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北海道高等学校
「未来を切り拓く資質・能力を育む高校教育推進事業」

実施要綱

（令和元年（2019年）７月12日高校教育課長決定）
（令 和 ２ 年 （ 2 0 2 0 年 ） ７ 月 １ 日 一 部 改 正）
（令 和 ３ 年 （ 2 0 2 1 年 ） ６ 月 ４ 日 一 部 改 正）

１ 趣旨
新学習指導要領の実施に向け、生徒が未来社会を切り拓くための資質・能力を育成す

るため、生徒に求められる資質・能力とは何かを社会と共有し連携する「社会に開かれ
た教育課程」の実現を図る。

２ 事業の目的
(1) カリキュラム・マネジメントの確立
(2) 思考力、判断力、表現力等の育成
(3) 主体的・対話的で深い学びの実現

３ 事業の実施期間
令和元年度（2019年度）から令和３年度（2021年度）までの３年間とする。

４ 事業の内容
(1) 学校支援事業
ア 総合的な探究の時間推進プロジェクト
(ｱ) モデル校事業
①目的

高等学校における「総合的な探究の時間」の推進を図るため、ＩＣＴを効果的
に活用した探究活動の実践研究に取り組み、その成果の普及を図る。

②指定校
選抜性の高い大学への進学実現を目指す生徒が多い道立高等学校等のうち１

校を指定校として、道教委が指定する。
③指定期間

令和元年度（2019年度）から令和３年度（2021年度）までの３年間とする。
④ＩＣＴ環境の整備

道教委は指定校に対し、予算の範囲内でＩＣＴ環境を整備する。ただし、整
備等の期間は指定期間内とする。

⑤研究内容
・大学や社会との円滑な接続を図るための先進的な探究学習に係る実践研究
・探究活動において、ＩＣＴを効果的に活用するための実践研究
・教科等横断的な取組を推進するための校内体制の構築

⑥実践研究の計画書及び報告書等
・計画書

指定校は、毎年度３月末までに計画書（様式１）を作成し、教育局を経由
の上、高校教育課長に提出するものとする。
（初年度は、指定の決定から２週間以内）

・報告書
指定校は、毎年度２月末までに報告書（様式２）を作成し、教育局を経由

の上、高校教育課長に提出するものとする。
⑦その他
・高校教育課は、指定校における地域課題の解決に関する探究的な学習活動を
支援するため、必要に応じて指定校がIT企業や大学等からの支援を受けるこ
とができるよう努めるものとする。

・事業の実施に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。
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(ｲ) プロジェクト研究事業
①目的

本道高等学校における「総合的な探究の時間」の充実を図るため、北海道立
教育研究所の「道研プロジェクト研究」の指導事例等を活用した実践研究に取
り組み、その成果の普及を図る。

②指定校
道立高等学校等から５校程度を指定校として、道教委が指定する。

③指定期間
令和元年度（2019年度）から令和３年度（2021年度）までの３年間とする。

④研究内容
道立教育研究所研究研修主事が支援する。

・校内体制の構築
・育成すべき資質・能力に応じた取組の充実を図るための実践研究
・「道研プロジェクト研究」の指導事例等の活用した取組方法の検証

⑤指定の選定
「５ 指定の手続き」による。

⑥その他
・高校教育課は、指定校における地域課題の解決に関する探究的な学習活動を
支援するため、必要に応じて指定校がIT企業や大学等からの支援を受けるこ
とができるよう努めるものとする。

・事業の実施に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。
イ カリキュラム・マネジメント推進プロジェクト
(ｱ) ＳＣＲＵＭ事業の発展・継続（「北海道高等学校「学びの重点化」推進プロジェクト」）
①目的

「教科等の本質的な学びを踏まえた主体的・対話的で深い学び（アクティブ・
ラーニング）の視点からの学習・指導方法の改善の推進のための実践研究
（ＳＣＲＵＭ）」事業（以下「ＳＣＲＵＭ」という。）の成果を踏まえ、研究協
議や校内研修等を通じて、「学びの重点化」による効果的な学習指導の開発に取り
組み、全道的な主体的・対話的で深い学びの実現を図る。

②事業内容
・道内を４圏域に分け、圏域ごとに本事業の研究指定校（推進校及び協力校
各１校）を指定する。

・研究指定校においては、国語、数学、地理歴史、公民、理科、外国語（英語）に
おける実践のほか、各校の状況に応じて、他の教科等を加えて、本事業の趣旨
を踏まえた研究を行う。

・各圏域ごとに、本研究に係る実践発表及び研究協議を毎年度開催する。
・指定校の優れた授業実践を集約し、北海道教育委員会のホームページに掲載
するなどして、全道の公立高等学校へ研究成果等を普及する。

③実施期間
令和２年度（2020年度）から令和３年度（2021年度）までの２年間とする。

④その他
事業の実施に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。

(ｲ) 教員研修会
①目的

教育課程研究協議会における研究協議等の成果を踏まえ、教科等横断的な
視点による教育課程編成・実施についての理解を深め、教務主任の立場から
自校のカリキュラム・マネジメントに関する課題解決の方策を考える。

②事業内容
・自校の課題を洗い出しや課題解決を図り、カリキュラム・マネジメントを
確立するための演習を中心とした「カリキュラム・マネジメント推進会議」
を実施

・前年度の教育課程研究協議会の事前課題を踏まえた講義・演習
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③実施
・開催時期
８月～９月のうち１日間

・開催場所
各管内の総合振興局又は振興局

④参加対象
教務主任又は、前年度に教育課程研究協議会に参加した教員、教務を担当す

る教員
⑤講師及び運営等

北海道立教育研究所研究研修主事等が行う。
⑥その他

事業の実施に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。
(2) 教員支援事業
ア 授業改善セミナー
(ｱ) 目的

教員の教科指導力の向上及び主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、授業
改善の取組を推進するため、優れた教科指導力を有する教員等を講師として、授
業改善セミナーを開催する。

(ｲ) 授業改善セミナーの開催
①教科指導講座
○開催趣旨及び教科等

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習・指導方法等、効果的な指
導方法にかかわるワークショップや研究協議など、教員の教科指導力の向上
を図る実践的な研修を行う。原則として、参加を希望する次の各ブロックの
教員等を対象とし、国語、地理歴史・公民、数学、理科、英語及び情報につ
いて、毎年度開催する。
ブロック名 ブロックを構成する教育局名
道央ブロック 石狩教育局、後志教育局、空知教育局
道南ブロック 渡島教育局、檜山教育局、胆振教育局、日高教育局
道北ブロック 上川教育局、留萌教育局、宗谷教育局
道東ブロック 十勝教育局、オホーツク教育局、釧路教育局、根室教育局
○講師及び運営等
・教科指導講座の講師は、道教委が各ブロック内の高等学校の優れた教科指
導力を有する教員（以下「教科指導スペシャリスト」という。）から選出
する。

・教科指導スペシャリストの連絡調整等は、当該教科を担当するブロック内
の指導主事（以下「担当指導主事」という。）が行う。

・教科指導講座は、教科ごとに、担当指導主事が教科指導スペシャリストと
連携し、企画・運営する。

・教科指導スペシャリストは、高校教育課において決定後、高校教育課長か
ら委嘱する。

②進学指導講座
○開催趣旨及び教科等

大学進学を目指す生徒を指導するために、特に必要な授業力を高める研修
を行う。参加を希望する全道の教員等を対象とし、国語、数学及び英語につ
いて、各教科２会場で毎年度開催する。

○講師及び運営等
・進学指導講座の講師は、道教委が全道の高等学校の優れた教科及び進学指
導力を有する教員（以下「進学指導スペシャリスト」という。）から選出
する。

・進学指導スペシャリストの連絡調整等は、当該教科を担当する教育局等の
高等学校教育指導班（以下「担当指導主事」という。）が行う。

・進学指導講座は、教科ごとに、担当指導主事が進学指導スペシャリストと
連携し、企画・運営する。
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・進学指導スペシャリストは、高校教育課において決定後、高校教育課長か
ら委嘱する。

(ｳ) その他
・高校教育課は授業改善セミナーの実施に当たり、必要に応じて道立高校教諭、
指導主事・研究研修主事及び大学教授等からなる授業改善検討チームを設置
し、教科指導スペシャリスト及び進学指導スペシャリストの支援に努めるもの
とする。

・事業の実施に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。
イ アドバンスト学習キャンプの講師育成講座
(ｱ) 目的

アドバンスト学習キャンプの講師となる教員を対象に、選抜性の高い大学への
進学を目指す生徒に対して行う、探究的な要素や効果的な指導法を取り入れた英
語・数学・国語の講義の実施に資する資質・能力を身に付けさせるために開催す
る。

(ｲ) アドバンスト学習キャンプの講師育成講座の開催
高校教育課が主催して、大学教授等の有識者を講師とした講演や、学習指導要

領等の説明やアドバンスト学習キャンプにおける指導方法の説明、ワークショッ
プによる交流などを通して、アドバンスト学習キャンプの講師としての資質・能力
の育成に資する内容として開催する。

(ｳ) 実施
①開催時期

８月～９月のうち１日間
②開催場所

北海道立教育研究所
③参加対象

アドバンスト学習キャンプの講師とする。
④旅費等

道費で措置する。
⑤その他

ウ 理数探究セミナー
(ｱ) 目的

新学習指導要領の実施に向け、新設された理数探究基礎及び理数探究について
教員の理解を深めるとともに、科目の開設に向けた検討を円滑に実施できるよう
支援するために開催する。

(ｲ) 理数探究セミナーの開催
○開催趣旨及び教科等

理科及び数学の教員を対象に、課題研究の指導を行っている学校の事例を踏
まえ、体験的な要素を含む実践的な講座を実施することで教員の理解を深め、
科目の開設に向けた検討を円滑に実施できるよう支援する。

○講師及び運営等
・理数探究セミナーの講師は、理科及び数学の指導主事、研究研修主事等、課
題研究の指導を実施している道立高等学校の教員等とする。

・理数探究セミナーの実施に係る連絡調整等は、高校教育課で行う。
・理数探究セミナーの運営は北海道立教育研究所の職員及び附属理科教育セン
ターの職員が行う。

(ｳ) 実施
①開催時期

９月～12月のうち３日間（３回実施）
②実施形態

原則、オンラインで実施する。
③参加対象

原則、道立高等学校の理科及び数学の教諭
※内容の系統性から、原則、３日間（３回）参加できる者



- 5 -

④その他
事業の実施に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。

エ 「学びの重点化」推進プロジェクトの成果の普及・啓発
北海道高等学校教育課程研究協議会や授業改善セミナー等において、「北海道高

等学校「学びの重点化」推進プロジェクト」における指定校の取組や成果等を活用
する。

(3) 生徒支援事業
ア 次世代人材育成プロジェクト
(ｱ) 探究活動キャンプ
①目的

積極的に自ら課題を発見し、その解決を目指して他者と協働しながら、学習
成果を様々な形で表現していく活動に意欲的に取り組むことができる生徒を対
象とし、これからの時代に必要な情報活用能力や課題解決能力、表現力、コミ
ュニケーション能力等を育み、次世代のリーダーの育成を図るとともに、進路
実現に向けた学力の向上と進学意欲の高揚を図る。

②事業内容
道内大学等と連携し、大学進学への理解を深める各種講演や探究学習による

交流などを通して、リーダーシップ育成及び学力の向上、大学への進学意欲の
高揚に資する内容として開催する。

③実施
・開催時期
８月（夏季休業中）、１月（冬季休業中）及び３月

・開催場所
札幌市内等（オンライン開催を含む）

④参加対象
公立高校及び公立中等教育学校の生徒とする。
（生徒会などのグループ単位での参加も可）

⑤参加費用
別途定める。

⑥講師及び運営等
大学等の有識者及び道教委指導主事等が行う。

⑦その他
・高校教育課は、参加校における地域課題の解決に関する探究的な学習活動を
支援するため、必要に応じて指定校がIT企業や大学等からの支援を受けるこ
とができるよう努めるものとする。

・募集人数など開催に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。
(ｲ) アドバンスト学習キャンプ
①目的

選抜性の高い大学（北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大
学、大阪大学、九州大学、医育大学など）への進学を目指す道内の生徒を対象
に進路実現に向けた学力の向上と進学意欲の高揚を図る。

②内容
大学進学や効果的な学習方法の理解を深めるため、進学指導に優れた教員等

による講義、生徒間の学習の交流など、リーダーシップの育成及び学力の向上、
大学への進学意欲の高揚に資する内容とした講演等を開催する。

③開催期間
年度内、連続又は各日の計２日間とする。

④開催場所
道内４か所程度、道立高等学校等とする。

⑤参加対象
選抜性の高い大学への進学を目指す道立高校及び中等教育学校の生徒とする。

⑥講師及び運営等
道立高等学校において教科指導力に優れた教員及び会場となる道立高校を所

管する教育局等が行う。
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⑦指定の選定
「５ 指定の手続き」による。

⑧その他
開催に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。

(4) 基礎診断プロジェクト
高校教育の質の確保・向上の観点から、基礎学力の定着や学習意欲の喚起を促すＰ

ＤＣＡサイクルの構築・確立に向けた取組の推進を図る。
ア 学力テスト設定モデル

設定モデル名 対 象 と 目 的

コアアビリティモデル

選抜性のある大学への進学を希望する生徒を除く全ての生徒

（Ｃモデル）

を対象に、これからの時代に求められる資質・能力のうち、
教科に関わる基礎的基本的な学力（コアアビリティ）を身に
付けさせる。
選抜性のある大学（「大学入試センター試験」あるいは「大

ベーシックモデル 学入学共通テスト」を課す大学）への進学を希望する生徒を
（Ｂモデル） 対象に、当該大学への進学に必要とされる学力を身に付けさ

せる。
選抜性の高い大学（北海道大学、東北大学、東京大学、名古

アドバンストモデル 屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学、医育大学など）へ
（Ａモデル） の進学を希望する生徒を対象に、当該大学への進学に必要と

される学力を身に付けさせる。
イ 学力テストを作成する教科
・国語、数学、英語の３教科とし、それぞれ３モデルを作成する。
・「高校生の学びの基礎診断」の測定ツールとして活用できるよう作成する。

ウ 学力テスト開発委員会議
設定モデルにおいて担当する教科の学力テストの問題や分析マニュアルの内容や

活用方法について、実践研究を行う。
(ｱ) 学力テスト開発委員は、高校教育課長が委嘱する。
(ｲ) 学力テスト開発委員は、各教科・モデルに担当指導主事・研究研修主事１名の
ほか、教諭を３名を当てる。

(ｳ) 学力テスト開発委員は、思考力・判断力・表現力等を評価するための問題作成
に積極的に取り組みたい教員を公募する。なお、所定の人数を満たさない場合は、
道教委が選任する。

(ｴ) 担当する教科（国語、数学、英語）の学力テストを作成・改善する。
(ｵ) 担当する教科（国語、数学、英語）の分析マニュアルを作成・改善する。
(ｶ) 学力テスト開発委員会議に参加する。
(ｷ) 会議の実施に必要な事項は、高校教育課長が別に定める。

５ 指定の手続
(1) ４(1)ア(ｲ)の「プロジェクト研究事業」の指定を希望する道立高等学校等は、希望
調書（様式３）を作成し、所定の期日までに、教育局を経由し、高校教育課長に提出
するものとする。なお、希望調書（様式３）は計画書を兼ねるものとする。

(2) 指定校の指定
高校教育課長は、希望調書の内容に基づき、指定校を指定する。

(3) 指定の通知等
高校教育課長は、(2)により指定校の指定を行った際には、関係の教育局長に対し

て通知する。

６ 実践研究の報告書
４(1)ア(ｲ)の「プロジェクト研究事業」の指定校は、報告書（様式４）を作成し、指

定年度の２月末までに、教育局を経由の上、高校教育課長に提出するものとする。

７ 実践研究に対する指導・助言
本庁及び教育局等は、推進校等における実践研究等が円滑に行われるよう、必要な指

導・助言を行うものとする。
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８ その他
この要綱で定めるもののほか、本事業の推進に必要な事項については、高校教育課長

が別に定める。

附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則

この要綱の一部改正は、決定の日（令和２年（2020年）７月１日）から施行する。
附 則

この要綱の一部改正は、決定の日（令和３年（2021年）６月４日）から施行する。


