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我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるととも
に、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するた
め、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備え
た人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、
我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図
るため、この法律を制定する。

１.（１）教育基本法、学校教育法
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（教育の目標）
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよ
う行われるものとする。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、
国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

◆教育基本法（平成１８年１２月２２日法律第１２０号）（抄）

第一章 教育の目的及び理念

前文

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、（略）次に掲げる目標を達成するよう行われる
ものとする。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐ
くんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他
国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

◆学校教育法（昭和２２年３月３１日法律第２６号）（抄）



（2030年以降の社会を展望した教育の役割）
○ まず，2030年以降の社会像の展望を踏まえた個人と社会の目指すべき姿と教育の役割として
次のような点が今後も普遍的に重要と考えられる。
（略）
・ また，同じく社会においては，長期的な見通しをもって「社会（地域・国・世界）の持続的な
成長・発展」を目指していくことが重要となる。社会・産業構造の変化に加え，少子高齢化の進
展に伴う労働力人口の減少が予想される中において，社会の活力を維持・向上させていくために
は，我が国の伝統と文化を継承しつつ，教育を通じて個人の資質・能力を最大限伸長し，
生産性の向上により経済成長を図るなど，次世代まで長期に見通した社会（地域・国・世
界）の持続的な成長・発展を目指すことが重要である。

（確かな学力，豊かな心，健やかな体の育成等）
○（略）豊かな情操や規範意識、自他の生命の尊重自己肯定感 ・自己有用感 他者への思い
やり、対面でのコミュニケーションを通じて人間関係を築く力、困難を乗り越え物事を成し遂げる力、
公共の精神等の育成を図るとともに、日本の伝統や文化を継承・発展させるための教育を推進
することが重要である。（略）

◆第３期教育振興基本計画（平成３０年６月１５日閣議決定）（抄）

IV．今後の教育政策に関する基本的な方針
１．夢と志を持ち，可能性に挑戦するために必要となる力を育成する

第１部 我が国における今後の教育政策の方向性
Ⅲ．2030 年以降の社会を展望した教育政策の重点事項

１.（２）教育振興基本計画
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（グローバルに活躍する人材の育成）
○（略）このため，初等中等教育から高等教育の各段階に応じた国際化に取り組む高等学校・
大学等への支援や英語をはじめとする外国語教育の強化に努めるとともに，豊かな教養や論理
的思考力，我が国の伝統や文化への深い理解，世界の多様な文化の中で自他の違いを尊
重し合いつつ，コミュニケーションを通じて，ともに問題を発見し解決する能力，困難を乗り越える
強い精神力等を育むための教育の充実を図ることが必要である。

○伝統や文化等に関する教育の推進
・ 我が国や郷土の伝統や文化を受け止め，それを継承・発展させるための教育を推進する。
小・中学校等と博物館や劇場 音楽堂等 文化芸術団体との連携・協力を図りつつ文化芸術教
育や体験機会の充実を図る取組を推進する。子供たちが一流の芸術に触れる機会や地域の
伝統や文化に触れる機会を提供する取組への支援を行う。 さらに我が国固有の伝統的な文化
である武道の振興を図る 。

第２部 今後５年間の教育政策の目標と施策群

IV．今後の教育政策に関する基本的な方針
２．社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する
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◆中央教育審議会答申 （平成２０年１月１７日）

○ 国際社会で活躍する日本人の育成を図る上で、我が国や郷土の伝統や文化を受け止め、その
よさを継承・発展させるための教育を充実することが必要である。世界に貢献するものとして自らの
国や郷土の伝統や文化についての理解を深め、尊重する態度を身に付けてこそ、グローバル化社会
の中で、自分とは異なる文化や歴史に敬意を払い、これらに立脚する人々と共存することができる。

○（略）このため、伝統や文化の理解についても、発達の段階を踏まえ、各教科等で積極的に指
導がなされるよう充実することが必要である。

７．教育内容に関する主な改善事項
（３）「伝統や文化に関する教育の充実」

１.（３）旧学習指導要領

・ 国語科：昔話や神話・伝承、古典に関する学習の充実

・ 社会科：文化遺産、文化財等の歴史学習の充実

・ 音楽科：民謡・長唄、和楽器の指導の充実

・ 技術・家庭科：伝統的な生活文化の重視

・ 美術科：我が国の美術文化の指導の充実

・ 保健体育科：武道の指導の充実 など

◆小・中学校の学習指導要領（平成２０年３月２８日告示）
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◆第１期文化芸術推進基本計画（平成３０年３月６日閣議決定）（抄）
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１.（４）文化芸術基本法、文化芸術推進基本計画

（学校教育における文化芸術活動の充実）
第二十四条 国は，学校教育における文化芸術活動の充実を図るため，文化芸術に関する体験
学習等文化芸術に関する教育の充実，芸術家等及び文化芸術団体による学校における文化
芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

◆文化芸術基本法（平成１３年１２月７日法律第１４８号）（抄）

第三章 文化芸術に関する基本的施策

○ 文化芸術教育の重要性に鑑み，初等中等教育から高等教育までを通じて，歴史，伝統，
文化に対する理解を深め，これらを尊重する態度や，文化芸術を愛好する心情，感性などを
育み，豊かな心の涵養を図る。

○ 我が国の歴史や文化，ふるさとについて理解するに当たって，文化財は欠くことができないもので
あることを踏まえ，文化財を積極的に活用した教育活動の推進に取り組むとともに，子供たちが，
可能な限り暮らしの文化や実演芸術に触れる機会を設けるなど，文化芸術教育の充実を図る
ため，長期的な視野での施策の展開が必要である。

第３ 今後５年間の文化芸術政策の基本的な方向性等

戦略１ 文化芸術の創造・発展・継承と豊かな文化芸術教育の充実
文化芸術の創造と発展を図り，我が国の優れた文化芸術を次世代へ確実に継承するとともに，
豊かな文化芸術教育の充実を図る。



○ 先般改訂した小学校及び中学校学習指導要領や，今後改訂する予定の高等学校学習指
導要領を踏まえ，学校における芸術に関する教育の充実を図る。

○ 学校教育において，伝統や文化に関する教育の充実を図る。我が国や郷土の音楽に関する
教育については，和楽器を用いたり，長い間親しまれてきた唱歌，わらべうた，民謡など日本のう
たを取り上げたりするよう配慮する。

○ 国及び地方公共団体は，効果的・効率的な事業の実施を図りつつ，地方公共団体における
自主事業等も含め，義務教育期間中の優れた文化芸術の鑑賞・体験機会がより充実するよう，
取組を推進する。

○ 将来の文化財の担い手である子供たちが伝統的な価値に触れる機会の充実に努める。

○ 地方公共団体と連携して，文化部活動の現状などを調査するとともに，有識者会議において
文化部活動の運営の改善・充実に向けた検討を行い，ガイドラインを作成する等必要な取組を
進める。また，全国高等学校総合文化祭の開催や事例の共有など，文化部活動の充実に資す
る取組を推進する。

○ 学校と地域の美術館，博物館等との連携による先進的な取組や，地域の関係者との協働に
よる子供や若者等を対象とした参加型プログラムの展開を促進する。

○ 武道等の安全かつ円滑な実施のため，教員の指導力向上を図るとともに，先般改訂した中
学校学習指導要領に記載されている９種目の指導ガイドラインの作成・改善や，指導者データ
ベースの整備などを行う。

第４ 今後５年間に講ずべき文化芸術に関する基本的な施策（戦略１関連）抜粋
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［具体的施策］
イ 国は，地方公共団体と連携し，武道を指導する教員の研修，指導者の派遣，武道場
の整備等を通じて，中学校における武道の指導を充実する。

◆第２期スポーツ基本計画（平成29年３月24日文部科学省）（抄）

第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策
１ スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大と，そのための人材育成・
場の充実

（１）スポーツ参画人口の拡大
② 学校体育をはじめ子供のスポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上

１.（５）スポーツ基本計画、学校施設整備指針

◆小学校・中学校施設整備指針（平成３１年３月文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部）（抄）

第１章 総則
第２節 学校施設整備の課題への対応
第１ 子供たちの主体的な活動を支援する施設整備

４ 国際理解の推進のための施設
(1) 外国語の指導，外国人児童の受け入れと日本語教育，日本の伝統文化や異文化理

解等の学習活動への対応を考慮した施設の計画を行うことが重要である。
(2) 国際文化の理解，交流のために，和室など日本の伝統的な空間を計画することも有効

である。
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昭和33～
35年改訂

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

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

昭和43～
45年改訂

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

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

昭和52～
53年改訂

ゆとりある充実した学校生活の実現＝学習負担の適正化
（各教科等の目標・内容を中核的事項に絞る）
（実施）小学校：昭和５５年度、中学校：昭和５６年度、高等学校：昭和５７年度（学年進行）

平成元年
改訂

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

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

平成10～
11年改訂

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

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

平成１５年
一部改正

学習指導要領のねらいの一層の実現（例：学習指導要領に示していない内容を指導できることを明確
化、個に応じた指導の例示に小学校の習熟度別指導や小・中学校の補充・発展学習を追加）

平成20～
21年改訂

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

（実施） 小学校：平成２３年度、中学校：平成２４年度、高等学校：平成２５年度（年次進行）
※小・中は平成２１年度、高は平成２２年度から先行実施

平成２７年
一部改正

道徳の「特別の教科」化 「答えが一つではない課題に子供たちが道徳的に向き合い、考え、議論す
る」道徳教育への転換（実施）小学校：平成３０年度、中学校：令和元年度

平成29～
30年改訂

「生きる力」の育成を目指し資質・能力を三つの柱(※)で整理、社会に開かれた教育課程の実現
※「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」 （「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）の
視点からの授業改善、カリキュラム・マネジメントの推進、小学校外国語科の新設等）

(実施)小学校：令和2年度、中学校：令和3年度、高等学校：令和4年度(年次進行)※小・中は平成30年度、高は令和元年度から先行実施

２.（１）参考：学習指導要領の変遷
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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と，学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し，
社会と連携･協働しながら，未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など，新しい時代に求
められる資質･能力を育成

知識の量を削減せず，質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目「公共」の
新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し，目標や内容を構造
的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については，些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており，
そうした点を克服するため，重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成

生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

9
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【小学校学習指導要領（平成２９年告示） 前文】

教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を

実現していくためには、よりよい学校教育を通してよりよ

い社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、それぞ

れの学校において、必要な学習内容をどのように学び、ど

のような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教

育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働に

よりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課

程の実現が重要となる。

２.（３）社会に開かれた教育課程
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小学校学習指導要領 第１章 総則（①②③は本資料において追記））

第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割
４ 各学校においては，児童や学校，地域の実態を適切に把握し，

① 教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で
組み立てていくこと，

② 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，
③ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を

図っていくこと
などを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向
上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。

➢ 「カリキュラム・マネジメントのねらいは、児童や学校、地域の実態を適切に把握し
編成した教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動（授業）の質の向
上を図ること。
➢ ①②③の側面は、「ねらい（目的）」に迫る「手段」。
⇒ 「手段」を目的化しないよう留意。「教育課程」を意義あるものとすることが重要。

11

２.（４）カリキュラム・マネジメント



どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか

知識及び技能

理解していること・できる
ことをどう使うか

思考力，判断力，表現力等

学びに向かう力，人間性等

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化

生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，こ
れらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，
主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。

学習する子供の視点に立ち，育成を目指す資質・能力の要素を三つの柱で整理。

【参考】学校教育法第３０条第２項
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２.（５）資質・能力の３つの柱



目 標

内 容

第２章第１節 国 語
第１ 目 標

言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に
表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるよう
にする。 【知識及び技能】

(2) 日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養
う。 【思考力，判断力，表現力等】

(3) 言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，
国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。【学びに向かう力，人間性等】

第２章第１節 国 語
第１ 目 標

国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し，伝え合
う力を高めるとともに，思考力や想像力及び言語感覚を養い，
国語に対する関心を深め国語を尊重する態度を育てる。

第２章第３節 数 学
第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年〕
２ 内 容

Ａ 数と式
(1) 具体的な場面を通して正の数と負の数について理
解し，その四則計算ができるようにするとともに，正の
数と負の数を用いて表現し考察することができるよう
にする。
ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
イ 小学校で学習した数の四則計算と関連付けて，
正の数と負の数の四則計算の意味を理解すること。

ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。
エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表した
り処理したりすること。

第２章第３節 数 学
第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年〕
２ 内 容

Ａ 数と式
(1) 正の数と負の数について，数学的活動を通して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 【知識及び技能】
(ｱ) 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
(ｲ) 正の数と負の数の四則計算をすること。
(ｳ) 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
【思考力，判断力，表現力等】

(ｱ) 算数で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と負の数の四則計算
の方法を考察し表現すること。
(ｲ) 正の数と負の数を具体的な場面で活用すること。

各教科等の「目標」「内容」の記述を，「知識及び技能」「思考力，判断力，表現力等」「学び
に向かう力，人間性等」の資質・能力の３つの柱で再整理。

平成20年改訂小学校学習指導要領 平成29年改訂小学校学習指導要領

平成20年改訂中学校学習指導要領 平成29年改訂中学校学習指導要領
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学びを人生や社会に
生かそうとする
学びに向かう力・
人間性等の涵養

生きて働く
知識・技能の

習得

未知の状況にも
対応できる

思考力･判断力･表現力
等の育成

【主体的な学び】の視点
学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャ
リア形成の方向性と関連付けながら，見通し
を持って粘り強く取り組み，自己の学習活動
を振り返って次につなげる「主体的な学び」
が実現できているか。

【対話的な学び】の視点
子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先
哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ，自己
の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できて
いるか。

【深い学び】の視点
習得・活用・探究という学びの過程の中で，各

教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ
ながら，知識を相互に関連付けてより深く理解し
たり，情報を精査して考えを形成したり，問題を
見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に
創造したりすることに向かう「深い学び」が実現
できているか。

「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことで，学校教育における質
の高い学びを実現し，学習内容を深く理解し，資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動
的（アクティブ）に学び続けるようにする。

＜参考＞ 答申Ｐ．４７～５３ 小学校学習指導要領総則 第３の１(1) 中学校学習指導要領総則第３の１(1)

２.（６）主体的・対話的で深い学びの実現
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文化や伝統に親しむ際には，正月や節句など我が国の伝統的な行事，国歌，唱歌，わらべうたや
我が国の伝統的な遊びに親しんだり，異なる文化に触れる活動に親しんだりすることを通じて，社会と
のつながりの意識や国際理解の意識の芽生えなどが養われるようにすること

○幼稚園教育要領（平成２９年３月３１日公示） ※主な充実箇所

○小・中学校学習指導要領（平成２９年３月３１日公示） ※主な充実箇所

・小学校「国語」において、長く親しまれている言葉遊びを通して、言葉の豊かさに気付くこと
・小学校「社会」において、県内の文化財や年中行事は、地域の人々が受け継いできたことや、それらに
は地域の発展など人々の様々な願いが込められていることを理解すること
・小学校「音楽」において、歌唱教材については、我が国や郷土の音楽に愛着がもてるよう、共通教材
のほか、長い間親しまれてきた唱歌、それぞれの地方に伝承されているわらべうたや民謡など日本のう
たを含めて取り上げるようにすること
・小学校「外国語」において、教材について、英語を使用している人々を中心とする世界の人々や日本
人の日常生活、風俗習慣、物語、地理、歴史、伝統文化、自然などに関するものの中から、児童の
発達の段階や興味・関心に即して適切な題材を変化をもたせて取り上げるものとすること
・中学校「技術・家庭」において、日本の伝統的な生活についても扱い生活文化を継承する大切さに気
付くことができるよう配慮すること
・中学校「保健体育科」において、柔道、剣道、相撲、空手道、なぎなた、弓道、合気道、少林寺拳法、
銃剣道などを通して、我が国固有の伝統と文化により一層触れることができるようにすること

２.（７）教育内容の改善（伝統や文化に関する教育の充実）

15



２.（８）教科等横断的な視点①

16

「教育目標」、「教育課程（教科等横断）」、「教育活動（授業）」

「教科等横断」に関わる総則の規定
学校の教育目標
学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力）
現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力

小学校学習指導要領 第１章 総則
第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割

４ 各学校においては，児童や学校，地域の実態を適切に把握し，
① 教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組

み立てていくこと，
② 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，
③ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともに、その改善

を図っていくこと
などを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向
上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。



◆小学校学習指導要領解説 総則編（P.52-53）
本項は，「生きる力」の育成という教育の目標を，各学校の特色を生かした教育課程の編成により具体化していく
に当たり，豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に照らして
必要となる資質・能力を，それぞれの教科等の役割を明確にしながら，教科等横断的な視点で育んでいくことがで
きるようにすることを示している。 （略）
このような現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力として，中央教育審議会答申では
・ 健康・安全・食に関する力 ・ 主権者として求められる力 ・ 新たな価値を生み出す豊かな創造性
・ グローバル化の中で多様性を尊重するとともに，現在まで受け継がれてきた我が国固有の領土や歴史について
理解し，伝統や文化を尊重しつつ，多様な他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力
・ 地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力
・ 自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力 ・ 豊かなスポーツライフを実現する力
などが考えられるとされたところである。
各学校においては，児童や学校，地域の実態及び児童の発達の段階を考慮して学校の特色を生かした目標や
指導の重点を計画し，教育課程を編成・実施していくことが求められる。（答申で例示された現代的な諸課題に対
応して求められる資質・能力に関して，具体的に教科等横断的に教育内容を構成する例として付録６参照）

２.（９）教科等横断的な視点②
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小学校学習指導要領 第１章 総則
第２ 教育課程の編成

２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
(2) 各学校においては，児童や学校，地域の実態及び児童の発達の段階を考慮し，豊かな人

生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応
して求められる資質・能力を，教科等横断的な視点で育成していくことができるよう，各学校
の特色を生かした教育課程の編成を図るものとする。



○「小学校学習指導要領解説 総則編」
付録６ 「伝統や文化に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）」

２.（10）教科等横断的な視点③

本資料は，小学校学習指導要領における「伝統や文化に関する教育」に
ついて育成を目指す資質・能力に関連する各教科等の内容のうち，主要
なものを抜粋し，通覧性を重視して掲載したものです。各学校におかれて
は，それぞれの教育目標や児童の実態を踏まえた上で，本資料をカリキュ
ラム・マネジメントの参考としてご活用ください。
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○「中学校学習指導要領解説 総則編」
付録６ 「伝統や文化に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）」
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◆小学校学習指導要領解説 総則編（P.42）
教育課程の実施に当たっては，人材や予算，時間，情報といった人的又は物的な資源を，教育
の内容と効果的に組み合わせていくことが重要となる。学校規模，教職員の状況，施設設備の状況
などの人的又は物的な体制の実態は，学校によって異なっており，教育活動の質の向上を組織的か
つ計画的に図っていくためには，これらの人的又は物的な体制の実態を十分考慮することが必要である。
そのためには，特に，教師の指導力，教材・教具の整備状況，地域の教育資源や学習環境（近
隣の学校，社会教育施設，児童の学習に協力することのできる人材等）などについて具体的に把握
して，教育課程の編成に生かすことが必要である。
本項では，こうした人的又は物的な体制を確保することのみならず，その改善を図っていくことの重要
性が示されている。各学校には，校長，副校長や教頭のほかに教務主任をはじめとして各主任等が置
かれ，それらの担当者を中心として全教職員がそれぞれ校務を分担して処理している。各学校の教育
課程は，これらの学校の運営組織を生かし，各教職員がそれぞれの分担に応じて教育課程に関する
研究を重ね，創意工夫を加えて編成や改善を図っていくことが重要である。また，学校は地域社会に
おける重要な役割を担い地域とともに発展していく存在であり，学校運営協議会制度や地域学校協
働活動等の推進により，学校と地域の連携及び協働の取組を更に広げ，教育課程を介して学校と
地域がつながることにより，地域でどのような子供を育てるのかといった目標を共有し，地域とともにある
学校づくりが一層効果的に進められていくことが期待される。

２.（11）人的・物的体制の確保
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（参考）
伝統文化教育の充実に係る関連事業
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道徳教育の充実 令和4年度要求・要望額 42億円

（前年度予算額 42億円）

１．道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援

①学校や地域等が抱える課題に応じた取組の支援
・小・中学校における「特別の教科 道徳」（道徳科）の指導方法や評価方法の研究・成果普及
・小・中・高等学校における学校の教育活動全体を通じた道徳教育の効果的な推進のための研究・成果普
及
・道徳教育を担当する指導主事や道徳教育推進教師を対象とした研究協議会の開催

（道徳科の評価及び学校教育全体で行う道徳教育の推進体制の整備、地域との連携の在り方 等）
・地域教材の活用等を通した地域の特色を生かした道徳教育の実践・成果普及
・現代的な諸課題に対応した道徳教育の実践・成果普及
・家庭・地域との連携強化による道徳教育の充実
・社会全体で子供たちの道徳性を育むためのシンポジウムの開催 等

②道徳教育アーカイブの充実

道徳科を要とした道徳教育の趣
旨やねらいを踏まえた効果的な指導
方法や評価方法について、各教育
委員会等が開発した教材や各学校
等で取り組まれている好事例、優れ
た教材や授業実践を収集・集約・発
信する機能を有した「道徳教育アー
カイブ」の充実を図る。

背景
平成25年 2月 教育再生実行会議「いじめ問題等への対応について（第一次提言）」

－いじめ問題の根本的な解決に向けた道徳教育の抜本的な充実を提言
12月 「道徳教育の充実に関する懇談会」報告－「特別の教科 道徳」（仮称）の設置等について提言

平成26年 2月 中央教育審議会に「道徳に係る教育課程の改善等について」諮問
10月 中央教育審議会から「道徳に係る教育課程の改善等について」答申

－「特別の教科 道徳」（仮称）に係る学習指導要領の具体的な在り方等について提言
平成27年 3月 学習指導要領の一部改正等 （平成27年度から内容の一部又は全部を先行実施することが可能。）
平成30年 3月 新高等学校学習指導要領公示
平成30年 4月 小学校において「特別の教科 道徳」が全面実施 ※教科書の無償給与開始
令和元年 4月 中学校において「特別の教科 道徳」が全面実施 ※教科書の無償給与開始
令和４年 4月 高等学校において新学習指導要領が年次進行で実施

箇所数
単価

・自治体、学校設置者 （①）
・民間団体（②）

・６７箇所 ３．７百万円／箇所 （①）
・１箇所 １６百万円（②）

委託先

指導方法や評価方法の研究・成果普及に必要な経費
（人件費、旅費、謝金等）

委託
対象経費

対象
校種

小学校及び中学校の道徳科の教科書を無償給与する。

２．道徳科の教科書の無償給与（小・中学校分）

国公私立の小・中・高等学校



23

伝統文化親子教室事業

背景・課題

事業内容

令和4年度要求・要望額 2,643百万円

（前年度予算額 1,443百万円）

次代を担う子供たちに対して、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、華道、囲碁、将棋などの伝統文化や生活文化等を計画的・継続的に体験・
修得できる機会を提供することにより、伝統文化等を確実に継承・発展させるとともに、子供たちの豊かな人間性の涵養を図る。
文化財保護法改正により、茶道、華道、書道等の生活文化についても、無形文化財としての登録制度の対象となったが、伝統文化等の継承・発展には、次

代を担う子供たちが早くから体験することが重要である。組織的・広域的に体験機会を提供する取組を支援することで、地域偏在を解消しつつ、より多くの子供た
ちが体験機会を得られるようにする。

子供たちが地域の伝統文化や生活文化等を体験等ができる機会を設ける事業を支援

連携

博物館 NPO法人

文化
協会

公民館

自治体

地域の
指導者

１．教室実施型 1,106百万円（1,106百万円）

・実施主体：伝統文化等に関する活動を行う団体
（伝統文化関係団体）等
・支援事業数：約3,800教室
・事業開始年度：平成26年度

２．統括実施型 300百万円（150百万円）【拡充】

・実施主体：統括団体等
・支援事業数：20団体
・事業開始年度：令和３年度

３．地域展開型 1,145百万円（95百万円）
【拡充・要望枠】

・実施主体：地方自治体及び地方自治体を
中核とする実行委員会等
・支援事業数：287地域
※６年間で全ての自治体が伝統文化等の体験機会の
提供を目指す。
・事業開始年度：平成30年度

○審査経費等 92百万円（92百万円）

審査経費のほか、教室に参加した子供や保護者、
指導者を対象に事業実施について調査等を行う

地域展開型
（自治体主導による体験機会の提供）

出会いの機会の提供 修得機会の提供

教室実施型・統括実施型
（修得機会の提供・地域偏在の解消）

伝統文化等の確実な継承
子供たちの豊かな人間性の涵養
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文化芸術による子供育成推進事業

○ 各家庭において、経済的な格差や文化に対する意識の差等により生じた文化芸術体験格差の解消のため、国内の小学校・中学

校・特別支援学校等を対象に実施する。

○ より多くの文化芸術の鑑賞・体験が可能となるよう地方公共団体への呼びかけなどを行うとともに、将来的には、地方公共団体の自主

事業等も含め、義務教育期間中毎年１回は、文化芸術の鑑賞・体験ができる環境を整えることを目指す。

○ 一流の文化芸術団体による公演等が都市部に集中しないよう、過疎地や山村地域等にある学校に通う子供たちも等しく文化芸術

体験が享受できるよう努める。

○ 教育委員会が学校と同等と認める場合は、フリースクールや院内学級等での実施も行い、様々な環境にいる義務教育期間中の多く

の子供たちが質の高い文化芸術に触れる機会の充実に努める。

○ 研鑽の機会が必ずしも十分でない、音楽、美術などの芸術系教科等を担当する教員等向けに研修を行うことで、教員の資質・能力

の向上を図り、芸術教育の充実につなげる。

背景・課題

1.巡回公演事業（合同開催事業）
⚫ 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学校・中学校・特別支援学校等において実演芸術公演を実施。
⚫ 山間、へき地、離島など、鑑賞機会に恵まれない地域に存する小学校・中学校・特別支援学校等について、
合同で実演芸術公演を複数回実施。
件数・単価：2,500公演程度×約260万円（予定）

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

文
化
庁

文化芸術による子供育成総合事業に関する調査（令和２年度）

事業内容

令和4年度要望額 7,996百万円

（ 新 規 ）

2.芸術家の派遣事業
⚫ 個人又は少人数の芸術家が学校を訪れ、講和、実技披露、実技指導を実施。
⚫ 国、教育委員会と地域のNPO法人等が連携し、学校と芸術家個人や小規模グループをコーディネート。

件数・単価：3,150件程度×約20万円（予定）

3.ユニバーサル公演事業
⚫ 小学校・中学校・特別支援学校等において、障がい者芸術団体による公演提供や、障がいのある子供た
ちも鑑賞しやすい公演を提供し、表現の多様性や障がいへの理解を深めるための活動を実施。
件数・単価：200公演程度×約200万円（予定）

4.文化施設等活用事業
⚫ 美術館、博物館、音楽ホール、能楽堂等の文化施設を会場とし、アーティストやエデュケーター等が協力す
ることにより、子供たちがより効果的な鑑賞・体験できる活動を実施。
件数・単価：150公演程度×約150万円（予定）

5.コミュニケーション能力向上事業
⚫ 芸術家による表現手法を用いた継続的なワークショップ等で、芸術家による実技披露に加え、児童・生徒が
小集団で協働して、創作や話合い等のプロセスを重視し、課題解決に取り組む活動を実施。
件数・単価：200公演程度×約80万円（予定）

豊かな創造力・想像力を養うとともに、思考力やコミュニケーション能力など社会人としての素養
を身に
つけることで、将来の芸術家や観客層を育成、優れた文化芸術の創造につなげる

文化芸術による鑑賞・体験機会の効果や継続意向、課題
◆文化芸術による子供育成総合事業（文化庁）の利点及び効果

・ 学校の利点で最も高いのは「学校や地方公共団体が実施するよりも、クオリティ
の高い公演団体・アーティストの公演を鑑賞・体験することができる」76.5%

・ 子供への効果では「文化芸術への親しみが醸成される」91.1%
「より豊かな創造性や感性が育まれる」88.8%

◆文化芸術活動の継続意向及び課題
・ 文化芸術活動の継続意向、「継続したい」51.2%

「実施したいが、このままでは難しい」39.5%、「実施したいと思わない」6.3%
・ 事業継続に必要なことでは、「実施に当たっての十分な予算が得られる」79.5%

「実施に当たっての十分な体制が得られる」58.8%

６.芸術教育における芸術担当教員等研修事業
小・中・高等学校等において、芸術系大学等と連携し、芸術系教科等を担当する教員等向けに実演鑑賞
なども含む実践的な研修を行うことで、教員の資質・能力の向上を図り、芸術教育の充実につなげる。

都
道
府
県
等

◆事業スキーム

委
託
業
者

学
校

文
化
芸
術
団
体
等

学校と文化芸
術団体の組み
合わせ、申請
取りまとめ、経
費精査等依頼

報告

各地域の申
請の取りまと
め、推薦順位
付け依頼、報
告

申請内容等
質疑応答

申請内容等
質疑応答

各事業
への申
請

派遣事業、ユ
ニバーサル公
演事業、文化
施設等活用事
業、コミュニ
ケーション能
力向上等事業
の企画作成

巡回公演事業公演プログラムの提案（審査後、学校募集）

・巡回公演事業 2,500件 ・芸術家の派遣事業 3,150件
・ユニバーサル公演事業 200件 ・文化施設等活用事業 150件
・コミュニケーション能力向上事業 200件

・一流の文化芸術団体による公演の鑑賞
・文化芸術への親しみの向上
・豊かな創造性や感性の育成
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地域文化倶楽部（仮称）の創設に向けた実践研究

子供たちが身近な地域で学校の文化部活動に代わりうる継続的で質の高い多様な文化芸術活動の機会を確保できるよう，学校や地域が地域の文化施設や
文化芸術団体，芸術系教育機関等との連携により，文化部活動の地域移行に向けた体制構築や持続可能な文化芸術活動の環境整備を行うためのモデル
事業を実施する。（令和5年度より学校部活動の段階的地域移行）

背景 課題

令和4年度要求 169百万円

（前年度予算額 101百万円）

地域部活動推進事業（33百万円）

休日の部活動の地域移行（地域部活動）に向けて生徒の指導や
大会の引率を行う地域人材の確保や活動場所・用具の確保，移動
手段の確保，それらにかかる費用負担やコーディネート等の課題
解決を目指すとともに、少子化に伴う廃部や部員減少，ニーズの多
様化による指導者不足等に対応するための合同部活動実施に向
けた移動手段の確保や，ICTを活用した練習・指導法の確立，それ
らにかかる費用負担等の課題解決を目指すため，全都道府県各１
地域に拠点校を設け，モデル事業を実施。 70万円×47件（地
域）

※ 令和3年度より実施。モデル事業としては令和４年度で終了予
定。

地域文化倶楽部（仮称）創設支援事業（125百万円）

子供たちが身近な地域で質の高い多様な文化芸術活動の機会を確保できる
よう，地域の文化施設や文化芸術団体，芸術系教育機関等が中心となって，
新たな受け皿となる「地域文化倶楽部」（仮称）を創設するためのモデル事業を
全国
５０件程度で実施し，課題や手法を分析・検証する。 ※令和3年度より実施。

期待される効果

・子供たちの文化芸術活動への活性化

・豊かな人間形成の促進

・学校の働き方改革への貢献

・地域の文化芸術団体等の活性化

・創造活動水準の向上

・誰もが芸術文化活動に平等に触れることがで
きる受け皿の創設。

・多様な文化芸術活動へのニーズへの対応。

・教員の部活動指導にかかる負担軽減

・部活動に代わりうる活動拠点の創出

・学校と地域文化団体や芸術系教育機関、
地域文化施設等との連携 50件

・人材・場所・用具等の確保、ICTを活用し

た練習・指導法に関する課題解決を目指
し文化部活動を地域へ移行するモデル事
業実施 26件⇒47件

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

・大規模 300万円×25件
会員数 40名以上

・小規模 200万円×25件
会員数 40名未満

○児童・生徒の文化芸術活動が居住地域や家庭の教育力・経済力に左右される現状（表現や鑑賞機会の格差）

○少子化に伴う部活動の廃部や部員減少，児童・生徒のニーズの多様化（学校内での活動機会の不足や喪失）

○部活動指導や大会引率等による教員の長時間勤務や休日出勤が常態化（学校における働き方改革の必要性）

○部活動に代わりうる継続的で質の高い文化芸術活動環境の不足（体制構築や持続可能な環境整備の必要性）

事業内容



多様な武道等指導の充実及び支援体制の強化

都道府県・指定都市教育委員会に委託（4,300千円×35箇所）

多様な武道種目に触れる保健体育の授業や外部指導者の活用などを行う中学校を「武道推進モデル校」に指定した実践研究を行うとともに、
多様な武道種目の指導法講習会など教員の指導力向上を図る取組等の実施

多様な武道等指導の充実

法人格を有する団体に委託（5,000千円×９団体）

武道関係団体による外部指導者の養成や指導ガイドブックの資料の作成など指導力向上を行うことで、
中学校における多様な武道種目の実践の支援体制を強化するための取組等の実施

支 援 体 制 の 強 化

令和３年度から全面実施した学習指導要領において、武道の種目は、柔道、剣道、相撲、空手道、なぎなた、弓道、合気道、少林寺拳法、
銃剣道を示し、我が国固有の伝統文化により一層触れることとしており、保健体育授業における武道等の指導の一層の充実を図るためには、全
国的に質の高い授業の実践、教員等の指導力向上が必要である。

背 景

普及 啓発

【武道推進モデル校】

普及 啓発

【武道推進モデル校】

普及 啓発

【武道推進モデル校】

我が国固有の伝統文化である武道等の指導の充実を図るため、中学校の保健体育における多様な武道種目の実施や外部指導者の活用など
の実践研究を行うとともに、武道関係団体による多様な武道指導実践への支援体制の強化を図る取組を行う。

事 業 概 要

【武道推進モデル校】

普及 啓発

195,500千円
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３.（１）GIGAスクール構想の実現
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ＧＩＧＡスクール構想の実現
令和元年度補正予算額 2,318億円

令和2年度１次補正予算額 2,292億円

令和2年度３次補正予算額 209億円

Society5.0時代を生きる子供たちに相応しい、全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実
現するため、「1人1台端末」と学校における高速通信ネットワークを整備する。

ＧＩＧＡスクールサポーターの配置促進 105億円

○ 急速な学校ICT化を進める自治体等のICT環境整備等の知見を有する者の
配置経費を支援 対象：国・公・私立の小・中・高・特支等

公立、私立：1/2 国立：定額

学校ネットワーク環境の全校整備 1,367億円
○ 小・中・特別支援・高等学校における校内ＬＡＮ環境の整備を支援
加えて電源キャビネット整備の支援
対象：国・公・私立の小・中・高・特支等
公立、私立：1/2 国立：定額

児童生徒の端末整備支援 3,149億円
○ 「1人1台端末」の実現

対象：国・公・私立の小・中・特支等
国立、公立：定額(上限4.5万円)
私立：1/2(上限4.5万円)

○ 障害のある児童生徒のための入出力支援装置整備
視覚や聴覚、身体等に障害のある児童生徒が、端末の使用にあたって必要となる
障害に対応した入出力支援装置の整備を支援
対象：国・公・私立の小・中・高・特支等
国立、公立：定額 私立：1/2

緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備 197億円
○ 家庭学習のための通信機器整備支援
Wi-Fi環境が整っていない家庭に対する貸与等を目的として自治体が行う、LTE通
信環境（モバイルルータ）の整備を支援
対象：国・公・私立の小・中・高・特支等
国立、公立：定額（上限1万円） 私立：1/2（上限1万円）

○ 学校からの遠隔学習機能の強化
臨時休業等の緊急時に学校と児童生徒がやりとりを円滑に行うため、学校側が使
用するカメラやマイクなどの通信装置等の整備を支援
対象：国・公・私立の小・中・高・特支等
公立、私立：1/2（上限3.5万円） 国立：定額（上限3.5万円）

○ オンライン学習システム（CBTシステム）の導入
学校や家庭において端末を用いて学習・アセスメントが可能なオンライン学習システ
ム（CBTシステム）の全国展開等

令和元年度 1,296億円
令和２年度１次 71億円

令和元年度 1,022億円
令和２年度１次 1,951億円

◆国公私立の小・中・特支等義務教育段階の児童生徒が使用するPC端末整備
を支援

4,819億円

令和２年度１次 105億円

（文部科学省所管）

クラウド

高速大容量
機密性の高い
安価なネットワーク

１人１台端末 家庭での活用

✓ 学びにおける時間・距離などの制約を取り払う ～遠隔・オンライン教育の実施～

✓ 個別に最適で効果的な学びや支援 ～個々の子供の状況を客観的・継続的に把握・共有～

✓ プロジェクト型学習を通じて創造性を育む ~文理分断の脱却とPBLによるSTEAM教育の実現～

✓ 校務の効率化 ～学校における事務を迅速かつ便利、効率的に～

✓ 学びの知見の共有や生成 ～教師の経験知と科学的視点のベストミックス(EBPMの促進)～

目指すべき
次世代の
学校・
教育現場

◆国公私立の高等学校段階の低所得世帯等の生徒が使用するPC端末整備を支援
対象：国・公・私立の高・特支等
国立、公立：定額(上限4.5万円)
私立：原則1/2 (上限4.5万円)

令和２年度１次 11億円
令和２年度３次 4億円

令和２年度３次 161億円

○ 各学校から回線を一旦集約してインターネット接続する方法をとっている自治体に
対して、学習系ネットワークを学校から直接インターネットへ接続する方式に改める
ための整備を支援
対象：公立の小・中・高・特支等 公立：1/3

学校施設環境改善交付金の内
数

令和２年度１次 147億円
令和２年度３次 21億円

令和２年度１次 6億円

令和２年度１次 1億円

学習系ネットワークにおける通信環境の円滑化

令和２年度３次 22億円

※「通信環境の円滑化」は学校施設環境改善交付金の内数



３.（２）教育・学習におけるICT活用の強み

28

１人１台端末、高速大容量の通信ネットワーク環境下におけるICT活用の特性・強み ソフト・機能

① 多様で大量の情報の取扱い、容易な試行錯誤

（例）探究的な学習の過程（※）における活用

（※）情報の収集（ウェブブラウザによるインターネット検索等）、整理・分析（表計算ソフトによるデータ

等の整理・分析、グラフ作成、プレゼンテーションソフトを使った図の作成や情報の整理等）、まとめ・表現

（文書作成ソフトによる小論文、プレゼンテーションソフトを使った発表等）

（例）今までの学習方法では困難さが見られた児童生徒に対する学習指導の際に、ウェブブラウザを活用した

多種多様な学習動画、デジタル教材などから児童生徒の興味・関心、特性に応じた活用

（例）プログラミングにおける試行錯誤の繰り返しなど論理的思考・課題解決

ウェブブラウザ、文書作成、表計

算、プレゼンテーション、プログラミ

ング

②時間的制約を超えた情報の蓄積、過程の可視化

（例）写真・動画の撮影・保存による学習過程の可視化による学習の振り返りや目標設定への反映

（例）クラス管理ソフトを活用した児童生徒のつまずきや伸びについての教師の見取りなど、「個に応じた指導」

の充実

（①のソフト・機能に加え、）ク

ラス管理、写真・動画撮影・編

集・保存

③ 空間的制約を超えた相互かつ瞬時の情報の共有（双方向性）

（例）ウェブ会議機能、ファイル共有機能等による学校と家庭、他の学校・地域や海外との交流のような距離

が離れた場をつないだ学習

（例）ウェブ会議機能、ファイル共有機能等による他者との意見共有、比較検討、合意形成やアイデアの創

出、発表資料等の協働制作

（①のソフト・機能に加え、）コ

メント、アンケート、チャット、電子

メール、ウェブ会議、ファイル共有

※平成28（2016）年「『2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会』最終まとめ」を参考に作成

教育・学習におけるICT活用の特性・強みを生かすことで、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け
た授業改善や、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実につなげ、情報活用能力等の従来はな
かなか伸ばせなかった資質・能力の育成や、今までの学習方法では困難さが見られた児童生徒の一部へ
の効果の発揮、今までできなかった学習活動の実施が可能になる。



３.（３）「 GIGA StuDX 推進チーム 」 による支援
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GIGA StuDX 推進チーム

◼ 令和３年４月より、全国から

８名の教師を新たに増員

◼ 地域別に担当を付け、担当地域

の教育委員会等と協働のための

ネットワークを構築

学校・地域コミュニティの自走を

支援

◼ 優良事例や現場の悩み・課題、

実情などを汲み取り、文科省の

政策に反映

◼ 事務局は、情報教育・外国語

教育課、教育課程課、初等中等

教育企画課

現場とのネットワーク
の構築

GIGA StuDX 推進チームの活動

担当地域を中心に
全国の教育現場の
情報を収集・発信

教育委員会等と
日常的にやり取りを行う

情報交換ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
の提供

地域ブロックや教科等の
テーマ別に全国の教育
委員会等の担当者が
有益な情報交換を行い
知見を深める場を構築
（オンラインも積極的に活用）

StuDX Styleからの
情報発信

特設ホームページ
「StuDX Style」で
活用事例やインタビュー
などの有用な情報を
随時発信

メールマガジンの配信

StuDXメールマガジンを
開設し、ICT利活用を
推進する教育委員会等
の担当者や学校教員に
有益な情報を定期配信

GIGAスクール構想の実現に向けて、１人１台端末及び高速大容量通信ネットワーク環境の積極的な活用を

推進するため、文部科学省に設置した 「GIGA StuDX※ 推進チーム」 の体制を強化し、教育活動において

参考となる事例の発信、課題の共有等を通じて、全国の教育委員会・学校に対する指導面での支援活動を

本格的に展開します。

（注）「GIGA StuDX」とは、GIGAスクール構想の浸透による学びのDX（デジタル トランスフォーメーション）と学校の教育活動におけるICT利活用の促進のためのExchange（情報交換）を掛け合わせた造語です。

令和３年４月現在



３.（４）「StuDX Style」について
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StuDX Style（慣れるつながる活用）：

https://www.mext.go.jp/studxstyle/index.html

１人１台端末の利活用をスタートさせる全国の教育委員会・学校に対する支援活動を展開するため、｢すぐ
にでも｣｢どの教科でも｣｢誰でも｣活かせる1人1台端末の活用方法に関する優良事例や本格始動に向けた対応
事例などの情報発信・共有を随時行っていきます。

慣れる
つながる
活用

慣れる
つながる
活用

各教科等
での活用

各教科等
での活用

StuDX Style（各教科等での活用）：

https://www.mext.go.jp/studxstyle/index2.html

各教科等における
1人１台端末の活用

各教科等
での活用

https://www.mext.go.jp/studxstyle/index.html
https://www.mext.go.jp/studxstyle/index2.html


小学校・第３学年・社会科・「わたしたちの市の様子」①

身近な地域や市区町村の様子について、都道府県内における市の位置、市の地形や土地利用、交通の広がり、市役所など主
な公共施設の場所と働き、古くから残る建造物の分布などに着目して、観察・調査したり地図などの資料で調べたりして白地図など
にまとめ、身近な地域や市の様子を捉え、場所による違いを考え、表現することを通して、身近な地域や自分たちの市の様子を大
まかに理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究・解決しようとする態度を養う。

事例の概要

ICT活用のポイント

育成を目指す資質・能力

学習問題をつかむ

学習問題を追究する

まとめる

単元の学習過程

「見学活動でICT端末を活用し、情報を収集する」場面において
各自の問いに合わせて見学を進める。その際、子供たちは写真機能を使って記録す
る，録画機能を使って，映像を記録する，映像の中に自分たちの解説を入れる，
レポーターをつけてレポート形式の動画を撮る、など様々な活用を保証している。また、
ノートへの記録に追われることなく、文書作成ソフトの音声認識を活用してメモしたり、
写真を撮ったりインタビューをしたりするなど、情報の収集に専念することができる。
「収集した情報を基に、ICT端末を活用して話し合う」場面において
見学・調査後，撮影してきた映像をグループごとに見ながら，問いに対する答えや
新たな発見をまとめていく。繰り返し再生できるので大切な内容を確認することができ
る。情報を繰り返し映像で再生し確認したり話し合ったりできるので、情報が吟味され
調べたことを基に深く考えることにつながる。また、自分たちで収集した画像や映像を基
に、わかったことをまとめたりわかりやすく伝えたりすることもできる。

子供一人一人が問題意識をもち、問題解決の見通しをもった後、必要な情報を収集したり、収集した情報を読み取ったり、読み
取った情報を分類・整理して話し合ったりする際にICT端末を活用することで、学習活動の幅を広げることができる。
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小学校・第３学年・社会科・「わたしたちの市の様子」②

【活用したソフトや機能】 写真・動画撮影機能

【写真機能や動画機能で情報を記録する】

【収集した情報を基に話し合う】

各自の問いに合わせて見学を進め，
・写真､動画撮影機能を使って，映像を記録す
る。・映像の中に自分たちの解説を入れる。
・レポーターをつけてレポート形式の動画を撮るなど、
子供たちは様々な活動を展開できる。

・インタビューの結果を、繰り返し再生し、大切な内容を確認する。
・撮影した映像や動画を繰り返し確認する。
・画像や映像を繰り返し再生して話し合い、情報を吟味したり、調べたことを基に
各自の問いについて考えたりする。
・自分たちで収集した画像や映像を基に、自分たちが調べてわかったことをまとめる。

【見学活動でICT端末を活用し、情報を収集する場面】

【収集した情報を基に、ICT端末を活用して話し合う場面】

○早く効果的に情報収集できる。
○見えにくい情報を見えるようにできる。

○繰り返し再生できる。
○拡大して細部まで映像で確認できる。
○ファイル共有機能による情報共有で、考えを広めたり深めたりできる。

ICT活用のメリット

ICT活用のメリット

ある児童は、「市には、古い神社やお
寺があるのではないか」という問いを
基に調べ、ICT端末で撮影する。（情報
を収集する）

市の土地利用に着目した児童は、地域の
方にインタビューして市の様子について
ICT端末で動画撮影する。（情報を収集す
る）

集めた情報を繰り返し見たり、拡大して見たり、
友達と共有したりして、地図で場所を確かめな
がら、市の様子について話し合う。
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小学校・第４学年・音楽科・日本の音階で旋律をつくろう①

我が国の音楽の旋律や音階などの特徴に気付くとともに，即興的に音を選択したり組み合わせたりして
表現する技能を身に付けながら，即興的に表現することを通して，音楽づくりの発想を得ることができ
るようにし，我が国の音楽に親しむ。

音のつながりを様々に試し，聴覚と視覚から音の組合せの特徴を捉え，自らの表現に生かすようにする。

事例の概要

ICT活用のポイント

育成を目指す資質・能力

日本の音階でつくられた我が国の音楽を聴き，旋律や音階などの特徴に
気付く。

プログラミングソフト「scratch」のプロジェクトを用いて旋律をつくる。
① 音符の書かれたカードを並べてリズムをつくる。
② つくったリズムに合わせて「ミソラドレ」の５音音階から音を選んで試しな

がら，即興的に音を組み合わせて旋律をつくる。

友達のつくった旋律とつなげてリコーダーや鍵盤ハーモニカで演奏して，つくっ
た音楽を聴き合う。

日本の音階について気付く

５つの音を使って
リズムに旋律を付ける

リズムをつくる

友達のつくった旋律と
つなげて演奏する
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小学校・第４学年・音楽科・日本の音階で旋律をつくろう②

• プログラミングソフト「scratch」のプロジェクトを用い，まず
カードを並べてリズムをつくる。

• 次に，つくったリズムに合わせて「ミソラドレ」の５音音階か
ら音を選んで試しながら，即興的に音を組み合わせて旋
律をつくる。

【事例におけるICT活用の場面 ２】

【事例におけるICT活用の場面 １】

【活用したソフトや機能】 scratch（ビジュアル・プログラミングソフト）

✓ 楽譜の読み書きに不安があっても，音で確かめながら音
楽をつくっていくことができるという利点がある。

➢ その利点を生かし，「音を組み合わせる←→聴いて確か
める」を繰り返し，音で確かめながら試行錯誤を重ねられ
るようにすることが大切。

✓ 自分たちのつくった旋律を音と音符：聴覚と視覚で確か
めながら，その特徴をより具体的に捉えることができるとい
う利点がある。

➢ よりよく工夫した旋律を，実際に自分たちで演奏すること
で，そのよさなどをより実感できるようにすることが大切。

• 一人一人がつくった旋律のデータを教師のICT機器に送
信し，クラス全体でお互いの作品を聴き合い，それを参
考にしながら自分の旋律をよりよいものにしていく。

• 友達と自分のつくった旋律のつなげ方を，scratchを使っ
て，音で聴きながら確かめる。
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小学校・第６学年・総合的な学習の時間・「ふるさと弁当プロジェクト」①

地域には、海・山・川の自然を生かして生産される特産品が存在
し、それらを生かした町づくりが進められていることから、それらの食材
を使って、「ふるさと駅弁」を作り、そのPR内容や方法を考え発信す
ることで、地域の活性化に取り組もうとする。

校内のみならず、国内外への多様な発信、手軽な制作と加工の繰り返し、成
果物の継続的な蓄積が可能
例えば、プレゼンテーションやビデオレター、ウェブサイトによる発信、チャットボットを
活用した案内アプリの作成など、情報を再構成し、自分自身の考えを幅広く伝え
その効果を検証して、課題意識が連続発展していくことが考えられる。ICT端末で
手軽に加工を繰り返したり、学習の成果物を継続的に集積したりしていくことも可
能となる。

本事例は、ICT端末を活用してウェブページを作成することで、ふるさと駅弁のよさや価値
をPRする。作成したウェブページについて、ウェブ会議ソフトを活用して市職員からアドバイス
をもらうなどして、よりよいウェブページにしていく。また、駅弁を食べた感想を聞くことは、時間
的な制約があることから、ICT端末のアンケート機能を活用する。これにより、ふるさと駅弁
のよさや価値を発信することや、その手応えを把握することについて、場や時間の制約が軽
減され、新たな学びが実現される。

事例の概要

ICT端末活用のポイント（まとめ・表現）

活動のねらい

ふるさと駅弁を
作ろう。

駅弁を作るため
の情報を収集す

る。

試食の意見を分
析する。

ふるさと駅弁を
PRする。
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WEBページを作成して
いる様子

【ICT端末の活用についての配慮事項】
• ウェブページの作成において、他者の作成した情報を参考にしたり引用したりす
る際は、情報の作成者の権利を尊重し、引用した情報であることが分かるよう
に転載し、出典を明記することが必要である。

• ウェブ会議ソフトを活用した話し合いでは、対面で話し合う価値や意義も踏ま
えながら実施する。

【アンケート機能の活用】

【ウェブページの作成】

○ 活用したソフトや機能：ウェブページ作成、学習支援ソフトのアンケート機能、ウェブ会議ソフト

【ICT端末の活用のメリット】
• ウェブページの作成により、同級生や地域の人々、他の学校の児童に情

報を発信できる。目的に応じ、受け手の状況を踏まえた情報発信を行おう
とする、情報発信者としての意識の高まりが期待できる。

• ウェブ会議ソフトを活用し、市観光課や広報課職員と話し合い、ふるさと駅
弁を市のホームページで紹介するための手順や決まり事を聞いたり、PRし
たい内容が明確になっているウェブページとなっているのかを助言してもらった
りする。

• アンケート機能の活用により、発信した情報に対する返信や反応が得られ
る。それを基にして改善したり発展させたりすることができる。

【ウェブ会議ソフトの活用】

小学校・第６学年・総合的な学習の時間・「ふるさと弁当プロジェクト」②
~ICT端末を使って、ふるさと駅弁のよさを発信するとともに手応えをつかむ~
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４.まとめに代えて
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◆伝統文化教育の充実に向けて

・学校教育：新学習指導要領の趣旨の実現
特に、カリキュラム・マネジメントの３つの側面を活かして教育活動の質の向上を
（教科等横断的な視点、地域連携やICT活用を含む人的・物的体制の確保等）

⇒国際社会の担い手としての資質・能力を育成

・行政：教育政策×文化政策

（参考）『初等教育資料』令和２年７月号で「伝統や文化に関する教育」を特集

➢ 学校教育目標「ふるさとを愛し、夢に向かって挑戦しながら、互いを認め、支え、高め合う児童の育成」
の実現に向け、カリキュラム・マネジメントの視点を活かして「伝統文化年間カリキュラム」を作成し、総合
的な学習の時間や道徳科を中心に各教科等との関連を図りながら実践を行った事例

➢ 郷土に対する誇りと愛情、地域社会の一員としての自覚をもつ子供を育成するため、教育委員会にお
いて、教科等横断的な視点で郷土学習を整理、各学校が取り上げる地域や教材をアレンジできるよう
複数の教科等の単元学習プランを示す形で「郷土学習の手引」を作成した事例

➢ 教育委員会において大学とも連携しつつ、①伝統や文化に係る地域教材について学年・教科・分類
項目別の配列表を作成、カリキュラムモデルを開発、②指導資料とともにデータベース化し、タブレット型
端末に対応するよう開発した専用Webサイトにより配信、併せて③研修プログラムを開発した事例


