
第３章 教育目標 

 

 平成２０年５月２６日に、学校教育・社会教育の総合的な、本市教育の目指すべき姿の長期的な

指針となる「網走市の教育目標」を決定しました。この目標は、「めざす姿」と「教育目標」で構成

され、内容については、以下のとおりとなっています。 

 

第１節 網走市の教育目標 

 
１ めざす姿 

わたしたちは、オホーツクの豊かな水と大地から恵みを受け、厳しい自然と共生しながらたく

ましく生きてきた網走市民です。 
わたしたちは、先人たちの幾多の困難を乗り越えて築きあげてきたまちの歴史や文化を継承し、

新しいまちを創造していくために、次代を担うひとづくりを進めていく責任をもっています。 
網走市の教育は、家庭、学校及び地域が連携しながら、それぞれの役割と責任を果たし、すべて

の網走市民（ひと）が「３つの心・３つの眼・３つの力」を培いながら、心ふれあう教育活動を

実践し、積み重ねていくことで「自らを成長させていくひと」を育んでいきます。 
このような教育を実現するために、社会とのかかわりの中で生きている自分を認識し、自然や

人々とのふれあいを大切にしながら、生涯にわたって「明日（あす）をひらくひと」をめざす姿

として、ここに教育目標を定めます。 
 

〔第３章の図１〕【めざす姿】 
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２ 教育目標 

１ あばしりを愛し 自然や文化を大切にする ひと 

１ ふれあいを大切にし 互いに助け合う ひと 

１ きまりと責任を重んじ 明日に向かって力強く進む ひと 

１ 広い視野に立って 主体的に自らを高める ひと 

１ 豊かな心をもち 健やかなからだをつくる ひと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「網走市の教育目標 ～ 言葉の解説 ～」  

＜心・眼・力の解説＞ 

○「思いやる心」とは、豊かな感性・人間性を育むとともに、個性を尊重した上で、あらゆる物

や人などに感謝する心と思いやる心を持つことをいう。 

○「愛する心」とは、あばしり（人・自然・歴史・文化）を愛し、それを明日に受け継いでいく

とともに、ふれあいを大切にしていくことをいう。 

○「燃える心」とは、自らの目標に向かって力強く進み、その中での様々な困難にも立ち向かい、

それに打ち勝とうとする心を持つことをいう。 

 

○「国際的な眼」とは、人やモノ、情報などが世界中で行きかうようになっている時代の中で、

国際的な視野に立って物事を理解・解決していくことをいう。 

○「科学的な眼」とは、物事や情報の真理を探究して、的確な選択・判断をするため、科学的な

ものの見方や考え方を育成していくことをいう。 

○「柔軟な眼」とは、不易（変えてはいけないもの）と流行（変化に柔軟に対応していくもの）

を踏まえて、時代の進展に柔軟に対応していくことをいう。 

 

○「学ぶ力」とは、喜びや楽しさを感じながら充実した生活を送るため、互いに助け合いながら、

生涯にわたって、自ら考え、自ら学び続けることをいう。 

○「生きる力」とは、社会とのかかわりの中で、主体的に判断・行動し、自立した社会の一員と

して、自らを律しつつ、たくましく生きることをいう。 

○「つくる力」とは、夢や希望に向かって、楽しく学び、元気に働き、まちの明日を創造するた

めに、健康でたくましいからだをつくることをいう。 

 

＜教育目標の解説＞ 

○「あばしり」とは、網走の先人たちや自然・歴史・文化などとともに育まれた網走の土台と

なるすべてのもののことをいう。 

 

○「あばしりを愛し」とは、家族とのつながりや社会の中で成長している自分を好きになり、今

生きているこのあばしりを愛する心を培うとともに、新しいまちを創造することをいう。 

○「自然や文化を大切にする」とは、あばしりを受け継ぎ、明日に引き継いでいくとともに、感

謝する心を大切にしながら自然や文化を守り育てていくことをいう。 
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○「ふれあいを大切にし」とは、自然や人々とのふれあいの大切さに気づき、世代や立場を超え

て心ふれあう教育活動を積み重ねていくことをいう。 

○「互いに助け合う」とは、自然や社会などとのかかわりの中で生きていることを認識し、思い

やりの心で互いに助け合い、協調性を育むことをいう。 

 

○「きまりと責任を重んじ」とは、自立した社会の一員としての責任感や道徳心を培うとともに、

自らを律しつつ、何事も最後までやり遂げようとする意欲を持つことをいう。 

○「明日に向かって力強く進む」とは、自らの夢や希望に向かって主体的に判断・行動し、どん

な困難にも決してくじけず、力強く生きていくことをいう。 

 

○「広い視野に立って」とは、物事を広い視野に立って的確に選択・判断し、時代の進展に柔軟

に対応しながら、よりよく問題を解決していくことをいう。 

○「主体的に自らを高める」とは、自ら考え、自ら学ぶとともに、何事にも勇気を持って挑戦し、

喜びや楽しさを感じながら、自らを高める努力をすることをいう。 

 

○「豊かな心をもち」とは、他人の持っているよさ（個性）を大切にするとともに、思いやる心、

感動する心などの豊かな感性・人間性を育むことをいう。 

○「健やかなからだをつくる」とは、楽しく学び、元気に働き、たくましく生きるために、運動

に親しみ、健康的なからだや体力を育むことをいう。 

 

〔第３章の図２〕【網走市の教育目標（掲示用ポスター）】 
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第２節 学校教育における教育目標 

 

 「網走市の教育目標」を学校教育において整理をすると、下記のようになります。 

 

１ 学校教育における「明日をひらくひと」について 

 学校教育において、めざす姿の「明日をひらくひと」とは、自立した社会の一員として生きて

いくための基礎・基本をしっかりと身につけていて、自然や人々とのふれあいを大切にしながら、

自らを成長させていく意欲を持ち、たくましく明日に向かって挑戦していく子どもたちのことを

いいます。そして、大人たちには、そのような子どもたちを育成していく責任があり、学校・家

庭・地域等が連携をして、共に子どもたちを支えていくとともに、そのための学校づくりを進め

ていかなければなりません。 

 

２ 学校教育における「教育目標」について 

◆あばしりを愛し 自然や文化を大切にする ひと 

・「愛する心」、「国際的な眼」及び「つくる力」を育成する取り組みを中心として、目標を実現

していきます。 

【学校教育においては、本市の持つ資源を有効に活用し、 

次代のあばしりを創造していく子どもたちを育成します。】 

 

◆ふれあいを大切にし 互いに助け合う ひと 

・「愛する心」、「思いやる心」、「国際的な眼」及び「学ぶ力」を育成する取り組みを中心として、

目標を実現していきます。 

【学校教育においては、ふれあいや思いやりを大切にし、 

笑顔で楽しく過ごせる子どもたちを育成します。】 

 

◆きまりと責任を重んじ 明日に向かって力強く進む ひと 

・「燃える心」、「柔軟な眼」及び「生きる力」を育成する取り組みを中心として、目標を実現し

ていきます。 

【学校教育においては、社会性を身につけ、自分に自信をもって 

夢や希望に向かって進んでいく子どもたちを育成します。】 

 

◆広い視野に立って 主体的に自らを高める ひと 

・「燃える心」、「科学的な眼」、「柔軟な眼」及び「学ぶ力」を育成する取り組みを中心として、

目標を実現していきます。 

【学校教育においては、社会の変化にも対応でき、 

確かな学力を身につけた子どもたちを育成します。】 

 

◆豊かな心をもち 健やかなからだをつくる ひと 

・「思いやる心」、「科学的な眼」、「生きる力」及び「つくる力」を育成する取り組みを中心とし

て、目標を実現していきます。 

【学校教育においては、豊かな心と健やかな体を持ち、 

たくましく生きていく子どもたちを育成します。】 
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第４章 推進方針及び施策の柱 

 

第１節 推進方針 

 わたしたちを取り巻く社会情勢が、核家族化、少子高齢化、国際化、情報化など、大きく変化を

している中で、学校教育には２１世紀の社会をしっかりと支え、たくましく生きていく人間を育成

することが求められています。 

子どもの中には、社会と自分とのつながりを見いだせずに自信を失っている子どもや、社会の中

で自立してたくましく生きていこうとする意欲や規範意識、道徳心が低下している子どももいます。

また、子どもたちにとって、夢や希望が持ちにくい社会になっているとともに、学校で学ぶことの

目的意識が見失われ、学ぶ意欲の低下や不登校などの問題も存在しています。そのため、子どもた

ちの将来を見据えた学校教育の方向性を示す方針が必要となっています。 

そこで、網走市は今後１０年間の学校教育の推進方針を「確かな自信をもち、共に明日をひらく

子どもを育成」と「地域に開かれた、より魅力と信頼のある学校づくりを支援」の２つとし、以下

のとおり子どもたちを育成していきます。 

網走市の学校教育は、子どもたちの無限大の可能性を十分に引き出し、子どもたち一人一人が、

明日に向かって大きく羽ばたいていくことができるよう願いを込めています。 

 
 

確かな自信をもち、共に明日をひらく子どもを育成 

 

地域に開かれた、より魅力と信頼のある学校づくりを支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校で学ぶことへの目的意識の希薄化＞ 
子どもはなぜ学校で学ばなければいけないのか？ 

 
 「なぜ、学校へ行かなければならないのか？」、「なぜ、勉強を
しなければいけないのか？」という子どもの質問にあなたは何と
答えますか？ 
 学校は、将来、子どもたちが、社会で自立して生きていくため
に必要なやりたいこと（夢・目標・仕事）を設定でき、それに向
かって努力をする。そして、それを成し遂げる喜びを知るという
ことを教えの根底にしていなければいけないと考えます。 
その答えは、一人一人違っていてよいと考えますが、学ぶこと

の意義や学ぶことの楽しさの根本については、子どもたちに家庭
や学校において教えてあげなければいけません。当然、子どもた
ちは、勉強より遊びの方が楽しいでしょう。しかし、例えば、野
球を辛くても頑張って続けているのは、やりたいことだからでは
ないでしょうか。やりたいことのためには努力をし、成果がある
とその達成感や喜びも大きいはずです。 
子どもたちは、やりたいことを見つけましょう。やりたいこと

を見つけるための土台（基礎）を身につけましょう。そして、ま
わりの大人たちは、その手助けをしましょう。 

自分の花（夢）

を育て咲かせ 
ましょう！！ 

推進方針Ⅱ 

推進方針Ⅰ 
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推進方針Ⅰ 確かな自信をもち、共に明日をひらく子どもを育成 

 

 網走で育つ子どもたちが、明日に向かって力強く歩み続けることができるようにするためには、

今までの学校教育が大切にしてきたものを今後とも重視しながら、新しい「学習指導要領」の理

念にも引き継がれている、生きていく上での基盤となる「生きる力」をしっかりと身につけさせ

る必要があります。その「生きる力」とは、知（確かな学力）、徳（豊かな心）、体（健やかな

体）の調和のとれた着実な育成に裏打ちをされた総合的な人間力のことです。また、身についた

その力を十分に活用して、いかに社会が変化しようと、課題や問題を主体的に柔軟に解決するこ

とができる思考力・判断力・表現力などの力のことです。 

これらの力を着実に育成するためには、子どもたちの発達段階に応じた、幼児期から円滑につ

ながる学校教育の展開と教育内容のさらなる充実が重要となります。 

そこで、社会とのかかわりの中で生きている自分を認識した上で、子どもたちに自らの夢や希

望に向かって、自立して社会でたくましく生きていくために必要な総合的な人間力の基礎を身に

つけた「確かな自信」を育むことを目指していきます。さらに、子どもたちが、ふれあいや思い

やりを大切にし、互いに助け合いながら、「明日をひらいていく」ために、本市のもつ自然、文

化、産業、さらには多様な人材などを有効に活用しながら、子どもたちのための豊かな学びを創

造し、実践していきます。そして、この網走を愛し、次代の網走を創造していく子どもたちを育

成していきます。 

 

 

 

推進方針Ⅱ 地域に開かれた、より魅力と信頼のある学校づくりを支援 

 

 これからの学校には、保護者や地域に開かれた学校運営をしていくことが望まれており、学校

教育のさらなる充実のためにも、家庭や地域等との連携・協力や、様々な学校間における連携・

交流を進めていくことが重要となっています。また、地域全体で子どもたちを守り育てる教育環

境づくりを推進していくとともに、子どもたちの笑顔で満ち溢れる、特色ある学校づくりを進め

ることが大切となっています。 

そのことを推進するためには、子ども、保護者、地域の多様なニーズを十分に把握しながら、

そのニーズに応えることができる体制や、子どもの学びを支える支援体制・教育環境の整備が重

要となります。 

 そこで、各学校が主体的に創意工夫のある教育を実践することはもとより、学校・家庭・地域

等との連携・協力をさらに強化し、行政もその役割を的確に果たし支えていくことで、学校の教

育環境の充実を図っていきます。そして、子どもたちの学びの機会を拡大するための支援を充実

していくとともに、子どもたちは楽しく学び、学校には活気が溢れている、「地域に開かれた、

より魅力と信頼のある学校」となるためのよりよい学校づくりを支援していきます。 
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第２節 施策の柱 

 網走市は、前節で掲げた学校教育の推進方針に基づき、２１世紀を生きる子どもたちが、夢や希

望に向かってたくましく生きていくために必要である総合的な人間力の土台を育むため、教育内容

の充実、学校運営の改善、教育環境の整備などに努め、新しい時代にふさわしい学校づくりを進め

ます。そのために、具体的な施策等を推進するための施策の柱を下記の７つとし、施策等を展開し

ていきます。 

 

＜推進方針Ⅰ 確かな自信をもち、共に明日をひらく子どもを育成＞ 

 

 施策の柱１ 幼児期に身につけるべき基礎を育む   

 

 ●幼児期は、人格形成の基礎を育む重要な時期であることから、幼児期における教育が充実する

よう支援をし、幼児期に必要とされる基礎を身につけた子どもを育てます。 

 

 

 施策の柱２ 自ら学ぶ意欲と、自信をもって生きていく力を育む   

 

 ●自ら学ぶ意欲を高められるよう学ぶことの楽しさを教え、一人一人に応じたきめ細やかな学習

指導の充実を図りながら、基礎的・基本的な学力を確実に定着させるとともに、それを基に確

かな自信をもって生きていく子どもを育てます。 

 ●国際化・情報化などの社会の変化にも適切に対応できるよう、広い視野に立った主体的な判断

力や、実践的な表現力・コミュニケーション力を身につけ、夢や希望に向かって力強く生きて

いく子どもを育てます。 

 

 
 施策の柱３ 思いやりを大切にし、豊かな心や地域を愛する心を育む   

 

 ●子どもの心に響く教育活動や各種教育機関を活用した教育活動を通して、自他の持っているよ

さ（個性）を大切にする心や思いやりの心を育むとともに、人・自然・歴史・文化などとのか

かわりをもとに責任感や道徳心を育み、豊かな感性・人間性をもった子どもを育てます。 

 ●地域での様々な体験活動を通して、ふれあいを大切にし共に活動する喜びを実感しながら社会

への関心を高め、自ら課題を見つけるとともに、地域への愛着を深め、地域のためにできるこ

とを実践していく子どもを育てます。 

 

 施策の柱４ 心身ともに健康で元気に生活できる体を育む  
 

 

 

 ●心身の健康を大切にする態度や進んで運動に親しむ態度を身につけさせるとともに、体力の向

上を図りながら、生涯にわたって心身ともに健康で元気に生活できる、健やかな体を持ったた

くましい子どもを育てます。 

 ●健全な発達のために必要な、規則正しく望ましい生活習慣を定着させるとともに、地域に根ざ

した食育や自己の安全を守るための安全教育を推進することにより、元気に安全な生活を営む

ことができる子どもを育てます。 
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＜推進方針Ⅱ 地域に開かれた、より魅力と信頼のある学校づくりを支援＞ 

 

 施策の柱５ 支援が必要な子どもに対する教育体制を整える   

 

 ●学校と家庭、関係機関との組織的な連絡調整を図りながら、子どもの状況を的確に把握した上

で、発達障がいなどの特別な支援が必要な子どもへの対応を充実させ、子ども一人一人の状況

に合わせた社会参加と自立に向けた特別支援教育体制を整備します。 

 ●不登校・問題行動などに係る相談や指導の体制を強化し、学校生活にうまく適応できるように

するとともに、学校と家庭、関係機関との組織的な連携・協力を図りながら、多様な教育的支

援を必要とする子どもに対する相談・指導体制を整備します。 

 

 

 施策の柱６ 地域と共に築く学校づくりのための支援体制を整える   

 

 ●情熱を持って子どもと向き合う教職員を確保するとともに、教職員研修の活性化を図り、高い

指導力と専門性を備えさせ、多様な教育的ニーズに対応できる学校運営が図られるよう支援を

します。 

 ●学校と家庭・地域が教育情報を共有し、それぞれが持つ教育機能を十分に発揮するための活動

を促進するとともに、相互に連携・協力をしながら、創意工夫ある学校を共に築いていくため

の支援体制の充実を図ります。 

 

 
 施策の柱７ 子どもの学びを支える特色ある教育環境を整える   

 

 ●子どもが安全で安心して学べる学校づくりを推進するとともに、地域と力を合わせて子どもの

安全を確保することや、特色ある学校づくりを進めるために各学校が取り組みをすることなど

へ支援し、教育環境の改善を図ります。 

 ●子どもの発達段階に応じた学びを支えるために、学校における様々な連携・交流を図ることに

よって、教育の円滑な接続を推進します。 

 ●学びたい子どもたちのために、様々な就学（高校、大学、専門学校など）への支援を充実し、

就学機会の拡大を図ります。また、幼児期からの教育が重要であることから、就園機会の拡大

も図ります。 
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