平成 25 年 12 月 26 日

北広島市内における
「平成 25 年度

文部科学省全国学力・学習状況調査」の結果（概要）
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北広島市教育委員会
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学校教育課

平成 25 年 12 月 26 日
北広島市教育委員会 学校教育課

北広島市内における「平成 25 年度 文部科学省全国学力・学習状況調査」の結果
Ⅰ. 今年度調査の概要・内容
平成 25 年 4 月 24 日（水）に市内全小学校６年生、中学校３年生に実施
市内９小学校（本年度は文部科学省による悉皆調査） 市内合計 608 名
市内７中学校（本年度は文部科学省による悉皆調査） 市内合計 579 名
今年度は、文部科学省が全国悉皆で調査を実施したので、その結果を解析し、市内の結果をまとめ
た。
今年度の調査では、下記の三つの調査が実施された。
①教科に関する調査（国語Ａ，算数・数学Ａ）

②教科に関する調査（国語Ｂ，算数・数学Ｂ）

主として「知識」に関する問題

主として「活用」に関する問題

･ 身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に

・知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力

影響を及ぼす内容（基礎的・基本的な内容）

などに関わる内容

・実生活において不可欠であり、常に活用できるよう

・様々な課題解決のための構想を立て、実践し評

になっている事が望ましい知識・技能

価・改善する力などに関わる内容
など

など

③生活習慣や学習環境に関する質問紙調査
児童・生徒に対する調査

学校に対する調査

・学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面に関

・指導方法に関する取り組みや人的・物的教育条

する調査

件の整備状況に関する調査

（例）国語の勉強は好きですか，授業の内容はどの程

（例）学校の児童生徒の様子、算数･国語の指導形

度分かりますか，一日にテレビを見る時間，読書

態等、読書の取り組み、全国学力･学習状況調

時間，勉強時間の状況

査結果の活用状況等

など

など

Ⅱ. 今年度の結果分析の視点
北海道教育委員会は、
「全国学力・学習状況調査の教科に関する調査は、学習指導要領に示されてい
る内容が、本道の子どもたちにどの程度身に付いているかを全国との比較において、客観的に把握で
きるもの」ととらえ、オール北海道で目指す目標を「平成 26 年度までに全国学力・学習状況調査で“全
国平均以上”を目指そう！」と定めている。
当市としても、
「全国平均以上」という目標は、全国どこの地域で学んだとしても学習指導要領の内
容を身に付けることを保障することであり、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る義務教育の
目的に照らして重要であるととらえ、平成 23 年度に、
「学校・家庭・地域への“五つの提言”」を示し、
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各校の「学校改善プラン」の基底に盛り込み、指導の改善を図ってきたところである。
今年度は、この「学校・家庭・地域への“五つの提言”
」に沿いながら、その検証と改善の方策を見
つけていく視点から、結果分析を行なった。
平成 23 年 4 月 北広島市教育委員会「学校・家庭・地域への“五つの提言”
」
（抜粋）
[この提言は平成 19～２２年度の文科省「全国学力・学習状況調査」等の市内結果分析からまとめられたものです。]

北広島市の小・中学校は
①

教科指導を通して…もっと子どもたちに教科の持つ魅力を伝える努力をします！

②

全教育活動を通じて…もっと子どもたちに丁寧にノートの使い方を教えていきます！
よく練られた授業が展開されることが、学校を楽しく意味あるものにしていく鍵となります。北広島市の教職
員は、教育の専門家として、不断の力量形成に努め、温かい人間性、強い情熱や使命感に基づく「志の教育」を
実践します。また、電子黒板の有機的な活用なども工夫しながら、丁寧で構造化された板書、ノート指導の充実・
徹底を図り、子どもたちを「ノートの達人」に育てます。

北広島市の学校・家庭は
③

学校・家庭の連携の中で…もっと子どもたちに家庭学習習慣を定着・充実させていきましょう！
今日、国際比較調査等の結果からも、日本の子どもたちの家庭学習時間の減少が問題となってきています。北
広島市の小・中学生についても、諸調査の分析結果から、同様の問題点が発見され、各学校でも状況の改善に向
けて方策を講じているところです。この方策をさらに実効あるものとするために、家庭との連携の中で、学習時
間を確認したり、子どもの取り組みを支援したりしていきましょう。

北広島市の学校・家庭・地域は
④

学校・家庭・地域の連携で…もっと子どもたちを読書に向かわせましょう！

⑤

学校・家庭・地域の連携で…もっと子どもたちの悪しき生活習慣を改善させていきましょう！
子どもの「読書離れ」も、国際比較調査等の結果からも、大きな課題となっています。北広島市の小・中学生
については、全体としては良い方向に向かいつつありますが、よく本を読む子どもと読まない子どもの二極化現
象も生まれており、更なる読書環境整備と家庭・地域との連携が必要になってきています。また生活習慣の面で
は、朝食をきちんと食べる子どもは多いのですが、テレビ、ゲーム、インターネット、メール等で費やす時間が、
子どもたちの学習時間や読書、睡眠時間を奪っている実態も明らかになっています。これも学校・家庭・地域の
連携で、よりよき生活習慣を取り戻させていきましょう。

「平成２５年度
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北広島市学校教育の推進方針」
（抜粋）

Ⅲ. 市内小学校６年生の「学力」結果概要
①

「国語Ａ・Ｂ」全体傾向

語（小学校 6 年生）

国
Ａ問題

学
力

（主として「知識」
）

児童は今回出題されている学習内容を理解しています。全国的に課題と
なっている無解答率については、低い傾向にあります。

Ｂ問題
（主として「活用」
）

身につけた基礎的・基本的な知識や技能を活用する力をほぼ身につけてい
ると考えられます。無解答率でも、全国よりも低く、よく努力しています。

【表中の記載表現の区分】
（全国の平均正答率を基準にしての表現）
全国値を 2.0 ポイント越えて上回る場合⇒「大変よく～している」
全国値を 1.0～2.0 ポイントの範囲で上回る場合⇒「よく～している」
全国値と±1.0 ポイント以内の範囲にある場合⇒「理解している、身につけている」
全国値を 1.0～2.0 ポイントの範囲で下回る場合⇒「ほぼ～している」
全国値を 2.0 ポイント越えて下回る場合⇒「課題がある」

全国（公立）平均正答率

国 語A

６２．７％

国 語B

４９．４％

領域別の正答率で
は、国語 A・B 共に、
全国と同等の正答率
であった。国語 A の
「話すこと・聞くこ
と」
、
「読むこと」で
は、全国をかなり上
回った。
問題形式別では、
国語 A・B 共に「短
答式」
、
「選択式」の
正答率では、全国と
の差異はなかった。
一方、
「記述式」に
なると、正答率に差
が生じていた。解答
は記入されているの
だが、正答までたど
り着いていないもの
があった。
しかし、数年前までよく見られた「無答（空欄のまま）」というような答案は減ってきており、子ども
一人ひとりが、難しい問題に対しても、あきらめずに最後まで真剣に向き合っていたことがうかがえた。
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②

「国語Ａ・Ｂ」市内的に正答率の低かった問題について
図の青枠部は、市内の結果が全国を上回っている部分

国語 A では、
「
“設”
ける」という漢字を
書く問題で、全国よ
りも正答率が、10％
も低い結果となった。
答案の分析からは、
直近の学年で学んだ
漢字に比べ、他の学
年で履修した漢字の
読み書きに課題が見
られた。
一方で、全国で正
答率の低かった「接
続語を使って内容を
分けて書く」
「スピー

チの表現を工夫する」問題では、正答率、無答率共に、全国を上回っていた。
国語 B では、
「目的
や意図に応じて、複
数の内容を関係付け
ながら自分の考えを
具体的に書く」問題
の正答率が２割を切
っていた。
全国的にもこのよ
うな問題の正答率は
低かったが、何を聞
かれているのか、ど
のように課題を整理
していけば解けるの
かがわからなくなり、
結果として途中であ
きらめてしまった者
が多かった。
「二人の推薦文を比べて読み、推薦している対象や理由を捉える」問題でも、全国とほぼ同じ傾向に
あり、正答率は 5 割を切り、知識や技能を活用する力に課題が見つかった。
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③

「算数Ａ・Ｂ」全体傾向

数（小学校 6 年生）

算
Ａ問題

学
力

（主として「知識」
）

Ｂ問題
（主として「活用」
）

児童は今回出題されている学習内容をほぼ理解していると考えられます。
一方で、難しい問題での正答率を高めていく必要があります。
身につけた基礎的・基本的な知識や技能を活用する力に課題があります。
無解答率は少ないのですが、難問の正答率を高めていく必要があります。

【表中の記載表現の区分】
（全国の平均正答率を基準にしての表現）
全国値を 2.0 ポイント越えて上回る場合⇒「大変よく～している」
全国値を 1.0～2.0 ポイントの範囲で上回る場合⇒「よく～している」
全国値と±1.0 ポイント以内の範囲にある場合⇒「理解している、身につけている」
全国値を 1.0～2.0 ポイントの範囲で下回る場合⇒「ほぼ～している」
全国値を 2.0 ポイント越えて下回る場合⇒「課題がある」

全国（公立）平均正答率

算

数A

７７．２％

算

数B

５８．４％

領域別の正答率で
は、算数 A・B 共に、
全国とほぼ同等の正
答率であった。
図形領域では、算
数 A・B 共に、市内
のどの学校も良い正
答率を示していた。
特に算数 A の図形で
は、全国をかなり上
回った。
（市内の各小、
中学校に、電子黒板
が配置されたことと、
この結果には、かな
りの相関関係が認め
られる。）
その他の領域（数
量関係・数と計算・
量と測定）では、算
数 A・B 共に全国とほぼ同じ状況にあった。
問題形式別では、算数 A・B 共に「短答式」、「選択式」の正答率では、全国との差異はない。
一方で、
「記述式」になると、正答率に差が生じており、解答時間の不足を感じた児童もおり、計算や
記述等のスピードにも、まだ課題が残されている。
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④

「算数Ａ・Ｂ」市内的に正答率の低かった問題について
図の青枠部は、市内の結果が全国を上回っている部分

算数 A で、市内で
最も正答率の低かっ
た問題は、
「概数の概
念」
「単位量当たりの
大きさを求める除法
の式の意味の理解」
「１アールの面積と
等しい正方形の一辺
の長さの理解」に関
する問題で、正答率
は５割前後にとどま
っていた。これらの
問題は、全国的にも
正答率の低いもので
あったが、
「概数の概
念」では、市内より

も 1 割程度、正答率が高かった。
「自分の思考過程をたどることができる記録」をノートに残す習慣がつ
いていた子どもが正解にたどり着いており、ノートの構造化の重要性が浮き彫りになった。
算数 B では、
「表か
ら数値を適切に取り
出して、二つの数量
の関係が比例関係で
ないことを記述する」
「示された分け方で
二つの三角形の面積
が等しくなることを
記述できる」
「単位量
当たりの大きさなど
に着目して、二つの
数量の関係の求め方
を記述する」など、
算数（数学）的読解
力が必要な問題で正
答率が３割強となった。また、無答率も高かった。この傾向は、市内も全国も変わりはない。
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Ⅳ. 市内小学校６年生の「学習状況」結果概要
学
習
状
況
（
こ
こ
数
年
の
変
化
も
含
め
）

【学習習慣等】
・学習におけるノートの活用について、子どもの意識や使い方によい変化が生まれています。（丁
寧に構造化された書き方が定着しつつあります。
）
・毎日の家庭学習時間が増加してきています。
（しかし、まだ 4 割ほどが 1 時間以下です。
）
・家での読書が定着してきています。（しかし、まだ無読の児童も２割ほどいます。）
【生活習慣等】
・全国的傾向ですが、テレビ視聴時間、ゲームに費やす時間が、昨年度よりも増えてきています。
・早寝・早起きと睡眠時間の確保では全国よりも良い状況が見られます。
【意
識】
・
「人の役に立つ人間になりたい」「人の気持ちがわかる人間になりたい」「自分には良いところが
ある」という意識が、高まってきています。
・
「学校の勉強が、普段の生活や社会に出た時に役立つ」と考える児童が、増えてきました。
・
「今住んでいる地域の行事への参加」「地域や社会への関心」が、高まってきています。
成 果（プラス方向の変化）

・ノートの活用方法
・学校以外での学習時間
・学校の勉強に対するプラス思考の意識
・自己有用感、役立ちたいという気持ち

課

題（マイナス方向の変化）

・テレビ、ゲーム等に費やす時間
・
「学年×１０分」という家庭学習時間の最低規準をまだ克服で
きていない児童への対応
・固定化しつつある家での「無読」の児童への対応

平成２４年度（北広島市児童質問紙結果）

平成２５年度（北広島市児童質問紙結果）

教科に対する自信（わかる・できる）

上図は、児童の意識調査の結果の概略を昨年、今年のものを対比しながらチャートで示したものであ
る。市内各学校の家庭・地域をも巻き込んだ取組みの成果が、教科に対する自信や意識の面でもはっき
り表れてきた。教科では算数、国語への関心、自信や、生活面では規範意識や学習習慣を意識する子ど
もが増加してきている。
このチャートには示していないが、
「人の役に立ちたい」「家の手伝いをしている」などの項目でも、
良い変化が生じ、
「自己有用感」を感じる中で、自分を生かしたいという意識が強く表れており、ボラン
ティア活動や異学年、異校種交流などの中で、育んできた成果が実りつつある。
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Ⅴ. 市内中学校３年生の「学力」結果概要
①

「国語Ａ・Ｂ」全体傾向

国
Ａ問題

学
力

（主として「知識」
）

Ｂ問題
（主として「活用」
）

語（中学校３年生）

生徒は今回出題されている学習内容を理解していると考えられます。漢
字の読み書きは身についています。
身につけた基礎的・基本的な知識や技能を活用する力に課題があります。
難しい問題の正答率を高め、無解答率を下げていく必要があります。

【表中の記載表現の区分】
（全国の平均正答率を基準にしての表現）
全国値を 2.0 ポイント越えて上回る場合⇒「大変よく～している」
全国値を 1.0～2.0 ポイントの範囲で上回る場合⇒「よく～している」
全国値と±1.0 ポイント以内の範囲にある場合⇒「理解している、身につけている」
全国値を 1.0～2.0 ポイントの範囲で下回る場合⇒「ほぼ～している」
全国値を 2.0 ポイント越えて下回る場合⇒「課題がある」

全国（公立）平均正答率

国

語A

７６.４％

国

語B

６７．４％

領域別の正答率で
は、国語 A・B 共、
ほぼすべての領域で、
全国平均付近に正答
率が重なっていた。
ただ、国語 B では、
「話すこと・聞くこ
と」
「書くこと」など
で全国平均を２％ほ
ど下回った。
問題形式別では、
国語 A ではほぼ全国
と差はなかったが、
国語 B では、
「選択
式」
、
「短答式」
、
「記
述式」のすべてで正
答率も下回り、国語
の主として活用に関
する部分に課題があ
ることが分かってきた。
また今年度の特徴的な傾向として、生徒質問紙の「国語で苦手としている部分」の自己分析で、
「漢字
の読み書き」
「決められた字数で説明する」等を指摘する生徒が例年に比べ、多くなっていた点が挙げら
れる。良い点としては、無解答が少なく、粘り強く頑張る良い傾向も見られた。
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②

「国語Ａ・Ｂ」市内的に正答率の低かった問題について
国語 A では市内的

図の青枠部は、市内の結果が全国を上回っている部分

に、
「話し合いの方向
性を捉えて司会の役
割を果たす」
「文脈に
即して漢字を正しく
書く（
“帯”を選ぶ）
」
「語句の意味を理解
し、文脈の中で適切
に使う」等で、正答
率が低かった。これ
は、ほぼ全国と同等
の正答率、無答率で
あるが、市内結果の
ほうが全国を上回る
ものが多かった。こ
のようなことからも、
国語 A については、
市内結果はほぼ全国と同等であったといえる。
一方、国語 B の市
内結果では、
「図と文
章との関係を捉える」
「課題を決め、それ
に応じた情報の収集
方法を考える」
「文章
の内容について、根
拠を明確にして自分
の考えを書く」等で、
いずれも全国よりも
５％近く、正答率を
下げていた。また、
「文章の内容につい
て、根拠を明確にし
て自分の考えを書く」
問題の無答率も全国
よりも５％以上高く
なっていた。このようなことから、図表・グラフ・地図などを含む文章（「非連続型テキスト」という）
が登場する問題を解く力の育成が急務であることがわかってきた。
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③

「数学Ａ・Ｂ」全体傾向

数
Ａ問題

学
力

（主として「知識」
）

生徒は今回出題されている学習内容を理解していると考えられます。難し
い問題の正答率も高く、無解答率も低い傾向にあります。

Ｂ問題
（主として「活用」
）

学（中学校３年生）

身につけた基礎的・基本的な知識や技能を活用する力をほぼ身につけてい
ると考えられます。難しい問題の無解答率を減らしていく必要があります。

【表中の記載表現の区分】
（全国の平均正答率を基準にしての表現）
全国値を 2.0 ポイント越えて上回る場合⇒「大変よく～している」
全国値を 1.0～2.0 ポイントの範囲で上回る場合⇒「よく～している」
全国値と±1.0 ポイント以内の範囲にある場合⇒「理解している、身につけている」
全国値を 1.0～2.0 ポイントの範囲で下回る場合⇒「ほぼ～している」
全国値を 2.0 ポイント越えて下回る場合⇒「課題がある」

全国（公立）平均正答率

数 学A

６３．７％

数

学B

４１．５％

領域別の正答率で
は、数学 A・B 共に、
全国と同等の正答率
であった。
「図形」の領域で
は、小学校同様に、
数学 A・B 共に、市
内のどの学校も高い
正答率を示していた。
電子黒板を即座に
活用できる教室環境
と教師のスキル・ア
ップの成果である。
一方で、
「資料の活
用」の領域では、数
学 A の問題では、十
分な力を発揮してい
たが、数学 B の問題
では、全国を下回っ
ていた。
問題形式別では、数学 A では、
「選択式」
、
「短答式」、「記述式」
、数学 B では「記述式」で、全国とほ
ぼ同様の正答率であったが、数学 B の「短答式」、
「選択式」の正答率では、全国との正答率を下回る傾
向が見られた。
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④

「数学Ａ・Ｂ」市内的に正答率の低かった問題について
数学 A で市内では、

図の青枠部は、市内の結果が全国を上回っている部分

「数量の関数や法則
などを文字式で表す
こと」
「一次関数の表
から、変化の割合を
求めること」
「簡単な
場合について確率を
もとめること」等の、
正答率が低かった。
この傾向は、市内も
全国もほとんど状況
に違いはない。
また、これらの問
題で、無答が２割近
くを占める傾向も全
国と共通で、両極化
の状況もみられた。
数学 B では、
「事象
を式の意味に即して
解説し、その結果を
数学的な表現を用い
て説明すること」
「資
料の傾向を的確に捉
え、事柄の特徴を数
学的に説明すること」
「事象と式の対応を
的確に捉え、事柄が
成り立つ理由を説明
すること」等で正答
率が低かった。これ
も、市内と全国の傾
向に変わりはなかっ
た。ただ「資料の傾
向を的確に捉え、事柄の特徴を数学的に説明すること」
「事象と式の対応を的確に捉え、事柄が成り立つ
理由を説明すること」などでは、無答が５割近くに達しており、数学的な表現を適切に用いることがで
きるように、具体的な事象を数学的に表現したり、処理したりする技能を高める学習活動を充実する必
要がある。
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Ⅵ. 市内中学校３年生の「学習状況」結果概要

学
習
状
況
（
こ
こ
数
年
の
変
化
も
含
め
）

【学習習慣等】
・学習におけるノートの活用について、
「問題や考え方がわかるようにノートを丁寧に書いている」
と回答した生徒は、依然として全国を下回っています。
（小中の連携指導の必要があります。）
・毎日の家庭学習時間では、2 時間以上の生徒は 26.0％で、全国より 10.5％も少ない状況です。
・家での読書時間は全国よりも多い傾向にあります。（無読の生徒も４割ほどおり、両極化。）
【生活習慣等】
・全国的にもそうですが、テレビ視聴、ゲーム等に費やす時間が増える傾向にあります。
【意
識】
・
「人の役に立つ人間になりたい」
「人の気持ちがわかる人間になりたい」という意識が、年々、高
まってきています。
・「学校の勉強が、普段の生活や社会に出た時に役立つ」と考える生徒が、８割を超えるようにな
ってきました。
・
「地域や社会への関心」
「地域や社会をよくするために何をすべきかを考える」等への意識が、高
まってきています。
・
「今住んでいる地域の行事への参加」では、まだ全国よりも少ない傾向にあります。
成 果（プラス方向の変化）

課 題（マイナス方向の変化）

・学校の学習に対する肯定的意識（学校の勉強
は大切、役立つ等）
・自己有用感、地域や社会への関心、人の役に
立ちたいという気持ち

・ノートの活用方法（自分の考えを整理するノート作り）
・テレビ、ゲーム等に費やす時間
・学校以外での学習時間の確保（中３ならせめて 2 時間）
・固定化しつつある家での「無読」の生徒への対応

平成２４年度（北広島市生徒質問紙結果）

平成２５年度（北広島市生徒質問紙結果）

教科に対する自信（わかる・できる）

上図は、生徒の意識調査の結果の概略を昨年、今年と対比したチャートである。各校が、教科オリエ
ンテーションや教科教育相談などを充実させた成果が、自信や意識の面でもはっきり表れてきた。
今年度の中学校 3 年生の結果では、学習習慣、生活習慣、自尊感情、規範意識などの項目で、全国基
準値を上回っていた。一方で、教科への関心、自信の面では若干、課題が見られる。
このチャートには示していないが、
「自己有用感」を感じる中で、自分を生かしたいという意識は強く、
ボランティア活動や異学年、異校種交流などの中で、育んできた成果が実りつつある。
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Ⅶ.成果と課題
①

総括的な成果と課題

・市内各小、中学校が基礎学力を保障する段階には、到達している。
・今年度については、知識・技能を活用する力を把握するＢ問題で、全国と若干の差が生じている。
今年度の結果を見る限りでは、道はまだ半ばではあるが、
「五つの提言」や各年度の「北広島市学校教
育の推進方針」を受け止めて、各学校、家庭、地域が子ども達に関わってきたことが、学習面、生活面
で良い変化をもたらし、今年度の結果に実ってきたということができる。
これは各学校が、道教委の「学力向上トリプル（連携力・授業力・基礎力）UP！事業」や市の独自施
策等も活用しながら、中学校区単位で検討を加えながらそれぞれの校区ごとの「学校改善プラン」を作
成し、基礎学力を保障すべく取り組んできたことの成果である。
しかし、主として「知識」に関する問題で構成されたＡ問題で「基礎学力保障」がなされていたのに
対して、知識・技能を活用する力を把握するＢ問題では、まだ、基礎学力を実生活の様々な場面で活用
できなかったり、問題の趣旨を十分に理解できず解答時間が不足してしまったりしている子どももいた。
全国と正答率、無解答率などに若干の差が生じている点は、今後克服しなければならない課題である。
②

教科・領域別の課題

【小学校国語】
・下の学年で習得しておくべき基礎的・基本的な知識・技能の定着状況に不十分なものがある。
・相手の立場や状況を踏まえ、適切かつ効果的な助言をする指導を充実させる必要がある。
【小学校算数】
・図や表を観察して、問題の解決に必要な情報を選択することに課題がある。
・数直線等を活用して、指定された概数になる数の範囲をとらえる活動を充実させる必要がある。
【中学校国語】
・具体的な言語活動の中で、基礎的・基本的な知識・技能を適切に使うことに課題がある。
・目的に応じて、情報の取り上げ方や書き方を工夫して書く指導を工夫していく必要がある。
【中学校数学】
・数量の関係を文字式で表すことや多角形の外角の意味を理解することなど、身に付けておかなけれ
ばのちの学習に影響を及ぼす内容の習得に課題がある。
・正の数と負の数の意味を、実生活の場面に結び付ける活動を重視する必要がある。
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③

考察

「活用」する力の育ちを確かなものにするために
「活用」する力の育ちが十分でないという背景には、子どもの学習習慣、生活習慣や授業の中で、習
得したり、活用したりする場面や時間が十分確保されてはいないという点があげられる。
ア. 更なる授業力更新とカリキュラム・マネジメント
一時期、
「指導」ということに学校が臆病になり、
「支援」という言葉が流行した時代があった。
現在の学習指導要領では、こうした指導への反省に立ち、目標や育てたい能力を明らかにして、ま
ず教材・教具の工夫、理解度の把握指導を徹底し、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図ること
を重視している。
（いわゆる「教えて考えさせる授業」づくり）今では、各学校でこうした「授業
力更新」が進めら
れ、校内に教える
ことに対しても積
極的な空気が流れ
ている。
しかし、右図に
示すように、この
形態の授業には、
盛り込みたい内容
が多く、さらに子
どもたちの「考え」
を尊重しながら授
業を展開しようと
すればするほど、
「あともう一問、
類似問題を解いてみて、自信と確信を深めさせよう」というような時間を生み出すことが難しい。
また、
「教えて考えさせる授業」だけがすべてではないことも再考してみる必要がある。教科の
授業では、
「習得」を中心として回る場面（内容）と「活用（探究）
」を中心として回る場面（内容）
があり、その両方を
確実に展開できる
授業力が教師に求

教師に必要な二つの授業力
「習得」サイクルで

⇒

「与えて、させて、見回る」授業力

「活用（探究）」サイクルで

⇒

「聞いて、助けて、見守る」授業力

められている。
両者を有機的に結合させ、自在に授業を展開させていくことは難しいことではあるが、１時間の
授業の中で、
「考えさせる」だけでチャイムが鳴ってしまうようなことのない授業時間配分を工夫
することは必要である。また、類似・発展性のある問題を解かせる活動を、授業時間の後半に配置
したり、家庭での学習課題として課すなど、
「繰り返し」、
「つながり」で授業と授業をつなぐこと
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も視野にいれていくことも重要である。
また、毎時間、常に「考えさせる時間」が必要なわけではなく、
「習熟」のためのドリルタイム
だけで構成された時間が単元構成の中にあってもよい。
いずれにせよ、１時間ですべてを完結させることより、単元全体の中で、
「教える」
「考えさせる」
「習熟させる」等が、トータルに配分・連動されるよう、カリキュラム・マネジメントを進めるこ
とで、問題解決と系統性の問題を克服することである。
イ. 家庭における生活習慣、学習習慣醸成に課題のある子ども達に、はたらきかける体制を
市教委も各学校も「最低でも“10~15 分×学年”程度の家庭学習時間の確保」を呼びかけてい
るが、残念ながら小学校 6 年生で 6 割、中学校 3 年生では約３割しか、そのレベルに達していな
い状況がある。また、家庭での読書についても、小学校 6 年生で 2 割、中学校 3 年生では 4 割が
「無読」の状況である。
学力・学習状況調査で毎年、全国１位の状況を示す秋田県では、数十年前から、
「家庭学習ノー
ト」で決められたページをやり、毎日、学校に提出する活動を行っている。三世代同居の多い秋田
県では、両親が仕事で留守であっても、お爺さんやおばあさんが、
孫に「家庭学習ノートをやり終えてから、遊びにいくんだぞ。」と
声をかけ、指導する。
「家庭学習ノート」は、提出したい人だけが
提出するものではなく、秋田では、必須の課題そのものなのである。
学校は、必要な課題を子どもに与え、必ずそれに目を通し、家庭や
地域は、見守り、子どもを支え、励ます。
ここまでの覚悟と関わりがあって初めて、すべての子どもに、９
か年の義務教育での「学力保障」を実現することができるのである。
学校の頑張りとともに、家庭・地域に対する啓発で、児童・生徒集
団の中に、
「よき学習習慣・生活習慣」を文化として育てていかね
ばならない。
ウ. 活用する力の基礎となる教科横断的な言語活動の充実を
今回、市内だけでなく全国的にＢ問題の正答率が低かったが、「そもそも、何を聞かれているの
かが分からない」とか、
「問題が、何を問うているのかが理解できない」などということが起きて
いた。
全国学力学習状況調査の児童・生徒質問紙の中には「400 字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説
明文を書くことは難しいと思いますか？」という設問があるが、
「難しいと思わない」と回答した
のは北広島市小６で 16.1％（全国は 13.4％）
、中３で 14.0％（全国は 12.7％）であった。
また、
「学校の授業などで、自分の考えを他の人に説明したり、文章に書いたりすることは難し
いと思いますか？」という設問で、
「難しいと思わない」と回答したのは北広島市小６で 18.8％（全
国 15.2％）
、中３で 12.1％（全国 10.6％）であった。全国平均より健闘しているともいえるが、
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それでも２割以下である。
社会人・職業人として自立し、社会生活を送るには、この種のものに対応する力が必要であり、
それらを育てることで「学校で学んだこと」が“生きる力”になる。
学習活動、そして将来の社会生活でも、
「言語活動の充実」
、換言すればコミュニケーション力の
有無が、
「生きる力」を左右する。学校は、国語教育を中核としながらも、教科横断的に、言語活
動の充実を図っていかねばならない。
教科横断的な言語活動の充実
１）
「結論」⇒「なぜかという理由」⇒「補足情報」と続く構成で、論を展開できる力や文章
スタイルを身に付けさせる。
（教える）
２）
「結論」⇒「なぜかという理由」⇒「補足情報」と続く構成で読んだり、書いたり、話し
たりできるように頭を構造化させる。（考えさせる）
３）日常会話では使わない熟語や抽象的な語彙に触れ、事実と意見を区別して読むことを学
ばせる。
（習熟を通して、活用できる「ことば力」を）
思考力・判断力・表現力等も、こうした言葉を活用する基礎力がないと深化しない。
言語活動の力を、国語科を基盤にしながらも、教科横断的に学びとらせるには、文学や教科書の
みでなく、新聞・雑誌の記事、学校や家庭での会話、グラフや図表の読み取り、などを通して生き
た表現を多く取り上げていくことが必要となる。学校は、家庭や地域の教育資源も活用しながら、
さらに子どもたちの言語活動環境整備に努めていく必要がある。
また、言語活動の充実の面で、読書の果たす役割も大きい。学校でも様々な読書活動を推進して
いるが、最近は学力向上のために、朝読書の時間の一部をドリル学習に切り替えるなど、子どもの
本に触れる時間はやや減少傾向にある。このような中で、朝読書を家読書につなげる取り組みも大
きな意味をもっており、
「ブックトーク」や「パスファインダー」の充実なども望まれる。
エ. 夢や目標を実現する取り組みの再考を
今年度の学力学習状況調査の結果でも、
「夢や目標を持っている」と明確に答えている子どもは、
小学校、中学校とも、ほぼ 5 割となっている。少しずつ増加してはきているが、この結果からは
まだ二人に一人の児童・生徒は、夢や目標を具体的に描けていない実態にある。
まず第一の課題は、この夢や目標をすべての子どもの中に育むことである。
「子どもの自立」を
促すためにも、その夢や目標は、
「働く」ことや「仕事を通しての自己実現」に向かう、具体性の
あるものであることが大切である。進学は目標であり、目的ではない。
「大人の階段」のゴールは、
「働く」ということ、
「仕事で自己実現すること」だからである。学校教育が、子どもたちに育む
「生きる力」の「出口」も、働く中で、
「自己有用感」を実感できる大人に育てることにつなげね
ばばらない。
第二の課題は、夢や目標に向かう努力を意識させ、支援する取り組みである。本来、夢や目標を
実現するための努力があってこそ自己実現に向かうのであるが、それが不十分な状態にある。特に
中学生では 3 人に 1 人位の割合でしか、自らの努力を実感していない。各学校においては、教育
相談の機会等を充実させ、今まで以上に子どもたち一人ひとりに「出口」や「ゴール」を意識させ、
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自己実現のマネジメントを支えていく必要がある。広義の「出口を意識した（キャリア教育的）視
点」を、小学校段階から意識して育んでいくことが、子どもたちの「生きる力」醸成に直結するこ
とが、明らかになってきた。（ガイダンス機能の充実、コーチングの重要性）

Ⅷ.北広島市の教育施策を活用し課題の克服を
□

やさしく支えあう教育連携の推進
・子どもの生活習慣や学習習慣を改善するための「きたひろしま生活シート」の取り組みで、家庭
の教育力の向上を支援する。
（よき学習習慣、生活習慣醸成や「無読」の解消）

・放課後や長期休業中に小学校の余裕教室を活用して学習等の支援を行う活動などを充実する。
□

「生きる力」を育む学校教育の推進

・標準学力検査、全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、北広島市学校教育改善プランを改訂し、
「北広島市学校教育の推進方針」を策定し、各学校の教育計画に盛り込んでもらう。
・
「授業力更新」のための研修の充実（広教研との協働によるセミナーの開催。局・指導監訪問、指
導主事訪問と連携した学校経営指導、学校教育指導の推進。
）
・市内の幼稚園、保育所、小学校などの関係者で構成する「幼児教育の連携に関する懇話会」を開
催し、義務教育へのスムーズな移行を図るためのアクションプランの策定を検討する。（「アプロ
ーチ・カリキュラム」
「スタート・カリキュラム」を整備し、小１プロブレムを解消）
・小、中学校の教育連携を深め、小中のスムーズな接続を図るため、中学校区単位での「学校改善
プラン」を策定し、学習意欲の向上や学習習慣、生活習慣の改善に努め、学ぶ楽しさを味わえる
よう学習指導を充実させる。
（中１ギャップ解消も含め）
・確かな学力を育てる教育の充実のために、通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童の生
活面や学習支援を行うため、特別支援教育支援員を活用し、児童一人ひとりの状況に応じた指導
の充実に努める。
□

生涯にわたる読書活動の推進

・子どもの読書活動については、
「第二次北広島子どもの読書活動推進計画」に基づき、幼稚園・保
育所への絵本巡回事業および小学校への児童図書学級巡回事業を実施するとともに、学校や図書
館ボランティアと協働して、子どもの読書活動を推進する。
・学校図書館に新聞を置き、短学活における新聞活用と表現力育成や「コラム」記事等の書き写し
（感想や言葉の意味調べ、内容の要約）、
「朝の会・新聞スピーチ」
（記事の内容、なぜそれを選択
したかなどを事前に規定字数に要約し、読み原稿化しておく）などの教育活動に有効活用する。
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Ⅸ.「五つの提言」をさらに活かすために
今まで述べてきたように、今年度の学力学習状況調査の結果分析からも、平成 23 年度に北広島市教
育委員会が提起した「学校・家庭・地域への“五つの提言”」は、北広島市の学校教育の具体的実践目
標「義務教育９年間を修了するに相応しい学力と社会性の育成」と、子どもたちの「学力保障」に直
結する「学校教育改善プラン」として今も有効に機能していることが明らかになった。
しかし、各学校での具体的実践施策として、さらに重視すべきことや、小、中学校の連携指導の工
夫等で留意すべき点も見つかっている。
終わりに、北広島市のすべての小、中学校で学ぶ子どもたちが、連続した学びと自己有用感の向上
を実感し、地域とともにある学校づくりが、さらに推進されることを願って、この「五つの提言」を
活かすために、各校で留意すべき点、再考が必要な点を図表化した。また、各校の実践策のヒントと
なりそうな市内での実践例も掲載したので、各学校においては、それぞれの「学校改善プラン」
「学校
経営計画」にこの内容を反映し、さらに地域とともにある学校づくりを推進していただきたい。

「学校・家庭・地域への“五つの提言”」と更に留意すべき実践策と 例
―「いつまでに何をするのか」「指導結果の検証方法と時期」を明確にしながらー
北広島市の小・中学校は
①教科指導を通して…もっと子どもたちに教科の持つ魅力を伝える努力をします！
②全教育活動を通じて…もっと子どもたちに丁寧にノートの使い方を教えていきます！
よく練られた授業が展開されることが、学校を楽しく意味あるものにしていく鍵となります。北広
島市の教職員は、教育の専門家として、不断の力量形成に努め、温かい人間性、強い情熱や使命感に
基づく「志の教育」を実践します。また、電子黒板の有機的な活用なども工夫しながら、丁寧で構造
化された板書、ノート指導の充実・徹底を図り、子どもたちを「ノートの達人」に育てます。

更に留意すべき実践策と例
・
「学校での学びは将来の役に立つ」
「教科には、こんな魅力がある」というようなことを、子どもに
伝える教師の努力と教育相談機能の充実を図る

（市内での実践例）
① 市内 A 校では、学習内容と評価方法に限定していた教科オリエンテーション（ガイダンス）を
改善し、教科の魅力、学ぶことの意味等を考えさせるような内容に変更した。
② 市内 B 校では、単元終了時点で「ふりかえりの時間」を設定し、生徒による授業評価等も盛り
込み、次の単元開始時に、そのマネジメントを子どもたちに返すようにした。
③ 市内 C 校では、学期ごとに「教科教育相談日」を設定し、生徒自身の希望相談や、教師側の呼
び出し相談を組み合わせて、教科の苦手意識克服をサポートする体制を作った。
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・
「言語活動の充実」を図り、言葉の力を育て、教科・領域の目標を達成する
（市内での実践例）
① 市内 D 校では、読書を奨励し、読書への興味を喚起するとともに、教室で言葉を磨く（
「学習の
約束」としての徹底）
、目にする環境で育てる（板書、掲示物）、好ましい関係づくり（子どもが
安心して話ができるような集団づくり）
、新聞でことばの感覚を磨く、等の実践を通して、教科・
領域の目標を高いレベルで達成できるよう工夫している。
・
「キャリア教育の充実」を図り、高い志（大志）を育てる
（市内での実践例）
① 市内 E 校では、
「ふるさと教育」的な視点も盛り込みながら、学校支援地域本部事業のコーディ
ネーターの力を借りながら、校区の中に職業体験学習のできる実習場所を開拓し、連続して複数
日に実習ができるよう工夫した。実習後は、その体験を異学年生徒に報告したり、実習を受け入
れてくれた事業所の関係者を招待したりしながら、説明ブースを設け、還流している。
・
「ノート指導」
「板書の構造化」の中学校校区ごとの確認と連続性・発展性の確立する
（市内での実践例）
① 市内 F 中学校区では、小、中の相互授業参観を通じて、小学校で取り組んでいるノート指導、
板書の構造化の実践が有効であるにもかかわらず、中学校で十分に引き継げていないことを発見
し、中学版のノート指導、板書のマニュアルを作成し、ワークシートの活用を減らす工夫を始め
た。
（空欄を埋めるだけでなく、まとめの全体構造を書きとめられるように。
）
・ノートガイダンスを実施し、子どもの発達段階に適したノートを指定するようにした。
・必ず記入する事項を明確にした。
（学習日時、学習課題、考え（自他）、まとめ）
・学習課題は赤ペンで囲み、学習のまとめは青ペンで囲む。
・消しゴムは使わず、訂正を赤ペンで記入し、自分の学習参考書となりうるノートにする。

北広島市の学校・家庭は
③学校・家庭の連携の中で…もっと子どもたちに家庭学習習慣を定着・充実させていきましょう！
今日、国際比較調査等の結果からも、日本の子どもたちの家庭学習時間の減少が問題となってきて
います。北広島市の小・中学生についても、諸調査の分析結果から、同様の問題点が発見され、各学
校でも状況の改善に向けて方策を講じているところです。この方策をさらに実効あるものとするため
に、家庭との連携の中で、学習時間を確認したり、子どもの取り組みを支援したりしていきましょう。

更に留意すべき実践策と例
・
「授業と授業をつなぐ活動」の工夫（家庭学習の位置づけ・保護者の役割認識）をする
（市内での実践例）
① 市内 G 校では、１年生の学習用具の忘れ物が多い状況を改善するために、家庭連絡ノートを活
用し、家庭で保護者と一緒に学習用具をカバンに入れ、確認のサインを求めることにした。さら
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に、漢字練習、九九の声出し暗唱等の課題に、同様の保護者確認サインを求めることとした。
② 市内 H 校では、子どもたちの社会に関する意識の薄さが課題であると認識し、状況を改善し、
言語活動を充実させるため、朝の会（当番制で）の中に、
「今日のニュース」コーナーを設けるこ
ととした。当番になった児童は、新聞やテレビ等のニュースを見て、自分自身の紹介原稿（２０
０字）程度を書き、それを暗唱してみんなの前で発表することと共に、その歩みをポートフォリ
オ化し、振り返られるように工夫している。

北広島市の学校・家庭・地域は
④学校・家庭・地域の連携で…もっと子どもたちを読書に向かわせましょう！
⑤学校・家庭・地域の連携で…もっと子どもたちの悪しき生活習慣を改善させていきましょう！
子どもの「読書離れ」も、国際比較調査等の結果からも、大きな課題となっています。北広島市の
小・中学生については、全体としては良い方向に向かいつつありますが、よく本を読む子どもと読ま
ない子どもの二極化現象も生まれており、更なる読書環境整備と家庭・地域との連携が必要になって
きています。また生活習慣の面では、朝食をきちんと食べる子どもは多いのですが、テレビ、ゲーム、
インターネット、メール等で費やす時間が、子どもたちの学習時間や読書、睡眠時間を奪っている実
態も明らかになっています。これも学校・家庭・地域の連携で、よりよき生活習慣を取り戻させてい
きましょう。

更に留意すべき実践策と例
・
「家読（うちどく）
」を推進する
（市内での実践例）
① 市内 I 校では、朝読書とともに、
「家読（うちどく）」奨励に力を入れ、「家読」の時間を家庭学
習時間に合算させた。また、ブックトーク・タイム（週１回）を朝の会等に位置付け、読書を奨
励・啓発した。その結果、子どもが家でゲームに費やす時間も若干、減少気味になってきている。
・
「家庭学習ノート」を通して、多くの大人が子どもの学びや生活を支え、育てる
（市内での実践例）
① 市内 J 校では、担任外の教諭との協力や教科担任制の導入などを行い、担任が教育相談的な活
動に割く時間を確保し、家庭学習ノートに赤ペンを入れる実践を行っている。１行日記欄等に対
する教師の赤ペンによる一言書きが、子どもの意欲喚起に役立っており、親も時々、書き込みを
してくれるようになってきた。
・自己有用感を醸成する「お手伝い」「ボランティア活動」「異年齢間の活動」を奨励する
（市内での実践例）
① 市内 K 校では、
「役にたつ自分」を実感させようと、学校・家庭・地域を問わず、
「お手伝い」
「ボランティア活動」等を家庭学習習慣醸成と共に奨励し、やる気を引き出した。また、学校の
行事や日常活動に異年齢の協働による活動を取り入れ、年長の自覚を促し、成長させた。
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Ⅹ.資料（クロス集計）と分析

⇒「自己有用感（自己肯定感）
」と、学力には明確な相関関係がある。とりわけ中学校の指導におい
て、これは大きな意味を持つ。また、宿題をしっかりすることと学力との相関も明確である。
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⇒「自己有用感（他者受容感や他者共生感）
」と、学力にも明確な相関関係がある。とりわけ「人の役
に立つ人間になりたい」と思うことと学力との相関にはきわめて明確なものがある。
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⇒「読書」と、学力にも明確な相関関係がある。良き学習習慣・生活習慣の醸成は、学力向上に欠か
せないものである。さらに、
「どのような本を、どんな姿勢で読んでいるか」ということも重要であ
り、ブックトークや読後の自分の受け止めをまとめたりする読書活動の推進も必要である。
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⇒平成 19 年度以降、
「将来への夢や目標の有無」という質問項目については、
「当てはまる」
「どちら
かといえば、当てはまる」と回答する児童・生徒が漸増している。しかし残念ながら、夢や志が高
い者ほど学力が高いなどの、学力との「正」の相関関係は見えてきていない。

「将来の夢や目標を持つこと」に関連して（追加設問から見えてきたこと）
全国的にも、このような傾向があることから、文部科学省は、今年度調査に全国抽出で、下記の５つ
の関連質問項目を追加実施し、課題を探った。
（本市においては、小学校３校、中学校 3 校の計 6 校が抽
出された。
）以下は本市としての分析である。
（設問 13）将来の夢や目標を実現するために努力していますか(新規)

市内も全国の子どもたちも、夢は持っていても、そのための努力はあまりしていない。本来、夢や
目標を実現するための努力があってこそ自己実現に向かうのであるが、それが不十分な状態にある。
特に中学生では 3 人に 1 人位の割合でしか、自らの努力を実感していない。各学校においては、教育
相談の機会等を充実させ、今まで以上に子どもたち一人ひとりに「出口」や「ゴール」を意識させ、
自己実現のマネジメントを支えていく必要がある。
（設問 14）将来何かの職業や仕事に就いて働きたいと思いますか(新規)

大人（社会人）になるということは、
「働く」ということと同義である。
（公民で学習するように、
「国
民の三大義務」は勤労、納税、子供に教育を受けさせることであり、勤労は義務であり、権利でもあ
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る。
）その視点からは、
「働きたい」と思う児童・生徒は、限りなく 100%に近くならねばならない。し
かし現実には、2 割近くが「働きたくない」と思っている。
厚生労働省の
「労働白書」
によると、
卒業後 3 年目までに離職した者の割合は、中学卒業者で約 7 割、
高等学校卒業者で約 5 割、大学卒業者で約 3 割にのぼるなど、就職しても早期に退職する傾向がみら
れる。いったん就職しても、自発的離職や早期離職が多いのが若年者の特徴となっている。
また、内閣府の「青少年の就労に関する研究調査」
（政策統括官共生社会政策担当）では、無業者の
中に「求職型」無業者、
「非求職型」無業者、
「非希望型」無業者の三種があると指摘し、親と同居し
経済的にも親に依存しているものが多いこと、対人関係に対する苦手意識が高い点等は三種に共通し
た傾向であるが、友人の状況や人間関係に対する考え方、社会に対する関心、結婚希望や将来の夢、
悩みや心配ごとなどでは、累計別に大きな違いがあったとしている。
今日、就労の問題は、社会全体の大きな課題でもあり、学校教育の中でも、今まで以上に「職業」
や「働くこと」などについて、小学校の段階から意識させていくことが必要である。
（設問 15）将来なりたい職業はありますか(新規)

大人の「生きる力」は、
「働く力」である。その視点からすると、学校は、大人へと成長していく子
どもたちに広義の職業教育（キャリア教育）を充実させて、さらに「働くこと」の意義や醍醐味を感
じとらせなければならない。
（財）社会経済生産性本部「働くことの意識調査」によると、新入社員の会社の選択理由では、
「自
分の能力、個性を生かせるから」という理由が最も多くなっている。1980 年代に 2 番目にあげられて
いた「会社の将来性を考えて」という理由は、減少してきており、それと対照的に、
「技術が覚えられ
るから」、
「仕事が面白いから」という理由が高まりをみせている。このように、新入社員の会社の選
択理由は、個人の能力や技術、興味に関連する項目が高くなり、会社を選ぶという意識から職業を選
ぶという意識に変化してきていることがうかがえる。
少子高齢化社会の進展の中、人間の一生の中で占める「就労期間」は伸びる傾向にある。永い就労
期間の中で、仕事を通じての自己有用感を感じ続けることができないと、
「生きる力」も弱まってしま
う。
自分に対する自信（自己肯定感）
、みんなから受け入れられている、みんなの役に立っているという
実感（他者受容感）
、みんなといっしょに活動することで育くまれる充足感（他者共生感）、この三つ
から構成される自己有用感を「働く」中で実感できるような子どもたちを育てなければならない。
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（設問 16）あなたには「あのような人になりたい」と思う人はいますか(新規)

子どもたちの成長過程、あるいは成長の分岐点に師表（世の人の手本、またその人）となる人との
出会いが果たす役割は大きい。将来なりたい職業が、その人との出会いから発見されることも多い。
今回の調査の中で 7 割ほどの子どもたちが「なりたい人」を心の中で感じていることは喜ばしいこと
であるが、学校は、家庭や地域の力などを借りながら、子どもたちに、さらにたくさんの素敵な人（大
人）との出会いの機会（場）を創出していくことが必要である。
（設問 17）家の人と将来のことについて話すことがありますか(新規)

伝記に出てくるような「偉人」も師表かもしれないが、もっとも身近な師表は、子どもたちの保護
者ではないだろうか。（そして次には、教師である。）子どもを取り巻く身近な大人たちが敬愛できる
存在であること、その生きる姿や態度を見て「ああいう大人になりたい」と子ども心に感じさせられ
るような存在であることが、子どもたちが将来への夢や目標を持つことに直結する。ＰＴＡの活動な
ども、そうした「身近な師表」としての親学・教師学研修なども含めて企画されるとよい。
子どもと改まって「人生とは」
「仕事とは」などという話をする必要はないが、子どもは意外に保護
者の仕事のことを知らないことが多い。母が父の仕事ぶりを語ったり、父が母のことを語ったりする
ことで、子どもも自分のこと、将来のことを語りやすくなる。この点については、現段階では、6 割程
度の家庭でしか話題提供がなされていない。
「子どもの自立」を促すためにも、できる限り、100%に
近くしていく必要がある。いずれにせよ進学は通過点であり、目的ではない。
「大人の階段」のゴール
は、
「働く」ということ、
「仕事で自己実現すること」である。学校教育が、子どもたちに育む「生き
る力」の「出口」も、働く中で、
「自己有用感」を実感できる大人に育てることにつなげねばならない。
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※資料 北海道教育委員会・石狩教育局「オール北海道で目指す目標」
第１期目標（平成２４年３月～７月）との関連
小・国語…全ての子どもが、決められた字数で書くことができるようになっているか？
小・算数…全ての子どもが、四則計算ができるようになっているか？
中・国語…全ての子どもが、理由や根拠を明確にして書くことができるようになってい
るか？
中・数学…全ての子どもが、方程式を解くことができるようになっているか？
第２期目標（平成２４年８月～平成２５年１月）との関連
小・国語…全ての子どもが、目的に応じて読み、内容の全体を理解することができるよ
うになっているか？
小・算数…全ての子どもが、四則計算の混合した式の計算や割合を求めることができる
ようになっているか？
中・国語…全ての子どもが、目的や意図に応じて読み、中心となる内容をとらえること
ができるようになっているか？
中・数学…全ての子どもが、関数関係を見いだし表現することができるようになってい
るか？
第３期目標（平成２５年２月～７月）との関連
小・国語…全ての子どもが、決められた字数で書くことや学習した漢字を正しく書くこ
とができるようになっているか？
小・算数…全ての子どもが、四則計算や割合を求めることができるようになっているか？
中・国語…全ての子どもが、理由や根拠を明確にして書くことや小学校で学習した漢字
を正しく書くことができるようになっているか？
中・数学…全ての子どもが、方程式を解くことや関数の式で表すことができるようにな
っているか？
「オール北海道で目指す」第４期目標（平成２５年８月～平成２６年１月）
小・国語…全ての子どもが、条件に応じて書くことや学習した漢字を確実に書くができ
るようにしましょう。
小・算数…全ての子どもが、四則計算を確実にすることができるようにしましょう。
中・国語…全ての子どもが、条件に応じて書くことや小学校で学習した漢字を確実に書
くことができるようにしましょう。
中・数学…全ての子どもが、方程式を確実に解くことができるようにしましょう。

道教委・局の「オール北海道で目指す目標」実現に向けたその他の主な施策
「どさんこ☆子ども全道サミット」

「特別支援教育充実セミナー」

「どさん子元気アップチャレンジ」

「親学 UP！プロジェクト【親塾】

「いしかり家読リスト（仮称）」 「オール石狩」で取り組む学力向上のロードマップ
北広島では、26 ページまでに示した総合的な教育施策を通して、道教委の示す上記の第４期までの目標
を達成し、次年度の全国学力・学習状況調査のすべての教科・領域で、
“全国平均以上”を目指していく。
いずれの目標、施策についても、「いつまでに何をするのか」と「指導結果の検証方法と時期」を明確に
して取り組んでいく必要があり、中学校区単位で各校と「学校改善プラン」についての協議を行っていく。
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