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Ⅰ 事務点検・評価の概要等

１ 目 的

札幌市教育委員会では、効果的な教育行政の推進を図るとともに、市民への説明責任を果た

していくため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条（83ページ参照）に基づき、毎

年、事務点検・評価を実施しています。 

事務点検・評価に当たっては、学識経験者の知見を活用し、結果については、報告書として

札幌市議会に提出するとともに、市民に公表しています。 

また、札幌市教育委員会では、平成26年に、札幌市教育振興基本計画（以下「基本計画」と

いう。）を策定しており、計画を着実に推進していくため、ＰＤＣＡサイクル（Plan:計画－Do:

実施－Check:評価－Action:改善）の考え方に基づき、計画の進行管理を行っています。事務

点検・評価は、この進行管理を兼ねており、その結果を次年度以降の施策の推進や改善に反映

することで、より着実に計画を進行させます。 

札幌市教育振興基本計画とは

２ 実 施 方 法 等

(1) 実施方法

 ア 総括（６ページ～）

基本計画における14の基本施策について、基本計画の進行管理のために設定した全21

項目の成果指標の動向を基に、平成28年度の総括を行いました。 

 イ 個別項目（20ページ～） 

基本計画から選定した「施策」に係る事業・取組について、課題や目指すべき方向性

を明らかにするため、平成28年度の取組結果・成果を検証しました。 

札幌市教育ビジョン 

（Ｈ26～35 年度） 

札幌市教育アクションプラン 

（前期：Ｈ26～30 年度） 

（後期：Ｈ31～35 年度） 

基 本 施 策 

施   策 

事業・取組 

札幌市の 
教育が目指す 

人間像 

基本的方向性 

札幌市の教育の目標や方向性を明らかにするとともに、これらに基づく教育に関する施策を総

合的・体系的に進めていくことを目的として策定
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(2) 個別項目に係る施策の選定 

ア 選定方法 

施策の進行状況や今後の展開、社会情勢や教育行政等の動き、過去の事務点検・評価

での選定状況などを勘案し、同じ基本施策に位置付く施策を選定しました。 

なお、異なる基本施策に位置付く施策であっても、同時に取り上げた方が効果的・効

率的であるものについては、併せて選定しています。 

イ 個別項目に係る施策と選定の考え 

自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進（20ページ～）

施策１―１―１ 分かる・できる・楽しい授業の推進 

施策１―１―４ 科学的リテラシーを育む学びの充実 

施策１―１―５ 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 

施策１－１－６ 生涯にわたる学びの基盤を育む学習の充実 

施策２－３－３ 学校図書館の機能強化 

札幌市では、自立して生きる力を育むため、一人一人の子どもが、自ら課題を見付

け、自ら学び、自ら問題を解決する資質や能力等の「学ぶ力」や、将来にわたって学

び続けようとする意欲など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、

自ら学ぶ喜びを実感できる取組を進めているところです。 

 これに関する上記の施策において、「学ぶ力」の３要素である「学ぶ意欲」「学んだ

力（基礎的・基本的な知識・技能）」「活かす力（思考力・判断力・表現力等）」をバラ

ンス良く育めるよう「分かる・できる・楽しい授業」を推進しており、平成 27 年度に

開校した市立札幌開成中等教育学校での国際バカロレアのプログラムを活用した課題

探究的な学習のモデル研究や、各校種における職場体験などの進路探究学習などを進

めています。 

 また、平成 29 年度以降、青少年科学館を学校教育により一層活用できるようにする

ための「（仮称）理科授業プログラム」を構築する予定です。 

 これらの取組は、学校教育の様々な分野に関わるものであるため、札幌市教育振興

基本計画の教育アクションプラン（前期）【計画期間：平成 26～30 年度】の半分を経

過した平成 29 年度に選定しました。 

なお、施策２－３－３「学校図書館の機能強化」については、学校図書館の活用が、

子どもの読書活動の推進に大きく寄与することや、平成 31 年度までに、学校図書館に

おける授業支援などを行う「学校図書館司書」を段階的に全中学校に配置することと

していることなどから、効果的・効率的な点検・評価を行うため、関連の深い施策１

－１－６「生涯にわたる学びの基盤を育む学習の充実」と同時に選定することとしま

した。 

学びの場の連携の推進（56ページ～）

施策１－６－１ 異校種体験・異年齢間交流の充実 

施策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 

札幌市では、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・生涯学習関連施設などの

学びの場の連携を推進しているところです。 
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これに関する上記の施策において、幼児が小学校の、小学生が中学校の授業や行事

に参加する取組や、中・高校の生徒会が交流する取組のほか、教職員による情報交換

会、カリキュラムや指導の在り方等についての研究開発などを進めています。 

また、平成 28 年度からは、小中一貫教育に係るモデル研究を実施しているところで

す。 

国においては、平成 28 年４月の学校教育法等の改正法の施行によって、小中一貫教

育が制度化されたほか、新学習指導要領等において、校種間の接続を意識した教育課

程の編成の必要性が示されました。 

 こうした中、就学・進学時の移行・接続をより円滑にするため、学びの場の連携を

より一層深める必要があることから、これらの施策を選定しました。 

(3) 授業視察及び児童・生徒等との意見交換（68ページ～） 

   個別項目に係る事業・取組についてより理解を深め、効果や課題を的確に把握すること

を目的に、教育長及び教育委員が授業視察や児童生徒等との意見交換を行いました。 

視察先 関連する主な事業・取組 

前田小学校（68ページ） 算数にーごープロジェクト事業（28ページ～）

宮の丘中学校（69ページ） 学校図書館の「学習・情報センター」機能の充実（48ページ～）

(4) 学識経験者の知見の活用（70ページ～） 

事務点検・評価の結果の客観性を確保するため、学識経験者（２人）から意見をいただ

きました。 

・ 北海道教育大学 教授  並川 寛司 氏（70ページ～） 

・ 北翔大学 教授  佐々木 邦子 氏（74ページ～） 
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 ３　札幌市教育振興基本計画（教育アクションプラン前期）の施策体系

自ら学び、共に生き
る力を培う学びの推
進

基本的方向性

1-1
自ら学ぶ喜びを実感で
きる学習活動の推進

施策

1
授業づくり

基本施策

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

図書館の読書・学習環境

食育・体力

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

分かる・できる・楽しい授業の
推進

1-1-1

幼児教育
1-1-2 幼児期の学校教育の推進

進路探究学習

1-1-5
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

理科・科学的な考え方

1-1-4
科学的リテラシーを育む学びの
充実

人権教育等

1-2-2
豊かな人間性や社会性を育む学
びの充実

1-5-2
図書館における読書・学習環境
の充実

1-6 学びの場の連携の推進

1-2
共に生きる喜びを実感
できる学習活動の推進

1-4
一人一人が学び育つた
めの特別支援教育の推
進

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

1-3
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

子どもの異年齢交流

1-6-1
異校種体験・異年齢間交流の充
実

未来へつながる思いを育む学び
の充実

札幌らしい特色ある教育

1-3-1
札幌らしさを実感する学びの充
実

継続性・一貫性のある教育

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

生涯学習活動の促進

1-5-1

★

★

★

★

★

★

教育的ニーズに応じた教育

読書、情報教育、体験学習

1-1-6
生涯にわたる学びの基盤を育む
学習の充実

1-4-1
一人一人の多様なニーズに応じ
た教育の充実

命の大切さ
1-2-1 命を大切にする指導の充実

国際性
1-3-2 国際性を育む学びの充実

環境教育・平和

1-2-3

教職員の異校種交流

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

全ての基本施策について、成果指標の

動向を基に「総括」

★は「個別項目」に係る施策
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2-1
安全・安心・環境に配
慮した学校の整備

学校施設整備

2-1-2 安全・安心な学校給食の提供

2-1-1
多様なニーズに対応する学校施
設の整備

基本的方向性 基本施策 施策

学校給食

2
多様な学びを支える
環境の充実

3-2
家庭の教育力を高める
仕組みづくり

家庭の教育力

3-2-1
家庭の教育力の向上と親子での
学びの促進支援

2-5-2
学びに困難を抱える子どもへの
対応の充実

3-1-1 地域に開かれた学校

学校教育支援
3-1-2 学校における地域教育力活用

2-5
学びのセーフティネッ
トの充実

豊かな教育環境づくり

魅力あふれる教員の採用・育成

2-4
教職員の資質・能力の
向上

学校図書館

2-2

2-3-3

2-3
多種多様な学習環境の
整備

3
市民ぐるみで支え合
う仕組みづくり

3-1
地域と学校が支え合う
仕組みづくり

校務の情報化
2-6-2 校務の情報化の推進

地域と学校の連携の仕組み

2-6
学校における情報化の
推進

教科指導でのＩＣＴ活用

2-6-1
教科指導におけるＩＣＴ活用の
推進

いじめ・不登校等の早期発見・早期対応

特別支援にかかる環境整備

2-2-2
特別な教育的ニーズに応じた環
境の整備・充実

経済支援
2-5-3 教育機会均等のための経済支援

いじめ・不登校等の未然防止

2-5-1
子どもが安心して学べる支援体
制の充実

2-4-1 管理職のマネジメント力の向上

教員の資質・能力
2-4-2

管理職の資質・能力

市立図書館

2-3-2
図書館における読書・学習環境
の整備

生涯学習関連施設

2-3-1
市民の自発的な学習活動を支え
る生涯学習関連施設の充実

学校図書館の機能強化

学校保健

緊急対応
2-1-5 緊急対応への体制の充実

質の高い教育環境整備
2-2-1 教育環境の整備・充実

2-1-3 学校保健の充実

安全管理・安全教育
2-1-4 学校の安全管理の充実

★
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Ⅱ 事務点検・評価の結果

１ 総 括

＜成果指標について＞ 
＊札幌市教育振興基本計画において、基本施策ごとに代表的（象徴的）であることや、市民への分

かりやすさといった要素などを踏まえて設定したもの。目標値は、指標の過去の推移、他都市の
状況などを踏まえた上で、設定。なお、表中の数値の単位は全て「％」。 

＊「Ｈ28の達成区分」は、数値の変動の幅にかかわらず、Ｈ28年度数値が、当初値から目標値に対
しどう動いたかを示したもの。 
達成区分：「◎」到達した、「 」近づいた、「―」変わらない、「 」遠ざかった 

基本施策１－１ 自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進 

自立して生きる力を育むため、一人一人の子どもが、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら問題を解

決する資質や能力等の「学ぶ力」や、将来にわたって学び続けようとする意欲、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身に付けることができるよう、様々な学習活動において、自ら学

ぶ喜びを実感できる取組を推進します。

主な取組結果 

■ 小学校高学年の算数で25人程度の少人数指導を行う「算数にーごープロジェクト事業」

を新たに実施し、モデル校５校で展開 

■ 自ら疑問や課題をもち、主体的に解決する「課題探究的な学習」の推進に係る方針を

策定 

■ 中学校運動部活動の振興を図るため、顧問教諭が不在でも単独で技術指導ができる特

別外部指導者を10人から41人に増員 

成果指標の動向 

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している子どもの割合 

小６ 71.2 71.4 72.3 72.5 76.0 全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査

中３ 65.7 66.4 66.7 67.4 72.0

高２ 61.0 58.8 61.4 61.2 67.0

将来の夢や目標をもっている子どもの割合 

小６ 85.7 84.6 84.6 83.9 89.0 全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査

中３ 71.5 70.0 69.4 68.6 77.0

高２ 75.9 72.6 76.0 71.9 79.0

１週間の総運動時間が60分未満の子どもの割合 

小５男 7.7 6.4 6.3 6.2 7.0未満 ◎
全国体力・運動能

力、運動習慣等調

査 

小５女 19.3 12.6 12.1 10.8 18.0未満 ◎

中２男 13.1 10.9 10.6 10.6 8.5未満 

中２女 35.8 28.1 25.9 26.3 30.0未満 ◎

読書が好きな子どもの割合 

小６ 74.5 75.9 74.8 77.4 78.0 全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査

中３ 76.3 74.9 73.4 75.6 78.0

高２ 73.4 70.9 74.0 73.8 75.0

⇒１週間の総運動時間が60分未満の子どもの割合が減少傾向にある一方で、将来の夢や目

標をもっている子どもの割合については、低下傾向にあるため、関連施策を一層推進す

る。 
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主な今後の展開

◆ 新学習指導要領の全面実施に向けた教科書採択及び「教育課程編成の手引1」の作成 

◆ 全小中学校において「『健やかな身体』育成プログラム」の実行を開始 

◆ 青少年科学館でより体験的な理科授業が行えるよう、教育課程を踏まえた学習プログ

ラム「（仮称）理科授業プログラム」を研究・開発 

◆ 今後の札幌市の幼児教育の在り方等について検討 

◆ 小中学校における進路探究学習の充実に向けた手引を作成し、各校に配布 

◆ 「算数にーごープロジェクト事業」の実施校拡大 

◆ 学校図書館司書2の配置を段階的に全中学校へ拡大し、授業での調べ学習等を充実 

◆ 開成中等教育学校での研究成果の全市立学校への普及・啓発

基本施策１－２ 共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進 

「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つな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します。 

主な取組結果

■ 「特別の教科 道徳」に関し、全面実施（小学校はＨ30年度、中学校がＨ31年度）に

向けた校内体制の整備及び研究開発の推進 

■ 各園・学校等において合理的配慮3の取組が円滑に行われるよう、事例をまとめた「障

害者差別解消法 札幌市立学校職員における対応要領【別冊取組集】」を作成・配布

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

自分にはよいところがあると考えている子どもの割合 

小６ 73.3 74.3 75.5 74.6 78.0 全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査

中３ 67.4 67.9 67.9 69.7 76.0

高２ 65.9 62.7 68.7 65.8 74.0

人の役に立つ人間になりたいと考えている子どもの割合 

小６ 67.8 69.0 69.8 69.3 78.0 全国学力・学習状

況調査 

※高２は独自調査

中３ 68.3 72.3 70.3 67.2 78.0

高２ 55.4 49.8 52.3 49.0 66.0

⇒人の役に立つ人間になりたいと考えている子どもの割合のうち、高２については、当初

値と比べ目標値から遠ざかっている状況が続いている。その他の項目も含め、目標値到

達に向け、自己肯定感や自己有用感を育む関連施策を一層推進する。 

主な今後の展開

◆ 「特別の教科 道徳」の全面実施に向けた教科書採択及び「教育課程編成の手引」の

作成 

◆ 児童生徒の主体的ないじめ防止の取組やボランティア活動等を更に推進 

1 教育課程編成の手引 

各学校における次年度以降の教育課程を編成する際の指針となるもので、教育委員会が作成している。 
2 学校図書館司書 

札幌市においては、学校図書館法第６条に規定される、「学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による

利活用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員」を指す。
3 合理的配慮 

障がいのある子ども及び保護者から、教育内容・方法や支援体制、施設・設備について相談があった場合に、障がいのある子どもの

性別、年齢、障がいの状態に応じ、学校等に過重な負担のない範囲で、参加の機会を確保するための変更・調整を行うこと。
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基本施策１－３ 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

子ども一人一人が、未来を切り拓く意欲をもちながら、多様な学びから新たな価値を生み出すこと

ができるよう、札幌の自然環境・人的環境・文化的環境を生かした様々な学習活動を通して、ふるさ

と札幌への思いや願いを心に抱きつつ、豊かな創造力を育む取組を推進します。 

主な取組結果

■ 英語専門教師をモデル校10校で位置付け、小学校における外国語の授業や活動を充実 

■ 外国語指導助手（ＡＬＴ）を93人から100人に増員し、児童生徒が異文化を理解する

機会等を充実 

■ 各学校における、札幌市の自然環境や文化施設等を活用した「ふるさと札幌」に係る

学びの推進

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

札幌には、好きな場所やものがあると答えた子どもの割合 

小５ 90.8 89.4 89.6 90.7 95.0

市教委調べ 中２ 84.3 83.8 83.8 83.9 90.0

高２ 84.0 79.9 80.7 80.1 90.0

外国の人と交流したいと思う子どもの割合 

小５ 80.7 78.5 80.2 80.9 85.0

市教委調べ 中２ 62.6 62.8 63.6 61.7 68.0

高２ 68.5 65.9 66.1 64.7 73.0

⇒ほとんどの項目で目標値から遠ざかっており、ふるさと札幌のよさを実感する学びや、

国際性を育む学びを充実させる必要があることから、関連施策を一層推進する。

主な今後の展開

◆ ＡＬＴの増員及びその活用の工夫を通じた、国際性を育む教育の一層の推進 

◆ 英語専門教師を位置付ける小学校を増やし、外国語の授業等を一層充実 

◆ ふるさと札幌の歴史や文化などを学ぶ機会の充実
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基本施策１－４ 一人一人が学び育つための特別支援教育の推進 

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える「共生社会」

の形成に向けて、障がいのある子どもの自立と社会参加を目指し、可能な限り障がいのある子どもが

ない子どもと共に学ぶことができるよう配慮しつつ、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や

必要な支援を行い、将来の基盤となる「生きる力」を育みます。 

主な取組結果

■ 卒業後の就労率の向上を目的とした、豊明高等支援学校（Ｈ28年度までは「豊明高等

養護学校」）における職業学科の再編

■ 特別な教育的支援を必要とする子どもとその保護者からの教育相談の拠点を１か所

から３か所に増加するとともに、対応する相談員を８人から12人に増員 

■ 「個別の教育支援計画4」の基本様式を定めることで、作成・活用を促進

■ 「学びのサポーター5」の１校当たりの年間活用可能時間数を520時間から580時間に増

加

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

特別な教育的支援を必要とする子どもの個別の教育支援計画を作成している幼稚園、学校の割合 

59.3 

（Ｈ24）

68.8 

（Ｈ25）

72.8 

（Ｈ26）

73.0 

（Ｈ27）
100

特別支援教育体

制整備状況調査 

⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、個別の教育支援計画の作成

を更に推進していく。

主な今後の展開

◆ みなみの杜高等支援学校（Ｈ29年４月開校）と豊明高等支援学校の連携による就労支

援の取組を検討 

◆ 特別支援教育に係る教育相談体制の更なる見直し等

◆ 各種研修などを通じた「個別の教育支援計画」の更なる活用促進 

◆ 各学校のニーズに応じた、校内における子どもの支援体制の充実 

4 個別の教育支援計画 

子どもの障がいの状態等に関わる情報を、その子どもに関わる様々な関係者が共有化できるよう、教育的支援の目標や内容、関係者

の役割分担について計画するもの。
5 学びのサポーター 

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする子どもに対して学校生活上必要な支援を行う有償ボランティア。
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基本施策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

市民自らの学びや学び合いを多角的に支援・促進することを通じて、学びを媒介とした市民同士の

豊かな関係の構築を目指すとともに、学んだ成果を地域に積極的に生かすなど、札幌のまちを担う主

体的な市民を育みます。 

また、子どもから大人まであらゆる世代が、自ら意欲的に学ぶための基礎となる読書活動への支援

を進めていきます。 

主な取組結果

■ 生涯学習関連施策を総合的・計画的・体系的に進めていくため、時代の変化等に対応

した生涯学習推進の基本的な考え方を改めて示す「第３次札幌市生涯学習推進構想」を

策定 

■ 図書館のホームページをリニューアルするとともに、スマートフォンでの利用に対応

することで、利便性を更に向上 

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

さっぽろ市民カレッジの受講に満足している受講者の割合 

81.0 

（Ｈ24）

84.9 

（Ｈ25）

85.1 

（Ｈ26）

84.4 

（Ｈ27）
90.0

指定管理者業務

実績報告書 

図書館の利用に満足している利用者の割合 

87.0 

（Ｈ24）

82.9 82.7 83.5 
90.0

利用者アンケー

ト

⇒さっぽろ市民カレッジ6の受講者の満足度については、当初値に比べると目標値に向かっ

ているものの、前年度よりは目標値から遠ざかった。図書館利用者の満足度については、

減少傾向から転じ、前年度に比べ目標値に近づいた。いずれも目標値到達に向け、関連

施策を一層推進する。 

主な今後の展開

◆ 生涯学習センターと図書館が連携した全市的な生涯学習推進体制の検討 

◆ さっぽろ市民カレッジで学んだ成果をまちづくりや経済活動に生かせるよう講座を

充実

◆ 図書館における各種講演会や図書展示を充実 

6 さっぽろ市民カレッジ

まちづくりや産業の担い手の育成を進めるため、ボランティアや市民活動、まちづくり等を促進する「市民活動系」と、職業能力

の向上や産業の育成・活性化を促進する「産業・ビジネス系」を柱に、「文化・教養系」を加えた学習プログラムを継続的かつ体

系的に市民に提供する講座。

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は85.0％。
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基本施策１－６ 学びの場の連携の推進

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・生涯学習関連施設などの学びの場の連携を推進します。 

主な取組結果

■ 小中９年間を通じた教育課程を編成して系統的な教育を目指す「小中一貫教育」につ

いてモデル校での研究を実施 

■ 中学校における部活動体験会など、小学生が中学校生活に見通しをもつための取組を

充実 

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

子どもが参加する校種間連携を実施している学校の割合 

小学校 

※幼保小連携
74.8 86.1 77.2 85.6 100

札幌市学校教育

指導の実態調査

等 

中学校 

※小中連携
99.0 97.9 95.9 91.8 100

高校 

※中高連携
87.5 100 100 100 100 ◎ 

⇒小学校では当初値から比べると目標値に近づいており、高校では目標値到達を維持して

いる。中学校では目標値から遠ざかっているため、引き続き、目標値到達に向け取組を

推進する。

主な今後の展開

◆ モデル校の研究成果等を踏まえて札幌市における小中一貫教育の基本的な考え方を

検討 

◆ 幼児が小学校で、小学生が中学校で授業や行事等を体験するなどの異校種間・異年齢

間の交流を促進
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基本施策２－１ 安全・安心・環境に配慮した学校の整備 

安心して子どもが学べるような体制づくりを行うとともに、自然環境や機能性などにも配慮した安

全で信頼される学校づくりを行います。 

主な取組結果

■ 老朽化した学校施設の改築及び耐震性能の低い学校施設の耐震化など安全で良好な

学校施設の整備を推進 

■ 「スクールガード7」による子どもの登下校時の見守り活動等の実施 

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

子どもが自ら身を守ろうとする態度や能力を育む安全教育を実施した学校の割合 

小学校 87.6 90.1 93.5 98.5 100 札幌市学校教育

指導の実態調査

等

中学校 73.2 88.7 87.8 89.7 100

高校 75.0 75.0 88.9 100 100 ◎ 

⇒小中学校では当初値に比べると目標値に向かっており、高校では目標値に到達した。

主な今後の展開

◆ 今後の建替え需要を見通した計画的な学校施設の維持更新 

◆ 児童生徒への安全教育の推進及び登下校時の見守り活動の継続 

◆ 石綿含有断熱材を使用している煙突の早期改修及び改修終了までの適正な管理

7 スクールガード 

市立幼稚園・小学校・特別支援学校の校舎付近で、子どもの登下校時の見守り活動や、危険個所の巡視等を行うボランテ

ィア。
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基本施策２－２ 豊かな教育環境づくり 

子ども一人一人の能力を伸ばし、社会において自立して生きる基礎を培うため、子どもの学びを支

える豊かな教育環境の整備・充実を図ります。 

主な取組結果

■ みなみの杜高等支援学校における就労支援や教育内容についての検討 

■ 通級指導教室「まなびの教室」のＨ29年４月増設に向けた検討 

■ 小学校14校、中学校11校で、保護者の要望に基づく特別支援学級の新規開設 

■ 子どもの多様な学習機会の確保や、多世代交流の場の創出などの観点から、二条小学

校を、改築に合わせて児童会館、まちづくりセンター及び地区会館と複合化 

■ 開成中等教育学校が国際バカロレア8（ＩＢ）のミドル・イヤーズ・プログラム9（Ｍ

ＹＰ）の認定を取得、ディプロマ・プログラム10（ＤＰ）候補校に認定 

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

市立小中学校における特別支援学級の整備率 

小学校 81.4 82.4 85.3 88.1 85.0 ◎
市教委調べ 

中学校 65.7 70.7 76.8 81.8 70.0 ◎

⇒目標値に到達したが、豊かな教育環境の充実のため、引き続き、保護者からの要望に応

じた整備を進める。 

主な今後の展開

◆ 学校の小規模化への対応をより一層進め、子どもに望ましい教育環境を提供する目的

から学校規模適正化に関する基本方針を見直し 

◆ 栄西小学校などの学校施設の改築等の際に、児童会館、まちづくりセンター及び地区

会館などと複合化 

◆ みなみの杜高等支援学校における就労支援等の充実 

◆ できるだけ身近な地域で学べる環境づくりを目指した特別支援学級の整備の推進 

◆ 開成中等教育学校でのＩＢのＤＰ認定校を目指した取組の推進 

8 国際バカロレア 

国際バカロレア機構が定める、異文化に対する理解と尊敬を通じて、平和でより良い世界の実現のために貢献する、探究

心、知識、思いやりのある若者の育成などを目的とした国際的な教育プログラムやその資格の総称。
9 ミドル・イヤーズ・プログラム 

国際バカロレアのプログラムの一つで、11 歳～16 歳を対象としており、青少年に、これまでの学習と社会のつながりを学

ばせるプログラム。
10 ディプロマ・プログラム 

国際バカロレアのブログラムの一つで、16 歳～19 歳を対象としており、所定のカリキュラムを２年間履修し、最終試験に

合格すると、国際的に認められる大学入学資格（国際バカロレア資格）が取得可能なプログラム。
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基本施策２－３ 多種多様な学習環境の整備 

市民が生涯にわたって学び続けることができるよう、多種多様な学習環境を整備します。また、学

校教育と生涯学習（社会教育）の施設機能を有機的に結び付け、より効果的な活用・交流ができる場

として、充実を図ります。 

主な取組結果

■ 「札幌市えほん図書館」を開館し、乳幼児の読書環境を充実するとともに、札幌の魅

力をテーマとする創作絵本コンクール「さっぽろ絵本グランプリ」の開催など、絵本に

係る人材育成の取組を推進

■ 中学校への学校図書館司書の配置を10校から30校に拡大し、学校図書館の「学習・情

報センター」機能を強化 

■ 高精細な４Ｋ映像の投影により正確な星空を再現できるようにするなど、青少年科学

館のプラネタリウムをリニューアル

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

生涯学習関連施設の利用に満足している利用者の割合 

85.9 

（Ｈ24）

87.6 

（Ｈ25） 

88.1 

（Ｈ26） 

88.8 

（Ｈ27）
90.0

指定管理者業務

実績報告書

図書館の利用に満足している利用者の割合（再掲） 

87.0 

（Ｈ24）

82.9 82.7 83.5 
90.0

利用者アンケー

ト 

⇒生涯学習関連施設の利用に満足している利用者の割合が目標値に向かっている一方、図

書館利用者の満足度については、減少傾向から転じ、前年度に比べ目標値に近づいたが、

目標値到達に向け、関連施策を一層推進する。 

主な今後の展開

◆ 札幌市図書・情報館を開館し、仕事や暮らしに関する課題解決のための情報を提供 

◆ 札幌市えほん図書館における各種イベントの充実 

◆ 中学校における学校図書館司書の段階的な全校配置

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は85.0％。
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基本施策２－４ 教職員の資質・能力の向上 

グローバル化や情報化、少子高齢化などに伴い、人々の生活様式や価値観が多様化する社会情勢に

おいて、教員が諸課題に対応できる専門的知識・技能を向上させるとともに、マネジメント力を有す

る管理職のリーダーシップの下、子どもの健やかな成長のため、組織的かつ効果的に教育活動を展開

することができるよう、教職員の採用や人事、研修の工夫・改善に取り組みます。 

主な取組結果

■ 教員採用候補者選考検査における４月１日以降の採用枠の新設により人材確保を推

進 

■ 小中学校及び高等学校の教員を対象とした英語指導力向上研修や教職経験２年目の

教員を対象とした新たな研修など、喫緊の教育課題や教職経験に応じた研修を実施 

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

研修の成果を活用できると答えた教職員の割合 

94.7 

（Ｈ24）

98.9 98.7 98.9 
100

研修後のアンケ

ート調査 

⇒当初値に比べると目標値に向かっている。

主な今後の展開

◆ 中堅教諭等としての資質向上を図るための研修について、受講時期を弾力化するとと

もに、研修内容を充実して実施 

◆ 校長や教員の資質向上を図るため、経験や適性等に応じた指標を設定するとともに、

それを踏まえた教育研修計画を策定 

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は98.4％。
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基本施策２－５ 学びのセーフティネットの充実 

いじめ・不登校をはじめとする子ども自身が抱える課題、あるいは経済的な理由などの環境的要因

等により、学校での学びに様々な不安や悩みを抱える子どもが、日常から安心して学び、成長してい

くことができるよう、問題発生の未然防止に努めるとともに、子ども一人一人の状況に応じた適切な

支援体制を構築します。 

主な取組結果

■ 就学援助制度における中学校入学に係る準備金の支給時期を、試行的に入学前に変更 

■ 小学校へのスクールカウンセラー11の年間配置時間を57時間から60時間に増加

■ スクールカウンセラーによる子どもや保護者からの教育相談対応のほか、相談支援パ

ートナー12の活用及び教育支援センター・相談指導教室における子ども一人一人の状況

に応じたきめ細かな支援を実施 

■ スクールソーシャルワーカー13を１名増員し、問題を抱える子どもに関する様々な環

境（家庭・学校等）への働きかけや関係機関等との連携を強化

■ 不登校やいじめ等の悩みを相談しやすくするため、相談窓口周知カードを配布 

■ 「札幌市いじめの防止等のための基本的な方針」を策定 

■ 不登校児童生徒への支援の手法について具体的な実践事例も含めて記載した冊子「不

登校への対応」を作成し、全ての市立園・学校へ配布 

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

いじめなどの不安や悩みを身近な人などに相談する子どもの割合 

小学校 
92.1 

（Ｈ24）

92.0 92.5 93.8 
95.0

悩みやいじめに

関するアンケー

ト調査 

中学校 
82.2 

（Ｈ24）

82.2 82.9 84.6 
88.0

高校 
80.7 

（Ｈ24）

83.0 83.1 87.7 
86.0 ◎

不登校児童生徒の在籍率（出現率） 

1.20 

（Ｈ24）

1.31 

（Ｈ25）

1.37 

（Ｈ26）

1.51 

（Ｈ27）
1.10未満

児童生徒の問題行動

等生徒指導上の諸問

題に関する調査 

⇒いじめなどの不安や悩みを身近な人に相談する子どもの割合は、いずれの校種において

も目標値に近づいており、高校では、目標値に到達した。しかし、不登校児童生徒の在

籍率については、全国同様、依然として増加傾向にある。 

主な今後の展開

◆ 石狩管内の高等学校等に通う生徒の通学費の一部を助成する制度を構築・運用 

◆ スクールカウンセラーの効果的・効率的な運用体制への見直し検討

11 スクールカウンセラー 

子どもの不安や悩みの相談に当たるとともに、保護者・教員などに対し、子どもとの関わりについての助言・支援を行うため、学校

に配置される臨床心理士などの心の専門家。
12 相談支援パートナー 

不登校の子どもや不登校の心配がある子どもに対し、教職員と協力しながら、登校支援や別室での学習支援などを行うボランティア

で、中学校全 97校及び中等教育学校に配置。
13 スクールソーシャルワーカー 

社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた子どもを取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関係機関

をつなぎ、子どもの悩みや抱えている問題の解決に向けて支援する専門家。

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は92.6％。

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は82.1％。

当初値は、集計時期の関係でＨ24。なお、Ｈ25は83.2％。
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◆ 不登校の未然防止や早期支援の強化のため、相談支援リーダー14が配置されていない

小学校に相談支援パートナーをモデル的に派遣 

◆ 北海道大学との共同研究に基づく「（仮称）自殺予防教育カリキュラム」を作成 

基本施策２－６ 学校における情報化の推進 

学校において、ＩＣＴ15を最大限に活用することによって、子どもの学ぶ力の向上を図り、教育の

質を向上することができるよう、ＩＣＴ機器や教材の整備を進めるとともに、それらの活用の充実を

図る環境整備を行います。 

主な取組結果

■ 校務用コンピュータを更新するとともに、校務支援システムの更新に向けた仕様作成

などの準備を実施 

■ 教員の授業用タブレット端末及び特別支援学級におけるタブレット端末の整備や、コ

ンピュータ教室用ＰＣのタブレット化など、ＩＣＴ機器等の整備に係る実証成果・効果

等の検証

成果指標の動向

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

授業や校務にＩＣＴを効果的に活用できる教員の割合 

65.0 

（Ｈ24）

67.6 

（Ｈ25）

68.1 

（Ｈ26）

69.8 

（Ｈ27）
77.0

教育の情報化の

実態等に関する

調査 

⇒徐々に目標値に向かっているものの、目標値到達に向けて、更なる推進が必要である。

主な今後の展開

◆ Ｈ28年度までに行った検証の結果を踏まえ、授業用や特別支援学級用のタブレット端

末を整備するほか、全小学校に算数のデジタル教科書を導入するなど、ＩＣＴ機器等の

整備の推進

◆ 教員のタブレット端末活用促進に資するハンドブック等の作成及び研修の充実

◆ 校務の効率化を目指し、教職員の利便性等に一層配慮した校務支援システムへの更新 

14 相談支援リーダー 

配置校の不登校児童への支援のほか、相談支援パートナーに対し、子どもへの関わり方等について助言する非常勤職員で、

小学校 10 校に配置。
15 ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略。情報通信技術。
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基本施策３－１ 地域と学校が支え合う仕組みづくり 

社会全体で子どもを支えていくため、地域に開かれた学校づくりや、地域住民、企業、大学等の教

育機関などがもつ人的資源や技能などの地域の教育力を生かした学習環境づくりを進め、地域と学校

の双方向の結び付きを強めていきます。

主な取組結果 

■ 「サッポロサタデースクール16」の実施校を14校から24校に拡大 

■ 地域に学校図書館を開放する学校を111校から115校に拡大 

成果指標の動向 

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

保護者や地域の人の学校支援ボランティア活動を学校の教育水準の向上に効果的に活用している学校の

割合 

小学校 91.1 95.0 92.1 94.0 95.0 全国学力・学習状

況調査 中学校 74.5 73.5 81.6 80.9 88.0

⇒小学校、中学校共に、当初値に比べると目標値に向かっているが、特に中学校において

は、目標値到達に向け更なる推進が必要である。 

主な今後の展開 

◆ 学校と地域の連携を充実するため、「サッポロサタデースクール」の実施校を更に拡

大

◆ 市立高校と地域・企業等をつなぐため、外部人材の活用のコーディネート及び学校の

広報活動支援などを行う「市立高校コンシェルジュ17」の配置 

◆ 学校図書館の地域開放を一層促進し、子どもと地域住民の読書活動及び相互交流の場

を充実 

16 サッポロサタデースクール 

地域の教育力の向上を図るとともに、地域と学校の連携の仕組みを整えることを目的に、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業

等の豊かな社会資源を活用した学習支援や地域の伝統文化体験活動等のプログラムを、土曜日や学校の長期休業中に学校施設等を活

用して実施する事業。
17 コンシェルジュ 

特定の分野の情報などを紹介・案内する人。ホテルで、宿泊客のあらゆる相談や要望に対応する係に由来。 
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基本施策３－２ 家庭の教育力を高める仕組みづくり 

親同士の交流や学び合いの推進により、家庭の教育力の向上を図り、子どもの学習環境を整えます。

また、親子が共に学び、触れ合う機会を創出し、学びの土台作りを推進します。

主な取組結果 

■ 学校と家庭が一体となって子どもの学習習慣づくり等を進めていくためのリーフレ

ット「さっぽろっ子『学び』のススメ」を新たに作成

■ 「家庭教育学級18」において、全市合同学習会や情報交換会を開催し、参加者同士の

交流等を充実 

■ 「親育ち応援団19」として、土曜日及び夜間に講演会を実施したほか、企業等へ出前

講座を実施 

成果指標の動向 

当初値 

（Ｈ25） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

目標値 

（Ｈ30） 

Ｈ28の 

達成区分 
出典

家の人と学校での出来事について話をする子どもの割合 

小６ 74.3 79.7 79.0 77.5 80.0 全国学力・学習状

況調査 中３ 65.9 72.6 72.7 72.2 70.0 ◎

⇒小６については前年度から数値は下がったものの、当初値に比べて目標値に向かってお

り、中３については目標値到達を維持している。家庭の教育力を更に高めるため、引き

続き、取組を推進する。

主な今後の展開 

◆ 「さっぽろっ子『学び』のススメ」を活用した、家庭の教育力向上の推進 

◆ 家庭教育学級や親育ち応援団の内容を更に充実するなど、家庭の教育力の向上のため、

様々な家庭ニーズに応じた取組を推進

18 家庭教育学級 

家庭における教育力の向上を図ることを目的に、幼稚園、小学校、中学校を単位として、親等が子どもとの接し方や親と

しての役割などについて自主的に学習する事業。
19 親育ち応援団 

講演会などを通じて、子育て中の親等を対象に、生活習慣やしつけなどに関する知識や技術習得などの情報発信や助言等

を行う事業。
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２ 個 別 項 目

 (1) 自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進

施策１－１－１ 分かる・できる・楽しい授業の推進 

 子ども一人一人の「学ぶ力」を育成するため、「学ぶ意欲」「学んだ力（基礎的・基本的

な知識・技能）」「活かす力（思考力・判断力・表現力等）」の「学ぶ力」の３要素をバラン

スよく育めるよう、「分かる・できる・楽しい授業」を推進します。 

■ 「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」推進≪教育課程担当課≫ .............................. 22 

■ 市立札幌開成中等教育学校における課題探究的な学習モデル研究の推進≪教育推進課≫ ... 25 
※施策１－６－１【中高連携モデルに関する実践研究の推進】及び施策１－１－４【問題解決や
探究的な学びの充実】のうち中等教育学校に関する部分を含む。

関連（施策１－１－１） 

■ 算数にーごープロジェクト事業≪教育課程担当課≫ ............................................................. 28

施策１－１－４ 科学的リテラシーを育む学びの充実 

理科の学習において、「予想や仮説を基に観察・実験を行い、その結果から考察する」と

いうサイクルを実践し、基礎的・基本的な知識・技能とそれらの活用を結ぶ課題探究的な

考え方を育みます。同時に、このようなサイクルを通して、科学的リテラシーを培います。

■ 観察実験アシスタントの配置≪教育課程担当課≫ ................................................................. 31 

■ 問題解決や探究的な学びの充実≪教育課程担当課≫ ............................................................. 33 
※このうち、中等教育学校に関する内容は、施策１－１－１【市立札幌開成中等教育学校におけ
る課題探究的な学習モデル研究の推進】に含む。 

■ 青少年科学館の活用≪生涯学習推進課≫ ................................................................................... 35 

施策１－１－５ 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 

主体的に自己の進路を選択できる能力を高め、将来、社会的・職業的に自立し、社会の

中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための資質や能力を育みま

す。 

そのため、小学校段階から職業体験などの社会体験を多く経験し、働くことや職業を自

分との関わりの中で考えたり、自分の将来を展望したりするなど、自分らしい生き方を考

えていけるよう、進路探究学習を充実させます。 

■ 小中学校における進路探究学習の充実≪教育課程担当課≫ ................................................ 37 

■ 市立高等学校における進路探究学習の充実≪教育課程担当課≫ ....................................... 39 
※施策１－６－１【高大連携の推進】を含む。 

■ 特別支援学級等における進路探究学習の充実≪教育課程担当課≫ ................................... 42 
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施策１－１－６ 生涯にわたる学びの基盤を育む学習の充実 

感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かにするとともに、情報を活用する力を育むな

ど、生涯にわたって学び続けるために必要な能力を育みます。 

■ 「読書」に関する学習活動の推進≪教育課程担当課≫ ......................................................... 44 

■ 情報教育の充実≪教育課程担当課≫ ............................................................................................ 46 

施策２－３－３ 学校図書館の機能強化 

学校図書館における子どもの読書活動の充実や、学習での利用に活用するため、学校図

書館の相談対応等の充実や図書館と連携した機能強化などを図ります。 

また、読書を通じた、地域教育力の向上や地域による子どもの育みなど、地域との交流

の場としても充実を図ります。 

■ 学校図書館の「学習・情報センター」機能の充実≪教育課程担当課≫ .......................... 48 

■ 学校図書館の地域開放の推進≪生涯学習推進課≫ ................................................................. 50 

■ 図書館と学校図書館の連携≪利用サービス課≫ ...................................................................... 52 
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施策1-1-1 「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」推進 

 「分かる・できる・楽しい授業」づくりに向け、各学校において、それぞれの実情に合わせた３

要素のバランスを分析し、「『学ぶ力』育成プログラム」を作成・実行します。あわせて、家庭や地

域と一体となった取組を促進するために情報発信を充実させることや、各種調査等に加えて、市全

体の共通指標（子どもの自己評価）を導入して、検証改善サイクルの確立を図ります。これらの総

合的な取組を「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」として位置付け実行します。

これまでの動向（背景、現状など）

札幌市では、子どもの「学ぶ力」に関する成果と課題を踏まえた総合的な取組として「さっぽ

ろっ子『学ぶ力』の育成プラン」を推進している。各学校においては、育成プランを踏まえつつ、

それぞれの実情に応じて「『学ぶ力』育成プログラム」を作成・実行しており、「分かる・できる・

楽しい授業」づくりの充実を図り、子どもの「学ぶ力」の育成に係る取組を進めている。 

育成プランについては、「札幌市『学ぶ力』の育成推進協議会20」における協議や、札幌市研究

開発事業における研究推進校での実践的な研究などを行っており、これらを踏まえ、毎年度、改

訂・実行している。 

Ｈ26 年度は、育成推進協議会において、「『学ぶ力』の育成に向けた５つのポイント21」を整理

した。また、子どもの自己評価を生かした検証改善サイクルを確立するため、市全体の共通指標

として 20項目をまとめた。これらは、Ｈ27 年度から育成プランに位置付けている。 

 Ｈ27 年度は、学校と家庭が一体となって、子どもの「習慣づくり」をより充実する方策につい

て育成推進協議会で検討したほか、各学校における育成プログラムの改訂や実行等の参考となる

よう、各学校の管理職や教職員を対象とした「『学ぶ力』の育成フォーラム」を開催するなど、

育成プランの推進を図った。 

Ｈ28年度の取組結果・成果

■「学ぶ力」育成プログラムに係る研究開発事業 

○研究推進校に指定した小中学校それぞれ５校で、「学ぶ力」育成プログラムの充実に

向けた「『学ぶ力』の育成に向けた５つのポイント」に基づいた「課題探究的な学

習」の授業実践及び学校全体の取組の推進について実践的な研究を行った。 

○10 校の研究推進校のうち１校における公開授業に続けて、「札幌市『学ぶ力』の育成

推進協議会（第２回）」を開催した。公開授業を踏まえた育成推進協議会での議論を傍聴す

ることで、参加した教員が、「学ぶ力」の充実に向けた指導や学校体制の在り方につい

てより研鑚を深めることができた。 

20 札幌市「学ぶ力」の育成推進協議会 

札幌の子どもの「学ぶ力」の育成に向けた取組について協議するもので、大学教授やＰＴＡ代表、地域代表、小学校校長、中学校

長などを構成員とする。
21 「学ぶ力」の育成に向けた５つのポイント 

「学ぶ力」について子どもの状況等を踏まえて分析し、そこから明らかになった課題を基に表現したもので、次の５つ。①難しい

ことにも挑戦する意欲を伸ばします。②「自ら学ぶ方法」と「人と学び合う方法」を身に付けられるようにします。③意味理解を

伴った知識の習得と、知識を使いこなす力を伸ばします。④自分の「伸び」を実感して、新たな目標をもてるようにします。⑤生

活を自らコントロールする力を育みます。

-22-



 参加者数：延べ 150 人 

 参加者の声 

・中学校の取組を知ることができ、中学校とより連携することで、「学び」をつなげてい

けそうだと感じた。（小学校教員） 

・「５つのポイント」をバラバラの視点で考えるのではなく、その間にあるつながりを踏

まえて実践する必要があることが分かった。（中学校教員） 

○研究推進校における成果等を、教育委員会ホームページに掲載し、各校への啓発を行った。

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/sidou/manabutikaratop.html 

■「札幌市『学ぶ力』の育成推進協議会」の実施 

○子どもの「学ぶ力」の育成に向けた取組の充実に向けて３回の協議を行った。その中で「課

題探究的な学習」を取り入れた授業の充実のための取組の在り方を確認することができた。

また、子どもの学習習慣づくりには、運動習慣・生活習慣づくりが深く関わること、そして

これらの習慣づくりのためには学校と家庭が「５つのポイント」を共有し連携することが必

要ということを確認することができた。 

 協議内容

 協議内容 

第１回 
・Ｈ28年度「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」の推進について 

・「さっぽろっ子『学び』のススメ（案）」について 

第２回 
・公開授業を踏まえた「課題探究的な学習」の在り方について 

・「学ぶ力」の育成に向けた学校と家庭との連携の方策について 

第３回 ・「５つのポイント」に基づく授業づくりや取組の在り方について 

■「課題探究的な学習」による授業改善等の推進 

○子どもを取り巻く社会状況等が激しく変化する中、「課題探究的な学習」を取り入れた授業

は、子どもの「学ぶ力」の育成に大きく寄与するものと考えられる。そのため、「課題探究

的な学習」を取り入れた授業やそれによって子どもに育む資質・能力などについての考え方

を整理した。整理した内容を踏まえ、Ｈ29年度の育成プランに「課題探究的な学習」による

授業改善を図ることを位置付けることを決めた。 

■学校と家庭の共通理解の促進

○小中学校の教職員で構成する作

成委員会が主体となり、「札幌市

『学ぶ力』の育成推進協議会」

での検討結果等を踏まえ、学校

と家庭が一体となって、子ども

の学習習慣・運動習慣・生活習

慣づくりを支えるための指針

「さっぽろっ子『学び』のスス

メ」を作成した。 

※各家庭へは、各小中学校を通し

てＨ29年４月に配布 

○「『学び』のススメ」では、「５つのポイント」を家庭向けに具体化し、その頭文字を取って、

学校と家庭の合言葉を「まほうのかいわ」とした。
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課題と今後の方向性

■「『学ぶ力』の育成に向けた５つのポイント」を活用した「『学ぶ力』育成プログラム」の改訂・

実行の推進

○各学校において目指す子ども像を「５つのポイント」から具体化し、それを目標として全教

職員が共有するなど、「５つのポイント」を活用した「学ぶ力」育成プログラムの改訂・実

行を推進していく。 

■「子どもが自ら考え、判断し、表現する学習活動」の充実 

○Ｈ28年度に整理した「課題探究的な学習」を取り入れた授業やそれによって子どもに育む資

質・能力などについての考え方を踏まえ、「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」に「課

題探究的な学習」による授業改善を図ることを位置付けることで、「子どもが自ら考え、判

断し、表現する学習活動」の充実を図る。 

■「さっぽろっ子『学び』のススメ」の活用の推進

○学校と家庭が一体となった子どもの習慣づくりを充実するため、「さっぽろっ子『学び』の

ススメ」について、家庭向けの学校便りや学級便りを発行する際や、保護者面談などの機会

における活用を推進する。また、「札幌市『学ぶ力』の育成推進協議会」において更なる活

用方法等について検討する。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○「『学ぶ力』育成プログラム」に係る研究開発事業及び「札幌市『学ぶ力』の育成推進協議会」

の実施

○「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」に「課題探究的な学習」を新たに位置付けるととも

に、その推進のための教員向け資料を作成・配布

○「さっぽろっ子『学び』のススメ」とその活用に係る補助資料の配布・活用促進
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施策1-1-１ 市立札幌開成中等教育学校における課題探究的な学習モデル研究の推進 

 市立札幌開成中等教育学校において、国際バカロレア22（ＩＢ）のプログラムを活用した課題探

究的な学習モデル研究を推進し、全ての市立学校において思考力・判断力・表現力や国際感覚、課

題発見解決力等を育成する学習を充実・発展させます。 

これまでの動向（背景、現状など）

 近年、科学技術の高度化や情報化、グローバル化が急速に進展していることに伴い、産業構造

も大きく変化していくことが予想されている。こうした社会の急速な変化に柔軟に対応するため

には、豊かな国際感覚や課題発見・解決能力などを身に付けることが求められる。

Ｈ27年４月に開校した開成中等教育学校においては、これらの能力の育成を効果的かつ継続的

に行う新たな学習モデルとして、ＩＢのプログラムを活用した「課題探究的な学習モデル」の確

立に向けた研究を進めている。

また、「課題探究的な学習」の成果を全市立学校で共有する取組を進めるとともに、中高の接

続や６年間の学びを意識した教育課程の実践に向けた準備を進めている。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■国際バカロレアのプログラムを活用した授業の実施・研究 

○１・２年生で、ミドル・イヤーズ・プログラム23（ＭＹＰ）をベースとした教育課程に基づ

いた授業を実施。双方向型のグループワークを中心とした授業に係る研究を行い、「課題探

究的な学習」におけるグループワークの効果的な活用について理解を深めることができた。

課題探究は楽しいと思う生徒の割合（Ｈ28年度調査） 

 ・１年生：96.2％、２年生：87.9％ 

○Ｈ31年度から５・６年生に対して実施する予定であるディプロマ・プログラム24（ＤＰ）を

ベースとした教育課程の検討・作成を進めた。 

■ＩＣＴ環境を活用した授業の実施・研究

○学校全体に整備している無線ＬＡＮ25とタブレット端

末を活用した調べ学習を行うとともに、効果的な教

員・生徒間での教材等の共有及びグループワークにつ

いて研究を行い、ＩＣＴ環境の有効な活用等について

理解を深めることができた。 

22 国際バカロレア 

国際バカロレア機構が定める、異文化に対する理解と尊敬を通じて、平和でより良い世界の実現のために貢献する、探究心、知識、

思いやりのある若者の育成などを目的とした国際的な教育プログラムやその資格の総称。
23 ミドル・イヤーズ・プログラム 

国際バカロレアのプログラムの一つで、11歳～16歳を対象としており、青少年に、これまでの学習と社会のつながりを学ばせる

プログラム。
24 ディプロマ・プログラム 

国際バカロレアのプログラムの一つで、16歳～19歳を対象としており、所定のカリキュラムを２年間履修し、最終試験に合格す

ると、国際的に認められる大学入学資格（国際バカロレア資格）が取得可能なプログラム。
25 無線ＬＡＮ 

ケーブルがなくてもインターネットに接続できる通信設備。ＬＡＮは Local Area Network の略。

ＩＣＴ環境を活用したグループワーク 
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 課題探究的な学習を行う上で、タブレット端末は役だったと思う生徒の割合（Ｈ28年度調

査） 

  ・１年生：100％、２年生：96.2％ 

■研究成果の全市立学校との共有

○国際バカロレア機構（ＩＢＯ）が開催する「ＩＢ公式ワークショップ」において、ＩＢの取

組等を紹介する「オリエンテーションセミナー」及びＭＹＰやＤＰに係るワークショップを

行い、ＩＢのプログラムを活用した「課題探究的な学習」の研究成果について市立学校教員

等と共有することができた。 

受講者数 

・オリエンテーションセミナー受講者：89人 

・ＤＰ導入ワークショップ受講者：26人 

・ＭＹＰ探究ワークショップ受講者：15人 

・ＭＹＰプロジェクトワークショップ受講者：13人 

 受講者の声（アンケートから）

・普通の中学校では、発達障がいの生徒も多い中で探究型は難しいと感じた。しかし、ま

ずは簡潔なレベルのものから始め、経験を積み上げていくことで可能になるのではと思

った。（教員） 

・自ら学び、学ぶことが楽しいと思えるとてもよいものだと思った。（保護者） 

○ＩＢ公式ワークショップに参加していない教員等も含め、広く研究成果を共有するためのリ

ーフレット「教室で使えるグループワーク」を作成し、全市立学校へ配布した。 

リーフレット「教室で使えるグループワーク」抜粋 
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課題と今後の方向性

■ＩＢを活用した「課題探究的な学習モデル」研究の推進及びその成果の全市立学校との共有

○ＩＢのプログラムは、グローバル化に対応したスキルを身に付けた人材の育成に効果的であ

ると考えられるが、開成中等教育学校では６年間での一貫教育を前提とし、１～４年生を対

象にＭＹＰを、５・６年生を対象にＤＰを活用することとしているため、汎用的ではない。

そのため、全市立学校で活用可能な学習モデルの確立に向けて、ＩＢのプログラムを活用し

た授業の実践及び研究を進める。 

○研究成果の市立学校全体での共有を更に推進するため、引き続き、「ＩＢ公式ワークショッ

プ」を活用し、他の市立学校教員に公開する。また、開成中等教育学校において授業公開を

行い、教員同士の研究協議を通じて、「課題探究的な学習」に係る理解を深める。 

○Ｈ28年度に「教室におけるグループワーク」を作成したところであるが、今後は、ＩＣＴ環

境を活用した授業に関する研究成果を、他の市立学校と共有する方法等を検討し、成果の共

有を進める。 

■ＩＣＴ環境を活用した授業の研究

○ＩＣＴ環境を活用した授業は継続的に行われているものの、更なる効果的な活用方法などを

研究する必要がある。そのため、道内外における先進事例等を参考とし、ＩＣＴ環境を効果

的に活用する指導手法等の研究を進める。 

○学校全体でＩＣＴ環境を活用した授業を実施する場合の環境整備面での課題を整理し、その

改善策等の研究を進める。 

■中高の接続や６年間の学びを意識した教育課程の編成・実践及びその成果の普及・啓発 

○開成中等教育学校では、６年間を通した「課題探究的な学習」を取り入れるなど、中高一貫

教育の特徴を生かして、中高の接続や６年間の学びを意識した教育課程を編成・実践してお

り、その成果について、教育課程の編成の参考とするため、各市立学校に普及・啓発を図る。

※ただし、中高の接続に係る研究等の成果の普及・啓発は、開校と同時に入学したＨ27年度入学生が

高校１年生に相当する４年生となるＨ30年度から順次可能となる。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○ＩＢのプログラムを活用した「課題探究的な学習モデル」の研究

○「課題探究的な学習」におけるＩＣＴ環境を効果的に活用する指導方法等の研究

○「ＩＢ公式ワークショップ」や「教室におけるグループワーク」の活用などによる全市立学校

での研究成果の共有の推進
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関連1-1-1 算数にーごープロジェクト事業 

 課題探究的な学習の充実の一環として、小学校高学年の算数で、個に応じた手厚い指導により学

習への意欲や論理的思考力を高めるため、25人程度の少人数指導の充実を図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

小学校の算数では、高学年（５・６年生）になると小数や分数の計算を多く扱うようになり、

学習内容が抽象的になることから、苦手意識をもつ児童が増える傾向にある。

また、各種調査から見られる札幌市の子どもの現状として、学習への意欲が低いことや、算数

の思考力を問う問題で、無解答が多いことなどの課題がある。

そこで、小学校高学年の算数で、子どもの発言機

会の充実及び子ども一人一人に応じた手厚い指導に

より、子どもの学ぶ意欲及び論理的思考力を高める

ため、25人程度の少人数指導を行う「算数にーごー

プロジェクト事業」をＨ28年度に開始した。

同事業においては、少人数指導の全小学校への導

入に向けた実践研究を行うとともに、より効果的な

指導のための指導者用資料の作成・研究を進めてい

る。

なお、25人程度の少人数グループを構成するには、

右のイメージ図のとおり、指導者の増員が必要にな

る場合がある。そのため、小学校の教員免許状を有

している人材を非常勤講師として配置し、運用して

いる。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■研究推進校における実践的研究

○研究推進校５校において、５・６年生を対象に少人数指導を実施し、より効果的な指導の在

り方などについて研究を進めた。各授業において、子どもの発言機会を充実するとともに、

子ども一人一人に応じた指導をすることで、子どもの学ぶ意欲や論理的思考力の向上に効果

的であることが分かった。 

子どもの声（アンケートから） 

・少ない人数に先生が１人だから質問しやすかった。 

・当ててもらえる回数が増え、自分の意見を話しやすくなった。 

・友達の意見と自分の意見を比べてみたり、違いを見つけたりすることができた。 

・（発言等の機会が増えたので）私も手を挙げられるようになりたい。黒板に書けるよう

になりたい。 

■非常勤講師の効果的・効率的な配置方法の検証

○研究推進校５校において、非常勤講師に係る複数の配置パターンを検証した。 

少人数指導のイメージ図 
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非常勤講師の配置パターン 

非常勤講師の配置 検証内容 

大規模校に１人 大規模校における授業実施可能時数を検証 

区の異なる中規模校２校に１人 講師の移動時間を考慮した授業実施可能時数を検証 

同じ中学校区の２校（小規模校と中

規模校）に１人 
規模の異なる学校における授業実施可能時数を検証 

 非常勤講師の声（アンケートから）

・１日四つ（２学年×２）のグループに接するが、グループが違えば学習方法や手順、声

のかけ方まで変わり、切り換えの難しさがある。一方で、対応力に広がりができた。 

・学級の枠を超えた新しい小集団ができたり、新しい指導者が１人増えたりすることで、

児童が学習に集中でき、一人一人に手厚く関わることができる。 

・担任とできるだけ連絡を取り合うよう心がけたが、担任は授業に入っていることが多い。

新しい単元に入る前に、１回でも良いので直接打ち合わせできればよい。 

■論理的思考力を育むための指導者用資料の作成

○研究推進校の教員や大学教授など23人で構成する「カリキュラム作成委員会」を設置し、指

導者用資料の作成などを進めたほか、一部の指導資料については、実践的研究を行った。 

作成単元数：５年生の算数全18単元のうち10単元（「割合」「小数のわり算」など、） 

 作成単元数：６年生の算数全13単元のうち８単元（「円の面積」「分数のわり算」など） 

 実践単元数：各学年５単元（５年生「小数のわり算」、６年生「分数のわり算」など） 

課題と今後の方向性

■非常勤講師の効果的・効率的な配置方法の検証

○効果的・効率的な配置のため、引き続き、非常勤講師に係る様々な配置パターンを検証する

必要がある。そのため、研究推進校を拡大し、新たに検証する必要の生じた「大規模校２校

に１人」などの配置パターンについての検証を進める。 

■指導者用資料の作成

○未作成の単元に係る指導者用資料の作成を進めるとともに、全ての資料について実践を通し

た検証を進め、Ｈ29年度末の完成を目指す。 

■全小学校への導入に向けた検討

○全小学校への導入に向けて、少人数指導実施上の留意点や運営方法、指導者用資料の活用方

法、資料使用時の留意点等について、未実施校への普及啓発に努める。 

６年生「分数のわり算」の指導者用資料 ５年生「小数のわり算」の指導者用資料 
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【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○研究推進校の拡大（５校→10校）及びそれに伴う非常勤講師の増員（３人→６人） 

○５・６年生の全ての単元に係る指導者用指導資料の作成

○８月に全小学校に整備される算数のデジタル教科書の効果的活用についての研究

○「大規模校２校に１人」のパターンを加えた、非常勤講師の効果的・効率的な配置方法の検証

-30-



施策1-1-4 観察実験アシスタントの配置 

 小学校に観察実験アシスタントを配置し、理科室や準備室等、理科に関わる環境の整備及び担任

等による観察実験の準備や後片付け、観察実験を含む授業中の支援を行うことにより、小学校の理

科教育の充実を図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

 Ｈ25年度から、国が実施している理科観察実験支援事業26を活用し、全小学校の３分の１に当

たる小学校に、退職教員や大学院生等から募集した人材を「観察実験アシスタント」として配置

し、理科教育の充実を図っている。観察実験アシスタントは、理科室・理科準備室・教材園等の

環境整備をするとともに、理科授業における観察、実験の準備及び指導の補助を担っている。 

 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

配置校数 67校 67校 67校 68校 

※Ｈ25年度は、事業開始が10月であり、配置期間が短かったため、Ｈ26年度も同じ学校に継続配置した。 

 １校当たりの年間配置可能時間数は180時間であり、各配置校は実態に応じて、特定の学年に

重点的に配置したり、複雑な観察、実験を含む単元で連続して配置したりするなど、効果的な運

用となるよう主体的に工夫している。 

 これまでの配置校においては、実験器具を保管する整理棚の表示を充実させ、実験用具等の収

納場所が一目で分かるようにすることで、授業準備や実験を効果的・効率的に進めることができ

るようになるなど、理科室･理科準備室の環境整備が進んだ。 

更に、観察実験アシスタントが実験器具の準備や教材作成の補助に当たることで、授業の中で

児童が自ら事象に関わることができる観察、実験に充てる時間が増え、児童の理科学習への興

味・関心が高まるなどの成果が挙がっている。 

 また、本事業の円滑かつ効果的な運営に資するよう、理科教育に造詣が深くかつ小学校の校長

経験がある者に「観察実験アドバイザー」を委嘱している。観察実験アドバイザーは２人おり、

学校の実情を踏まえた観察実験アシスタントの配置調整や活用についての助言のほか、研修の実

施などに当たっている。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■観察実験アシスタントの配置 

○前年度まで配置のなかった小学校68校を対象に、57人の観察実験アシスタントを配置し、各

学校の理科授業における観察・実験の充実を図ることができた。なお、Ｈ28年度の配置によ

って、全小学校に１度は配置したことになった。 

○観察実験アシスタントの配置について、配置校へのアンケート結果により、以下のとおりそ

の成果・効果が高いことが明らかになった。 

 「理科の環境整備が進んだ」と回答した配置校の割合：100％ 

26 理科観察実験支援事業 

小学校・中学校等における理科の観察・実験活動の充実を図ることを目的に、理科の観察・実験に使用する設備の準備・調整等を

行う補助員「観察実験アシスタント」の配置に対して、事業を実施する市町村等に事業費の 1/3を国が補助するもの。
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 「児童の理科への興味・関心が高まった」と回答した配置校の割合：100％ 

■観察実験アシスタントを対象とした実技研修会の実施

○小学校の理科室を会場に、観察実験アシスタントを対象とした実技研修会を２回実施した。

観察実験アドバイザーや経験豊富な観察実験アシスタントを講師とすることで、より実践的

な研修とすることができた。 

○研修参加者は、講義や実験を通して、観察、実験の際に配慮すべき安全管理等の事柄や、児

童への適切な関わり方、実験器具の適正な扱い方などについて理解を深めることができた。

また、観察実験アシスタント同士が互いの経験を交流することで、今後の活動への意欲を高

めることができた。 

課題と今後の方向性

■安定的な人材確保

○観察実験アシスタントの高齢化や、アシスタント希望者の居住地と配置校の所在地とのマッ

チングの難しさなどにより、安定的な人材確保が課題となっている。そのため、今後は、大

学との連携を一層進め、大学院生・大学生への募集を強化するほか、配置校の偏り解消を検

討するなどして、安定的な人材確保に努める。 

■授業を行う教員と観察実験アシスタントとの連携強化

○観察実験アシスタントの活動時間が限られているため、授業を行う教員との打合せ時間が十

分に確保できないなどの課題が見られる。現在、各配置校において、連絡票などを用いた情

報共有や、複数回分の授業についてまとめて打合せをすることで活動の見通しをもてるよう

にするなどの工夫をしている事例も見られる。今後は、授業を行う教員と観察実験アシスタ

ントとの連携がより一層強められるよう、好事例について、配置校間及び観察実験アシスタ

ント間でも共有を推進する。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○観察実験アシスタントの配置（67校）

○配置校説明会及び観察実験アシスタントを対象とした研修会における連携事例の共有

○観察実験アシスタントの募集に係る大学生向け説明会等の開催

○観察実験アシスタント人材の安定的な確保の方策についての検討
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施策1-1-4 問題解決や探究的な学びの充実 

 小学校、中学校、高等学校の科学的リテラシー27を育む理科教育について、問題解決活動や探究

的な学びの充実の観点から研究を行い、各学校へ普及啓発を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）

 理科については、実感を伴った理解を図る学習や、目的意識をもった観察、実験など、科学的

に探究する学習活動の一層の充実が求められている。また、観察や実験などの体験活動は、理科

の学習への興味・関心を高め、児童生徒が科学的に探究する資質・能力を育成する上で必要不可

欠なものである。 

Ｈ26年３月には、小中学校における理科指導の工夫改善を図るため、理科を専門とする校長や

教員、大学教授、青少年科学館職員、教育委員会指導主事で構成する実践研究会を設置した。実

践研究会においては、観察、実験を中核に据えた問題解決及び科学的に探究する学習活動の展開

や、観察、実験に関する基本的な内容、装置や器具の使用法等に係る調査研究を行うとともに、

その成果を基に「観察、実験の安全指導の手引」を作成し、全小中学校に配布し啓発を図った。

Ｈ26年度には小学校３学年及び中学校１学年、Ｈ27年度には小学校４学年及び中学校２学年の

「観察、実験の手引」を作成し、全小中学校に配布した。特に、Ｈ27年度に作成した「観察、実

験の手引」では、「Ｈ27年度全国学力・学習状況調査」の結果分析に基づいて、観察、実験を中

核とした学習の指導改善のポイントについて示し、各学校における理科学習の一層の充実を図っ

た。 

また、全市立高等学校にも各手引を配布することで、小学校から高等学校までの連続性のある

系統的な理科学習の推進を図っている。 

各手引は、より一層活用されるよう、教育委員会ホームページに掲載しており、他都市からも

好評を得ている。 

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shido/rikasiryo.html

Ｈ28年度の取組結果・成果

■小学校５学年及び中学校３学年の「観察、実験の手引」の作成・配布 

○実践研究会を設置し、小学校５学年及び中学校３学年の「観察、実験の手引」を作成した。

手引は、小中学校の円滑な接続や連携、学習内容の系統性を考慮しながら、小中学校それぞ

れの学習に沿った内容で構成するとともに、理科における課題探究的な学習の在り方につい

て示した。 

○手引は、Ｈ29年度から活用できるよう全小中学校及び市立高等学校に配布するとともに、上

記ホームページに掲載するための準備を進めた。

27 科学的リテラシー 

科学的な考えをもち、科学に関連する諸問題に関与する能力。例えば、現象を科学的に説明したり、データを科学的に解釈して結

論を導き出したりするなどの能力であり、身に付けることで、科学やテクノロジーに関する筋の通った議論に自ら進んで携わるこ

とができるもの。（「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA） 2015 年調査」の「科学的リテラシーの定義」を要約）
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課題と今後の方向性

■手引の活用の促進

○各学校において、各手引が活用され、観察、実験を中核とした理科学習の一層の充実が図ら

れるよう、教職員対象の研修等の場を活用し普及・啓発を図る。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○札幌市研究開発事業における「小学校理科の工夫改善に係る実践研究会」の設置

○小学校６学年の「観察、実験の手引」の作成及び全小中学校及び市立高等学校への配布

中学校理科の観察、実験の手引（第３学年） 
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施策1-1-4 青少年科学館の活用 

 青少年科学館と学校教育との連携を更に深め、子どもの発達段階に応じて科学に接する機会や体

験的な学習等を充実させます。また、理科教育を推進するため、科学館を活用した学習カリキュラ

ムの開発、理科教育の充実に向けた教員の研修や教材提供等の授業サポート、企業や大学等と連携

した事業など、学校教育との連携を深める科学館の在り方について調査研究を進めます。 

これまでの動向（背景、現状など）

青少年科学館の学校教育での活用については、小学４年生

の理科の学習「月と星」での夜間の天体観察に替わるプラネ

タリウムを使った学習が主な取組となっており、青少年科学

館スタッフが児童生徒に月や星の動きを再現しながら解説

する「プラネタリウム学習投影」を実施している。 

また、学年単位での受入れが可能な実験室で、理科の教育

課程を踏まえたサイエンスショーを実施しているほか、科学

部（理科部）に所属する中高生の日頃の研究成果を生かして、

「中高生による科学教室」や「中高生によるサイエンス広場」

を開催している。 

青少年科学館には、科学現象を再現した展示物が多く設置

されていることから、学校教育での活用を促すための整備に

ついて、Ｈ26年度に実施した「青少年科学館を活用した理科

教育推進の在り方検討調査」に係る有識者会議から提案がさ

れている。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■プラネタリウムのリニューアル 

○Ｈ28年４月に機器を全面更新した最新のプラネタリウムでは、高精細な４Ｋ映像により、市

内の小学校201校の校庭から見た天体の様子を正確に再現することが可能となり、「プラネタ

リウム学習投影」においても、子どもたちの学ぶ意欲の向上と理解を深める学習機会をより

効果的に提供することができるようになった。また、小学６年生や中学生向けの学習プログ

ラムを制作し、学校とは異なる学習機会を提供できるようになった。 

プラネタリウム学習投影の利用学校数・児童生徒数

  ・267校・20,355人（Ｈ27年度 252校 17,332人）※同じ学校でも「１学年の利用で１校」として集計 

■団体（学校）向けサイエンスショー 

○利用を停止した展示コーナーを再整備した「サイエンスホール」の活用をＨ28年８月から開

始し、学校(学年)単位で体験的に科学を学ぶ機会を新たに提供することで、児童生徒の学ぶ

意欲の向上に資することができた。 

 利用学校数／児童生徒数

・団体(学校)向けサイエンスショー：18校／1,518人 

団体(学校)向けサイエンスショーの様子 

中高生による科学教室の様子 

-35-



■中高生による科学教室・サイエンス広場 

○生徒の学んだことを生かす力や学ぶ意欲の向上に貢献することができた。 

 参加学校数／生徒数

・中高生による科学教室：６校／47人 

・中高生によるサイエンス広場：４校／61人 

■青少年科学館を活用した理科教育推進に係る調査 

○今後の青少年科学館に求められる役割や事業の方向性を検討するため、その基礎となる各種

調査を実施し、理科で活用できる可能性が高い展示物や、活用上の課題が明らかになった。

理科で活用できる可能性が高い主な展示物 
学年 単元・学習内容 展示物 

小学３年 ・光の性質 光の道すじ、光による温度変化 

小学４年 ・電気の働き 光電池、太陽電池、静電気あそび 

小学５年 ・冬の天気 人工降雪装置、雪の結晶の種類他７点 

小学６年 
・電気の利用 燃料電池、風力発電、太陽光発電他７点 

・生物と環境 地球の進化、温室効果実験装置他６点 

中学１年 ・身近な物理現象 波面鏡、音のすがた、昇る色水他28点 

中学２年 ・気象とその変化 触れる地球、雲をつくってみよう他11点 

中学３年 ・運動とエネルギー ヒューストン、てこ・滑車他13点 

 展示物の理科での活用上の課題 

・展示物は、操作面では小学生向きだが、再現されている科学現象は、高度な内容も多く、

中・高校生向きの傾向にあるため、小学校の授業で活用できるものは少ない。 

・中学校の授業での活用には、科学現象の実社会・実生活での応用事例や他の科学現象と

の関連性を思考させるなど、発達の段階を踏まえた学習内容や授業展開の工夫が重要。 

・展示物は、体験性を重視して制作しているため、多人数での観察には向かない。そのた

め、更新の際には、複数の児童生徒が同時に観察・利用できるような工夫が必要。 

課題と今後の方向性

■理科授業での更なる活用に向けた取組

○展示物等を効果的に活用し、学校とは異なる体験的な理科授業が行えるよう、教育課程を踏

まえた「（仮称）理科授業プログラム」の研究・開発を行う。 

■青少年科学館の活用に係る今後の方向性の検討・整理

 ○上記授業プログラムの研究・開発の状況等を踏まえつつ、青少年科学館の理科授業での活用

について整理し、Ｈ30年度策定予定の「（仮称）青少年科学館活用基本構想28」に反映させる。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○「（仮称）理科授業プログラム」の研究・開発

○青少年科学館の学校教育との連携の方策について検討

28 （仮称）青少年科学館活用基本構想 

今後の青少年科学館に求められる役割や事業の方向性を整理し、学校教育との連携の方策等を含め、展示物や設備の整備・更新の

指針となるものとして策定予定。 
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進路探究オリエンテーリング事業

講座数・受講者数・専修学校等数の推移

講座数 専修学校等数 受講者数

施策1-1-5 小中学校における進路探究学習の充実 

 広い視野から社会や職業を捉え、将来の生き方や進路について考える力を育むため、小学校にお

ける職場見学・職業体験等、中学校における専門学校・各種学校の施設・設備を活用した職業体験

講座など、実践的な取組を推進します。また、社会と自分との関わりや経済の仕組みを学ぶための、

より効果的な体験学習について研究を進めます。

これまでの動向（背景、現状など）

小学校においては、児童や地域の実態に応じて、職業や自己の将来に関わることをテーマにし

た調べ学習や工場等の現地学習、職場見学・体験などを実施している。

 中学校においては、全中学校及び中等教育学校（前期課程）で職場体験学習を実施しているほ

か、夏季休業中には、若年者の職業観、勤労観の早期形成を図るため「進路探究オリエンテーリ

ング事業」として、中学１年生及び１年生時に参加しなかった２年生を対象に職業教育の専門機

関である専修学校等において職業体験講

座を行っている。

また、札幌市研究開発事業において、Ｈ

27年度から「進路探究学習の充実」を研究

課題として設定し、研究推進校（小学校３

校及び中学校１校）で、小学校における進

路探究学習の在り方、校内における推進体

制の構築、小中学校が連携した取組に関す

る実践的な研究が進められている。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■小学校における「職場や就業に関わる体験活動」 

○総合的な学習の時間の中で取り組む課題の一つとして、「職業や自己の将来に関わる課題」

を設定して、職場や就業に関わる体験活動を推進することで、児童が自分の将来を考えたり、

働くことや職業を自分との関わりの中で考えたりするなど、

小学校段階に応じた職業観・勤労観を育むことができた。

 体験活動の例

・ラーメン工場見学

・商店やスーパーでの接客補助、商品包装等

■中学校における「職場体験学習」

○全中学校及び中等教育学校（前期課程）において、職場体験学習を推進することで、生徒の

将来に向けた職業観や勤労観を育むことができた。 

体験学習の例 

・商店やスーパー等での片付けや清掃、接客 

・動物病院・動物園での動物の世話・清掃等 

・老人ホーム等での介護補助 

（人） （講座・校） 

スーパーで商品包装を体験する小学生 
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■進路探究オリエンテーリング事業 

○各種専修学校等において職業体験講座を行った。受講し

た生徒から将来に前向きな声が聞こえるなど、生徒の就

労意欲の向上等に寄与した。 

 開講数・受講者数：64講座・1,020人

受講した生徒の声（アンケートから） 

・職業体験に参加して良かった。 

・将来、働きたいという気持ちが前よりも強くなった。 

○見学する保護者の数は、前年度比で1.4倍（約510人）となり、本事業に対する関心が高まっ

ていることが分かる。 

■「進路探究学習の充実」をテーマとした研究開発事業

○研究推進校において以下の研究を行い、発達の段階に応じて一人一人が主体的に「生き方」

を探究する学習活動の展開や指導体制、方法等について、研鑚を深めることができた。 

 小学校２校

・職場体験や外部講師を活用した学習の教育効果に関する実践研究 

 小学校１校と中学校１校

・校種間で連携した進路探究学習の在り方に関する実践研究 

・職場体験や、中学校・高校などの上級学校訪問等を取り入れた進路探究学習の在り方に

関する実践研究

課題と今後の方向性

■職場体験等を効果的なものにするための工夫

○職場見学・体験等において、子どもが学ぶ目的をしっかりともち、主体的に活動できるよう

に、事前学習や終了後の振り返り学習を工夫するなど、自分の生き方を探究する学びの充実

を図っていく。 

■「進路探究オリエンテーリング事業」の充実

○受講が決定した生徒に、しっかりとした目的意識をもって参加してもらえるよう、事前資料

を配布するとともに、それを活用した事前指導を行うよう各学校に促していく。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○小学校における「職業や就業に関わる体験活動」、中学校における「職場体験学習」の実施

○研究推進校における研究成果等の各学校への普及啓発

○「進路探究オリエンテーリング事業」の事前資料の充実と活用の促進

パティシエの仕事を体験する中学生 
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施策1-1-5 市立高等学校における進路探究学習の充実 

 大学・企業等との連携・協働のもと、生徒同士が今後の高校生活や将来の夢などを語り合う進路

探究セミナーや、数日間の就労体験を行うインターンシップ、大学での模擬授業などを体験できる

高大連携などの取組の充実を図ります。 

これまでの動向（背景、現状など）

市立高校においては、Ｈ15年に「生徒の学習意欲を高め、より主体的に学ぶ力を育てるため、

自分自身を発見し、将来の生き方や進路について考えさせるための学習」として全校一律で取り

組む進路探究学習を導入した。

進路探究学習の実施に当たっては、各校における進路探究学習を担当する教員等により構成さ

れる「札幌市立高等学校進路探究学習推進委員会」を設置し、高校及び中等教育学校間の連携や、

札幌商工会議所、大学等との連携・協働を進めている。

具体的には、講演やフォーラムの２部構成で実施する「進路探究セミナー」、生徒が希望する

職種の現場を１日体験する「職場体験学習」、生徒が研修生として企業等で一定期間就労を体験

する「インターンシップ」、高大連携協定を結んだ大学の公開講座や模擬授業に生徒が参加する

「高大連携事業」などを実施している。

また、各校においては、進学及び就労に関して企業や大学等の関係者から話を聞く機会として

「進路講演」「企業講話」「社会人講話」の取組を充実しているほか、小中学校での学習を踏まえ

つつ、生徒が自分らしい生き方を考えられるよう工夫した取組を展開している。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■進路探究セミナーの実施 

○５月に、札幌コンベンションセンターにおいて、市立高校１年生と市立中等教育学校４年生

の全員及び希望する保護者を対象とした進路探究セミナーを実施し、生徒が自分らしい生き

方を考えるきっかけをつくることができた。 

○セミナーにおけるフォーラムでは、従来同様に「生徒参加型」の形態としたほか、ワークシ

ートの活用により、生徒の主体的な参加意識を喚起する工夫を行った。また、より広い角度

からの意見によってフォーラムを充実させるため、保護者代表を加えた。 
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■職場体験学習及びインターンシップの実施

○以下のとおり職場体験学習及びインターンシップを実施し、いわゆる「本物」に触れる機会

の充実を図り、生徒の職業観・勤労観を育むことができた。 

職場体験学習 

・全日制課程普通科がある６校のうち３校の１年生、残る３校の２年生全員を対象として

実施（277事業所） 

・啓北商業高校の２年生のうち進学希望者を対象として実施（29事業所） 

 インターンシップ

・啓北商業高校の２年生のうち就労希望者を対象として実施（47事業所） 

・大通高校の生徒全員を対象（卒業までの４年間で必ず一度は参加）として実施（65事業

所）

■高大連携事業の実施 

 ○「高大連携協定」を締結した大学における公開講座等に生徒が参加することで、大学での学

びと就労のつながりをイメージできるようになるなど、生徒が将来の就労を見据えた進学に

ついて考える機会の充実を図ることができた。 

 高大連携協定を締結している大学

酪農学園大学、札幌市立大学、小樽商科大学、千歳科学技術大学、北海道医療大学 

 公開講座等の例

大学名 講座名 参加生徒数 

札幌市立大学 

看護学部公開講座 ※複数回にわたる講座 延べ 33人

看護学部模擬授業 112 人

デザイン学部公開講座（模擬授業） 40 人

北海道医療大学 

看護学科体験学習 45 人

理学療法学科講義・体験実習 13 人

作業療法学科体験学習講義・体験実習 １人

小樽商科大学 公開講座 32 人

 受講した生徒からの声（アンケートから）

・大学の授業を体験することができてよかったです。専門の話を聞き、一層看護師になり

たいと思いました。（札幌市立大学看護学部公開講座参加生徒） 

・「デザイン」というもの自体のイメージが大きく変わるような面白い講座でした。（札幌

市立大学デザイン学部公開講座参加生徒） 

・講義も体験学習もとても詳しく学ぶことができて、より一層理学療法士になりたいと思

った。（北海道医療大学理学療法学科講義・体験実習参加生徒）
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■各校における進路講演・企業講話・社会人講話

○以下のとおり各校が、生徒のニーズに合わせて各種講演・講話を開催することで、生徒が自

分の進路について考える機会を充実することができた。 

 主な講演・講話

・進路講演会～第一志望はゆずれない～（新川高校） 

・ＲＩＫＥＪＯ的生き方のススメ（清田高校） 

・札幌医科大学保健医療学部説明会（藻岩高校）

課題と今後の方向性

■進路探究セミナーの充実 

○進路探究セミナーへの参加をきっかけに、生徒一人一人が自分の将来像をしっかりとイメー

ジし、そこにつながる進学や就労の意識付けができるよう、セミナーの在り方を検証し、内

容を更に充実させる。 

■職場体験学習及びインターンシップの充実

○職業の多様化が進むに伴い、生徒のニーズも多様化している。そのため、業種も含めた受入

企業の拡大を図り、生徒のニーズに更に応えられるようにする。 

■高大連携事業の充実 

○現在は、模擬授業や公開講座において大学講師等から生徒へ一方的に伝達（教授）する形式

であるが、生徒が将来をよりイメージできるよう、双方向型の形式とすることを検討する。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○市立高校全体での進路探究セミナー、職場体験学習、インターンシップ及び高大連携事業の実

施 

○各種事業の充実に向けた検討

○各校における進路講演、企業講話、社会人講話の実施
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実習を受け入れる企業

・事業所等の推移

施策1-1-5 特別支援学級等における進路探究学習の充実 

 産業現場等における実習など、関係機関や企業等と連携を図った取組を推進し、障がいのある子

どもの社会自立への自覚や意欲等を高めます。

これまでの動向（背景、現状など）

障がいのある人々の職業生活における自立の推進を図るため、今日、福祉、教育、労働等の関

係機関が連携した一体的な支援が求められている。

学校教育においては、障がいのある子どもが働くことの大切さを感じたり職場の決まりを知る

など社会に通用する働く力を身に付けたりすることによって、将来の進路選択に役立てられるよ

うにしていくことが大切である。

札幌市においては、「中学校特別支援学級進路探究学習推進事業」や文部科学省の委託による

「キャリア教育・就労支援等の充実事業」などを通じて、障がいのある子どもの進路探究学習を

実施し、社会自立への自覚や意欲等を高める取組を推進している。

「中学校特別支援学級進路探究学習推進事業」では、特別支援学級（知的障がい、自閉症・情

緒障がい）の３年生を対象に、一人一人の特性や発達の段階等を踏まえた実習を実施しており、

関係機関や企業等の協力を得て、円滑かつ積極的に取り組んでいる。

Ｈ27年度から２年間の「キャリア教育・就労支援等の充実事業」では、豊明高等支援学校をモ

デル校として、就労支援コーディネーター29を配置するとともに、関係機関と連携を図り、雇用

機会の拡充や就労支援の在り方についての検討などを行ってきた。 

Ｈ28年度の取組結果・成果

■中学校特別支援学級進路探究推進事業 

○子どもが、それぞれの障がいの特性等に応じた

実習に参加することで、就労への意欲を高め、

働くことへの理解を深めることができた。 

参加者数：220人 

 実習期間：１日～５日間（８割の事業所等が

５日間の受け入れをしている） 

○事業所や企業等への働きかけにより、実習の受

入先を拡大でき、より充実した実習を実施する

ことができた。 

受入先数:81か所（企業24社、事業所等57か所） 

受入先企業（24 社）の業種 企業数 

清掃 ５社 

飲食（喫茶等） ３社 

卸売（青果） １社 

クリーニング １社 

スーパーマーケット ９社 

包装梱包 １社 

内装（軽作業） ２社 

ホームセンター ２社 

29 就労支援コーディネーター 

特別支援学校高等部等において、ハローワーク等と連携し、障がいのある生徒の就労先・実習先の開拓、実習時の巡回指導、卒業

後のアフターフォロー等を行う者。 

（か所） 
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■キャリア教育・就労支援等の充実事業

○豊明高等支援学校（モデル校）における系統的な就労支援について、企業における実習を１

年生から位置付けたことで、生徒の進路選択の幅を早期に広げることができた。 

系統的な就労支援 

対象生徒 内 容 

１年生 企業や区役所・官庁における実習（３日間） 

２年生 企業や事業所における実習（２週間） 

３年生 企業や事業所における就労を前提とした実習（４週間） 

○就労支援コーディネーターを前年度よりも１人増やして２人体制とすることで、実習受入企

業の開拓が進み、実習先の選定に係るデータベースを充実することができた。その結果、生

徒の進路選択の幅を広げることができ、卒業後の一般就労率の向上に寄与した。 

 進路開拓及び実習先の選定に係るデータベース：39社（Ｈ27年度：29社） 

 一般就労率：56％（Ｈ27年度：32％）

課題と今後の方向性

■生徒一人一人の実態に対応した中学校特別支援学級進路探究推進事業の充実 

○特別支援学級に在籍する生徒の障がい等の多様化により、実習に参加できない生徒がいる。

そのため、生徒一人一人の実態に応じた実習先の検討や実習内容の充実を図っていく。 

■中学校特別支援学級と特別支援学校高等部の連携強化 

○中学校特別支援学級に在籍する生徒の多数が特別支援学校高等部に進学することから、一貫

した進路探究学習を充実するなど、進学時の接続をより円滑に行うことが求められる。その

ため、相互の連携強化に向けた検討を行う。 

■更なる就労率向上に向けた関係機関等との連携強化 

○更なる就労率の向上を図るため、福祉や労働等の関係機関との連携強化に向けた体制を検討

する。 

■就労支援の充実に向けた特別支援学校高等部２校の連携 

○みなみの杜高等支援学校の開校により、豊明高等支援学校と合わせ特別支援学校高等部が２

校体制となり、より充実した就労支援が求められる。そのため、２人の就労支援コーディネ

ーターを各校に配置し、連携しながら更なる企業開拓等を推進していく。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○中学校特別支援学級進路探究推進事業の実施

○みなみの杜高等支援学校と豊明高等支援学校における就労支援コーディネーターによる就労

支援の実施

○障がいのある生徒の進路探究学習の在り方に係る検討
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施策1-1-6 「読書」に関する学習活動の推進 

 全校一斉読書の取組や、ボランティア等と連携した学校図書館の効果的な活用等により、「読書」

活動の一層の充実を図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

札幌市では、「札幌らしい特色ある学校教育」の中核をなすテーマの一つとして「生涯にわた

る学びの基盤【読書】」を設定しており、各園・学校では、朝の一斉読書や学校図書館の活用な

ど、それぞれの実態に合わせた創意工夫ある取組を進めている。 

朝の一斉読書は、Ｈ26年度から全小中学校において実施しており、定着している。 

また、Ｈ20年度から、学校図書館ボランティア30や学校図書館アドバイザー31の派遣などを通じ

て、各学校の学校図書館の環境整備及び読書活動推進の取組を支援する「子どもの読書活動サポ

ート事業」を実施している。 

 更に、Ｈ22年度からは、小・中・中等教育学校の

授業で中央図書館の活用に関する実践研究を行う

「図書館モデル公開授業研究実践校事業」のほか、

各園の図書コーナーや学校図書館、地区図書館を活

用した授業等に関して実践研究を行う「園・学校に

おける図書館活用授業研究実践校事業」を進めてい

る。 

また、「さっぽろ家庭読書フォーラム」等におけ

る「中学校・高等学校図書委員会（図書局）特色

ある取組発表会」で、図書委員会（図書局）の生

徒が、読書活動を充実させるための特色ある取組

を発表している。 

取組の成果として、札幌市の「読書が好きな子ど

も」の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）

は、Ｈ28年度は小学生が77.4％、中学生が75.6％と

なっており、小・中学校ともに全国平均より高くな

っている。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■図書館モデル公開授業研究実践校事業 

○研究実践校に指定した小学校３校で、中央図書館を活用した公開授業が行われた。教員と中

央図書館職員との連携により、豊富な蔵書や中央図書館司書の専門性を生かした学習活動が

30 学校図書館ボランティア 

中学校及び学校図書館の地域開放を行っていない小学校に、貸出業務や館内装飾の補助をするために派遣されるボランティア。
31 学校図書館アドバイザー 

図書館運営に造詣の深い元教職員や学識経験者で、学校図書館を訪問し、実際の様子を見ながら、教職員に対して学校図書館運営

に関する助言を行う。 

（％） 
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展開された。また、学校での事前・事後の学習の在り方を工夫することで、子どもの読書に

対する関心が高まることが明らかになった。

○研究成果は、教育委員会ホームページに掲載し、各学校への普及啓発を図った。

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shido/rashisa_dokusyo_280215.html 

■園・学校における図書館活用授業研究実践校事業 

○研究実践校に指定した幼稚園１園、小学校３校、中学校１校、高等学校１校で、図書コーナ

ーや学校図書館を活用した公開授業が行われた。子どもの興味関心を生かした調べ学習や、

図書館資料の活用の仕方に係る指導などにより、学びの場としての学校図書館等の意義を実

感させ、子どもの読書に対する関心を高めることができることが共有できた。 

○研究成果は、上記ホームページに掲載し、各園・学校への普及・啓発を図った。 

■中学校・高等学校図書委員会（図書局）による特色ある取組発表会

○中学校２校、高等学校１校が参加し、プレゼンテーションソフトを活用しながら、読書活動

の推進に係る取組について市民に発表を行った。各学校からは、司書教諭32や学校図書館司

書33の支援を受けながら、図書局員が自主的に活動をし、館内展示や読書週間などのイベン

トを行ったことなどが報告された。併せて、同年代に薦めたい本の紹介も行われた。他校の

取組について知ることや市民に対する取組成果の発表を通じて、今後の活動に対する図書局

員の意欲が更に高まった。 

○各校の発表の様子や発表で使用したデータを、上記ホームページに掲載し、各校への普及・

啓発を図った。

課題と今後の方向性

■読書活動に関する異校種間連携の在り方の検討

○これまでの研究成果について、同じ校種間における共通認識は深まってきているが、次の段

階として、発達の段階を踏まえた連続性のある取組の充実を図っていく必要がある。そのた

め、幼と小、小と中、中と高の連携の在り方について検討する。 

■研究実践校の固定化の解消 

 ○「図書館モデル公開授業研究実践校事業」及び「園・学校における図書館活用授業研究実践

校事業」における研究実践校の指定は、当該学校からの応募によるものであるが、一部、固

定化が見られる。その解消のため、それぞれの事業について、各園・学校への普及・啓発に

努める。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○園・学校における図書館活用授業研究実践校事業の実施 

○中学校・高等学校図書委員会（図書局）による特色ある取組発表会の実施

32 司書教諭 

「学校図書館司書教諭講習規程」による科目を履修した教員で、主に学校図書館の管理・運営や子どもの読書に関する指導を行う。
33 学校図書館司書 

札幌市においては、学校図書館法第６条に規定される「学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学

校図書館の活用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員」を指す。
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施策1-1-6 情報教育の充実 

 日常的に様々なメディアやＩＣＴ（情報通信技術）を活用した学習機会の充実を図り、子どもが

情報モラルを含めた情報活用能力を身に付けられるような取組を行います。

これまでの動向（背景、現状など）

現行の学習指導要領において、情報教育及び教科指導におけるＩＣＴの活用の充実が求められ

ており、札幌市では、Ｈ21年度から教科指導等におけるＩＣＴ（実物投影機、ＰＣ、デジタルコ

ンテンツ等）の有効活用を通して教育効果を高める実践的な研究を進め、成果を普及啓発するこ

とで、各学校における情報教育を推進してきた。 

また、Ｈ21年度に、大画面デジタルテレビや教員１人に１台の校務用ＰＣ、電子黒板、実物投

影機、教育用ノートＰＣを整備したほか、Ｈ22年度には、実物投影機を活用するための研修会を

全ての区で実施した。 

一方、各学校において、教育用デジタルコンテンツを学習内容に応じて活用できるよう「札幌

市立学校ネットワーク34」を計画的に整備している。Ｈ19年度には問題データベースの導入によ

り、学習内容に応じた様々なプリントが活用できるようになったほか、Ｈ20年度には情報モラル

教育を推進するためのデジタルコンテンツ「事例で学ぶＮｅｔモラル」を導入するとともに、各

学校において継続的な指導ができるよう年間指導計画例を提示した。 

更に、Ｈ22、23年度には小学校外国語活動と小学校算数に対応したフラッシュ型教材35を整備

し、基礎的・基本的な知識の習得に活用できるようにした。 

Ｈ23年度にはＩＣＴを活用した授業の工夫改善を促すためのパンフレット「子どもの学ぶ力を

伸ばす日常的なＩＣＴ活用例」を作成し、市立学校の全教職員へ配布した。同パンフレットは、

毎年、初任段階における研修において、新採用教職員に配布している。 

このほか、毎年度の初めに「情報教育担当者等連絡会議」を開催し、札幌市の情報教育の充実

を図るための重点的な取組などについて説明するとともに、札幌市研究開発事業における成果を

実践研究校から発表し、普及・啓発を図っている。 

Ｈ28年度の取組結果・成果

■情報教育担当者等連絡会議 

○６月に、小中学校、高等学校及び中等教育学校の情報教育等を担当する全ての教員を集め、

札幌市における情報教育や教育の情報化について、重点を置いて取り組むべき教育内容等や

教員研修の計画、ＩＣＴ機器の管理・運用等について説明したほか、実践研究校の発表を通

じて、その成果の普及・啓発を図った。 

34 札幌市立学校ネットワーク 

全市立学校ホームページのリンクを区ごとにまとめて掲載しているホームページ。ホームページ内の市立学校専用サイト（市立学

校からのみアクセス可能）には、授業等で活用できるデジタルコンテンツのほか、タブレット端末の活用事例などを掲載している。
35 フラッシュ型教材 

文字、イラスト、音などを活用し、学習内容や課題などを瞬時に提示することができるデジタル教材。
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■実践研究

○情報モラルを含めた情報活用能力の育成及び教科指導等におけるＩＣＴ活用の充実などに

係る実践研究を以下のとおり行った。 

情報モラルを含めた情報活用能力の育成 

・屯田小学校…デジタルコンテンツを活用して、児童の情報モラルの重要性に関する理解

を深めたり、タブレット端末を活用して、児童の入力スキルを高めたりす

る研究を行った。 

・篠路小学校…「事例で学ぶＮｅｔモラル」を活用して、情報モラルの日常的な指導につ

いての研究を行った。 

教科指導等におけるＩＣＴ活用の充実 

・平岡緑中学校…「分かる・できる・楽しい授業」づくりの充実の観点から、教科指導等

におけるＩＣＴの効果的な活用を目指した研究を行った。 

・北野平小学校…タブレット端末を活用し、

児童が自分の考えを発信

しながら他者との関わり

を深め、学ぶ楽しさを実

感することを目指した研

究を行った。 

■実践研究校における公開授業

○11月に、北野平小学校における研究成果の発

表の場として公開授業を開催し、日常的な授

業におけるＩＣＴの効果的な活用方法につい

て共有することができた。

課題と今後の方向性

■情報モラル教育の更なる推進 

○インターネット等の普及により児童生徒を取り巻く情報が複雑化・多様化しており、それら

を適切に活用することが一層求められている。そのため、デジタルコンテンツ等を活用した

系統的な指導を充実し、児童生徒自らが適切に判断し行動できるよう、情報モラル教育の更

なる推進を図る。 

■教員による教科指導等におけるＩＣＴの効果的な活用の一層の推進 

○情報教育の充実のためには、ＩＣＴ機器等の整備の推進はもちろん、教員が教科指導等にお

いて、ＩＣＴを効果的に活用することが一層求められる。そのため、実践研究校の研究成果

等、ＩＣＴを活用した指導力向上に資する情報を各学校に対し広く発信していく。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○情報教育担当者等連絡会議の開催 

○実践研究校における研究成果の発信

自分の考えを他の児童と共有している様子 
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施策2-3-3 学校図書館の「学習・情報センター」機能の充実 

 学校図書館に関する専門的な知識・経験を有する職員が、教職員や学校図書館に関わるボランテ

ィア等と連携し、専門的・技術的な運営業務、貸出等の実務や教育活動への参画を通して、学校図

書館の「学習・情報センター」としての機能強化を図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

学校教育において、学校図書館は、読書活動を促進する機能のみならず、児童生徒の自発的・

主体的な学習活動を支援する「学習センター」としての機能や、情報の収集・選択・活用能力を

育成する「情報センター」としての機能を有しており、これらは、読書を通した豊かな心の育成

と「学ぶ力」の育成の基盤となる重要な役割を果たしている。

学校図書館の「学習・情報センター」としての機能を一層高めるため、札幌市では、Ｈ25年度

から２年間、学校図書館運営に関して専門的な知識及び経験を有する学校図書館司書（45ページ

脚注参照）を中学校１校に試験的に配置した。 

学校図書館司書は、司書教諭（45ページ脚注参照）や学校図書館ボランティア（44ページ脚注参照）、

教職員等と連携しながら、多様な読書活動の企画・実施や授業で学校図書館を活用しやすい環境

の整備などに取り組み、その結果、図書の貸出冊数や学校図書館を活用した教科等の授業の実施

回数の増加などの成果があった。 

学校図書館の「学習・情報センター」としての機能が充実したことを受けて、Ｈ27年度から、

中学校全校への段階的配置を進めている。 

 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

学校図書館司書配置校数 １校 10校 30校 

Ｈ28年度の取組結果・成果

■学校図書館司書の配置拡大 

○学校図書館司書を新たに中学校20校に配置し、計30校に拡充した。配置校においては、学校

図書館司書が司書教諭等と連携し、テーマ展示を行うなど、読書意欲を喚起するよう学校図

書館の環境整備を行った。また、「寄託図書36」や「ブックさぁくる37」などを活用して図書

資料を揃え、授業を支援するとともに、学校図書館の授業での活用を支援し、「学習・情報

センター」としての機能を強化した。 

 配置校数・人数：30校・16人 

■「学校図書館司書スタートブック」の作成・活用促進 

○学校図書館司書の役割や具体的な活動などについてまとめた手引「学校図書館司書スタート

ブック」を作成した。スタートブックは、学校図書館司書が円滑に活動を行えるようにする

とともに、教職員が学校教育における学校図書館の意義や学校図書館司書についての理解を

36 寄託図書 

調べ学習や集団読書などの場面で、児童生徒が同じ図書を手にして学ぶことができるよう、一定単位（18冊・40冊）で揃えてい

る図書。市内 38校にある寄託図書館に蔵書されている。
37 ブックさぁくる 

 児童生徒や教員が、図書館の蔵書を小中学校に設置されたパソコンから予約し、学校への配送（火・木曜日）によって借りること

ができる事業。
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深め、学校図書館を効果的に活用できるようにすることもねらいとしており、学校図書館司

書配置校等へ配布することで、学校図書館の効果的な活用を促した。 

■学校図書館司書の資質・能力の向上 

○学校図書館司書を対象に、図書館運営に造詣の深い人材を講師として、計４回の研修を行い、

資質・能力の向上を図った。 

 受講者の声

・館内の環境整備に関する留意点や教職員との連携の仕方など、実務的な話が聞けて、参

考になった。 

・発達段階に応じた選書の仕方等、専門的な話が聞けて、とても参考になった。

課題と今後の方向性

■学校図書館司書の更なる資質・能力の向上 

○学校図書館の「学習・情報センター」機能の充実のためには、学校図書館司書の資質・能力

の向上が不可欠である。そのため、「学校図書館司書スタートブック」の活用を一層促進す

るとともに、学校図書館司書を対象とした研修について、より専門性を高める内容にするな

ど充実を図っていく。 

■学校図書館の効果的な活用の推進

○授業における学校図書館の効果的な活用を推進するためには、各教職員が学校図書館運営等

に関して理解を深めるとともに、学校図書館司書と教職員が連携することが必要である。そ

のため、「学校図書館司書スタートブック」の一層の活用促進を図る。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○学校図書館司書配置校の拡充（30校→60校）

○学校図書館司書に対する研修内容の充実

○「学校図書館司書スタートブック」の活用の一層の促進
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破損本の修理講習 

施策2-3-3 学校図書館の地域開放の推進 

 読書を通じて子どもと地域の読書活動の推進及び相互交流を図るため、地域に学校図書館を開放

します。また、学校図書館運営のボランティア参加や、地域住民の利用促進を一層図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

学校図書館を地域に開放する取組は、子ども及び地域住民の読書活動を盛んにすること、読書

を通じて子どもと大人、大人同士の交流の場を広げること、地域社会の教育力向上に役立てるこ

とをねらいとしてＳ53年から実施している。運営は、各校ＰＴＡを中心とした運営委員会が担っ

ており、原則週３回、午後１時から４時まで開放することとしている。 

年々、開放校が増加し、Ｈ28年度末時点で115校が取り組んでいる。 

活動を支えるボランティアは約4,500人を数え、図書の貸出・返却・整理や購入図書の選定、

レファレンス38サービスなどの基本的実務に加え、図書室の装飾、絵本の読み聞かせや大型紙芝

居の上演等の子ども向け行事、講演会や読書会等の大人向け行事、ＰＴＡや町内会への広報活動

などが行われている。また、地域の文化祭への参加、地区センター・児童会館・他校での読み聞

かせ、地域の福祉施設との交流など、地域と連携した活動も行われている。 

Ｈ28年度の取組結果・成果

■開放図書館の新規開設 

○新たに４校で学校図書館を地域に開放した。 

開放校数：115校（小学校：114校、中学校：１校） 

（参考）市立小学校数：201校、中学校数：97校 

■開放事業の実施 

○115校で開放事業を実施した。 

 利用者数：延べ631,063人 

 貸出冊数：延べ1,093,526冊

行事実施回数：4,790回実施 

■ボランティアのスキルアップ

○ボランティアの活動に資する研修会を開催した。 

 学校図書館管理用ソフトウェアの操作方法に関す

る研修会：10回 

 中央図書館の協力による破損本の修理に関する研

修会：４回 

■地域住民の利用促進に向けた取組の実施 

○地域住民の利用促進を図るため、開放校２校（発寒小学校、美香保小学校）で、開館日・時

間や一般蔵書数の拡大に加え、地域住民を対象とした生涯学習に係る講座や児童生徒が地域

住民と関わりを持つことのできる行事等を開催する取組をモデル的に行った。 

38 レファレンス 

図書館が利用者へのサービスとして行う、情報提供や参考図書の紹介などの業務。 

ボランティアによる読み聞かせ 
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 主な行事

・近隣幼稚園の園長による読書に関する講演会 

・絵本専門店の店長が絵本や読み聞かせの良さ・楽しさを伝える講演会 

・アナウンサーによる読み聞かせ会（未就学児も参加） 

・中学校美術部の生徒による大型紙芝居の上演 

・ＰＴＡ行事と合わせた図書館クイズ大会 

○発寒小学校及び美香保小学校における取組を検証した結果、以下の成果があった。 

 年間を通しての開館日数・時間が拡大したことなどから、児童の利用が増加した。

 学校の地域公開やＰＴＡ行事に合せて学校図書館を開放したところ、地域住民の利用促進

に効果が見られた。  

 子どもと本の関わりをテーマとした講演会などの大人向け行事には、多くの地域住民が参

加した。 

課題と今後の方向性

■開放校の更なる増加

○子ども及び地域住民の読書活動や、子どもと大人の交流などを更に推進するため、未開放校

に対して本事業の魅力をＰＲすることなどにより、新規開放を呼びかけ、開放校を増やして

いく。 

■地域住民の利用促進

○多世代交流の場としての機能をより発揮するため、地域住民の利用促進を図るためのモデル

的な取組を通じて、効果が見られた取組を他の開放校へも広げていく。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○新規開設２校を加えた117校における開放事業の実施 

○ボランティアの活動に資する研修会の開催 

○地域住民の利用促進を図るためのモデル的な取組を２校で継続実施 

○地域住民の利用促進に向け、ＰＴＡや町内会への広報の強化や、開放校に対するＰＴＡ行事と

連携した学校図書館の開放や行事実施を呼びかけ 

○まちづくりセンターなどと複合化した学校施設等における、幅広い世代の地域住民が参画する

取組の推進 

美香保小学校：読書に関する講演会 発寒小学校：アナウンサーによる読み聞かせ会 
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座談会形式の研修 

施策2-3-3 図書館と学校図書館の連携 

 学校や地域における読書活動を支援するため、図書館が司書教諭や学校開放図書館ボランティア
39等と協力し、レファレンス研修や本の修理講座を実施するなど、学校図書館の活性化に向けた事

業の展開を図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

これまで学校図書館に携わる方々に向け、専門的な講座・研修を実施し、学校図書館の活性化

に取り組んできた。

Ｈ27年度からは、中学校への学校図書館司書（45ページ脚注参照）の段階的配置が始まったこと

に伴い、学校図書館司書や学校図書館ボランティア（44ページ脚注参照）を対象とした研修を実施

している。

この他、図書館の施設見学や職場体験の受入れなど、学校教育との連携を進めている。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■各種講座・研修への協力・支援

○学校図書館司書を対象とした、本の修理講習及びティーンズ向けの選書等に関する座談会形

式の研修において、より専門的な知識・技能を身に付けることができるよう、要請に応じて

図書館職員が講師を務めた。特に、後者については、学校図書館司書が図書館職員等と交流

できる貴重な場となり、満足度と実効性が高い研修となった。 

 ティーンズ向けの選書等に関する座談会形式

の研修後の学校図書館司書からの声 

・他校の司書とも交流でき他校や中央図書館の

状況を幅広く聞けてよかった。 

・いつも一人で悩むことが多いが、参考になっ

た。 

○図書館主催の図書館職員向け研修（ＰＯＰ40作成

研修）について、学校図書館司書にも案内するこ

とで、研修機会の増加につなげた。 

 学校図書館司書の受講人数：８人（学校図書館司書配置人数：16人） 

○開放図書館ボランティアや学校図書館ボランティアを対象とした講習及び研修へ、図書館職

員を講師として派遣することで、各ボランティアの専門性の向上に寄与した。 

 開放図書館ボランティア対象：本の修理講習等（６回） 

 学校図書館ボランティア対象：図書館装飾・ＰＯＰ作成研修（２回） 

39 学校開放図書館ボランティア 

学校開放図書館において、図書の貸出しや選定のほか、学校図書館の装飾など日常業務を担うボランティア。 
40 ＰＯＰ 

商店などで用いられる販売促進のための広告媒体「ＰＯＰ広告」の略。ここでは、本を読みたい気持ちにさせる文章やイラストを

盛り込んだカードなどを指す。 
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■日常的な相談窓口の周知 

○学校図書館に関わる職員等の日常業務を支援するため、メール及び電話による相談窓口の連

絡先を「学校図書館司書スタートブック」に掲載した。

■学校教育との連携 

○各図書施設において、施設見学・職場体験などを受け入れ、児童生徒が図書館の利用方法や

業務内容について学習する機会とした。 

 内容：図書館マナー・図書分類等のガイダンス、カウンター業務等の職業体験、施設見学

中央図書館受入数：23校（小学校：10校、中学校：４校、中等教育学校：１校、 

 中央図書館受入数：20校（高等学校：６校、特別支援学校等：２校） 

えほん図書館・地区図書館受入数：61校

課題と今後の方向性

■学校図書館司書と図書館職員の交流促進 

○学校図書館は公共図書館とは異なり、教科指導と連動した図書館作りが求められるが、学校

図書館司書は配置開始後間もないほか、段階的な配置であるため、実践の蓄積が浅い状況に

ある。その中、Ｈ28年度に実施した座談会形式の研修は、図書館職員と学校図書館司書の交

流の場として有効であることが分かったため、こうした研修による交流を通じた支援を重点

的に進める。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○学校図書館に携わる学校図書館司書やボランティアを対象とした研修等に関する支援 

○各図書施設における施設見学・職場体験などの受入れの継続 

○中央図書館を会場として実施している研修等の開催時期や会場の変更など、中央図書館改修工

事の期間中（Ｈ29年８月～Ｈ30年３月）も学校図書館との連携を継続するための調整
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施策2-3-3 読書チャレンジ・図書資源ネットワークの充実 

 児童生徒の読書環境の充実を図るため、学校から図書館の図書を図書予約システム（ブックさぁ

くる）を使って申し込み、希望図書を学校に貸し出します。また、寄贈図書を再活用ネットワーク

により学校図書館に配本します。

これまでの動向（背景、現状など）

 児童生徒の読書環境の充実を目的に、学校・図書館・企業・市民等が連携して図書資源を有効

活用する仕組みとして、「ブックさぁくる事業」（48ページ脚注参照）と、「さっぽろ本の再活用パ

ートナーシップ事業41」を実施している。 

「ブックさぁくる事業」は、Ｈ23年度に開始して以来、貸出冊数を概ね順調に増やしてきてい

る。Ｈ27年度には、配送１回当たりの予約可能数を20冊から40冊へと拡大するとともに、一部の

小学校のみを対象としていた大型絵本の貸出しを全小中学校に広げたことで利便性が向上し、貸

出冊数が飛躍的に増加した。 

また、「さっぽろ本の再活用パートナーシップ事業」は、学校図書館の蔵書数の増加につなが

り、Ｈ19年度末時点における学校図書館図書標準42達成校の割合が小学校48.3％、中学校4.1％だ

ったところ、Ｈ23年度には、ほぼ全小中学校が図書標準を達成し、大きな成果を挙げた。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■ブックさぁくる事業 

○全小中学校への通知により、各学期における貸出・返却スケジュールを周知するとともに本

事業の活用を促したほか、安定的な運用により、児童生徒の読書環境の充実に寄与した。 

 利用校数：50校 貸出冊数：2,762冊

41 さっぽろ本の再活用パートナーシップ事業 

中央図書館が市民や企業からの寄贈図書を受け入れ、支援団体（（一社）北海道ブックシェアリング）が運営する事業拠点「札幌

市図書再活用ネットワークセンター」を通して、学校や図書を必要とする施設に無償で提供する事業。
42 学校図書館図書標準 

公立の義務教育諸学校において、学校図書館の図書の整備を図る際の目標として、学級数などに応じて設定した蔵書冊数の基準の

こと。
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■さっぽろ本の再活用パートナーシップ事業

○図書館が受け入れた寄贈図書を、再活用ネットワークセンターに提供した。 

 提供冊数：5,331冊

課題と今後の方向性

■児童生徒の読書環境の整備 

○児童生徒の読書活動の充実を図ることを目的とした事業が複数あるが、各事業別の運用に終

始している。そのため、関連事業の一体的な運用等について検討する。 

【さっぽろ本の再活用パートナーシップ事業】 

○更なる利用促進及び効率的な運用に向けて、（一社）北海道ブックシェアリングとの協力体

制の在り方を検討する。 

○学校図書館図書標準がほぼ達成された中で、学校図書館の蔵書を更に充実させるための本事

業の在り方について検討する。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○ブックさぁくるの安定的運用の継続

○再活用ネットワークへの寄贈図書の安定的な提供

○中央図書館改修工事期間（Ｈ29年８月～Ｈ30年３月）の対応についての利用者への周知等

○児童生徒の読書活動を取り巻く関連事業との一体的な運用について検討
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 (2) 学びの場の連携の推進

施策１－６－１ 異校種体験・異年齢間交流の充実 

 子どもが異なる校種を体験する機会や、異なる年齢間で交流する機会を充実させること
によって、子どもの進学先への不安を和らげ、将来を見通した学習への興味・関心や学ぶ
意欲を高めていきます。また、例えば小学生と中学生が交流する場合、中学校生活につい
て知ることができるという小学生にとっての利点だけでなく、中学生にとっても、小学生
の役に立っているという思いを抱き、自己肯定感等の高揚につながるなどの効果が期待さ
れることから、異年齢集団の体験等を通じて自己肯定感や規範意識の向上につなげていき
ます。 

■ 小中学校・市立高等学校体験の推進≪教育課程担当課≫ .................................................... 57 

■ 学社融合の推進≪生涯学習推進課≫ ............................................................................................ 59

※【高大連携の推進】は、施策１－１－５【市立高等学校における進路探究学習】に含む。

施策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 

教職員が、異校種への理解を深めることができるよう、教科や領域等の指導方法や指導
内容、子どもの学習状況等に関する異校種の教職員による情報交換会や合同研修会の機会
を充実させるとともに、子どもの育ちや学びの共有や校種間の接続を意識したカリキュラ
ム開発などを通し、校種間の連携による連続性のある教育活動の充実を図ります。 

■ 幼保小連携の推進≪幼児教育センター担当課≫ ....................................................................... 61 

■ 幼小連携モデル研究開発≪幼児教育センター担当課≫ .......................................................... 64 

■ 小中連携モデル研究開発≪教育課程担当課≫ .......................................................................... 66 

※【中高連携モデルに関する実践研究の推進】は、施策１－１－１【市立札幌開成中等教育学校に

おける課題探究的な学習モデル研究の推進】に含む。
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133
136

139
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130
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140

145

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

幼児と小学生が直接交流する取組を

実施している小学校数

施策1-6-1 小中学校・市立高等学校体験の推進 

 園児・児童がスムーズに就学・進学を迎えられるよう、園児・児童が小学校や中学校の授業や活

動を体験する機会や、園児・児童・生徒が交流する機会を充実させます。 

 また、中学３年生対象に実施している市立高等学校合同説明会等の内容を充実させるほか、新た

に中学２年生を対象とした高校生活を体験する機会を設けたり、中高の生徒会の交流を行ったりす

るなど、中学生が市立高等学校を体験する機会を充実させます。 

これまでの動向（背景、現状など）

子どもがスムーズに就学・進学後の学校生活に移行できるように、各学校が地域の実情に応じ

て、実際に就学・進学先での授業や行事などを体験できる機会のほか、子ども同士が交流できる

機会を充実させる取組を行っている。

 これらの取組において、異年齢・異校種間の交流が充実し、子どもの学ぶ意欲の向上や、自己

肯定感、規範意識の高まりなどにもつながっている。

 また、子どもだけではなく保護者も参加できる機会を設けることで、保護者の不安軽減にも寄

与している。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■小学校体験の推進

○各小学校において、幼児及びその保護者を対象とし

て、小学校の施設を見学したり授業や学習発表会など

の行事を体験したりできる取組を行い、就学後の学校

生活のイメージづくりや不安軽減に寄与することが

できた。 

 園児の小学校施設見学等実施校：173校（86.6％） 

園児の小学校授業参観等実施校：141校（70.6％） 

○各小学校において、幼児と小学生が直接交流する取組を行い、小学生は幼児のお世話をする

活動を通して、自分が役に立っているという自己肯定感を高めることができた。 

 実施校数： 139校（69.2％） 

取組例 

・歌など音楽による交流 

・小学５年生と幼稚園児の遊びの交流 

・もちつき会（幼稚園・保育園児参加） 

（校） 

小学生と幼児の遊びの交流 
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Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

中学校主催で小学生の

授業参観等を実施している中学校数
（校） 

■中学校体験の推進

○小学生が中学校を体験できる機会として、特

に中学校から始まる英語の授業や部活動、行

事等を体験できる取組を実施することで、入

学後のイメージづくりに寄与することができ

た。 

中学校主催で小学生の授業参観等を実施し

ている中学校数：84校（85.7％） 

小学生の施設見学等実施校：88校（89.8％） 

○各中学校において、児童と生徒が直接交流 

する取組を行った。 

 実施校数：61校（62.2％） 

 取組例

・中学校区における児童生徒の音楽交流会 

・中学生が主体となった入学説明会 

■市立高等学校体験の推進 

○中学生及びその保護者を対象とした市立高等学校合同説明会において、各校の教育内容や特

色等について説明した。参加者からは、「次の段階の校種について知ることで、イメージを

膨らませることができた。」という声が聞かれた。 

 参加生徒数・保護者数：3,583人・2,571人 

○高校生が小中学校及び地域との交流活動を通して、自己肯定感や規範意識の高まりを生むこ

とができた。 

 取組例

・中学生の高校見学、中学校における高校生の職場体験の実施 

・小中高合同地域清掃活動の取組

課題と今後の方向性

■小中学校体験の更なる推進 

○小中学校体験の取組を行う学校は増加傾向にあるが、今後、更に実施校を広げるほか、より

効果的な取組とするため工夫・改善を図っていく。 

■市立高等学校体験の更なる充実

○市立高等学校では、中学生対象の合同学校説明会等で、模擬授業の体験、学校施設や部活動

の見学などのプログラムを更に充実させていく。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○小中学校・市立高等学校体験の取組の実施
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施策1-6-1 学社融合の推進 

 高校生と大人の学び合いにより世代間交流・異年齢学習を推進するため、市立札幌大通高等学校

と連携して実施する学社融合43講座（さっぽろ市民カレッジ44）の拡充を図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

さっぽろ市民カレッジの一環として、市立札幌大通高等学校を会場とした「学社融合講座」を

Ｈ21年度に開設した。大通高校の生徒（以下「大通高生」という。）に対する学校教育と大人の

生涯学習活動への支援を兼ねるほか、世代間交流・異年齢学習を推進するもの。

大通高生にとっては、幅広い人間性や価値観の習得につながることや、大人たちの継続的に学

ぶ姿勢を垣間見ることにより、高校卒業後の生涯学習活動参加へのきっかけづくりの場となるこ

とが期待される。

一方で、大人にとっては、都心部での市民カレッジの受講が可能となるだけでなく、日頃接す

る機会の少ない高校生との学び合いの場となることが期待される。

Ｈ28年度の取組結果・成果

■学社融合講座の実施 

○市民活動系の「ミツバチがつくるサッポロ（春）（夏）」、産業・ビジネス系の「社会人の常

識としての法律知識」、文化・教養系の「なるほど漢字塾」など、ワークショップ形式を積

極的に取り入れた講座を実施した。 

 受講者数：623人（大通高生：310人、大人：313人） 

講座実施数：29講座 

（市民活動系：９講座、産業・ビジネス系：８講座、文化・教養系：12講座） 

 受講者の声

・積極的に意見や質問を述べる大人の姿勢はぜひ見習うべきだと痛感した。（大通高生） 

・年齢を重ねると一般常識や固定観念に左右されることが多くなり、新しい感性や流行に

疎くなる。そのため、一緒に考えたり活動する機会の少ない高校生の皆さんから様々な

意見を出してもらえたことにとても感謝している。（大人） 

・大人と子どもで捉え方が異なる物事について議論できる講座があれば、見識も深まり、

議論する力も身に付くと思うので受講してみたい。（大通高生） 

・受講を通して若い世代の現在を感じることができた。教えたり、伝えたり、貴重な経験

になった（大人）。 

・自分とは違う視点を持ち、長い人生の中で色々な経験をしている大人から、自分が体験

することのできない話を聞くことができた（大通高生）。 

43 学社融合 

学校教育と社会教育がそれぞれの役割分担を前提とした上で、そこから一歩進んで、学習の場や活動など両者の要素を部分的に重

ね合わせながら、一体となって子どもたちの教育に取り組んでいこうという考え方。
44 さっぽろ市民カレッジ 

まちづくりや産業の担い手の育成を進めるため、ボランティアや市民活動、まちづくり等を促進する「市民活動系」と、職業能力

の向上や産業の育成・活性化を促進する「産業・ビジネス系」を柱に、「文化・教養系」を加えた学習プログラムを継続的かつ体

系的に市民に提供する講座。
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■学社融合講座修了者による学習成果の発表

○大通高生の学習成果の発表の場として３月に大通高校で行われたプレゼンテーション大会

に、学社融合講座の修了者が参加し、作品展示や演奏など、それぞれの学びの成果を発表し

た。 

 発表内容の例

・点字付き絵本の展示（学社融合講座名：点字入門） 

・集団での和太鼓演奏（学社融合講座名：和太鼓入門）

課題と今後の方向性

■高校卒業後の生涯学習活動参加へのきっかけづくりの推進 

○学社融合講座は、大通高生にとっては授業の一環である一方で、大人にとっては「ビジネス

に役立てたい」「教養を広げたい」など様々な動機で意欲的に参加する生涯学習の場となっ

ていることから、両者の学びに対する姿勢や考え方には様々な違いが見られている。そのた

め、講座を通して、意欲的に学ぼうとする大人の姿勢を大通高生が肌で感じ、学び続けるこ

との大切さに気付くことができるよう、講座内外での大通高生への動機付けを推進するとと

もに、講座内容についてもより充実させていく。 

■世代間の相互理解の促進 

○受講する大人は、必ずしも世代間交流を目的として学社融合講座を受講してはいないが、大

人が多様な経験や技能を生かして高校生の学習に関わることは、高校生にとって様々な価値

観に触れることができる機会であるだけでなく、大人にとっても、高校生の柔軟な発想力に

触れることができる機会となる。そのため、講座内では、グループワークやディスカッショ

ンなどを積極的に取り入れることにより、世代間の相互理解を促進していく。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○学社融合講座の実施（32講座を予定） 

○大通高校のプレゼンテーション大会で学社融合講座の学習成果を発表
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施策1-6-2 幼保小連携の推進 

 幼児期と児童期の教育を円滑に接続するため、各区の園長・校長及び連携担当者が一同に会する

幼保小連携推進協議会を設け、職員交流や研究交流・情報交流などを行います。

これまでの動向（背景、現状など）

Ｈ21年度から、幼稚園及び保育所から就学する際に、保護者の了承を得た上で、配慮が必要な

幼児に関する引継ぎを口頭で行う「幼保小連絡会」を実施していた。 

Ｈ25年度には、この連絡会を基に、子どもの発達や学びの連続性を保障するために、幼児期の

教育と児童期の教育を円滑に接続することを目的とした、「幼保小連携推進協議会」を全市単位

及び各区単位で設置した。 

札幌市幼保小連携推進協議会は、各団体等の代表者が、全市で取り組む連携推進の在り方に係

る協議や各区の連携状況の情報交換等を、年１回実施するものである。 

また、区幼保小連携推進協議会は、年３回を基本に開催しており、幼保小の連携担当者が一堂

に会し、幼児に関する引継ぎや実践交流・研修等を行っている。 

市内には、私立の幼稚園・認定こども園・保育所が多く、各協議会の趣旨等をしっかりと共有

しながら進めることが重要となっている。 

＜幼保小連携推進協議会イメージ図＞ 

更なる継続的な幼保小の連携のために 

より組織的、機能的、継続的に体制整備を行う 

幼保小連携推進協議会 

各区に協議会を設置し、幼保小の管理者・教職員の定期的な会を実施 

区幼保小連携推進協議会（年３回程度開催） 

１回目 幼保小の管理者・教職員の顔合わせ、 
１回目 交流計画、前年度の引継ぎに関する情報交

流 
２回目 全体研修（講演会等）、実践交流 
３回目 区幼保小連絡会、次年度へ向けて 
３回目 （反省・計画等）  

札幌市幼保小連携推進協議会（年１回開催） 札幌市幼保小連携推進協議会 
～各区のとりまとめと全市の連携推進～ 

10 区で 
連携推進 

連携
促進 

区幼保小連携推進協議会

小学校 

保育所 私立幼稚園 

考えられるメリット・効果

研究実践園 

子どもの 
交流活動の充実 

子どもの 
入学前後の情報交換 

幼保小の一貫性 
のある教育活動 

教職員の相互理解 

各区研究実践園を中心に 
幼保小の連携を推進 

運営 
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区幼保小連携推進協議会 

における研修の様子 

区幼保小連携推進協議会における 

区幼保小連絡会の様子 

Ｈ28年度の取組結果・成果

■札幌市幼保小連携推進協議会 

○幼保小連携推進モデル事業の取組や各区の連携状況について情報交換を行い、共通理解を図

るとともに、今後の幼保小連携の方向性について、確認することができた。 

 参加団体等：札幌市私立幼稚園連合会、札幌市私立保育園連盟、日本保育協会札幌支部、

札幌市立小学校長会、札幌市立幼稚園・こども園長会、子ども未来局、教育

委員会 

■区幼保小連携推進協議会 

○１回目：各区において、実践交流や研修を行った。 

参加者した教職員の声（アンケートから） 

・これまで回数を重ね、お互いに顔を覚えて、慣れて

話し合うことができるようになった。（幼稚園教諭） 

・小学校から学校生活の具体的な話を聞けて、今後の

保育に生かしていける。（保育士） 

・１年生の担任と前年度年長組の担任だった教職員

が参加することで、子どもたちの成長が見られ、

前年度引き継いだことの確認ができた。（幼稚園教諭） 

○２回目：区の実情やニーズに応じて「特別支援教育」や小学校の「スタートカリキュラム45」

などをテーマとした全体研修を実施した。 

参加者した教職員の声（アンケートから） 

・それぞれの立場から同じテーマについて研修することができて良かった。（幼稚園教諭）

・目標のもち方等について、校種による違いが分かって良かった。（小学校教諭） 

○３回目：保護者の了承を得た上で、配慮が必要な幼児の状況等を、幼保側の担当者から小学

校側の担当者へ口頭で引き継ぐ「区幼保小連絡会」を実施した。 

 引継人数：全市合計1,618人 

平成26年度 平成27年度 平成28年度

引継人数 1,360人 1,463人 1,618人

 参加者した教職員の声（アンケートから） 

・小学校の教諭と直接会って、様子を伝えることがで

きて良かった。（幼稚園教諭） 

・幼保から直接引継ぎができ、学校生活での配慮等に

ついて話合いをもったり、学級編成に活用したりで

きるので、子どもが入学後安心して活動することが

できる。（小学校教諭） 

・決められた時間内で全ての内容を引き継ぐことが難し

い。（小学校教諭） 

45 スタートカリキュラム 

児童が義務教育の始まりに円滑に適応できるように工夫したカリキュラム（教育課程）のこと。
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幼保小連携推進協議会 参加園・学校数及び参加人数 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

幼稚園 

総数 142園 145園 143園 

参加園数 132園 136園 134園 

参加園の割合 93.0％ 93.8％ 93.7％ 

参加人数（累計） 991人 990人 1,173人 

保育所 

総数 247園 238園 256園 

参加園数 243園 234園 250園 

参加園の割合 98.4％ 98.3％ 97.7％ 

参加人数（累計） 1,112人 1,177人 1,238人 

小学校 

総数 202校 202校 201校 

参加校数 202校 202校 201校 

参加校の割合 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

参加人数（累計） 983人 1,032人 1,131人 

※認定こども園は、幼稚園に含めて記載

課題と今後の方向性

■参加者のニーズに応じた区幼保小連携推進協議会の実施

○参加した教職員に対して行われているアンケートでは、互いの保育や教育の理解に向けた研

修の充実等に関する要望が出ている。取り上げるテーマや研修の方法などを検討し、参加者

のニーズに合った研修を実施することで、区幼保小連携推進協議会の充実につなげていく。

■引継ぎ幼児の増加への対応

○幼保から小学校へ引き継ぐ幼児数が増加傾向にあり、時間の確保が困難な状況にある。その

ため、引き継ぐ項目などを整理するほか、小学校側の担当者を増やすなど、引継ぎの方法の

改善を図ることにより、幼児数の増加に対応できるようにする。

■幼保小連携推進協議会の趣旨や内容等の小学校教諭等への理解啓発

○小学校に対しては、校長会と連携し、幼保小連携推進協議会の趣旨や内容について確認する

機会をもち、また、各校における校内研修の中で、幼保小連携推進協議会の様子や研修内容

を報告、共有するよう働きかける。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○札幌市幼保小連携推進協議会の実施

○各区の状況に応じた区幼保小連携推進協議会の実施

○校内研修等を活用した小学校における幼保小連携推進協議会への理解啓発
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施策1-6-2 幼小連携モデル研究開発 

 子どもが円滑に小学校生活を始められるよう、幼稚園及び小学校における接続期の教育課程の在

り方について実践研究を行い、市内の私立幼稚園・認定こども園及び小学校に普及啓発を図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

札幌市では、Ｈ26・27年度の２年間、札幌市研究開発事業の「幼小連携モデル開発事業」にお

いて、小学校での「スタートカリキュラム」（62ページ脚注参照）の研究開発を行い、各校へ普及

啓発を図った。 

また、Ｈ26年度から「幼保小連携推進モデル事業」を実施し、実践研究校において具体的な幼

保小の連携についての研究を行っている。各年度の研究成果は、「札幌市の幼稚園・保育所・小

学校の連携・接続実践事例集」（以下「実践事例集」という。）に取りまとめ、市内全ての幼稚園・

認定こども園・保育所（以下「幼稚園等」という。）及び小学校に配布している。 

「幼小連携モデル開発事業」はＨ27年度で終了し、Ｈ28年度以降は「幼保小連携推進モデル事

業」において、スタートカリキュラムの活用等も含めた幼保小連携に係る研究に取り組むことと

した。 

事 業 名 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28年度 

幼小連携モデル開発事業 

・スタートカリキュラムの研究開発 
実践研究校・園:３校・１園 

幼保小連携推進モデル事業 

・発達や学びの連続性の在り方等に

ついての実践研究 

実践研究校（連携幼稚園・保育所など） 

〇厚別区１校・２園 

〇手稲区１校・１園 

〇東区１校・２園 

〇西区１校・２園 

〇白石区１校・２園 

〇清田区１校・３園 

Ｈ28年度の取組結果・成果

■実践研究校による取組 

○幼保小連携推進モデル事業の実践研究校として、川

北小学校と清田南小学校の２校が、地域の幼稚園等

との交流や、幼保小連携に関する各園の保護者等の

理解促進など、より充実した連携に取り組んだ。 

＜就学前親子授業参観に係る実践研究＞

○川北小学校では、幼稚園等の幼児とその保護者が小

学１年生の授業及び学校施設を見学できる機会を設

けた。 

 参加者数：約100人（幼児・保護者等） 

 参加した保護者の声（アンケートから）

・小学校の授業が、子どもの刺激になってとても

良かった。 

・公開授業自体がありがたい上に、学校全体を自

由に見学できたことが良かった。 

幼児と保護者への授業公開の様子 

小学校の行事に幼児が参加している様子 
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○成果として、幼児と保護者が学校の普段の様子を見て、学習や生活について知ることが、入

学後の安心につながることが分かった。また、不安がある保護者が小学校の教員に個別に相

談できる機会としても有効であることが分かった。 

＜学校全体での幼保小連携の取組の実施に係る実践研究＞ 

 ○清田南小学校では、連携のねらいを全教職員で共通理解し、学習や学校行事と関連付けた多

様なアイディアを出し合い、学校全体での協働的な取組として推進した。 

○成果として、全教職員による取組や、スタートカリキュラム・年間指導計画への位置付けが、

幼保小連携の継続的な推進に効果的であることが確認できた。 

■研究成果の普及啓発 

 ○実践研究校の研究成果は、他の連携事例と共に「実践事例集」にまとめ、市内全ての幼稚園

等及び小学校に配布し、ホームページに掲載することで幼保小連携について普及啓発を図る

とともに、各幼稚園等及び小学校における取組の充実を促した。 

http://www.sec.sapporo-c.ed.jp/yosen/ 

 ○札幌市幼保小連携推進協議会において、実践研究校２校による事例発表

を行い、成果について普及啓発を図るとともに、取組に関する協議を実

施し、今後に向けた課題を明らかにした。 

 参加者：札幌市私立幼稚園連合会、日本保育協会札幌支部、札幌市私

立保育園連盟、札幌市立幼稚園・こども園長会、札幌市立小学校長会、

子ども未来局の代表者

課題と今後の方向性

■学校体制の整備と年間指導計画・スタートカリキュラム等の内容の充実  

○各幼稚園等と小学校において、幼保小連携に関する取組がより一層充実していくように、連

携の意義やねらいを園・学校全体で共有し、教職員間の共通理解や引継ぎを強化するととも

に年間指導計画に位置付けるなどして、継続的に実践が積み上がるようにする。 

○スタートカリキュラムの作成が各校において進められているが、今後は年間指導計画とカリ

キュラムの関連を図ることや内容の工夫改善に取り組むことなどが必要となる。そこで、区

幼保小連携推進協議会等の機会を活用し、幼稚園等と小学校がお互いの接続期のカリキュラ

ムについて理解を深め、内容の充実が図られるようにする。 

■幼稚園等と小学校の連携内容の充実

○幼稚園等と小学校の連携が進められる中、取組がパターン化・形骸化している状況も見られ

る。そこで、多様な取組が掲載されている「実践事例集」を各幼稚園等及び小学校で活用す

るよう促し、内容の工夫を図りながら連携を推進できるようにする。

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○スタートカリキュラムに関する研究成果に基づいた各校におけるカリキュラムの作成や改善

○実践事例集を活用した各幼稚園等及び小学校における校内研修等の理解啓発の取組

実践事例集 
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施策1-6-2 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、その成果を各小中学校に普及啓発を図ります。

これまでの動向（背景、現状など）

今日、子どもを取り巻く環境が多様化・複雑化している中、子どもが小学校から中学校へ進学

し、新しい環境での学習や生活に不適応を起こす現象への効果的な対応の必要性が増してきてい

る。 

国においては、Ｈ28年４月施行の改正学校教育法によって小中一貫教育が制度化され、９年間

の義務教育を一貫して行う新たな学校の種類である「義務教育学校」が設置できるようになった。

 札幌市においては、Ｈ22年度から札幌市研究開発事業の研究課題の一つとして「小中連携」を

設定し、同じ地域にある小中学校が信頼関係を築きながら、目指す子ども像や地域の課題等を共

有し、教育活動に生かす取組を推進している。 

同事業では、Ｈ28年度までの間に、七

つの中学校区において、児童生徒が直接

交流する「交流」、教員同士が共同で行事

を企画・実施するなどの「連携」、育ちの

連続性を考えながらつながりのある教育

活動を行う「接続」の三つの観点から成

果と課題を検証してきた。 

また、Ｈ27年度末には、小中連携の必

要性・意義や進め方、効果などについて

まとめた「小中連携の手引」を作成し、

全市立学校に配布した。 

Ｈ28年度の取組結果・成果

■小中学校の教員の共同によるチーム・ティーチング46（Ｔ・Ｔ）を取り入れた授業づくり 

○研究推進校（常盤中学校区：常盤中・常盤小）において、合同の研修会を開催し、小学校の

授業を小中学校の教員がＴ・Ｔの形で行う授業づくりを進め、実践した。 

○成果として、小中学校双方の教員が、異校種の学習内容や発達の段階に対する理解を深めた

ほか、中学校の教員が、子どもの興味関心を高めることを重視した小学校の授業づくりの手

法を学ぶことで、それまでの指導方法に加えて新たな指導の視点をもつことができた。 

■効果的な連携体制の構築

○研究推進校（羊丘中学校区：羊丘中・南月寒小・福住小）において、小中連携を円滑に進め

るための校内体制について研究した。 

46 チーム・ティーチング 

複数の教員が役割を分担し、協力・連携して指導に当たる授業方式。

（校） 
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○成果として、小中連携と学校教育目標との関わりなどの大きな枠組みは校長同士で、学校間

の取組日程の決定や年間行事予定の調整などの部分では教頭同士で、具体的な取組の詳細や

児童生徒への指導等については連携担当教員同士で打合せを行うという、三層による連携の

有効性が報告された。 

■中学校区内における「小小連携」の重要性の確認 

○多くの地域では複数の小学校から一つの中学校に進学するが、それぞれの小学校が進学先の

中学校との連携を進めるだけではなく、同じ中学校区にある小学校同士が連携を図ることに

よって、円滑な小中連携に結び付くことが、常盤・羊丘の両中学校区の研究から明らかにな

った。 

■小中学校合同の研修会における様々な人材の活用 

○小中学校合同で行う研修会において、スクールカウンセラー47や相談支援パートナー48などを

交えた意見交換を行うことで、参加した教員が、子どもの発達の違いなどについて客観的に

捉えることができ、大変有効であった。

課題と今後の方向性

■「小中連携の手引」を活用した小中連携の一層の推進

○各中学校区において、小中連携に取り組んでいる学校が年々増加している一方で、取組の固

定化などの課題が見られる。そのため、Ｈ27年度に発行した「小中連携の手引」の一層の啓

発に努めることで、これまでの取組を発展させたり、新しい取組に広げていったりすること

ができるようにする。 

■「小中一貫教育」の視点を意識した取組の充実

○これまでの研究開発事業の成果の普及啓発により、全市に小中連携の取組が広がっている

が、それらが年間を通した取組になっていないなどの課題が明らかになっている。そのため、

小中学校が地域の特性や児童生徒の実態を踏まえ、目指す子ども像の共有を一層図りつつ、

９年間を通じて「知‐学ぶ力」「徳‐豊かな心」「体‐健やかな身体」をバランスよくかつ系

統的に育むため、小中一貫教育の視点で取組の充実を図る。 

【参考】Ｈ29年度の主な取組内容

○札幌市研究開発事業の全ての研究課題において、９年間の子どもの学びと育ちの系統性を意識

した「小中一貫教育」の視点を取り入れた実践研究を推進するとともに、札幌市における小中

一貫教育の基本的な考え方を検討

47 スクールカウンセラー 

子どもの不安や悩みの相談に当たるとともに、保護者・教員などに対し、子どもとの関わりについての助言・支援を行うため、学校

に配置される臨床心理士などの心の専門家。
48 相談支援パートナー 

不登校の子どもや不登校の心配がある子どもに対し、教職員と協力しながら、登校支援や別室での学習支援などを行うボランティア

で、中学校全 97校及び中等教育学校に配置。
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点検・評価に当たって、事業・取組についてより理解を深め、効果や課題を的確に把握する

ことを目的に、前田小学校及び宮の丘中学校において、教育長及び教育委員が授業視察や児童

等との意見交換を行った。 

≪ 前田小学校 ≫ 

 前田小学校では、平成28・29年度「算数にーごープロジェクト事業」の研究推進校として、

１名の非常勤講師を配置し、高学年における算数の少人数指導に関する実践研究を進めてい

る。 

１ 日時 

平成29年６月20日（火）9：20～12：20 

２ 関連する主な事業・取組 

○算数にーごープロジェクト事業（28ページ） 

３ 授業視察 

５・６学年の学級において、算数（少人数指導）の授業

を視察した。 

４ 児童との意見交換 

○６学年の児童38人と視察者が七つのグループに分かれ、それぞれ意見交換を行った。 

○児童からは以下のような発言があった。 

・人数が少ないと緊張しないので、分からないところの質

問や発表がしやすくなった。発表ができるから「頑張ろ

う」と思うようになった。 

・静かだから集中しやすいし、周りと顔を合わせて相談や

話し合いができる。 

・算数は苦手だったけど、好きになった。 

５ 教員・非常勤講師との意見交換 

○授業を担当した教員・非常勤講師と視察者が、グループ編成やＩＣＴ機器活用の方法な

どについて情報共有したほか、少人数指導の効果や教員と非常勤講師の連携の在り方等

について意見交換を行った。 

○教員・非常勤講師からは、「子どもたちに声をかける時間を多く取ることができる」「子

どもたちが理解できていない状況をより丁寧に見取ることができる」といった発言があ

った。 

視察した授業 

＜参考資料＞ 授業視察及び児童・生徒等との意見交換の概要

児童との意見交換 
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≪ 宮の丘中学校 ≫ 

 宮の丘中学校では、平成27年度から配置されている学校図書館司書が、司書教諭をはじめ

とした教職員と連携し、学校図書館の環境整備や、学校図書館を活用した授業の支援などに

取り組んでいる。

１ 日時 

平成29年６月23日（金）9：35～13：40 

２ 関連する主な事業・取組 

○学校図書館の「学習・情報センター」機能の充実（48ペ

ージ） 

○「読書」に関する学習活動の推進（44ページ） 

○図書館と学校図書館の連携（52ページ） 

３ 授業視察 

学校図書館において、司書教諭と学校図書館司書の連携

で行われた１学年の国語の授業（調べ方の学習）を視察した。 

４ 生徒との意見交換 

○１学年の生徒32人と視察者が五つのグループに分かれ、

それぞれ意見交換を行った。 

○生徒からは以下のような発言があった。 

・調べたい事柄の載っている本を自分一人ではなかなか

見つけることができなかったけど、先生方にアドバイ

スしてもらうことで見つけることができた。 

・初めは調べるのが難しいと思ったけれど、授業の中で教えてもらったポイントを踏ま

えたらすぐに情報を探し出すことができた。 

・最初は調べ学習が嫌だったけれど、この授業を受けたことで楽しくなった。 

・普段、授業以外では、学校図書館を月１回以上利用している。学校図書館司書の方は、

挨拶や話がしやすい存在である。 

５ 司書教諭・学校図書館司書との意見交換 

○授業を担当した司書教諭・学校図書館司書と視察者が、授業の組み立て方や生徒の学校

図書館の利用状況等について情報共有したほか、読書と教科等の学習の関連性や学校図

書館司書の配置による今後の展望などについての意見交換を行った。 

○司書教諭・学校図書館司書からは、「朝・昼・夕方に学校図書館を開館できるのは学校図

書館司書のおかげである」「司書教諭と学校図書館司書が連携することで、学校図書館の

活用や読書に関する学習をより効果的に進めることができる」といった発言があった。

視察した授業 

生徒との意見交換 
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３ 学 識 経 験 者 か ら の 意 見

(1) 並川 寛司 氏（北海道教育大学 教授）からの意見

今回の点検・評価報告書は、14の基本施策に設定された全21項目の成果指標の動向か

ら総括し、その上で「自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進」「学びの場の連携の推

進」の二つの個別項目が選定され、成果の検証が行われている。 

選定された個別項目「自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進」に含まれる施策に

は、学校での子どもたちの活動にとって最も大事な授業（学び）と、学びの先にある進

路探究学習に関わる取組が含まれている。これらの取組は、小・中・高等学校で移行期

間にばらつきがあるが平成30年度より実施される新学習指導要領がねらう理念とも関連

する今日的な教育課題への対応である。 

また、「学びの場の連携の推進」は、昨年度、「義務教育学校」の設置が可能となった

ほか、新学習指導要領等において校種間の接続を意識した教育課程の編成の必要性が示

されたことを背景としており、いずれも社会情勢や教育行政の動きを考慮した時宜を得

た選定である。 

それぞれの施策において、多岐にわたる課題の解決に向け計画的で適切かつ多様な取

組が行われており、総体としてその取組にふさわしい成果を挙げている。また、課題と

今後の方向性についても、それぞれ適切に示されている。 

以下、総括及び個別項目の取組に対する点検・評価結果について意見を付す。 

総 括

基本施策に設定されている成果指標の動向をみると、「達成」あるいは「近づいた」項

目が全体の32、「遠ざかった」項目が16となっており、昨年度に比べ「達成」あるいは「近

づいた」項目の割合がやや減少している傾向がみられる。 

しかし、「遠ざかった」項目でも、五つの項目で昨年度と比べ改善が見られることから、

成果として現れてくるにはやや時間を要するものと推察される。このことを考慮すれば、

総体として取組が堅実に成果を挙げているものと評価される。 

昨年度からの経緯と関連して注目されるのは、基本施策２－２「豊かな教育環境づく

り」の成果指標「市立小中学校における特別支援学級の整備率」が昨年度、目標に到達

し、今年度は基本施策１－４「一人一人が学び育つための特別支援教育の推進」の成果

指標「特別な教育的支援を必要とする子どもの個別の教育支援計画を作成している幼稚

園、学校の割合」が昨年度に引き続き増加していることである。このことは、特別な教

育的支援を必要とする子どもたちの学びがより内実のあるものへと改善されたことを示

している。今後は、早い段階で目標値へ到達することが望まれる。 

今年度、個別項目として選定されていない基本施策のうち、成果指標の動向からみて

「遠ざかっている」とされた項目について意見を付す。 

基本施策１－３「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」

の成果指標「札幌には好きな場所やものがあると答えた子どもの割合」が、いずれの学

年においても遠ざかっている（平成27年度も同様）。 

これに対する「主な今後の展開」として「ふるさと札幌の歴史や文化などを学ぶ機会

の充実」が挙げられている。ここに、「自然」についても触れるべきであることを指摘し

たい。

-70-



札幌市は、平成27年３月「（仮称）札幌博物館基本計画」を策定し、自然史系博物館を

創り上げていくことを示し、「札幌の自然と人との関わり」にも目を向けている。「好き

な場所やもの」として、「自然」に関わることにも目を向けていただきたい。 

基本施策２－５「学びのセーフティネットの充実」の成果指標「不登校児童生徒の在

籍率」が増加していることに伴い、未然防止・早期支援の強化について、一層の取組の

充実が必要である。 

自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進

●施策１－１－１「分かる・できる・楽しい授業の推進」 

この施策には、子どもの「学ぶ力」に関する成果と課題を踏まえた総合的な取組であ

る【「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」推進】とこれに関連する事業・取組が含ま

れている。 

「分かる・できる・楽しい授業づくり」に向けて、「札幌市『学ぶ力』の育成推進協議

会」での協議、札幌市研究開発事業における研究推進校での実践的な研究をベースに、

「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」が組まれ、各学校の実態に応じて「『学ぶ力』

育成プログラム」が作成・実行されている。実行していく上での指針として、育成推進

協議会が整理した「『学ぶ力』の育成に向けた５つのポイント」をベースとした、「課題

探究的な学習」による授業改善への取組も始まっている。 

「５つのポイント」の一つには、「難しいことにも挑戦する意欲を伸ばします」とある。

総括における成果指標の動向に見るように、「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦し

ている子どもの割合」が小・中・高等学校共に目標に近づいていることは、施策１－１

－４も含めたこれらの施策が実を結んでいることを示している。 

上に示した「５つのポイント」に基づく「学ぶ力」の充実に向けた「課題探究的な学

習」による授業改善の取組は、新しい学習指導要領の方向性の一つである主体的・対話

的で深い学びの視点からの学習過程の改善という理念とも一致している。 

このことに関わって【算数にーごープロジェクト事業】における少人数指導の充実、

【市立札幌開成中等教育学校における課題探究的な学習モデル研究の推進】に期待する

とともに、前者では市内のいずれの小学校でも同じ指導を受けられる体制の整備、後者

では成果の各市立学校への普及・啓発が今後の課題となる。 

また、「さっぽろっ子『学び』のススメ」（保護者向け配布資料）を通して「５つのポ

イント」を学校と家庭で共通理解を図る試みは、「学校教育を学校内に閉じずに、その目

指すところを家庭や地域社会と共有・連携しながら実現させる」という新学習指導要領

が目指す教育課程の理念とも一致している。これら施策の先見性を評価するとともに、

今後の一層の充実を期待する。 

●施策１－１－４「科学的リテラシーを育む学びの充実」 

施策１－１－４は理科教育に関わる施策である。 

小学校への【観察実験アシスタントの配置】の効果について、アンケートから、理科

室の環境整備が進んだことだけでなく、児童の理科への関心が高まったことがうかがえ

る。 
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また、【問題解決や探究的な学びの充実】を図るための取組として、実践研究会を設置

し、そこでの調査研究の成果として小学校５学年及び中学校３学年の「観察、実験の手

引」の作成・配布が行われている。同様の手引の作成・配布は継続的に行われてきてお

り、今後も継続して取り組まれることを望む。 

一方、学校以外の理科教育の場である【青少年科学館の活用】に向け、プラネタリウ

ムのリニューアル、展示コーナーの再整備による「サイエンスホール」の活用方法の改

善、更には「青少年科学館を活用した理科教育推進の在り方検討調査」に係る有識者会

議からの提案を受けた学校教育との連携についての取組が進展し、施設が有効に活用さ

れることを期待する。 

●施策１－１－５「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」 

この施策と関わる総括での成果指標の項目は「将来の夢や目標をもっている子どもの

割合」であるが、小・中・高等学校いずれでも「遠ざかった」とあることから、関連す

る事業・取組の一層の改善・充実が求められる。この点について、38ページに示されて

いる「『進路探究学習の充実』をテーマとした研究開発事業」から得られた成果の啓発・

普及による成果指標の改善を期待したい。 

一方、【特別支援学級等における進路探究学習の充実】については、モデル校での取組

ではあるが「就労支援コーディネーター」の配置が、インターンシップの実施に大きな

支援となることが報告されている。障がいのある人たちの職業生活における自立へ向け

て、就労支援コーディネーターによる支援の充実が望まれる。 

●施策１－１－６「生涯にわたる学びの基盤を育む学習の充実」、施策２－３－３「学校

図書館の機能強化」 

【「読書」に関する学習活動の推進】として取り組んできた朝の一斉読書の成果が、「読

書が好きな子ども」の割合が小・中学生ともに全国平均よりも高い（特に中学生）こと

に現れている。この事業・取組と共に、中央図書館を活用した授業研究や学校における

図書館活用についての授業研究への事業・取組である【学校図書館の「学習・情報セン

ター」機能の充実】【学校図書館の地域開放の推進】【図書館と学校図書館の連携】【読書

チャレンジ・図書資源ネットワークの充実】を通じ、学校図書館を学校教育あるいは生

涯学習へどう活用していくのか、学校図書館の機能をどう拡充していくのかに対する多

様な試みがなされ、それらが一定の成果を挙げている。今後も、それぞれに示されてい

る課題と今後の方向性に基づいた取組の継続と発展を期待する。 

また、【情報教育の充実】では、情報モラル教育の推進が急がれる。

学びの場の連携の推進

 文部科学省は、平成28年12月、小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引を作

成した。その中で、小中一貫教育の導入の意義を「義務教育９年間を連続した教育課程

として捉え、児童生徒・学校・地域の実情などを踏まえて具体的な取組内容の質を高め

ること」としている。ここで挙げられている四つの事業・取組は、この手引の趣旨に沿

ったものであり、小中のみならず、その前段階も含めて子どもの発達や学びの連続性を

保障するものとして取り組まれていることは大いに評価される点である。 

-72-



関連する事業・取組である【幼小連携モデル研究開発】では、「スタートカリキュラム」

の作成、年間指導計画への位置付けなどが実践研究校（２校）で実施されてきた。この

成果を踏まえ、今後は市立小学校全体に広げていくことが必要である。 

また、【小中連携モデル研究開発】では、小中間の連携だけではなく、同じ中学校区に

ある小学校同士の連携が円滑な小中連携に結び付くことも明らかにされていることは大

事な指摘である。67ページ「【参考】Ｈ29年度の主な取組内容」に示されているように、

「９年間の子どもの学びと育ちの系統性」を意識した「小中一貫教育」の視点での実践

研究、それに基づく「札幌市における小中一貫教育の基本的な考え方」の検討が進むこ

とを大いに期待したい。 

上に述べた教育課程に関わることに加え、子どもたちに直接関わる事業・取組である

【小中学校・市立高等学校体験の推進】についての報告をみると、幼児と小学生が直接

交流する取組及び小学生と中学生が直接交流する取組の実施割合は、それぞれ69.2％及

び62.2％であった。これらの取組は、就学・進学をスムーズに行う上で有効であるだけ

でなく、小学校では、小学生が幼児のお世話をする活動を通して、自分が役に立ってい

るという自己肯定感を高めることができたことも報告されている（中学校の取組におい

ても同様の効果があったものと推察される）ことから、この取組が全ての小・中学校で

実施されることが望ましい。 

また、【幼保小連携の推進】では、間接的ではあるが、指導者の連携によって子どもの

発達や学びの連続性が保障されるような仕組みとなっていることも評価される。 
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 (2) 佐々木 邦子 氏（北翔大学 教授）からの意見 

平成29年度の点検・評価は、札幌市教育振興基本計画に掲げる14の基本施策の進行管

理のために設定された21項目の成果指標に基づいた平成28年度における総括と、基本計

画から選定した次の二つの個別項目に係る施策の事業・取組について、課題や方向性を

明確にするために取組結果・成果の検証をしたものである。 

(1) 自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進  

(2) 学びの場の連携の推進 

これらの個別項目は、前者は五つの施策、後者は二つの施策に更に細分化され、全般

にわたり学校教育、家庭教育、社会教育の個々の必要性と相互の連携が主唱されている。

これらの教育課題はすでに耳目を集めて久しいものではあるが、社会情勢や教育環境の

変容を主な要因として、さらなる論点として掲げたのではないかと推察する。また、 

教育全体を包摂する生涯学習、学校教育法や学習指導要領の改正などの新しい動向を 

遺漏なく包摂している点も評価に値する。 

このような視座により、総括と個別項目に関する意見を申し上げる。 

総 括

設定された14の基本施策について、成果指標の動向、達成区分を中心に見てみたい。

全部の項目では、「到達した」が９、「近づいた」が23、「遠ざかった」が16であり、「到

達した」と「近づいた」が圧倒的に多い。これは、取組結果に芳しい成果があったこと

を表している。その一方で更に検証をしなければならないのは、「遠ざかった」内容につ

いてである。 

ここでは、今回の個別項目に関連するものを取り上げて言及する。 

成果指標の動向として、基本施策１－１では、四つの項目のうち三つの達成区分は概

ね良好である。特に「１週間の総運動時間が60分未満の子どもの割合」は、小５男女、

中２女で目標に到達しており、中２男でも近づいている。 

しかし、ここでの着目点は、「将来の夢や目標を持っている子どもの割合」が小中高全

てにおいて目標に遠く、平成25年当初値に比べて平成28年度の値が全て下降している点

である。子どもに夢や目標があることが、子どもの学ぶ意欲や自ら学ぶ喜びを実感する

要素である点を考慮すれば、結果分析と早急な対策が必要であろう。 

今後の主な展開で「小中学校における進路探究学習の充実に向けた手引を作成し、

各校に配布」とされているように、初等教育段階からの体系的なキャリア教育の実践が

効果を期待できるのではないだろうか。 

基本施策１－６では、主な取組結果として、モデル校での小中一貫教育の研究と小学

生が中学校生活に見通しを持つための充実した取組が挙げられている。国では、9年間を

教育課程とする義務教育学校の制度を平成28年４月に導入し、北海道では２校がスター

トを切った。札幌市での導入の可否を計るためには、モデル校での実施状況に照らして

この制度のメリットとデメリットを微細にわたり検証することが求められる。 
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自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進

●施策１－１－１「分かる・できる・楽しい授業の推進」 

この施策の目的に沿うために、特に効果的であったと考える点について言及する。 

【「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」推進】 

  子ども一人一人の「学ぶ力」を育成するために、小中学校それぞれ５校の研究推進

校において、「課題探究的な学習」の授業実践及び学校全体の取組の推進について実践

的な研究を図った。公開授業に参加をした小学校や中学校の教員からは、結果につい

て、概ね良好な評価を得ている。 

 【市立札幌開成中等教育学校における課題探究的な学習モデル研究の推進】 

  平成27年開校の市立札幌開成中等教育学校では、国際バカロレアのプログラムを活

用した課題探究的な学習モデル研究を推進し、同校の研究で得た成果を札幌市内の全

ての学校で共有する取組がされた。 

【算数にーごープロジェクト事業】 

  この事業は、学習への意欲や論理的思考力を高めることを目的として、小学校高学

年の算数で、25人程度の少人数を対象とし個に応じた手厚い指導をするものである。

研究推進校での児童の感想から、効果が認められるものと考える。 

●施策１－１－４「科学的リテラシーを育む学びの充実」 

理科指導の充実を図るための取組として、特に以下の２点について着目した。 

【観察実験アシスタントの配置】 

  小学校での理科教育の充実を図るために、平成27年度までに配置がなかった68の

小学校に57名の観察実験アシスタントを配置した。配置校へのアンケート調査では、

その成果として、全ての配置校が「理科の環境整備が進んだ」、「児童の理科への興味・

関心が高まった」と回答している。この結果を受けて、市では今後も安定的な人材確

保、授業担当教員と観察実験アシスタントの連携強化に努める方針である。 

【問題解決や探究的な学びの充実】 

  平成25年度に、小中学校での理科教育指導の工夫改善を図ることを目的に実践研究

会を設置し、そこで観察実験を中核に据えた学習活動の展開や、装置・器具の適切な

使用法に係る調査研究を実施した。その結果を受けて、順次作成している「観察、

実験の手引」について、平成28年度は小学校５学年及び中学校３学年用を作成し、

市内全小学校・中学校、市立高校に配布した。高校への配布は、それにより小学校か

ら高校までの系統的かつ連続的な理科教育を推進する目的を有している。また、この

手引は教育委員会のホームページに掲載されており、道内他の市町村においても活用

することができる。これは、札幌市が道内他の市町村の教育行政を牽引する役割を果

たそうとしていることの証左であるともいえよう。 

●施策１－１－５「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」 

この施策の目的達成のために、効果的であったと考える取組について言及する。 

【小中学校における進路探究学習の充実】 

  児童生徒が自己の進路や将来の生き方を考える力を育むために、小中学校では、職

場見学、職業体験など各種の取組をしている。中でも、主に中学１年生を対象として 
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夏季休業中に実施した「進路探究オリエンテーリング事業」には、64講座1,020人の参

加があり、参加生徒の感想は概ね良好である。また、この取組で、約510人（前年度比

1.4倍）の保護者が参加をしたことは特筆に値する。それは、生徒の進路や職業選択に

は保護者の意向が色濃いため、保護者にも現状を理解していただく必要があるからだ。

  今後の課題として、児童生徒に職業に対する可能性を幅広く印象付けるために専門

学校だけではなく短大や大学を視野に入れる点も検討されたい。 

【市立高等学校における進路探究学習の充実】 

  進路探究セミナーは、市立高校１年生と市立中等教育学校４年生、及び希望保護者

を対象として実施された。このセミナーでは、生徒の主体的な参加意識を喚起する手

法を取ったことが功を奏したと考えられ、アンケート結果では肯定的な感想が80％を

超えている。職場体験学習及びインターンシップ後の結果についても、同様に肯定的

な回答が90％を超えており、進路探究学習としての成果が顕著であった。 

  高大連携事業の実施においても、進学と将来の職業選択に係る効果が表れている。

生徒にとって良い事業展開であるが、今後の課題として、生徒の希望の多様性を考慮

すれば、連携大学の専門領域を幅広く用意する必要が、検討点になるのではないだろ

うか。 

【特別支援学級等における進路探究学習の充実】 

  障がい者を取り巻く環境も近年変化を見せており、28年４月から障害者差別解消法

が施行され、合理的配慮の必要性も着目されるようになった。しかし、雇用に関して

障害者法定雇用率が厳守されているとは言い難く、特別支援を要する生徒が良好な

状態で就業しているとは考えにくい。そのような折に進められた二つの取組について、

有意義と考える点を指摘する。 

  一つは中学校特別支援学級進路探究推進事業において、生徒を障がいの特性等に合

わせた実習に参加させることで、職業観・勤労観の高揚に努めている点である。この

事業では、220人が81か所の企業や事業所等に分かれ、最大５日間の実習を行った。 

  もう一つは、モデル校である市立札幌豊明高等支援学校で、企業での実習を１年生

に位置づけた点である。この結果、進路選択の可能性の拡大が認められている。 

  札幌市が、特別支援を要する児童生徒に対する理解と社会的自立のために様々な

方策を有するのは、北海道の教育理念である「自立と共生」の趣旨にも見事に合致し

ている。 

●施策１－１－６「生涯にわたる学びの基盤を育む学習の充実」 

【「読書」に関する学習活動の推進】 

  札幌市では、「札幌らしい特色ある学校教育」の中核をなす三つのテーマの一つ「読

書」を生涯にわたる学びの基盤として重視している。朝の一斉読書、学校図書館の活

用などが顕著な例である。具体的な事業として、小学校３校の研究実践校では、中央

図書館との連携による公開授業を行った。他にも幼稚園、中学校、高校において研究

実践校による読書に関する実践研究を実施しているが、これらは、身近な学校図書館

の活用を通して読書の習慣をつけ、読書に対する関心を高揚することを目指したもの

である。 

  では、市民の生涯にわたる学びに、図書館はどのように役立っているだろうか。
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札幌市では、中央図書館をはじめ、各地区図書館、えほん図書館、現在建設中の

札幌図書・情報館など、あらゆる年代の市民の知的好奇心に応えるべく図書館活動が

著しい。社会教育三法の一つである図書館法の存在を考慮すれば、札幌市の図書館は、

市民の学習意欲に十分応え得る知の集積として社会教育・生涯学習の醸成にも寄与し

ているといえよう。 

●施策２－３－３「学校図書館の機能強化」 

 この施策では、特筆すべき点が二つある。 

 その一つは、【学校図書館の地域開放の推進】である。学校図書館の地域開放は、

市立小中学校115校で行われており、利用者数は約63万1千人、貸出冊数は約109万冊に及

ぶ（平成28年度）。この事業の拡大に伴い、事業を支える学校開放図書館ボランティア数

も約4,500人に達しており、地域社会で学校と地域のつながりが定着していることがうか

がえる。 

 もう一つは、【読書チャレンジ・図書資源ネットワークの充実】の「ブックさぁくる」

であり、これは、学校が市立図書館から図書の貸与を受ける予約システムを指す。 

この事業について、平成23年度と28年度を比較すると、活用校数では38校から50校に、

貸出冊数では845冊から2,762冊に、年々拡大傾向が顕著である。その主な理由として、

配送１回当たりの予約可能数を20冊から40冊に増やした点、大型絵本の貸出しを全ての

小中学校に広げた点が挙げられる。子どもの読書離れが問題視された時期もあったが、

以上のような様々な取組により、児童生徒、更に一般市民の生活に今まで以上に読書が

浸透してきたといえよう。これは、施策を推進した成果に相違ない。 

学びの場の連携の推進

●施策１－６－１「異校種体験・異年齢間交流の充実」 

【小中学校・市立高等学校体験の推進】 

小学校体験については、幼稚園の園児と保護者による小学校施設見学等の実施が170

校、授業参観等の実施が118校であった。この事業に対して、園児の世話をすることで

小学生の自己肯定感を高めるという効果の指摘もある。園児と小学生の直接交流を実

施している小学校は、平成25年度の119校から平成27年度には136校に増加した。小学

生が中学生になってから触れる英語や部活動を体験する仕組みもつくられたが、その

ような中学校は、平成21年度の74校から途中に若干の変動はあるものの平成27年度で

は85校に上昇した。また、市立高等学校合同説明会に中学生3,583人、保護者2,571人

の参加があり、特に保護者の積極的な行動が顕著である。他にも、高校生と小中学生

との交流では、自己肯定感の高まりが高校生にも見られた。

【学社融合の推進】 

  成人向けの生涯学習講座「さっぽろ市民カレッジ」の一環として、市立札幌大通高

校を会場として「学社融合講座」を平成21年度に開設している。平成28年度の取組と

して、「ミツバチがつくるサッポロ（春）（夏）」「社会人の常識としての法律知識」「な

るほど漢字塾」などを実施した。受講者数は大通校生310人、成人313人の合計623人、

講座実施数は29講座である。成人と高校生との交流は世代間・異年齢間交流であり、
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両者にとって効果が認められている。学校教育と社会教育との連携により子どもの

よりよい育成に当たるものとして「学社融合」の言葉が使用されて久しいが、今なお

この理念による施策が効果を成していることは、極めて意義深い。 

●施策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」 

【幼保小連携の推進】【小中連携モデル研究開発】 

  幼保小連携推進協議会への参加については、平成28年度幼稚園143園中134園

（93.7％）、保育所256園中250園（97.7％）、小学校201校（100％）であり、参加人数

もそれぞれ千人を超え参加率が高い。 

  小中連携についても、モデル研究開発が推進されており、中でも小中学校の教員共

同によるチーム・ティーチング（ＴＴ）が筆頭に上がるが、これは、小学校の授業に

小中学校の教員がＴＴで入る方法によるものである。この取組の結果、小中学校双方

の教員が、異校種の学習内容などに理解を深めたり、中学校教員が小学校の授業づく

りの手法を参考にしたりすることの効果が認められた。他にも「小小連携」や小中学

校合同の研修会におけるスクールカウンセラー等の人材活用など、様々な取組がなさ

れている。 

  新しい環境に慣れるのが困難な児童生徒の存在は、「小一プロブレム」や「中一ギャ

ップ」として既に学校教育・生徒指導上の課題の一つである。その状況から学校生活・

集団生活不適合が起こり、さらに不登校やいじめの問題につながる可能性もあること

を考慮すれば、上記は有効な対策と言える。しかし、教育機関同士の協力や連携はそ

う容易なことではない。そこを深慮した上で、札幌市が本腰を入れ、小刻みに異校種

間の連携を実施しているのは高く評価されるべきものである。

  ここまで平成28年度の事業・取組について、総括と個別項目を概観した。 

  札幌市教育委員会が、学校教育法上の幼児教育から高等教育、さらに生涯学習として

の成人教育に至るまで、教育における不易と流行を網羅した内容で教育の振興を標榜
ひょうぼう

し

た実践により、極めて有意な結果を残したことは特筆すべき点である。状況を省察し、

その変容のために、幅広く、より高みを目指して、理念のみではなく実効性ある策を 

展開している取組姿勢に感嘆した。札幌市は、政令指定都市としての責務、北海道内他

市町村の教育動向における牽引役として大きな役割を果たしているといえるであろう。 

  今後の展望として、学習をする機会に恵まれなかった人々、日本語の使用が困難な 

在住外国人など、学習面で弱い立場にある人々の教育課題に向けた事業を期待する。 
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 (3) 学識経験者からの意見を受けて

「事務点検・評価の結果」における成果や課題、今後の方向性などについて、並川氏及

び佐々木氏それぞれから、概ね教育委員会と同様の認識に立った意見をいただいた。 

事務点検・評価の結果全体を通して、並川氏からは「それぞれの施策において、多岐に

わたる課題の解決に向け計画的で適切かつ多様な取組が行われており、総体としてその取

組にふさわしい成果を挙げている」「課題と今後の方向性についても、それぞれ適切に示

されている」との評価をいただいた。 

一方、佐々木氏からは「幼児教育から高等教育、さらに生涯学習としての成人教育に至

るまで、教育における不易と流行を網羅した内容で教育の振興を標榜
ひょうぼう

した実践により、極

めて有意な結果を残したことは特筆すべき点である」との評価をいただいている。 

総括における成果指標の動向については、両氏から、総体的に堅実な成果を挙げている

との評価が示された一方、基本施策１－１に関わる成果指標「将来の夢や目標を持ってい

る子どもの割合」の動向が思わしくないことについての指摘があった。これに関して佐々

木氏から「結果分析と早急な対策が必要」との認識が示されるとともに、教育委員会が更

なる充実を目指す進路探究学習の重要性が、両氏から指摘されている。 

また、基本施策１－４の成果指標「特別な教育的支援を必要とする子どもの個別の教育

支援計画を作成している幼稚園、学校の割合」が前年度に引き続き増加したことに注目し

た並川氏からは、「早い段階で目標値に到達することが望まれる」との指摘をいただいた。 

基本施策１－６については、主な今後の展開として「モデル校の研究成果等を踏まえて

札幌市における小中一貫教育の基本的な考え方を検討」との記載があることに関し、佐々

木氏から「制度のメリットとデメリットを微細にわたり検証することが求められる」との

指摘があった。この点、並川氏からも、個別項目「学びの場の連携の推進」に関する記述

の中で、「９年間の子どもの学びと育ちの系統性」を意識した実践研究及びそれに基づく

検討が進むことについての期待感が示されている。 

また、基本施策２－５に関わる成果指標「不登校児童生徒の在籍率」が増加しているこ

とを受け、並川氏から「未然防止・早期支援の強化について、一層の取組の充実が必要で

ある」との意見をいただいた。 

その他、個別項目の「自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進」に関し、両氏から「算

数にーごープロジェクト事業」及び「市立札幌開成中等教育学校における課題探究的な学

習モデル研究の推進」への期待感が示されるとともに、並川氏からは課題として、前者で

は全市的な少人数指導体制の整備、後者では研究成果の全市的普及・啓発が指摘された。 

また、並川氏からは、「さっぽろっ子『学び』のススメ」の活用について、学校教育と

家庭・地域社会の連携の視点から一層の充実への期待感が示されている。 

総括で重要性が強調された進路探究学習に関しては、特別な支援を必要とする生徒を対

象とした取組について、特に両氏から意見があった。佐々木氏からは、中学校の特別支援

学級の生徒が障がいの特性等に応じた実習に参加していることや、豊明高等支援学校の企

業実習を１年生から位置付けたことについて、有意義との評価をいただいた。一方、並川

氏からは、豊明高等支援学校への就労支援コーディネーターによる実習受入企業の開拓が

進んだことを受け、「障がいのある人たちの職業生活における自立へ向けて、就労支援コ
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ーディネーターによる支援の充実が望まれる」との意見をいただいている。 

「読書」に関する施策については、佐々木氏から、学校教育における学校図書館及び公

共図書館の活用等の取組が、子どもの読書に対する関心を高めるとともに、広く市民の生

活に読書を浸透させることにつながっているとの評価をいただいた。 

両氏からの意見を生かしながら、事務点検・評価の結果を踏まえ、今後、各事業・取組

を更に充実・推進してまいりたい。 
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Ⅲ 札幌市教育委員会の概要

１ 組 織 及 び 主 な 職 務 権 限

(1) 組織

教育委員会は、政治的中立性を維持しつつ、安定性・継続性を確保して教育行政を管理・

執行するため、首長から独立した合議体の執行機関として設置されています。 

札幌市教育委員会は、市長が議会の同意を得て任命した教育長及び５人の委員で組織さ

れています。 

＜札幌市教育委員会（平成29年８月29日現在）＞ 

氏 名 就任年月日 

教育長 長岡 豊彦 平成27年５月25日 

委員 池田 光司 平成21年11月１日 

委員 池田 官司 平成24年10月11日 

委員 阿部 夕子 平成24年10月11日 

委員 佐藤 淳 平成28年４月１日 

委員 長田 正寛 平成28年10月11日 

(2) 主な職務権限

・ 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること並びに主要な教育施策

の確立、変更及び実施に関すること。 

・ 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。 

・ 不服申立て及び訴訟に関すること。 

・ 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 

・ 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

・ 通学区域の設定及び変更に関すること。 

・ 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見申出に関すること。 

・ 教科用図書の採択に関すること。 

・ 奨学生の決定に関すること。 

・ 附属機関の委員の任免、委嘱及び解職に関すること。 

・ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 

２ 平 成 28 年 度 の 活 動 状 況 等

(1) 教育委員会会議の開催状況及び審議状況

毎月１回「定例会」を開催し、随時「臨時会」を開催しています。平成28年度は、定例

会・臨時会合わせて27回の会議を開催し、下表のとおり102件の議案について審議を行い

ました。 

また、教育委員会の事務に係る案件について事務局から報告を受けており、平成28年度

は10件を取り扱いました。 
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＜教育委員会会議の審議件数一覧表＞ 

事 項 議案審議件数 主な内容 

教育に関する事務の執行管理

の基本方針 
14 件 

市立開成中等教育学校の入学者選考方法

札幌市立高校教育改革方針案 等 

教育委員会規則等の制定及び

改廃 
20 件 

札幌市教育委員会行政組織規則の一部改

正案 等 

職員の人事に関すること 23 件 
学校管理職及び指導主事の人事 

教職員に対する処分 等 

議会の議決を経るべき案件の

意見申出 
19 件 

教育費決算に係る意見 

一般会計当初予算案に係る意見 等 

教科書の採択に関すること  ２件 平成29年度使用教科用図書の採択 

附属機関の委員の委嘱及び任

命 
14 件 札幌市社会教育委員の委嘱 等 

審議会等への諮問  １件 
札幌市教科用図書選定審議会に対する諮

問 

その他 ９件 
札幌市指定文化財の指定 

平成28年度札幌市奨学生の選定 等 

合計 102 件 

(2) 教育委員会会議以外の活動内容

ア 協議会の開催（19回） 

議案審議の前段階として、各施策の検討状況について事務局から報告を受け、各施策

等の研究及び委員間での協議を行いました。 

イ 市議会への出席（30回） 

本会議、常任委員会等に出席しました。 

ウ 各協議会への出席（３回） 

北海道都市教育委員会連絡協議会、指定都市教育委員・教育長協議会等の会員として、

定期総会や協議会に出席しました。 

エ 学校等の視察（６回） 

教育委員会事務点検・評価の一環として、山の手南小学校及び教育支援センター宮の

沢を視察しました。 

また、札幌市教育研究推進事業における公開授業等を実施した豊平小学校を視察した

ほか、中央小学校にて外国語指導助手による授業を視察しました。

オ その他行事への出席等（３回） 

白石複合庁舎及び札幌市えほん図書館のオープニングセレモニーに出席したほか、教

育実践功績表彰式等の式典に出席しました。
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Ⅳ 参考 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に

委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員

等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなけ

ればならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 

２ 事務点検・評価に係る協議等の過程 

回 年 月 日 内 容 

１ 平成29年１月17日 平成29年度教育委員会事務点検・評価実施要領を議決 

２ 平成29年５月16日 
協議１回目（総括・個別項目「学びの場の連携の推進」「自ら学ぶ喜びを

実感できる学習活動の推進」） 

３ 平成29年５月18日 協議２回目（個別項目「自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進」） 

４ 平成29年６月16日 
協議３回目（総括・個別項目「学びの場の連携の推進」「自ら学ぶ喜びを

実感できる学習活動の推進」） 

５ 平成29年８月１日 協議４回目（報告書の全体構成及び学識経験者からの意見等について） 

６ 平成29年８月29日 平成29年度教育委員会事務点検・評価報告書を議決 

協議の様子 
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

○

○

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

○

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

○

分かる・できる・楽しい授業の推進

生涯にわたる学びの基盤を育む学習の充実

１－１－２ 幼児期の学校教育の推進

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

１－１－４ 科学的リテラシーを育む学びの充実

１－１－５ 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

１－１－１

１－１－６

 ３　個別項目に係る施策の選定状況（平成27年度以降）

基本的方向性１　自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進
基本施策１－１　自ら学ぶ喜びを実感できる学習活動の推進
施策番号

１－１－３

施策名

平成27年度以降の個別項目に係る施策について、選定した年度に「○」を記載。

基本施策２－３　多種多様な学習環境の整備

図書館における読書・学習環境の整備

２－３－３ 学校図書館の機能強化

２－３－２

２－２－１ 教育環境の整備・充実

２－２－２ 特別な教育的ニーズに応じた環境の整備・充実

施策番号 施策名

２－３－１ 市民の自発的な学習活動を支える生涯学習関連施設の充実

基本的方向性２　多様な学びを支える環境の充実
基本施策２－１　安全・安心・環境に配慮した学校の整備

施策番号

施策番号 施策名

２－１－１ 多様なニーズに対応する学校施設の整備

２－１－２ 安全・安心な学校給食の提供

２－１－５ 緊急対応への体制の充実

２－１－３ 学校保健の充実

２－１－４ 学校の安全管理の充実

基本施策２－２　豊かな教育環境づくり
施策名

基本施策１－６　学びの場の連携の推進
施策番号 施策名

１－６－１ 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

基本施策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
施策番号 施策名

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 図書館における読書・学習環境の充実

基本施策１－４　一人一人が学び育つための特別支援教育の推進
施策番号 施策名

１－４－１ 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

基本施策１－３　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

国際性を育む学びの充実

基本施策１－２　共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進

１－３－２

施策番号 施策名

１－２－１ 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

施策番号 施策名

１－３－１ 札幌らしさを実感する学びの充実
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

○

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

○

○

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

基本施策３－２　家庭の教育力を高める仕組みづくり
施策番号 施策名

３－２－１ 家庭の教育力の向上と親子での学びの促進支援

基本施策３－１　地域と学校が支え合う仕組みづくり
施策番号 施策名

３－１－１ 地域に開かれた学校

３－１－２ 学校における地域教育力活用

基本的方向性３　市民ぐるみで支え合う仕組みづくり

基本施策２－６　学校における情報化の推進
施策名

２－６－１ 教科指導におけるＩＣＴ活用の推進

２－６－２ 校務の情報化の推進

施策番号

基本施策２－５　学びのセーフティネットの充実
施策番号 施策名

２－５－１ 子どもが安心して学べる支援体制の充実

２－５－２ 学びに困難を抱える子どもへの対応の充実

２－５－３ 教育機会均等のための経済支援

施策名

２－４－１ 管理職のマネジメント力の向上

２－４－２ 魅力あふれる教員の採用・育成

施策番号

基本施策２－４　教職員の資質・能力の向上
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