
 
  

 
 

 
 
 

 

令和３年度 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 広 島 市 教 育 委 員 会



 
  

 



 
  

 
 

 
前 章 

わたしたちは、「青年よ大志をいだけ」のこころを受けつぐ北広島市の市民です。  

わたしたちのまちは、広島県人らによって築かれ、北海道の寒地稲作をうみだした、

誇りある伝統をもつまちです。  

わたしたちは、いま歴史への新しい歩みを進めようとしているこのまちと、自分のく

らしをしっかりみつめ、自分に何ができるかを問いかけながらこの憲章を実践します。  

 

第１章 まもろう 歴史がはぐくむ豊かな風土  
（１）豊かな緑を守り、自然を愛するやさしい心を育てたい。  

（２）自然との交流のなかで、スポーツやレジャーを楽しみ、生活にゆとりをもたせたい。  

（３）市の木、市の花を愛し、やすらぎのある環境をつくりたい。  
 

第２章 つなごう 心のかようたしかなきずな  
（１）あたたかいことばをかけ合い、ふれあいの輪をひろげたい。  

（２）思いやりの心をもって、ボランティア活動をひろめたい。  

（３）地域の活動に関心をもち、進んで参加して交流を深めたい。  
 

第３章 のばそう 未来をつくるたくましい力  
（１）伝統を受けつぎ、汗する活動を通して創造と夢と力を育てたい。  

（２）未来に目を開いて、自らを発展させていく英知と勇気をもちたい。  

（３）幼いいのちと若い力の健やかな成長を助けるために、おとなの連帯を進めたい。  
 

第４章 きずこう 個性あふれる北の文化  
（１）人とまちと自然のとけあった、幅広い文化環境をつくりたい。  

（２）趣味や余暇を大事にし、進んで体験する心を育てたい。  

（３）北国の四季に親しみ、風土に根ざした文化を育てたい。  
 

（昭和59年4月1日制定） 
市の花（つつじ）           市の木（かえで） 
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特集１ 小中一貫教育全国サミット in 北広島 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

●授業公開・研究協議会など 

公開中学校区 形態 公開テーマ 

東部中学校区 
施設分離型 

2 小 1 中 

9 年間の学びを教育課程で紡ぐ小中一貫教育 

～「見方・考え方」の質を高めていく授業づくりを通して～ 

西部中学校区 
施設分離型 

1 小 1 中 

地域・学校が創造する西部地区の小中一貫教育 

～コミュニティ・スクールを基盤とした 9 年間の教育活動づくりを通して～ 

広葉中学校区 
施設分離型 

1 小 1 中 

共に学び、共に高め合う子どもを育てる小中一貫教育 

～9 年間を見通した小中協同の教育活動づくりを通して～ 

 

●全体会・分科会  

分科会名 テーマ 助言者 

社会に開かれた 

教育課程分科会 

小中一貫教育とコミュニティ・スクールで地域の未来を創

る学校づくり 

京都産業大学 

教授 西川 信廣 氏 

カリキュラム・ 

マネジメント分科会 

全教職員が一体となって創造する小中一貫したグランド

デザインとカリキュラム・マネジメント 

北海道教育大学釧路校 

教授 内山 隆 氏 

9 年間の学びでつなぐ

学力・体力向上分科会 

子ども達の実態に応じて作成する小中一貫したカリキュ

ラムと、それを通した指導方法の工夫と授業改善 

北海道教育大学札幌校 

教授 萬谷 隆一 氏 

キャリア教育分科会 
小中一貫したキャリア教育で育む「大志」「ふるさと」「社

会性」 

北海道教育大学札幌校 

准教授 前田 賢次 氏 

特別支援教育分科会 
系統性のある教育で、子どもたち一人一人の個性を生かし

て未来で輝く力を育む特別支援教育 

北海道教育大学 

附属特別支援学校 

副校長 太田 千佳子 氏 

 

担当課 小中一貫・教育施策推進課 

北広島市では、次世代を担う全ての子ども達が、現在と未来に向けて、夢や希望を持ち

ながら自分らしい生き方を実現していける力を育むことを目ざして、学校・家庭・地域が

一体となった「子どもたちの連続した学び」を支える体制の構築と、義務教育 9 年間を修

了するに相応しい「生きる力」を育成することをねらい、小中一貫教育を平成 30 年度に

全ての中学校区でスタートしました。 

その実践の成果をご報告させていただくとともに、全国の先進的で創意工夫あふれる多

様な実践の交流により、全国におけるそれぞれの地域のよさや特性に応じた小中一貫教育

の具体の取組の一層の進化に資するものになることをねらい、小中一貫教育全国サミット

を本市で開催することといたしました。 

大志をいだき 心豊かに たくましく生きる 子どもの育成 

～９年間の学びをつなぎ、「生きる力」を育む～ 

大会テーマ 
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特集２ Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 構 想 の 推 進 

 
令和２年、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全国において臨時休校が長期化した

ことを機に、子どもの学びの保障のため、国は GIGA スクール構想を加速させました。 

本市も、令和２年中に教育 ICT 環境を整備し、令和３年４月から本格的にスタートします。 

■教育ＩＣＴ環境の整備 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や文部科学省の補助金等の財源を活用

し、次のような環境整備を行いました。 

○児童生徒用コンピュータの購入 

小学５、６年生、中学１～３年生に１人１台、小 

学１～４年生に３～４人に１台分の端末を各学校 

に導入。（Chromebook） 

○高速大容量のインターネット環境の整備 

 新たに１Gbps の教育用インターネット回線を整備。 

○主要教科の指導者用デジタル教科書の更新 

○大型提示装置（モニタ型電子黒板）の購入  など 

 
 

一人一台端末を活用した授業実践は、これまでの教育

から大きく飛躍するものです。また、ICT 機器等は、数

年サイクルでの更新が必要です。 

中長期的な視点で取り組むため、令和３年３月に「北

広島市学校 ICT 活用推進計画」と「北広島市学校教育情

報化推進計画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

■今後の取組 

一人一台端末を活用し、全教職員・全学校・市教育委員会が一丸となって、多様な子ども

たちを誰一人取り残すことなく、子どもたち一人一人に個別最適化され、資質・能力を一層

確実に育成できるよう、「学びの変容にチャレンジ」します。 

担当課 教育総務課 

教育ＩＣＴ環境の整備 

活用推進計画等の整備 

今 後 の 取 組 

 
■GIGAスクールサポーターによる研修の様子 

 
■令和2年第1回総合教育会議における協議の様子 

 

 

■「北広島市学校ICT活用推進計画」の

抜粋。令和3～7年度の5年間を3つ

のステップに分け、具体的な取組項目

と数値目標を設定しています。 

 

社会科副読本をデジタル化 
 

令和 2 年度文部科学省「学校

図書館の振興に向けた調査研

究」事業の採択を受け、社会科

副読本「きたひろしま」をデジ

タル教材化しました。 

新年度からは、デジタル版を

活用し、効果的な郷土学習に取

り組みます。 
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特集３ 北 広 島 市 ス ポ ー ツ 振 興 計 画 

近年のスポーツの多様化や、ボールパークのあるまちとして、スポーツのあるまちづくり

を進めるため、「スポーツまちづくりビジョン」をサブテーマとした「北広島市スポーツ振興

計画（2021 年度－2030 年度）」を策定しました。 

《計画の位置づけ》 

国のスポーツ基本法や北海道のスポーツ推進計画 

を踏まえながら、北広島市の他の関連計画と連携 

し、上位計画である「北広島市総合計画（第 6 次）」 

の基本目標達成のための基本的な方向性を示した 

「北広島市教育振興基本計画」にある「スポーツ 

活動の推進」について、より具体的な考え方を整理 

し、策定したものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当課 社会教育課 
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特集４ 学校における新型コロナウイルス感染症対応 

 
 令和２年（2020 年）２月 16 日、

国内で新型コロナウイルス感染症陽性

者が確認されて以降、瞬く間に全国に

広がりました。 

 本市では、国や北海道の要請等に基

づき、臨時休業を実施するとともに、６

月１日以降は、国が策定した「新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」に基づき、感染症対策を講じ

ながら学校教育活動を行いました。 

■令和２年度の取組 

（１）学校の取組 

○手洗い、換気等の「三密」の回避 

○校内の消毒の徹底 

○夏季休業、土曜授業の見直しや行事 

の精選等による授業時数の回復 

○感染対策に基づく教育活動の見直し 

 ○YouTube を活用した学習支援動画 

  の配信（臨時休業期間のみ） 

（２）市の取組 

 ○学校における感染症対策に必要な物

品等の整備〔網戸の設置、扇風機、

サーマルカメラ、フェイスシールド、 

机上飛沫防止ガード、消毒液、 

マスク等の購入〕 

 ○GIGA スクール構想の加速化〔学習者用端末、電源 

キャビネット、大型提示装置（モニタ型）、中学校指

導者用デジタル教科書等の購入、高速大容量の教育用

インターネット回線の整備、校内無線 LAN の増強〕 

■令和３年度の取組 

令和３年度も引き続き、感染症対策を講じなが

ら教育活動を行うとともに、国の補助金等を活用

し、感染症対策に必要な消毒液等の購入や、修学

旅行のキャンセル料の支援を実施しています。 

 
 担当課 教育総務課・学校教育課・小中一貫・教育施策推進課 

年月 主な出来事 

R2.2.26 

 

R2.2.27 

 

R2.2.27 

 

R2.2.28 

 

R2.3.12 

R2.3.13、19 

R2.4.6 

R2.4.7 

 

 

R2.4.7 

R2.4.12 

R2.4.15 

 

 

R2.5.1 

 

R2.5.4 

 

 

R2.5.7 

 

R2.5.27 

 

R2.6.1 

R2.6.8 

R2.6.19 

R2.12.3 

R2.12.7 

鈴木直道北海道知事から全道一斉の臨時休業

について要請を受ける。 

知事からの要請を受け、全市立学校を 3/4 ま

で臨時休業とする。 

安倍晋三首相、3/2から春季休業までの間、全

国一斉の臨時休校を要請。 

首相の要請を受け、全市立学校の臨時休業期

間を3/25まで延長することを決定。 

心身のケア等のため分散登校を開始。 

卒業生のみで卒業式を挙行。 

学校再開。入学式及び始業式を挙行。 

政府、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」

を発出（対象：埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、大阪府、福岡県）。 

北海道、「集中対策期間」を設定（4/8～5/6）。 

北海道及び札幌市、「緊急共同宣言」発出。 

市内において感染の兆しがみられたことか

ら、4/16から5/6まで全市立学校の臨時休業

を決定。 

北海道知事から、臨時休業を5/10まで延長す

ることについて要請。 

政府、「緊急事態宣言」期間を5/31まで延長。 

これを受け、北海道から臨時休業期間の再延

長について要請。 

北海道からの要請を受け、臨時休業期間を

5/31まで再延長することを決定。 

全市立学校を 6/1 から段階的に再開すること

を決定。 

学校再開。6/5まで分散登校。 

6/12まで短時間登校。 

通常再開。 

市立小学校2校3名の児童の感染を確認。 

市立中学校の生徒1名の感染を確認。 

市立小学校の教員1名の感染を確認。（12/3関

係者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■感染症対策を行いながらの授業の様子 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市の３人の先人 

 

Ｗ.Ｓ.クラーク博士 

和田 郁次郎 

中山 久蔵 


