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数が１コマ増加。特に，国語，社会，数
学，理科，外国語及び保健体育の授業時
数は，３年間で約１割増加している。

　　②　教育内容の主な改善事項
　　　ア　言語活動の充実
　　　　 　言語は，論理や思考等の知的活動，

コミュニケーション，感性・情緒の基
盤である。このため，国語を始め各教
科等で，記録，説明，批評，論述，討
論等の言語を使った活動を行い，すべ
ての教科等で言語の力をはぐくむこと
としている。

　　　イ　理数教育の充実
　　　　 　国際的な通用性，内容の系統性の観

点から指導内容を充実した。また，反
復による指導や観察・実験についても
充実している。

　　　ウ 　伝統や文化に関する教育の充実
　　　　 　国際社会で活躍する日本人の育成を

図るため，我が国や郷土の伝統や文化
を受け止め，それを継承・発展させる
ための教育を充実した。

　　　エ　道徳教育の充実
　　　　 　小・中学校の道徳教育は，道徳の時

間を要として，学校の教育活動全体を
通じて行うものであることを明確化し
た。

　　　オ 　体験活動の充実
　　　　 　集団宿泊活動，自然体験活動，職場

体験活動，ボランティア活動等の社会
奉仕体験，就業体験を推進するなど，
体験活動の充実を図った。

　　　カ　外国語教育の充実
　　　　 　小学校第５・６学年に週１コマの外

国語活動を導入。中学校では，聞く・
話す・読む・書くを総合的に行う学習
活動を充実した。

　　 　新学習指導要領は，小学校では平成23年
度から，中学校では平成24年度から全面実
施（平成21年度から算数・数学，理科等で
先行実施）。高等学校では，平成25年度入

３　学力の向上
⑴ 知識・技能や思考力・判断力・表現力，学
習意欲等の「確かな学力」の確立（文部科学
省）
　 　「知識基盤社会」の時代と言われる21世紀
においては，確かな学力，豊かな心，健やか
な体の調和を重視する「生きる力」をはぐく
むことがますます重要になっている。平成18
年12月の教育基本法改正及び平成19年６月の
学校教育法改正においても，知・徳・体のバ
ランスとともに，基礎的・基本的な知識・技
能，思考力・判断力・表現力等，学習意欲等
を重視し，学校教育においてこれらを調和的
にはぐくむことが必要である旨が法律上規定
されたところである。
　 　中央教育審議会においては，このような法
改正を踏まえた審議が行われ，「幼稚園，小
学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善について」（平成20年
１月17日中央教育審議会答申）が文部科学大
臣に提出された。この答申を踏まえ，文部科
学省においては，平成20年３月に小学校学習
指導要領の改訂を行った。
　　今回の改訂は，
　① 教育基本法改正等で明確となった教育の理
念を踏まえ「生きる力」を育成すること

　② 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現
力等の育成のバランスを重視すること

　③ 道徳教育や体育等の充実により，豊かな心
と健やかな体を育成すること

　を基本的なねらいとしている。
　 　このため，平成20年（小・中学校）・21年
（高等学校）に改訂された新学習指導要領に
おいては，以下のとおり授業時数を増加し，
教育内容を改善しているところである。
　　①　授業時数の増加
　　　 　小学校では，週当たりの授業時数が低

学年で２コマ，中・高学年で１コマ増
加。特に，国語，社会，算数，理科及び
体育の授業時数は６年間で約１割増加し
ている。中学校では，週当たりの授業時
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ピュータ等の基本的な操作を身に付けること
や，各教科の授業において情報手段を適切に
活用すること等が明記された。
　 　また，中学校の新学習指導要領では，小学
校の学習を通じて習得したことを基盤とし
て，コンピュータ等を主体的に活用できるよ
うに学習活動を充実すべきことが明記された
ほか，教科「技術・家庭」の技術分野で，
ディジタル作品の設計・制作やプログラムに
よる計測・制御が必修化されることとなった。
　 　さらに，高等学校の新学習指導要領では，
共通教科「情報」において，情報活用能力を
確実に身に付けさせるために，小・中・高等
学校を通して体系化された情報教育の指導内
容を受けて，一部重複させるなどして指導を
充実するとともに，共通教科「情報」につい
て，社会の情報化の進展に主体的に対応でき
る能力と態度を育成する観点から，科目が
「社会と情報」及び「情報の科学」の２科目
構成とされることとなった。
　 　また，学校 ICT 環境整備については，平
成21年度第１次補正予算において，学校 ICT
環境整備事業を実施したこと等により，平成
22年３月末現在での進捗状況は，教育コン
ピュータ整備については１台当たり児童生徒
数6.4人（前年度は7.2人），校務用コンピュー
タ整備については98.7％（前年度は61.6％），
普通教室における校内 LAN整備については
81.2％（前年度は64.0％）であり，昨年度に
比べて大幅に改善された。
　 　平成22年４月からは，情報通信技術を最大
限活用した21世紀にふさわしい学校と学びを
創造するため，学校教育の情報化に関する総
合的な推進方策について検討を行う「学校教
育の情報化に関する懇談会」を実施してい
る。本懇談会における議論等を踏まえ，同年
８月，「教育の情報化ビジョン（骨子）」を取
りまとめた。
　 　総務省においては，ICT を使って児童が
教え合い，学び合う「協働教育」を推進する
ため，平成22年度から「フューチャースクー

学生から年次進行で実施することとしてい
る（小・中学校における学習の成果を生か
すため，数学及び理科は平成24年度入学生
から先行実施）。

⑵ 基礎学力の保障等（文部科学省）
　 　文部科学省では，少人数指導，習熟度別指
導，ティーム・ティーチング等きめ細かな指
導方法改善のため，加配教職員定数を措置し
ており，平成22年度予算においては，理数教
科の少人数指導等の充実を図るため，2,052
人の定数改善を行ったところである。
　 　また不登校児童生徒への相談・指導を行う
ために各都道府県・市町村教育委員会が設置
している教育支援センター（適応指導教室）
では，不登校児童生徒の在籍校とも連絡をと
り，児童生徒の実情に応じて学習指導を行っ
ている。
⑶ 高校教育の質の保証（文部科学省）
　 　文部科学省では，高等学校教育の質の保証
と向上を促すため，学習指導要領の改訂や各
学校における学校評価の取組の推進等の多様
な施策を実施しているところである。
　 　平成21年３月に改訂された新高等学校学習
指導要領では，①高校教育の共通性と多様性
のバランスを重視し，学習の基盤となる国
語，数学及び外国語における共通必履修科目
の設定，②言語活動，理数教育，道徳教育及
び外国語教育の充実，③義務教育段階の学習
内容の確実な定着を図るための学習機会を設
けることの促進，等の改善を図ったところで
ある。
⑷ 教育の情報化の推進（総務省，文部科学省）
　 　情報通信技術を活用して，子ども同士が教
え合い学び合うなど，双方向でわかりやすい
授業の実現，教職員の負担の軽減，児童生徒
の情報活用能力の向上が図られるよう，21世
紀にふさわしい学校教育を実現できる環境を
整えることは重要である。
　 　文部科学省では，小・中・高等学校の新学
習指導要領を改訂し，情報教育の充実を図っ
ている。小学校の新学習指導要領では，コン
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けて」において，学部教育の充実のため，
各大学が「学位授与の方針」「教育課程編
成・実施の方針」「入学者受入れの方針」
を明確に示し，学部教育を組織的・総合的
に運用するとともに，教職員の職能開発等
質保証システムを強化することが必要であ
ることが示され，様々な取組が行われてい
る。具体的には，シラバスの記述の具体化，
厳格な成績評価の実施，学期等における履
修科目登録の上限設定を通じた単位の実質
化に向けた取組のほか，産学連携的なプロ
ジェクト学修，長期インターンシップ等を
通じた実践的なキャリア教育等を含む学生
の社会的及び職業的自立に関する組織的な
教育活動の展開や，教育内容・方法の改
善，教育情報の公表等が，積極的に取り組
まれているところである。

　　 　このような大学の取組を支援するため，
文部科学省としては，国公私立大学を通じ
た競争的環境の下で，大学教育の質の保証
や教育力の向上を図る取組の中から，効果
の見込まれる取組を選定し，大学教育の改
革への財政支援とともに，フォーラムの開
催や事例集の作成等による社会に対する情
報提供を実施し，各大学等における教育改
革の取組を推進している。

　ウ　認証評価制度の導入（文部科学省）
　　 　大学の教育研究の質の維持向上を図るた
め，すべての国公私立大学が，文部科学大
臣から認証された評価機関による定期的な
評価を受ける認証評価制度が，平成16年度
から導入された。

　エ　学習支援サービス（文部科学省）
　　 　多様化した学生の学習活動をサポートす
るため，大学においては，優秀な大学院学
生に対し，教育的配慮の下に，学部学生等
に対する助言や実験，実習等の教育補助業
務を行わせるティーチング・アシスタント
制度や，大学の教員が学生の授業内容等に
関する質問・相談等に応じるための時間
（オフィスアワー）を設けるなどの授業時

ル推進事業」を実施しており，全国２ブロッ
ク10学校の公立小学校を対象に ICT 機器を
使ったネットワーク環境を構築し，学校現場
における情報通信技術面を中心とした課題を
抽出・分析することとしている。

４　大学教育等の充実
⑴ 教育内容の充実
　ア　大学入学者選抜（文部科学省）
　　 　大学入学者選抜については，常により良
い方途を求めて，不断の努力を続けていく
べき重要な課題である。

　　 　各大学においては，学力偏重による過度
の受験競争の激化への反省から，受験生の
能力・適性等を多面的に判定できるよう，
面接，小論文等による評価尺度の多元化
や，アドミッション・オフィス（AO）入
試，推薦入試の導入・拡大といった入試方
法の多様化の取組が進められてきた。

　　 　しかし，いわゆる大学全入時代を迎え，
総じて大学入試の選抜機能が低下している
中，大学では，入試による入学者の学力水
準の担保が困難になりつつある。特に，
AO入試や推薦入試は，必ずしも学力検査
を課さない形で導入されているケースも
あった。そこで，文部科学省においては，
平成23年度入試からは，AO，推薦入試に
おいて学力把握措置を取ることとするよ
う，各大学に通知している。

　　 　また，文部科学省においてはこれまで
も，各大学がそれぞれの大学・学部等の教
育理念や教育内容等に応じた入学者受入方
針（アドミッション・ポリシー）を明確に
し，入学後の教育との関連も十分踏まえた
上で，入試方法の工夫・改善に努めるよう
促している。

　イ 　教育機能の充実（文部科学省，経済産業
省）

　　 　学部教育については，多年にわたり様々
な議論が重ねられてきた。平成20年の中央
教育審議会答申「学士課程教育の構築に向




