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第１章

指針の基本的な考え方

◎北海道教育委員会では、高校を取り巻く環境

が大きく変化する中で、未来を担う人材を育

、成するために教育内容を充実させる観点から

これからの本道の高校教育に関する指針を策

定することとし、道民の皆さんにわかりやす

く説明できるよう心がけました。



*1 平成16年12月に道教委が設置した有識者による会議。平成17年１月の道教育長の諮問を受け、12回の検討

会議の開催のほか 「高校教育に関する道民意向調査」や全道14会場で「意見を聞く会」を実施し、平成17年、

12月に「これからの本道における高校教育のあるべき姿とそれを踏まえた高校配置のあり方について」を答

申した。

*2 道が策定した「北海道新生プラン」において、道民一人一人が郷土に誇りと愛着を持ちながら、いきいき

と働き、安心して暮らすことができる個性あふれる地域社会を構築し、北海道全体を自信と活力に満ちた大

地として再生させ、世界から注目される「住んでいることを誇りに思える、夢のある北海道」を「新生北海

道」と掲げている。

。*3 新たな市場や就業機会を創出する将来の起業家として必要とされる自立心・創造力・チャレンジ精神など
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指針の趣旨１

この指針は 「高校教育推進検討会議」 の答申（平成17年12月）に基づき、国際化、高度情、 *1

報化の進展など社会の変化や、生徒の能力・適性、興味・関心、進路希望等の多様化、中学校

卒業者の減少など高校を取り巻く環境の変化に対応し、未来を担う人材を育むための高校教育

の基本的な考え方と施策を示したものであり、平成20年度から順次実施することとします。た

だし、国の施策の動向、社会の変化や時代の要請を踏まえ、必要に応じて見直しを図ることと

します。

指針の基本的な考え方２

(1) 本道の高校教育の現状と課題

新生北海道と高 いま、北海道は地域経済の低迷や危機的な地方財政など大変厳しい状況

校教育 に直面しており、時代の大きな転換期を迎えています。
*2

道民一人一人が住んでいることを誇りに思える、夢のある新生北海道

を創造していくためには、基幹産業の活性化や新産業の創出など経済が元

気を取り戻すとともに、未来を担う子どもたちが北の大地で 「共に生き、

る 「豊かに生きる 「たくましく生きる」ことができる環境づくりを進」 」

めることが求められています。

、 、 、これからの本道の高校教育においては 豊かな心 健やかな身体を持ち

何事にも果敢に挑戦し、チャレンジ精神旺盛で創造性に富んだ人材の育成

を図るとともに、本道の基幹産業である農業、水産業をはじめとして、本

道産業の発展のために職業教育の一層の充実を図る中で、将来のスペシャ

リストとしての基礎を培い、起業家精神 を育むなど、子どもたちが豊か*3

な人間性や創造性を身に付け健やかに成長するよう、長期的な視野に立っ

た取組を進めることが重要であると考えます。



*4 平成15～17年度に道教委が、生徒の多様なニーズに応える魅力ある学校づくりを推進することにより、生

徒の学校選択の幅を拡大し、自ら学ぶ意欲を培う高等学校教育を実現するために実施した事業 「北海道学力。

向上フロンティアハイスクール 「北海道いきいき体験モデルハイスクール 「北海道アンビシャスハイス」、 」、

クール 「北海道サイエンスハイスクール 「北海道イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール 「北海」、 」、 」、

道プロフェッショナルハイスクール 「北海道ＩＴハイスクール 「北海道ネイチャーハイスクール 「北」、 」、 」、

海道ふるさとハイスクール 「北海道パイオニアハイスクール」の10の実践テーマを示し、教育改革に積極」、

的に取り組む高等学校を奨励校として支援した。

*5 「①知識や技能に加え、自分で課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく

問題を解決する資質や能力、②自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心、生命や人権を尊

重する心、感動する心など、豊かな人間性、③たくましく生きるための健康や体力等を要素とする力」とい

った資質や能力。
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魅力ある高校づ 道教委が平成15年度から17年度に実施した「夢と活力あふれる高校づく

くり り推進費」事業 では 「豊かな心の育成と確かな学力の向上 「特定の分
*4

、 」、

野における卓越した人材の育成 「ふるさとを拓く人材の育成 「新し」、 」、

い教育の創造」の４つのねらいのもとで、実践研究に取り組む奨励校が優

、 、 、れた教育活動を展開し 生徒の学習意欲の向上をはじめ 望ましい勤労観

職業観の育成、地域理解の促進や郷土愛の育成、コミュニケーション能力

の向上などの成果が報告されたところです。

今後、これらの実践の成果を踏まえ、高校教育の更なる改善・充実に取

り組むことが期待されます。

本道の高校においては、変化の激しい21世紀を生徒がたくましく生き抜

くことができるよう 「確かな学力 「豊かな人間性 「健康や体力」な、 」、 」、

どの生きる力 を身に付けることを目指し、地域や学科の特徴、生徒や保
*5

護者のニーズなどを考慮しながら、特色ある教育活動を展開し、魅力ある

高校づくりに努めています。

高校を取り巻く しかし、国際化、高度情報化、科学技術の発展、少子高齢化の進展、環

環境の変化 境問題の深刻化など社会が大きく変化する中、高校教育には時代の要請に

応えるよう教育内容・方法等を見直し、変化に柔軟に対応できる資質や能

力を育むとともに、次代をリードする人材を育成することが求められてい

ます。

高校進学率が98％を超える中、生徒の能力・適性、興味・関心、進路希

望等は一層多様化してきており、高校教育においては多様な学習ニーズに

対応する教育活動を推進することが大切です。

また、昭和63年をピークとした中学校卒業者が、当時の半数近くまで減

少し、今後も減少が続くことが見込まれることから、高校教育の充実を図

る観点からの適正な高校配置を進めることが課題となっています。



*6 PISA2003＝Programme for International Student Assessment。OECD(経済協力開発機構)によって実施さ

れ、今回の調査では41か国／地域が参加。我が国では、平成15年7月に、高校1年生約4,700人を対象に実施。

知識や技能等を実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるのかについて 「読解力 「数学的、 」

リテラシー 「科学的リテラシー 「問題解決能力」の４分野にわたり主に記述式で解答を求める問題により」 」

調査が行われた。

*7 「リテラシー」とは、文字の読み書きの能力。数学的リテラシーのPISA調査における定義は 「数学が世界、

で果たす役割を見つけ、理解し、現在及び将来の個人の生活、職業生活、友人や家族や親族との社会生活、

建設的で関心を持った思慮深い市民としての生活において確実な数学的根拠にもとづき判断を行い、数学に

携わる能力 。」

*8 PISA調査における定義は 「自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し，意思決定、

するために，科学的知識を使用し，課題を明確にし，証拠に基づく結論を導き出す能力 。」

*9 道教委が、学習指導要領の目標及び内容に照らした本道の児童生徒の学習の実現状況を客観的に把握する

ための調査を行い、今後の学習指導の改善・充実に資することを目的として実施する調査。高等学校におい

ては、平成16年10月に第３学年の生徒の約2400人を対象に、国語、数学、英語の３教科で実施。

*10 厚生労働省は、年齢15～34歳、卒業者であって、女性については未婚の者とし、さらに①現在就業してい

る者については勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、②現在無業の者につ

いては家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者として集計している。

*11 Not in Education, Employment or Training（教育も職業訓練も受けていない無職の人）の略語。厚生労

働省は 「ニート」に近い概念として、若年無業者を15～34歳に限定し、非労働力人口のうち家事も通学もし、

ていない者として集計している。
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高校生の現状と 生徒の学力の状況については、平成15年にOECDが実施した「生徒の学習

課題 到達度調査（PISA2003)」 の結果によると、日本の生徒は数学的リテラシ
*6

、ー 及び科学的リテラシー については参加国中1位グループであるものの*7 *8

家庭学習の時間は国際的に比較して少なく、学ぶ意欲という点で大きな課

、 。題があること また読解力が低下傾向にあることなどが指摘されています

また、平成16年に道教委が実施した「平成16年度北海道公立学校学習状

況調査」 の結果によると、本道の高校生の学力は全国の平均的な水準に*9

あると考えられるものの、国語においては、読み取ったことを自分の言葉

で表現する力、数学においては、問題文を理解して解く力、英語において

は、内容を考えて書く力などが十分でないという課題が見られたところで

す。

さらに、不登校、中途退学などの生徒指導上の課題や、高校卒業後にい

、 、わゆるフリーター ニート となることなどに見られる進路意識の変容*10 *11

生活行動の変化による体力の低下や食生活の乱れなど、解決しなければな

らない課題を多く抱えています。



*12 平成12年１月の学校教育法施行規則の改正により、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置

付けるものとして導入された制度で、学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に対し意見を述べること

ができ、設置者に委嘱された保護者や地域の方々で構成される。本道では、北海道立学校管理規則により、

学校評議員を全ての道立学校に必置としている。

*13 生徒が将来、職業人・社会人として、主体的に自分の人生を生きるために必要な能力や態度、知識を、生

徒の発達段階に応じ、組織的・系統的に、学校の教育活動全体を通じて育てる教育。

*14 望ましい勤労観や職業観を育成するために、生徒が在学中に商店や工場などの産業の現場で就業を体験す

ること。
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信頼される学校 このような中、各高校においては、確かな学力を育む教育や心の教育の

づくり 一層の充実を目指して、特色ある教育活動を展開し、地域から信頼される

学校づくりを進めていくことが求められています。特に、生徒の実態、保

護者や地域のニーズをしっかりと把握し、そのニーズにどのように応えて

、 。いくかという視点から 絶えず教育活動を見直し改善することが大切です

そのため、学校評価を実施し、その結果を学校運営の改善に生かす「学

校評価システム」を確立するとともに、地域に開かれた学校として教育活

動にかかわる情報を公開するなどして、説明責任を果たしていくことが大

切です。

また、生徒や保護者、地域の信頼に応えるよう、直接、生徒の教育に携

わる教員の資質能力の向上を図ることが求められています。

、 、 、 、 、時代と社会の変 道教委では このような課題の解決をめざし 各高校が 生徒 保護者

化に対応した高 地域の多様なニーズに応える魅力ある高校づくりを推進するために、これ

校教育の構築 まで高校教育の個性化・多様化に向けた特色ある高校づくりへの支援、総

合学科高校や全日制普通科単位制高校等の新しいタイプの学校の設置、地

域に開かれた学校運営を一層推進するための学校評議員制度 の設置、キ*12

ャリア教育 の充実に向けたインターンシップ 推進事業等の実施、通学
*13 *14

、 。区域の拡大や入学者選抜の改善など 様々な施策を講じてきたところです

これまでの道教委の施策や各高校での取組の成果と課題を踏まえて、人

材育成のねらいと、そのねらいを達成するための方策をより明確にして、

時代と社会の変化に対応した本道の高校教育を構築します。



*15 情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための基本的な知識や能力。
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(2) 本道の高等学校に求められる教育

ア 未来を切り拓く人材育成の３つの視点

高校教育には、生徒一人一人に、将来の夢を叶えるために必要な資質・

能力をしっかりと身に付けさせ、チャレンジ精神旺盛で、未来を切り拓く

ことのできる人材を育成することが求められています。

今後 「個性や能力を生かし心豊かでたくましく生きる人 「社会の変、 」、

化に柔軟に対応できる人 「本道の明日の地域を支え産業を担う人」を」、

育てることをねらいとした教育を推進します。

① 個性や能力を生かし心豊かでたくましく生きる人

「個性や能力を生かし心豊かでたくましく生きる人」とは、確かな学力

や、倫理観、規範意識、思いやりの心、協調性、感動する心などの豊かな

人間性と、強靱な意志と実践力、健康や体力などを持つ人です。

北海道という創造の大地は、これまで進取の気性に富んだ人材を多く輩

出してきました。

今後も、自分の力で自分の人生を切り拓いていく力、困難にくじけず敢

然と立ち向かう気概と行動力などの、パイオニア精神を持った人を育みま

す。

② 社会の変化に柔軟に対応できる人

「社会の変化に柔軟に対応できる人」とは、科学的素養や情報リテラシ

ー 、コミュニケーション能力や、現代社会の諸課題に対する公正な判断*15

力、環境問題等に主体的に取り組む実践的態度を身に付け、変化の激しい

社会を生き抜くために必要な資質・能力を持つ人です。

北海道は、北方圏地域や東アジア地域などとの連携を通して、日頃から

国際的な相互関係の大切さを学ぶことのできる地域です。

また、知床が世界自然遺産に登録されるなど、豊かな自然に恵まれてお

り、自然との共生をテーマとして環境保全の大切さを学ぶことのできる地

域です。

このような北海道の特性を生かし、変化する社会に適切に対応できる人

を育みます。



*16 学校教育の目的や目標を達成するため、生徒の心身の発達に応じ、教育の内容を授業時数等との関連にお

いて総合的に組織した学校の教育計画。
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③ 本道の明日の地域を支え産業を担う人

「本道の明日の地域を支え産業を担う人」とは、望ましい勤労観、職業

観や将来の産業人として必要な基礎的知識・技能を身に付けるとともに、

郷土を愛し、本道活性化のための夢や意欲を持つ人です。

北海道は、我が国最大の食料供給基地として大きな期待を寄せられてい

るとともに、雄大な自然と鮮やかな四季の移り変わり、新鮮な味覚や温泉

など多彩な観光資源に恵まれており、産業の発展に向けて限りない可能性

を秘めている土地です。

本道の高校では、自分を育ててくれた北海道という大地を大切に思い、

新しい発想と情熱で、将来、本道の産業をリードする人を育みます。

イ 本道の高校教育を推進する５つの方策

① 未来を担う人材を育むために教育内容の改善・充実を図ります

生徒の主体的な 教育内容の改善については、各高校ではこれまで、生徒の個性の伸長を

学び 目指し、興味・関心等の多様化に対応するため、教育課程 の編成・実施*16

の工夫改善を行い、学校設定教科・科目の活用、少人数指導の導入などに

より、選択幅の広い教育課程の編成・実施に努めてきました。

今後、教育課程の一層の弾力化を推進することにより、多様な学びを実

現するシステムを構築し、生徒が主体的に学び、生きる力を確実に身に付

ける教育を推進します。

社会の変化への 国際化、高度情報化、科学技術の進展、経済社会のグローバル化などの

対応 変化に伴い、学校や生徒を取り巻く環境が変化していることから、今後、

語学力を重視した国際理解教育、高度情報化社会に対応した情報教育、科

学技術の進展に対応した理科・数学教育、本道の自然や地球環境問題に対

応した環境教育などの一層の充実を図り、社会の変化に柔軟に対応できる

人を育む教育を推進します。

キャリア教育の 職業学科において、将来のスペシャリストの育成を目指すとともに、普

充実 通科等における職業教育の充実を図る観点から、組織的・系統的なキャリ



*17 情報通信ネットワーク等による双方向通信の機能を用いて離れた学校等から行う授業。

*18 平成17年６月に道教委が、教職員の資質能力の向上に向けた総合的対策を取りまとめたプラン。
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ア教育を充実させ、望ましい勤労観、職業観の育成を図ります。

本道の職業学科が、大学等への進学希望にも対応できる教育課程の編成

と進路指導の充実を図り、中学生にとって、一層魅力ある進学先となるよ

う努めます。

新生北海道づくりを視野に入れ 「食」と「観光」にかかわる学習など、

も取り入れながら、本道の明日の地域を支え産業を担う人を育む教育を推

進します。

② 多様な選択を可能にするために教育制度等の改善を図ります

学習の選択幅の 教育制度等の改善については、これまで時代や生徒のニーズに合わせて

拡大 選択できるよう総合学科、普通科単位制高校、中高一貫教育校など新しい

タイプの学校を設置したり、通学区域の拡大や入学者選抜の改善を行うと

ともに、高校教育の充実を図るための適正配置に努めてきました。

今後は、多様な選択を可能にする高校教育を一層推進するために、総合

学科、普通科単位制高校の設置の拡大を図るとともに、普通科において興

味・関心等に応じて選択学習の充実を図るフィールド制の導入、多部制な

ど単位制の定時制高校の設置などに努めます。

また、学習機会の拡大を図る観点から、情報通信ネットワーク等の活用

による遠隔授業 の実施について条件整備を進めます。
*17

③ 教育のプロとしての教職員の資質能力の向上を図ります

教職員に求めら これからの教職員には 大きく変化する時代にあって 子どもたちに 生、 、 「

れるもの きる力」を育成する教育を進めることが期待され、研修等を通して培った

幅広い知識や経験を教育活動に積極的に生かすことが求められています。

また、これまでも本道の広域性に応じ、北海道公立学校教職員人事異動

要綱に基づき教職員構成の適正化に努めてきましたが、教育の機会均等、

全道的な教育水準の向上の観点から、適切な人事を行うことが求められて

います。

学校パワーアッ 今後は、平成17年6月に策定した「学校パワーアッププラン」 に基づ
*18

ププラン き、教職員の資質能力の向上に向けて、教員の養成、採用、採用後の育成



*19 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正（H16.9施行）による、保護者や地域住民が一定の権

限と責任を持って主体的に運営に参画する新しいタイプの学校。保護者や地域住民も含めた学校運営に関す

る協議組織（学校運営協議会）を設置し、当協議会が学校運営の基本的な方針の承認権限や教職員の任用に

関して意見を述べる権限を持つ。
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・研修、評価、人事など総合的な対策を推進します。

実践的指導力の 授業の実践的指導力の向上を図るため、教科指導における優れた実践研

向上 究を奨励し、その実践を各高校の教員の実践に生かすことができる取組を

推進します。

④ 教育に対する信頼に応えるために学校運営の改善を図ります

学校評価の改善 これまで、地域に信頼される学校づくりを推進する観点から、平成14年

度から道立学校に学校評議員制度を導入し学校運営の透明性を高めるとと

もに、各学校において教育活動の自己点検・自己評価を行い、外部評価の

導入やその結果の公開を進めるなど説明責任を果たすよう努めてきまし

た。

、 、 、今後は 各高校では 学校評価が着実に学校運営の改善につながるよう

より効果的な学校評価の在り方を検討するとともに、時代に即した学校改

革を推進できるよう、これまで以上に学校運営の工夫改善を図ります。

地域運営学校の 地域の教育力の活用及び学校の教育機能等の地域への提供を行い、保護

導入 者や地域住民が校長と一体となって責任を共有しながら、地域に開かれた

信頼される学校づくりに取り組みます。

そのため、地域運営学校（コミュニティ・スクール） をモデル的に導*19

入し、その成果や課題について検証することとします。

中学校との連携 中学校・高校間の相互理解や、中学校への高校の情報提供などを促進す

るなど、中学校との連携の充実を図ります。

⑤ 教育水準の維持向上を図る高校配置を進めます

、 、 、小規模校の増加 高校配置については これまで 生徒の多様な学習ニーズに応えるため

総合学科校をはじめ、普通科単位制高校、連携型中高一貫教育校など新し

いタイプの学校の設置を推進するとともに、時代の要請に応えるため、職
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業学科の学科転換を行ったほか、小規模校に対しては「特例２間口校」の

措置などにより学校の活性化を図ってきました。

しかし、引き続く中学校卒業者数の減少により、欠員の多い高校が増加

するとともに、高校の小規模校化が進み、これに伴う教員配置数の減少か

ら、幅広い教育課程の編成が難しくなるなど、教育効果の低下や学校運営

の困難化が大きな課題となっています。

小規模校においては、生徒へのきめ細かな指導が可能である一方で、多

様で柔軟な教育課程の編成が難しいこと、生徒同士が切磋琢磨する機会に

乏しいこと、学校行事や部活動などにも制約があることなどの課題があり

ます。

教育環境の充実 今後は、教育水準の維持向上と教育の機会均等を図る観点から、多様な

個性や学習ニーズに応じた教育環境の整備や適正な高校配置を進めます。

その際、本道の広域性や都市部と郡部の違い、今後の中学校卒業者数や

生徒の進路動向、さらに公立高校と私立高校の関係などに配慮するととも

に、生徒にとって望ましい学びの環境づくりに努めます。

１


