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（４）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、人間として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) 特別活動が果たすべき役割

少子化が進み、地域社会での集団活動の機会が少なくなり、人間関係が希薄になっている現在、

特別活動の特質である集団活動は、大変重要な役割をもつ。

特別活動での「集団活動」は、各教科や道徳、総合的な学習の時間での集団活動とは異なるも

のである。生徒が自分たちのために、自分たちのことを、自分たちで決めて、お互い協力し、目

標を達成することが特徴である。

その過程で、望ましい人間関係を築き、充実した学校生活を実現することができるものである。

また、自己の個性をよりよく理解し、一層伸長しようとする主体的な態度を育てることができる

ものである。さらに、集団や社会の一員として望ましい行動を自ら選択し、決定する社会的な資

質を身に付けることができるものである。

(3) 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

特別活動において育成することを目指す資質・能力や、それらを育成するための学習過程の在

り方を整理するに当たっては、これまで目標において示してきた要素や特別活動の特質、教育課

程全体に特別活動が果たすべき役割などを勘案して「人間関係形成」、「社会参画」、「自己実現」

の三つを視点に整理した。

(4) 体験的な活動の重視

ア なすことによって学ぶ豊かな体験活動

特別活動が集団活動を特質としていることは述べてきたが、集団活動を通して「なすことによ

って学ぶ」という特質も兼ね備えている。つまり、自ら主体的に集団とかかわりながら問題解決

に取り組む過程で、あるいはその結果として、一人一人の人格が形成される。この特性を考えた

とき、一人一人を集団活動にいかにかかわらせるかがポイントである。

｢望ましい集団活動を通して、なすことによって学ぶ」といわれる特別活動の中心は「体験」
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である。体験を通して、生徒が何かを学びとったり、新しい自分を発見したりしながら、自分の

成長に気付くことができる。そのためには、体験が生徒の心に響き、生徒の心に残るものとなる

ような工夫が必要である。教師が体験をさせたつもりになっていても、生徒に得るものがなけれ

ばその生徒にとっては体験とは呼べないのである。なかでも、失敗も貴重な体験であるといった

教師のとらえが必要である。失敗した事実よりも、そこから何を感じ、どのように成長したのか

を明らかにしていくことが大切である。体験を通して生徒が次のような思いを感じることができ

るように指導を行っていきたいものである。

・これまで気付かなかったが、自分もなかなかやるじゃないか。

・自分もけっこう社会（みんな）の役に立てるのかもしれない。

・新しい自分のよさを発見することができた。

・自分で一生懸命努力すればこんなことができるんだ。 など

イ 生徒の活躍の場を設定すること

特別活動においては一人一人の生徒の出番が大切である。一部生徒の考えや活動だけで特別活

動が展開されるのではなく、すべての生徒に出番を与え、それぞれの活躍や成長を認め合う場を

設定することで、お互いの成長を促進することができる。生徒の出番をつくる際には、特に次の

点に配慮する必要がある。

・特別活動のねらいにせまることのできる出番であるか。

・生徒が活躍できる（解決できる・達成できる）出番であるか。

・生徒が活躍の喜びや自分の成長を感じ取れる出番であるか。

・適度の困難さと達成の喜びを味わえる出番であるか。 など

また、一人一人の生徒の出番を充実させるためには、特別活動の時間だけにとらわれることな

く、朝の会や帰りの会、放課後の時間などを活用することが大切である。その際には、生徒一人

一人の個性を生かしながら、お互いに高まり合っていけるように指導を計画的に行う必要がある。

ウ 生徒の成長を促進する適切な評価

体験を通して生徒が感じとったことや学びとったこと、成長できた点などを明確にし、適切に

評価することが体験をより豊かにする。教師からの評価だけでなく生徒相互の評価を取り入れる

ことも大切である。その際には、お互いの成長を認め合えるような工夫をしておくことが大切で

ある。また、学級担任として、特別活動を通して学級がどのように成長したのかという面からの

評価も必要である。

(5) ガイダンスの機能の充実

今日、学級や学校の生活になじめない、友人との人間関係をうまく築くことができないなどの

理由から、不登校に陥る生徒が少なくなく、学級や学校の生活への適応や人間関係の形成にかか

わる指導に取り組むことが重要になっている。また、学習の選択幅の拡大や進路の多様化に伴い、

生徒が自己の個性を伸ばし、主体的かつ適切な選択ができる能力・態度を育成することが重要に

なっている。

このような状況を踏まえ、生徒が自分自身でよりよく適応と選択をするために、学級活動など

の集団場面を中心とする指導・援助であるガイダンスの機能の充実を学校の教育活動全体を通し

て図っていく必要がある。
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(6) 特別活動の三つの内容

特別活動は、以下の三つの内容から構成されている。これらは、それぞれが固有の価値を

もち、集団の単位、活動の形態や方法、時間の設定などにおいて異なる面が多い。しかし、

決して異なる目標を達成しようとしているわけではなく、それぞれの内容ごとにその特質を

生かした指導を行いながらも相互に関連させながら目標を達成しようとするものである。

なかでも学級活動は学校生活の全般に関わる事項を扱うので、特別活動の三つの内容の中

心的な役割を果たしている。また、「生徒指導の全機能が補充・深化・統合される場である」

と述べられているように、生徒指導の機能を充実させるための大きな役割を担っている。

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

学 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
級 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
活 第 1の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。
動 (1) 学級や学校における生活づくりへの参画

(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
(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

目 異年齢の生徒同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題
標 生 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
及 徒 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
び 会 成することを目指す。
内 活 (1) 生徒会の組織づくりと生徒会活動の計画や運営
容 動 (2) 学校行事への協力

(3) ボランティア活動などの社会参画

全校又は学年の生徒で協力し、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、

学 第 1の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。
校 (1) 儀式的行事
行 (2) 文化的行事
事 (3) 健康安全・体育的行事

(4) 旅行・集団宿泊的行事
(5) 勤労生産・奉仕的行事

２ 特別活動の進め方

(1) 学級活動の指導

一般的に学級活動を指導する際には次の点に留意する必要がある。

○学級活動の指導内容に偏りがないこと。

○学級活動が教師主導の作業中心になっていないこと。 ※ 自治的な活動の充実を図る。

○一人一人が問題意識、課題意識をもっていること。 ※ 事前の活動の充実を図る。

○自分たちで話し合い、決めて、解決に向けて実行し、評価するＰＤＣＡのサイクルをも

っていること。

学級活動の指導内容に偏りがある場合には、各学校の年間指導計画を見直し、指導の足りない

部分を明確にするとよい。指導内容や方法が明確に理解できていない場合は、学級活動の指導案

集や、国立教育政策研究所教育課程研究センターから各校に配布されているリーフレット「学級

・学校文化を創る特別活動（中学校編）」を参考にするとよい。
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また、学級活動が教師主導であったり、生徒にとって価値あるものになっていなかったりした

場合には、生徒指導の留意点を十分に生かした授業展開を考えることが大切である。その際、生

徒が学級活動の時間に楽しさを感じているのか、仲間との温かいふれあいの中から自分の存在感

を感じているのかが大切なポイントとなる。そのため、学級活動（事前事後の活動も含む）が楽

しさのある教育活動となっているのか、また学級活動を展開するときの留意点に配慮できている

のかについて再検討を加えてみることが大切である。

(2) 生徒会活動の指導

中学校の生徒会活動においては、小学校で

の児童会活動で身に付けた資質・能力を基礎

にし、生徒の自発的、自治的に活動する態度

や能力を高めていくことが必要であり、自主

的、実践的に活動できる場や機会の計画的な

確保も含めた学校の一貫した指導体制の下に

運営される必要がある。

その際、生徒の自主性、自発性をできるだ

け尊重し、生徒自ら活動の計画を立て、生徒

がそれぞれの役割を分担し、協力し合って望ましい集団活動を進めるよう、教師が適切に指導す

ることが大切である。

生徒会活動は、全校の生徒が参加するものであるが、多くの活動の形があり、その関わり方に

よって生徒は様々なことを学び体験する。このため、生徒会活動の学習過程を一つに言い表すこ

とは難しいが、基本的には、特別活動の目標を踏まえて生徒会活動で育成される資質・能力は、

「問題の発見・確認、議題の設定」、「解決に向けての話合い」、「解決方法の決定」、「決めたこ

との実践」、「振り返り」といった実践も含めた全体の学習過程の中で育まれる。

(3) 学校行事の指導

学校行事においては、全校又は学年の生徒

で協力して行う、よりよい学校生活を築くた

めの体験的な活動を通して身に付けたことを

生かして、学校や社会への所蔵意識をもち、

多様な他者を尊重し、協働してよりよい生活

づくりに参画しようとする連帯感を養うこと

ができる。学校集団としての活力を高め、生

徒の学校生活に張りをもたせることができ

る。さらには、学校の文化や伝統及びよりよ

い校風をつくり、愛校心を高めることにもつながる。

【中学校・特別活動】
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学校行事は、学校が計画し実施するものであるとともに、各種類の行事に生徒が積極的に参加

し協力することによって充実する教育活動である。したがって、一連の過程を通して、学校行事

の意義を十分に理解した上で、教師の適切な指導により、行事の特質や、生徒の実態に応じて、

生徒の自主的な活動を助長することが大切である。

(4) 特別活動の指導に当たる教師が留意すべき諸点

学級活動をはじめ、特別活動の教育的な成果いかんは、指導に当たる教師の姿勢に影響される

ところが極めて大きい。そこで、以下、特別活動充実のため、指導に当たる教師が留意すべき諸

点を挙げる。

ア 教師と生徒及び生徒相互の人間的な触れ合いを基盤とする指導であること。

イ 生徒の問題を生徒と共に考え、共に歩もうとする教師の態度が大切であること。

ウ 生徒に接する際には、常に温かな態度を保持し、公平かつ受容的で生徒に信頼される教師

であること。

エ 教師の教育的な識見と適正な判断力を生かすとともに、問題によっては毅然とした態度で

指導に当たる必要があること。

オ 生徒の自主的、実践的な活動を助長し、常に生徒自身による創意工夫を引き出すように指

導すること。

カ 集団内の人間関係を的確に把握するとともに、人間尊重の精神に基づいて生徒が望ましい

人間関係を築くように指導に努めること。

３ キャリア教育との関連

(1) キャリア教育と特別活動

総則において、特別活動が学校教育全体を通して行うキャリア教育の要になることとが示され

た。特別活動では、学校、家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て、学んだことを振り

返りながら、新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来の生き方を考えたりする活動を中心

に行う。

留意点として、小学校から現在までのキャリア教育に関わる諸活動については、学びの過程を

記述し振り返ることができるポートフォリオの作成と活用を通して、自信の成長や変容を自己評

価したり、将来の社会生活を展望したりする活動も考えられる。

(2) 学級活動(3)「一人一人のキャリア形成と自己実現」

学級活動(3)は、「一人一人のキャリア形成と自己実現」と整理され、教育活動全体を通じたキ

ャリア教育の要として位置付けられた。キャリア形成とは、社会の中で自分の役割を果たしなが

ら、自分らしい生き方を実現していく

ための働きかけ、その連なりや積み重

ねを意味する。これからの学びや生き

方を見通し、これまでの活動を振り返

るなどして自らのキャリア形成を図る

ことは、これからの社会を生き抜いていく上で重要な課題である。

学級活動(3)で扱う内容については、将来に向けた自己実現に関わるものであり、一人一人の

主体的な意思決定を大切にする活動である。小学校から高等学校へのつながりを考慮しながら、

中学校段階として適切なものを内容として設定する必要がある。キャリア教育は、教育活動全体

の中で基礎的・汎用的能力を育むものであることから、職場体験活動などの胡適的な活動だけに

ならないようにすることが大切である。

学級活動(3)の内容

(ｱ) 社会生活、職業生活との接続を踏まえた主体
的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

(ｲ) 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成

(ｳ) 主体的な進路の選択と将来設計
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４ 特別活動の評価

特別活動の評価において、もっとも大切なことは、生徒一人一人のよさや可能性を生徒の学

習過程から積極的に認めるようにするとともに、特別活動で育成を目指す資質・能力がどのよう

に成長しているかということについて、各個人が活動状況を基に、評価を進めていくことである。

(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 生徒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

該生徒に伝えたり、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、生徒会

活動や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。

・個々の生徒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、生徒に自信をもたせたり意欲を高めたりするために、生

徒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、

生徒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 集団や社会の一員としての 集団活動の意義、よりよい

生活に関心をもち、望ましい 役割を自覚し、望ましい人間 生活を築くために集団とし

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

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

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

る。 生かして実践している。 理解している。


