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第３章

多様な選択を可能にするための教育制度等の改善

◎生徒の多様な能力・適性、興味・関心、進路

希望等に対応し、学習の選択幅を拡大するた

、 、 、め 総合学科 全日制普通科単位制の拡大や

普通科の新しいシステム（フィールド制）の

導入を図るとともに、時代の要請に応じた職

業学科の充実を図るなど、教育環境の整備に

努めます。



*1 高等学校には、全日制、定時制、通信制の３つの課程がある。
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高校進学率98％ 今日、高校への進学率が98％を超え、多様な能力・適性、興味・関心、

、 、への対応 進路希望等を持つ生徒が高校で学んでいることから 高校教育においては

個に応じた主体的な学習を促し、それぞれの個性を最大限に伸長させる教

育を実現するため、多様な選択を可能にする教育環境を整備します。

意向調査におけ 高校教育推進検討会議が平成17年２月に実施した「高校教育に関する道

る希望 民意向調査 （以下「意向調査」という ）の結果では 「特色あるタイプ」 。 、

の高校の希望」について、多くの中学生、高校生、保護者が「自分の進路

希望にあわせて、その分野を選択して学習できる高校」を希望しているこ

とや 「学習分野の希望」として、情報、国際理解、自然科学、福祉、環、

境、スポーツ・健康、芸術など多様な分野の学習の希望があることなどか

ら、今後、生徒のニーズに応えるよう、多様な学びを実現するシステムづ

くりを推進します。

学校の選択幅の 生徒の学習の選択幅を拡大するため、今後、可能な限り多くの通学区域

拡大 に、総合学科、全日制 普通科単位制高校を設置するとともに、普通科へ
*1

の新しいシステム（フィールド制）の導入や職業学科を含む専門学科の充

実を図ります。

高校教育改革に 高校教育改革の推進に向けた取組を実践している高校が互いに研究発表

関する会議の開 や実践内容の交流を図ることなどにより、各校の取組の改善・充実を図る

催 ため、総合学科部会、単位制部会、フィールド制部会などの関係高校の教

員の参加による高校教育改革に関する会議の開催を検討します。

新しいタイプの学校の拡大１

(1) 総合学科

これまでの成果 総合学科は、普通教育及び専門教育に関する多様な教科・科目から選択

し、学ぶことができる学科で、本道では平成18年度までに９校を設置して

おり、19年度までにさらに１校設置する予定です。

総合学科においては、興味・関心や進路希望等に応じた科目選択が可能

、 、 、となるよう 多様な科目を開設し 生徒がそれぞれの個性に応じた学習や
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将来の職業選択を視野に入れた自己の進路への自覚を深めるための学習を

行っており、これまで 「産業社会と人間」の指導やガイダンスの機能を、

充実させることにより、生徒の進路意識の高揚、資格取得や技術習得への

意欲の向上などの成果が見られています。

多くの通学区域 総合学科は、多様な学習ニーズに応えることが可能であるとともに、幅

への設置 広い進路希望に対応できる学科であることなどから、可能な限り多くの通

学区域に設置します。

総合学科の設置については、本道の広域性や地域特性を踏まえ、各通学

区域の職業学科等の設置状況とのバランスを考慮するとともに、本道の専

門教育の在り方との関連についても十分考慮します。

(2) 全日制普通科単位制高校

これまでの成果 単位制高校は、学年による教育課程の区分を設けず、３年間で所定の単

位数を修得すれば卒業が認められる学校であり、本道では平成18年度まで

に６校に設置し、19年度に１校を設置する予定です。

単位制高校においては、生徒の主体的な科目選択が図られ、学習に意欲

的に取り組む生徒が増加した、科目選択の指導を通して将来の進路に対す

る意識が高まったなどの成果が見られています。

、 、多くの通学区域 本道では 平成16年度から全日制普通科に単位制が導入されていますが

への設置 単位制高校においては、興味・関心等に応じて、主体的に学習に取り組む

ことが可能であり、きめ細かな学習指導を充実させることができることか

ら、今後、可能な限り多くの通学区域に設置します。

(3) 中高一貫教育

これまでの成果 中高一貫教育は、これまでの中学校・高等学校に加えて、６年間の一貫

教育も選択できるようにすることにより、中等教育の一層の多様化を推進

し、生徒一人一人の個性をより重視した教育の実現を目指して導入された

制度です。

本道では連携型中高一貫教育校を平成18年度までに８地区に設置してい

ますが、19年度までにさらに１地区に設置し、19年度には中等教育学校を

１校設置する予定です。

中高一貫教育においては、ゆとりある学校生活の中で、６年間の計画的

・継続的な指導を展開することが可能であり、そのため、個性の伸長や優

れた才能の発見がより一層可能になるほか、学年の異なる生徒同士が共通

の活動を通して社会性や豊かな人間性を育成することができるなど多くの
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意義や利点があります。

これまで、本道の連携型中高一貫教育校では 「生徒の学習意欲が向上、

するとともに、基礎・基本の定着が図られた 「異年齢による共同活動」、

を通して、社会性やコミュニケーション能力が育成された」などの成果が

見られています。

ア 連携型の中学校・高等学校

連携型の特徴 連携型においては、既存の市町村立の中学校と道立の高校など、異なる

設置者による中学校と高校が、教育課程の編成・実施や教員・生徒間の交

流等の連携を深める形で中高一貫教育を行い、調査書や学力検査による入

、 、 。学者選抜は行わず 面接 実技等の簡便な入試により入学者を選抜します

既設校の充実 これまで本道では、各圏域に、地元の高校へ進学する割合が高く、近隣

の市町村との間で生徒の出入りが比較的少ない地域において導入してきて

おり、今後も教育活動の充実に努めます。

イ 併設型の中学校・高等学校

併設型の特徴 併設型は、同一の設置者による中学校と高校を、高等学校入学者選抜を

と今後の方向性 行わずに接続する形態であり、より効果的な一貫教育が可能となることか

ら、高校を設置している市町村での導入を促進します。

ウ 中等教育学校（一体型）

中等教育学校の １つの学校として、６年間の一体的な教育を行います。

特徴 公立の中等教育学校の入学については、学力検査は行わず、それぞれの

学校の特色に応じて、面接、実技、推薦、抽選等の方法を組み合わせて行

います。

開校後の充実 本道では、平成19年度に登別市に中等教育学校を開校し、６年間を基礎

期、充実期、発展期の３期に分けた教育課程を編成し、生徒一人一人の個

性や創造性を重視した教育の充実を目指します。

今後は、登別市に設置予定の中等教育学校の教育内容の充実を図るとと

もに、その成果等を見極め、市町村での設置を促進します。
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普通科高校の特色づくり２

多様な進路希望 普通科においては、将来において必要とされる知識、技術・技能の基礎

等への対応 となる教科・科目や、幅広く教養を高め一人一人の特性や将来の進路に適

した教科・科目の学習を行っています。

これまでも、類型・コースの設定、専門教育に関する科目や学校設定教

科・科目を含む多様な選択科目の設定など、生徒の能力・適性、興味・関

心、進路希望等に応じた教育課程の編成・実施に努めてきたところです。

今日、高校への進学率が98％を超える中、普通科においても、多様な進

路希望等に応じて、学習内容の充実を図ることが必要であることから、普

通教科・科目を中心としつつ、興味・関心や進路希望等に応じた分野につ

いて、一定程度、深く学ぶことができるよう教育課程の改善・充実に努め

ます。

地域の中で果た 通学区域内に複数の普通科が設置されている場合は、それぞれの学校が

す役割 どのような特色づくりを進めるかについて、学校が地域の中における役割

を果たす視点から考えます。

中学生が興味・関心や高校卒業後の進路希望等によって高校を選択でき

るよう、普通科高校の特色づくりを進めます。

新しいシステム 普通科については、学習選択幅の拡大の観点から、これまで導入してき

の導入 た単位制の拡大を推進するとともに、各学校の工夫により実施してきた類

型・コースを発展させ、中学生にとっても、どのような学習ができるかが

明確に分かる新しいシステム（フィールド制）を導入します。

(1) 多様な学習ニーズに応えるフィールド制

ア フィールド制の導入

フィールドの設 普通科における生徒の多様なニーズに応えるため、理科・数学や英語等

定 においてより深く高度に学ぶことのできる科目や、情報、福祉、環境、ス

ポーツ・健康、芸術等の科目など、一定程度のまとまりのある分野の選択

科目群を設定して、生徒が選択して学習できるようにする新しいシステム

を導入します。

この一定程度のまとまりのある分野を「フィールド」と呼び、このシス

テムを「フィールド制」と呼びます。

学校や生徒の実態に応じて、フィールドを複数設定し、生徒はいずれか

のフィールドを選択します。
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フィールドの設定においては、キャリア教育の観点に立った学習ができ

る科目を設定して自己の生き方を考えるようにするとともに 「夢と活力、

あふれる高校づくり推進事業」の成果等の各学校のこれまでの取組を十分

生かした特色ある学校づくりを推進します。

なお、学習の基本は普通教科・科目とし、フィールド制における職業科

目等の履修については、自己の進路や職業についての理解を深め、将来の

進路を主体的に選択できる能力を育てることに主眼を置きます。

フィールドの選 高校入学後にフィールドを選択し、通常、第２学年からフィールドの科

択 目を学習します。

フィールド指定科目は、３年間で10～16単位程度を設定することを目途

としますが、生徒の希望に応じて、他のフィールド科目を一部履修できる

ようにしたり、フィールド共通選択科目を可能な限り多く設けて、生徒一

人一人の進路希望等に応じた学習ができるようにします。

各フィールドの人数については、学校と生徒の実態に応じて、学校で判

断することとしますが、生徒が興味・関心等に基づいて、主体的に選択す

ることを基本とします。

、 、なお 生徒が将来の進路等を十分考慮してフィールドを選択できるよう

ガイダンスの機能を充実させることが求められます。

フィールド制の ① 各学校の普通科の特色が、より明確になります。

メリット ② これまでの学校の取組を十分生かしながら、フィールドを設定できま

す。

例えば、従来の文系を人文社会フィールド、理系を自然科学フィール

ドとしたり、高等看護学校等を希望する生徒を対象とした人間・健康フ

ィールドなどを設定して、これまでの進路別等の類型などを生かした上

で それぞれの分野についてより深く学ぶことができるよう学習内容 論、 （

文の作成、実験や観察を通じたプレゼンテーションの実施、福祉施設等

での実習など）を工夫することにより、学ぶ意欲や将来の職業観等を育

む学習を展開することができます。

③ 特定分野をより深く高度に学ぶことができる科目設定ができます。

④ 専門学校等への進学希望の生徒に、専門的な学習の基本に触れる機会

をつくり、進路意識を高めることができます。

⑤ 就職希望の生徒に、より実践的な学習が用意できます。
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［ フィールド制のイメージ ］

【 教育課程の例 】

総 Ｌ
１学年 Ｈ共 通 履 修 科 目

Ｒ合

総 Ｌフィールド指定科目 フィールド共通選択科目
２学年 Ｈ共通履修科目

合 Ｒ（５～８単位程度） （８～11単位程度）

総 Ｌフィールド指定科目 フィールド共通選択科目
３学年 Ｈ共通履修科目

合 Ｒ（５～８単位程度） （10～13単位程度）

【 教育課程の編成モデル 】 ※フィールド指定科目を16単位（２､３学年各８単位）とした場合

国語総合 現代文 古典講読 世界史Ａ 現代社会 数学Ⅰ 数学Ａ 理科総合Ａ
共通履修

体育 保健 ［音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ］ 英語Ⅰ 英語Ⅱ オーラル・コミュニケーションⅠ科目等
リーディング 家庭基礎 情報Ａ 総合的な学習の時間 など

人文社会 自然科学 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 人間・健康フ

フィールド フィールド フィールド フィールドィ

評論研究(2) 数学Ｂ(2) 家庭看護・福祉(2)

ー

２ ２ ２ ２英語表現(4)

ル 地理歴史 世Ｂ･日Ｂ 理科2 物Ⅰ･化Ⅰ･ 発達と保育(2)学 学 学 学[ 科目 [ 異文化理解(2)

ド ･地Ｂ(4)] 生Ⅰ･地Ⅰ(3×2)] 国際教養(2) フードデザイン(2)年 年 年 年
指 異 生涯スポーツ(2)文化理解(2)

定 古典(4) 理科2 物Ⅱ･化Ⅱ･ ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 家庭看護・福祉(2)３ ３ ３ ３科目[

科 現代史(2) 生Ⅱ･地Ⅱ(3×2)] (4) 発達と保育(2)学 学 学 学
目 英語理解(2) 環境教育(2) 時事英語(2) 児童文化(2)年 年 年 年
※ 英語理解(2) フードデザイン(2)

( )内は単位数

フィールド 日本史Ａ 地理Ａ 世界史Ｂ 日本史Ｂ 地理Ｂ 倫理 政治・経済

共通選択 数学Ⅱ 数学Ｂ 数学Ⅲ 数学Ｃ 理科総合Ｂ 物理Ⅰ 化学Ⅰ 生物Ⅰ 地学Ⅰ

科目 物理Ⅱ 化学Ⅱ 生物Ⅱ 地学Ⅱ 音楽Ⅱ 美術Ⅱ 書道Ⅱ など

※フィールド指定科目のうち、専門科目及び学校設定科目は次のとおり。

・異文化理解、英語理解、英語表現、時事英語は英語の専門科目。

・家庭看護・福祉、発達と保育、フードデザイン、児童文化は家庭の専門科目。

・評論研究は国語、現代史は地理歴史、環境教育は理科、生涯スポーツは保健体育の学校設定科目。

［ 設定するフィールドの例 ］

□人文社会フィールド…国語、地理歴史・公民、外国語などの科目を重点的に学び、文学や歴史、政治・経済等に

ついて、より深く学びます。

□自然科学フィールド…理科、数学などの科目を重点的に学び、実験、観察や調査等を多く取り入れるなどして、

物理学や化学、生物学等について、より深く学びます。

□国際コミュニケーションフィールド…外国語による実践的コミュニケーション能力を育み、幅広く言語や文化に

ついて学びます。

、 、 、 、 、 、□スーパーサイエンスフィールド…大学と連携して 理学 工学 農学 医学 薬学等に触れる機会をつくるなど

理科・数学の科目を、より深く重点的に学びます。

□スーパーイングリッシュフィールド…英語の高度な運用能力（例 実用英語検定準１級レベル）を目指すなど、

国際理解等について、より深く重点的に学びます。

□情報ネットワークフィールド…基礎的な情報活用方法から、マルチメディアの分野まで幅広く学びます。

□環境サイエンスフィールド…身近な地域の環境保全から地球規模の環境問題まで幅広く学びます。

□スポーツ・健康フィールド…スポーツや健康に関する知識や技能について学びます。

、 、 、 。□人間・健康フィールド…衣食住 保育や家庭看護 体力つくりなど 生活や健康に必要な知識や技術を学びます

□地域研究フィールド…地域の文化・歴史や 「食」や「観光」など地域産業について学びます。、

□教養アートフィールド…音楽や美術、伝統芸能、舞踊、演劇などの芸術について学びます。

□国際ビジネスフィールド…ビジネスの国際化や外国とのコミュニケーションについての理解を深め、国際的なビ

ジネス活動について学びます。



*2 平成14年度から文部科学省が、科学技術・理科、数学教育を重点的に行うことを指定した学校で、将来の

国際的な科学技術系人材の育成のための取組を推進している。

*3 スーパーサイエンスハイスクールの北海道版で 「夢と活力あふれる高校づくり推進事業」の一環として、、

平成15～17年度において、理数系教科における学習指導の充実について実践研究を行った。

*4 平成14年度から文部科学省が、英語教育に重点的に取り組むことを指定した学校で、英語教育を重視した

カリキュラムの開発、一部の教科を英語によって行う教育などの実践的な研究を行っている。

*5 スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールの北海道版で 「夢と活力あふれる高校づくり推進、

事業」の一環として、平成15～17年度に奨励校において英語教育における学習指導の充実について実践研究

を行った。
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イ 発展的な学習を行うフィールド

重点的に設定す 急速に進展する科学技術や国際化に対応して、本道及び我が国、さらに

るフィールド は世界の舞台で活躍する人材を育てることを視野に入れ、理科・数学を発

展的に学習するフィールド及び英語について発展的に学習するフィールド

を重点的に設定します。

これらのフィールドを可能な限り多くの通学区域に設定するよう推進し

ます。

理科・数学の発 これまで取り組んできた「ス－パ－サイエンスハイスク－ル」 や「北*2

展的学習 海道サイエンスハイスクール」 の実践の成果を踏まえ、理科・数学につ*3

いてより深く高度に学ぶことのできるフィールド（仮称「スーパーサイエ

ンスフィールド ）を設定することを推進します。」

このフィールドでは、大学や研究機関等と連携するなどして、理科・数

学の科目を、より深く高度に学んだり、理学、工学、農学、医学、薬学等

に触れる機会をつくることが期待されます。

英語の発展的学 これまで取り組んできた「ス－パ－・イングリッシュ・ランゲ－ジ・ハ
*4 *5

習 イスク－ル」 や「北海道イングリッシュ・ランゲ－ジ・ハイスク－ル」

の実践の成果を踏まえ、英語を発展的に学ぶことのできるフィールド（仮

「 」） 。称 スーパーイングリッシュフィールド を設定することを推進します

このフィールドでは、大学等と連携するなどして、英語の高度な運用能

力を目指した学習や、国際理解等についての、より深い高度な学習に取り

組むことが期待されます。

(2) 学科間連携の推進

複数学科設置校 複数の学科が設置されている高校において、同一校の多様な学習の機会

の選択幅の拡大 を最大限に生かし、生徒の興味・関心、進路希望等に応じて、他学科の科
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目を学習することができるよう工夫して、生徒の学習の選択幅の拡大を図

るよう努めます。

理数、体育及び外国語に関する学科の充実３

(1) 理数に関する学科

、 、 、 、理数科の充実 これまで 理数科において 科学技術や理科 数学に対する関心を高め

理科、数学について発展的に学習できるよう取り組んできました。

今後は、自然科学や数学を重点的に学びたい生徒の期待に応え、大学と

連携するなどして、より高度な実験や教材の開発等を行い、教育内容・方

法の改善・充実を図ります。

理数科設置校の 今後、普通科に、理科・数学を重点的に学習するフィールド（スーパー

役割 サイエンスフィールド（仮称 ）の設定を推進していくことから、理数科）

を本道の理科・数学教育の拠点として、それらの学校のリーダー的役割を

果たすよう取り組み、そのために必要な施設・設備の充実を図ります。

、 、また 理科・数学の教材開発等における教員研修の中心的機能を果たし

道立理科教育センター等と連携を図りながら、授業実践の研究組織（第４

章で後述）の実践を支援するよう取り組みます。

併置している普通科との学科間連携により、学科間の相互履修が可能と

なるよう教育課程の弾力化に努めます。

学科間連携の例 ］［

○ミックスホームルームの編成

普通科と商業科の生徒が１つのクラスに混合して所属し、学校行事等の活動に取り組む。

○共通カリキュラムの設定

・１学年…国語、数学、英語、保健、体育、芸術、家庭などの教科をミックスホームルームで

受け、数学と英語は習熟度別学習を実施する。

・２学年…数学と英語を進路希望別クラスに編成する。

芸術、家庭、商業の計５科目を両学科の生徒の共通選択科目とする。

・３学年…次の科目を両学科共通の選択科目とし、進路希望等により、選択Ⅰ～Ⅲから１科目

ずつ選択する。

選択Ⅰ 地理Ａ 数学Ⅱ 数学Ｃ ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 音楽Ⅱ 経済活動と法

選択Ⅱ 国語表現Ⅰ 政治・経済 物理Ⅱ ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 文書ﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

選択Ⅲ 国語表現Ⅰ 化学Ⅱ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 被服製作 商業技術 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

※枠で囲んだ科目は、商業科目
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(2) 体育に関する学科

体育科の充実 これまで、体育科を１校に設置し、高度な運動技能や、運動・健康の科

学について学習できるよう取り組んできましたが、さらに体育・スポーツ

や健康について、興味や関心のある生徒の能力を一層伸ばすことのできる

教育の充実を図るとともに、本道の体育・スポーツの振興発展に寄与する

資質や能力を育てます。

体育科設置校の 意向調査の結果では 「スポーツ・健康」を学びたい生徒が多数いるこ、

役割 とから、体育科以外に総合学科や普通科のフィールド制に、可能な限り、

スポーツや健康に関する系列やフィールドを設定するよう取り組みます。

体育科設置校は、それらの学校のリーダー的役割を果たすことも求めら

れ、体育や健康に関する指導方法や評価方法の研究を行うなど体育科教育

の中心的機能を果たし、授業実践の研究組織の実践を支援するよう取り組

みます。

併置している普通科との学科間連携により、学科間の相互履修が可能と

なるよう教育課程の弾力化に努めます。

(3) 外国語に関する学科

、 （ ） 、外国語に関する これまで 外国語に関する学科 国際文化科及び国際教養科 において

学科の充実 外国語や国際理解について発展的に学習できるよう取り組んできました。

今後は、国際感覚を身に付け、外国語等を重点的に学びたい生徒の期待

に応え、教育内容・方法の一層の改善・充実を図ります。

英語科を設置していた２校については、平成18年に普通科へ学科転換し

た上で単位制を導入しましたが、これまでの英語科としての成果を十分に

踏まえ、生徒の興味・関心等に応じて、外国語や国際理解についても発展

的に学習できるよう取り組みます。

外国語に関する 今後、普通科に外国語や国際理解を重点的に学習するフィールド（スー

学科設置校の役 パーイングリッシュフィールド(仮称)）の設定を推進していくほか、総合

割 学科の関連系列などで、外国語や国際理解に関する発展的な学習の充実を

図ることが期待されることから、外国語に関する学科（国際文化科、国際

教養科）設置校は、本道における外国語教育の拠点として、それらの学校

のリーダー的役割を果たすよう取り組みます。

また、英語の指導方法の改善や教材開発等における教員研修の中心的機

能を果たし、道立教育研究所等と連携を図りながら、授業実践の研究組織

の実践を支援するよう取り組みます。

併置している他学科との学科間連携により、学科間の相互履修が可能と
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なるよう教育課程の弾力化に努めます。

英語以外の外国 外国語に関する学科設置校においては、現在、ロシア語や中国語、ハン

語の学習 グルなど、英語以外の外国語が学校設定科目として設定されていますが、

今後、経済、文化、観光などの分野で、本道とロシア連邦や、中国・韓国

をはじめとする東アジア地域等との交流が深まることが期待されることか

ら、引き続き、これらの外国語の学習の充実を図ります。

時代の要請に応じた職業学科の充実４

職業学科の一層 これまで、職業学科は、望ましい勤労観・職業観を育むとともに、豊か

の充実 な人間性を育み、本道の産業経済の発展と地域社会の振興に寄与する有為

な職業人を育成してきました。

近年の社会や産業構造の大きな変化や、入学する生徒のニーズの多様化

に対応して これからの本道の地域や産業を担う人材を育成するため 北、 、「

海道プロフェッショナルハイスクール」の成果等も踏まえ、時代の要請に

応じた職業学科の一層の充実を図ります。

目標達成の重点 本道の職業教育の目標は 「生きる力」を身に付けた将来のスペシャリ、

ストの育成であり、次の４点を目標達成のための重点とします。

① 将来の産業人として必要な専門性の基礎・基本の重視

② 職業教育における地域・産業界等との連携協力

③ 産業の動向等に対応した教育内容・方法の改善充実

④ 職業教育における高等教育機関等との連携協力

職業学科の役割 農業教育や水産教育においては、本道の基幹産業を担う人材を育成する

とともに、地域の生涯学習の観点からの取組についても検討します。

工業教育においては、ものづくりに関する基礎的・基本的な基盤技術を

支える技能者・技術者を、商業教育においては、ビジネス分野、観光振興

で活躍する人材を育成します。

家庭科教育、看護教育、福祉教育においては、高齢化の進行やライフス

タイルの多様化など社会環境の変化に対応できる人材を育成します。

また 「食」の北海道ブランドや「観光」の北海道ブランドの創造を目、

指す学科や科目を設けるなどして、その推進を図ります。

活性化の方策 職業教育の活性化のため、各学科で、次の方策を推進します。
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① 就職希望生徒へのサポート

・社会人として必要なコミュニケーション能力やマナーを育てる学校設

定教科・科目「社会人入門（仮称 」の開設に努めます。）

・インターンシップや北海道版デュアルシステムの充実を図るととも

に、企業訪問の期間の設定などを検討します。

② 進学希望生徒へのサポート

・大学等への進学希望者のためのコース等の設定など、弾力的な教育課

程の編成に努めます。

・高大連携により、職業学科と大学の接続にかかわる教育課程や推薦枠

の確保や大学に進学した学生に対する学習サポートの実施について検

討します。

③ 資格取得を奨励する制度の導入

・生徒の資格取得を推進する奨励制度を設け、上級国家資格や多数の国

家資格を取得した生徒に対して、道教委から称号等を認定することを

検討します。

④ 新しい時代に対応した専門高校の活性化

・専門学科の教育内容充実のための施設・設備の充実、産業界や地域社

会との連携による専門性の高い技術指導を受ける機会の設定などによ

り、専門高校の活性化を図ります。

・民間企業での教員研修の実施、他県の専門高校との人事交流の実施な

どにより、専門教育にかかわる指導力の向上を図ります。

⑤ 地域活性化への寄与

・圏域内の専門高校が、地域や産業界、試験研究機関等と連携して、地

域の経済や産業等の活性化の方策を提案するなど、産学共同で地域の

活性化を図ります。

・ビジネスアイディアの立案・企画や会社の設立体験などにより、起業

家精神の涵養に努めます。

⑥ 専門高校の教育力の地域への提供

・学校開放プログラムの作成や地域へのＰＲに努めます。

・保護者、中学校の教員等が授業や実験・実習を見学・体験する学校見

学週間の設定について検討します。

・地域の住民や関係者等が専門高校の科目を聴講できる制度について検

討します。

・小・中学生を対象とした公開講座や小・中学校への高校生による出前

授業などを実施し、小・中学生が職業について理解を深める機会の充

実に努めます。

⑦ 専門高校の積極的なＰＲ活動の推進

・各圏域において専門高校生による学習成果の公表や学校説明会を実施

します。



- 31 -

・専門高校の教育活動をアピールする機会の設定に努めます。

・圏域の専門高校による産業教育の紹介等を行う機会の設定について検

討します。

・ 授業公開日」を設定し、専門高校の保護者や中学３年生の保護者の「

専門高校への理解を促進します。

(1) 農業教育の充実

農業教育の役割 本道の農業は、我が国の食料生産を支えるとともに、国土や環境の維持・

保全など多面的な機能を発揮し大きな役割を果たしてきており、今後も、

豊かな自然と地域の土地資源を活かした農業・農村づくりに努めるととも

に、農業と食品産業との連携を促進することが期待されています。

このことから、農業教育においては、環境を重視した将来の農業経営者

や関連産業を担うスペシャリストとして必要な専門性の基礎・基本を培い

ます。

人材育成の視点 ・国際的視野に立った農業経営を行うことのできる人材

・高度情報化や高度先端技術を農業経営に生かすことのできる人材

・環境保全型農業を推進し農業の多面的な機能を生かすことのできる人材

・ 食」の北海道ブランドの創造に取り組むことのできる人材「

学 科 の 構 成 主に食料供給の分野に対応した学科（農業科学科､園芸科学科、畜産科

学科､酪農科学科､食品科学科、生活科学科）と、環境創造・素材生産の分

野に対応した学科（農業土木工学科、環境造園科、森林科学科）を基本的

な構成として、農業教育の充実を図ります。

農業の担い手の 本道の農業・農村の持続的な発展に向け、食の安全・安心を中心とした

育成 地域農業を支える多様な担い手を育成する教育の充実を図ります。

・農業が本道の基幹産業であることを踏まえ、地域の農業振興を支える幅

広い人材の育成を図ります。

・地域農業の特徴に応じた学科への転換や将来農業を志す道外中学生の一

定範囲における受入れなどにより、活性化を図ります。

・農業への関心を高めるため、小学生等を対象とした農業体験学習（生徒

が実習指導）を実施します。

食産業を担い、 本道の明日の食産業を担い、観光産業を支える将来のスペシャリストの

観光産業を支え 育成を図ります。

るスペシャリス ・学科転換や科目設定などにより 「食」など、時代の進展に即した教育、

トの育成 の充実を図ります。



*6 農産物の直売や加工・販売、ファームイン（農家民宿）やファームレストラン、観光農園の開設など、生

産者が創意工夫をこらし、自ら生産した農産物や農村景観など豊富な地域資源を活かした事業活動のこと。
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・環境に配慮したクリーン農業や有機農業の推進に向けた指導の充実を図

ります。

・自校の農業資源を活用した加工食品の開発等を通して、起業家精神の涵

養やアグリビジネス の創出に向けた指導の充実を図ります。
*6

・地域資源を活用したブランド品の開発や、食の安全・安心を提供するア

ンテナショップの運営、体験型グリーン・ツーリズムなどの推進等、

「食」を活かした観光振興を支援する学習の充実を図ります。

地域農業の振興 本道の基幹産業である農業の優れた担い手や農業理解者を地域で育成・

確保するため、農業高校の蓄積した資源（施設・設備等や専門職員等）の

活用を図ります。

・農業担い手育成センターや農業改良普及センター等の地域の関係機関・

団体と連携を図り、農業高校の施設・設備を活用して、農業に関する人

材育成等を地域で支える総合的な連携システムをモデル的に設置し、農

業教育に関する事業（担い手育成等）の一元的展開を図ることを検討し

ます。

・設置に当たっては、道の農業指導関係出先機関や複数の行政区域で構成

される農協組織があるなど広域的な地域支援が得られ、かつ、研修室等

の施設が共用可能な農業高校のある地域で検討します。

・総合的な連携システムの運営方法の例としては、地域の農業担い手育成

センターを中心に運営協議会を組織し、構成員は、農業担い手育成セン

ター、農業改良普及センター、ＪＡ、市町村、農業高校等が考えられます。

［ 総合的な連携システムのイメージ ］

地 域 担 い 手 農業改良普及

育成センター 運 営 協 議 会 センター

（各市町村の農業関係者により設置）

（ ）(指導助言、情報提供) 【 活動例 】 営農指導への協力等

・新規就農者研修

（連携・支援） ・農村女性グループ等の地域活動講座の開催 （施設等の有効活用）

・小・中学生の農業体験学習等の実施

・リハーサル研修の実施

市町村 ＪＡ 農 業 高 校、 、 など

ＮＰＯ 等
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(2) 工業教育の充実

工業教育の役割 技術革新や国際化が一層進展している中にあって、本道の製造業には、

より高度で専門的な知識や技術を身に付け、付加価値の高い製品を開発す

ることなどが期待されています。

このことから、工業教育においては、産業界等と連携した企業実習や共

同研究等の取組を推進するなどして、技術革新や環境負荷軽減技術等を担

うスペシャリストとして必要な専門性の基礎・基本を培います。

人材育成の視点 ・高度情報通信技術等の新しい分野で活躍できる人材

・工業技術のエレクトロニクス技術化や製造技術のシステム化に対応でき

る人材

・安全を確保し地球との共生を図るための社会資本基盤整備や環境保全の

技術を担うことのできる人材

学 科 の 構 成 機械系、電気系、情報技術系、建築系、土木系、化学系の６基幹系を基

本的な構成として、工業教育の充実を図ります。

技術革新を担う 本道の工業を担い、我が国の技術革新を支える将来のスペシャリストの

スペシャリスト 育成を図ります。

の育成 ・本物志向のものづくり教育の充実を図ります。

・高度情報通信や環境保全など、時代の進展などに対応した学科転換や科

目の設定等により、活性化を図ります。

・廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化など、本道の自然環境を守る技術

習得にかかわる指導の充実に努めます。

・本道の社会資本基盤整備に対応できる技術習得にかかわる指導の充実に

努めます。

(3) 商業教育の充実

、 、 、 、商業教育の役割 経済の国際化 情報化 サービス化の急速な進展に伴い 市場の国際化

オフィスの情報化、サービス産業の拡大等の変化が進んでおり、本道の商

業には、国際的な会計基準への移行、流通システムの合理化、新たなビジ

ネスの創造など経済のグローバル化への柔軟な対応が期待されています。

このことから、商業教育においては、ビジネスに対する望ましい心構え

を養うとともに、ビジネス活動を主体的、合理的に行い、経済社会の発展

を担うスペシャリストとして必要な専門性の基礎・基本を培います。



*7 起業家精神を育む教育。経済産業省等では 「起業家教育」と訳していることが多い。、
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人材育成の視点 ・地域の観光資源や特産物を活用し、地域の流通・サービス産業の活性化

をリードできる人材

・国際的な取引活動に対応できる人材

・財政状態や経営成績を正しく分析できる人材

・ビジネスに必要な情報を適切に収集、処理し、管理できる人材

・ 観光」の北海道ブランドの創造に取り組むことのできる人材「

学 科 の 構 成 学科としては、流通ビジネス分野、国際経済分野、簿記会計分野、経営

情報分野の４つの分野に対応した学科を基本的な構成とするとともに、４

つの分野を総合した総合ビジネス科の設置や総合学科の商業関係の系列の

設定などにより、商業教育の充実を図ります。

経済社会を担う 本道の商業を担い、我が国の経済社会の発展を支える将来のスペシャリ

スペシャリスト ストの育成を図ります。

の育成 ・アントレプレナーシップ教育 の充実を図ります。*7

・観光ビジネス科など、時代の進展に即した学科への転換により、活性化

を図ります。

・地域や産業界との連携を強化し、商品開発や店舗経営体験、販売実習、

インターンシップなどを実施して、実際の経済社会における実践的・体

験的な教育を推進します。

・企業等におけるコンピュータシステムの活用や会計情報の活用などにつ

いて、より実践的な知識・技術を習得させるため、産業界と連携して指

導内容の充実を図ります。

・国際化に対応するため、語学教育設備や外国語指導助手の活用などによ

り、ビジネスに必要な基礎的な英語のコミュニケーション能力の育成を

図ります。

(4) 水産教育の充実

水産教育の役割 本道の水産業は、全国一の生産額、生産量を誇り、我が国の食料生産に

とって重要な役割を担っており、排他的経済水域の設定などに対応して、

資源管理型漁業やつくり育てる漁業の推進、付加価値の高い加工品の生産

などが期待されています。

、 、 、 、このことから 水産教育においては 水産技術の高度化 海洋環境問題



。*8 釣りをはじめとして、プレジャーボートや水上オートバイ、ダイビングなど、海で行うレクリエーション
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海洋性レクリエーション など海を取り巻く産業の変化等に対応した教育
*8

内容の改善を図るなどして、創造的な能力と実践的な態度を養い、将来の

水産業や海洋関連産業を担うスペシャリストとして必要な専門性の基礎・

基本を培います。

人材育成の視点 ・海技士（航海､内燃機関､通信）の資格を有し水産業や海運業で活躍する

ことができる人材

・小型船舶操縦士の資格を有し、漁場環境や生態系の保全と管理に配慮し

て沿岸漁業や栽培漁業を経営することのできる人材

・水産製造・加工業の充実・発展に中堅技術者として貢献できる人材

・流通や品質・衛生管理に関する知識や技術を身に付け、安心・安全な水

産食品を供給することができる人材

・ 食」の北海道ブランドの創造に取り組む人材「

学 科 の 構 成 学科としては、海洋漁業分野、海洋工学分野、情報通信分野、栽培漁業

分野、水産食品分野、その他の水産・海洋関連分野に対応した学科を基本

的な構成として、水産教育の充実を図ります。

水産業・海洋関 本道の水産業を担い、我が国の食の安全や食産業を支える将来のスペシ

連産業を担うス ャリストの育成を図ります。

ペシャリストの ・水産業が本道の基幹産業であることを踏まえ、本道の水産教育の特色と

育成 して、３つの海域に対応した水産業の振興を支える学科の教育内容等の

充実を図ります。

・実習船管理局との連携による乗船教育の充実を図ります。

・地域水産業の特徴に応じた学科への転換、道外中学生の一定範囲におけ

る受入れなどにより、活性化を図ります。

地域水産業の振 本道の基幹産業である水産業に関する人材や水産業理解者の育成を地域

興 で担うため、施設設備や専門職員等の水産高校の蓄積した資源の活用を図

ります。

また、地域の関係機関・団体と連携を図り、水産業に関する人材育成等

を地域で支える体制について検討します。



*9 衣食住、家族・保育、家庭における看護や福祉などにかかわる産業。

*10 平成11年の保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正により、准看護師課程の教育時間の増加と教育内

容の拡充が図られるとともに、新たに高等学校とその専攻科における５年間の一貫教育による看護師課程が

創設された。
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(5) 専門家庭科教育の充実

家庭科教育の役 近年、少子高齢化が進展するとともに、女性の社会進出や単身赴任など

割 の増加による家事の社会化・外部化が進む中で、生活産業 においては、
*9

多様な消費者のニーズを踏まえた高度化・サービス化した対応が期待され

ています。

このことから、専門家庭科教育においては、衣食住、保育、家庭看護や

介護などの学習を通して、社会の発展に寄与することのできる創造的な能

力と実践的態度を養い、将来の生活産業を担うスペシャリストとして必要

な専門性の基礎・基本を培います。

人材育成の視点 ・ 家庭」の各分野に関する専門性の基礎・基本としての知識と技術を身「

に付けた人材

・生活産業の社会的な意義や役割を理解することができる人材

・ 家庭」の各分野に関する諸課題を主体的、合理的に解決することがで「

きる人材

・ 食」の北海道ブランドの創造に取り組む人材「

学 科 の 構 成 学科としては、基本分野である衣食住分野、保育分野、家庭看護・介護

分野に対応した専門学科の役割を見直すとともに、総合学科の家庭科関係

の系列の設定などにより、家庭科教育の充実を図ります。

、 、生活産業を担う 本道の生活産業等を担い 多様な消費者のニーズに応えることのできる

スペシャリスト 将来のスペシャリストの育成を図ります。

の育成

(6) 看護教育の充実

看護教育の役割 本道の地域医療には、高齢化の進展と疾病構造の変化に伴い、患者のク

ォリティ・オブ・ライフ（生活と人生の質）を重視した在宅医療及び看護

に対する社会的要請が増大しています。

このことから、看護教育においては、平成１４年度に創設した５年一貫

教育 による教育課程の充実を図り、高度医療に対応できる資質や能力を*10
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育むとともに、訪問看護、老人看護、看護情報処理等の進展に対応でき、

地域医療の充実に貢献するスペシャリストの育成を図ります。

人材育成の視点 ・看護に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得している人材

・看護の本質と社会的な意義を理解している人材

・道民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を身に付けた人材

学 科 の 構 成 ５年一貫教育による衛生看護科及び専攻科により、看護教育の充実を図

ります。

看護師の資格取 ５年一貫看護師養成課程において、望ましい看護観や職業観及び生命を

得の推進 尊重する倫理観を育み、看護師の資格の取得の推進を図ります。

(7) 福祉教育の充実

福祉教育の役割 生活水準の向上に伴う健康への関心の高まりや生活様式・意識の変化に

より、福祉ニーズが高度化、多様化する中、本道の社会福祉には、高齢者

への思いやりの気持ちを育てるなど、豊かな人間性を育むとともに、高齢

者や障害のある人々、とりわけ要介護高齢者の自立への支援が期待されて

います。

このことから、福祉教育においては、社会福祉に関する諸課題を主体的

に解決し、社会福祉の増進に寄与するスペシャリストとして必要な専門性

の基礎・基本を培います。

人材育成の視点 ・高齢者や障害者等へのよりきめ細かな介護サービスに対応できる専門的

な知識や技術を有する人材

・福祉社会の一員として生活上の問題に関心を持ち、日々の生活と社会福

祉・社会保障の関連性について理解している人材

・基本的人権やプライバシーの尊重など、自立生活を支援する上で必要な

態度が備わった人材

学 科 の 構 成 現在設置されている福祉科の充実を図るとともに、総合学科の福祉の系

列の設定などにより、福祉教育の充実を図ります。

介護福祉士の資 福祉科を中心として、豊かな福祉観を養い、社会福祉関連の職業に従事

格取得の推進 する者として必要な意識を高めるとともに、介護福祉士の資格の取得の推

進を図ります。



*11 北海道立高等学校学則第21条の２により、定時制の課程において社会人等が学校に入学することなく、特

定の科目を履修することができる制度。

*12 産学官が連携して、道内各市町村で行われている様々な学習機会を体系化することにより、道民が自らの

意思によって学び、自立した北海道の創造に寄与する人材を育成することを目的として、道立生涯学習推進

センターが（財）北海道生涯学習協会に委託して実施する 「ほっかいどう生涯学習ネットワークカレッジ事、

業」の通称。
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定時制・通信制課程の改善・充実５

(1) 柔軟で多様な学習が可能な定時制課程

現 状 と 課 題 定時制課程においては、勤労青少年の入学者が減少する一方で、全日制

課程からの転入学者や、高校を中退し改めて入学を希望する生徒、再び高

校での学習を希望する社会人など、様々な入学動機や学習歴を持つ生徒が

学んでいることから、生徒の多様な学習ニーズに対応することや、生涯学

習の機能を果たすことが求められています。

弾力的な学習形 定時制課程においては、生徒一人一人の多様な学習ニ－ズに対応し、そ

態の整備 の個性や能力を最大限に伸長させる観点から、生徒の能力・適性、興味・

関心、進路希望等に応じた選択幅の広い教育課程を編成・実施するととも

に、生徒の生活スタイルに応じた学習機会が確保されるよう、次のような

方策により、弾力的な学習形態の整備に努めます。

① 単位制の趣旨を生かした弾力的な教育課程の編成

② 履修形態の一層の多様化・弾力化

③ 指導内容の精選と指導方法の工夫・改善

④ ガイダンスの機能の充実

生涯学習の機能 近年、社会人が定時制高校において特定の教科・科目の履修を希望する

の充実 など、生涯学習の機運が高まってきていることから、定時制課程において

は、次のような方策により、生涯学習の機能の充実に努めます。

① 一部科目履修制度 の活用の促進*11

② 道民カレッジ との連携
*12

多部制など単位 定時制課程においては、様々な入学動機や学習歴を持つ生徒のニーズに

制による定時制 対応した学校づくりが求められており、意向調査の結果でも、３割以上の

高校 中学生、高校生が 「午前・午後・夜間などから好きな時間帯を選択して、

学習できる高校」を希望していることなどから、札幌市以外の都市部に、

午前・午後・夜間の時間帯から選んで学ぶことができる、多部制など単位



*13 通信制の各協力校において、生徒の面接指導、学習報告書の作成指導、試験等の事務を円滑に行うための

連絡調整及びそれらの事務を担当する教員。

*14 有朋高校のこと。

*15 通信制の各協力校において、生徒の面接指導や学習報告書の作成指導のほか、試験の実施等の事務を担当

する教員。

- 39 -

制による定時制高校の設置を検討します。

昼間に授業を行 昼間に授業を行う定時制課程の道立高校は、農作業に従事し農繁期など

う定時制課程の に登校できない生徒のために設置されたものであり、これまで、就農しな

在り方 がら農業に関する専門的な知識等を身に付ける教育機関として位置付けら

れてきました。

現在は、就農しながら学ぶ生徒が少ない状況となっていることから、中

学校卒業者数の状況や地域産業との関連、近隣校の設置学科などを考慮の

上、その在り方について検討し、全日制課程への転換及び学科転換につい

て検討します。

(2) 自己の学習スタイルに合わせて学ぶことのできる通信制課程

現 状 と 課 題 現在、北海道有朋高等学校に通信制課程を設置しており、平成18年度の

在籍生徒数は約4,500名です。

また、全道に32校の面接指導を行う通信教育協力校（以下「協力校」と

いう ）を指定しており、在籍生徒数のうち約1,800名が協力校で学んでい。

ます。

協力校においては、学習指導の充実とともに、生徒の進路や生活にかか

わる相談への対応など求められていますが、一部の協力校においては、多

数の生徒が在籍し、面接指導を受ける生徒数が増大し、面接指導の実施等

に困難な状況が生じているため、この課題の解決に努めます。

協力校への支援 協力校に対する支援体制の強化を図るとともに、近隣の高校による協力

体制 ・支援体制を整備し、協力校における面接指導の充実を図ります。

協力校の機能の充実を図るため、次のような方策を検討します。

・多数の生徒が面接指導を受ける協力校に担当職員を配置。

・配置される職員は、協力校の地方指導員 の業務や、面接指導業務*13

及び実施校 の業務の一部などを担当。*14

・協力校の近隣の高校をサポート校とし、サポート校は協力校の面接

指導講師 の確保に協力。*15
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多様なメディア 本道の広域性などを考慮し、ホ－ムペ－ジにおける教材提供や電子メ－

の活用 ル等による双方向の通信を活用した個別指導の充実を図ります。

ラジオ放送、テレビ放送の視聴やインタ－ネットなどの多様なメディア

を利用する学習により面接指導の時間数を一部免除できる制度を活用する

など、履修形態の一層の弾力化を進めます。

多様な学びを実現するシステムづくり６

(1) 多様な学習機会の拡大

ア 教育課程編成・実施の工夫改善

単位制の活用 高校において、単位制が併用されている趣旨を踏まえ、全道の高校で適

切な教育課程の編成・実施を推進します。

多様な選択科目 生徒の興味・関心や進路希望等に応じた多様な選択科目を開設できるよ

、 （「 」 ） 、の開設の工夫 う 学校間連携や学科間連携 普通科高校の特色づくり 参照 の実施

高大連携による学校設定教科・科目の開設などの工夫を図ります。

芸術科目の選択 芸術教科・科目については、生徒の多様な学習ニーズに応える選択幅を

の拡大 確保する観点から、芸術教科担当の教員が複数の学校で授業を担当するこ

とについて検討します。

総合的な学習の 自ら学び自ら考え、問題を解決する力を育成することや、学び方やもの

時間の充実 の考え方を身に付けること、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、各教科・科目等で学ぶ知識や技能等が学習や生活において

生かされ総合的に働くようにすることをねらいとした総合的な学習の時間

の一層の充実に努めます。

総合的な学習の時間の実施に当たっては、企画・立案の段階から指導、

評価に至るまで、全教職員の連携協力体制の下で、各教科・科目の学習内

、 。容と関連付けながら 体験的な学習や問題解決的な学習の充実を図ります



*16 学校間連携は、学校教育法施行規則第63条の３により、平成５年度に制度化されたものであり、本道では

平成12年度に実施要綱を定めた。
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イ 学校間連携の促進

学校間連携実施 生徒の学習の選択幅を拡大するために 「北海道高等学校学校間連携実、

要綱に基づく連 施要綱」 に基づき、学校間の協議により、他校で開設されている科目を
*16

携 履修することを可能とし、自校における単位として認定することができる

制度を活用して、自校には設けられていない専門教科・科目や他校の学校

設定教科・科目等の履修を促進します。

、 、 、これまで 生徒の選択科目の拡大を図るため 普通科高校と農業高校間

普通科高校と工業高校間での学校間連携が行われています。

地域の複数の学校の教員が地域の協力も得ながら連携して、複数校の生

徒が共通して学ぶことができる科目を開設することも検討します。

専門学科の中心的役割を担う学校において、他校の教員が指導方法等を

学んだり、他校の生徒が専門知識、技術を深める学習を行う機会を設ける

ことも検討します。

遠隔授業等によ ほっかいどうスクールネットの双方向通信の機能を活用した遠隔授業の

る連携 実施などにより、学校間連携による教育活動の一層の充実を図ります。

そのため、ほっかいどうスクールネットの通信速度の改善、技術的なサ

ポート、遠隔授業の内容の充実、単位認定の方法等の課題について検討し

ます。

特に、地域キャンパス校（第６章で後述）の教育活動を支援するため、

センター校（第６章で後述）から遠隔授業や出張授業などを実施します。

また、地域キャンパス校とセンター校以外の学校においても、ほっかい

どうスクールネットを活用した遠隔授業や特別活動等の実施により、学校

間連携の支援を図ります。

［ 遠隔授業の実施イメージ ］

【 Ａ高校 】 【 Ｂ高校 】

◆生徒の学習の

選択幅の拡大

← 双方向通信 →

ほっかいどうスクールネット



*17 １か月の平均読書冊数は、小学生が7.5冊、中学生が2.5冊、高校生が1.5冊であり、１か月に１冊も読まな

い児童生徒は、小学生が9%、中学生が33%、高校生が56%となっている。
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ウ 読書活動の機会の充実

読書活動の充実 読書活動は、全ての教科の基盤となる国語力を育成する上で、有効な活

動の一つであり、読書習慣を身に付けることは、一生の財産として生きる

力となり、楽しみの源となります。

しかしながら、社団法人全国学校図書館協議会が平成14年に実施した調

査によると、小学生から中学生へ、中学生から高校生へ移行するにつれて

読書離れが進んでいる状況が明らかになっています 。*17

読書好きの高校生を育てるためには、学校だけではなく、家庭や地域と

協力して、読書活動の充実を図り 「自ら本に手を伸ばす子ども」を育て、

ることが大切です。

現在、道内の高校においても読書活動の充実を図るため、朝読書を全校

で取り組み、成果を上げている例が見られますが、そのような取組を他校

へ紹介するため、実践事例集を作成したり、朝読書実践校が取組の充実を

目指し情報交換をする場を設定することなどを検討します。

また、家庭や地域社会と協力して読書活動の充実を図る方策の一つとし

て、総合的な学習の時間等の活用を図るなどの工夫も必要です。

＜活動例＞

（ 、 、 ）・○○高校必読書30選の作成 生徒 教師 保護者が作るブックリスト

・読書体験発表（好きな本の紹介）

・読み聞かせ体験（地域ボランティア→生徒、生徒→幼児、小学生）

エ 高大連携等による学ぶ機会の拡大

高大連携による これまでも、大学の教員による出前授業や大学の施設・設備を活用した

選択幅の拡大 授業などが行われていますが、生徒の興味・関心、進路希望等に応じて、

より深く高度に学んだり、より幅広く学んだりする機会の一層の拡大を図

ります。

高大連携による 近年、大学と連携する高校が増えてきていることから、高大連携に関す

情報交流の充実 る協議会を設置するなどして、高校関係者と大学関係者が、それぞれの学

、 、習の現状と課題 高大接続の望ましい在り方などについて情報交換を行い

高校における学習指導の充実に努めるとともに、生徒が主体的に進路の選

択を行うよう支援します。

高大連携に関する協議会等において、職業学科等の推薦枠の拡大を大学



*18 平成17年3月高校卒業生の大学等進学率は、全国で47.3％、全道で36.4％である。

*19 詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせることによって、受験生の能力・適性や学習に

対する意欲、目的意識等を総合的に判定する選抜方法。

*20 従来の「特殊教育」の対象の障害だけでなく、ＬＤ等を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向

けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服

するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うもの。

*21 Learning Disabilities（学習障害）の略。基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読

む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態。
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に働きかけるなど、職業学科等から大学進学 を希望する生徒への支援を
*18

図ります。

＜高大連携に関する協議会の活動例＞

・高校と大学の学習内容や研究内容についての情報交換

・アドミッション・オフィス（ＡＯ）入試 や推薦入試等の大学入学者
*19

選抜の望ましい在り方等についての情報交換

・職業学科等の推薦枠の拡大等の大学への要望

オ 特別支援教育 の充実*20

校内体制の整備 ＬＤ 等を含めた障害のある生徒が、高校に入学している現状を踏まえ*21

て、教職員が特別支援教育について理解を深めるよう、次のように研修の

充実を図り、校内の支援体制を整備するとともに、関係機関と連携するな

どして、具体的な支援を図ります。

① 道教委主催の各種研修の充実

② 校内研修の充実

③ 校内委員会の設置

交流及び共同学 高校生にとって、障害のある生徒と障害のない生徒との交流は、お互い

習の促進 を正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学

、 。ぶ場であるので 交流及び共同学習の機会を積極的に設けるよう努めます

＜交流及び共同学習の例＞

・盲・聾・養護学校の運動会等の行事における交流

・高校の学校祭等の行事における交流

・盲・聾・養護学校との教科学習等における共同学習



、*22 総合学科においては、広い分野にわたり多くの選択科目を開設しているため、科目選択の目安となるよう

関連する科目のまとまりを「系列」として示している。

*23 学校間連携における他校での履修、実用英語能力検定や簿記検定等の技能審査の成果、ボランティア活動

や就業体験、スポーツ活動や文化活動における顕著な成績、大学・高等専門学校又は専修学校における学修

など。最大36単位までの単位認定が可能。

*24 実用英語能力検定や簿記検定など、高校において設けられている教科・科目の学習内容に対応する資格を

取得すること。

*25 各学校では、卒業までに履修する（授業を受ける）単位数と修得する（満足すべき成果をあげる）単位数

を定めている。履修と修得を分離しない場合は、履修した全ての科目の単位を修得しなければ進級や卒業が

できない。履修と修得を分離して、修得すべき単位数より多くの履修できる単位数を設定すれば、履修して

も修得できない科目があっても、修得すべき単位数を満たしていれば、進級や卒業が認められる。

*26 校長が学校の運営を円滑に行うために、学則や学校管理規則の定める方針の下で、施行細則として定める

内部的な規定の総称。
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(2) 教育課程の弾力化の推進による多様な学びの実現

学校設定教科・ 地域、学校及び生徒の実態等に応じ、普通科の選択科目をはじめ、総合

科目の活用 学科における系列科目 及び自由選択科目、専門学科における特色ある科
*22

目等に、学校設定教科・科目を活用します。

学校外の学修 生徒の学習の選択幅を拡大し、自ら学ぶ意欲の向上を図り、生涯にわた*23

成果の単位認定 る学習の基礎を培う観点から、大学等における学修の成果や技能審査の成

果 、ボランティア活動等の顕著な成績などの学校外での学修の成果を高*24

校の単位として認定できる制度を活用し、生徒の個性を生かす教育を推進

します。

進級の認定等に 単位制以外の高校においては、いわゆる学年制と単位制が併用されてい

かかわる校内規 ることを踏まえ、進級等の認定を弾力的に行うよう配慮します。

程の弾力化 厳格すぎる学年制の運用は、生徒一人一人の個性の伸長を図る観点から

好ましくないことから、履修と修得の分離 や、一定条件の下での進級の*25

認定及び進級後に前学年における未修得科目の履修を可能とすることな

ど、校内規程 の弾力化を図るよう努めます。
*26

転入学、編入学 転入学を希望する生徒の学習機会を確保できるよう、教科・科目等の履

の弾力化 修、修得及び卒業の認定の弾力化を図ります。

高校への進学率が98％を超える中 「進路変更 「学校生活・学校不適、 」、

応 「問題行動等」等の理由により、高校を中途退学する者が約２％と」、

なっていますが、中退後、再び就学を望み編入学を希望する者もおり、生

涯学習の見地から、その学習機会を積極的に認めることが大切です。
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そのため、単位制高校の整備や定時制・通信制教育の充実を含め、過去

に修得した単位を生かすことができるよう取り組みます。

(3) 個に応じた学習指導の充実による多様な学びの実現

少 人 数 指 導 生徒の多様な能力・適性、興味・関心、進路希望等に対応して、基礎・

基本の確実な定着を図るとともに、個性を生かす教育を充実させるため、

個に応じた、きめ細かな学習指導を実施するため、少人数指導の効果的な

活用を図ります。

学習習熟度別学 学習習熟度の差が大きくなりやすい教科・科目については、習熟の程度

級編成 に応じて、基礎・基本の確実な定着を図ったり、より深く高度に学んだり

できるようにするため、各学校や生徒の実態に応じた、習熟度別学級編成

の効果的な活用を図ります。

ティ－ム・ティ 教科・科目により、指導の効果を高めるため、複数の教員による学習指

－チング 導や外国語指導助手を活用した授業等のティーム・ティーチングなどによ

り、教員が協力して指導を展開する工夫を図ります。

ティーム・ティーチングは、特別活動、生徒指導、総合的な学習の時間

、 、 、などにおいても 幅広く活用を図ることが望まれており 学校においては

教職員の共通理解の下、効果的な指導体制の確立を図ります。
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教育諸条件等の整備７

(1) 通学区域の改善

通学区域改正の 全国的な規制緩和の流れの中、平成15年３月の道立高等学校通学区域改

、 、経緯 善検討会議からの答申の趣旨に基づき 生徒の学校選択幅を拡大するため

平成17年度入学者選抜から通学区域を55学区から26学区に改正しました

（平成17年10月、石狩市、厚田村、浜益村の合併により25学区に改正 。）

石狩管内については、学区外就学枠で学校選択幅を拡大しましたが、生徒

の進路動向や生徒・保護者の学校選択のニーズを見極めながら、引き続き

拡大する方向で検討することとしたところです。

石狩管内の通学 石狩管内については、公共交通機関を利用して通学可能な学校が多く、

区域 生徒の興味・関心、進路希望等に応じて学校が選択できるよう配慮する必

要があることや生徒・保護者などから学校選択幅の拡大を希望する意見が

多いこと、平成17年度の通学区域の改正において、学区外就学枠で学校選

択幅を拡大しましたが、生徒の進路動向に大きな変動がみられなかったこ

となどから、石狩第１学区から石狩第７学区までを一学区にします。

(2) 入学者選抜の改善

改善の趣旨の一 平成17年度入学者選抜において、複数尺度による選抜の比率の拡大や普

層の徹底 通科における推薦入学者選抜の導入等、学校裁量を一層拡大するなどの改

善を図ったところであり、今後とも、生徒のよさを多面的にとらえるとと

もに、特色ある学校づくりを生かすことができるよう、入学者選抜の改善

の趣旨の一層の徹底に努めます。

道外からの出願 農業科・水産科においては、本道の自然環境等の特色を生かし、全国的

に高水準の教育実践が行われており、道外から入学を希望する中学生もい

ることから、道内受検生の動向などを踏まえ、農業科・水産科に道外から

出願できるよう検討します。

(3) 学校の個性化・特色化への支援

新しい学校づく 学校の再編等により、総合学科の設置や単位制への移行、普通科におけ

りのための条件 るフィールド制の導入などにより、系列やフィールド、選択科目等を設定

整備 する上で、学習効果を高めるために必要な施設設備、教材等の整備に努め

ます。



*27 経済的に修学困難な生徒に対し、学資金を奨学金として貸し付ける制度。

*28 道が保有している職員用住宅等。
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研究協議会等の 教育課程の編成・実施の改善・充実のため、これまで教育課程研究協議

充実 会や教育課程改善協議会、学校運営研究協議会等の開催や、教職経験者研

究協議会や10年経験者研修、道立教育研究所や道立理科教育センターによ

る研修等を実施してきました。

今後も一層の改善・充実を図るため、これらの全道規模で行われる研究

協議会等の充実を図るとともに、各管内で行われている研究協議会等の取

組を支援し、多くの教員が全国や全道の動向を把握しながら、校内での実

践の充実を図ることができるよう取り組みます。

、 、 、実践研究の推進 各学校における魅力ある学校づくりを推進するため 総合学科 単位制

フィールド制等の新たなシステムを導入する学校や、学力向上、キャリア

教育等の実践研究に取り組む学校に対する支援に努めます。

特に、新たなシステムを導入する学校については、導入後も、継続的に

教育活動の充実を図るための支援を図ります。

生徒指導等の課 社会・経済や子どもを取り巻く環境の変化に伴う、生徒指導等の課題を

題解決 解決していくために、学校・家庭・地域・関係機関等が連携して取り組む

、 、ことが求められていることから 生徒指導の充実や心の教育の推進のため

生徒指導研究協議会等の各種研修会の充実を図るとともに、地域のいじめ

・不登校等対策本部会議等の充実を図るなどの支援に努めます。

(4) 生徒の修学に対する支援

奨学金の支援 修学の意志がありながら、経済的理由により修学が困難な生徒に対し、

安心して高校生活を送ることができるよう、奨学金制度 の一層の周知を*27

図るとともに資金の確保に努めます。

通学等への支援 再編整備等による通学状況等への対応として、生徒が可能な限り通学し

やすくなるよう、通学時間帯等におけるバス等のダイヤ調整について公共

交通機関に対し依頼するなどして、生徒の通学環境の整備に努めます。

また、最寄りの高校の再編等の事情により、他の近隣校に修学を余儀な

くされた生徒のうち、経済的理由により通学が困難となる生徒への支援を

検討するとともに、必要に応じ道有施設 の再利用など、施設の有効活用*28

を検討します。
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通学区域の特例 市町村合併や支庁再編等が行われた場合、通学区域については、特例措

置を設けるなど、生徒の学校選択幅が狭まらないように配慮します。

１


