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国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業
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北海道網走南ヶ丘高等学校

全日制課程

奉仕勤労 明澄端正自主自立

身だしなみなど

「基本的生活習慣」の確立 「自ら学ぶ態度」の確立

活力あふれるオホーツクの伝統校
「家庭学習習慣」の確立

多様な進路希望の実現教育相談の充実

特別活動等の充実
安全・安心な学校生活

～緊急対応～

全１２支部によるPTA活動
～保護者・地域等からの支援～

スクールカウンセラーによる
定期的カウンセリング

年次担任等による面談
～二者、三者面談～

朝学習「こころ元気タイム」
～自分を振り返る機会の確保～

主体的な生徒会活動
～南高祭・体育大会等～

強歩遠足
～心身の鍛練（網走湖周回）～

「マメール」（連絡アプリ）・
学校HPによる緊急連絡

「南高だより」による
定期的な情報提供

「交通安全指導」
「防災訓練」等の実施

部活動加入率90.3％

生徒の実態把握、分析
～各種模試・調査、面談等～

高大連携の充実
～講演、体験講義等～

キャリア教育の充実
～ガイダンス、インターンシップ等～

「父母と先生の会」による
支援（南高祭、強歩遠足等）

各種委員会活動による
保護者間交流の充実

「黎明会」（同窓会）の支援
【創立100周年事業】

令和４年度

創立
100周年

南 高 生 活 三 原 則

学習時間の記録・集計
～学習意識の向上～

道教委「学習状況等調査」等
～実態把握と指導改善～

個に応じた指導
～少人数指導・習熟度別指導～

生徒による授業評価アンケート
～授業改善の促進～

服装頭髪・スマホ使用指導

「いじめアンケート」等による
いじめの認知

薬物乱用防止に関する講話等
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カリキュラム・マネジメントの確立による教育活動の質の向上
～ カリキュラム・マネジメントの三つの側面を踏まえた校内体制の確立による
「探究心と向上心を培い，課題解決に必要な学力」を育むための研究 ～

国立教育政策研究所 教育課程研究指定校事業（カリキュラム・マネジメント）（令和元年度・２年度）

令和元年度（研究指定１年目） 令和２年度（研究指定２年目） 令和３年度～

（１）国家及び社会の有為な形成者として義務と責任を重んじ、

己を磨く態度を育むとともに、自主自立の精神を養う。

（２）豊かな心と健やかな体を育むとともに、奉仕と勤労を

尊び行動・実践する力を養う。

（３）探究心と向上心を培い、課題解決に必要な学力を育むと

ともに、明澄で端正な生き方を希求する態度を養う。

課題探究型学習プログラム
ー英語・保健体育・公民・情報を

中心とした取組ー

北海道網走南ヶ丘高等学校

【カリキュラム・マネジメント】 （新学習指導要領第１章総則第１款の５）
生徒や学校、地域の実態を適切に把握し
①教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立て
②教育課程の実施状況を評価してその改善を図り
③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともに
教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていく

【研究主題】

◎教科横断的な取組による
「思考力・判断力・表現力」の
育成

●「総合的な探究の時間」を
軸とし、教育課程全体とした
取組

●外部資源の効果的な活用

「総合的な探究の時間」を軸とした取組
－「表現力」の育成－

成果と課題
－今後に向けてー

◎人間関係構築
◎コミュニケー
ションスキル
の向上

●授業改善
●データの蓄積
（評価・改善）
●単元配列表の
効果的活用

●生徒による
外部への発信

【生徒の実態把握】 【心のケア】
・「こころとからだの健康調査」、 ・教育相談の充実（SC)
子ども理解支援ツール「ほっと」等 ・担任、部活動顧問による

・個人面談（生徒・保護者） 指導＜傾聴＞
・学習状況調査
・授業アンケート

＜仮説＞

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス 不安定な精神状態

将来への不安・恐怖
担任の違和感

【学習機会の確保】
・基礎セミナー

（課題探究型学習プログラム）
・学校祭代替授業
・分散登校日の工夫
・HP･YouTubeの活用 等

【外部資源の
活用：連携】

・PTA
・近隣高校
（網走桂陽高校）

・市・市教委
・小中学校等
・北大留学生
・報道機関等

※「表現力」育成に
重点化した単元配列表

【学校教育目標】

※単元配列表の作成



＋＋
・・【カリキュラム・マネジメント】
① ③

・・【カリキュラム・マネジメント】
①

・・【カリキュラム・マネジメント】
①

＋

新型コロナウイルス

〇教務部 〇教育課程委員会(教科主任)
＊北海道教育委員会の指導・助言

令和元年度（研究指定１年目）

〇担当年次（1年次）

〇生徒指導部 〇教育相談委員会 〇各年次

〇外部資源の活用 ＜スクールカウンセラー・PTA・近隣高校(網走桂陽高校)・市・市教委・小中学校等・北大留学生・報道機関等＞

基礎セミナー(総合的な探究の時間)

令和２年度（研究指定２年目）

〇教務部 〇教育課程委員会(教科主任)
＊北海道教育委員会の指導・助言

〇教務部 〇教育課程委員会(教科主任)
＊北海道教育委員会の指導・助言

〇担当年次（1年次）

基礎セミナー(総合的な探究の時間) 生徒の実態把握

本事業における校内組織 【カリキュラム・マネジメント】（新学習指導要領第１章総則第１款の５）
生徒や学校、地域の実態を適切に把握し
①教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立て
②教育課程の実施状況を評価してその改善を図り
③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともに
教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていく
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C英語Ⅰ
（発表）
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「学力の三要素」から
特に「表現力」育成に
絞る



12



13

生徒（家庭）
・不安定な精神状態
・先行きに対する不安

学校（先生）
・すべての計画の再考
・先行きに対する不安

地域（町など）
・漠然とした恐怖
・先行きに対する不安
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動画配信サイト
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部活動加入率90.3%
（全道平均 67%）



16



17



18



要素 要素の説明
道
平均

本校
（7月）

本校
（10月）

7月と10月
の比較

礼儀 （挨拶をする） 挨拶や「してもらったこと」への感謝ができるか。 △高 △高 △高

表明 （意見を伝える） 意見や欲求を主張できるか。 ▼低

参加 （仲間に加わる） 対人参加や，仲間と協調することができるか。 △高 △高 ▼

配慮 （相手を思いやる） 相手への配慮や親切，援助ができるか。 △高 △高

拒否 （嫌なことを断る） 断ることや，他者からの無理な働きかけに「やめて」と
言うことができるか。

緊張 （緊張を抑える） 緊張や不安によって話せなくなることがあるか。 ▼低 ▼低 ▼低
▲

称賛 （相手を称える） 相手をほめたり喜ばせたりすることができるか。

遵守 （ルールを守る） 規則や秩序を維持したり，不適切な行為を謝罪できる
か。

△高 △高

忠告 （注意を呼びかける） 社会的な望ましさを促進する働きかけができるか。 ▼低 ▼低 ▼低
▲

自律 （自らを律する） 協調性や我慢などの自律的な行動ができるか。 ▼低

率先 （リーダー役を担う） 集団をまとめることなど，リーダーシップ行動ができるか。 ▼低 ▼低 ▼低
▲

学業 （学ぶ姿勢をつくる） 学習に関連した望ましい行動ができるか。

相談 （悩みを相談する） 相談や自己開示ができるか。 △高 △高 19
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カリキュラム・マネジメントの三つの側面 課題

（１）教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を
教科等横断的な視点で組み立てる

・授業改善
（全校的な取組）
・単元配列表
（効果的活用）

（２）教育課程の実施状況を評価してその改善を図る ・データの蓄積
（評価・改善）
・ＰＤＣＡによる評価と改善
（職員による共有）

（３）教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を
確保する

・生徒の発信の機会充実
（地域への提言等）
・地域人材の有効活用
（相互活用）
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