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【ご利用上の注意】 

 

１ この資料ダイジェスト版には、教育に関する資料（法令を含む。以下同じ。）の

うち、平成28年の保育士試験「教育原理」で出題される可能性の高い資料の重要部

分が掲載されています（「編」のタイトルに【抜粋】と付記されていない資料につ

いては、ほぼ全文が掲載されています）。 

  法令については、原則として現時点で最新の内容を掲載しております。平成28年

の筆記試験の出題範囲が判明した場合に、改訂等が必要となった場合には、一斉メ

ールと弊社ＨＰ等でお知らせさせていただきます。 

  重要資料ではあるものの、「日本国憲法」など、「ポイント集」の記載で必要十

分と考えられる資料については、掲載しておりません。 

  「学校教育法」で省略されている条文や他の法令をご覧になりたい方は、総務省

が運営するサイト「電子政府の総合窓口ｅ－Ｇｏｖ（イーガブ）」（http://law.e-

gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）でご覧ください。 

  また、この資料ダイジェスト版に掲載されていない文部科学省通知や中央教育審

議会答申などをご覧になりたい方は、文部科学省ＨＰ（中央教育審議会のページ：

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm など）でご覧

ください。 

 

２ 本文中の重要箇所はゴシック体（太字）で強調しておりますが、必ずしもその箇

所だけが重要ということではなく、メリハリをつけて読みやすくする目的でゴシッ

ク体を使用しております。ご自身でマークやアンダーラインをつける際には、ゴシ

ック体部分に拘束される必要はありません。 

 

３ この資料ダイジェスト版に掲載されている内容のすべてが重要というわけではあ

りません。 

  普段の学習では、そのまま第１編から読んでいくということではなく、問題演習

などを行っていて触れた資料の重要箇所にマーカーやアンダーラインで色つけをし

ながら少しずつ資料関連知識を増やしていき、筆記試験の直前期になってから、初

めて第１編からまとめて見直すというご利用方法が、合理的かつ効果的であると考

えられます。 

 

４ なお、条文中の①、②・・・は「第１項、第２項・・・」を、一、二・・・は

「第１号、第２号・・・」を示すものとします。 
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第３編 教育基本法 
 

平成18年12月22日法律第120号 

 

  教育基本法（昭和22年法律第25号）の全部を改正する。我々日本国民は、たゆま

ぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界

の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を

実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊

かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい

文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっと

り、我が国の未来を切り拓

ひら

く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律

を制定する。 

 

第１章 教育の目的及び理念  

 

第１条（教育の目的） 

  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要

な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

 

第２条（教育の目標） 

  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。 

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心

を培うとともに、健やかな身体を養うこと。  

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神

を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神

に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。  

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 

第３条（生涯学習の理念）  

  国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その

生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、そ

の成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 
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第11編 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指

導の徹底について 

（文部科学省 平成25年３月13日） 

（出典：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331907.htm ） 

 

１ 体罰の禁止及び懲戒について 

  体罰は、学校教育法第11条において禁止されており、校長及び教員（以下「教

員等」という。）は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行って

はならない。体罰は、違法行為であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影

響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為である。 

  体罰により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決

への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの連鎖を生む恐れがある。もとより

教員等は指導に当たり、児童生徒一人一人をよく理解し、適切な信頼関係を築く

ことが重要であり、このために日頃から自らの指導の在り方を見直し、指導力の

向上に取り組むことが必要である。懲戒が必要と認める状況においても、決して

体罰によることなく、児童生徒の規範意識や社会性の育成を図るよう、適切に懲

戒を行い、粘り強く指導することが必要である。 

  ここでいう懲戒とは、学校教育法施行規則に定める退学（公立義務教育諸学校

に在籍する学齢児童生徒を除く。）、停学（義務教育諸学校に在籍する学齢児童

生徒を除く。）、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、

通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残

り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などがある。 

 

２ 懲戒と体罰の区別について 

(1) 教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該

児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間

的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必

要がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生

徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して

判断すべきである。 

(2) (1)により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する

侵害を内容とするもの（殴る、蹴る等）、児童生徒に肉体的苦痛を与えるよう

なもの（正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等）に当たる

と判断された場合は、体罰に該当する。 
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第13編 いじめ防止対策推進法【抜粋】 

 

平成25年６月28日法律第71号 

 

第１章 総則 

 

第１条（目的） 

  この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は

身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保

持するため、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処を

いう。以下同じ。）のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責

務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定につ

いて定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることによ

り、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

 

第２条（定義） 

① この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校

に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は

物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であ

って、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

② この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規

定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除

く。）をいう。 

③ この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

④ この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、

未成年後見人）をいう。 

 

第３条（基本理念） 

① いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに

鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を

問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

② いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童

等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするた

め、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理

解を深めることを旨として行われなければならない。 

 


