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分野別の「取組・成果」，「現状・問題点」，「今後取り組むべき課題」 
 

今後取り組むべき課題 
分野 これまでの取組・成果 現状・問題点 

取り組むべき方向 取り組むべき内容 

■「知・徳・体」の基礎基本の定着 
○生徒・保護者を始め，地域の方々から信頼さ

れ，地域のニーズに合った教育活動を展開 
○学習指導内容を改善するため，複数校による

授業研究の実施（中学校）や，モデル校を指
定し進路希望にこたえる取組の推進（高校） 

○児童の道徳性等の育成に向けて，社会奉仕活
動や自然体験活動などの集団宿泊活動を実施 

○児童生徒の体力・運動能力調査を継続して実
施し現状把握に努めるとともに，公立小学校
に体育実技ボランティアを派遣するなど，体
力つくりに向けた取組を推進 

 
 
 
 

《全国学力・学習状況調査（H21 年度）》 
 
 
 
 
 
 
 
 

《県立高等学校の学力向上の状況》 
 
 
 
 
 

▼全国学力・学習状況調査の結果では，知識・技
能についてはおおむね定着しているが，知識・
技能を活用する力に課題があることが分かって
いる。また，小学校に比べ，中学校の課題が大
きい。 

▼生徒の将来の夢や高い目標に対応した幅広い進
路希望を実現するため，指導体制を一層充実す
る必要がある。 

▼児童生徒の体力・運動能力は向上傾向にあるも
のの，全国平均と比較すると課題がある。 

▼生徒指導上の諸問題（暴力行為・不登校等）や
非行の低年齢化，フリーター，ニート，ひきこ
もりなどの問題は継続しており，自立心，社会
性，規範意識の醸成が必要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○更なる学力向上対策 
 
 
 
 
○体力・運動能力の更なる向上 
 
 
 
○公共の精神を大切にして社会の発展に努め，国内はもとよ
り，世界で活躍できる人財を育成 

○実体験などを通じた全人的な教育 
○変化の激しい社会をたくましく「生き抜く力」の育成 
 
 

・思考力や表現力の育成 
・中学校における授業改善の一層の推進 
・高校生の科学に対する関心や理数系分野への学習意欲の一層

の向上 
 
・児童生徒の体力・運動能力調査や体育実技ボランティアの派

遣を継続するとともに，学校・家庭・地域において，子ども
の体力向上を図る。 

 
・自立心，創造力及びチャレンジ精神などの「起業家精神」を

持ち，地域社会や産業の活性化に貢献できる人材の育成 
・山体験や島体験などの体験学習などにより，児童の自立性や

主体性，人間関係を形成する力を育む。 
・様々な体験を通して，応用力やコミュニケーション能力，自

律心，協調性など様々な資質・能力を育む。 
 
 
 

■特別支援教育の充実 
 ○「特別支援教育ビジョン」を策定（H20.7）し，

専門性に基づく質の高い特別支援教育の実現
に向けて取り組んだ。 

 
 

▼特別支援学校高等部卒業者の就職率は近年上昇
傾向にあり，全国平均に近づいてきている。 

 
 
 
 
 
 
 

○特別支援学校卒業者の就業支援 
 

・ジョブ・サポート・ティーチャーの活用による企業との連携
強化 
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■信頼される学校づくりと教職員の資質・指導力
の向上 
○是正指導以降，教育の中立性と公開性の確保，

組織的な学校運営の実現などの教育改革に，
県民総ぐるみで取り組んできた。 

・県民の負託にこたえる公教育の基盤が整いつ
つあり，「知・徳・体」すべての面において
一定の成果。 

○教職員の資質・指導力の向上に取り組んでき
た。 

 

▼教職員の不祥事が続いており，資質の向上が求
められている。 

 
 
 

○教職員の規範意識の確立 
○学校組織としての不祥事防止体制の確立 
○相談体制の充実 
 

・体験的な研修を通じた規範意識の定着 
・校内に不祥事防止に関する委員会の設置と運用 
・相談窓口の充実 
 

 

H10 H15 H20 H21

国公立大現役合格者数（人） 1,564 1,826 2,647 2,598
大学入試センター試験全国平均点以上の得点者数（人） 952 1,161 1,613 1,681

国語Ａ 72.9%（全国69.9%） 国語Ａ  77.6%（全国77.0%）

国語Ｂ 53.8%（全国50.5%） 国語Ｂ 74.8%（全国74.5%）

算数Ａ 81.3%（全国78.7%） 数学Ａ 62.9%（全国62.7%）

算数Ｂ 56.6%（全国54.8%） 数学Ｂ 56.2%（全国56.9%）

中学３年生の平均正答率小学６年生の平均正答率

《生徒指導上の諸問題の現状》 

《児童生徒の体力・運動能力調査》 
 指 標 Ｈ１７年度 Ｈ２１年度 

体力・運動能力調査の全国
平均以上の種目の割合 

51.5％ 71.1％ 

 

《県内特別支援学校高等部卒業者就職者数》（各年度卒業者）

Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ21
広島県 10.5％ 8.3％ 22.0％ 23.9％
全国 24.9％ 20.4％ 23.7％ 未発表
差 ▲14.4％▲12.1％ ▲1.7％ －

※Ｈ21 はＨ22.3.15 現在の見込み 

H10 H15  H20

暴力行為発生件数
（公立小・中・高千人当たり）

4.9件
（全国2.4件）

3.8件
（全国2.7件）

4.4件
（全国：4.4件）

不登校児童生徒の割合
（国公私小・中）

1.15％
（全国1.06％）

1.45％
（全国1.15％）

 1.27％
（全国1.18％）

資料 ４
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今後取り組むべき課題 

分野 これまでの取組・成果 現状・問題点 
取り組むべき方向 取り組むべき内容 

■キャリア教育の充実 
 ○社会人・職業人として自立していくために必

要な意欲や能力などを身に付けるため，イン
ターンシップや熟練技能者の指導による技能
向上などに取り組んだ。 

 

▼若者の早期離職率の高さ，フリーター，ニート
の問題を踏まえると，社会人，職業人として自
立していくために必要な資質・能力を身に付け
させる教育の必要がある。 

 
《高校卒業後３年以内の離職率》 
高水準で推移（おおむね全国平均並み） 
 

○キャリア教育の充実により自立した社会人・職業人を育成 
 
 

・自立心，創造力及びチャレンジ精神などの「起業家精神」を
持ち，地域社会や産業の活性化に貢献できる人材の育成 

・本県のものづくり産業を担う人材の育成 
・企業，医療，農業など，今後の発展が求められる分野におけ

る経営人材の育成 
 
・大学人材の企業出向による技術支援ビジネスの展開促進 
 

■地域協働活動の推進 
 ○協働事業に係る「指針」や「手引き」を作成

し，協働の仕組みづくりをしてきた。 
 

▼人口10万人当たりのＮＰＯ法人数は順調に増加
(H17 年度末 13.8→H20 年度末 20.0)しているも
のの，全国平均(H20：26.8)を下回っている。 

 
 

○様々な主体が，それぞれの立場で独自性を発揮して，対等な
立場で連携・協力をしていく，「協働社会」の実現 

 
 

・平和活動や医療，介護，子育てなど多様な分野において，そ
の担い手となる社会起業家を育成 

・ＮＰＯ法人とのより一層のパートナーシップが図られるよ
う，効果的な協働のあり方や育成・支援策について検討  

■文化・芸術の振興 
○伝統文化の保存・継承のため，けんみん文化

祭の開催などを通じた裾野の拡大や担い手を
育成  

 ○県立美術館での，優れた芸術作品の鑑賞の機
会や創作活動の発表の場を広く県民に提供 

 
 

▼文化・芸術活動を通じて，生涯にわたって豊か
な感性と教養を磨くことができる環境が必要 

・県内で個性的な美術館が新たにオープンするな
ど周辺環境の変化や，県民ニーズの多様化の中
で，県立美術館の役割の再確認と更なる魅力づ
くりが課題 

 

○文化・芸術の振興により県民の豊かな感性や創造力を育む。 
 
 
 
 
 
 
 

・伝統文化の保存・継承に向けた担い手の育成や芸術作品の保
存など文化芸術の振興 

・広島交響楽団，カープ，サンフレッチェなどの資源を活用 
・利用者サービスの向上や企画展の充実など，県立美術館の活

性化 
 
 
 

■スポーツの振興 
○「総合型地域スポーツクラブ」の育成など，

県民だれもがスポーツに親しむ機会を提供 
○競技力の向上のため，中学生・高校生に対す

る一貫した指導の充実や指導者の養成や優れ
た資質を有する選手の早期発掘など，ジュニ
ア選手の育成・強化を図ってきた。 

  

▼県民だれもがスポーツを楽しむことができる環
境づくりが必要 

▼新潟国体では，成年の部が，前年の第 12 位から
第６位に大幅に順位を上げた。一方で，少年の
部は，前年の第 20 位から第 25 位に順位を下げ
た。 

○地域スポーツの振興と競技力の向上による「スポーツ県ひろ
しま」の実現 

 
 
 

・「総合型地域スポーツクラブ」を地域の実情に応じて支援 
・子どもたちにスポーツの素晴らしさや楽しさを伝えること
で，夢や目標に向かって努力することの大切さを学ぶ機会を
創出 

・県民に夢と感動を与える未来のトップアスリートの育成 
・優れた運動能力を有する児童の早期発掘と競技力の高いジュ

ニア選手のより一層の強化による競技力向上 
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■海外人材が活躍できる環境づくり 
 ○生活上の課題解決に向けた総合的支援 

「ひろしま多文化共生連絡協議会」での，課
題解決に向けた情報共有，連携，研修会の実
施 

・県内全市町での外国人相談窓口や日本語学習
支援窓口の設置，  

 ○留学生の受入・活躍支援 
  「広島県留学生受入促進等研究会」による今

後充実が必要な事業や推進体制の検討 

▼県内に居住する外国人は増加傾向にあるが，言
葉や生活習慣の違いから生活全般に多くの問題
を抱えている。 

▼国内外から，優秀な人材が集まる社会づくりが
必要 

 
《外国人登録者数（H20.12 末）》 
 42,226 人（全国第 16 位） 
《外国人留学生数（H21.5.1）》 
  2,301 人（全国第 13 位） 

○多様性を尊重し活かす開かれた地域づくり 
○大学，企業，自治体等の連携による留学生支援に係る広島県
独自のシステムづくり 

 

・外国人相談窓口の充実，日本語学習支援体制の充実 
・留学生の受入から就職までを総合的に支援する一元的な組織

の整備検討 
 

 

区　分 H14.3卒 H15.3卒 H16.3卒 H17.3卒

全　国 48.5 49.3 49.5 47.9
広島県 47.4 45.3 45.9 47.4


