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鈴鹿市教育大綱（案） 
 

 

１ めざす子ども像 
 

  自己実現と人との協働により，豊かな未来を創る力を備えた鈴鹿の子ども 
 

グローバル化や情報通信技術の進展などにより世界全体が急速に変化する中に

あって，本市においても，生産年齢人口の減少や経済規模の縮小に伴う諸課題を

解決していくためには，一人一人が生涯にわたって主体的に学び続け，必要とす

る様々な力を養い，その力を多様な人々と協働しながら社会に生かしていくこと

ができる力を備えた人々の存在が不可欠です。 

国の第２期教育振興基本計画においても，人々の多様な個性・能力を開花させ

人生を豊かにすると共に，社会全体の今後一層の発展を実現するためには自立・

協働・創造に向けた一人一人の主体的な学びが必要であると示されています。 

また，子どもの権利条約において，子どもにとっての４つの権利（生きる権

利，育つ権利，守られる権利，参加する権利）を守るように定められているよう

に，子どもには，自分の能力を高め，能動的に豊かに生きる権利があります。 

これらを踏まえ，めざす子ども像は「自己実現と人との協働により，豊かな未来 

を創る力を備えた鈴鹿の子ども」とします。 

 

 

２ 基本理念 
 

鈴鹿を愛し，子どもの学びと安全安心を支え，絆で育む鈴鹿の教育 
 

本市の新たな総合計画である「鈴鹿市総合計画２０２３」では，「みんなで創り 

育み成長しみんなに愛され選ばれるまち すずか」を将来都市像とし，まちづくり

の柱の１つに「子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すずか」を掲げてい

ます。将来にわたり，人々が，学び，働き，豊かに暮らしていくためには，次世代

を担う子どもたちが，健やかに成長できる環境づくりが必要です。 

すでに学校においては，コミュニティ・スクールとして，ＰＴＡや多くの地域ボ

ランティアの協力を得て教育を推進しています。さらにその輪を広げ深め，ふるさ

と鈴鹿の未来を担う子どもたちの育成を，学校職員，保護者，地域住民並びに関係

者の強い絆のもと，それぞれが役割を担い，市民の総力を結集し子どもの教育を推

進することをめざし，「鈴鹿を愛し，子どもの学びと安全安心を支え，絆で育む鈴鹿
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の教育」を理念とします。 

 

 

３ 基本目標 
 

＜３つの目標＞ 

 

 

 

 
 

めざす子ども像を実現させるため，基本理念のもと３つの基本目標を設定します。 

 

（１）知識基盤社会を生き抜く力を育む教育内容を創造展開する 

グローバル化，ＩＣＴによる情報化がめざましく進み，情報の溢れる社会を生き

抜く力とは，知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな体）の調和がとれ，

特にコミュニケーション能力，思考力・判断力・表現力などにより物事を積極的に

実践する力のことです。このような力を育成するための教育内容を創造し展開して

いきます。 

 

（２）地域や家庭と共にある学校づくりを推進する 

人は，自分の置かれた環境の中で様々なことを学びながら育ちます。子どもが安

全に安心して多くの人から学ぶことのできる教育環境として，学校職員はもとより，

保護者をはじめ子どもの身近に暮らす人々が教育活動に参画し，多様性や社会性の

ある学校づくりを進めていきます。 

めざす学校像の設定に当たっては，教育大綱の内容を踏まえた上で，それぞれの

地域性を生かし地域と共に特色ある学校づくりを進めるため，各学校の学校運営協

議会で協議し，各学校において掲げることとします。一方，子どもの教育において

は，特に学校教育と家庭教育の役割分担について共通理解を深め，共に取り組むこ

とを大切にします。 

また，各幼稚園における，めざす幼稚園像の設定に当たっても，小中学校と連携

した教育内容を踏まえ各幼稚園において掲げることとします。 

 

（３）社会の変化や技術革新に対応した教育環境を整備する 

ＩＣＴ等の技術革新，地方創生の施策，少子化や子どもの発育状況など常に変化

する社会情勢を見据え，国の動向を注視しつつ，小中一貫の教育課程の編成や学校

（１）知識基盤社会を生き抜く力を育む教育内容を創造展開する。 

（２）地域や家庭と共にある学校づくりを推進する。 

（３）社会の変化や技術革新に対応した教育環境を整備する。 
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規模の適正化，最新の教育機器の活用等について計画的に取組を進めていきます。 

 

 

４ 施策の基本的方向及び成果指標 
 

＜７つの方向＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標を具現化していくため，子どもと地域のあるべき姿として７つの基本的

方向を設定し，それぞれの内容をどれだけ達成できたかを検証するための成果指標

を設定しています。 

７つの基本的方向の１つめには，今日的な社会情勢を反映させた新たな教育施策

の柱として，知識基盤社会を生き抜く力の育成の観点から「グローバルな視点で主

体的に学び，社会に発信する子ども」を掲げています。 

２つめから４つめは，学習指導要領に示されている「生きる力」を支える確かな

学力，豊かな心，健やかな体の育成をめざす内容であり，５つめは，価値観が多様

化する社会で活躍するため，様々な人との共生や人権尊重の態度を育成する観点と

なっています。 

  さらに以上のような子どもの能力や態度を育成するためには，教育環境づくりが

必要であることから，６つめに地域の教育環境，７つめに学校の教育環境の観点を

示しています。 

 

（１）グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども 

  グローバルな視点をもち世界にはばたく子どもたちに必要なことは，まず，私た

ちが培ってきた郷土の文化や歴史を背景としたアイデンティティを大切にするこ

とです。 

本市は，海あり山ありの豊かな自然に恵まれている上に，型紙や墨づくりなど古

くからものづくりの盛んな地域として栄えてきました。鈴鹿で育つ子どもたちには，

郷土の自然や文化に誇りをもってほしいと願っています。一方で，現在ではモータ

（１）グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども 

（２）基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども 

（３）豊かな感性をもち，自律した子ども 

（４）健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども 

（５）命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども 

（６）学校，家庭と共に子どもを育む地域 

（７）子どもが楽しく安心して学べる環境 
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ースポーツに関わる多くの外国人関係者や観光客が訪れるだけでなく，ものづくり

の産業に従事する外国人労働者が多数居住する地域でもあり，グローバル化は，す

でに本市でも進んでいます。 

このような社会においては，多様な価値観や文化習慣をもつ人々と協働して課題

を解決し，持続可能な社会の形成に向けて積極的に参画する力が必要です。そのた

めに求められる力の一つとして，コミュニケーション能力が挙げられます。様々な

国の人々と意見を交換し，よりよい社会を創っていくためのコミュニケーション手

段としての英語力や，多くの情報から必要なものを選び活用する能力は，子どもた

ちには欠かせない力であると考えます。 

さらに子どもたちが主体的に学ぶ姿勢も重要です。自ら課題を見つけ整理や分析

を行い，グループでＩＣＴ機器等を活用し発信するなどの協働学習，いわゆるアク

ティブラーニングの学習活動を身に付けることが大切です。 

また，社会に発信するとは，子どもたちが学んだことを地元地域や他の地域，時

には事業所等に向けて発信することが考えられます。特に選挙権が１８歳以上にな

ることから，小中学生のうちからまちづくりや政治に参画する意識をもち，政治の

仕組みを理解し，人のために自分の力を尽くそうとする意識を高めていく必要があ

ります。 

成

果

指

標 

指標名 

全国学力・学習状況調査におけ

る人の役に立つ人間になりたい

と思う児童生徒の割合 

目標値 

（H31） 
96.0％ 

指標設定

理由 

人の役に立つ人間になりたいと

思う児童生徒が増えることは，

将来，積極的に社会に参画する

人材の増加につながるため。 

現状値 

（H27） 
94.1％ 

 

（２）基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども 

  子どもたちが自らの夢の実現に向けて進路を切り拓いたり，課題に直面したとき

にもてる力を総動員して主体的に解決したりするためには，基礎となる学力を身に

付けておかなければなりません。 

各教科の学習を通して，人との接し方，聞く・話す・読む・書くの言語活動，数

量の理解や計算，社会の仕組みの理解，読書活動や調べる力など一人一人が確かな

学力を身に付ける必要があります。その上で，自分の考えや疑問などをもち，相手

に伝わるように工夫して表現することが大切です。 

また，市内には多くの外国籍の子どもたちが住んでいます。日本で生きる子ども

たちにとっては，言葉のハンディによって不利益を被ることのないよう確実に日本

語の力を身に付けておくことが重要です。 
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成

果

指

標 

指標名 

全国学力・学習状況調査におけ

る国語又は算数（数学）どちら

かの結果で，全国の平均正答率

を，基礎問題，活用問題ともに

上回る学校の割合 

目標値 

（H31） 
50.0％ 

指標設定

理由 

基礎的な学力とそれを活用する

力を身に付けることは，子ども

たちが社会を切り拓く，生きる

力の育成につながるため。 

現状値 

（H27） 
25.0％ 

 

（３）豊かな感性をもち，自律した子ども 

インターネットの普及によって，コミュニケーションの形は大きく変化しました。

私たちは，空間を越えて多くの人々と出会うことができるようになりましたが，そ

の一方で，人間関係の希薄さが指摘され，本市でもインターネット上での様々な問

題が発生しています。しかし，どれほどコンピュータが発達したとしても，人間の

もつ感性や思いやりの心の大切さは変わることはありません。多くの情報から取捨

選択し真実を確かめ，判断し行動できるモラルや道徳心をもち，社会に貢献する子

どもを育成する必要があります。相手の立場を考え，理解し合い協調することは，

豊かな人間関係を築く基盤となります。正しい判断力を身に付け，一人一人が自律

してよりよく生きようとすることは，誰もが安心して暮らせる社会の創造にもつな

がります。  

また，これまでも子どもの発達段階に応じて，音楽や書道，演劇などに触れる機

会を設けてきましたが，感受性の高い時期に，子どもが心を動かす体験を重ねるこ

とで豊かな情操を育んでいきます。 

成

果

指

標 

指標名 

全国学力・学習状況調査におけ

る地域や社会をよくするために

何をすべきかを考えることがあ

る児童生徒の割合 

目標値 

（H31） 
60.0％ 

指標設定

理由 

地域や社会をよくするために何

をすべきかを考えることがある

児童生徒の割合が高まること

は，正しい判断力を身に付け自

律して生きる児童生徒の育成に

つながるため。 

現状値 

（H27） 
36.7％ 
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（４）健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども 

  近年，子どもたちの体力や運動能力の低下が問題となっています。全国体力・運

動能力，運動習慣等調査結果から，本市の子どもたちの体力や運動能力にも課題が

あることがわかっています。また，食生活の影響で成人病にかかる人口も少なくは

ありません。 

長寿社会となった日本で，いつまでも健康で豊かな人生を送るための基礎となる

体力づくりは，全ての活動の基盤と言えます。子どもが，自分に合った運動に親し

み体を動かし，健やかな体を育んでいくことが重要です。 

また，体づくりのもととなる食に対して，正しい知識をもち，学校，家庭，地域

が一体となって望ましい食習慣，食生活を確立させることも大切です。 

成

果

指

標 

指標名 

全国体力・運動能力，運動習慣等

調査における，小中学校の男女，

全32種目のうち，全国平均値を

上回る種目の割合 

目標値 

（H31） 
50.0％ 

指標設定

理由 

子どもたちの活力の源である体

力が向上することは，子どもた

ちの意欲や気力といった精神面

の充実や健康維持につながるた

め。 

現状値 

（H27） 

15.6% 

（平成26年度）

 

（５）命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども 

日本の子どもたちは，自分に価値があると思える自己肯定感が低いと言われてい

ますが，本市の子どもたちの調査結果においても，自己肯定感が高いとは言えない

結果が得られています。 

子どもは，自分はかけがえのない大切な存在であると認められることで安心し，

自分の能力を発揮することができます。その上で，自分だけでなく他者も大切な存

在であると認識することができ，障がいのあるなしや国籍，文化習慣の違いにかか

わらず，人の多様性を認め合うようになります。さらに，このような感性や意識が

育つことによって人権が侵害されることに憤りを感じるようになり，差別やいじめ

を許さず多様な人々と共に生きていこうとする態度の育成につながっていきます。 

いじめとともに不登校も，子どもの教育の大きな課題となっています。信頼でき

る人間関係の中で，明日も行きたいと思える魅力ある学校づくりを進めます。一方

では，子どもの社会的自立に向けた支援を行う必要があります。 

また，今の社会では自然災害，交通事故や身の回りの犯罪などから自分を守る必

要が高まっています。大人が子どもを守ることはもとより，一人一人の子どもにと

っても，自分の命は自分で守る意識と行動力を身に付けていく必要があります。 
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成

果

指

標 

指標名 

全国学力・学習状況調査におけ

る自分にはよいところがあると

認識している児童生徒の割合 

目標値 

（H31） 
85.0％ 

指標設定

理由 

児童生徒の自己肯定感の高まり

は，自分を大切にする意識や態

度につながり，他者を大切にす

る意識や態度にもつながるた

め。 

現状値 

（H27） 
70.6％ 

 

（６）学校，家庭と共に子どもを育む地域 

  子どもは，家庭，地域，学校で自分の時間を過ごして成長していきます。子ども

の健全な育成のためには，家庭や地域の教育力が不可欠です。 

本市では全国に先駆けて，開かれた学校づくりの一貫として平成２３年度からす

べての公立小中学校が鈴鹿型コミュニティ･スクールとなりました。 

この特色を生かして，家庭，地域，学校が子どもの状況について共通理解し，三

者で力を合わせて子育てに取り組んでいきます。家庭，地域，学校，それぞれの役

割を明確にし，子どもの成長に効果のある教育環境づくりに務めます。さらに，教

育相談や就学に関して子ども一人一人のニーズに応えるため，専門性をもつ関係機

関と連携して取り組む必要もあります。 

また，子どもの発育について，最近の子どもは大きくなったと言われますが，実

際に６０年前の子どもの身体発育と比較すると，幼児期から約２歳早くなっている

との統計結果が出ています。そのため，心身の発達に合わせた教育内容の見直しが

検討されるようになってきました。特に中１ギャップと言われる子どもの戸惑いを

解消するため，小学校と中学校のつなぎを円滑にする必要があり，９年間を１つの

教育期間とみる小中一貫教育の趣旨を取り入れ，本市では幼稚園・小中学校の連携

により，幼稚園も含めた１０年間を期間とする系統的な教育内容を創造する必要が

あると考えます。 

一方で，就学前の子どもを持つ保護者のニーズを把握しながら，就学前の保育や

幼稚園教育の体制を見直していくことも必要となっています。 

成

果

指

標 

指標名 

学校の教育活動への参加に（概

ね）満足している保護者・地域

住民の割合 

目標値 

（H31） 
70.0％ 

指標設定

理由 

学校の教育活動に参加し，満足

している保護者・地域住民の割

合が増えることは，ネットワー

クの強化につながるため。 

現状値 

（H27） 

51.9％ 

（H26年度） 
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（７）子どもが楽しく安心して学べる環境 

  子どもが楽しく安全に学ぶ状況とは，子どもが授業内容を理解し学力が身に付い

たと実感し，友だちと共に生き生きと安全に学校生活を過ごすことであると考えま

す。 

  子どもが，わかると実感できる授業を行うためには，教員の指導力の向上が不可

欠であり，研修等を通じて人材育成に努める必要があります。また，学校の施設面

においては，パソコンを活用したＩＣＴ教育のための学習環境や，快適な学校生活

を過ごすための施設設備などに取り組む必要があります。 

一方で，我が国では少子化が進み，約５０年後には，子どもの数が現在の半分程

度になるとの推移予想が出ていますが，本市においても，少子化問題は例外ではあ

りません。学校・幼稚園の規模や設置数については，今後，適正な集団教育を確保

し，子どもたちにとって友だちと共に楽しく学べる教育環境づくりの視点から取り

組みを進める必要があります。 

また，社会状況から経済格差が広がり，貧困等により子どもたちの学びが保障さ

れていない実態もあることから，全庁的に連携しながら対策を講じる必要も生じて

います。 

成

果

指

標 

指標名 

学校施設の整備に（概ね）満足

している保護者・地域住民の割

合 

目標値 

（H31） 
50.0％ 

指標設定

理由 

学校施設の整備に対する満足度

が高まることは，子どもたちの

学習環境の向上を示すこととな

るため。 

現状値 

（H27） 

30.2％ 

（H26年度） 

 


