発活動
を推進する。
◯　学校裏サイト監視事業の活用

２　情報モラル教育及び啓発活動を行うための指導資料
•  子ども向けリーフレット「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ（小・中学生向け）」
　　　　　　　　　　　　　 「ちょっと待って！スマホ時代の君たちへ（高校生向け）」（文部科学省H26.3）
•「みやぎの教育情報化推進計画」（県教育委員会H25.3）
•「いじめの未然防止への取組　いじめを生まない学校づくりのために」（県教育委員会H25.1）
•「学校ネットパトロールに関する取組事例・資料集」（文部科学省H24.3）
•「情報モラル教育実践ガイダンス」（国立教育政策研究所H23.3）
•  子どもの携帯電話をめぐる問題に関する映像資料（DVD）「ちょっと待って,ケータイ2」（文部科学省H22.3）
•「児童生徒のネット被害の未然防止に向けて」（県教育委員会H22.3）
•「みんなで学ぼう情報モラル」小学生版，中・高生版（県教育委員会H22.3）
•「みんなで考えようネット上のいじめ！」小学生版，中・高生版（県教育委員会H21.3）
•「みやぎの情報モラル総合サイト（http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/）」（県教育研修センターH21）
•「学校における携帯電話の取扱い等について」（文部科学省通知H21.1）
•「ネット上のいじめに関する対応マニュアル・事例集」（文部科学省H20.11）
•「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について」（文部科学省通知H20.7）
•「情報モラル指導ポータルサイト～やってみよう情報モラル教育～」
         （http://www.japet.or.jp/moral-guidebook/）（文部科学省H20.7）
　•「いじめ問題への取組の徹底について」（文部科学省通知H18.10）

【参　考】

生徒指導に関する資料Ⅻ
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相談機関名 電話番号 相談機関名 電話番号
不登校相談ダイヤル 022-784-3567 登米地域事務所 0220-22-6111（内665）
中央児童相談所 022-784-3583 南三陸教育事務所 0226-24-2573（直通）
北部児童相談所 0229-22-0030 仙南けやき教室 0224-27-2001
東部児童相談所 0225-95-1121 塩竈市けやき教室 022-364-5141
東部児童相談所気仙沼支所 0226-21-1020 黒川けやき教室 022-725-3755
こころの相談電話 0229-23-0302 大崎けやき教室 0229-23-8525
こころの健康相談ダイヤル 0570-064-556 栗原市けやき教室 0228-42-1158
大河原教育事務所 0224-53-3111（内570） 登米市けやき教室 0220-34-7401
仙台教育事務所 022-275-9111（内2515） 石巻市けやき教室 0225-22-4157
北部教育事務所 0229-91-0701（内578） 気仙沼市けやき教室 0226-24-0766
栗原地域事務所 0228-22-2139（直通） 七ヶ浜町学校支援センター 080-8221-5802
東部教育事務所 0225-95-7949（直通） 南三陸はまゆり教室（休止） 0226-46-2604 （町教育委員会）

不登校対策の支援モデル

学　校

保健・福祉部関係

（仮称）市町村不登校対策連絡協議会

不登校対策委員会（生徒指導委員会）

市町村保健
福祉担当者

在学青少年育成員
（教育事務所）

民生児童
委員

みやぎ子どもの心のケアハウス

各学校
市町村

教育委員会

不登校対応記録票の提出

市町村関係機関等との
連絡・調整依頼

市町村関係機関等との
連絡調整依頼・支援他

スクールカウンセラー
ＳＣ

養護教諭

教育相談 専門的な支援

主幹教諭
教務主任等

校  長 教  頭

学級担任

関係機関図

民生委員

特別支援
コーディネーター

生徒指導主事（主任）

いじめ・不登校対策担当者

心のケア・生活支援

組織的な支援　　　共感的理解

不登校児童生徒　保 護 者

総合教育センター
（不登校・発達支援相談センター）

児童相談所
・相談，判定業務

子ども総合センター
・医療的ケアの提供等

保健福祉部
・子育て支援課

・子どもの心のケア
　チーム他

所管教育・地域事務所
教育事務所等指導主事

〈登校支援ネットワーク〉
在学青少年育成員
事務所専門カウンセラー
訪問指導員

義務教育課
・SC，SSWの配置・派遣
・心のケア研修
・学校教育活動復旧支援
　員の配置
・心のケア支援員の配置

民生委員・PTA・地域・中学校区の幼・保・小中学校 医療機関
学校医　小児科医　児童精神科医　等

県
教育庁関係

心のサポート専門監

市町村

心のケア・いじめ・不登校等
対策プロジェクトチーム

児童生徒の心のサポート班
　　　（東部教育事務所内）

不登校に関する相談機関

Ⅻ生徒指導に関する資料
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学校評価についてXIII
1　学校評価の意義及び目的
　各学校においては，教育活動等の改善を図る
とともに，保護者や地域住民に説明責任を果た
し信頼される学校づくりを推進する必要がある。
学校評価は，そのために重要な役割を果たすも
のであり，次の3点を目的として実施する。

（1）教育活動の組織的・継続的な改善
•　各学校は，自らの教育活動その他の学校運
営について，目標を設定しその取組について
評価・検証することにより，組織的・継続的
に改善を図る。

（2）開かれた学校づくり
•　各学校は，学校評価の実施とその結果の公
表により，保護者・地域住民の理解と参画を
得て，開かれた信頼される学校づくりを推進
する。

（3）学校教育の質の保証
•　各学校及び学校の設置者は，学校評価の結
果を踏まえ，教育水準の保証・向上を図る。

2　学校評価の方法
（1）自己評価
•　自己評価とは，校長のリーダーシップの下，
全職員が参加し，予め設定した目標や具体的
計画に照らして，達成状況や取組について評
価するものである。
•　児童生徒や保護者，地域住民に対するアン
ケートは，自己評価のために必要な情報収集
の一つとして捉える。
•　目標については，重点化して具体的に設定
するとともに，達成状況を把握するための指
標を設定する。
•　自己評価の結果及び事後の改善方策につい
て報告書に取りまとめる。

（2）学校関係者評価
•　学校関係者評価とは，当該学校の児童生徒
の保護者，学校評議員，地域住民その他の関
係者により構成された委員会等を設置し，学
校の自己評価及びその改善に向けた取組が適
切であるかを評価するものである。
•　学校関係者評価を実施するに当たり，その
評価活動の一環として，評価者による，授業
など教育活動等の観察や校長などの教職員と
の意見交換を行う。

•　学校関係者評価の結果の公表については，
評価結果の分析に加え，それらを踏まえた事
後の改善方策について併せて公表することが
適当である。

（3）第三者評価
•　当該学校に直接かかわりをもたない専門家
等が，自己評価及び学校関係者評価の結果等
を資料として活用しつつ，教育活動その他の
学校運営全般について専門的・客観的立場か
ら評価を行うものである。

3　学校評価に関する規定
　学校評価について，学校教育法及び学校教育
法施行規則に規定されている。
◯　自己評価の実施と公表の義務
◯　学校関係者評価の実施と公表の努力義務
◯　設置者への報告の義務

4　学校評価実施上の留意事項
•　客観的に状況を把握する上で，数値で評価
することは有効であるが，数値で示されない
ものにも焦点を当てるようにする。
•　報告書の作成自体を目的としたり，数値の
向上のために教育活動を決定したりするなど，
評価自体が目的化することがないように留意
する。
•　公表に当たっては，児童生徒の個人情報の
保護に留意する。
•　適切な評価の実施のために，教職員及び外
部評価者に対して研修を行う。

〈参考〉
（数値は％）

幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

自
己
評
価

実施 100 99.6 100 100 100

公表 95.2 99.6 100 100 100

報告 97.6 100 100 100 100
学
校
関
係
者
評
価

実施 79.6 99.2 97.8 100 100

公表 77.1 100 94.1 71.0 72.2

報告 77.1 100 97.1 100 100

※学校評価と情報提供の実施状況調査
（Ｈ27.7宮城県教育委員会調査）
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平成28年度の教職員評価についてXIV

１　新たな職員評価制度の試行
　人事評価制度の導入等を内容とした改正地方
公務員法が，平成26年５月14日に公布された
ことに伴い，宮城県教育委員会では「新たな職
員評価制度」について，平成28年度の試行を
経て，平成29年度から本格実施することとし
ている。
　改正された地方公務員法では，人事評価につ
いて，能力及び実績に基づく人事管理の徹底を
図ることを目的として，評価を任用，給与，分限，
その他の人事管理の基礎として活用することが
求められており，「新たな職員評価制度」はそ
の趣旨を踏まえて，評価結果を処遇等に反映さ
せるとともに，職制上の段階における職務を遂
行する上で発揮することが求められる能力（標
準職務遂行能力）を明示し，資質能力について
も評価するとともに，評価結果をフィードバッ
クすることで，教職員一人一人に自己の資質能
力の現状を客観的に分析し，研修への連関を明
確にした。
　なお，平成28年度の評価については，試行
における「目標達成度評価」の最終評価を現行
の職員評価に読み替えるものとする。

２　制度（試行）のポイント
①　目標達成度評価（以下「目標評価」）
　平成18年から実施している教職員への職
員評価制度は，業務に関して自己目標を設定
して自己評価を行い，面談を経て最終評価に
結び付ける，いわゆる職員の業務に関する「目
標管理の手法」で評価しており，今回導入す
る「目標評価」は，この趣旨を引き継いだ上
で，中間評価を設定し，学校の教育目標や学
校経営方針に照らした教職員の自己目標を半
年という期間でＰＤＣＡサイクルを実施する。

②　資質能力育成評価（以下「育成評価」）
　新たに導入する育成評価は，職員がその職
責を果たす上で必要な資質能力の向上を目指
し，「職務を遂行する上で発揮することが求

められる資質・能力」に基づいて評価を行う
こととしており，教職員それぞれが資質能力
の現状を客観的に分析することで，自己研鑽
や能力開発につなげるものである。

３　平成28年度試行の主なスケジュール
目標評価 育成評価

５月 自己目標設定
面談

８月 自己評価

９月 中間自己評価
最終評価
フィードバック
必要に応じて面談

中間評価
フィードバック
必要に応じて面談

２月

最終自己評価
最終評価
フィードバック
面談

４　制度の留意点
○　苦情の申出について
　評価の結果（評価者によるＳ～Ｄ）に苦情
がある場合は，次のとおり申出ができる。
申 出 先：県立学校の職員の場合
　　　　　　→県教育庁教職員課
　　　　：市町村立学校の職員の場合
　　　　　　→各市町村教育委員会
申出期間：評価結果を知り得た日から10日
　　　　　以内
申出方法：
•上記申出先に直接本人が連絡の上，所定
の書面を持参する。
•その他，書面の様式や申出ができる場合
などの詳細については，宮城県教育委員
会教職員課のホームページから，「職員
評価制度」のページに入り，確認のこと。
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宮城県教育委員会発行　指導資料等一覧XV
No 資        料        名 担当課室 発行
1 最新の研究による「ルルブル」のすすめ（小4～小6） 教育企画室 H22.10

2 みやぎの志教育推進授業や活動のヒント集1 義務教育課 H23.5

3 平成25年度宮城県公立高等学校入学者選抜概要一覧 高校教育課 H23.7

4 東日本大震災からの教育の復興に向けての提言 教育企画室 H23.8

5 高校教育改革の成果等に関する検証「普通教育と専門教育の体制整備について」（答申） 教育企画室 H23.9

6 宮城県児童生徒の健康実態調査結果報告書の分析 スポーツ健康課 H23.9

7 平成23年度公立高等学校みやぎ学力状況調査の分析報告書 高校教育課 H23.11

8 平成23年度宮城県小・中・高等学校体力・運動能力調査報告書 スポーツ健康課 H24.3

9 高等学校学習指導資料（国語，地歴，公民，外国語，保体，音楽，美術・
工芸，書道，家庭，福祉，看護，農業，工業，商業，水産，情報） 高校教育課 H24.3

10 宮城県学力向上推進プログラム（改訂版） 教育企画室 H24.3

11 小・中学校における体系的・一貫的な進路指導（パンフレット） 義務教育課 H24.3

12 平成23年度学力向上サポートプログラム事業実践報告書 義務教育課 H24.3

13 平成23年度理科支援員配置事業（リーフレット） 義務教育課 H24.3

14 「震災の復興に向けた今後の専門学科・専門高校の在り方について」（答申） 高校教育課 H24.3

15 柔道の安全な授業を目指して（ホームページ） スポーツ健康課 H24.7

16 小学校におけるスクールカウンセラー活用の手引き（リーフレット） 義務教育課 H24.8

17 生徒指導充実のために（リーフレット） 義務教育課 H24.8

18 いじめを許さない学校づくりのために（リーフレット） 義務教育課 H24.9

19 みやぎ学校安全基本指針 スポーツ健康課 H24.10

20 問題行動等に係る出席停止に関するマニュアル 義務教育課 H24.11

21 みやぎの心のケアの取組（リーフレット） 義務教育課 H24.12

22 いじめを生まない学校づくりのために（リーフレット） 義務教育課 H25.1

23 平成24年度宮城県検証改善委員会報告書 義務教育課 H25.1

24 計算指導の手引き 義務教育課 H25.1

25 震災後における子どもの心のケアのために 義務教育課 H25.2

26 平成24年度学力向上サポートプログラム事業実践報告書 義務教育課 H25.3

27 宮城県版「親の学びのプログラム」～自分と向き合う～他 生涯学習課 H25.3

28 平成19年度～平成24年度　理科支援員配置事業成果報告書 義務教育課 H25.3

29 いじめ問題への取組（リーフレット） 高校教育課 H25.3

30 新県立高校将来構想第2次実施計画 教育企画室 H25.2

31 川島隆太教授と考えるうちの子の未来学～「三つ子の魂百まで」を脳科学がひも解く～（幼保小保護者，教員対象） 教育企画室 H25.3

32 最新の研究による「ルルブル」のすすめ（中学生版） 教育企画室 H25.3

33 平成24年度宮城県小・中・高等学校体力・運動能力調査報告書 スポーツ健康課 H25.3

34 平成24年度宮城県児童生徒の健康実態調査結果報告書 スポーツ健康課 H25.3

35 親になるための教育「学ぼう，深めよう，親子の愛着！あしたのために。」（DVD） 教育企画室 H25.3

36 教員ステップアップ研修・研修パッケージ 総合教育センター H25.4

37 「子どもの心に灯をつける」運動部活動の指導─体罰の根絶に向けて─ スポーツ健康課 H25.9

38 親子で頑張ろう！「ルルブル」のすすめ（3歳～小3） 教育企画室 H25.11

39 不登校への対応の在り方について（リーフレット） 義務教育課 H25.11

40 みやぎ教育応援団（リーフレット） 生涯学習課 H26.1

◯この一覧は直近5年間の指導資料を収録しました。これ以前の資料については,各課室のHPに掲載しています。
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No 資        料        名 担当課室 発行
41 平成25年度宮城県検証改善委員会報告書「みやぎ授業づくりスタンダード」 総合教育センター H26.1

42 宮城県版「親の学びのプログラム」～未来の親となるあなたへ～他 生涯学習課 H26.3

43 平成25年度宮城県放課後子ども教室推進事業実践事例集 生涯学習課 H26.3

44 第三次みやぎ子ども読書活動推進計画 生涯学習課 H26.3

45 基本的生活習慣定着促進副教材「ルルブルでみんな元気！～ミラクル星をすくえ！～」（DVD） 教育企画室 H26.3

46 高校教育改革の成果等に関する検証「中高一貫教育」について（答申） 教育企画室 H26.3

47 みやぎ防災教育副読本「未来への絆」（小学校3・4年） スポーツ健康課 H26.3

48 平成25年度宮城県児童生徒の健康実態調査結果報告書の経年分析書 スポーツ健康課 H26.3

49 平成25年度宮城県小・中・高等学校体力・運動能力調査報告書 スポーツ健康課 H26.3

50 食に関する指導・学校給食の手引き（平成26年3月改訂版） スポーツ健康課 H26.4

51 高校教育改革の成果等に関する検証「男女共学化」及び「全県一学区化」について（答申） 教育企画室 H26.7

52 ルルブルチャレンジ手帳 教育企画室 H26.12

53 平成26年度宮城県検証改善委員会報告書「確かな学力への入り口」 総合教育センター H27.1

54 教育支援の手引き 特別支援教育室 H27.1

55 宮城県特別支援教育将来構想 特別支援教育室 H27.2

56 平成26年度宮城県学力・学習状況調査　実施結果報告書 義務教育課 H27.2

57 ルルブル紙芝居 教育企画室 H27.2

58 学校給食における食物アレルギー対応ガイド スポーツ健康課 H27.2

59 食物アレルギー緊急時対応マニュアル スポーツ健康課 H27.2

60 みやぎ防災教育副読本「未来への絆」（小学校1・2年,5・6年） スポーツ健康課 H27.3

61 平成26年度宮城県家庭教育支援事業報告書 生涯学習課 H27.3

62 平成26年度宮城県協働教育プラットホーム事業実践事例集 生涯学習課 H27.3

63 第2期「学ぶ土台づくり」推進計画 教育企画室 H27.3

64 ICT授業活用実践事例集 教育企画室 H27.3

65 スマホ・携帯の使用について注意喚起を図るリーフレット（小学生5・6年,中・高校生版,保護者版） 教育企画室 H27.3

66 学力向上優良取組事例リーフレット 義務教育課 H27.3

67 不登校への対応の在り方についてⅡ～中1不登校の解消に向けて～（リーフレット） 義務教育課 H27.3

68 「みやぎの先人集　未来への架け橋」教師用指導資料 義務教育課 H27.3

69 「みやぎの先人集　未来への架け橋」教師用指導資料（DVD） 義務教育課 H27.3

70 平成26年度宮城県小・中・高等学校体力・運動能力調査報告書 スポーツ健康課 H27.3

71 ルルブルチャレンジポスター 教育企画室 H27.7

72 全ての教室で取り組む学力定着　算数・数学ステップ・アップ5 義務教育課 H27.7

73 平成27年度宮城県学力・学習状況調査　実施結果報告書 義務教育課 H27.9

74 平成27年度宮城県検証改善委員会報告書「確かな学力を育む学び合い」 総合教育センター H28.1

75 高等学校のための特別支援教育サポートブック 特別支援教育室 H28.2

76 スマホ・携帯の使用について注意喚起を図るリーフレット（小学生5・6年,中・高校生版,保護者版） 教育企画室 H28.2

77 「みやぎの先人集　未来への架け橋」授業実践事例紹介リーフレット 義務教育課 H28.3

78 みやぎ防災教育副読本「未来への絆」（園児,中学校,高等学校） スポーツ健康課 H28.3

79 平成27年度宮城県小・中・高等学校体力・運動能力調査報告書 スポーツ健康課 H28.3

80 充実した中学校生活に向けて－子どもとの関わり方に困ったときのために－ 義務教育課 H28.3

　宮城県教育委員会発行　指導資料等一覧
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活用が求められる資料

宮城県教育委員会発行　指導資料等一覧 　

平成27年度
宮城県検証改善委員会報告書
確かな学力を育む学び合い

平成27年度
宮城県学力・学習状況調査
実施結果報告書

平成27年度
公立高等学校みやぎ学力状況調査
分析結果報告書

全ての教室で取り組む学力定着
算数・数学ステップ・アップ５

授業改善に役立つ
アイディア事例

みやぎの先人集
未来への架け橋

みやぎの先人集
未来への架け橋　教師用指導資料

みやぎの志教育推進
授業や活動のヒント集１

みやぎの志教育推進
授業や活動のヒント集２

みやぎの先人集
未来への架け橋ＤＶＤ

ＩＣＴ授業活用実践事例集

いじめ問題への対応
いじめを許さない
　　　　学校づくりのために

いじめの未然防止への取組
いじめを生まない
　　　　学校づくりのために

不登校への対応の在り方について 不登校への対応の在り方についてⅡ
中１不登校の解消に向けて
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　宮城県教育委員会発行　指導資料等一覧

幼稚園，小・中学校，高等学校
特別支援教育
教師のためのサポートブック

特別支援学校
教師のためのサポートブックⅡ

特別支援教育
高等学校のためのサポートブック

宮城県特別支援教育
将来構想

みやぎ学校安全基本指針 未来へのきずな
みやぎ防災教育読本 
小学校１・２年

未来へのきずな
みやぎ防災教育読本 
小学校３・４年

未来への絆
みやぎ防災教育読本 
小学校５・６年

未来への絆
みやぎ防災教育読本 中学校

未来への絆
みやぎ防災教育読本 高等学校

みやぎ防災教育読本 
未来へのきずな（園児向け）

みんな  えがおで

「子供の心に灯をつける」
運動部活動の指導

－体罰の根絶に向けて－

食物アレルギー緊急時対応
マニュアル

学校給食等における
食物アレルギー対応ガイド
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