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 上記は、平成24 年度の全国学力学習状況調査の北海道の結果公表に伴う、道教委コメントの一部
です。本調査は、平成 19年度より実施されていますが、残念ながら道は当初より 47都道府県の中で
下位の正答率を示していました。その結果を踏まえての「平成 26 年度までに全国平均以上」の目標
でした。しかし、その目標は未だに達成されていません。さて本市、北広島は？ 
 右上図が今年度の全国学テの結果のレーダーチャート、下図は平成19 年～令和元年までの全国学
テにおける全国平均正答率との差の推移グラフです。（次ページに中学校） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

令和元年 10 月 2１日 
 

      教育委員会だより 
 

      Ｎｏ．31 
 

発行：北広島市教育委員会 

【北広島市教育推進方針の重点】 
H27 キャリア教育を支える北広島スタンダードの確立 
H28 小中連携・一貫教育の推進 

【北広島市教育推進方針の重点】 
H29 小中一貫教育の推進 
H30 小中一貫教育の充実・発展 
R1  小中一貫教育の深化 

【Ｒ１全国学力・学習状況調査】 
全国平均正答率を 100としたとき
の北広島市小学校の平均正答率 

 

(H24,11,26全国学テ結果公表～道教委コメントより)
平成 24年度全国学力・学習状況調査における本道の
各教科の正答率は、小中 10教科中 9教科において全
国平均を下回っており、上位県と比べて大幅に低い深
刻な状況であります。－中略―もとより、教育の機会
均等とその水準の維持向上という義務教育の趣旨を踏
まえれば、生まれ育ったところによって、身についた
学力に大きな差があることは、本来あってはならない
ことです。こうした考えに基づき、道教委では、これ
まで「基礎学力保障」の観点から、平成 26年度の全
国調査までに「全国平均以上」という大きな目標を掲
げて授業改善と望ましい生活リズムの定着を「車の両
輪」と位置づけ、市町村教育委員会との連携のもと、
総合的な学力の向上を進めていきます。－後略―                 
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 本市の小学校は、年を追うごとに着実に学力を向上させてきています。それは、グラフから一目瞭

然です。教科総合平均正答率が全国と並んだのが平成 29年、全国を超えたのが、平成 30年、令和元
年です。その過渡期、北広島市教育推進方針の重点が「小中一貫教育」にシフトチェンジしました。

その取組が、加速度的に学力向上を推進させたことは言うまでもありません。中学校区で、小学校、

中学校の教員が一緒になって、学力検査の結果を基に「何ができないか」「できるようにするために何

をするか」を検討する「中学校区学力向上教育相談」が始まったのもこの時期でした。北広島市で進

める小中一貫教育には、「義務教育 9 年間を通して生きる力を育む」という枕詞がついています。こ
こに、北広島市の教育の大本があります。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
中学校のグラフからも、本市の中学校は着々と学 
力を向上させてきていることがわかります。この推 
移グラフから、本市では、国語、算数（数学）の他 
に理科や英語が加わった年度は、小中ともに全国正 
答率との差が縮まる傾向を示していました。また、 
小中一貫教育の取組とも相まって正答率は安定して、 
全国平均に同等、あるいはそれ以上になっています。 
  最後となりますが、「全国平均」以上という目標に 
ついては、「点数を上げる、上位を目指す」ことだけ 
が目的ではありません。全国学力・学習状況調査の 
問題の正答率が低い（全国を下回る）ということは、 
「習得することが望ましいと国が判断した個別の学 
習内容が他地域の子ども達と比べて身についていな 
い」という「事実」に突き当たります。この事実を 
真摯に受け止め、小中共に日々の授業改善を進めて 
いくことが重要な目的となります。 
この正答率推移グラフは、北広島市の先生方の努 
力の賜物です。今後とも、自信と展望をもって学力 
向上の取組を進めてくださることを期待しています。 

【Ｒ１全国学力・学習状況調査】 
全国平均正答率を 100としたとき
の北広島市中学校の平均正答率 

 

H23 は東日本
大震災にて全
国学テは中止 

48年ぶり 
全国学テ 
実施開始 

H24北広島市学校統合 
若葉小,広葉小→双葉小 
高台小,緑陽小→緑ヶ丘小 

H24理科実施 H27理科実施 H30理科実施 

R1英語実施 



西の里中学校区 2019年度 小中一貫教育の取組 

西の里中学校区では、総務部会、13 の教科・事務部会、4 つの作業部会（教務部会・研修部
会・指導部会・総合キャリア部会）を組織し小中一貫教育の諸課題の解明に当たっています。今年
度は、6 つの重点項目に基づいて具体的な活動を展開しています。紙面の関係上一部を抜粋して紹
介させていただきます。 

(1) 教職員の共通理解のもと、西の里地区での義務教育 9 年間の目指す子ども像を共有する    

○ 西の里スタンダードの取組（学びをつなぐ） 

『西の里スタンダード』 笑顔、温もり、未来へつなげる里っ子バトン 

(笑顔)子どもたちが「できた」「わかった」「やった」という気持ちを(温もり)良き人間関係
の中で味わいながら、(未来へつなげる)夢の実現や自立に必要な資質・能力を身に付けさ
せる教育を(里っ子バトン)小中学校が一体となって進めていく。 

 
 
 

(知) 自分と向き合い、学び続ける人に 
・ 課題に向かい、自ら解決する態度を身につけます。 
・ 自他ともに高めあう集団を目指します。 
※ 授業や諸活動の中で理由や根拠を明確にして自分の考えを発表する。 
◎ 主体的・対話的で深い学び   
◎ 「わかる・はなす・みにつく」授業（共通の研究内容） 

(徳) 思いやりの心を持ち、誰とでも助け合う人に 
 ・ 困っている人は助け、してもらったことには感謝できる人になります。 
・ 相手の話をきちんと聞き、公平な立場で判断します。 
※ 挨拶をしっかりと行い、感謝の気持ちを表現できる。 
◎ 児童会・生徒会での挨拶運動   
◎ 地域の方との連携および感謝の気持ち 

(体)  正しい生活習慣を身につけ心も体も健康な人に 
・ 望ましい生活習慣を身につけ、体力の向上に努めます。 
・ ケータイ・スマホ等の約束を守り、生活リズムを整えます。 
※ 1日3食の食事をしっかりと摂り、睡眠時間を確保する。 
◎ 食育指導の充実   
◎ 生活リズムの指導 

※は、2019年度の行動目標  ◎は教師側の主なアクション 
 
 

○ 夢ノートの活用(大志をつなぐ) 

4 年生以上は市の「夢ノート」を活用している
が、低学年に対しては本校独自の「ゆめノート」
を作成し、小学 1 年生から自分の特性や仕事につ
いて考える機会を設けている。 
 

(2) 義務教育9年間の系統性・連続性を重視した 

 西の里地区の教育課程を編成する。 

 
○ 教科系統表の有効活用(学びをつなぐ) 

昨年度作成した教科系統表を基に、見通しを
持った計画やつまずいた時のフィードバックする部分を明確にするなどの指導に役立てている。
学習指導案の「指導の系統」としても系統表を活用している。 
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(3) 乗り入れ授業・学習を計画的に実施する。 

○ 乗り入れ授業を年1回(英語)、中学校への登校体験＆体  

験授業の実施(学びをつなぐ) 

昨年度までは、小学校で 4 回の乗り入れ授業を行っていた。今
年度は、乗り入れ授業を 1 回にし、朝の登校も含め、中学校での
体験授業を計画している。校舎が離れており、登校についても小
学校とのギャップを覚える子たちがいる中、実際に歩いてみるこ
とが良い経験になると考える。また、中学校で授業することは、
施設や設備の面から授業選択の幅が広がり、より実際に近い体験
ができると考える。 

○ 職業体験交流(大志をつなぐ)  

中学校の職業体験のまとめの発表物を小学校に一定期間張り出す取り組みを行っている。児童
にとっては地域の企業の発表であることや中学生が感じた生の情報や感想を知ることで、より身
近な問題として捉えられ関心をもって閲覧している。 

(4) 生活習慣や学習規律、家庭学習の進め方など、統一的な指導を接続させる。 

 ○ 西の里ベーシックの統一的指導（学びをつなぐ）   

昨年度までに、形式を揃えたり系統を考えたりし
たものを作成している。統一的な指導となるよう
に、実態に合わせての微調整を適宜行っている。 

(5) 学力・体力に関わる共通課題などを明らかにし、

小中学校間で共有する。 

○ 全国学力学習状況調査・NRT・新体力テストの合   

同分析(学びをつなぐ)  

年 5 回予定されている合同研修会の中で、各校
の分析を交流し合っている。今年度も 1.2 回目に
は学力、4 回目には体力の交流を予定している。
小中学校で状況を共有し、指導の重点の設定に役
立てている。 

(6) 小中学校の教職員間での合同研修や授業交流を  

計画的に実施する。 

○「わかる」「はなす」「みにつく」授業づくり(学びをつ

なぐ、人と人をつなぐ) 

令和2年度の石狩管内学校課題研究発表会（兼：広教研研究中心校発表会）における小中一貫

教育の実践発表に向けて、共通の研究主題を設定し、体制づくりや授業づくりの整備を行ってい

る。小中学校の研究授業や研修に相互に参加し、課題の共通認識を深めている。このことは、「学

びをつなぐこと」がより実感をもって感じられるとともに両校職員間の人間関係の構築にも役立

っている。 

 

学習規律及び学習環境統一事項(案) 
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