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� コミュニケーション能力の育成

学校教育においては，学習指導要領に基

づき，国語や道徳，特別活動を始め，学校の

教育活動全体を通じて，だれに対しても思い

やりの心を持つことや，広い心で自分と異な

る意見や立場を大切にすることなどについて

指導するとともに，伝え合う力の育成を重視

し，発表・討論を積極的に取り入れた学習

活動が行われている。

� 規範意識の醸成

近年，少年による特異・重大な事件が多発

しており，善悪の判断などの規範意識や倫理

観などの育成を図ることが，これまで以上に

求められている。

このため，学校，家庭，地域等が十分連携

を図り，子どもの豊かな人間性や社会性など

をはぐくむ取組を進める必要がある。

ア　学校教育における取組

文部科学省では，児童生徒が身に付け

る道徳の内容をわかりやすく表した「心の

ノート」の作成・配布や，体験活動や地域

の人材の活用による道徳教育等に取り組

む「児童生徒の心に響く道徳教育推進事

業」の実施など，道徳教育の充実のための

施策を進めてきており，平成18年度におい

ても，引き続き，その充実を図ることとして

いる。

また，警察では，警察職員や少年警察

ボランティアを学校に派遣して少年非行防

止教室を開催し，具体的な非行事例等を

題材にして直接少年に語りかけることによ

り，少年自身に罪を犯すことの社会的意味

等を認識させ，少年の非行防止を図って

いる。

文部科学省では，平成17年1月に，警察

庁と共同で「非行防止教室等プログラム事

例集」を作成，公表し，本事例集を通じて，

学校と警察等の関係機関とが連携した非

行防止教室等の実施事例を紹介し，非行

防止教室の全国的な推進を図っている。

さらに，各学校における非行防止教室

の効果的な実施を図るため，平成18年5月

に非行防止教室に関する指導資料を作成

したところである。

イ 青少年の薬物乱用防止対策

警察庁では，平成17年6～7月に「薬物乱

用防止広報強化期間」を実施し，家庭・地

域に対する広報啓発活動の推進を図っ

た。

警察では，ポスター及びリーフレットを

作成・配布するとともに，全国に配備され

た薬物乱用防止広報車を活用した薬物乱

用防止教室の開催や地域社会での各種会

合等における広報啓発活動の充実を図っ

ている。

� 安全教育

ア　子どもの防犯

近年，幼い子どもが被害者となる強制わ

いせつや略取誘拐事件などの犯罪が多発

し，子どもを取り巻く環境は，極めて厳し

い状況にある（第2－2－1表，第2－2－2

表）。

そのため，警察では，子どもへの声かけ

やつきまとい等の子どもに対する犯罪の前

兆と思われる事案については，地域住民

や保護者，教育委員会，学校等に対し，警

察への通報や届出，警察安全相談の利用

等による情報提供を促し，迅速かつ的確

な事案の把握に努めるとともに，子どもの

学年や理解度に応じて，子どもが参加・体

験できる演技式等を用いた実践的な被害

防止教育を推進している。具体的には，

子どもが「自分の身は自分で守る」ための

ポイントである

① 登下校時には通学路を利用し，人

通りの少ない場所では，一人で行動

しない。

② 知っている人でも，保護者の了解
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なくついていかない。

③ 万一連れ去られそうになったら，大

きな声を出すなど抵抗して逃げる。

防犯ブザー，防犯ホイッスル等を活用

する。

④ 外出するときは，保護者に行き先や

帰宅予定時間を告げる。

⑤ 見知らぬ人に声を掛けられるなど

危険を感じたことがあったときは，保

護者にそのことを話す。

などを周知させること，防犯ブザー･ホイッ

スル等の防犯器具の使用方法や，通学路

にある「子ども110番の家」の所在を把握

することなどを指導している。

また，通学路や児童公園に設置し，緊

急時には，警察へ直接通報できる「子ども

緊急通報装置」を平成18年4月までに，全

国61地区に405基整備し，その運用を行っ

ている。

第2-2-1表　少年の主な犯罪被害（平成17年） 

 

少年被害者計 
うち）未就学 
うち）小学生 
うち）中学生 
うち）その他 

傷　害 

うち女性 

恐　喝 

うち女性 

強　姦 

うち女性 

強制わいせつ 

うち女性 

略取誘拐 

うち女性 

暴　行 

うち女性 

6,329 3,344 6,522 1,510 4,871 416 793 793 4,970 4,803 215 176
111 52 123 57 0 0 3 3 126 113 31 13
872 450 329 86 198 17 41 41 1,164 1,078 71 56
1,450 671 1,840 380 1,685 150 159 159 698 660 40 38
3,896 2,171 4,230 987 2,988 249 590 590 2,982 2,952 73 69

資料 ： 警察庁調べ 

17年 平成13年 14年 15年 16年 

第2-2-2表　学校（幼稚園）における主な犯罪認知件数 

 

暴　　行 
傷　　害 
住居侵入 

358321 316 311 335
1,1321,236 1,135 1,106 1,149
2,1361,771 2,168 2,660 2,431

（注）「学校（幼稚園）」には，学校教育法第1条に掲げる学校（小学校，中
学校，高等学校，大学，高等専門学校，盲学校，聾学校，養護学校，
幼稚園），同法第82条の2の専修学校及び同法第83条の各種学校
のほか，その実態が幼稚園と同視されるような保育所を含む。 

資料 ： 警察庁調べ 

イ 学校における安全教育

学校においては，子どもが交通事故等

の事故，災害，犯罪被害等の危険から自ら

の身を守る能力を養うため，学校の教育

活動全体を通じて，子どもの発達段階に

応じた安全教育を推進している。

特に，平成17年末に下校中の児童が殺

害されるという大変痛ましい事件が連続し

て発生したこと等を踏まえ，各学校におい

て，通学安全マップの作成や実践的な防

犯教室の実施等を通じ，子どもに危険予

測能力や危険回避能力を身に付けさせる

取組を推進している（詳しくは，134ページ，

第3章第4節3�参照）。

ウ 交通安全教育

歩行者及び自転車の利用者として必要

な技能と知識を習得し，道路における危

険を予測・回避して安全に通行する意識

と能力を向上させるため，小学校，家庭，

警察等の関係機関・団体等が連携・協力

しながら，歩行者としての心得，自転車の

安全な利用方法，交通ルールの意味や必

要性等を重点に実施するとともに，保護者

に対する交通安全講習会等を開催してい

る。

エ　防災教育

地域活動や学校等を通じて，地震や風

水害等の災害の知識と対策，火災の予防

及び身近な生活の中に火の危険性を見い
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だし，友達，家族等に防災や火災予防の

啓蒙ができるように教育を行っている。

また，消防庁では，e－ラーニング（防

災・危機管理e－カレッジ）において，子ど

もたちに向けたコンテンツを平成17年3月

から配信している。

� メディアを活用する能力

子どもたちにコンピュータやインターネット

を使う技能を習得させるとともに，あふれる

情報の中から必要な情報を取捨選択し，自

らの情報として主体的に発信できる能力（情

報活用能力）を育成することは，重要な課題

である。このため，学校教育においては，学

習指導要領に基づき，発達段階に応じた体

系的な情報教育を行うことにより，情報活用

能力の育成を図っており，この中で，情報モ

ラル（情報社会で適切な活動を行うための基

になる考え方と態度）を育成することとしてい

る。具体的には，各教科等の指導に当たっ

て，コンピュータやインターネット等を活用す

る際に，併せて，情報モラルの観点に配慮す

ることとしている。

また，総務省では，平成11年11月から12年

6月まで，「放送分野における青少年とメディ

ア・リテラシーに関する調査研究会」を開催

し，メディア・リテラシーの向上に向けた施策

の方向性について検討を行った。同研究会

の提言を受け，小・中学生向けの教材を開

発し，教育関係者を中心に，広く一般に貸出

しを行い，その普及に努めている。

さらに，子どもがインターネット等を安心し

て利用できるようにするため，ICTメディア・

リテラシーを養う手法を調査，開発を行って

いる。

3.学力の習得
� 教育内容の充実

平成14年4月から順次実施の現行学習指

導要領は，子どもたちに基礎的な知識をしっ

かりと身に付けさせ，それを活用しながら，

自ら学び自ら考える力などの「生きる力」をは

ぐくむことをねらいとしている。

このような学習指導要領のねらいを実現す

るため，①習熟度別指導の推進など学力向

上のためのモデル事業等を行う「学力向上

アクションプラン」を推進するとともに，②平成

15年12月には，学習指導要領のねらいをより

明確化するため，学習指導要領の一部改正

を行った。

また，学習指導要領全体の見直しについ

ては，平成18年2月に中央教育審議会教育課

程部会において，「審議経過報告」がとりまと

められたところである。

� 全国的な学力の把握・評価

学習指導要領の目標や内容に照らした教

育内容全般にわたる全国的な定着状況の把

握を通じて，学習指導要領や指導の改善の

ための基礎的なデータを得ることを目的とし

て，国立教育政策研究所において「教育課

程実施状況調査」を行っている。

平成17年4月に公表された「小中学校教育

課程実施状況調査」（平成16年1月，2月実施）

の結果によれば，前回調査（平成14年1，2月

実施）との同一問題で比較した場合，正答率

が前回を上回る問題数が下回る問題数より

多くなっており，全体としては，学力の低下傾

向に若干の歯止めがかかったと思われる。

しかしながら，国語の記述問題，中学校数

学，学習意欲や学習習慣など，国際的な学

力調査（平成16年12月公表）の結果と類似し

た課題が引き続き見受けられる。

文部科学省では，国際的な学力調査や

「教育課程実施状況調査」の結果等を踏まえ，

各学校における授業改善の徹底，学習指導

要領の見直しや，全国的な学力調査の平成

19年度実施に向けた準備などを進めている

ところである。
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