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第２章

未来を担う人材を育むための

教育内容の改善・充実

◎未来を担う人材を育むため 「個性や能力を、

生かし心豊かでたくましく生きる力の育成 、」

「社会の変化に柔軟に対応できる資質・能力

の育成 「本道の明日の地域を支え産業を担」、

う資質・能力の育成」をねらいとした教育を

推進します。



*1 生徒や保護者等向けに、授業の目標、授業の内容、評価の方法などを記した授業計画。
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個性や能力を生かし心豊かでたくましく生きる力の育成１

(1) 確かな学力の育成

学力向上の推進 基礎・基本の確実な定着を図るとともに、生徒の興味・関心、進路希望

等に応じ、より深く高度に学んだり、より幅広く学んだりする仕組みを整

え、一人一人の能力を十分伸ばすことのできる教育を展開し、本道の高校

生の学力向上を図ります。

学習の選択の幅を拡大し、生徒が学習に主体的に取り組むことができる

ようにするとともに、学ぶ意欲、思考力、判断力、表現力等を育成し、個

性を生かす教育の充実を図ります。

、 、生徒の学習ニーズに応えるための多様な選択科目の設置や 少人数指導

ティーム・ティーチング、習熟の程度に応じた指導などの指導方法の工夫

を通して、生徒一人一人にきめ細かな指導を展開します。

国語力の育成 全ての教科の基盤となる国語力の育成を図るため、正しい日本語の使い

方など国語に関する関心や意欲を高める学習や、情緒力、論理的思考力、

語彙力等を高める学習の充実を図ります。国語力の育成に当たっては、国

語科教育の充実はもとより、学校教育全体を通じて取り組みます。

また、読書活動は、国語力を向上させるための有効な手段であるととも

に、読書の習慣を身に付けることは知的活動や教養の支えとなり、生涯の

、 。財産として生きる力ともなることから 読書活動の機会の充実を図ります

授業改善の取組 生徒の学力向上の最大の鍵は授業の改善であることから、日頃から校内

の研修体制を整え、授業研究を不断に行うとともに、これまで学力向上フ

ロンティアハイスクール（国）や北海道学力向上フロンティアハイスクー

ル（道）の奨励校を中心として実践してきた、シラバス の活用や評価規*1

準の見直し、指導方法、評価方法の改善、生徒による授業評価、保護者や

地域への授業公開等の促進などにより、授業改善に向けた積極的な取組を

推進します。

また、発展的な学習や補充的な学習などの個に応じた指導の一層の充実

を図ります。
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(2) 豊かな人間性の育成

豊かな心を育む 生徒一人一人が人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培い、それら

教育の推進 を家庭、学校、その他社会における生活の中に生かすことが大切です。

そのため、他人を思いやる心や社会貢献の精神、生命を大切にし人権を

尊重する心、美しいものや自然に感動する心などを育みます。

また、こうした態度等を効果的に育むため、お互いの気持ちや考えを伝

え合う力を育む教育活動の充実を図るとともに 「北海道いきいき体験モ、

デルハイスクール」の成果等を踏まえ、本道の豊かな自然環境を活用した

自然体験活動や、社会奉仕体験活動、職業体験活動、読書活動等の積極的

な実施に努めます。

倫理観、規範意 生徒の自己の確立を促し、調和のとれた豊かな人間性や社会性を身に付

識の育成等 けることができるよう、基本的な生活習慣を確立するための指導の充実を

図るとともに、互いを認め合い共に生きていく態度、正義感や公正さを重

んじる心、法やきまりを遵守する精神、自立心や責任感など、倫理観や規

範意識を育む教育活動の充実を図ります。

教育相談体制の 生徒が個性の伸長を図りながら、将来において自己実現する資質や態度

充実 を形成することができるよう、生徒理解を図り、生徒と教師との信頼関係

の確立や生徒相互の好ましい人間関係の構築など、豊かな人間関係づくり

を進めるとともに、生徒を見守り、不安や悩みをしっかりと受け止め適切

に対応する教育相談体制の充実を図ります。

(3) 「生きる力」を支える心と体の育成

体力の向上と心 知・徳・体の調和のとれた発達を目指し、体力の向上及び心身の健康の

身の健康の保持 保持増進に関する指導の充実を図ります。

増進 そのため、保健体育の教科のみならず、各教科・科目、特別活動におけ

る健康や安全に関する指導などを通して、たくましく生きるための体力の

向上や心身の健康の保持増進はもとより、生活習慣病や薬物乱用などの健

康課題に適切に対応できる実践力を育みます。

また、健全な食生活は、健康で豊かな生活を送る上で、欠くことのでき

ない営みであることから、栄養や食生活に関する必要な知識・理解の深化

と望ましい食習慣の確立を図ります。

健康に関する学習を通して、生涯にわたって運動やスポーツに親しむ資

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を育てます。



*2 自ら学び自ら考え、問題を解決する力などの育成や、学び方やものの考え方の習得、自己の生き方につい

て考えることができるようにすることなどの資質や能力、態度の育成、学校で学ぶ知識と生活を結び付け、

知の総合化を図ることなどをねらいとして学習活動を行う時間。平成11年３月告示の高等学校学習指導要領

で新たに創設された。

*3 地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課程の編成に資するために設けることが

できる、学習指導要領に示された教科に属する科目以外の科目、及び学校設定教科に関する科目。
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社会の変化に柔軟に対応できる資質・能力の育成２

(1) 国際理解教育の充実

国際理解教育の 経済や社会などの様々な面でグローバル化が急速に進む中で、生徒が広

充実 い視野と豊かな国際感覚を持ち、外国語によるコミュニケーション能力を

身に付けることが大切であることから、生徒の興味・関心等に応じて、外

国語や国際理解について発展的に学習できる教育の充実を図ります。

また、日本の歴史や優れた芸術・文化等の理解を深める学習の充実を図

るとともに、異文化を理解し尊重する態度やコミュニケーション能力を育

成し、国際社会で信頼される人材を育みます。

その際、環境問題など地球規模の課題への関心を高める学習を通して、

共生の精神の涵養に努めます。

本道は北方圏地域や東アジア地域などとの交流の北の拠点として発展す

、 。ることが期待されていることから 国際理解教育の一層の充実を図ります

コミュニケーシ 語学教育設備や外国語指導助手とのティーム・ティーチングの積極的な

ョン能力の育成 活用などにより 「聞くこと 「話すこと」を一層重視した外国語教育を、 」

推進し、実践的なコミュニケーション能力を育成します。

東アジア地域等との交流促進の観点から、英語以外の外国語を学ぶ機会

を設定するよう検討します。

コミュニケーション能力の育成に当たっては 「聞くこと」と「話すこ、

と」の双方向でバランスの取れた能力を育成する必要があることから、各

教科や総合的な学習の時間 と関連付け 「話す」内容を豊かにするととも
*2

、

に、自己表現力を高める指導の充実を図ります。

地域の文化の理 「北海道学」や「日本文化」などの学校設定科目 を設置するなどの工*3

解 夫を通して、日本及び北海道の歴史や文化にかかわる知識・理解を深める

学習を推進します。



*4 道立高校、道立特殊教育諸学校と北海道立教育研究所、理科教育センター、特殊教育センター、道立図書

館を北海道立教育研究所附属情報処理教育センターを中心に光ファイバーで接続した教育用ネットワークで

ある「北海道教育情報通信ネットワーク」の通称。
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(2) 理科・数学教育の充実

理科・数学に対 知的創造力が最大の資源である我が国及び本道にとって、科学技術や理

する興味・関心 科、数学に対する生徒の興味・関心を育み、豊かな科学的素養を身に付け

の育成 させることが大切であることから、実生活における数学の有用性を実感さ

せる指導の充実や効果的な観察・実験等を通した知的好奇心や探究心の育

成を図ります。

科学的・数学的 科学や数学に関する知的好奇心や探究心を喚起し、自ら課題を見付け主

な思考力の育成 体的に問題解決する能力を培う学習を推進します。

科学的思考力や創造力を育成する指導方法の工夫や、大学や教育研究機

関との連携による指導内容・指導方法の改善などを通して、科学的・数学

的に探究したり考察したりする能力・態度を育成する発展的な学習の機会

の充実を図ります。

(3) 情報教育の充実

高度情報通信社 高度情報通信社会に対応するために、コンピュータや情報処理ネットワ

会への対応 ークなどの情報手段を適切に活用し、情報を的確に選択し、主体的に情報

を処理・発信していくための基礎的な資質や能力を育成します。

情報の科学的な理解、情報活用の実践力、情報社会に参画する態度を育

むため、普通教科「情報」をはじめ、各教科・科目等において、コンピュ

ータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用した授業を行

うとともに 「北海道ＩＴハイスクール」の成果等を踏まえながら、高度、

情報通信社会を支える人材の育成を目指し、情報教育の充実を図ります。

ほっかいどうス 道立学校と道立教育研究機関を結ぶほっかいどうスクールネットを活用

クールネット し、実践事例や教材等の情報の共有化を図るとともに、テレビ会議システ*4

等の活用 ムを用いた遠隔授業の導入などを通して、学校間の連携や交流を支援しま

す。

(4) 環境教育の充実

環境問題への対 地球温暖化や気象変動、エネルギー問題、産業廃棄物の処理問題など地

応 球規模の環境問題への関心を高め、理解を深める学習の充実を図り、自ら



*5 道が策定した「北海道環境教育基本方針」においては 「全ての道民が参加し協力しながら、環境重視型社、

会を築いていくため、環境保全意識を持ち、主体的に行動できる人づくりを進める」ことを目指す方向とし

ている。
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環境を大切にし、環境保全 に取り組む資質や能力・態度を育成します。
*5

体験学習の重視 「北海道ネイチャーハイスクール」の成果等を踏まえ、身近な地域の環

境問題の学習や、豊かな自然環境の中での様々な体験活動を通じて自然の

大切さを学ぶ学習など、体験的・問題解決的な学習を重視した環境教育を

推進します。

地域におけるボランティア活動を通して環境問題に取り組む態度を育ん

だり、総合的な学習の時間や課題研究などにおいて地球規模の環境問題を

考えさせる指導を推進します。

、 、本道の雄大な自然環境を生かした体験活動を通して 自然と共生する心

自然や生命に対する畏敬の念を育みます。



*6 ここでは、学業や進路等における選択、自己の在り方生き方などにかかわって、生徒が主体的な選択やよ

りよい自己決定ができるよう、適切な情報提供や案内・説明、活動体験、相談活動などを学校として進めて

いくことを指す。

*7 生徒一人一人が自己の在り方生き方について考え、将来就きたい職業などについて深く学習する科目であ

り、社会人講師による授業、生徒の就業体験・職場見学、ボランティア活動等や、今後の履修科目選択に関

するガイダンスなどを実施する。総合学科校では、原則として入学年次に全ての生徒が履修することとして

いる。

*8 デュアルシステムとは、元来、ドイツの職業学校における職業訓練制度のこと。北海道版デュアルシステ

ムは、生徒自らが実習企業開拓を行い、地域での長期企業実習と学校での講義等との教育を組み合わせて実

施するもの。
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本道の明日の地域を支え産業を担う資質・能力の育成３

(1) 組織的・系統的なキャリア教育の推進

キャリア教育の 望ましい勤労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせる

一層の推進 とともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択できる能力・態度を

育てるため、組織的・系統的なキャリア教育の一層の推進を図ります。

「北海道アンビシャスハイスクール」の成果等を踏まえ、ガイダンスの

機能 の充実を図るとともに、総合的な学習の時間や科目「産業社会と人*6

」 、 、 、 、間 などにおいて ライフプランの作成 職業研究 インターンシップ
*7

北海道版デュアルシステム 等を実施して、キャリア形成に必要な能力の*8

育成を図ります。

社会人としての 社会人としてのマナーや、他者と場に応じて適切なコミュニケーション

マナー を図る能力等を育成する機会の充実を図ります。

(2) 時代の進展に対応した職業教育

社会の変化に対 変化の激しい時代に対応するため、高度情報通信技術等の新しい分野で

応する人材の育 活躍できる人、国際化に伴う産業構造の変化に対応できる人、地球との共

成 生を図るための環境保全の技術を担うことのできる人、少子高齢社会にお

いて福祉社会の一員としての実践力を身に付けた人を育成します。

職業学科の充実 時代のニーズに即した学科転換などの条件整備に努めます。

専門分野の知識・技術の習得を目指す生徒のニーズに応えるため、大学

や地域の試験研究機関等と連携を図るなどして、教育内容・方法の改善・

充実に努めます。

多様な進路希望に応える教育課程の編成・実施に努めるとともに、大学

等へ進学を希望する生徒に対応するため、大学との接続の在り方を検討し



*9 たい肥等の有機物の施用などによる土づくりに努め、化学肥料や化学農薬の使用を必要最小限にとどめる

など、農業の自然循環機能を維持増進させ、環境との調和に配慮した、安全・安心で品質の高い農産物の生

産を進める農業。

*10 農村地域において、その自然や文化、人々との交流を楽しみながらゆとりある休暇を過ごす滞在型の余暇

活動のことで、農業生産活動や農産物を仲立ちとした人的な交流を主体としたものを指す。グリーン・ツー

リズムを受け入れる農村の対応には、ファームイン、ファームレストラン、直売所、観光農園、市民農園等

の取組がある。
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ます。

(3) 地域社会と連携した職業教育

、 、地域との連携 職業教育の充実に向けて 専門高校は地域や産業界との協力関係の下で

商品開発などの共同研究や熟練技術者からの指導など、地域の教育力を活

用するとともに、専門高校の持つ教育機能等を提供し、地域との協力関係

を構築します。

基幹産業を担う 本道の基幹産業である農業、水産業を担う人材育成のため、地域社会と

人材の育成 一層連携した職業教育の充実を図ります。

(4) 「食」と「観光」に関する指導の充実を図る職業教育

食 と 観光 本道の美しい自然や豊かな食材などを活用した「食」と「観光」に関す「 」 「 」

による地域づく る指導の充実を図ります。

り 職業教育においては、地域食材を活用した新商品の開発、食品加工の指

導の充実、クリーン農業 やグリーンツーリズム に関する学習の充実や*9 *10

販売実習などを通して、地域産業振興に寄与する能力、態度を育てます。

地元の食材を活用し、付加価値の高い商品を開発し、高い評価を得た事

例がありますが、このような事例に学び、起業家精神の涵養を図る指導を

推進します。

観光の分野においても今後、東アジア地域等との交流が一層深まること

から、英語によるコミュニケーション能力の向上はもとより、英語以外の

外国語を学ぶ機会を設定するとともに、学校設定科目などの設置により地

域の地理、歴史、文化等の理解を深める指導の充実に努めます。

１


