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（５）特別活動

１ 特別活動の考え方

(1) 特別活動の目標

集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的に

取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを

通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。

(1) 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについ

て理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。

(2) 集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成

を図ったり、意思決定したりすることができるようにする。

(3) 自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社会における

生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、自己の生き方についての考えを深め、

自己実現を図ろうとする態度を養う。

特別活動は、「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働かせながら「様々な集団活動

に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を

解決する」ことを通して、資質・能力を育むことを目指す教育活動である。

(2) 特別活動における「人間関係形成」、「社会参画」、「自己実現」の視点

特別活動が目標としていることは、これまでと変わらないことを前提として、「人間関係形

成」、「社会参画」、「自己実現」という三つの視点を手がかりにしながら、資質・能力の三つ

柱に沿って目標が整理されている。また、「学習過程」や「見方・考え方」なども、他の教科と

共通の枠組みで示されている。

① 「人間関係形成」

「人間関係形成」は、集団の中で、人間関係を自主的、実践的によりよいものへと形成すると

いう視点である。人間関係形成に必要な資質・能力は、集団の中において、課題の発見から実践、

振り返りなど特別活動の学習過程全体を通して、個人と個人あるいは個人と集団という関係性の

中で育まれると考えられる。

② 「社会参画」

「社会参画」はよりよい学級・学校生活づくりなど、集団や社会に参画し様々な問題を主体的

に解決しようとするという視点である。社会参画のために必要な資質・能力は、集団の中におい

て、自発的、自治的な活動を通して、個人が集団へ関与する中で育まれるものと考えられる。

③ 「自己実現」

「自己実現」は、一般的には様々な意味で用いられるが、特別活動においては、集団の中で、現

在及び将来の自己の生活の課題を発見しよりよく改善しようとする視点である。自己実現のために

必要な資質・能力は、自己の理解を深め、自己のよさや可能性を生かす力、自己の在り方生き方を

考え設計する力など、集団の中において、個々人が共通して当面する現在及び将来に関わる課題を

考察する中で育まれるものと考えられる。

(3) 特別活動で育成を目指す資質・能力

① 「知識及び技能（何を知っているか、何ができるか）」

具体的には、例えば次のような知識や技能を身に付けていくことが考えられる。

○ 集団で活動する上で様々な困難を乗り越えるために何が必要になるのかという理解や、
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集団でなくては成し遂げられないこと、集団で行うからこそ得られる達成感があることな

ど、集団と個の関係について理解すること

○ 集団活動のよさや社会の中で果たしている役割、自己の在り方や生き方との関連で集団

活動の価値を理解すること

○ 基本的な生活習慣、学校生活のきまり、社会生活におけるルールやマナー及びその意義

について理解し、実践できるようにすることなど、集団や人間関係をよりよく構築してい

く中で大切にすべきことを理解し実践できるようにすること

○ 現在及び将来の自己の課題との関連における学習の意義を理解し、課題解決に向けて意

思決定し、行動することの意義を理解すること、特に、将来、自立した生活を営むことと

現在の学校での学習がどのようにかかわるかということを理解すること

② 「思考力、判断力、表現力等（知っていること、できることをどう使うか）」

具体的には、例えば次のようなことができるようにすることが考えられる。

○ 人間関係をよりよく形成していくために、様々な場面で、自分自身及び自分と違う考え

や立場にある多様な他者と、互いを認め合いながら、助け合ったり協力し合ったり、進ん

でコミュニケーションを図ったり、協働したりしていくこと

○ 集団をよりよいものにしたり、社会に主体的に参画したりしていくために、自分自身や

他者のよさを生かしながら、集団や社会の問題について把握し、合意形成を図ってよりよ

い解決策を決め、それに取り組むこと

○ 現在及び将来に向けた自己実現のために、自己のよさや可能性を発揮し、おかれている

状況を理解し、それを生かしつつ意思決定することや、情報を収集・整理し、興味･関心、

個性の把握などにより、将来を見通して自己の生き方を選択･形成すること

③ 「学びに向かう力、人間性等（どのように社会、世界と関わり･よりよい人生を送るか）」

具体的には、例えば次のような態度を養うことが考えられる。

○ 多様な他者の価値観や個性を受け入れ、助け合ったり協力し合ったりして、よりよい人

間関係を築こうとする態度

○ 集団や社会の形成者として、多様な他者と協働して、集団や生活上の諸問題を解決し、

よりよい生活をつくろうとする態度

○ 日常の生活や自己の在り方を主体的に改善しようとしたり、将来を思い描き、自分にふ

さわしい生き方や職業を主体的に考え、選択しようとしたりする態度

(4) 学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事の目標及び内容

ア 学級活動

《目標》

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見いだし、解決するために話し合い、合

意形成し、役割を分担して協力して実践したり、学級での話合いを生かして自己の課題の解

決及び将来の生き方を描くために意思決定して実践したりすることに、自主的、実践的に取

り組むことを通して、第１の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。

学級活動においては、例えば次のとおりの資質・能力を育成することが考えられる。

○ 学級における集団活動に進んで参画することや意識的に健康で安全な生活を送ろうとす

ることの意義について理解するとともに、そのために必要となることを理解し身に付ける

ようにする。 〔知識・技能〕

○ 学級や自己の生活、人間関係をよりよくするための課題を見いだし、解決するために話

し合い、合意形成を図ったり、意思決定をしたりすることができるようにする。
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〔思考力・判断力・表現力等〕

○ 学級における集団活動を通して身に付けたことを生かして、人間関係をよりよく形成

し、他者と協働して集団や自己の課題を解決するとともに、将来の生き方を描き、その実

現に向けて、日常生活の向上を図ろうとする態度を養う。 〔学びに向かう力・人間性等〕

学級活動においては、第１の目標に掲げる資質・能力を育成するため、全ての学年において、

次の各活動を通して、それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し、

主体的に考えて実践できるように指導すると示している。

《学級活動の内容》

(1) 学級や学校における生活づくりへの参画

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決

イ 学級内の組織づくりや役割の自覚

ウ 学校における多様な集団の生活の向上

(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ア 基本的な生活習慣の形成

イ よりよい人間関係の形成

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成

イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解

ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館の活用

学級活動(1)・(2)・(3)に学習過程は、

内容の特質に合わせて次のように表すこと

ができる。

学級活動の内容(1)は、学級の児童全員に

とって共同の問題（学級の児童全員が共同

して解決していく問題）を取り上げるもの

であり、学級集団としてのより望ましい在

り方を十分に話し合い、合意形成を図って

いく。そして、役割を分担しながら実践

し、活動の振り返りをすることで、さらな

る学級生活上の諸問題を発見するものであ

る。

学級活動の内容(2)は、現在の生活上の課

題、内容(3)は現在及び将来を見通した生活

や学習に関する課題の違いがあるが、一人

一人の児童に応じて実践されることが多い

共通の問題（学級全員に関係あるが各自が

自己決定をして解決していく問題）を取り上げるものである。

これらの内容を指導するに当たっては、学校や児童の実態に応じ、朝の会や帰りの会の時間を使

って日常の生徒指導として行ったり、図書館指導と国語科のように教科や他の教育活動に位置づけ

て行ったりするなど、効率的に指導が行えるよう工夫することが大切である。

【小学校・特別活動】



- 87 -

イ 児童会活動

《目標》

異年齢の児童同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて、

計画を立て役割を分担し、協力して運営することに自主的、実践的に取り組むことを通し

て、第１の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。

《内容》

学校の全児童をもって組織する児童会において、次の各活動を通して、それぞれの活動の意義

及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主体的に考えて実践できるように指導する

(1) 児童会の組織づくりと児童会活動の計画や運営

(2) 異年齢集団による交流

(3) 学校行事への協力

主として高学年が中心となり、計画や運営に当たる児童会活動の形態は、「代表委員会」「委

員会活動」「児童集会活動」の三つがあり、どの活動においても、自発的、自治的な活動が効果

的に展開できるように指導することが大切である。また、異年齢集団における人間関係をよりよ

く形成できるように指導することも重要である。

ウ クラブ活動

《目標》

異年齢の児童同士で協力し、共通の興味・関心を追求する集団活動の計画を立てて運営する

ことに自主的、実践的に取り組むことを通して、個性の伸長を図りながら、第１の目標に掲げ

る資質・能力を育成することを目指す。

《内容》

主として第４学年以上の同好の児童をもって組織するクラブにおいて、次の活動を通して、

それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主体的に考えてで

きるようにする。

(1) クラブの組織づくりとクラブ活動の計画や運営

(2) クラブを楽しむ活動

(3) クラブの成果の発表

クラブ活動は、学年や学級の枠を超えて同好の児童が自治的な活動を行うことで、異学年の児

童とよりよく交流したり、自分の役割を果たしたりしながら個性の伸長を図るとともに、よりよ

い人間関係を形成していくことをねらいとしている。また、児童がクラブ活動の経験を生かして

学校を離れた地域においてもその力を発揮していくことも重要であると考える。

エ 学校行事

《目標》

全校又は学年の児童で協力し、よりよい学校生活を築くための体験的な活動を通して、集団

への所属感や連帯感を深め、公共の精神を養いながら、第１の目標に掲げる資質・能力を育成

することを目指す。

《内容》

全ての学年において、全校又は学年を単位として、次の各行事において、学校生活に秩序と

変化を与え、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うことを通して、それぞれの学

校行事の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主体的に考えて実践できる
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ようになるよう指導する。

(1) 儀式的行事

(2) 文化的行事 各行事の計画にあたっては、各行事のねらいや育

(3) 健康安全・体育的行事 成を目指す資質・能力の明確化、時数等の見直しを

(4) 遠足・集団宿泊的行事 行い、毎年、年間指導計画を見直すこと。

(5) 勤労生産・奉仕的行事

これらの学校行事は、日ごろ単調になりやすい学校生活に、望ましい秩序と変化を与え、学校

生活の充実を図る教育活動である。また、学校行事は、児童会活動やクラブ活動のような児童の

自主的、実践的な活動を特質とするものではないが、各行事の意義を児童に十分理解させ、積極

的に参加させることにより学校生活への自信をもたせることができる。

２ 特別活動の進め方

児童の学校生活の大部分が学級という集団を基盤にして展開されている。従って、学級活動の

指導について留意点を述べる。

(1) 学級活動の指導計画作成について

学級活動の指導計画については、特別活動の全体計画や目標を踏まえ、学級や学校の実態や児

童の発達の段階などを考慮し、学級経営との関連を図りながら、指導する内容、取り上げる議題

例や題材、授業時数などを示し作成していく。

(2) 学級活動の指導計画作成例

学年当初には、教師が設定した学級の教育目標を具現化するため、目指す学級の姿について児童

全員で話し合い、学級目標を設定していく。教師も児童もこの目標を常に意識して活動を積み重ね

ることを念頭に置き、年間の計画を立てるとよいと考える。また、年間計画を作成する際には、学

期ごとの目標を立て、段階的に学級目標に近づいていくように、議題や題材を設定していく。

(3) 学級活動の指導過程

一単位時間の指導計画は、活動内容の特質を踏まえて作成する必要がある。小学校学習指導要

領解説特別活動編（P68)には次のように示されている。
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３ 特別活動の評価

特別活動の評価において、最も大切なことは、児童一人一人のよさや可能性を積極的に認める

ようにするとともに、自ら学び自ら考える力や、自らを律しつつ他人とともに協調できる豊かな

人間性や社会性など生きる力を育成するという視点から評価を進めていくということである。

生きる力を育成するという視点から評価を進めていくことである。そのために、児童が自己の活

動を振り返り、新たな目標や課題をもつことができるよう児童のよさを多面的・総合的に判断し、

集団と個の視点に立った適切な評価を行うものとする。

(1) 評価の手順

① 評価実施のための責任と役割の分担を明確にすること。

② 特別活動全体及び各活動・学校行事ごとの指導と評価の計画を作成すること。

③ 計画に基づいて、評価のための基礎資料を収集すること。

④ 児童一人一人のよさや可能性を生かし伸ばす点から、好ましい情報や資料は随時、当

該児童に伝えたり、学級で紹介したりすること。

⑤ 収集した資料を各学校で定めた手続に従って総合的に判断し、評価を行うこと。

⑥ 評価結果を、各学校における指導や評価体制の改善に生かすこと。

(2) 評価体制の確立

特別活動の指導は、学級活動のように主として学級担任が指導する内容もあるが、児童会

活動やクラブ活動、学校行事のようにほかの教師の指導を受ける場合もある。したがって、

特別活動の評価に当たっては、次のようなことに配慮し、多くの教師による評価の結果を反

映させるなど、学校としての評価体制を確立することが大切である。

・個々の児童の活動状況について担当する教師との間で情報交換を密にすること。

・評価に必要な資料を収集する方法を工夫するとともに、それらが学級担任の手元に収集

され、活用されるようにすること。

・必要に応じて評価した結果を全教師が共有し、指導に生かせるようにすること。

・年間を通してより多くの教師の目で「個人の変容」や「集団の変容」について評価する

こと。

とりわけ、特別活動においては、児童に自信をもたせたり意欲を高めたりするために、児

童一人一人のよさや可能性などを積極的に評価することが極めて重要である。したがって、

児童のよさや進歩の状況などをどのように捉えるかなどについて共通理解を図るとともに、

教師相互の話合いや情報交換を積極的に行うことが大切である。

(3) 評価の観点及びその趣旨

集団活動や生活への 集団の一員としての 集団活動や生活についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 知識・理解

学級や学校の集団や自己の 集団の一員としての役割を 集団活動の意義、よりよ

生活に関心をもち、望ましい 自覚し、望ましい人間関係を い生活を築くために集団と

人間関係を築きながら、積極 築きながら、集団活動や自己 しての意見をまとめる話合

的に集団活動や自己の生活の の生活の充実と向上について い活動の仕方、自己の健全

充実と向上に取り組もうとす 考え、判断し、自己を生かし な生活の在り方などについ

る。 て実践している。 て理解している。
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