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１ 学習指導要領の改訂全体像 改訂の特徴

＜社会に開かれた教育課程＞

社会や世界の状況を幅広く視野に入れ，よりよい学校教育を通じ
てよりよい社会づくりを目指すという理念を持ち，教育課程を介し
てその理念を社会と共有していくこと。

＜今回の検討スケジュール＞

諮間

論点整理

各教科等の改善に関する議論

審議まとめ パプリツクコメント

答申

各学校等への周知（解説）

実施

＜従来の検討スケジュール＞

諮間

各教科等の改善に関する議論

審議まとめ パプリツクコメント

答申

各学校等への周知

実施

１ 学習指導要領の改訂全体像 教育理念

■社会では何か起こっているのか？ 技術のブレークスルー

・実社会のあらゆる事象・情報がデータ化，ネツトワークを通じて自
由にやりとり可能に （loT)

・集まった大量のデータを分析し，新たな価値を生む形で利用可能に
（ビツクデータ）

・機械が自ら学習し，人聞を超える高度な判断が可能に
（人工知能（Al))

・多様かつ複雑な作業についても自動化が可能に （ロボツト）

→これまで実現不可能と思われていた社会の実現が可能に。
これに伴い，産業構造や就業構造が劇的に変わる可能性。

１ 学習指導要領の改訂全体像 教育理念

＜現代的な課題＞

①社会的・職業的に自立した人間として，我が国や郷土が育んでき
た伝統や文化に立脚した広い視野を持ち，理想を実現しようとする
高い志や意欲を持って，主体的に学びに向かい，必要な情報を判断
し，自ら知識を深めて個性や能力を伸ばし，人生を切り拓いていけ
ること。

②対話や議論を通じて，自らの考えを根拠とともに伝えるとともに，
他者の考えを理解し，自分の考えを広げ深めたり，集団としての考
えを発展させたり，他者への思いやりを持って多様な人々と協働し
たりしていくことができること。

③変化の激しい社会の中でも，感性を豊に働かせながら，よりよい
人生や社会の在り方を考え，試行錯誤しながら問題を発見・解決し，
新たな価値を創造していくとともに，新たな問題の発見・解決につ
なげていくことができる。

１ 学習指導要領の改訂全体像 教育理念



１ 学習指導要領の改訂全体像 教育理念

・飛躍的に進化した人工知能は，所与の目的の中で処理を高速で行う。

・人間は，みずみずしい感性を働かせながら，どのように社会や人生をよ
りよいものにしていくのかなどの目的を考え出すことができる。

→目的に応じた創造的な問題解決を行うことができることが人間の強み

この人間の強みを伸ばしていくこと（＝よりよい社会と幸福な人生を自
ら創り出す資質・能カを育成すること）が学校教育の役割

○予測できない未来に対応する最善の方法

社会の変化に受け身で対処

→主体的に向き合って関わり合い，その過程を通して，一人一人が自ら
の可能性を最大限に発揮し，よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出して
いく

確認：よりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力

確認：よりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力 確認：第３期教育振興基本計画について（答申） 概要

改正教育基本法に規定する教育の目的である「人格の完成」，「平和で民主的な国家
及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」と教育の目
標を達成すべく，「教育立国」の実現に向け更なる取組が必要

Ⅰ 教育の普遍的な使命

Ⅱ 教育を巡る現状と課題 Ⅲ 2030以降の社会を展望した教育政策の重点項目

１ これまでの取組の成果
○初等中等教育段階における世界トップ
レベルの学力の維持
○給付型奨学金制度，所得連動返還型奨
学金制度の創設
○学校施設の耐震化の進展 等

２ 社会の現状や2030年以降の変化を踏
まえ，取り組むべき課題
(1) 社会状況の変化
人口滅少，高齢化，技術革新，グロー

バル化，子供の貧困，地域間格差等
(2) 教育をめぐる状況変化
○子供や若者の学習・生活面の課題
○地域や家庭の状況変化
○教師の負担
○高等教育の質保証等の課題

(3) 教育をめぐる国際的な政策の動向
ＯＥＣＤによる教育政策レビュー等

第２期計画の「自立」「協働」「創造」の方向性を継
承し，以下の姿を目指す

<<個人と社会の目指すべき姿>>
(個)自立した人間として，主体的に判断し，多様な
人々と協働しながら新たな価値を創造する人材の育成
(社)一人一人が活躍し，豊かで安心して暮らせる社会
の実現

社会（地域・国・世界）の持続的な成長・発展

<<教育政策の重点項目>>
○「超スマート社会(Society 5.0」の実現に向けた技
術革新が進展するなか「人生100年時代」を豊かに生
きていくためには，「人づくり革命」，「生産性革
命」の一環として，若年期の教育，生涯にわたる学習
や能力向上が必要
○教育を通じて生涯にわたる一人一人の「可能性」と
「チャンス」を最大化することを今後の教育政策の中
心に据えて取り組む

第１部 我が国における今後の教育政策の方向性



確認：第３期教育振興基本計画について（答申） 概要
Ⅳ 今後の教育政策に関する基本的な方針

Ⅴ 今後の教育政策の遂行に当たって特に留意すべき視点

第２部 我が国における今後の教育政策の方向性

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
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
３ 生涯学び，活躍できる環境を整える
４ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティーネットを構築する
５ 教育政策推進のための基盤を整備する

１．客観的な根拠を重視した教育政策の推進
２．教育投資の在り方（第３期計画期間における教育投資の方向）
３．新時代の到来を見据えた次世代の教育の創造

・超スマート社会（Society5.0) の実現など，社会構造の急速な変革が見込まれる中，
次世代の学校の在り方など，未来志向の研究開発を不断に推進

・人口減少・高齢化などの，地域課題の解決に向け「持続可能な社会教育システム」の構築に
向けた新たな政策を展開

・次世代の教育の創造に向けた研究開発と先導的な取組を推進

基本的な方針 教育政策の目標 測定指標・参考指標(例) 施策群(例)

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力

（１）確かな学力の育成＜主として初等中等教育段階＞ ○知識・技能，思考力・判断力・表現力等，学びに向かう
力・人間性等の資質・能力の調和がとれた個人を育成し，
OECDのPISA調査等の各種国際調査を通じて世界トップレ
ベルを維持
○自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合の改善
○いじめの認知件数に占める，いじめの解消しているもの
の割合の改善

など

○新学習指導要領の着
実な実施等
○子供たちの自己肯定
感・自己有用感の育成
○いじめ等への対応の
徹底，人権教育

など

（２）豊かな心の育成＜〃＞
（３）健やかな体の育成＜〃＞
（４）問題発見・解決能力の修得＜主として高等教育段階＞
（５）社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成
＜生涯の各段階＞

（６）家庭・地域の教育力の向上，学校との連携・協働の推進
＜〃＞

２ 技術分野の改訂 技術分野の状況
（学習指導要領実施状況調査 Ｈ２５）

ペーパーテスト調査結果の概要

○目的とする簡単なプログラムを作成すること
×目的や条件に応じた電気回路を設計すること
×効率的な情報処理の手段を工夫すること
×複数の側面から技術を評価し具体的な活用方法を考え出すこと

○作物の栽培に関する管理作業についての知識を習得すること
×動物の飼育に関する管理作業についての知識を習得すること
×技術と社会や環境との関わり,日本の伝統技術について関心を持つこと

○動力伝達について定性的に捉えること
×動力伝達について定量的に捉えること

各教科の学習をすれば，
ふだんの生活や社会に出て役立つと思いますか（第３学年）

各教科の授業がどの程度分かりますか（第３学年）



技術分野の学習をすれば，
ふだんの生活や社会に出て役立つと思いますか（第３学年）

技術分野の授業がどの程度分かりますか（第３学年）

２ 技術分野の改訂 基本方針

・現行学習指導要領：よりよい社会を築くために，技術を適切に評価し活
用できる能力と実践的な態度の育成を重視。
・実施状況：複数の側面から技術を評価する力，設計・計画の力に課題
・社会の変化：新たな技術の開発・普及，技術開発における日本の地位の
低下

①高度化，システム化された技術に支えられた社会を生きる国民には，
技術が生活や社会，環境等に与える影響を評価し，活用の仕方を考えるな
ど，適切な技術の発達を主体的に支えることのできる資質・能力が必要
②我が国が科学技術創造立国として世界の産業をリードするためには，

義務教育段階においても，技術革新を牽引する素地となる資質・能力の育
成も必要

①技術の発達を主体的に支え，②技術革新を牽引することができるよ
う，技術を評価し，選択，管理・運用したり，新たな発想に基づいて改
良，応用したりすることによってよりよい生活や持続可能な社会を構築
する資質・能力の育成をより一層重視

２ 技術分野の改訂① 目標

＜技術分野 目標＞
技術の見方・考え方を働かせ，ものづくりなどの技術に関する実践的・体

験的な活動を通して，技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築す
る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 生活や社会で利用されている材料，加工，生物育成，エネルギー変
換及び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに，それらに係
る技能を身に付け，技術と生活や社会，環境との関わりについて理解を
深める。

(2) 生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，
解決策を構想し，製作図等に表現し，試作等を通じて具体化し，実践を
評価・改善するなど，課題を解決する力を養う。

(3)よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実
に技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

思考力，判断力，表現力等

知識及び技能

柱書：全体の目標

学びに向かう力，人間性等

２ 技術分野の改訂② 項目・指導事項

＜現行＞
内容Ａ 材料と加工に関する技術
(2) 材料と加工法について，次の事項を指導する。
ア 材料の特徴と利用方法を知ること。
イ 材料に適した加工法を知り，工具や機器を安全に使用できること。
ウ 材料と加工に関する技術の適切な評価・活用について考えること。

※「学びに向かう力，人間性等」については，分野目標に示されたものを
各項目でどのように涵養するかについて各校で検討

＜新＞
内容Ａ 材料と加工の技術
(1) 生活や社会を支える材料と加工の技術について調べる活動などを通して，次の
事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 材料や加工の特性等の原理・法則と，材料の製造・加工方法等の基礎的な技術

の仕組みについて理解すること。
イ 技術に込められた問題解決の工夫について考えること

知識及び技能

思考力，判断力，表現力等



２ 技術分野の改訂③ 学習過程を踏まえた内容の構造化

＜技術分野の目指す資質・能力を育むための学習過程＞
・目指す資質・能力は単に何かを作るという活動では育成できない。
・技術の見方・考え方を働かせつつ，生活や社会における技術に関わる
問題を見いだして課題を設定し，解決方策が最適なものとなるよう設
計・計画し，製作・制作・育成を行い，その結果や解決過程を評価・改
善するという活動の中で効果的に育成できる。

・技術の見方・考え方に気付く，設計・計画，製作・制作・育成するた
めの知識・技能の習得が必要。

・技術分野の学びを，次の社会につなげることが必要。

２ 技術分野の改訂④ 学習過程を踏まえた学習活動

＜学習活動の例＞
家具や食器などの

身の回りの製品，家
屋，高層建築物，橋
梁などの建造物に用
いられている材料と
加工の技術や，日本
の伝統的な材料と加
工の技術の仕組み，
開発の経緯や意図を
調べる活動などを通
して

＜学習活動の例＞
生活や社会の中から見いだした問題を材料と加工の技術によって

解決する活動を通して

＜学習活動の例＞
(1)における材料

と加工の技術の見
方・考え方の気付き
や，(2)における材
料と加工の技術によ
る問題解決を踏まえ，
社会の発展のための
材料と加工の技術の
在り方や将来展望を
考える活動などを通
して

＜技術分野の目指す資質・能力を育むための学習過程と適切な題材＞

参考：技術分野の学習活動例（材料の技術）

○木材という材料は植物細胞が死骸化した多孔質な細胞組織となっており，この孔
に含まれる空気が断熱性を高めていることや，プラスチツクを同様の多孔質の組織
に変えることで，耐水性が高いというプラスチックの長所を残しつつ木材のような
断熱性ももつ発砲プラスチックという新しい材料を作ることができることを理解さ
せる。

○その上で，生活を便利にするための製品を開発するといった問題の解決に取り組
ませることで，様々な材料の中から製品を使用する状況に適した特性をもつものを
選択したり，必要な特性をもたせるために既存の材料の組織を変えたりするなどの
材料の技術についての知識を活用して課題を解決できる力を育成する。

○さらに，このような経験を基に，社会の発展に必要な新たな材料について考えさ
せることで，問題解決における自らの工夫と，発泡プラスチックのような既存の技
術，炭素原子を編み目のように結び付け筒状の組織とすることで鋼以上に丈夫で弾
性ももたせたカーボンナノチューなどの新素材に込められた工夫の共通点が見いだ
され，材料の技術の理解が深まるとともに，よりよい生活や持続可能な社会の構築
に向けて，材料の技術を工夫し創造していこうとする態度の育成にもつながる。

３ 指導の充実の視点１－① 主体的な学び

【主体的な学び】
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

＜技術・家庭科の主体的な学び＞
現在及び将来を見据えて，生活や社会の中から問題を見いだし課題を設

定し，見通しをもって解決に取り組むとともに，学習の過程を振り返って
実践を評価・改善して，新たな課題に主体的に取り組む態度を育む学びで
ある。
そのため，学習した内容を実際の生活で生かす場面を設定し，自分の生

活が家庭や地域社会と深く関わっていることを認識したり，自分が社会に
参画し貢献できる存在であることに気づいたりする活動に取り組むことな
どが考えられる。

学びに向かう力，人間性等



３ 指導の充実の視点１－② 対話的な学び

【対話的な学び】
子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考えを手掛かりに

考えることを通じ，自己の考えを広げ深める

＜技術・家庭科の対話的な学び＞
他者と対話したり協働したりする中で，自らの考えを明確にしたり，

広げ深める学びである。
なお，技術分野では，例えば，直接，他者との協働を伴わなくとも，

既製品の分解等の活動を通してその技術の開発者が設計に込めた意図を読
み取るといったことなども，対話的な学びとなる。

思考力，判断力，表現力等

３ 指導の充実の視点１－③ 深い学び

【深い学び】
習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教等の特質に応じた「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

思考力，判断力，表現力等知識及び技能 学びに向かう力，人間性等

＜技術・家庭科の深い学び＞
生徒が，生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し，その解決に向けた

解決策の検討，計画，実践，評価・改善といった一連の学習活動の中で，生活の営
みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせながら課題の解決に向けて自
分の考えを構想したり，表現したりして，資質・能力を獲得する学びである。

このような学びを通して，生活や技術に関する事実的知識が概念的知識として質
的に高まったり，技能の習熟・定着が図られたりする。また，このような学びの中
で「対話的な学び」や「主体的な学び」を充実させることによって，技術・家庭科
が目指す思考力，判断カ，表現力等も豊かなものとなり，生活や技術についての課
題を解決するカや，生活や技術を工夫し創造しようとする態度も育まれている。

３ 指導の充実の視点１－④ 主体的・対話的で深い学び

＜技術分野の目指す資質・能力を育むための学習過程と主体的・対話的で深い学び＞

自ら解決したい，解決しなけれ

ばならないと思える課題
（主体的な学び）

学習活動を自ら振り返り意味付けたり，

身に付いた資質・能力を自覚
（主体的な学び）

既製品の分解等の活動を通し
てその技術の開発者が設計に込
めた意図を読み取る学習活動
（対話的な学び）

【設計・計画】
子供同士が対話し，それ

によって思考を広げ深めて
いく（対話的な学び）

示範や映像資料等によ
り，安全・適切な作業
に関する知識及び技能
の習得を図る
（一斉指導）

技術の見方・考え方を働かせる学習活動（深い学び）

参考：見方・考え方

○「見方・考え方」：新しい知識・技能を既に持っている知識・技能と結び付け

ながら社会の中で生きて働くものとして習得したり，思考力・判断力・表現力を

豊かなものとしたり，社会や世界にどのように関わるかの視座を形成したりする

ために重要なもの

＝教科等を学ぶ本質的な意義の中核となるもの

＝学校教育における教科等の教育と社会をつなぐもの

〇「見方・考え方」と「資質・能力」：相互関係

・既に身に付けた資質・能力の三つの柱によって支えられた「見方・考え方」が

，習得・活用・探究という学びの過程の中で働くことを通じて，資質・能カがさ

らに伸ばされたり，新たな資質・能力が育まれたりし，

・それによって「見方・考え方」が更に豊かなものになる

く技術の見方・考え方＞
生活や社会における事象を，技術との関わりの視点で捉え，社会からの要

求，安全性，環境負荷や経済性等に着目して技術を最適化すること。



３ 指導の充実の視点２ カリキュラム・マネジメント

＜これからの「カリキュラム・マネジメント」＞

①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校目標を踏まえた教科等横断的な

視点で，その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。

②教科内容の質的向上に向けて，子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各

種データ等に基づき，教育課程を編成し，実施し，評価して改善を図る一連のＰＤ

ＣＡサイクルを確立すること。

③教育内容と教育活動に必要な人的・物的資源等を，地域等の外部の資源も含め

て活用しながら効果的に組み合わせること。

教科等を学ぶ本質的な意義を大切にしつつ，教科等間の相互の連携を図
ることによって，それぞれ単独では生み出し得ない教育効果をもたらす教
育課程とする。

３ 指導の充実の視点２ カリキュラム・マネジメント

■よりよい技術分野の教育を行うための教科等の連携の検討

①関係する教科等の資質・能力から，関連する資質・能力を抽出。

②教科等の学習活動や題材・教材も検討

③技術分野の指導計画を元に，他教科の指導計画を配置し，指導の順序は適切か，

育成した資質・能力を活用できないかどうかを検討

各

教

科

等

学年・時期

１ 年 ２ 年

４月 ５月 ・・・ ３月 ４月 ５月

技術分野 Ｂ 生物育成 Ａ 材料と加工 Ｄ 情報

理科 ○ ○ ○ △△

数学 ○ ○ ○△ ○○

社会 ○○ ○

道徳科 ○ ○ ○

総合 □△ △□

社会から問
題を見いだす
場面等で社会
科との連携に
も配慮

知識以外の
連携に配慮

４ 配慮すべき事項 環境整備① より良い授業を行うことのできる環境整備

＜技術分野の目指す資質・能力を育むための学習過程と適切な題材＞

４ 配慮すべき事項 環境整備② 学習活動に応じた教材

＜学習活動の例＞
家具や食器などの

身の回りの製品，家
屋，高層建築物，橋
梁などの建造物に用
いられている材料と
加工の技術や，日本
の伝統的な材料と加
工の技術の仕組み，
開発の経緯や意図を
調べる活動などを通
して

＜学習活動の例＞
生活や社会の中から見いだした問題を材料と加工の技術によって

解決する活動を通して

＜学習活動の例＞
(1)における材料

と加工の技術の見
方・考え方の気付き
や，(2)における材
料と加工の技術によ
る問題解決を踏まえ，
社会の発展のための
材料と加工の技術の
在り方や将来展望を
考える活動などを通
して

技術の仕組み，開発の経緯を読
み取るための教材
分解用機器 映像資料等

効率的，安全な作業のための
加工用機器

小型のボール盤をグループ分

内容の取扱い(6)ウ
第３学年で取り上げる内容では，これ

までの学習を踏まえた統合的な問題に
ついて扱う。



学習指導要領等における記述の内容

内
容
Ａ

(2）ア・内容の取扱い（1）イ
製作に必要な図については，主として等角図及び第三角法による図法を扱うことを規定。

＜解説＞(2）皮膚を露出しない作業着などを着用させたり，作業内容に応じて防塵眼鏡，防塵マス
ク，手袋などの適切な保護具を着けさせたりする。また，必要に応じて機器に集塵機を取り付ける
など，衛生にも配慮する。

＜解説＞(2）課題の解決策を具体化する際には，３ＤＣＡＤや３Ｄプリンターを活用して試作させ
ることも考えられる。

学習指導要領等における記述の内容

内
容
Ｂ

(1)ア・内容の取り扱い(2)ア
基礎的な生物育成の技術として，作物の栽培，動物の飼育及び水産生物の栽培のいずれも扱うこ

とを規定。

(2）イ
問題を見いだして課題を設定し，育成環境の調整方法を構想して育成計画を立てるとともに，

栽培又は飼育の過程や結果の評価，改善及び修正について考えること。

内容の取扱い(2)イ
地域固有の生態系に影響を及ぼすことのないように留意するとともに，薬品を使用する場合には，

使用上の基準及び注意事項を遵守させること。

４ 配慮すべき事項 環境整備③ 内容Ａ 材料と加工の技術

４ 配慮すべき事項 環境整備④ 内容Ｂ 生物育成の技術

学習指導要領等における記述の内容

内
容
Ｃ

＜解説＞(1）電気機器や機械製品の分解・組立て，保守点検等の作業においてねじ回し，スパナな
どの工具を使用する場合には，ねじの大きさに合ったものを選ばせ，作業の順序や力配分が大切で
あることを知らせるとともに，実際に使用する電気機器や機械製品の保守点検は，製造者の認める
範囲で行わせることとし，安全に十分配慮する。

＜解説＞(2) 製作品の製作及び使用に当たっては，火傷や感電事故，火災などの防止に十分分に注
意させるとともに，定期的な点検を行わせるよう配慮することも必要である。

＜解説＞(2)この学習でＬＥＤ，太陽光発電パネル，トランジスタ等の半導体素子，コンデンサ等
の部品，昇圧回路や各種センサ等のモジュールを用いる場合，動作原理についての深入りは避け，
必要に応じて(1)のアと関連付けてその働きや用途等を知らせ，電気回路の改良，応用に活用させ
るように配慮する。

４ 配慮すべき事項 環境整備⑤ 内容Ｃ エネルギー変換の技術

学習指導要領等における記述の内容

内
容
Ｄ

(1)ア・内容の取扱い（4)ア
情報セキュリティー等に関わる基礎的な技術の仕組み，社会におけるサイバーセキュリティーの

重要性について扱うことを規定。

＜解説＞(1)情報の技術は使い方次第で，いわゆる「ネット依存」などの問題が発生する危険性が
あることや，コンピュータウイルスやハッキング等，情報の技術の悪用が社会に多大な経済的・精
神的な損害を与えていることについても扱うこと。

＜解説＞(1) 情報通信ネットワーク上で根拠の不明確な情報が拡散することで，当事者が不利益を
被るといったいわゆる「風評被害」など，情報の発信に伴って発生する可能性のある問題を取り上
げ，情報通信ネットワークに情報を発信する前にその真偽を確認し，曖昧な情報はむやみに拡散す
ることのないようにするといった発信者として担うべき責任についても指導する。

(2)
ディジタル作品の設計と製作を，コンテンツに関するプログラミングによる問題の解決に変更。

このプログラミングに関して，ネットワークの活用及び双方向をもつものとすることを規定。

(3)
計測・制御のプログラミングにより問題を解決する際に，計測・制御システムを構想することを

規定。

４ 配慮すべき事項 環境整備⑤ 内容Ｃ エネルギー変換の技術 参考：内容「Ｄ情報の技術」の改訂の意図 小学校における学習の発展


