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中期的な企業の人材ニーズを的確に把握で

きるようデータベースを充実する。

4.社会生活能力の習得
� 社会や経済の仕組みについての現実的理

解と知識の習得

学校教育においては，社会科や公民科な

どの学習を通じて，労働関係法規や公的年

金制度の仕組みなどを含む社会や経済の仕

組みについて理解を深めさせることとしてい

る。その際，体験的な学習や問題解決的な

学習を積極的に取り入れている。

文部科学省では，引き続き，現行学習指導

要領の定着を図り，社会や経済の仕組みに

関する学習の充実を図っていくこととしてい

る。

社会保険庁では，公的年金制度について，

将来の公的年金制度を担う中学生・高校生

に対して，公的年金制度の基本理念である

世代間扶養の考え方を正しく理解してもらう

ことを目的に，平成5年度から学校教育の場

における年金教育を実施している。

具体的には，年金広報専門員が，中学校・

高校を訪問し，生徒用副読本等を用いて，

生徒に対して公的年金制度について説明を

行うことや，主に中学校・高校の社会科担当

教員を対象に年金セミナーを開催し，年金

教育の必要性を説き，公的年金の意義・役

割等について社会科の授業で取り上げても

らうよう要請を行うとともに，年金セミナーに

参加した中学校・高校に対して，授業の教材

として活用してもらうため，生徒用副読本等

を配付することにより，年金教育を行ってい

る。

なお，学校における年金教育を促進する

ため，平成15年度から都道府県ごとに，地方

社会保険事務局の関係者，教育委員会及び

学校の関係者から構成される年金教育推進

協議会を設置し，連携の強化を図っている。

金融庁では，金融やその背景となる経済

についての基礎知識に立脚しつつ，自立した

個人として判断し，意思決定する能力である

「金融経済リテラシー」の普及のため，金融

経済教育に関する様々な取組を実施してい

る。

具体的には，小学校段階から日々 の暮らし

の中で，少しでも金融の働きについて理解を

深めてもらうために，平成16年7月に小学生向

けパンフレット「くらしと金融」を作成し，ホー

ムページに掲載している。

また，平成15年11月に中学校・高校生向け

副教材である「インターネットで学ぼう わた

したちの生活と金融の働き」を作成し，ホー

ムページに掲載している。

さらに，平成17年3月に，「金融経済教育懇

談会」を立ち上げ，同年6月に，金融経済教

育の必要性，現状と課題等について整理し

た「金融経済教育に関する論点整理」を取り

まとめ公表した。今後，同論点整理を踏まえ，

学習指導要領と有機的に関連した体系的な

教育プログラムの開発への参画，現場教師

との懇談会・研修会の実施等について取り

組むこととしている。

法務省では，法律専門家ではない一般の

人々が，法や司法制度，これらの基礎になっ

ている価値を理解し，法的なものの考え方

を身に付けるための教育（法教育）の普及・

発展のため，様々な取組を行っている。

具体的には，平成16年11月に，中学生を対

象とした法教育教材を作成し，中学校にお

いて，この教材に基づいた授業を実践するこ

とにより，社会経済活動と法との関係につい

ての理解を深め，社会経済活動に主体的に

関わっていく意識を養うとともに，法や司法を

身近なものと感じ，法によって紛争を解決す

る態度，法（ルール）を自分で創り出し，遵守

し，必要に応じて改善していく態度を身に付

けるための取組などを促進している。
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さらに，法教育の一層の普及・発展を図る

ため，平成17年5月に「法教育推進協議会」を

発足させ，法教育の実践，教員等への法教

育の周知，教員の指導力の向上，裁判員制

度を題材とした教材の作成などについても

検討を進めているところである。

� メディアを活用する能力

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

で適正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，①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

とともに，②必修である中学校（「技術・家庭」

の「情報とコンピュータ」）及び高等学校（普

通教科「情報」）において情報モラルの育成

を独立した教育内容として位置付けている。

また，総務省では，「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。

� 規範意識の醸成

万引きは絶対にやってはいけないと考え

る中・高校生の割合は，学年が上がるにつれ

て減少する傾向があると一部の調査で指摘

されており，また，社会体験，生活体験の希

薄化する中で，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り，文部科

学省では，道徳教育の充実を図るとともに，

非行防止教室の開催などにより，少年の非行

防止に努めている。

また，青少年の薬物乱用防止対策として，

「薬物乱用防止広報強化期間」を実施するな

ど，家庭・地域に対する広報啓発活動の推

進を図っている（詳しくは，80ページ，第2章

第2節2�参照）。

� 安全教育

ア　思春期における安全教育

思春期の子どもは，学童期に比べて行

動範囲や交友関係が広がることにより，保

護者の目が届きにくい場所で主体的に活動

する機会が増える。一方で，子どもが犯罪

に巻き込まれるおそれも高くなり，罪種別

に見ると，女性では痴漢，強制わいせつ等

の性犯罪，男性では暴行，傷害や恐喝等

の被害に遭うことが多い。

警察では，学校や教育委員会と連携し

て，女子生徒に対する痴漢防止方策や護

身術等の指導を行うなど，子どもが参加・

体験できる実践型の被害防止教育を推進

しており，子どもへの意識啓発を図ってい

る。

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
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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

中学生及び高校生については，自主的

に技術と知識を習得し，道路交通の安全

を確保する意識を高めさせるように努めて

いる。

中学生に対する交通安全教育としては，

道路を通行する場合には，思いやりをもっ

て，自己の安全ばかりでなく，他の人々の

安全にも配慮できるように，中学校，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，道路における危険の予測と

回避等を重点に実施している。

また，高校生に対する交通安全教育とし

ては，交通社会の一員として交通ルールを

遵守し，自他の生命を尊重するなど，責任

を持ち，行動できる社会人を育成するた

め，免許取得前の教育として高等学校，家

庭，警察等の関係機関・団体等が連携・協

力しながら，自転車の安全な利用，二輪

車・自動車の特性，危険の予測と回避，運

転者としての責任の自覚，応急手当等を重

点に実施している。

また，生徒の実態や地域の実情に応じ

て，二輪車・自転車の安全運転を推進する

機関・団体等と連携しながら，安全運転に

関する意識と実践力の向上を図っている。

エ　防災教育

地震や風水害などの災害の知識と対

策，初期消火や，応急手当などを学校，地

域活動を通じて普及を図っている。

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，成長

に応じた防災知識の普及を行っている。

� ボランティア活動

文部科学省では，学童期と同様に，学校

内外を通じた奉仕活動・体験活動の充実を

図るため，様々な取組を進めている。

また，地域の教育力の再生を図るため，地

域におけるボランティア活動促進のための多

彩なプログラム開発を行う事業を平成17年

度から実施し，ボランティア活動の全国的な

展開を推進した。

さらに，国民一人一人が日常的にボラン

ティア活動を行い，相互に支え合う地域社会

を実現するため，「ボランティア活動推進

フォーラム」（平成18年1月山口県，2月東京都）

の開催や，主に小・中学生を対象とした広報

用ポスター等を作成した。

平成18年度においては，引き続き，地域に

おけるボランティア活動の全国的な展開を推

進する事業や，社会的機運の醸成を図る事

業を実施する（85ページ，第2－2－4表参照）。

厚生労働省では，都道府県・指定都市社

会福祉協議会が行う「ボランティア振興事業」

において，小・中・高校生を対象としたボラ

ンティア活動の普及，ボランティア活動を推

進するリーダーやコーディネーターの養成・研

修，ボランティア活動の動向や先駆的な活動

を紹介する情報誌の発行等への支援を実施

し，思春期にある若者がボランティア活動に

参加できるようにするための基盤整備を行

い，ボランティア活動の振興を図っている。

� 学校での特別活動の推進

学校教育においては，学童期と同様に，学

級活動や生徒会活動，学校行事からなる特

別活動を行うことにより，望ましい集団活動

を通して，心身の調和のとれた発達と個性の

伸長を図っている。

また，集団や社会の一員として，よりよい生

活を築こうとする自主的，実践的な態度を育

てるとともに，人間としての生き方についての

自覚を深め，自己を生かす能力を育成して

いる。

文部科学省では，引き続き，現行学習指導
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要領の定着を図り，学校での特別活動の推

進を図っていくこととしている。

� 体力の向上

ア　子どもの体力向上

中央教育審議会答申「子どもの体力向

上のための総合的な方策」を受け，文部

科学省では，子どもの体力の現状や生活

習慣の実態を把握し，地域ごとに設定し

た目標に向けて学校・家庭・地域が連携し

た実践活動を行う「子どもの体力向上実践

事業」の実施などを行っている（詳しくは，

78ページ，第2章第2節2�ア参照）。

イ 学校におけるスポーツの振興

中学校における保健体育の授業は，年

間90時間，高等学校においては，年間70

～105時間程度実施されている。保健体育

科においては，心と体を一体としてとらえ，

運動や健康・安全についての理解と運動

の合理的な実践を通して，積極的に運動

に親しむ資質や能力を育てるとともに，健

康の保持増進のための実践力の育成と体

力の向上を図り，明るく豊かな生活を営む

態度を育てることを目標としている。文部

科学省では，この目標を実現するため，教

員の資質向上のための研修会・講習会を

実施している。

運動部活動は，部員同士の切磋琢磨や

自己の能力に応じてより高い水準の技能

や記録に挑戦する中で，スポーツの楽しさ

や喜びを味わい，豊かな学校生活を経験

する活動であり，体力の向上や健康の保

持増進にも極めて効果的な活動である。

�日本中学校体育連盟，�全国高等学校

体育連盟及び�日本高等学校野球連盟に

よると，平成17年度における運動部数は，

212,741に上っている。文部科学省では，

この運動部活動を更に充実させ，生徒の

健康の保持増進と体力の向上を図るた

め，複数の学校でチームを編成する複数

校合同運動部活動の推進等についての実

践的な調査研究及び地域のスポーツ指導

者の活用促進のための調査研究の実施並

びにインターハイなど学校体育大会の大会

開催経費への補助を行うこととしている。

ウ 地域スポーツの振興

文部科学省では，「スポーツ振興基本計

画」の中で，生涯スポーツ社会の実現を政

策目標の柱のひとつとして掲げ，そのため

の必要不可欠の施策として，地域住民が

身近にスポーツに親しむことができる「総

合型地域スポーツクラブ」の全国展開など

を推進している（詳しくは，79ページ，第2

章第2節2�ウ参照）。

エ　都市公園の整備

都市公園においては，思春期の子ども

などが，手軽に各種のスポーツが行える

公園の整備を行っている。

� 国際交流活動

ア　高校生の留学交流

高校生の留学交流の現状は，平成16年

度実績で，外国の高等学校へ3か月以上留

学した者は4,404人，海外から日本の高等

学校へ3か月以上留学した者は1,518人，海

外研修旅行者（語学等の研修や国際交流

などを目的として，外国の高等学校などに3

か月未満の旅行に出た者）は3万4,782人，

外国からの研修旅行生の受入者数は4,068

人となっている。

文部科学省では，高校生留学の教育上

の意義を考慮し，安全で有意義な留学が

できるよう，関係機関への指導・助言に努

めている。

また，高校生留学プログラムを行う団体

により設立された「全国高校生留学・交流

団体連絡協議会」（以下「高留連」という。）

が行う諸事業を支援し，留学交流を推進

している。具体的には，高留連が実施す

る情報提供事業や，年間留学プログラムに
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