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国、社会の動向について

分野 国、社会の動向 第 4次計画策定にあたっての視点 頁

教育行政 
①教育基本法の公布・施行（H18.12.22） 未来を切り拓く教育 ２

②第３期教育振興基本計画の閣議決定（H30.6） 教育政策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 ３ 

学校教育 

③新学習指導要領の全面施行（小学校 R2 、中学校 R3 ） 未来の創り手となるために必要な 
資質・能力を育む ４ 

④新しい時代の初等中等教育の在り方について（諮問） 
（H31.4.17）

Society5.0 時代の教育・学校・教師
の在り方 ５ 

⑤「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（中間まと
め）（R2.10.7） 「令和の日本型学校教育」の構築 6

⑥OECD 教育 2030 の公表（H30.2） 生き延びる力 8
⑦Society 5.0 に向けた人材育成  社会が変わる、学び
が変わる （H30.6.5） 公正に個別最適化された学び 9 

⑧経済産業省「未来の教室」と EdTech 研究会第１次提言
（H30.6） STEAM 教育 10

⑨特別の教科 道徳の全面実施（小学校 H30 、中学校 H31 ） 考え、議論する道徳科 11
⑩学校図書館法の一部を改正する法律の公布について（通
知）（H26.7.29） 学校司書の配置 12

⑪いじめ防止等のための基本的な方針の改定（H29.3.16）心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う 13
⑫不登校児童生徒への支援の在り方について（通知） 
（R1.10.25） 児童生徒へのきめ細やかな指導・支援 14

⑬子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行（H26.1.17） 夢や希望を持つことのできる社会の構築 16⑭子供の貧困対策に関する大綱(R1.11.29 閣議決定) 17
⑮障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施
行（H28.4）

人格と個性を尊重し合いながら 
共生する社会の実現 18

⑯教育と福祉の一層の連携等の推進について（通知） 
（H30.5.24） 行政分野を超えた切れ目のない連携 19

⑰外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関す
る指針（R2.7.1）

外国人の子供に対する就学機会の 
提供 20

⑱新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体
制の構築のための学校における働き方改革に関する総
合的な方策について（答申）（H31.1.25）

学校教育の維持・向上に向けた 
働き方改革 22

教育環境 

⑲学校における ICT 環境整備の在り方に関する有識者会
議最終まとめ（H29.8）

これからの学習活動を支える 
ICT 環境 23

⑳新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まと
め）（R1.6.25）

「誰一人取り残すことのない、公正に
個別最適化された学び」の実現 24

GIGA スクール構想の加速による学びの保障（R2.4.27）資質・能力を確実に育成できる教育環境の実現 25
第２次学校安全の推進に関する計画の閣議決定 
（H29.3.24） 児童生徒等の安全の確保 26

社会教育 

 人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の
振興方策について（答申）（H30.12.21）

「社会教育」を基盤とした、人づく
り・つながりづくり・地域づくり 27

第 10期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の
整理（R2.9）

新しい時代の学びと 
「命を守る」生涯学習・社会教育 28

別冊１
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① 教育基本法の公布・施行（H18.12.22）
概  要 我が国の教育や教育制度全体を通じる基本理念と基本原理を明らかにすること、未来を切り拓く教育の基

本を確立し、その振興を図ることを目的として制定された法律で、教育関係諸法令制定の根拠となる教育
の基本を確立する重要な法律である。平成 18 年に、新しい時代の教育理念を明示し、社会全体で教育改
革を進めるため、約 60年ぶりに改正された。

具体的な 
内容 

（教育の目的） 
第一条 教育は、人格の完成を目指し、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を期して行われなければならない。 
（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。 
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健や
かな身体を養うこと。 
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職
業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社
会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 
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。 
（生涯学習の理念） 
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、
あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会
の実現が図られなければならない。 
（教育の機会均等） 
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、
信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 
２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教
育上必要な支援を講じなければならない。 
３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、
奨学の措置を講じなければならない。 
（義務教育） 
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる
基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行わ
れるものとする。 
３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相
互の協力の下、その実施に責任を負う。 
４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 
（学校教育） 
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人
のみが、これを設置することができる。 
２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系
的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上
で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなけれ
ばならない。

ポイント ○知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間 
○公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民 
○我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人
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② 第３期教育振興基本計画の閣議決定（H30.6）
概  要 教育基本法の理念を踏まえ、第２期教育振興基本計画において掲げた「自立」「協働」「創造」の３

つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き継ぎつつ、2030 年以降
の社会の変化を見据えた教育政策の在り方を示すもの。

具体的な 
内容 

＜個人と社会の目指すべき姿＞ 
個人 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
社会 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
＜教育政策の重点事項＞ 
○「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 
＜今後５年間の教育政策の目標＞ 

ポイント ○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 
○社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成 
○生涯学び、活躍できる環境の整備 
○誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネット構築 
○教育政策推進のための基盤の整備
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③ 新学習指導要領の全面施行（小学校 R2 、中学校 R3 ）
概  要 グローバル化や人工知能・AI などの技術革新が急速に進み、予測困難なこれからの時代において、

子供たちには自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動し、よりよい社会や人生
を切り拓いていく力が求められる。学校での学びを通じ、子供たちがそのような「生きる力」を育
むために、学習指導要領が約 10 年ぶりに改訂され、2020 年度より小学校から順に実施される。小
学校中学年から「外国語教育」を導入、小学校における「プログラミング教育」を必修化するなど
社会の変化を見据えた新たな学びへと進化する。

具体的な 
内容 

＜学習指導要領改訂の方向性＞ 

＜これからの教育課程の理念＞ 
○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学校と社会とが共有し、それぞれの
学校において、必要な教育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
にするのかを明確にしながら、社会との連携・協働によりその実現を図っていく。 

（社会に開かれた教育課程） 
①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を創るという目
標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。 

②これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自分の人生を
切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいく
こと。 

③教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社
会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連
携しながら実現させること。
＜教育内容の主な改善事項＞ 
○言語能力の確実な育成      ○外国語教育の充実 
○理数教育の充実         ○情報活用能力（プログラミング教育を含む） 
○伝統や文化に関する教育の充実 ○現代的諸課題への対応 ○体験活動の充実

ポイント ○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  
○思考力・判断力・表現力等の育成
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④ 新しい時代の初等中等教育の在り方について（諮問）（H31.4.17）
概  要 今後の社会状況の変化を見据え、初等中等教育の現状及び課題を踏まえ、これからの初等中等教育

の在り方について総合的に検討するため、平成 31 年 4月 17 日に、文部科学大臣より中央教育審議
会へ「新しい時代の初等中等教育の在り方」について諮問が行われた。

具体的な 
内容 

＜Society 5.0 時代の教育・学校・教師の在り方＞ 
○Society 5.0 時代には、①読解力や情報活用能力、②教科固有の見方・考え方を働かせて自分の頭で考え
て表現する力、③対話や協働を通じて知識やアイディアを共有し新しい解や納得解を生み出す力等が必要
○教師を支援するツールとして先端技術を活用し、①地理的制約を超えた多様な他者との協働的な学び、②
一人一人の能力、適性等に応じた学び、③子供たちの意欲を高めやりたいことを深められる学びを実現 
○子供たちの学びの変化に応じた資質・能力を有する教師、多様性があり、変化にも柔軟に対応できる教師集団
○「チームとしての学校」の推進 
＜中央教育審議会における審議事項＞ 
１．新時代に対応した義務教育の在り方 
○基礎的読解力などの基盤的な学力の確実な定着に向けた方策 
○義務教育９年間を見通した児童生徒の発達の段階に応じた学級担任制と教科担任制の在り方や、習熟度別
指導の在り方など今後の指導体制の在り方 
○年間授業時数や標準的な授業時間等の在り方を含む教育課程の在り方 
○障害のある者を含む特別な配慮を要する児童生徒に対する指導及び支援の在り方など、児童生徒一人一人
の能力、適性等に応じた指導の在り方  等 
２．新時代に対応した高等学校教育の在り方 
○普通科改革など各学科の在り方 
○文系・理系にかかわらず様々な科目を学ぶことや、STEAM教育の推進 
○時代の変化・役割の変化に応じた定時制・通信制課程の在り方 
○地域社会や高等教育機関との協働による教育の在り方  等 
３．増加する外国人児童生徒等への教育の在り方 
○外国人児童生徒等の就学機会の確保、教育相談等の包括的支援の在り方 
○公立学校における外国人児童生徒等に対する指導体制の確保 
○日本の生活や文化に関する教育、母語の指導、異文化理解や多文化共生の考え方に基づく教育の在り方  等
４．これからの時代に応じた教師の在り方や教育環境の整備等 
○児童生徒等に求められる資質・能力を育成することができる教師の在り方 
○義務教育９年間を学級担任制を重視する段階と教科担任制を重視する段階に捉え直すことのできる教職員
配置や教員免許制度の在り方 
○教員養成・免許・採用・研修・勤務環境・人事計画等の在り方 
○免許更新講習と研修等の位置付けの在り方など教員免許更新制の実質化 
○多様な背景を持つ人材によって教職員組織を構成できるようにするための免許制度や教員の養成・採用・
研修・勤務環境の在り方 
○特別な配慮を要する児童生徒等への指導など特定の課題に関する教師の専門性向上のための仕組みの構築 
○幼児教育の無償化を踏まえた幼児教育の質の向上 
○義務教育をすべての児童生徒等に実質的に保障するための方策 
○いじめの重大事態、虐待事案に適切に対応するための方策 
○学校の小規模化を踏まえた自治体間の連携等を含めた学校運営の在り方 
○教職員や専門的人材の配置、ICT 環境や先端技術の活用を含む条件整備の在り方 等

ポイント ○新時代に対応した義務教育の在り方     ○新時代に対応した高等学校教育の在り方 
○増加する外国人児童生徒等への教育の在り方 ○これからの時代に応じた教師の在り方や教育環境の整備等
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⑤「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（中間まとめ）（R2.10.7）
概  要 学校における働き方改革や、GIGA スクール構想の実現といった動きも加速・充実させ、新学習指導

要領を着実に実施しながら、従来の日本型学校教育を発展させた新しい時代の学校教育を実現する
必要があることから、2020 年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿を示すとともに、
その構築に向けた今後の方向性を示している。

具体的な 
内容 

＜2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿＞ 
○個別最適な学び（「個に応じた指導」（指導の個別化と学習の個性化）を学習者側の視点から整理
した概念） 

●指導の個別化 
⇒基礎的・基本的な知識等を確実に習得させるため、ICT の活用や専門性の高い教師によるより支
援が必要な児童生徒へのより重点的な指導などによる効果的な指導 

⇒子供たち一人一人の特性や学習進度等に応じ、指導方法・教材等の柔軟な提供・設定を行うとと
もに、自らの学習を調整しながら粘り強く取り組む態度を育成 

●学習の個性化 
⇒基礎的・基本的な知識・技能や情報活用能力等の学習の基盤となる資質・能力等を土台として、
専門性の高い教師による個々の子供に応じた学習活動の提供 

⇒自ら学習を調整するなどしながら、その子供ならではの課題の設定、子供自身による情報の収集、
整理・分析、まとめ・表現を行う等、主体的に学習を最適化することを教師が促す 

○協働的な学び 
⇒知・徳・体を一体的に育むため、教師と児童生徒の関わり合いや児童生徒同士の関わり合いなど
様々な場面でのリアルな体験を通じた学びや ICT の活用による他の学校の子供たちとの学び合い
など 

⇒学校ならではの協働的な学び合いや、地域の方々をはじめ多様な他者と協働した探究的な学びな
どを通じ、持続可能な社会の創り手として必要な資質・能力を育成 

○子供の学び 
●幼児教育 
⇒小学校との円滑な接続、質の評価を通じ PDCA サイクルの構築等により、質の高い教育を提供 
⇒身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で達成感を味わいながら、全ての幼児が健や
かに育つことができる 

●義務教育 
⇒先端技術の活用等による資質・能力の確実な育成、一人一人の興味・関心等に応じ意欲を高めや
りたいことを深められる学びの提供 

⇒学校ならではの協働的な学び合い、多様な他者と協働した探究的な学びなどを通じ、地域の構成
員の一人としての意識を育成 

⇒生活や学びにわたる課題（虐待等）の早期発見等による安全・安心な学び 
●高等学校教育 
⇒社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力や、社会の形成に主体的に参画するた
めの資質・能力が育まれる 

⇒地方公共団体、企業、高等教育機関、国際機関、NPO 等の多様な関係機関との連携・協働による
地域・社会の課題解決に向けた学び 

⇒多様な子供たち一人一人に応じた探究的な学びや、STEAM 教育など実社会での課題解決に生かし
ていくための教科等横断的な学び 

○教職員の姿 
⇒教師が学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続け、子供た
ち一人一人の学びを最大限に引き出す役割を果たしている
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⇒多様な人材の確保や教師の資質・能力の向上により質の高い教職員集団が実現し、多様なスタッ
フ等とチームとなり、校長のリーダーシップの下、家庭や地域と連携しつつ学校が運営されてい
る 

⇒働き方改革の実現により教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され、志望者が増加し、
教師自身も志気を高め、誇りを持って働くことができている 

○子供の学びや教職員を支える環境 
⇒小中高における 1人 1 台端末環境実現、デジタル教科書等の先端技術や教育ビッグデータを活用
できる環境の整備等による指導・支援の充実、校務の効率化等 

⇒災害や感染症発生時でも不安なく学習継続できる学校施設の整備、教職員配置の在り方も含めた
新しい時代の学びの環境整備 

⇒小中連携、学校施設の複合化・共用化等の促進を通じた魅力的な教育環境の実現 

＜「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性＞ 
●これまで日本型学校教育が果たしてきた、①学習機会と学力の保障、②社会の形成者としての全
人的な発達・成長の保障、③安全安心な居場所・セーフティネットとしての身体的、精神的な健
康の保障を学校教育の本質的な役割として重視し、継承していく 

●教職員定数、専門スタッフの拡充等の人的資源、ICT 環境や学校施設の整備等の物的資源を十分
に供給・支援することが国に求められる役割である 

●一斉授業か個別学習か、履修主義か修得主義か、デジタルかアナログか、遠隔・オンラインか対
面・オフラインかといった「二項対立」の陥穽に陥らず、教育の質の向上のために、発達の段階
や学習場面等により、どちらの良さも適切に組み合わせて活かしていく 

＜全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現のための改革の
方向性＞ 

①学校教育の質と多様性、包摂性を高め、教育の機会均等を実現する 
②連携・分担による学校マネジメントを実現する 
③これまでの実践と ICT の最適な組合せを実現する 
④履修主義・修得主義等を適切に組み合わせる 
⑤感染症や災害の発生等を乗り越えて学びを保障する 
⑥社会構造の変化の中で、持続的な魅力ある学校教育を実現する

ポイント ○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の実現 
○学校教育の質と多様性、包摂性の向上、教育の機会均等の実現 
○連携・分担による学校マネジメントの実現 
○これまでの実践と ICT の最適な組合せの実現 
○履修主義・修得主義等の適切な組み合わせ 
○感染症や災害の発生等を乗り越えた学びの保障 
○社会構造の変化の中での持続的な魅力ある学校教育の実現
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⑥ OECD教育 2030の公表（H30.2）
概  要 OECDは平成30年２月16日に、「ＯＥＣＤ ＬｅａｒｎｉｎｇＦｒａｍｅｗｏｒｋ2030」

(2030 年に向けた学習枠組み)を発表した。これは、教育制度の将来に向けたビジョンと
それを支える原則を示すものである。この学習枠組みは、OECD が各国に対して処方箋を
示すものではなく、あくまでも方向性を示すものであるとされる。

具体的な 
内容 

＜生き延びる力＞ 
○新しい価値を創造する力（Ｃｒｅａｔｉｎｇ ｎｅｗ ｖａｌｕｅ） 新しい製品やサービス、
新しい社会モデルを他者と協力して産み出す力。適応性、創造性、好奇心、他者をオープンに受
け入れる心 

○緊張とジレンマの調整力（Ｒｅｃｏｎｃｉｌｉｎｇ ｔｅｎｓｉｏｎｓ ａｎｄ ｄｉｌｅｍｍ
ａｓ） 平等と自由、自立性と地域利益、変革と継続性など様々な競合する需要間のバランスを
とる力 

○責任をとる力（Ｔａｋｉｎｇ ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ） 自らの行動の将来の結末を考
慮する力、自分の仕事の成果について責任をもって説明できる力、自ら評価できる力。自己効力
感、責任感、問題解決能力、適応能力など。 
＜21世紀型スキル＝次の４領域10スキル＞ 
○思考法（Ways of Thinking） 
①創造力とイノベーション 
②批判的思考、問題解決、意思決定 
③学びの学習、メタ認知（認知プロセスに関する知識） 

○仕事の方法（Ways of Working） 
④情報リテラシー 
⑤情報通信技術に関するリテラシー（ＩＣＴリテラシー） 

○仕事のツール（Tools for Working） 
⑥コミュニケーション 
⑦コラボレーション（チームワーク） 

○社会生活（Skills for Living in the World） 
⑧地域と国際社会での市民性 
⑨人生とキャリア設計 
⑩個人と社会における責任（文化的差異の認識および受容能力含） 

＜キー・コンピテンシー＞ 
○言語、シンボル、テクストを活用する能力 
○知識や情報を活用する能力 
○テクノロジーを活用する能力 
○他人と円滑に人間関係を構築する能力 
○利害の対立を御し、解決する能力 
○大局的に行動する能力 
○人生設計や個人の計画を作り実行する能力 
○権利、利害、責任、限界、ニーズを表明する能力

ポイント ○新しい価値を創造する力 
○緊張とジレンマの調整力 
○責任をとる力
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⑦ Society5.0に向けた人材育成  社会が変わる、学びが変わる （H30.6.5）
概  要 Society 5.0 は、人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things（IoT）、ロボティクス等の先

端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ、社会の在り方そのものが「非連続的」
と言えるほど劇的に変わることを示唆するものであり、第５期科学技術基本計画（平成 28 年 1 月
22 日閣議決定）で提唱された社会の姿である。 
Society 5.0 の実現に向け、広く国民にはどのような能力が必要か、また、社会を創造し先導する
ためにどのような人材が必要かについて議論され、Society 5.0 の社会像や求められる人材像などに
関する整理、取りまとめを行っている。

具体的な 
内容 

＜Society 5.0 の社会像・求められる人材像、学びの在り方＞ 

＜新たな時代に向けた学びの変革、取り組むべき施策＞ 
○「公正に個別最適化された学び」を実現する多様な学習の機会と場の提供 
①学習の個別最適化や異年齢・異学年など多様な協働学習のためのパイロット事業の展開 
②スタディ・ログ等を蓄積した学びのポートフォリオの活用 
③EdTech とビッグデータを活用した教育の質の向上、学習環境の整備充実 

○基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的な学力や情報活用能力をすべての児童生徒が習得 
①新学習指導要領の確実な習得 
②情報活用能力の習得 
③基盤的な学力を確実に定着させるための学校の指導体制の確立、教員免許制度の改善 

○文理分断からの脱却 
①文理両方を学ぶ高大接続改革 
②地域の良さを学びコミュニティを支える人材の育成

ポイント ○「公正に個別最適化された学び」を実現する多様な学習の機会と場の提供 
○基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的な学力や情報活用能力をすべての児童生徒が習得 
○文理分断からの脱却
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⑧ 経済産業省「未来の教室」と EdTech研究会第１次提言（H30.6）
概  要 第 1 次提言では、全 4回の研究会と全 5回のワークショップにおいて議論した内容を踏まえ、委員・

専門委員、現役の中学生・高校性・大学生たちの考える 2030 年頃には「日本全国でこんな学び方
が当たり前になっていてほしい」と考えるイメージについて、問題意識と理想を束ねた「ラフ・ス
ケッチ」を描くとともに、EdTech を用いて世界各国で急速に進む教育イノベーションの動向や、日
本でこうした学び方を実現するために解決が必要になる諸課題を並べたものである。

具体的な 
内容 

＜「未来の教室」と EdTech 研究会 第１次提言のポイント＞ 
○学習者が学び方をデザインする「学びの社会システム」 

①幼児期から「５０センチ革命×越境×試行錯誤」を始める 
②どんな環境でも、「ワクワク」（遊び、不思議、社会課題、一流、先端）に出会える 
③「自分に最適な、世界水準のプログラム」と「自分に合う先生」を幅広く選べる 
④探究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（STEAM)で文理融合の知を使い、社会課題・身近な課題解決に試行錯誤 
⑤常識・ルール・通説・教科書の記述等への「挑戦」を、(失敗も含め)「学び」と呼ぶようになる 
⑥教科学習は個別最適化され、「もっと短時間で効果的な学び方」が可能になる 
⑦「学力」「教科」「学年」「時間数」「卒業」等の概念は希釈化され、学びの自由度が増す 
⑧「先生」の役割は多様化（教える先生、「思考の補助線」を引く先生、寄り添う先生） 
⑨EdTech が「教室を科学」し、教室は「学びの生産性」をカイゼンするClass Lab になる 
⑩社会とシームレスな「小さな学校」に（民間教育・先端研究と協働、企業CSR/CSV が集中） 
○EdTech が民間教育・公教育の姿を変え、世界・地域社会・産業界・先端研究と繋ぐ 
誰でも、いつでも、どこでも（離島・山間部でも、自宅にいても学校にいても）、データに基づく、
個別最適化された、質の高い学びが可能になる。 
・講義動画で「カリスマ講師の講義」、MOOCs で「世界の一流の講義」に触れ、AI が導いてくれ
る「学ぶべきポイント」を効率よく学べる 
・社会課題や先端研究課題に触れ、プログラミングや VR 等を活用し、文理融合の探究プロジェ
クト（STEM/STEAM）が可能になる など 

○主要経済国の教育イノベーション 
【米】STEM・EdTech 重視の教育政策 
・ハイテク企業や先端研究所が提供する実践的 STEM/STEAMプログラム多数 
・学習データをAI で解析し、学習の個別最適化を進める実験校(Alt school) 

【蘭】文理融合と個別最適化 
・理科・社会科の区別のない総合学習（ｲｴﾅﾌﾟﾗﾝ校） 
・１日の 1/3 は iPad で算数や言語の自習（ｽﾃｨｰﾌﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾞｽｸｰﾙ）など

ポイント ○「ワクワク・意欲・志」との出会い 
○探究プロジェクト(STEM/STEAM) 
○教科学習(個別最適化)
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⑨ 特別の教科 道徳の全面実施（小学校 H30 、中学校 H31 ）
概  要 将来の変化を予測することが困難な時代を迎え、よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出していくことが

重要となり、そのために必要な資質・能力を養うために、道徳教育はこれまで以上に重要な役割を果たす
ことが期待されている中、これまでの道徳の時間については、「読み物の登場人物の心情理解のみに偏っ
た授業」「決まりきった答えを言わせたり書かせたりする授業」が多いという課題も指摘もされてきた。
こうした中、平成 27 年 3 月に小学校及び中学校の学習指導要領等を改正し、これまでの「道徳の時間」
が新たに「特別の教科 道徳」と位置づけられることとなった。

具体的な 
内容 

＜道徳の時間の課題例＞ 
○「道徳の時間」は、各教科等に比べて軽視されがち 
○読み物の登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指導 
○発達の段階などを十分に踏まえず、児童生徒に望ましいと思われる分かりきったことを言わせたり書か
せたりする授業 

＜学習指導要領の一部改正のポイント＞ 
○道徳科に検定教科書を導入 
○内容について、いじめの問題への対応の充実や発達の段階をより一層踏まえた体系的なものに改善 
○「個性の伸長」「相互理解、寛容」「公正、公平、社会正義」「国際理解、国際親善」「よりよく生きる喜
び」の内容項目を小学校に追加 

○問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ、指導方法を工夫 
○数値評価ではなく、児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を把握し、記述による評価を実施 

ポイント ○問題解決的な学習や体験的な学習 ○児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を把握
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⑩ 学校図書館法の一部を改正する法律の公布について（通知）（H26.7.29）
概  要 「学校図書館法の一部を改正する法律」（以下「改正法」という。）が平成 26 年 6 月 27 日法律第

93 号をもって公布された。 
この法律改正は、学校教育における言語活動や探求的な活動，読書活動等の充実のための学校図書
館の重要性が一層高まっていることに鑑み、学校図書館の運営の改善・向上を図り、児童又は生徒
及び教員による学校図書館の利活用の一層の促進に資するため、学校司書を置くよう努めるものと
すること等とするもの。

具体的な 
内容 

＜改正法の趣旨＞ 
学校教育において、児童生徒の確かな学力の育成には、言語活動や探求的な学習の充実が必要であ
り、同時に読書活動等を通じて児童生徒の豊かな人間性を形成していくことが求められている。こ
れらの活動の充実のためには、学校図書館が利活用できるよう整備を進めることが重要である。 
改正法は、この重要性に鑑み、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童生徒及び教員による
利用の一層の促進に資するため、司書教諭等と連携しながら、その機能向上の役割を担う専ら学校
図書館の事務に従事する職員を学校司書として位置付け、これを学校に置くように努めること等に
ついて定めるものである。 
＜改正法の概要＞ 
○学校司書に関すること（第 6条関係） 
（1）学校には、司書教諭のほか学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員に
よる学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員（以下
「学校司書」という。）を置くよう努めなければならないこととした。（第 1項関係） 

（2）国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を
講ずるよう努めなければならないこととした。（第 2項関係） 

○施行期日等（附則関係） 
（1）国は、学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この
法律の施行後速やかに、施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在
り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。（附則第 2項関
係） 

（2）この法律は、平成 27 年 4月 1日から施行することとした。（附則第1項関係） 
＜留意事項＞ 
○学校司書の配置については、学校図書館における教育の充実の観点からこれまで自主的に取組が
進められてきており、これを踏まえ平成 24 年度より、地方交付税措置が講じられているところ。
ついては、今回法改正が行われたことに鑑み、引き続き必要な学校司書の配置に努めるよう留意
すること。 

○学校司書については、その資質能力の向上等に努めることが必要であり、また、その専門性等が
一層発揮できるよう、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境への配慮が重要である
こと。 

○司書教諭については、平成 9 年の本法改正により 11 学級以下の学校においては当分の間置かな
いことができるとされているが、学校図書館における司書教諭の職務の重要性に鑑み、司書教諭
有資格者の確保及びその発令をより一層計画的に推進し、これらの学校においても司書教諭の設
置がなされるよう引き続き努めること。 

○多くの司書教諭が学級担任等を兼務している現状に鑑み、司書教諭がその職責を十分果たせるよ
う、担当授業時間数の軽減等の校務分掌上の工夫等を図ること。

ポイント ○児童生徒及び教員による学校図書館の利用促進 
○学校司書配置の義務化 ○学校司書の資質の向上
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⑪ いじめの防止等のための基本的な方針の改定（H29.3.16）
概  要 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及

び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそ
れがあるものである。 
児童生徒の尊厳を保持する目的の下、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の
連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、文
部科学大臣は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するもの。

具体的な 
内容 

＜いじめの防止等の対策に関する基本理念＞ 
○いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が
安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじ
めが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

○また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじ
めの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない
行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならな
い。 

○加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に
重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携
の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 
＜学校の設置者として実施すべき施策＞ 
○児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが、
いじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実 

○当該学校に在籍する児童生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論すること等のいじめの
防止に資する活動に対する支援、当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者並びに当該学校の
教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措
置を講ずる。 

○いじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒に対する定期的なアンケート調査、
個人面談その他の必要な措置を講ずる。また、学校の設置者として、その設置する学校における
アンケート調査、個人面談の取組状況を把握しておく。 

○当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行う
ことができるようにするため、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置、弁
護士等の専門家の派遣、人権擁護機関等の関係機関との連携等の体制整備を図る。生徒指導専任
教員の配置を含む、いじめに適切に対応できる学校指導体制の整備を推進するとともに、部活動
休養日の設定、部活動指導員の配置、教員が行う業務の明確化を含む教職員の業務負担の軽減を
図る。 

○当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防
止等のための対策に関する資質能力の向上に必要な措置を講ずる。全ての教職員の共通理解を図
るため、年に複数回、いじめの問題に関する校内研修を実施するよう、取組を促す。 

○当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名
性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネット上のいじ
めを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対する、必要な啓発活動を
実施する。

ポイント ○道徳教育及び体験活動等の充実  ○いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発 
○いじめの早期発見 ○いじめに適切に対応できる学校指導体制の整備 
○いじめ防止等のための対策に関する資質能力の向上 ○インターネット上のいじめを防止
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⑫ 不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）（R1.10.25）
概  要 不登校児童生徒への支援については、関係者において様々な努力がなされ、児童生徒の社会的自立

に向けた支援が行われてきたところであるが、不登校児童生徒数は依然として高水準で推移してお
り、生徒指導上の喫緊の課題となっている。 
本通知は、過去の不登校施策に関する通知における不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いに係る
記述について、法や基本指針の趣旨との関係性について誤解を生じるおそれがあるとの指摘があっ
たことから、当該記述を含め、これまでの不登校施策に関する通知について改めて整理し、まとめ
たものである。

具体的な 
内容 

＜不登校児童生徒への支援の視点＞ 
○不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生
徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること。また、児童
生徒によっては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一
方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。
＜不登校が生じないような学校づくり＞ 
1．魅力あるよりよい学校づくり 
児童生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立ち、児童生徒が不登校にならない、魅力ある
学校づくりを目指すことが重要であること。 
2．いじめ、暴力行為等問題行動を許さない学校づくり 
いじめや暴力行為を許さない学校づくり、問題行動へのき然とした対応が大切であること。また教
職員による体罰や暴言等、不適切な言動や指導は許されず、教職員の不適切な言動や指導が不登校
の原因となっている場合は、懲戒処分も含めた厳正な対応が必要であること。 
3．児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施 
学業のつまずきから学校へ通うことが苦痛になる等、学業の不振が不登校のきっかけの一つとなっ
ていることから、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、指導方法や指導体制
を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ることが望まれること。 
4．保護者・地域住民等の連携・協働体制の構築 
社会総掛かりで児童生徒を育んでいくため、学校、家庭及び地域等との連携・協働体制を構築する
ことが重要であること。 
5．将来の社会的自立に向けた生活習慣づくり 
児童生徒が将来の社会的自立に向けて、主体的に生活をコントロールする力を身に付けることがで
きるよう、学校や地域における取組を推進することが重要であること。 
＜学校等の取組を支援するための教育条件等の整備等＞ 
1．教員の資質向上 
教育委員会における教員の採用・研修を通じた資質向上のための取組は不登校への適切な対応に資
する重要な取組であり、初任者研修を始めとする教職経験に応じた研修、生徒指導・教育相談とい
った専門的な研修、管理職や生徒指導主事を対象とする研修などの体系化とプログラムの一層の充
実を図り、不登校に関する知識や理解、児童生徒に対する理解、関連する分野の基礎的な知識など
を身に付けさせていくことが必要であること。また、指導的な教員を対象にカウンセリングなどの
専門的な能力の育成を図るとともに、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の
専門性と連動した学校教育への更なる理解を図るといった観点からの研修も重要であること。 
2．きめ細やかな指導のための適切な人的措置 
不登校が生じないための魅力ある学校づくり、「心の居場所」としての学校づくりを進めるためには、
児童生徒一人一人に対してきめ細やかな指導が可能となるよう、適切な教員配置を行うことが必要
であること。また、異校種間の人事交流や兼務などを進めていくことも重要であること。
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不登校児童生徒が多く在籍する学校については、教員の加配等、効果的かつ計画的な人的配置に努
める必要があること。そのためにも日頃より各学校の実情を把握し、また加配等の措置をした後も、
この措置が効果的に活用されているか等の検証を十分に行うこと。 
3．保健室、相談室や学校図書館等の整備 
養護教諭の果たす役割の大きさに鑑み、養護教諭の複数配置や研修機会の充実、保健室、相談室及
び学校図書館等の環境整備、情報通信機器の整備等が重要であること。 
4．転校のための柔軟な措置 
いじめや教員による不適切な言動や指導等が不登校の原因となっている場合には、市区町村教育委
員会においては、児童生徒又は保護者等が希望する場合、学校と連携した適切な教育的配慮の下に、
就学すべき学校の指定変更や区域外就学を認めるなどといった対応も重要であること。また、他の
児童生徒を不登校に至らせるような深刻ないじめや暴力行為があった場合は、必要に応じて出席停
止措置を講じるなど、き然とした対応の必要があること。 
5．義務教育学校設置等による学校段階間の接続の改善 
義務教育学校等において 9 年間を見通した生徒指導の充実等により不登校を生じさせない取組を推
進することが重要であること。また、小中一貫教育を通じて蓄積される優れた不登校への取組事例
を広く普及させることが必要であること。 
6．アセスメント実施のための体制づくり 
不登校の要因・背景が多様・複雑化していることから、初期の段階での適切なアセスメントを行う
ことが極めて重要であること。そのためには、児童生徒の状態によって、専門家の協力を得る必要
があり、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の配置・派遣など学校をサポート
していく体制の検討が必要であること。

ポイント ○不登校児童生徒への支援の視点 
○不登校が生じないような学校づくり 
○学校等の取組を支援するための教育条件等の整備等
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⑬ 子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行（H26.1.17）
概  要 子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子供が

健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、平成 25 年 6 月に「子
どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立し、翌 26 年 1 月に施行された。さらに、令和元年 6
月に同法が改正され、子供の「将来」だけでなく、「現在」の生活等に向けても子供の貧困対策を総
合的に推進することなど、法律の目的・基本理念が充実されたほか、教育の支援については、教育
の機会均等が図られるべき趣旨が明確化された。

具体的な 
内容 
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⑭ 子供の貧困対策に関する大綱（R1.11.29閣議決定）
概  要 貧困の連鎖を食い止めるためには、現在から将来にわたって、全ての子供たちが前向きな気持ちで

夢や希望を持つことのできる社会の構築を目指していく必要がある。貧困の状況にある家庭では、
様々な要因により子供が希望や意欲をそがれやすい。そうした中で、目指すべき社会を実現するた
めには、子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、地域や社会全体で課題を解決するとい
う意識を強く持ち、子供のことを第一に考えた適切な支援を包括的かつ早期に講じていく必要があ
る。こうした基本的な考え方の下、子供の貧困対策を総合的に推進するため、政府として、ここに
新たな「子供の貧困対策に関する大綱」を策定した。

具体的な 
内容 

Ⅰ 目的・理念 
○現在から将来にわたって、全ての子供たちが前向きな気持ちで夢や希望を持つことのできる社会
の構築を目指す。 

○子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、地域や社会全体で課題を解決するという意識
を強く持ち、子供のことを第一に考えた適切な支援を包括的かつ早期に講じる。 

Ⅱ 基本的な方針 
○親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目ない支援 
○支援が届いていない、又は届きにくい子供・家庭への配慮 
○地方公共団体による取組の充実 等 
Ⅲ 子供の貧困に関する指標 
○生活保護世帯に属する子供の高校・大学等進学率 
○高等教育の修学支援新制度の利用者数 
○食料又は衣服が買えない経験 
○子供の貧困率 
○ひとり親世帯の貧困率 等 39 の指標 
Ⅳ 指標の改善に向けた重点施策 
1. 教育の支援 
・幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上 
・地域に開かれた子供の貧困対策のプラットフォームとしての学校指導・運営体制の構築 など 

2. 生活の安定に資するための支援 
・親の妊娠・出産期、子供の乳幼児期における支援 
・保護者の生活支援 等 

3. 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支援 
・職業生活の安定と向上のための支援 
・ひとり親に対する就労支援 等 

4. 経済的支援 
・児童手当・児童扶養手当制度の着実な実施 
・養育費の確保の推進 等 

Ⅴ 子供の貧困に関する調査研究等 
○子供の貧困の実態等を把握するための調査研究 
○子供の貧困に関する指標に関する調査研究 等 
Ⅵ 施策の推進体制 
○国における推進体制 
○地域における施策推進への支援 等

ポイント ○教育の支援 
○生活の安定に資するための支援 
○保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支援 
○経済的支援
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⑮ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行（H28.4）
概  要 平成 28 年４月、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的とした、「障
害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行された。この法律では、「不当な差別的取扱
い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めている。 
学校園においては、障害のある児童生徒等の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除
去の実施について、必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）を提供しなければならな
いとされている。

具体的な 
内容 

＜不当な差別的取扱いとは＞ 
○障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、
サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件を
つけることなどが禁止される。 
＜合理的配慮とは＞ 
○障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が必要であるとの意思
が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるもの。 

○障害のある子どもが、他の子どもと平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するた
めに、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子ども
に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの。 
＜合理的配慮に当たり得る配慮の具体例＞ 
（物理的環境への配慮や人的支援の配慮の具体例） 
○配架棚の高い所に置かれた図書や教材教具等を取って渡すこと。 
○聴覚過敏の児童生徒等のために教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減すること。 
○視覚情報の処理が苦手な児童生徒等のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らすこと。 等 
（意思疎通の配慮の具体例） 
○知的障害のある児童生徒等に対し、抽象的な言葉ではなく、具体的な言葉を使うこと。 
○比喩表現等の理解が困難な児童生徒等に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに説明す
ること。 

○多様なコミュニケーション手段や分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を
行うこと。 等 

（ルール・慣行の柔軟な変更の具体例） 
○板書やスクリーン等がよく見えるように、黒板等に近い席を確保すること。 
○肢体不自由のある児童生徒等に対し、体育の授業の際に、上・下肢の機能に応じてボール運動に
おけるボールの大きさや投げる距離を変えること。 

○慢性的な病気等のために他の児童生徒等と同じように運動ができない児童生徒等に対し、運動量
を軽減したり、代替できる運動を用意したりすること。 

○入学試験や検定試験において、公平性を担保する範囲内で、本人・保護者の希望、障害の状況等
を踏まえ、例えば別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等
を許可すること。 等

ポイント ○不当な差別的取扱いの禁止 
○合理的配慮の提供
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⑯ 教育と福祉の一層の連携等の推進について（通知）（H30.5.24）
概  要 発達障害をはじめ障害のある子供たちへの支援に当たっては、行政分野を超えた切れ目ない連携が

不可欠であり、一層の推進が求められている。 
特に、教育と福祉の連携については、学校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等
との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性が指摘されている。こうした課題を踏ま
え、各地方自治体の教育委員会や福祉部局が主導し、支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期
から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、文部科学省と厚生労
働省では、「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」を発足し、家庭と教育と福
祉のより一層の連携を推進するための方策を検討した。

具体的な 
内容 

＜教育と福祉との連携に係る主な課題＞ 
○学校と放課後等デイサービス事業所において、お互いの活動内容や課題、担当者の連絡先などが
共有されていないため、円滑なコミュニケーションが図れておらず連携できていない。 
＜保護者支援に係る主な課題＞ 
○乳幼児期、学齢期から社会参加に至るまでの各段階で、必要となる相談窓口が分散しており、保
護者は、どこに、どのような相談機関があるのかが分かりにくく、必要な支援を十分に受けられ
ない。 
＜教育と福祉との連携を推進するための方策＞ 
○教育委員会と福祉部局、学校と障害児通所支援事業所との関係構築の「場」の設置 
○学校の教職員等への障害のある子供に係る福祉制度の周知 
○学校と障害児通所支援事業所等との連携の強化 
○個別の支援計画の活用促進 
＜保護者支援を推進するための方策＞ 
○保護者支援のための相談窓口の整理 
○保護者支援のための情報提供の推進 
○保護者同士の交流の場等の促進 
○専門家による保護者への相談支援 

ポイント ○家庭・教育・福祉の連携 
○保護者支援の推進
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⑰ 外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針（R2.7.1）
概  要 外国人の子供たちが将来にわたって我が国に居住し、共生社会の一員として今後の日本を形成する存在で

あることを前提に、日本における生活の基礎を身に付け、その能力を伸ばし未来を切り拓くことができる
よう、外国人の子供に対する就学機会の提供を全国的に推進することが必要である。 
日本語教育の推進に関する法律（令和元年法律第 48 号）により策定された「日本語教育の推進に関する
施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月 23 日閣議決定）に基づき、外
国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等のために地方公共団体が講ずべき事項について、以下におい
て示す。

具体的な 
内容 

＜外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握＞ 
○就学状況の把握 
⇒首長部局（住民基本台帳部局、国際交流部局、福祉部局等）や外国人の支援を行う NPO 等の団体と連
携し、学齢簿の編製にあたり全ての外国人の子供についても一体的に就学状況を管理・把握する 

⇒関係行政機関との連携も図りつつ、学校教育法第１条に定める学校のみならず、外国人学校等も含めた
就学状況を把握する 

○就学案内等の徹底 
⇒外国人の保護者に対して、住民基本台帳等の情報に基づいて、公立の義務教育諸学校への入学手続等を
記載した就学案内を送付する 

⇒就学案内や就学に関する情報提供等を行うに当たっては、域内に居住する外国人が日常生活で使用する
言語を用いることにも配慮する 

⇒就学案内に対して回答が得られない外国人の子供については、個別に保護者に連絡を取って就学を勧め
る 

⇒首長部局（福祉部局、保健部局等）と連携し、乳幼児健診や予防接種の受診等、様々な機会を捉えて、
外国人の保護者に対する情報提供を実施する 

⇒学齢期に近い外国人幼児のためのプレスクールや来日直後の外国人の子供を対象とした初期集中指
導・支援を実施するなど、円滑な就学に向けた取組を進める 

⇒義務教育諸学校への円滑な就学に資することに鑑み、外国人幼児の幼稚園・認定こども園等への就園機
会を確保するための取組（園児募集や必要な手続等の情報について多言語化を行うなど）を進める 

○出入国記録の確認 
⇒外国人の子供の就学状況の把握に際し、住民登録が行われている住所への居住の状況を確認するに当た
っては、必要に応じて、東京出入国在留管理局に対する在留外国人出入国記録の照会等の手段を活用す
る 

＜学校の円滑な受入れ＞ 
○就学校の決定に伴う柔軟な対応 
⇒外国人の子供の居住地等の通学区域内における義務教育諸学校で、十分な受入れ体制が整備されておら
ず、他に受入れ体制が整備されている義務教育諸学校がある場合には、就学校の変更に関する制度と必
要な手続きについて説明し、保護者の申し立てがあれば、地域の実情に応じて就学校の変更を認めるな
ど、柔軟な対応を行う 

○障害のある外国人の子供の就学先の決定 
⇒障害のある外国人の子供の就学先の決定に当たっては、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人や保護
者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観
点から判断する。その際、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意し、本人や保護者に丁寧に
説明し、十分な理解を得ることが必要である。なお、就学時に決定した「学びの場」は、固定したもの
ではなく、それぞれの子供の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら、柔軟に変更できるようにする

○受入学年の決定等 
⇒外国人の子供の受入れに際し、特に日本語でのコミュニケーション能力の不足や、日本と外国とで学習
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内容・順序が異なること等により、相当学年への就学に必要な基礎条件を著しく欠くなど、ただちに年
齢相当学年の教育を受けることが適切でないと認められる場合には、一時的又は正式に、外国人の子供
の日本語能力・学習状況等に応じた下学年への入学を認めるなど、学校において必要な取扱いを講じる

○学習の機会を逸した外国人の子供の学校への受入れ促進 
⇒外国人学校を退学するなどにより学習の機会を逸した外国人の子供については、本人や保護者が希望す
れば、公立の義務教育諸学校への円滑な編入が行われるように措置する 

○学齢を経過した外国人への配慮 
⇒外国又は我が国において様々な事情から義務教育を修了しないまま学齢を経過した者については、本人
の学習歴や希望等を踏まえつつ、学校の収容能力や他の学齢生徒との関係等必要な配慮をした上で、公
立の中学校での受入れが可能である 

○高等学校等への進学の促進 
⇒中学校等において、在籍する外国人の子供やその保護者に対し、早い時期から進路ガイダンスや進路相
談等の取組を実施する 

⇒公立高等学校入学者選抜において、外国人生徒を対象とした特別定員枠の設定や受検に際しての配慮
（試験教科の軽減、問題文の漢字へのルビ振り等）等の取組を推進する 

＜外国人関係行政機関・団体等との連携の促進＞ 
⇒外国人の子供の就学促進や就学状況の確認のため、首長部局（住民基本台帳部局、国際交流部局、福祉
部局、各種学校担当部局等）、公共職業安定所（ハローワーク）や各地域の出入国在留管理局等、地域
の国際交流協会やNPO 等の支援団体、外国人学校や日本語学校等の関係機関との連携が重要である。

ポイント ○外国人の子供に対する就学機会の提供 
○外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握 
○様々な立場の外国人の子供の、学校の円滑な受入れ 
○外国人関係行政機関・団体等との連携の促進
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⑱ 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校
における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）（H31.1.25）

概  要 社会の急激な変化が進む中で、子供が予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画す
るための資質・能力を育成するため、学校教育の改善・充実が求められている。また、学習指導の
みならず、学校が抱える課題は、より複雑化・困難化している。 
このような中、教員勤務実態調査（平成 28 年度）の集計でも、看過できない教師の勤務実態が明ら
かとなった。このため、文部科学省では、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くと
ともに、その人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるよう
にすることを目的として、学校における働き方改革を進めている。 
学校における働き方改革については、中央教育審議会で議論が行われ、平成 31 年（2019 年）1月
25 日に答申が取りまとめられた。文部科学省としては、答申も踏まえ、学校と社会の連携の起点・
つなぎ役として、学校における働き方改革のための取組を進めていく。

具体的な 
内容 

＜学校における働き方改革の目的＞ 
○これまでの我が国の学校教育の蓄積は Society 5.0 においても有効であり、浮足立つことなく充
実を図る必要。これまで高い成果を挙げてきた我が国の学校教育を維持・向上させ、持続可能な
ものとするには、学校における働き方改革が急務。 

○“子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする”という働き方の中で、教師が疲弊していく
のであれば、それは“子供のため”にはならない。学校における働き方改革の目的は、教師のこれ
までの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすること
で、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるよう
になること。 

○志ある教師の過労死等の事態は決してあってはならないものであり、そのためにも、学校におけ
る働き方改革の実現が必要。 

○学校における働き方改革を進めるに当たっては、地域と学校の連携・協働や家庭との連携強化に
より、学校内外を通じた子供の生活の充実や活性化を図ることが大切。 
＜学校における働き方改革の実現に向けた方向性について＞ 
○教員勤務実態調査（平成 28 年度）においても、小・中学校教師の勤務時間は、10 年前の調査と
比較しても増加。主な要因は、①若手教師の増加、②総授業時間数の増加、③中学校における部
活動指導時間の増加。 

○働き方改革の実現には、文部科学省・教育委員会・管理職等がそれぞれの権限と責任を果たすこ
とが不可欠。特に、文部科学省には、学校と社会の連携の起点・つなぎ役としての機能を前面に
立って果たすことが求められる。 
＜勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方改革の促進＞ 
○勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン 
○労働安全衛生管理の必要性 
○教職員一人一人の働き方に関する意識改革 
＜学校及び教師が担う業務の明確化・適正化＞ 
○勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン

ポイント ○子供たちに対する効果的な教育活動 
○地域と学校の連携・協働 
○家庭との連携強化 
○学校内外を通じた子供の生活の充実や活性化
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⑲ 学校における ICT環境整備の在り方に関する有識者会議 最終まとめ（H29.8）
概  要 本有識者会議では、第３期教育振興基本計画（平成 30 34 年度）を見越した今後の学校における

ICT 環境整備の在り方について検討をするとともに、地方公共団体の ICT 環境整備計画の策定及び
計画的な ICT 環境整備を促進するための「教育 ICT 環境整備指針」の策定に向けた基本的な考え方
を整理することを視野に入れながら検討を行った。

具体的な 
内容 

＜ICT環境整備の在り方の検討に当たっての基本方針＞ 
①新学習指導要領における ICT を活用した学習活動を具体的に想定しながら検討を行うこと。 
②ICT を活用した学習活動を踏まえ優先的に整備すべき ICT 機器等と機能について具体的に整理を
行うこと。その際、全国の学校において広く整備する必要があることを前提として検討すること。

③必要とされる ICT 機器等及びその機能の整理に当たっては、限られた予算を効果的かつ効率的に
活用する観点から検討を行うこと。 
＜これからの学習環境を支える ICT環境＞ 
○学習活動における ICT 活用 
○校務における ICT 環境 
○教育委員会・学校による積極的なＩＣＴ環境整備 
＜ICT環境整備促進と同時に必要な対応事項＞ 
○ICT を活用した学習を行う教室等の考え方について 
○ICT 機器等の教室への設置の仕方 
○児童生徒の情報活用能力の育成 
○教員の ICT 活用指導力の向上 
○ICT 活用を支える外部専門スタッフの活用 
○情報セキュリティの確保 
○学校の施設・設備 

ポイント ○学習活動における ICT 活用 
○校務における ICT 環境 
○教育委員会・学校による積極的なＩＣＴ環境整備
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⑳ 新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）（R1.6.25）
概  要 「誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学び」を実現すべく、新時代に求められる

教育の在り方や、教育現場で ICT 環境を基盤とした先端技術や教育ビッグデータを活用する意義と
課題について整理するとともに、今後の取組方策を取りまとめた。

具体的な 
内容 

ポイント ○先端技術の効果的な活用 
○教育ビッグデータの効果的な活用 
○ICT 環境の整備
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 GIGAスクール構想の加速による学びの保障（R2.4.27）
概  要 GIGA スクール構想とは、１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備すること

で、特別な支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別
最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現させる構想である。 
これまでの我が国の教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図ることにより、教師・児童生徒
の力を最大限に引き出す。

具体的な 
内容 

＜ICTの「学び」への活用＞ 

ポイント ○“すぐにでも”“どの教科でも”“誰でも”使える ICT 
○“1 人 1 台”を活用して、教科の学びを深める。教科の学びの本質に迫る。 
○“1 人 1 台”を活用して、教科の学びをつなぐ。社会課題の解決に生かす。
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第２次学校安全の推進に関する計画の閣議決定（H29.3.24）
概  要 学校保健安全法に基づく、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点

検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員
の研修その他学校における安全に関する事項について計画である。

具体的な 
内容 

＜課題＞ 
児童生徒等が巻き込まれる犯罪被害や交通事故等は減少しているものの、児童生徒等の発達段階や
学校段階、地域特性に応じた様々な安全上の課題が明らかとなっており、いまだ児童生徒等の安全
が十分に確保されているとは言い難い。このため、児童生徒等を取り巻く多様な危険を的確に捉え、
対策を推進することが必要。また、各学校における安全教育や安全管理、家庭・地域との連携の推
進に当たって、地域間・学校間・教職員間に差が存在していることから、これらを解消し、全ての
学校において、質の高い学校安全の取組を推進することが求められている。 
＜目指すべき姿＞ 
①全ての児童生徒等が、安全に関する資質・能力を身に付けることを目指す。 
②学校管理下における児童生徒等の事故に関し、死亡事故の発生件数については限りなくゼロとす
ることを目指すとともに、負傷・疾病の発生率については障害や重度の負傷を伴う事故を中心に
減少傾向にすることを目指す。 
＜推進方策＞ 
(1) 学校安全に関する組織的取組の推進 
全ての学校において、管理職のリーダーシップの下、学校安全の中核となる教職員を中心として、
組織的な取組を的確に行えるような体制を構築するとともに、全ての教職員が、各キャリアステー
ジにおいて必要に応じた学校安全に関する資質・能力を身に付ける。 
(2) 安全に関する教育の充実方策 
全ての学校において、学校安全計画に安全教育の目標を位置付け、これに基づいて、カリキュラム・
マネジメントの確立と主体的・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
善により、系統的・体系的で実践的な安全教育を実施する。 
(3) 学校の施設及び設備の整備充実 
安全対策の観点からの老朽化対策を推進するとともに、私立学校における構造体の耐震化の完了に
向けて、早急に対策を実施する。 
(4) 学校安全に関する PDCAサイクルの確立を通じた事故等の防止 
全ての学校において、外部の専門家や関係機関と連携した安全点検を徹底するとともに、事故等の
未然防止や発生後の調査・検証、再発防止のための取組の改善・充実を一連のサイクル（PDCA サ
イクル）として実施する。 
(5) 家庭、地域、関係機関等との連携・協働による学校安全の推進 
全ての学校において、保護者や地域住民、関係機関との連携・協働に係る体制を構築し、それぞれ
の責任と役割を分担しつつ、学校安全に取り組む。

ポイント ○学校安全に関する組織的取組の推進 
○安全に関する教育の充実方策 
○学校の施設及び設備の整備充実 
○学校安全に関する PDCA サイクルの確立を通じた事故等の防止 
○家庭、地域、関係機関等との連携・協働による学校安全の推進
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人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答申）
（H30.12.21）

概  要 人口減少や高齢化をはじめとする多様な課題の顕在化や、急速な社会経済環境の変化を受け、今後、我が
国の地域社会においては、住民主体でこれらの課題や変化に対応することが求められるとともに、地域固
有の魅力や特色を改めて見つめ直し、その維持発展に取り組むことが期待されている。こうした中で、地
域における社会教育には、一人一人の生涯にわたる学びを支援し、住民相互のつながりの形成を促進する
ことに加え、地域の持続的発展を支える取組に資することがより一層期待されている。 
こういったことを踏まえて、社会教育の意義・果たすべき役割について明確にした上で、新たな社会教育
の方向性を示し、具体的方策を整理した。

具体的な 
内容 

＜地域における社会教育が目指すもの＞ 
1. 地域における社会教育と意義と果たすべき役割  「社会教育」を基盤とした、人づくり・つながり
づくり・地域づくり 

○多様化し複雑化する課題と社会の変化への対応の要請 
・人口減少、高齢化、グローバル化、貧困、つながりの希薄化、社会的孤立、地方財政の悪化、SDGs に
向けた取組 等 
⇒持続可能な社会づくりを進めるために、住民自らが担い手として地域運営に主体的に関わっていくことが重要
・人生 100 年時代の到来、Society5.0 実現の提唱 等 
⇒誰もが生涯にわたり必要な学習を行い、その成果を生かすことのできる生涯学習社会の実現へ向けた取組が必要
2. 新たな社会教育の方向性  開かれ、つながる社会教育の実現 
○住民の主体的な参加のためのきっかけづくり 
○ネットワーク型行政の実質化 
○地域の学びと活動を活性化する人材の活躍 
＜「社会教育」を基盤とした、人づくり・つながりづくり・地域づくりに向けた具体的な方策＞ 
1. 学びへの参加のきっかけづくり 
○楽しさをベースとした学びや地域防災、健康長寿など、関心の高い学び等、学びや活動のきっかけづく
りを工夫 

○子供・若者の参画を促し、地域との関わりの動機付けとなり得る成功体験づくり 
○社会で孤立しがちな人に対して、福祉部局等との連携により、アウトリーチの取組を強化 
○各地における具体的な取組の収集・共有、地域における活動の事例分析と周知 
2. 多様な主体との連携・協働の推進 
○首長部局との連携を効果的に図るため、総合教育会議の活用や、部局間の人事交流を推進 
○NPO、企業、大学等と行政関係者との積極的な意見交換や協議 
○地域学校協働活動を核にした社会教育と学校教育の一層の連携・協働 
3. 多様な人材の幅広い活躍の促進 
○地域の課題解決等に熱意を持って取り組む多様な人材を社会教育の活動に巻き込み、連携 
○教育委員会における社会教育主事の確実な配置、多様な主体による「社会教育士」の取得推奨 
4. 社会教育の基盤整備と多様な資金調達手法の活用等 
○各地方公共団体における十分な社会教育費の確保を含めた基盤整備 
○クラウドファンディング等の多様な資金調達手法の活用 
＜今後の社会教育施設に求められる役割＞ 
社会教育施設には、地域の学習拠点としての役割に加え、以下のような役割も期待。 
公民館 地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進するセンター的役割、地域の防災拠点
図書館 他部局と連携した個人のスキルアップや就業等の支援、住民のニーズに対応できる情報拠点
博物館 学校における学習内容に即した展示・教育事業の実施、観光振興や国際交流の拠点

ポイント ○学びへの参加のきっかけづくり ○多様な主体との連携・協働の推進 
○多様な人材の幅広い活躍の促進 ○社会教育の基盤整備と多様な資金調達手法の活用等
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第 10期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理（R2.9）
概  要 「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答申）」を踏まえつつ、 

①人生 100 年時代や Society5.0 など、社会の変化や課題を踏まえた新しい時代の生涯学習や、学
校教育の領域を除いた組織的な教育活動を対象とする社会教育は、どのような在り方や姿となるこ
とが考えられるか 
②住民の主体的な参加を得て、多様な主体の連携・協働と幅広い人材の支援により行われる「開か
れ、つながる社会教育」へと進化を図っていく上で、地域や社会の課題解決に向けた取組を行う民
間団体や人材の活躍・連携をどのように促進していくことが考えられるか。また、関係機関や行政
の果たす役割や取組はどのようなことが考えられるか 
といったことを中心に、委員や関係者にヒアリングを行うとともに、議論を行い、それをとりまと
めたものである。

具体的な 
内容 

＜新しい時代の生涯学習・社会教育の広がりと充実に向けて＞ 
○新しい時代の学びの在り方 
⇒いわゆる講義形式で知識をインプットする「学び」だけでなく、疑問を持ち、課題を見つけ、考
えを発信し、他者と共に考え、新たな考えを創造するといったことも「学び」の重要な要素とな
る。 

⇒様々な背景を有する多様な世代の人たちがつながり、共に学び合うことにより、新たなアイデア
が生まれ課題解決につながることや、他者を理解し、受け入れ、共生する社会の実現につながる
ことが期待される。 

⇒新しい技術を活用した「オンラインによる学び」と「対面による学び」の組合せで学びが更に豊
かなものになる。 

○「命を守る」生涯学習・社会教育 
⇒新型コロナウイルス感染症や自然災害などの課題に対し、必要な知識を得たり課題解決に向けて
共に学び合ったりする機会の充実は、あらゆる人々の「命を守る」ことに直結する。 

⇒「誰一人として取り残さない」包摂的な社会の実現のため、様々な人たちに必要な学びの機会を
設けることが重要。 

⇒学びを通じて人々の生命や生活を守る「命を守る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますま
す重要。 

○推進のための方策 
●学びの活動をコーディネートする人材の育成・活用 
⇒社会教育士の取組事例や成果を具体的に紹介し、多様な場での活躍を促進していくこと。 
⇒多様な人材が社会教育主事講習を受講できるよう、オンライン等による受講機会の確保などの条
件整備が求められる。 

●新しい技術を活用した「つながり」の拡大 
⇒MOOC や放送大学などの積極的な活用をこれまで以上に推進していくこと。 
⇒社会教育施設における ICT 環境の整備推進のため、既存財源の活用や企業との協同等の創意工夫
を凝らした取組を促進すること。 

⇒デジタル・ディバイド解消のため、社会教育施設等での ICT リテラシーを身に付ける学習機会を
充実すること。 

●学びと活動の循環・拡大 
⇒生涯学習の分野における ICT 等を活用した学習履歴の可視化について推進方策を検討すること。
⇒より多くの人たちが自主的に学びの活動に参画するような工夫として、ボランティア活動をポイ
ント化し、それを地域での購買や学校等への寄附に利用できるようにするといった特色のある取
組を推進していくこと。 
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●個人の成長と社会の発展につながるリカレント教育の推進 
⇒大学や専門学校等と産業界が連携した実践的な教育プログラムを開発・拡充すること。 
⇒大学や専門学校等における遠隔授業のリカレント教育への活用を積極的に推進すること。 
●各地の優れた取組の支援と全国展開 
⇒先進的な事例等のわかりやすい形での情報提供や、関係者がノウハウ等を共有する機会を充実す
ること。

ポイント ○疑問を持ち、課題を見つけ、考えを発信し、他者と共に考え、新たな考えを創造する 
○新しい技術を活用した「オンラインによる学び」と「対面による学び」の組合せ 
○学びを通じて人々の生命や生活を守る「命を守る」生涯学習・社会教育 
○学びの活動のコーディネート 
○新しい技術を活用した「つながり」の拡大 
○学びと活動の循環・拡大


