
新たな「札幌市教育振興基本計画」　アクションプラン（素案）

基本的
方向性 ＜基本施策のねらい＞ ＜施策のねらい＞ 事業・取組 ＜事業・取組内容＞

「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」推進 「自分への自信をもたせるきめ細かい指導」及び「自ら考え、判断し、表現する学習」の充実を図る。

授業づくりに関する研修の充実 体験的活動や言語活動の充実、問題解決的な学習の推進等の研修により、教員の指導力の向上を図る。

「札幌市教育研究推進事業」における研究の充実 授業公開を中心とする研究・実践を行い、成果と課題について検証する場を設ける。

食に関する学びの推進 地産地消やフードリサイクルの取組を活かした学校給食を教材とした食に関する指導を推進する。

体力向上の推進 体力向上の具体的な手立てを示し全校で取り組むとともに、家庭や地域と連携した運動・スポーツの振興を図る。

小中学校における進路探究の充実 小学校では、職場見学・体験等の取組を、中学校では専門的な施設・設備を活用し、実践的な取組を行う。

市立高校における進路探究の充実 大学等との連携・協働のもと、進路探究セミナーやインターンシップ等の充実を図る。

特別支援学校における進路探究の充実 産業現場における実習等の取組を充実し、障がいのある児童生徒の社会自立への意欲等を高める。

「読書」活動の推進【札幌らしい特色ある学校教育】【再掲】 学校での一斉読書や学校図書館やボランティア人材等の効果的な活用により、読書活動の一層の充実を図る。

情報教育の充実 様々なメディアやICTを活用した学習機会の充実を図り、子どもが情報活用能力を身につけられるような取組を行う。

生涯学習関連施設を活用した体験学習の充実 青少年科学館や青少年山の家などを活用した体験学習や林間学校等の野外教育の充実を図る。

子ども理解に関する教員研修等の充実 特にいじめ問題や自殺予防の取組に重点を置いた各種研修を行い、各学校の子ども支援体制の充実を図る。

道徳教育の充実 子どもが感動を覚えるような魅力的な教材の活用、命の大切さを実感する取組等の充実を図る。

道徳教育の充実【再掲】 子どもが感動を覚えるような魅力的な教材の活用、命の大切さを実感する取組等の充実を図る。

民族・人権教育の推進 民族や子ども、女性、障がい者等の人権などに関する指導方法の工夫改善、実践研究、講演会等を実施する。

性に関する指導の充実 生命の尊重を重視した性に関する指導の展開や、産婦人科医師等が学校で専門的知識を要する内容の講義を行う。

子どもの権利を大切にした、いじめのない、よりよい人間関係を築く取組の推進 子どもの権利条例の理念に基づき、自他の権利を尊重する態度を養い、子ども同士が支え合う学習活動等を行う。

体験的な学習の充実 自然体験や文化的体験等を通じて、豊かな人間性や社会性を育む。

幼保小連携なかよしキャンプの推進【再掲】 小５と年長児が自然体験活動を行い、自然に対する興味関心を深め、集団生活での関わり方等を育む。

障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同学習の充実 障がいのある子どもとない子どもとのふれあいや共に学ぶ取組を推進する。

「環境」活動の推進【札幌らしい特色ある学校教育】【再掲】 各学校で「さっぽろエコスクール宣言」の取組や「環境ウィーク」での重点的な環境教育の充実を図る。

平和に関する学習の推進 体験的な活動や資料を活用した授業の実施により、平和な社会の形成に積極的に参加し、実践する機会を提供する。

「雪」に関する学習活動の推進【札幌らしい特色ある学校教育】 雪に親しみ共生しようとする心情や、人の暮らし等に対する知識・理解等を育む。

「環境」活動の推進【札幌らしい特色ある学校教育】 各学校で「さっぽろエコスクール宣言」の取組や「環境ウィーク」での重点的な環境教育の充実を図る。

「読書」活動の推進【札幌らしい特色ある学校教育】 学校での一斉読書や学校図書館やボランティア人材等の効果的な活用により、読書活動の一層の充実を図る。

「ふるさと札幌」を学ぶ機会の充実 札幌の歴史、自然、環境、公共、未来等に関する学習教材や指導方法等の研究推進校による研究開発を行い、普及啓発を図る。

学校の夢づくり支援の充実 各学校の創意工夫あふれる取組を支援し、特色ある教育活動により魅力ある学校づくりを推進する。

幼保小連携なかよしキャンプの推進【再掲】 小５と年長児が自然体験活動を行い、自然に対する興味関心を深め、集団生活での関わり方等を育む。

外国語指導助手（ALT）配置の充実 ALTの配置を推進し、児童生徒の異文化を理解し協調する態度やコミュニケーション能力を育む。

国際理解教育の推進 国際交流員等を活用した異文化体験や、外国人の学校訪問による児童生徒との交流等により、異文化理解の促進を図る。

1-3-3 豊かな情操を育む学習機会の充実
優れた芸術文化に接して感動
する心などの豊かな情操を育
む。

文化・芸術体験を通して子どもの情操を育む取組 kitaraでの音楽鑑賞や芸術の森での美術体験等を通して、子どもの感性を育てるとともに豊かな情操を養う。

観察実験アシスタントの充実 小学校に観察実験アシスタントを配置し、理科の観察実験の充実を図る。

科学的素養を育む教育の充実 中学校、高等学校、中等教育学校で研究開発した科学的素養を育む教育プログラムを他校に普及啓発を図る。

理科教育に関する研修の充実 青少年科学館をはじめとする専門機関や大学・企業等から講師を招へいし、専門性の高い研修講座を開設する。

青少年科学館の活用 事業 青少年科学館と学校教育との連携をさらに深め、体験的な学習等を充実する。

互いに尊重し、支え合いなが
ら、共によりよく生きようとする
態度を育む。

世界の人々や次世代への思い
を持って、平和や環境との関
係性を考え、よりよく生きる態
度を育む。

これからの社会を担う人材に
必要な科学リテラシーを育む。

急速に進むこれからの国際社
会において必要となる国際性
を育む。

札幌のよさに気づき、札幌へ
の愛着を持つ心を育む。

自ら主体的に学ぼうとする学
習意欲の向上や学習習慣を確
立する。
また、基礎的な知識及び技能
の習得と、これらを活用する際
に必要となる思考力、判断力、
表現力を育む。

心身ともに健康でたくましく生
きるための健康や体力を育
む。

主体的に自己の進路を選択で
きる能力を高め、社会人・職業
人として自立していくことがで
きる資質や能力を育む。

感性を磨き、表現力を高めると
ともに、情報を活用する力な
ど、生涯にわたって学び続ける
ために必要な能力を育む。

命がかけがえのないものであ
ることを理解し、自分や他者の
生命を尊重する態度を育む。

1-3-4 科学的リテラシーを育む学びの充実

基本施策 施　策

1-1
自ら学ぶ喜びを

実感できる
学習活動の推進

1-1-1

「知－学ぶ力」「徳－
豊かな心」「体－健や
かな身体」の調和を
図りながら生きる力を
育むため、一人一人
の子どもが学ぶ意欲
を持つことができるよ
う、様々な学習活動に
おいて、学ぶ喜びを
実感できる取組を推
進する。

健康的な心身の育成と
主体的に運動やスポーツに
親しむ機会の充実

1-1-3
自分らしい生き方を実現するための
進路探究学習の充実

1-1-4 生涯にわたる学びの基盤を育む学習の充実

分かる・できる・楽しい授業の推進

1-1-2

札幌らしさを実感する学びの充実

一人一人の子ども
が、未来を切り拓く意
欲を持ちながら、新た
な価値を生み出すこ
とができるよう、様々
な学習活動におい
て、「ふるさと札幌」へ
の思いを心に刻みつ
つ、豊かな創造力を
育む取組を推進す
る。

「知－学ぶ力」「徳－
豊かな心」「体－健や
かな身体」の調和を
図りながら生きる力を
育むため、一人一人
の子どもが周囲に働
きかけ繋がろうとする
態度を身に付けること
ができるよう、様々な
学習活動において、
周りの環境や他者と
共に生きる喜びを実
感できる取組を推進
する。

命を大切にする指導の充実

1-2-2 豊かな人間性や社会性を育む学びの充実

1-2-3 未来へつながる思いを育む学びの充実

1-3-2 国際性を育む学びの充実

自
ら
学
び

、
共
に
生
き
る
力
を
培
う
学
び
の
推
進

1-2
共に生きる喜びを

実感できる
学習活動の推進

1-2-1

ふるさと札幌の
よさを実感し、

豊かな創造力を育む
学習活動の推進

1-3

1-3-1

資料５
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新たな「札幌市教育振興基本計画」　アクションプラン（素案）

基本的
方向性 ＜基本施策のねらい＞ ＜施策のねらい＞ 事業・取組 ＜事業・取組内容＞基本施策 施　策

資料５

学校支援体制の充実 特別支援学校のセンター的機能や、特別支援教育巡回相談員の活用により、学校支援体制の充実を図る。

校内における子どもの支援体制の充実 校内学びの支援委員会の活性化などにより、学校生活上必要となる支援体制を充実する。

特別支援教育に関する研修の充実 教員の特別支援教育に関する、それぞれの役割に応じた研修の充実を図る。

市立豊明高等養護学校の教育内容の充実 既存学科の見直しを含め、卒業生の一般就労促進等、生徒のニーズの多様化に対応する。

個別の教育支援計画作成による支援の推進 特別な支援を必要とする子どもへの個別の教育支援計画等の作成支援を行い、計画に基づいた支援を推進する。

幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充実 主に２～６歳までの小学前の発達に心配のある幼児をもつ保護者を対象として、就学などについて教育相談を実施する。

幼稚園訪問支援を通した私立幼稚園における特別支援教育の推進 私立幼稚園で特別な教育的支援を必要とする幼児の円滑な受け入れを促進するため、幼児教育支援員が訪問支援を行う。

支援をつなぐ幼保小連携の推進 個別の支援をつなぐケース検討会議の推進や幼保小連携推進協議会などを通して、幼児期から児童期へ円滑な接続を行う。

市立豊明高等養護学校の教育内容の充実【再掲】 既存学科の見直しを含め、卒業生の一般就労促進等、生徒のニーズの多様化に対応する。

教育相談の充実 学齢児への就学相談の見直しや教育相談室の分室化などにより、教育相談の充実を図る。

知的障がい者のための成人学級の推進 知的障がい者を対象に、社会生活、マナー習得に係る学習、映画鑑賞、スポーツ等のグループ学習、社会見学などを実施する。

大学機関等との連携による実践的リカレント学習プログラム開発 市民カレッジで大学機関等と連携した高度で実践的な学習プログラムの講座を実施し、まちづくりや産業の担い手の育成を進める。

さっぽろ市民カレッジの充実 人材育成を念頭に置いた公益性の高い講座の実施により内容を充実させるとともに、学んだ成果を活かせるよう生涯学習の資源やノウハウの活用を図る。

分かりやすく、使いやすい情報の提供 郷土関連のメールでの相談受付や検索機能の充実、情報活用能力の講習会等により、利用者が必要とする情報入手の支援を図る。

新たな文化との出会いの場の提供 文化人や専門家の講演会やテーマ別図書展示など、市民と図書との出会いを広げるよう努める。

子どもの読書環境の充実 図書館デビュー（幼児向け）、絵本作り体験（小学生向け）、出版体験（中高生向け）など読書に親しむきっかけづくりを行う。

幼保小連携なかよしキャンプの推進 小５と年長児が自然体験活動を行い、自然に対する興味関心を深め、集団生活での関わり方等を育む。

小中学校体験の推進 園児・児童・生徒間の交流や小中学校での授業や活動を体験するなどして、スムーズに就学を迎えられるようにする。

市立高校体験の推進 高校生が中３対象に高校生活を伝える学校説明会や、高校生活体験会や中高の生徒会交流などの充実を図る。

高大連携の推進 高校における大学の先生による分野別模擬講義の充実や、大学講座へ高校生が参加しやすい環境の充実を図る。

学社融合の推進 大通高校と連携し、高校生と市民が共に学ぶ実践型・体験型の市民カレッジの講座の拡充を図る。

特別支援教育における進路探求の充実【再掲】 産業現場における実習等の取組を充実し、障がいのある児童生徒の社会自立への意欲等を高める。

幼保小連携の推進 各区の園長・校長及び連携担当者が一堂に会する幼保小連係推進協議会を設け、職員交流や研究交流・情報交流などを行う。

幼小連携モデル研究開発 円滑に小学校生活を始められるよう、小学校におけるスタートカリキュラムの在り方の実践研究を行い、普及・啓発を図る。

小中連携モデル研究開発 小中学校間での課題等の共有、教育指導への相互理解、各教科等のカリキュラムや指導の在り方等の研究開発を行い、普及・啓発を図る。

開成中等教育学校における中高連携モデルに関する実践研究の推進 中等教育学校で、中高の接続と６年間の学びを意識した教育課程を編成・実践し、普及・啓発を図る。

異校種理解促進を図る研修の充実 幼小中高の異校種の教員同士による授業や学校経営、生徒指導等に関するグループ交流等の研修の充実を図る。

異校種への人事交流の積極的推進 異校種経験者による研修を実施するなど、子どもの育ちや連続でとらえる視点を醸成し、異校種間人事交流を推進する。

個別の教育支援計画作成による支援の推進【再掲】 特別な支援を必要とする子どもへの個別の教育支援計画等の作成支援を行い、計画に基づいた支援を推進する。

大学・企業・学校等との連携に
より、多様な学習機会の提供
を行い、札幌のまちを担う主体
的な市民を育む。

「人と本」「人と人」「人と文化」
の新たな出会いの場を充実す
ることにより、市民の自主的な
学習意欲を高め、新たな活動
を醸成するきっかけをつくる。

異校種体験や異年齢間の交
流の機会を充実することによ
り、子どもが次の学校段階に
円滑に移行し、将来を見通した
学習への興味・関心を育む。

教職員が異校種への理解を深
めることにより、接続を意識し
たカリキュラム開発等、連続性
のある教育活動の充実を図
る。

特別な支援を必要とする子ど
も一人一人の多様なニーズに
応じて、能力や可能性を最大
限に伸ばし、自立し社会参加
するための基盤となる力を育
む。

乳幼児期を含め早期からの教
育相談を行い、幼・小・中・高
の各学校・学部間で継続性、
一貫性のある学校卒業後を見
通した指導、支援を行うことに
より、特別な支援を必要とする
子どもの自立し社会参加する
ための基盤となる確かな力を
育む。

異校種体験・異年齢間交流の充実

1-6-2
校種間の連携による
連続性のある教育活動の充実

1-5

継続的・自発的な
学習活動を支援する

総合的な
生涯学習の推進

1-5-1
総合的・体系的な学習機会の提供と
自発的な学習活動の促進

1-5-2
市立図書館における
読書・学習環境の充実

市民自らの学びや学
び合いを支援・促進す
ることを通じて、学び
を媒介とした豊かな関
係性を創出するととも
に、学んだ成果を地
域に積極的に活かす
など、札幌のまちを担
う主体的な市民を育
む。

子どもが個性や能
力、興味・関心を継続
して伸ばしていけるよ
う、一貫性・連続性の
ある学びを実現する
ため、学校種間や大
学・生涯学習施設な
どの学びの場の連携
を推進する。

一人一人の多様なニーズに応じた
教育の充実

1-4-2
早期から成人に至るまでの継続した
相談、支援の充実自

ら
学
び

、
共
に
生
き
る
力
を
培
う
学
び
の
推
進

共生社会の形成に向
けて、障がいのある子
ども一人一人の将来
の自立と社会参加を
目指して、基盤となる
「生きる力」を育む。

1-4
一人一人が

学び育つための
特別支援教育の推進

1-4-1

1-6
学びの場の
連携の推進

1-6-1
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