
平成２６年度学校経営の全体構想



月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
学年始休 学校安全支 校長会① 心の相談員研 入学式 教頭会① 市教研 外国人教① 言語開級式 図書館主任 教務主任会① 市教研① 全国学力・ 校長会②

（４/６迄） 援者研修会 小中高特 始業式 幹事会① 図書整理員 人権教育常① 学習状況調査

宣誓式 特支アシス 校長会 合同研

講話 タント研① 予算説明会 初任研 市教研 常勤講師研

言語担当会① （栄養・新任） 運営委① （小）Ⅰ

初任研 初長連 常勤講師研 初任研 新任主幹教

辞令交付 初任者研新プラン 初指連Ⅰ Ⅰ（中） （栄養・任替） 諭研（小中） SC教相研①

総括安全衛生 校長会③ 音楽主任会① 科学作品展 教頭会② 小体振① 中学生海外 教相担当会① 英語推進委① 科学作品展 各種委保健① 学校保健会 各種委学活①

委① 教科専門性 理事会① 共生学校づく 研修選考 実行委 特新担（小中） 総会

人権教育推① 向上連協① り推進委① 通級（小中）研

初任研（小中） 生指連協 教科等指導員 １２年目研（栄養） 特支地区研協①

新任校長研① センター① （小中） 研① 初任研新プラン 初任研事務所 幼保小中高 家庭教育

１２年目研 人権教育 人権教育 ２・４年目研(中) ６年目研 特支コーデ研① 学校安全推進 初任研事務所 新任教頭研 特支ステップ研① ２校目校長研 授業研② 生指連強① １２年目研 リーダー研

初任研新プラン （養教） 幹部研Ⅱ 初任研新プラン 幹部研Ⅰ ６年目研（養教） （栄養） 初任研新プラン 防災教室推進 授業研① （小中）① 小１２年目研 （小中）① 学年主任研（中）① ２校目教頭研 （中） 新任校長研②

特支コーディ 教務主任会② 校長会④ 情報主任会① 就学指導部 市教研② 小体振② いじめ拡大
ネータ研① 高校入試説明会 会① 会議①

市初任研① 初任研新プラン 運動部活動

新任生指講座 指導者研② 特支（小）・通 初任研新プラン 初任研(栄教)
（小中） へき地複式研 初任研新プラン 級(小中)新担研 県教頭会 新卒 初任研新プラン

新採養教研 運動部活動 小中校長会 新任教務主任 県PTA連 ２校目校長研 ２・４年目研 小中進路指導 研修総会 ６年目研 初任研(小中) 新任教頭研 ６年目研
（小中） 新任校長研③ 栄教栄職研 指導者研① 研修総会 研①（小中） 定期大会 ②（小中） （小）① 主事実践講習 附属小発表会 附属小発表会 附属中発表会 (小)① センター② (小中)② 特新担研（中） (中)① 加納小中間研

進路指導 校長会⑤ 人権教育常② 教頭会③ 終業式

主事会① 外国人教② 就学指導部 応急手当更新②

応急手当更新① 会②

初任研事務 幼保小連携推 ３年目研（事務）

所授業研③ 進地区協議会 保健安全講習 初任研新プラン 新任校長・ 教育課程・小 初任研新プラン 小実技講習（音） ＳＣ教相研②

新採養教研 ２年目研（中） 初任研新プラン ２年目研（小） 栄養（任替） 初任研新プラン 教頭研 （富加町） ３年目研（小） 新採養教研 ３年目研（中） 特新担研（中）

資質向上研修 市教研③ 市初任研② 幼保小連携 ファミリー 特支アシス

人権教育夏 推進会議① 読書発表会 タント研②

就学指導委① 特新担（小） 季ゼミ 研究主任会

リーダー事前研 中学生理科 通指教（小中） 小国語県大会

初任研新プラン 数学コンテスト １２年目研Ⅰ へき地複式研事務県大会 岐阜教育会 スピーチ予選

教育課程・中 常勤講師研Ⅱ 主幹教諭連協① 小体実技講習 ３年目研 ６年目研（小中 図書館県大会 予備日

（武芸川） 中校長研修総会 （小中） 養教・栄養） ６年目研 初指連Ⅱ 永年勤続表彰

始業式 校長会⑥ 科学作品 教頭会④

搬入審査 言語担当会②

科学作品搬出

アレルギー疾患

啓発協議会 初任研 ２・４年目研 初任研新プラン 特支地区研究

初任研新プラン 初任研新プラン （栄教・新卒） 初任研新プラン （中） 武道指導講習 英語弁論大会 協議会②

月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
校長会⑦ 人権教育推② 教頭会⑤ 音楽主任会② 教務主任会③ 就学指導委② 情報主任会② 各種委保健② 各種委学活② いじめ拡大 人権教育推③

特支野外学習 ３年目研（小中） 会議②

（中・合同） 特支ＴＶ

初任研事務所 薬物乱用防止 土
授業研④ 教室講習 特支コーデ研②

県社会教育 ２・４年目研 １２年目研Ⅱ １２年目研 人権教育教員 １２年目研 青山中中間研 １２年目研Ⅱ 小社研県大会 桜ヶ丘中公表会

推進大会 （小）② （小） 地区事務職研 （養教） 研（小） 長良西小中間研 （栄養職員） 外国人教育連協 黒川小公表会 坂祝小公表会 （中） 神戸中公表会 中理研県大会 長良中公表会

校長会⑧ 言語担当会③ 生指連協 市教研④ 進路指導 各種委保健③ 人権教育常③ 各種委学活③

市教研幹事会② (小中)② 就学指導委③ 主事会② 市初任研③

新任教務研
（小）② 八幡小公表会 ６・１２年目研 特支設置校

長良小中間研 事務職員研 笠原小・中 初任研栄教 （養教） 校長総会

陽南中中間研 幼保小中高 （１年目） 公表会 （新卒） 新任教務研 小中英県大会 小家庭県大会 人権教育教員 小校長研究 １２年目研 １２年目研 道徳実践
生指連強② 東長良中中間研 小泉小公表会 （中）② 加納中中間研 研（中） 大和小公表会 総会（可茂） 加納小中間研 （小）② （中）② 中校長会総会 フォーラム

校長会⑨ 人権教育推④ 小体振③ 特支コーディ 終業式　

共生学校づく 教頭会⑥ 外国人教③ 総括安全衛 市教研幹事③ ネータ研②

り推進委② 生委②

１２年目研 初任研（栄教）

特支ステップ研② 主幹教諭連協② 初任研（養教） （養教） （任替）

始業式　 校長会⑩ 実践記録 教頭会⑦ 教務主任 実践記録 市教研幹事④ 幼保小連携 科学作品展 市教研運営 学校教育 子ども美術展 英語推進委② 情報主任会③ 私の主張

実践記録締切 一次審査 会④ 二次審査 推進会議② 理事会② 委② 計画説明会 運営委① 大会リハ

教相担当研②

食物アレル ６年目研
ギー研 （養教）

私の主張 校長会⑪ 実践記録 子ども美術展 教頭会⑧
大会 表彰式 作品搬入 子ども美術展 エントランス 人権教育常③ 校長会⑫ エントランス

作品搬出 作品搬入 作品搬出

市初任研④ いじめ拡大
会議③

方針と重点 教科書給与
策定委 新採養教研 事務連絡会

中卒業式 言語担当会④ 小卒業式 修了式 学年末休業
（３／３１迄）

方針と重点
研修会 中高連絡会 新任事務研

月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日

学校保健研
究大会

日

←　科学作品展　→

建
国
記
念
の
日

日

←　　道徳全国大会　　→

土 日

土

秋
分
の
日

←　　　統一研究日　　　→

スピーチコン
テスト予選

土

日

土

土 土

日

日

日

日土

天
皇
誕
生
日

日

土

3

日

日

土

春
分
の
日

学校教育推
進説明会

日

日

幼保小中高
生指連強③

←科学作品展・社会科課題追究学習作品展→

日

2 日

←　子　ど　も　美　術　展　→

初任研事務
所授業研⑤

←　第　７　回　ぎ　ふ　関　全　国　子　ど　も　木　の　造　形　作　品　コ　ン　ク　ー　ル　２　０　１　４　（～１４日）　　→

土

←　　　事務職員研　　　→

←６年目研（音楽・美術）→

土

←　　　　　　初任研宿泊研修（８／６～９）　　　　　→

7

11

12

1

日

土
←　　　応急手当新規　（４～６日）　　→

土

日

10

日

9 日

図書館主任
会

関市中学生ス
ピーチコンテ
スト

平成２６年度 研修事業・行事・会議等年間計画

6

昭
和
の
日

日

5

日

み
ど
り
の
日

振
替
休
日

わかあゆ辞
令交付研修
会① 日

土

土4 日

8

日

日日

関市教育委員会学校教育課
＜注＞太字は市関係行事

土

日

日

土

←　　　　資質向上研修講座　(～８月１日)

←　　中学生リーダー養成研修　　→

土

学校歯科保
健研究大会

日

日

冬季休業（１／７まで）

日 日

←　　　木の造形創作教室（高）　　　→

木の造形教
室説明会

土

憲
法
記
念
日

敬
老
の
日

日

土

土 日

←　　　就　　学　　相　　談　　①　　　→ ←　児童健康教室　→

←　　木の造形創作教室（高）　　→

土 土 土

こ
ど
も
の
日

日 土

土 土 日

土

初任研セン
ター（小中）③

日
成
人
の
日

土 土 土

土

園・学校教育
計画説明会

日

日

土 土土

土 土

日

土 土 土

←　　　　　　　　　　　　　　　　　子　ど　も　美　術　展　　エ　ン　ト　ラ　ン　ス　ホ　ー　ル　展　(　～　２　月　２　７　日　）　　　　　　　　　　　　　　　　→

土

日

日

日
海
の
日

夏季休業（８／３１迄）

日

←教頭会　東海北陸大会→

←　長良東小発表会　→

土

日

勤
労
感
謝
の
日

日
体
育
の
日

←小　中　連　合　音　楽　会→

←　　体育全国大会　　→

土

木の造形創作教室（低）

←　　　　　　　　資　質　向　上　研　修　講　座　（４～８日）　　→

日

土
土 土

小中教頭研
究大会

振
替
休
日

←　東海北陸PTA大会　→

←　就　学　相　談　②　→

就学指導部会
③

転任校長・教
頭、新任教
頭・主幹教諭
辞令交付・訓
示式

元
日 土 日

土

土

日

←　　資質向上研修講座　　　→

文
化
の
日



 
  
                     

人権尊重を基盤とした教育活動 ～一人一人を大切に生き合う力を育む～ 
◇学び合う教え合う   ◇よりよいものを求め合う   ◇自ら命を守り、育み合う 

 
 

ＰＴＡ       共に生き合う委員会・学校評議員会（学校評価を生かす） 
関係諸機関   緑ヶ丘中学校区ひびきあい会議 

 

【特色ある教育活動】 

 
１  人権尊重を基盤とし

た教育を推進し、豊か

な心情を育成すること 

２ 個に応じた指導を推

進し、確かな学力の習

得を図ること 

３  生命を大切にし、健

康な心身や体力を育成

すること 

４   開かれた学校、安

全・安心な学校づくり

を推進すること 

 
夢をもち              

      仲間とともに      

          やりぬく子 

 
１  思いやりの心をも

ち、温かい人間関係

をつくってほしい。 

２  進んで学習し、学

力を付けてほしい。 

３  生命を大切にし、

健康な生活を送って

ほしい。 

４ 地域の自然や伝統、

文化を大切にしてほ

しい。 

 

【保護者や地域の願い】 【学校課題】 
【学校の教育目標】 

願う子どもの姿 

 

◎夢や目標をもち、ねばり強くやりぬく子 

・自ら学び自ら考え、よりよく課題解決する子 

・仲間と共に、よりよい生活をつくりあげる子 

・命を大切にし、進んで体を鍛える子 

「よさ」を価値付け、「本物」へ 

～夢や目標に向かって努力し、自分や仲間のよさを発見できる児童の育成～ 
 

 
 

確かな学力の育成 

○基礎学力を付ける 
・習熟度別少人数指導の充実（個人差
への対応） 

・習熟・反復の時間の確保 
・「書く力」の指導の充実 
・個の学習状況の見届けと評価の工夫 
○課題追究する力を伸ばす 
・課題意識を高める教材・教具の工夫 
・主体的な課題追究を生み出す学習 
活動の工夫 

・体験的な学習活動の充実 
○思考力・表現力を伸ばす 
・自分の考えをもたせるための指導 
の工夫 

・学習状況を踏まえて編成した小集 
団学習の充実 

・聞く・話す力を高めるための指導 
の充実 

○学び方を身に付けさせる 
・学習姿勢・学習習慣の確立を目指す
指導の充実 

・学習環境の充実（学習コーナー掲示
等） 

・読書指導の充実 
＊家庭学習指導の充実 

 

実践的な授業改善 

豊かな人間性の育成 
 
○思いやりの心を育てる 
・いじめゼロ、人にやさしい挨拶・

言葉の励行、きまりや時間の遵守 
・人権を尊重する心を培う道徳教育

の充実と実践 
・安桜小みんなたいせつ宣言の推進 
○自己肯定感を高める 
・主体的に取り組み、成就感のもて

る活動の推進 
・一人一人が活動に位置付き、認め

られる場の充実 
○かかわる力を育てる 
・仲間と協力し助け合って取り組む

活動の充実    
・創造性ある児童会活動の推進  
・異学年交流活動の充実 
・学年間の交流や引継ぎの充実 
○夢をもたせる取組を充実させる 
・鼓笛・合唱等の活動充実 
・地域に学ぶ学習の充実（人・もの・

歴史伝統・文化・産業・環境、関
鍛冶） 

・地域行事への積極的な参加 
・ボランティア活動の推進 

＊地域講師の積極的な活用 

学級集団の醸成 

健康な身体の育成 
 

○安全な生活に心がける児童を育て

る 

・自他の命を大切にする心を育てる

指導の充実 

・交通安全指導の強化 

・実践的な訓練の実施による安全意

識の高揚 

＊保護者、地域関係機関と連携した

危機管理体制（引き渡し訓練実施） 

○規律ある生活をする児童を育てる 

・基本的な生活習慣の定着を図る指

導の強化 

・生活リズムや食生活等健康に対す

る意識の高揚 

＊要支援児童に対する共通理解に基

づく支援と保護者との連携 

・地域・関係諸機関との連携強化 

○進んで体を鍛える児童を育てる 

・外遊び・学級遊びの推進 

・スポーツチャレンジの充実（タグ

ラグビー、安桜オリンピック、水

泳等） 

・体育的行事への取組の充実 

・食育学習と元気な給食の推進（弁

当の日と連携） 

＊外部講師の積極的な活用 

諸行事・諸活動の創意工夫 

・教師は親の心を持て（ほめるも叱るも愛語で）  ・ねうちある生き方を語れ 
・子どものよさを見逃すな（価値付ける）     ・子どもの行為の意識や心を問え 
・子どものよさを全職員に伝えよ         ・弱い立場の者を第一に考えよ 

具現するための教師 

【学校経営の方針】 
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関市の学校教育の方針と重点 

心豊かでたくましく生きる児童生徒を育てる 
  
    

児童の実態 
・明るく元気で誰とでも仲良く活動できるが、自信に満ち

た言動がなかなかとれず、よさを十分発揮できない。 

・仕事や活動に責任をもって取り組むが、自主性や持続性

をさらに伸ばしたい。 

・意欲的に学習できるが、じっくり考えたり、深く追究し

たりする力が十分ではない。 

 保護者の願い 
・わかりやすい授業で基礎学力を身に付けさせてほしい。 

・一人一人の児童の心に寄り添って、悩みや思いを受け止

めてほしい。 

・様々な人や事柄とのかかわりを大切にし、命を慈しむ心

や社会性など、豊かな心を培ってほしい。 
 

   
    

「心豊かで たくましい 旭の子」 
わかるまで学ぶ子 ・なかまを思いやる子 ・体をきたえる子 

 （なかまを思いやる優しい心をもち、学習にも運動にも進んで取り組み、心も体もたくましく育っていく子） 
「めざす学校」 生きる力を育む学校、地域の拠点としての学校 

 
 

 

    

わかるまで学ぶ子 
○「聞く」「話す」を基盤に、学び合

う学習の充実 

・意図的グループ交流の位置付けと全体交流の組織化 
・コミュニケーション能力の向上を目

指した外国語活動の推進 
○基礎学力の育成 

・強い課題意識を生み出す導入の工夫 

・児童の主体的な学びを支える環境構成の工夫 

・朝活動（読書・言葉・計算）の保障と指導の工夫 

・家庭学習の充実 

○「かかわりあう力」を育む体験的学

習の充実 

・人・自然・文化との関わりを深める

学習の推進 

なかまを思いやる子 
○学級目標の具現をめざす学級活動の充実 

・関わり合いを大切にした仲間づくりの充実 

・「学級じまん」づくりの活動を通した

学級経営の推進 

・学校生活の課題を見つけ、自分たちで

解決していく活動の指導の推進 
○「旭小かがやき宣言」を中心とした児

童会活動の活性化 

・あいさつ・なかま（いじめ０宣言）・ルール（規

律ある生活）の３本柱を中心にした指導の充実 

・毎月の生活目標の具現をめざした指導の充実 

・毎月の生活目標の具現をめざした指導の充実 

○道徳的実践力を育てる異年齢集団活動の充実 

・にこ班、ペア学級、ペア学年での交流活動の推進 

体をきたえる子 
○体力向上に向けた活動の推進 

・体育授業の充実（運動量の確保、体つく

り運動の領域を取り入れた運動の工夫） 

・外遊びの奨励（３０分休みの外遊びの定着）、

「旭んピック」における全校的な取組の工夫 

○保健及び食育指導の推進 

・手洗い・うがい・季節に応じた体調管理等、担

任及び養護教諭による日常的な保健指導の充実 

・栄養指導・歯科指導・性教育等、外部講師を活

用した専門的な指導の充実と保護者への啓発 

○安心・安全な学校づくりの推進 

・日常生活に活かすことのできる実践

的・体験的な安全教育の推進 

・交通安全及び生活安全指導の強化と 

様々な場面を想定した非常時におけ

る対応訓練のさらなる充実 

    

重点   

子どもに軸足をおいた教育活動の推進 ～笑顔があり、元気いっぱいの学校～ 
○一人一人が大切にされている校風を築く           ○基本的な生活習慣や学習習慣をつくる 
○自慢できる学校、ふるさと旭ヶ丘への愛着や誇りをつくる   ○人間性を磨き、教師としての資質の向上を図る 

 
特色ある教育活動 

 

「かかわり合う力」を育む体験活動 
―明るく さわやかに ひたむきに  かかわる― 

・自然や文化、人とかかわる宿泊体験活動（４年自然の家、５年氷見体験、６年修学旅行） 
・１～６年生の縦割りグループによる、にこにこ活動、にこにこ行事 
・地域の人とのかかわりをテーマにした総合的な学習の時間・生活科 

 
 
 
 

目標の具体化と方途 

保護者・地域に支えられた学校 

☆主体的で活発なＰＴＡ活動 ☆共生学校づくり推進委員会 ☆旭ヶ丘青少年育成協議会 ☆学校評議員会 
☆放課後学びクラブ・ふれあいクラブ ☆学校支援ボランティア ☆旭ヶ丘地区見守りボランティア 

学校の教育目標 
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・学級目標の具現と啓発 ○わかる授業・学習の基礎基本の定着

・開発的学習活動の推進（教科等の関連・地域人材活用） ○挨拶や集団生活のルールなど基本的生活習慣の指導
・「習得」と「活用」の役割を明確にした指導の工夫 ○いじめのない学校・学級づくり

学校課題Ⅲ(不易の課題)

26年度の経営の重点

□どの子もが「学校が楽しい」と思える安全で安心な学校

□どの子が「主役」になって喜びと感動を味わうことができる学校

□どの子もが「人との関わり」を大切にできる学校

□どの子もを家庭や地域との連携のもとに「守り育てる」学校

特色ある教育活動

　　　　　　　　【教師の判断規準】　迷ったら厳しい道を選ぶ

関市　学校教育の目標 学校の教育目標 関市　学校教育の方針と重点

心豊かでたくましく生きる
児童生徒を育てる

～夢のある明るい学校～

目的
児童一人一人に

｢生きる力｣をはぐくむ

手段 特色ある学校づくり

基盤 共生学校づくり

学校課題Ⅱ(H25保護者評価“否定率≦10％項目”)

□研修校としての使命　－授業をよくして子どもに力を付ける－

　　　　　　　　【教育の判断規準】　子どもの幸せ・保護者の安心・地域の信頼のために

学校課題Ⅰ(H25自校評価“達成率≧3.1項目”)

○ 自分から挨拶が
　できる

○ ｢ありがとう｣が
　言える

○ ｢ごめんなさい｣が
　言える

○ 自分の思いを相手に
　伝える

○ 自分づくりができる
○ 仲間と高まり合える
○ いじめを許さない

○ 自分のよさが分かる
○ 仲間のよさが分かる
○ いじめをしない

○ 自分の弱さが分かる
○ 仲間の痛みが分かる
○ いじめに気付く

○ 課題解決の見通しが
　もてる
○ 挙手発言ができる

○ 一人で追求する
○ つなぎ発言ができる

○ 仲間と追究する
○ 驚きや疑問が
　つぶやける

○ 自己の学習の高まり
　を実感する
○｢分かりません｣が
　言える

教　  え 　 る　　 ／ 　　　導　　　　く　　　 ／　 　　引　き　出　す

・主体的な集団活動の充実により、所属感や連帯感が高まる 

・規範意識をもち、相手を尊重し思いやることにより、人間関係を広げ、深 

 める 

・自己実現の喜びが感じられる機会と場を保障することにより、「自己有用 

 感」「自己肯定感」が確保される 

・専門性を生かした魅力ある授業により、教科の本質的な学びが実感できる 

・高い危機意識をもつことにより、児童一人一人の命・存在を最優先に考え 

 守りきる 

・自ら考え、判断し、行動する力を高めることにより、「いじめや差別」を 

 絶対に許さない正義がみなぎる 

夢をもって生き抜く力（主体性）の育成 

 子どもの主体性を重視した開発的な学習活動 
子どもが身に付ける日常的な主体性のステップ 

授業で培う主体性 

学校行事・児童会 

活動で高める主体性 

地域で育む主体性 

“体験”を“経験”に変える活動の積み重ね 

主体性＝より高い価値に挑戦し，仲間との心のつながりを実感しつつ，自分の新たな可能性を切り開く 

－「きらきら」「ぐんぐん」「わくわく」桜っ子－ 

きらきら 

 

 

ぐんぐん 

 

 

わくわく 

 

 

正義を見抜き 

より高い価値に 

挑戦する 

「きびしさ」 

仲間を尊重し 

思いやり 

心のつながりを

実感する 

「やさしさ」 

やり抜いた自分に 

自信と誇りをもち 

新たな可能性を 

切り開く 

「たくましさ」 

・学校と家庭、地域の双方向の情報交換により、願う児童の姿を共有する 

・児童を守り育てるための共通の実践項目を設定し、同じ視点で取り組む 

  

きらきら 

ぐんぐ

ん 

わくわく 
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【関市の教育方針】 【地域や保護者の願い】

【学校の教育課題】

（H25　学校評価より）

【学校経営方針】

【本年度の重点】

【夢を育む教育活動　（よさを発揮できる力の育成・よさを発揮する場の設定・よさを伸ばす活動の工夫)】

　

特色ある教育活動 （生活科・総合的な学習の時間）

【家庭・地域社会との連携】（共生学校づくり）

【学校評価】

【学校の教育目標】

心豊かでたくましく生きる児童生徒を育てる
○児童生徒一人一人に「生きる力」を育む
　教育の推進
○特色ある学校づくりの推進
○共生学校づくりの推進

　仲間と共に
　　　　　自らとりくみ
　　　　　　　　　　やりとげる子
　　　～よさを発揮する子～

・思いやりのある心豊かな児童
・最後まで粘り強くやり遂げ、学力を身に付
けていく児童
・郷土のよさを理解し、ふるさとに誇りと感
謝の気持ちをもつ児童

・基礎的・基本的な学力及び基礎体力を確実に身に付けていく必要がある。
・学級目標達成を目指した学級経営を推進し、仲間と学び合い高まる児童を育てていくことに力を入れていく必要がある。

夢を育む楽しくあたたかい学校づくり　「子どもが伸びる仕組みづくり」「教師が伸びる仕組みづくり」

【本年度の目指す児童の具体像】

○基礎的・基本的な学力及び基礎体力を身
に付けた児童（算数科・国語科・体育科の
充実）   →   ＣＲＴ平均点以上・体力づくり達
成度７０％以上・家庭学習達成度９０％以上

○仲間と学び合い高まる児童
　（学級・学年経営）   →   学級経営達成度
８０％以上・学年経営達成度８０％以上

○ふるさとを知り、感謝の心をもつ児童（生
活単元・生活科・総合的な学習の時間）→
総合的な学習の時間達成度８０％以上

◎基礎的・基本的な学力と体力を身に付ける。
　・算数科教育の推進（数と計算・図形の２領域と文章問題のマスターを実施）
　・家庭学習の充実をめざし、「家庭学習の達人」にそって全校で指導する。
　・図書館教育を推進し、読書時間を増やす。
　・体育の授業における体力づくりの推進「瀬尻サーキット」
◎仲間とのよりよい関わりを築く積極的な生徒指導
　・人として豊かに生きる３つの力（挨拶・掃除・時間）と２つの心（仲間と共に取り組む
　　心・やりとげる心）の育成
　・みんなともだちみんなスマイル宣言の推進（ふわふわ言葉態度・挨拶・くんさん）
◎ふるさと教育の推進
　・地域の自然環境や文化財から学ぶ学習の充実と発表の場の位置付け

【学力向上指導改善】
学力推進委員会と研
究推進との連絡体制
の構築
見通しと振り返りの確
実な位置付け
【研究推進】
「分かる・できる」楽し
さを味わえる算数科
の授業の創造Ⅲ

【道徳】

仲間を大切にし、
自分と他との関わ
りを考えて実践で
きる児童の育成
重点目標２－（２）

【特別活動】

健全な生活を送る
ことができる力の
育成

お互いを認め合お
うとする学級づくり
の推進

【進路指導】

自己の生き方や将
来をみつめられる
指導過程の工夫

仲間と協働してよ
りよい生活をめざ
す指導の充実

【人権教育】

励まし合う人間関
係の育成

自己を向上させよ
うとする力の育成

【健康教育】
規則正しく生活する
態度の育成
体力つくりに積極的
に取り組む態度の
育成
交通安全・災害時の
適正な対応ができる
力の育成

【生徒指導】

仲間と関わり
仲間のよさを認め
ともに高まり合おうと
する態度の育成

【特別支援教育】
個別の指導計画の活用
学校体制での相談体制
の確立
特別支援学校・福祉・医
療等との連携・協力

ふるさとに学び、ふるさとを愛する子を育てる「ふるさと学習」
　　　〈地域の自然や文化に学ぶ〉　　　　　〈地域の人の生き方に学ぶ〉　　　　〈地域の人とともに学ぶ〉
○本年度の取組
　・「地域の自然や文化に学ぶ」を柱とした発達段階に合わせた全校での取組の継続
　・各学年で学習の成果を発表する場を設け、言語活動の充実とともに表現力育成につなげる。

○「おらが学校づくり推進委員会」と連携を図った地域ぐるみの教育の一層の推進
○学校の方針や情報等の積極的な伝達と保護者との連携の充実（報道機関、学校便り、学年・学級通信、HPの更新、年２回の個
人懇談の充実、懇談会、授業参観日等の充実）
○保護者・地域の方々の力が生かされる教育活動の一層の推進（学校支援ボランティア・関市寺小屋事業）

学校経営改善のための学校評価システムの確立と活用
・自己評価(教職員・保護者・児童アンケートに基づく）、全国学力学習状況調査、CRT、スポーツテスト等のデータをもとに評価し、
学校評議員等の学校関係者評価と併せて学校評価とする。それを受けて成果と課題を明確にし、改善案を立てて実践する。
・学校便りやHPでアンケート結果と考察等の情報を公開するとともに、ＰＴＡ本部役員会等で学校評価を説明する。

  よさを発揮 
 できる力の育成 
  
 基盤：学力・体力 

  よさを発揮 
 する場の設定 
 
 基盤：学級経営 

  よさを伸ば 
 す活動の工夫 
 
 基盤：体験活動 
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○思いやりの心をもち、温かな人間関係

が築ける子 

○基礎的・基本的な学力・生活力を身に

つけた子 

○心身ともに健康で何事にもすすんで

挑戦する子 

○地域の自然や文化を大切にする子 

 

 

◎明るく温厚で素直さと真面目さがある。 

◎仲間への挨拶や温かい言葉が増えた。 

▲基礎的・基本的学力の「読みとる」、「書

く」力に弱さがみられる。 

▲自ら考え、困難に挑戦しようとする意欲

に弱さがみられる。 

  
 
 
 

○自ら学ぶ意欲（意欲） 

○思いやる心（協力） 

○やりぬく力（実践力） 

 
＊基礎的・基本的な内容の確実な定着

をめざし、自ら学ぶ力、共に学ぶ力の 

育成を図る。（一人学び・仲間学び） 

＊自らの生き方について自覚を深め、

豊かな体験を通して、自己の内面の

育成を図る。（「夢」の実現をめざす） 

＊自らの意見を仲間に述べ、仲間の意

見を聞くなど学び合いを活かしたり、

表現活動の交流をとおして、言語能力

の育成を図る。言語活動の充実 

＊教師と児童、及び児童相互の人間関

係・信頼関係の醸成に努める。 

＊心身の健康と体力の向上を図る。 

＊安全安心な環境の構築と防災意識を

高める指導の充実を図る。 

 

 

 
●教科経営の充実 

＊児童が意欲的に学ぼうとするため

の学習習慣の確立を図ること。 

自主学習の取組指導 

＊学習方法の指導と教科内容の基礎

基本の定着を図る授業実践 

分かる喜びを抱かせる授業実践 

 

●学級経営・特別活動の充実 

＊学級を構成する児童が学級づくり

に参画意識をもつ取組とその評価 

 学級力アンケートによるPDCA 

＊誰もが存在感・所属感を味わい、

自己肯定感をもって活躍できる学

級経営ASSESSによる意識把握 

●道徳教育・人権教育の充実 

＊命を大切にし、他を思いやる豊か

な心と生き方を育む実践力の育成 

 

●自らの安全を自ら考える防災教育 

●生徒指導・特別支援教育の充実 

＊全職員が児童に寄り添う姿勢で児

童理解に努め、情報の共有を図り、

共通行動できる指導体制で臨む。 

＊危機管理体制としての「報・連・相」の

徹底を図る。 

 
 
＊興味・関心をもち、自主的・積極的

に学習する児童 

 学習の財産としてのノート指導 

＊基礎的・基本的な学習内容を確実

に身につけるとともに、家庭での学

習習慣を身につける児童 

 「学習の手引き」の配布 

 

＊仲間と共に、規律と秩序ある学級・

学校生活を創り出す児童 

＊他を思いやる心と道徳的実践力を

もつ児童 

 児童会「にこにこ宣言」 

  ・すすんであいさつをします。 

  ・くん、さんづけで呼び合います。 

  ・「にこにこ言葉」をどんどん使います。 

  ・「いじめ０（ゼロ）」をめざします。 

 
 

●俳句活動を通した人間形成 

＊身近な自然に親しみ豊かな感性

を磨く 

●仲間と切磋琢磨する児童 

＊規範意識を高め、質や価値のより

高いものを追求する児童 

＊自らの生き方を考え、主体的に自

らの進路や夢を意識する児童 

 

 

＊学校や地域社会および関係諸機関との連携 

＊地域の教育力を活かし、地域の人に学ぶ。（「関ふるさと学習事業」参画） 

  地域の人材を活かした体験活動の充実（関市版「寺子屋」事業活用） 

    大豆栽培や環境教育・倉知太鼓・クラブ指導・菊づくり等 

＊安全・安心な学校をめざした地域との連携及び外部諸機関との連携 

  救命救急講習会、防災に関わるPTAとの連携研修（HUG） 

＊生徒理解に基づく育成、教育相談体制の連携 

＊学校評価システムを活かした学校運営 

＊保護者や地域の願い及び学校関係者評価の結果を踏まえ経営の改善

に活かす。 職員による自己評価（職員による提言・学校経営診断） 

児童による授業評価（学級力アンケートによる学級診断） 

ＡＳＳＥＳＳを生かした児童理解 

保護者アンケートの実施 

＊安全・安心な環境づくりを地域の人々と共に推進する。 

   

 

心 豊 か で た く ま し く 生 き る 児 童 生 徒 を 育 て る 
 

 

 

 
＊専門性を磨き、確かな指導力を身

に付け、児童や保護者に信頼され

る教師 

＊研究主題が児童の姿に具現できる

よう、継続的・累積的な研究に取り

組む教師 

・ 

 

＊教師としての使命感に燃え、人間

性・倫理観の高揚に努める教師 

体罰に頼らず、人権を意識して

児童への指導ができる教師 

５大不祥事根絶の共通理解 

＊信頼と愛情を基盤に厳しく生き方の

指導ができる教師 

＊どの児童にも公平で共感的・受容

的な態度で接しながら自立を促す

教師 
 

＊危機管理、安全管理意識の高揚と

自己管理に努める教師 

＊家庭や地域社会との連携を積極的

に図りながら、保護者や地域の願

いを理解し、教育効果を高める教

師 

 

 

 

一人一人が自分の夢を 

めざす明るい学校 

｢自ら考え、ひとりだちをめざす子」 
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【 経営の重点】 

 

＜児童の実態＞ 
・活動的で人なつこい児童が多く、
異学年集団の仲がよい。 

・活動には誠実に取り組むが、自ら
考え進んで行動しようとする意識
に弱さがある。 

・夢や目標をもって生活を見直し、
向上しようとする意欲に乏しい。 

・多様な情報をもとに考えを深めた
り、まとめたりする力が弱い。 

＜地域・保護者の願い＞ 
・人の気持ちや立場のわかる、思
いやりのある子に育ってほしい。 

・自分で考え、判断して行動でき
る子になってほしい。 

・何ごとにも粘り強くがんばる子に
なってほしい。 

・礼儀正しく、明るく元気に育って
ほしい。 

すすんで取り組み やりぬく子 

【 学校の教育目標 】 

＜運営・研修＞ 
【組織的な協働･改善、資質向上】 

(1) 運営組織の充実 
・計画－実施－検証･実態分析－改善の
学校運営・学力向上システム 
・指導部会－職員会に基づく共通理解
と確実な実践 
・全職員による協働体制と組織的な運営 
・報告･連絡･相談の徹底 

(2) 地域と共に伸びゆく学校経営の推進 
・共生学校推進会議の活動充実 
・学校支援ボランティア活動の推進 
・大学、特別支援学校、福祉施設、幼
保等との連携･交流活動の充実 

(3) 資質と指導力の向上を図る研修の充
実 

・主題研(校内研)の充実（指導方法の
工夫改善、計画的な授業実践） 
・ＩＣＴ活用研修、情報モラル研修 
・授業、学級経営、校務分掌における
個人課題追究（自己啓発） 
・今日的な課題に対する研修の充実 
（命を守る教育、人権教育、特別支援
教育、教育相談・・・） 

＜ 指 導 ＞ 
【読む書く力の育成、夢を育てる指導】 
 (1) 確かな学力を育てる指導 
・基礎的基本的な学習内容の定着 
・読み書き学習の充実と考える力の育成 
・単元における役割とねらいを明確に
した授業 
・すすんで学ぶ授業づくり 
（つかむ･見つける深める･まとめる場
の位置づけ､ＩＣＴを活用した学習） 
・家庭学習習慣の定着 
・地域の人たちの知恵や技を生かし、
夢や目標、考える力を育てる学習活動 

 (2) 自己肯定感を高め、人と関わる力を
身につける指導 
・努力、真面目さの価値付け 
・学級の目標に向かって主体的に活動
し、仲間とともに向上する学級づくり 
・自分と仲間を大切にする活動の充実 

 (3) 一人一人に配慮した指導実践 
・効果的な少人数指導の実施 
・要支援児への意図的な働きかけ 
・児童の心に寄り添う指導の充実 
（各種アンケート、教育相談） 

＜生活・学習環境＞ 
【命・自他を守る力の育成】 

 (1) 安全・安心な生活環境 
・命を守る教育 
（防災･防犯体制の整備と充実、危機管
理体制の確立） 
・けが･病気･事故等に対する迅速で組
織的な対応 
・見守りボランティアとの連携 
・要支援の児童や家庭への対応 
（地域や関係機関との連携） 

(2)学び合える学習環境 
・授業の深まり、学級の高まりのわか
る教室掲示 
・互いの思いや考えが安心して交流で
き、学習時間が保証される学習ルール
の定着 

(3) 自己指導能力を育成する学習・生活
環境の充実 
・自己有用感を高める、家庭での学習
や生活の充実 
（家庭学習の手引き、イキイキ生活キ
ャンペーン、みなみイキイキノート） 
・情報モラル指導の徹底 

 

経営の基盤 

１．だれもが大切にされる学校、安心安全な学校 
だれもが一人ではないという安心感のある学校  一人一人の輝きが大切にされる学校 

２．学校・保護者・地域それぞれの力が生き、地域を知り地域を愛する学校 
地域のよさを実感できる活動  地域を愛し地域に貢献できる人材の育成 

３．自己を見つめ、他を思いやる心を育てる指導 
自己決定・自己選択・自己責任  自己肯定感  規範意識  我慢する心 

４．児童のキャリア発達を促す基礎的・汎用的能力の育成 
夢・あこがれをもたせる活動  想定内の失敗経験 

５．学校評価・学力向上システムを生かした学校運営 
 計画－実施－検証･実態分析－改善のサイクル  自校評価・アンケートと学校関係者評価 

＜関市教育の基本方針＞ 
心豊かでたくましく生きる児童生徒を育てる 
・児童生徒一人一人に「生きる力」を育む
教育の推進 
・特色ある学校づくりの推進 
・共生学校づくりの推進 

① 基礎的基本的な学習内容を確実に身に付け、主体的に学習に取り組む児童の育成 
② 他を思いやる心をもち、人との関わり方を考えて行動できる児童の育成 
③ 夢や目標を持って活動し、仲間とともにやりぬく意欲をもった児童の育成 

【 学 校 課 題 】 

夢をはぐくみ 生きる力を育てる「交流体験型学習」 
～地域に学ぶ学習活動～ 

地域の力が生きる交流体験活動  総合的な学習の時間を中心とした探究学習 

【 特色ある教育活動 】 
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【保護者、地域の人々の学校に期待すること】 

・いじめのない学校 
・どんな情報も知らせ、地域ぐるみで対応する学校 
・子どもに学力をつける学校 

・おもいやりの心を育てる学校 
・目標に向かって粘り強く取り組む子を育てる学校 

【児童の実態】 

・読書に親しみ、仲間とともに落ち着いて学習に取り組む児

童が増えてきた。 
・素直で人なつこい児童も多いが、自分のことを分かっても

らいたいという寂しさをもつ児童もいる。 
・乱暴な言葉や思いやりにかける言葉をつかうときがある。 

【 学 校 課 題 】 

○自他の健康・安全に気をつける子の育成 
○いじめない、いじめを許さない子の育成 

○目標をもち、粘り強く取り組む子の育成 

【 学校の教育目標 】 

     もっと 

やさしく    かしこく   たくましく 

【地域、保護者、学校がめざす児童像】 

◇人の話を最後まで聞く（行動する）     ◇自分やみんなにとってよいことを考える 

◇自分や相手のよさを見つける        ◇ありがとう、ごめんなさいが言える 
◇約束やルールを守る            ◇目標をもって粘り強く努力する 

【生徒指導の機能を全教育活動に生かす】 

◆自己選択、自己決定、自己責任   ◆自己有用感の育成   ◆相手の内包 

【指導の重点】 「三づくり指導部」を核として 

≪学力づくり≫ 

かしこく 

・ねらいを明確にした授業 

・必然性のある課題を生み出す授業 
・聞く、話す、書く等の学習姿勢の

確立 
・自分の考えをもち、豊かに表現す

る指導 

≪生活力づくり≫ 

やさしく 

・なかよし言葉１７か条を使う子 
・時と場に応じた挨拶指導 

・係、当番の仕事に責任をもって

果たす指導 

・仲間と助け合って生活する指導 
・清掃美化に進んで取り組む指導 

≪体力づくり≫ 

たくましく 

・体力をつける指導 

・自分の体の様子を知り、自己管理

ができる指導 

・安全に気をつける指導 
・食の大切さがわかる指導 

【 特 色 あ る 教 育 活 動 】 

“夢”“感動”“目標”を生み出す、読書・体験・交流活動  ～「読み書き」の活動を基盤として～ 
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【保護者、地域の人々の学校に期待すること】 

・いじめのない学校 
・どんな情報も知らせ、地域ぐるみで対応する学校 
・子どもに学力をつける学校 

・おもいやりの心を育てる学校 
・目標に向かって粘り強く取り組む子を育てる学校 

【児童の実態】 

・読書に親しみ、仲間とともに落ち着いて学習に取り組む児

童が増えてきた。 
・素直で人なつこい児童も多いが、自分のことを分かっても

らいたいという寂しさをもつ児童もいる。 
・乱暴な言葉や思いやりにかける言葉をつかうときがある。 

【 学 校 課 題 】 

○自他の健康・安全に気をつける子の育成 
○いじめない、いじめを許さない子の育成 

○目標をもち、粘り強く取り組む子の育成 

【 学校の教育目標 】 

     もっと 

やさしく    かしこく   たくましく 

【地域、保護者、学校がめざす児童像】 

◇人の話を最後まで聞く（行動する）     ◇自分やみんなにとってよいことを考える 

◇自分や相手のよさを見つける        ◇ありがとう、ごめんなさいが言える 
◇約束やルールを守る            ◇目標をもって粘り強く努力する 

【生徒指導の機能を全教育活動に生かす】 

◆自己選択、自己決定、自己責任   ◆自己有用感の育成   ◆相手の内包 

【指導の重点】 「三づくり指導部」を核として 

≪学力づくり≫ 

かしこく 

・ねらいを明確にした授業 

・必然性のある課題を生み出す授業 
・聞く、話す、書く等の学習姿勢の

確立 
・自分の考えをもち、豊かに表現す

る指導 

≪生活力づくり≫ 

やさしく 

・なかよし言葉１７か条を使う子 
・時と場に応じた挨拶指導 

・係、当番の仕事に責任をもって

果たす指導 

・仲間と助け合って生活する指導 
・清掃美化に進んで取り組む指導 

≪体力づくり≫ 

たくましく 

・体力をつける指導 

・自分の体の様子を知り、自己管理

ができる指導 

・安全に気をつける指導 
・食の大切さがわかる指導 

【 特 色 あ る 教 育 活 動 】 

“夢”“感動”“目標”を生み出す、読書・体験・交流活動  ～「読み書き」の活動を基盤として～ 
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学校課題
○基礎基本の力の確実な定着

と言語活動の充実
○思いやりの心をもち共に豊か
に生きる心の育成

○たくましい心身の育成
○家庭・地域との連携の強化

学校の教育目標

仲間と共に 
進んで取り組みやりぬく子 

 かしこく（知） 
 やさしく（徳） 
たくましく（体） 

関市学校教育の目標 
夢のある明るい学校 

心豊かでたくましく生きる 
児童生徒を育てる

○生きる力を育む教育の推進
○特色ある学校づくりの推進
○共生学校づくりの推進

めざす学校像   一人一人に 居場所と出番がある学校
学びがいのある学校（児童）  頼りがいのある学校（家庭・地域）  働きがいのある学校（職員）

めざす子どもの姿

かしこく やさしく たくましく 
課題解決に向けて、仲間と学び合
いながら、自分の考えを深めること
ができる子

思いやりの心をもち、互いに尊重し
あいながら、共に活動したり助け合
ったりすることができる子

仲間と励まし合いながら、最後まで
粘り強くやりぬこうとする心身を鍛
えることができる子

 学校経営の重点 

知 確かな学びづくり 

○基礎学力の定着
・学習規律（話す・聞く）の徹底 
・算数科における習熟度別指導の
在り方の工夫・改善 

○言語に関する能力の育成
＜特色ある教育活動＞ 
・感動体験に基づく五七五の短
詩型の創作活動（俳句・川柳・ 
標語）の推進 

・全教育活動における言語活動 
の充実 

○学び合い学習の充実
・意見交流のあり方の工夫
・相手意識を高める指導の工夫

徳 豊かな心づくり 

○存在感や所属感を味わわせる学
級づくりの推進
・学級目標具現のための学年、 
学級の核となる活動の充実 

・学級づくりに生かす大縄跳びの
推進

○「田原っ子宣言」を大切にした児
童会活動の活性化 
・「あいさつ運動」の推進 
・「しじみ掃除」の推進 

○ふるさとを大切にする心の育成
・総合的な学習等における「ふる
さと田原」をテーマにする学習
の推進

体 健やかな体づくり 

○授業・休み時間を活用した運動の充実
・学級ごとの活動の充実
・外遊びの奨励

○安全生活に関わる体験的学習の充実 
・より実践的な命を守る訓練の在り
方の工夫 
・地域・関係機関と連携した災害時
対応の在り方の工夫

○家庭との連携による基本的生活習
慣の徹底
・基本的生活習慣に関わるＰＴＡの 
重点活動とのタイアップ 

・基本的生活習慣づくりのための啓
発活動の推進 

切磋琢磨する教職員集団づくり

○授業力・学級経営力ＵＰを目指した校内研修の活性化
・授業（全職員公開）をもとにした研究会の充実
・生徒指導交流会の定期的な位置付け
・特別支援教育についての研修の充実

○学校経営参画意識の向上
・適材適所によるよさを生かした校務分掌
・学校教育目標具現を意図した分掌提案

○学校評価システムの活用
・保護者アンケート、職員・児童の自己評価、学校
関係者評価の結果に基づく学校経営改善

家庭・地域との連携づくり

○家庭や地域、関係機関との連携の強化
・保護者アンケート等による学校評価や地域の声
の積極的活用
・学校評議員や民生委員・主任児童委員等との懇
談会の場の定期的開催による積極的な情報交流 

○地域の教育力の積極的活用
・地域の特色を生かした教育活動の充実と地域 
講師の活用 

 ・児童の地域行事への積極的参加 
 ・読み聞かせボランティア組織の拡充 

実践において大切にしたいこと

○ねらいの精選と重点化・具体化 一点突破（焦点化して徹底指導を） 抽象からの脱却（児童の姿で）
○組織の機能化 学級活動の活性化（一人一人に活躍の場を）  温かい仲間関係の醸成（関わり合いを）
○児童と共に歩む職員集団 師弟同行（目をかけ、手をかけ、心をかけ） 共感的理解(受容と毅然）
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○考える子 

○仲良くする子 

○元気な子 

 
明るく元気で夢のある学校 

 

４つのチャレンジ 

（児童の挑戦） 
◇ さわやかあいさつ 
◇ ぽかぽかなかよし 
◇ ねばりべんきょう 
◇ こつこつしごと 

めざす学校の具体的な姿と 

願う児童の姿 

◎一人一人が大切にされる温かい学校 

・仲間のよさを認め、自分自身の生き方

に生かすことができる。 

・温かい言葉かけ（ポカポカ言葉）がで

きる。 

・「いじめをしない」「いじめを許さない」

強い心で生活ができる。 

◎規律と活力がある学校 

・自分の考えをもち、学級、学年、全校

の前で大きな声で堂々と発表できる。 

・反応しながら話が聞ける。 

・張りつめた緊張感の中、授業にねばり

強く真剣に取り組むことができる。 

・楽しんで読書することができる。 

低；100 冊、中；80 冊、高；60 冊 

・さわやかなあいさつができる。 

・歌うことを楽しみながら、精一杯歌う

ことができる。 

・集中して、心をこめた掃除ができる。 

・仲間のために、自分の責任を果たすこ

とができる。 

 

具 体 的 な 指 導 

１ 「一人一人が大切にされる温かい学校」をつくるために 

・「温かい言葉（ポカポカ言葉）」を広げる指導をする。 

・児童一人一人の頑張りやよさを見逃さず、認め、広げる指導を継続する。 

                 （帰りの会における「よさ見つけ」の実施） 

・「下有知小学校いじめ防止基本方針」をもとに、「いじめをしない」「許さない」

学校風土をつくる。また、いじめの兆候を見逃さず、いじめにつながる言動があ

った時には、職員が一丸となって毅然とした姿勢で指導する。 

２ 「規律と活力のある学校」をつくるために 

（１）確かな学力をつけるために  

・「聞く」「話す」「書く」「計算する」などの基礎的・基本的な知識・技能を確実に

定着させるため、ねばり強く繰り返し鍛える。 

・国語の「書く」指導を中心に、「考え、表現する力」を高める。 

・楽しんで読書することを通して、想像力を高めるとともに、読む力、表現する力

を高める。（読書活動の充実） 

・保護者と連携し、家庭学習への意欲を高め、ねばり強く学習する習慣を身に付け

させる。（期末テストへの取組、一家庭一実践の実施） 

（２）よりよい生活をつくり出す力をつけるために  

・目標と見通しをもたせ、仲間とともに豊かな学校生活をめざす自主的・自治的活

動を充実させる。（学級経営の充実、委員会活動の充実） 

・仲間のためにこつこつ働くことの素晴らしさを実感させる。（ふれあいノートの

活用） 

・意味や値打ちを語り、問い、考えさせる指導をする。 

４つの心がまえ 
（職員の挑戦） 

◇何よりも子どもの命と人権を守る。 

◇学級、授業づくりにひたむきに努力する。 

◇子どものがんばりやよさを見つけ、励ます。 

◇命と人権を大切にしない言動にはスクラム

を組んで指導する。 

 

学校や地域、家庭および関係機関との連携 

・地域の教育力を生かし、地域の人に学ぶ。→修徳会、ウシモツゴを守る会等、地域の人材を生かした体験活動の充実 

・安全、健全な環境づくりを家庭、地域の人々とともに推進する。→地域安全マップの確認 

・下有知中学校や外部諸機関との連携を図る。→関特別支援学校との交流等、体験的な福祉活動の充実 

・生徒理解に基づく指導に心がけ、教育相談体制の充実を図る。→「下有知ベーシック」の共通理解、心の相談員の活用 

・学校評価システムを活かした学校運営を推進する。保護者や地域の願い及び学校関係者評価の結果をふまえ、経営の改善に

活かす。→職員による評価、児童による授業評価、保護者アンケートの実施 

 

 
 

平成 26 年度　学校経営の全体構想
関市立下有知小学校

− 133 −



＜学校評価の活用＞ 
・富野の子を育てる会
（共生学校づくり）
・学校評議員会

学校の教育目標具現に向けて 

                        

                   

【育てたい力】 

     

【具体的な取組】 

 

【基盤となる活動】 

自立力：自分に自信を持ち、た
くましく生きる力

共生力：人とつながり、互いを
活かす力

自己実現力：高い志を持ち、夢
に向かって挑戦する力

○基礎的・基本的な知識・技
能の確実な定着に向けて

・朝活動の時間で「漢字・計算・
読書・表現」を繰り返し、粘
り強く行う

・校内研究～算数～
「基礎的・基本的な知識・技
能を身に付け、筋道を立てて
考えたことを表現できる子を
目指して」の推進

・授業での「自分・仲間学び」
の場と「まとめ」の工夫

・少人数指導～５・６年算数
・教科担任制～理科、社会

体育、音楽、図工
○話し方、聞き方指導
・「重点目標」を毎月掲げ指導
○学級目標の作成
・ともに高まり合う学習集団を

めざした学級活動 
○家庭との連携
・「家庭学習がんばり週間」を毎

月実施、ノート展示
・「家庭学習のすすめ」の発行

自主学習の進め方の啓発

○富野小「心ポカポカ宣言」
・４月児童集会で宣言
・「ポカポカ言葉・チクチク言

葉」について考える集会を計
画的継続的に取り組む

・なかよし活動の中で、目標や
約束の中に位置付ける

・パネル化し学級掲示、シール
印刷し、家庭配布

○なかよし(異年齢集団)活動
・異年齢集団を中心とした活動

をもとに、仲間に対する思い
やりの心や温かい人間関係
を醸成する

・なかよしハイキング
・なかよしドッジボール大会
・富野っ子まつり
・ジャンボカルタ大会
・６年生を送る会
・なかよし遊び
○学級目標の作成
・ともに高まり合う生活集団を

めざした生活指導 
○児童会あいさつ運動
・執行委員会児童を中心に毎月

実施
○自他の命を守る防災教育
・学んだ知識や態度を定着さ

せ、行動に繋げる学習の推進 
・命を守る訓練への実践的改善 
・家庭、地域等との連携推進 

○児童会活動
児童会を中心とした行事への
取組

・１年生を迎える会
・学級目標発表会
・なかよし活動の計画発表 等
・委員会活動
○特色ある教育活動
―食育― 
・望ましい食習慣を身に付け

自分で健康管理ができる子   
を育成する

６年：めざせ富野小ミニ栄養士
５年：一日の元気の源朝食改革
４年：私たちに牛乳が届くまで
３年：私たちに給食が届くまで
１・２年：野菜の秘密を見つけ

よう
・地域の教育力を活かした稲作

体験、畑作体験学習 
―なかよし活動― 
・下級生に目を向け、リーダー

力や実行力を育成する 
→自己肯定感、自己有用感 

  の育成 
○学級目標の作成とこだわり
・「５つの名人」を観点に、学級

目標の実現をめざした活動づ
くりを推進する 

富野小【特色ある教育活動】  
 「生きる力」の基盤となる心と体を育てる教育活動 

 ～「食育」と「なかよし（異年齢集団）活動」～  

【学校の教育目標】 
「いきいきと 心ゆたかに 高まる子」 

【第２次県教育ビジョン～
３つの力の一体的な育成】
○「自立力」～自分に自信を

もち、たくましく生きる力
○「共生力」～人とつながり

互いを活かす力
○「自己実現力」～高い志を

もち、夢に挑戦する力

 自立力   共生力  自己実現力

＜願う姿＞温かさと活力ある子・学校

【関市学校教育の方針と重点】 
心豊かでたくましく生きる児童
生徒を育てる

「夢のある明るい学校」
○児童生徒一人一人に「生きる

力」を育む教育の推進
○特色ある学校づくりの推進
○共生学校づくりの推進

【学校課題】 
○基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着
○思考力や表現力を高める「自分・仲間学び」の場

の工夫と終末の「まとめ」の充実
○児童一人一人の持つよさを活かした自己肯定感

及び学級の自治力（組織力）を高める指導の推進
○地域の教育力を活かした食育となかよし（異年

齢）活動の推進

【特色ある教育活動】（共生学校づくり） 
「『生きる力』の基盤となる心とからだを育てる教育

活動」～食育となかよし（異年齢集団）活動～

【富野小 ５つの名人】 
Ⅰ あいさつ名人 Ⅱ 聞き方・話し方名人 Ⅲ なか
よし名人  Ⅳ しごと名人 Ⅴ けんこう安全名人
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【経営方針２】

【特色ある教育活動】

社会の一員としての態度を育てる【共生の力を培う】 よりよい生活習慣を身につける【自立の力を培う】

　４つの活動を通して、児童の自主的な取り組みを生
み出し、我が校の｢宝物｣として自覚できることをめざ
す。
Ｓ：心を磨く清掃活動
　＊勤労を通して自分を見つめ心を磨く。
Ａ：心を込めたあいさつ
　＊人間関係づくりの基礎力を育成する。
Ｖ：自主的なボランティア活動
　＊学校、地域の一員としての自覚をもつ。
Ｅ：地球を守るエコ活動
　＊環境問題に対する自覚をもつ。

　岐阜県学校歯科保健準優良校の実績をさらに継続
し、歯と口の健康づくりを通して健康な体の育成に努
める。
○歯磨き活動
　＊9年間の累積により自己管理能力を育成する。
○諸機関、保護者との連携
　＊学年段階の適切な最新指導を行う。
○児童会の取り組み
　＊ピカリン名人の取組
○生活習慣病の学習
 ＊総合的に考える態度を育成する。

【経営方針１】

【力　点】

一人一人に自信と誇りを 一人一人に仲間と学ぶ喜びを 一人一人に達成感と存在感を

○学級組織との連結
○創造的なボランティア活動

○算数科習熟度別少人数指導と個に応じる
　指導の充実
○図書館教育の推進

○よさを認め合う学年集会の定例化
○「ふわふわ言葉」を中心にした居心地の
　よい集団づくり

かしこく やさしく たくましく

①進んで課題を解決する子
②自分の感じたことや思ったことや考えた
   ことを豊かに表現する子
③学び方を身につけ、生かす子

①進んで｢SAVE活動｣に取り組む子
②｢ふわふわことば｣で話す子
③仲間と協力し、仲間から学ぶ子

①進んで健康づくりをする子
②目標をもって運動する子
③安全に気をつけて生活する子

【児童の実態】
○子どもらしくのびのびと生活
　できる児童が多い。
○やり方を身につければ素直に
　行動できる児童が多い。
○自主的に行動する点が弱い。
○利己的な行動をとり、集団生
　活になじめない児童がやや見
　られる。

【関市学校教育の目標】 【保護者の願い】
○基礎的な生活習慣、学習習慣
　を身につけさせたい。
○安心して通学でき、学校生活
   が楽しく思える子であってほ
　しい。
○心身ともに健康な子であって
　ほしい。

心豊かでたくましく生きる児童生徒を育てる
～夢のある明るい学校～

【学校課題】
○基礎的・基本的な学力の確実な定着と、その活用を
　図る授業の創造
○図書館教育の充実
○特色ある教育活動の充実
○教師の指導力・授業力の向上

学校の教育目標 なかまのしあわせのために　かしこく　やさしく　たくましく　生きる子

学校の教育目標の具現に徹する 
 

思いやり活動ＳＡＶＥ 歯と口の健康づくり 

心と体の健康づくり 

西部地区子どもを育てる会（共生学校づくり） 

金竜小PTA活動 

学校・家庭・地域を愛し、誇りとする心を育てる 
｢特色ある教育活動｣の推進 

全校の核となる児童会活動 確かな学力をつける授業 学年・学級経営の充実 
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進んで学ぶ子 思いやりのある子 やりぬく子 

◎問題解決に向けて仲間と学び合い、学ぶ

喜びを味わう子 

◎自己を見つめ、他を思いやり、進んで行動

する子 

◎めあてをもって活動し、仲間とともに心と体

を鍛える子 

学び合い 心のふれあい 生活づくり 

○問題解決の力と学び合う力を身に

付け、一人一人の学力を伸ばす授業

 (1)教科の本質に迫る授業の充実 

 ・算数、理科、社会、音楽、体育 

(2)基本的な学習習慣、学び方の定着 

  ・学習の約束「ホラドン」の徹底 

 聞き方、話し方の指導 

(3)学び合い活用する力の育成 

  ・言語活動の充実 

  ・学び方の明確化と実践 

  ・練り合い高め合う授業実践 

(4)確かな学力の定着と成果の確認 

  ・わかる授業、個に応じる指導法 

  ・スキルや補充学習の位置付け 

  ・定期テストの活用 

(5)家庭学習習慣の充実 

  ・家庭学習の手引きの活用 

  ・家庭学習ノートの累積 

○意識の変容や実態の調査

○一人一人が大切にされる仲間

(1)一人一人の良さが生きる学級経営

  ・朝・帰りの会の充実 

  ・一人一役による責任と貢献 

  ・定期的な教育相談の実施 

  ・「ＱＵとアセス」を生かした経営 

(2)一人一人を大切にする校風 

  ・良い姿を認め合う活動の位置付け 

  ・いじめを許さない態度の育成 

  ・職員研修（道徳教育、人権教育） 

  ・特別支援教育の推進 

○仲間と生み出す喜びを味わう異年齢集

団活動（学校行事、山の子活動など）

(1)互いのよさを認め合い、主体的に取り

組む学校行事、児童会活動、学級活動 

(2)できた喜びを味わう山の子活動 

(3)全校による音楽活動（合唱、鼓笛） 

(4)地域の教育力：人、自然、産業等の活用 

○意識の変容や実態の調査

○安心・安全で美しい学校

(1)よりよい生活をめざす活動の充実と成果

の確認 

・「はあと」の活動 

は：明るく美しい環境 

あ：気持ちのよいあいさつ 

   と：温かい人間関係 

  ・校長賞 

(2)安全管理と実践的な防災訓練 

  ・危機管理意識の高揚と回避能力の向上 

  ・火災や地震等からの命を守る訓練 

  ・学校施設、通学路の安全点検 

○食育と健康でたくましい体づくり

(1)体育の運動、休み時間の外遊びの充実

(2)食育、健康教育、性教育指導の位置付け

(3)地域食材の提供者とのふれあい

○夢や希望を育てる指導、キャリア教育

(1)読書活動の充実

(2)地域の教育力の活用

(3)講話や説話の充実

○意識の変容や実態の調査

＜共通理解と共通行動に努める教師集団＞ 

アイデアを生かして 

組織で着実に 

目標と達成度を明確に 

・子どもの目線に立った授業づくりに努める教師 ・アイデアを生かして自己研鑽に努め、信頼される教師 

・一人一人の子どもの良さを発見し、生かす教師  ・さわやかなあいさつができる元気な教師 

＜家庭・地域との連携＞ 

教育力の活用 

情報の交流 

地域行事への参加 

・通信（学校、学級）の活用  ・組織（共生学校づくり委員会、ＰＴＡ、地区校長会等）による取組の充実 

・学校評価（児童や職員の自校評価、保護者の学校評価、学校評議員による学校関係者評価） 

笑顔の輝く学校 

＜保護者の願い＞ 

・他を思いやり、自分も大切にす

る優しい子になってほしい。

・みんなで楽しく学校生活を送っ

てほしい。

・大きな声であいさつができる子

になってほしい。

・あきらめずに粘り強く取り組む

子になってほしい。

＜学校課題＞「一人一人に自信と誇りをもたせる指導」 

・学び方を身に付け、学力を伸ばす授業づくり

・思いやりの心を育てる活動の位置付け

・目標やめあてのある意欲的な生活づくり

・地域の教育力を生かした特色ある教育活動の推進

＜児童の実態＞ 

○素直さがあり、きまりや約束

を守ろうとする子が多い

○責任をもって自分の役割を

果たそうとする子が多い

○学年の枠を越えて仲良く遊

ぶことができる

○集会や話し合いのマナーを

守ることができる

●進んで問題を解決しようと

する姿勢に欠ける

●自分の思いや考えを堂々と

表現することができない

●友達とのかかわりが弱く、相

手によって言動を変える児

童がいる。

豊かな心で たくましく生きぬく子 
・進んで学ぶ子  

・思いやりのある子 

・やりぬく子 

学校の教育目標 

＜関市学校教育の方針と重点＞ 

心豊かでたくましく生きる 

児童・生徒を育てる 

(1)児童・生徒一人一人に「生きる

力」を育む教育の推進

(2)特色ある学校づくりの推進 
(3)共生学校づくりの推進 

めざす学校 

本年度の方針と重点 

めざす子どもの姿 

特色ある教育活動 

中・高学年の教科担任制
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かしこく（自立） 
学びの力の育成 

やさしく（共生） 
よさや違いを認めあえる関係づくり 

たくましく（自己実現） 
心身ともに健康な生活づくり 

願

う

姿

と

手

だ

て

板取で学び、板取で育ち 板取を守るために「生きる力（逞しさ）」を身につけた子 

①学習内容を確実に身につけ、
主体的に学ぶ子

・学びタイムの充実
・書き取り会、計算会の定期開

催と結果の集計・分析
・個人カルテの作成と個別指導

の充実
・学び方の指導
②表現力を身につけた子
・読書指導（本パラタイム）
・音読カード（家庭との連携） 
・書く力の育成を図る指導
・自分の考えを発表する機会や

場の設定
③家庭学習習慣を身につけた

子
・家庭学習の指導
・「家庭学習のすすめ」の作成

と配布、活用

①思いやりの気持ちをもち仲間
を大切にする子

・子どものよさやがんばりを認め
励まし広げる指導

（認めの場の設定と視覚化）
・行事や日常生活を通して、仲間

と共にやりきった成就感を味
わう場の設定

②あいさつや温かい言葉かけの
できる子

・心が伝わるあいさつや「ありが
とう・ごめんなさい」の声かけ
運動の推進

③いじめを許さない子
・異年齢集団活動による集団性、

社会性の育成
・様々な体験を通して道徳的実践

力の育成

①健康な身体と心をもつ子
・杉っ子タイムを利用したサー

キットトレーニング
・縄跳び検定カード
・一輪車検定カード

②目標をもって粘り強く取り組
む子

・具体的なめあての達成をめざ
して活動を進める指導

③基本的生活習慣を身につけた
子

・「あいうべ～」体操の取組
・バス停まで歩く運動
・ノーゲームデーや家庭読書デ

ーの設定
 地域に根ざした教育の推進 

①地域社会を活かし、地域社会を巻き込む（自然・歴史文化・施設・地域の方・諸関係団体等）教育活
動の推進

②板取地区青少年健全育成協議会（地域共生会議）との連携
③小中と行政との連携（板取校長会：小中校長及び板取事務所）
④保小中との連携（板取教育会の充実）・・・授業交流、職員交流、情報交換、運動会の合同実施

安心・安全な学校づくり 
① 防災教育の充実
② 板取事務所等関係機関、板取

中との情報を密にした対応
③ 保護者・地域と協力して行う

防災・災害対策

高め合う教職員集団 
① 子どもと誠実に向き合い、子

どものために精一杯取り組む
姿勢

② 常に自己を振り返り高めよう
と努力する姿勢

③ 互いに支え合う姿勢

家庭・地域との連携 
① 家庭・地域から信頼される学

校
② 地域との積極的な交流

（地域に学ぶ）
③ 情報の収集と発信

＜関市学校教育の方針と重点＞

心豊かでたくましく生きる児童生徒を育てる
①児童生徒一人一人に「生きる力」を育む教育

の推進
②特色ある学校づくりの推進
③共生学校づくりの推進

＜学校課題＞ 
・学びの力の育成
 （基礎基本の定着・学習意欲と表現力向上）
・仲間のよさや違いを認めあえる関係づくり
・心身ともに健康な生活づくり
・地域に根ざした教育の推進

学校の教育目標 かしこく やさしく たくましく 

経営方針    笑顔いっぱい 楽しい学校づくり

特色ある教育活動 ： ふるさと学習 ～板取の自然保護と地域づくり、歴史・文化の再発見～ 
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 『博愛の心』を大切にする学校 

  学校 

                

  家庭                                     地域 

 

                                      

                                       

               

                                                         

 

教育活動の実践評価と改善（自己評価、児童評価、保護者アンケート、学校関係者評価） 

学 習 学級・児童会・委員会 

基礎学力の定着を目指す 

わかった。できたと実感できる授業実践 

・児童の学習意欲の向上 

・朝活動（スキル学習）の充実 

・算数科における少人数指導の実践（４年～６年、

T.T指導及び習熟度別少人数指導） 

・聞く力、話す力の定着 

・読書指導の充実（理解力・表現力・豊かな想像力） 

・家庭学習習慣の定着 

夢（めあて）を持って努力する。継続し成果を出す 

・学級経営及び学級活動の充実 

・児童会及び委員会活動の充実 

・自己有用感の育成（あいさつ、掃除、合唱、活発な授

業、ボランティア） 

・「博愛の心」の育成（優しい心・思いやりの心・感謝の

心など） 

・異年齢集団活動（通学班を母体としたチーム活動） 

児童との信頼、保護者との信頼、地域社会との信頼、そして職員間の信頼を、大切にする 

・安全安心な学校づくり 

・児童のよさを見つけ、認め、励まし、伸ばす指導援助 

・日々の授業で勝負。教師力（専門性・指導力・人間力）の向上 

・率先垂範、師弟同行ができる教師（礼節・誠実・謙虚）を目指す 

・学校組織の一員としての自覚と責任を持ち、互いに支え合い、学校力を高める 

・健康第一。心にゆとりをもって日々の教育実践 

子育てを通して『博愛の心』を育てる 

・早寝早起き朝ごはんの実践 

・家庭学習の定着 

・一家庭一実践（博愛チョボラ） 

・博愛弁当の実践 

児童の実態 

・素直で、明るく、当番活動や清掃活

動に一生懸命に取り組む。 

・学習面や生活面で、自分で考え解決

していく力、粘り強く取り組む姿勢

に弱さがある。 

・算数や国語の基礎学力の着実な定着

が今一歩である。 

学校課題 

○博愛の心（優しい心・思いやり

の心・感謝の心など）の育成 

○基礎学力の定着 

○自己有用感の育成 

○安心・安全な学校づくり 

○夢のある明るい学校づくり 

岐阜県教育ビジョン 

高い志とグローバルな視野をもって

夢に挑戦し、家庭・地域・職場で豊か

な人間関係を築き、地域社会の一員と

して考え行動できる「地域社会人」 

＜清流スピリット＞ 

自立力 共生力 自己実現力 

学校の教育目標 

博愛の心で 

考える子 

    支え合う子 

     やりぬく子 

関市学校教育の方針と重点 

心豊かでたくましく生きる児童生徒

を育てる。 

①児童生徒一人一人に「生きる力」を

育む教育の推進 

②特色ある学校づくりの推進 

③共生学校づくりの推進 

保護者等の実態・願い 

・伝統・文化に関心が高く、継承への

思いが強い。 

・学力を身につけてほしい。子どもの

よさを認めてほしい。心やさしい子

に育ってほしい。と願っている。 

「博愛の心を育む会」を軸として 

・先人の知恵と技、伝統を守る心の継承 

・「博愛の心」を支える活動 

・地域への愛着、誇り、自信の育成 

・安全安心な地域づくり 
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あ 自主 お 共生 ぎ 創造 り 健康 
あきらめず自分から取り組む姿 

① 夢や目標が持てる子 
② 最後まで粘り強く取り組

める子 
③ 何事も進んで取り組む子 

お互いを大切にする心 
① ふわふわ言葉・ふわふわ行

動ができる子 
② 仲間の良さに目が向く子 
③ 進んであいさつする子 

気づき創り出す頭 
① 黙々と学習に取り組む子 
② 自分の考えを自信持って

表現できる子 
③ 学び方を身につける子 

りっぱにきたえる体 
① 進んで体を動かす子 
② 健康管理のできる子 
③ 安全な暮らしができる子 

武芸小サポート会議 
学校評議員会 
武芸小ＰＴＡ 

保護者・地域に支えられた学校 

関市学校教育の目標 
心豊かでたくましく生きる児童生徒を育てる 

【 夢のある明るい学校 】 

学校課題 
① 確かな学力の育成（基礎基本と思考力・表現力） 
② 正しく判断し、主体的に取り組み、仲間とともにや

りぬく力の育成 
③ 地域の特色を生かした共生学校づくりの推進 

＜保護者の願い＞ 
・自分も仲間も大切にできる思い
やりのある子 

・自分で考え、進んで行動できる
明るく元気な子 

・責任をもって行動し、ねばり強
く努力する子 

・ルールやマナーを守り、礼儀正
しい子 

学校の教育目標   あたたかい心で  たくましく生きる子  

＜児童の実態＞ 
・明るく素直で、何事にも真面目
に取り組むことができる。 

・他を思いやる優しい心が育って
いる。 

・漢字や計算の練習に熱心に取り
組むことができる。 

・自分の思いをはっきりと伝える
ことが苦手である。 

 

元気な武芸小  頭づくり・心づくり・体づくり 

頭づくり 心づくり 体づくり 

・全職員で取り組む活力ある授業
づくりと研修の強化 
・願いや思いが的確に伝えられる
言語能力や表現力の育成 
・学習状況の的確な把握と個に応
じた指導の工夫改善 
・家庭と連携した家庭学習 
・読書活動の推進 

・運動することの喜びを感じ、体
幹を鍛える体育の授業の創造 
・業間、昼休み 進んで遊ぶ子の
育成 
・食育の推進を柱とした基本的生
活習慣の定着 
・あいさつ＆掃除、日本一の学校
づくり 

・一年を通して全校で取り組むふ
わふわ活動 
・児童会活動や児童会活動を通し
た心の教育の推進 
・道徳の授業の充実と体験活動を
通した実践力の育成 
・家庭や地域と連携した安心・安
全な学校環境作り 

特色ある教育活動 ふるさとふれあい活動の推進 

全職員が一枚岩となり、子どもたちのために英知を結集して取り組む教師集団 
〇子ども目線に徹する教師  〇発想とアイディア、創意工夫のある教師  〇学び続ける教師 

＜ふるさと資源の有効活用＞ 
人・施設・歴史・文化 

〇ふるさと遠足  〇菊づくり 
〇十六拍子太鼓  〇米作り 
〇ツルムラサキ  〇福祉施設 
〇読み聞かせ 
〇お祖父さんお祖母さん先生の活用 

＜ふれあい活動の推進＞ 
仲間・福祉・思いやり 

〇なかよし活動  〇保育園訪問 
〇ふわふわ活動  〇幼稚園訪問 
〇ハートフル集会 〇ボランティア 
〇障がい者や高齢者の方々との交流 

学校評価 アンケート 
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・思いやりのある子に育って

ほしい

・確かな学力を身につけてほ 

しい

・粘り強く勉強や運動に取り 

組みやり遂げてほしい

・ふるさとの自然や人を愛す

る子になってほしい

① 学校・家庭・地域などでの体験・交流
活動を通して自己有用感を育てる。 

② 個に応じた指導を通して、確かな学力
と自ら学ぶ学習意欲を育てる。 

③ めあてを明確にした活動を通して、ね
ばり強くやりぬく心を育てる。 

・人なつこい

・興味を持ったことに夢

中で取り組む

・ものごとにあきやすい

・指示待ち、困難時に援

助を期待する傾向

・自己有用感が低い

豊かな心を持ち、自ら考え、ねばり強くやりぬく子 

― やさしく かしこく たくましくー 

強くて、やさしい寺尾の子 

小規模の良さを最大限に生かした学校経営 

           

  

豊かな心を育てる 確かな学力を育てる 安心安全な環境で健康な身体を育てる 

○自己有用感、規範意識の育成

・良いこと見つけの蓄積と「見える化」

・けんか、トラブルの自己解決の手立て

○課題の設定と自己実現への支援

・「今、私は○○にがんばっています。」

○豊かな感性と情操を高める読書指導

・朝読書、家庭読書による読書習慣の確立

・職員、保護者による読み聞かせ

○思いやりの心の育成

・体験を通した道徳的実践力の育成

・地域の独居老人の方との交流活動の実施

・道徳、特活と関連させたｿｰｼｬﾙﾜｰｸスキル

○凡事徹底 あたり前の事を当たり前に

・おはようございます。 ありがとうござ

いました。 ごめんなさい。

○基礎基本の定着

・個人カルテを生かした指導の手立て

・ＴＴ、習熟度別等、個に応じた学習指導

・授業につながる家庭学習の在り方 

○学ぶ意欲の向上

・学ぶ意欲を喚起する学習課題の提示

・「わかる」「できる」まで繰り返し学習

（校長検定・漢字・計算がんばり大会） 

・意欲化を図る適度抵抗のある支援

・特別支援教育の視点を取り入れた授業

・電子黒板活用と学習プリントの工夫

○言語活動の充実

・文科省「言語活動の指導事例集」検証

・「話し方」「聞き方」「書き方」の改善

・朝の活動での発表タイムの設定

○実践的な防災意識・訓練

・自ら考え行動する命を守る教育の推進

・地域と連携した防災対策

○いじめのない安心な学校

・心のアンケートを生かした教育相談

・あすなろ班活動（異年齢集団活動）

・いじめ防止に対する共通理解と対策

・夢と憧れを持たせる外部講師との交流

○継続的な体力づくり

・運動量確保した体育の授業の充実

・体力検定カードを用いた体力づくり

・ロング昼休み（60 分間）での運動 

○健康安全活動の推進

・学校環境衛生活動の実施と対応

・自己の体格の認識、健康管理意識

「すべては子どものために」活力と使命感のある教職員集団 

○寺尾小教師としての専門性を磨く研修 ○小規模校の良さを最大限に生かしチャレンジする教職員集団

○いじめ、体罰を許さない互いに支えあう教職員集団 ○学校経営の一員としての校務分掌の遂行

〈特色ある教育活動〉 あすなろ活動 家庭・地域と一体となった教育力の発揮【共生学校づくり】 

学校評価システムを活かした学校運営 

○多面的な評価による教育課程の改善

○内部評価、外部評価、子ども・保護者の意識調査

○市の方針と重点に基づく評価

○学校での検討による改善と結果の公表

寺尾小の子どもを守り育てる会 

（共生学校づくり推進会議） 
○地域からの学校の教育活動支援 ○学校評議員の提言

○ＰＴＡにおける意見交流 ○学園との合同職員会

○学校支援ボランティアによる参画 ○安全見守り活動

家庭・地域の願い 学校課題 児童の実態

学校の教育目標 

本年度のスローガン 

やさしく かしこく たくましく 
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 平成２６年度  

【保護者の願いと児童の実態】 【学校の教育目標】  

関市立武儀東小学校  

【市教育委員会の方針と重点】 

・保護者は，学校への期待と信頼感

が大きく協力的である。

・保護者は，仲良くたくましく育っ

てほしいと願っている。 
・明るく素直で責任感をもって役割

を果たすことができる子が多い。 
・自信をもって表現することが苦手

な子が多い。

・基礎学力の定着が取組により向上

し始めている。

あたたかい心でたくましく生きる子 
 夢のある明るい学校 

心豊かでたくましく生きる児童

生徒を育てる 
・児童生徒に一人一人に「生き

る力」を育む教育の推進 
（基礎基本・思考力・判断力・

表現力・豊かな心・たくまし

い身体・自己指導能力） 

・特色ある学校づくりの推進 
・共生学校づくりの推進

【願う子どもの姿】 

・願いをもち、自ら学び、よく考え 前向きに

行動する子 
・基礎学力を身に付けるために努力する子 
・あたたかく優しい行動ができる心豊かな子 

・進んで身体を鍛える子 
・規律ある生活ができる子 

【本年度の経営の重点】 

◎ 基礎・基本の確実な定着のために、全校体制で取り組み、個の力を高める。 
・学習の定着を図る授業の工夫 ・聞く話す指導の徹底 ・算数の習熟の時間の充実  

◎ 研究主題「身の回りの事象を科学的に思考し追究する力」の育成について実践的に追究する。 
・個の追究力、表現力の育成、基礎基本の定着 ・ICTを活用した授業の工夫 

◎ 学校・保護者・地域社会が一体となって子どもを育てる体制の充実 
・夢のある活動の実施・食育の推進 ・家庭学習の充実 ・学校、学習支援者の充実 

◆特色ある教育活動
科学が好きな子ども

・追究プロジェクト（身の回りの事象を科学的に思考し追究する力の育成） 

・里山プロジェクト（地域の自然の面白さや不思議さを実感したり感謝したりする心の育成） 

・チャレンジプロジェクト（主体的に科学に取り組む態度の育成） 
◆重点活動 

・命を守る教育の充実（工夫ある訓練・防災教育・安全な校内環境・個の力の向上） 
・「進んであいさつできる力」「黙々と掃除に取り組む力」「時間を上手に使う力」の育成  

【各領域等における指導の重点】 

教 科 道  徳 外国語活動 総合的な学習の時間 特別活動 
◎基礎・基本の徹底し

た習得への指導 
◎単位時間の授業の充

実 

・定着と表現力育成を

目指したICT機器の

活用 
・仲間と共に主体的に

取り組む授業づくり 

・少人数の良さを生か

し、個に応じた、き

め細かな指導の充実

◎他を思いやり、他に

貢献する心の育成 

・学級経営に生かす道

徳の時間の充実 

・諸活動と関連を図っ

た道徳の時間の工夫 

・子どもの行為を価値

に結び付ける評価の

工夫 

・道徳コーナーによる

継続的な指導の充実 

◎外国語を用いて積極

的にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図

ろうとする力の育成 

・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの楽しさを味

わう指導の工夫 

・英語に慣れる場の工夫 

 （GoGo英語の日） 

◎外国の言語や文化を

積極的に理解しよう

とする学習の工夫 

◎問題解決の能力や学

び方を身に付ける 

・特色ある教育活動の

３本柱としての展開 

・課題解決学習の充実 
・表現力の育成 
・地域の人々の知恵か

ら学ぶ体験活動の充

実 

・感謝の気持ちを伝え

る里山学習発表会の

工夫 

◎所属感、自己有用感

を高め自主的、実践的

な態度を身に付ける。 

・自分たちの問題を自

分たちで解決してい

くことができる話し

合い活動の充実 

・いじめ0をめざし、温

かい人間関係を作る

指導 
・異年齢集団での効果

的な指導 

◆経営の基盤 
・共に学び支え合える教職員集団  

・組織を生かした改善の工夫 
・保護者、地域社会に信頼される学校づくり

◆研修の充実 
・学校力を付ける校内研修の工夫 
・計画的な授業研究への積極的な参加 
・子どもの姿（成長）で検証できる研究

◆学校評価システムについて 
・年2回保護者アンケートを実施し、自校評価と関係者評価を併せてそれまでの実践を評価する。児童の実態を

数値で把握する。それを受けて成果と課題を整理し、次期間、次学年のプランを立て実践する。

【特別支援教育・教育相談体制の充実】 

◆通常学級における特別支援教育 

・児童理解と個に応じた指導の工夫改善 

・特別な支援の必要な児童に対する指導の充実 

・発達障碍傾向児童への教師の理解と共通行動 

◆教育相談体制 

・児童交流やアンケート、QUテストの実施等による児童の

内面の把握と早期対応 

・保護者との連携を密にした相談体制の充実と早期対応 

【家庭・地域社会との連携】(共生学校づくり)

・学校の方針や情報等の効果的な伝達の工夫と努力（各種たより、HP、懇談会、公開授業等） 
・共生学校推進委員会を核とした地域ぐるみの教育の一層の推進 
・地域や保護者の方の力が生かされる教育活動の一層の推進（学習支援ボランティア活動の充実等）
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【関市の教育方針】

○心豊かでたくましく生きる児童生徒の育成

・一人一人に「生きる力」を育む教育の推進

・特色ある学校づくりの推進

・共生学校づくりの推進

【学校課題】

◎自分で考え行動するたくまし

さを鍛える。

◎少人数・複式学級を生かした指

導を充実させ、児童一人一人の

学力向上を図る。

◎保護者・地域とめあてを共有

し、一体となった学校づくりを

推進する。

【学校の教育目標】

確かな力と輝く目
＜やる気＞＜元気＞＜根気＞

【保護者・地域の願い】

◎仲間のよさがわかり、思いやる

ことができる子

◎自分の考えがはっきりと言え、

行動力のある子

◎めあてに向かって頑張る子

☆少人数・複式学級体制の良さを

生かして学力を付けてほしい。

☆学校と連携して地域を愛する子

どもを育てたい。

【めざす子どもの姿】

たくましい子

↓

①自分の考えをもち堂々と話す子

②相手の身になって考え行動する子

③めあてをもち粘り強く努力する子

【経営の方針と重点】

児童が生き生きと活動する学校づくり

◇少人数・複式学級のよさを生かした授業づくりに努め、児童の学力の定着を図る。

◇一人一人の学力向上を図るための授業改善を推進する。

◇保護者・地域と一体となった学校づくりを推進する。

【指導の重点】 
少人数・複式学級のよさを生かす 学力向上を図る授業改善 保護者・地域と一体となった学校づくり

○基本的な学習姿勢の定着

・学習規律の徹底

・書く力・話す力・聞く力の育成

・自学、仲間学びの定着化

○個の違いに応じた指導の充実

・客観的データに基づく実態把握

・個を鍛える指導援助の工夫

・補充学習時間の確保

○学年差を生かした指導の充実

・異年齢合同学習・活動の工夫改善

・委員会、クラブ活動の工夫改善

○確かな学力の定着

・客観的データに基づく個人のめあ

ての設定と評価の工夫

・基礎的・基本的な知識・技能を高

める学習過程の工夫改善

○一人一人の学力向上を図る授業改善

・思考力・判断力・表現力を高める

指導の工夫

・自力解決の力を育てる支援の工夫

○電子黒板の有効活用

・理解の深化と表現力の向上を図る

活用の工夫

○地域講師と連携した特色ある教育

活動のさらなる充実

・学習内容の精選とねらいの明確化

・ねらいの共有化と学習活動の充実

○保護者との連携強化

・日常的な情報交流

・相談体制の周知

・「家庭学習のてびき」の活用と支援

○共生学校づくりの推進

・推進会議による学校支援活動の充

実

・学校活動の発信

特色ある教育活動の推進 

『地域体験学習』 ～地域に学び、地域に発信する体験活動～

◇地域の自然・歴史・文化     ◇地域の人から     ◇学んで得たことを

   ・産業に直接触れる        体験的に学ぶ    収集し地域へ発信する

【学校評価の活用】

◎学校の教育方針等説明   ◎教育活動の積極的公開   ◎共生学校づくり推進

◇計画的な自己評価の実施：職員評価、保護者・児童による評価

◇学校関係者評価の実施：保護者と学校評議員で構成、意見聴取と提案

◇評価結果の公表と学校運営の改善：提案や方針の具現化
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【地域・保護者の願い】 

☆基礎的・基本的な力を身につけた子 
☆自他の命と人権を大切にできる子 
☆明るく元気なあいさつができる子 
☆素直な心や思いやりの心で接する子 
☆基本的なマナーやきまりを守る子 
☆自分で考え、進んで行動できる子 
☆地域を愛し，地域に誇りがもてる子 
 
 

全校スローガン 考動（こうどう）～自分のため・仲間のために～ 

 

 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

【学校課題】○意欲的に学び，学んだことを元に考え，豊かに表現したり端的に表現したりする児童の育成 

○自他の命や人権を尊重するとともに，自分の良さに気づき，自信をもって行動する児童の育成 
○夢や希望をもって，困難を乗り越え，ひたむきに努力し続ける児童の育成 

【児童の実態】 
○教えたことは素直に吸収し，課題に対し意欲的に取り組む。 
○仲間にやさしく接し，一緒に楽しく活動しようとする。 
○地域に愛着と誇りをもっている。 
○規範意識が高く，ルールを守ろうとする。 
●要点を押さえて読み取ったり書きまとめたりする力に弱さがある。 
●真に相手の立場に立って思いやる温かさを育てる必要がある。 
●自ら考え判断し，積極的に行動する力に弱さがある。 
●困難や挫折を乗り越え、努力し続けるたくましさに弱さがある。 
 
 

【教育目標具現の子どもの姿】 

考える子 

○学び方を身につけ，課題を解
決する子 

○自分の考えをもって表現する子 

やさしい子 

○自他ともに大切にする子 
○相手のことを考えたかかわ

りをする子 

たくましい子 
○夢や目標の実現に向けて努

力し続ける子 
○健康や安全に気をつけ，命

を大切にする子 
 

四つの大切活動 
いのち（ほほえみバースディ・栽培活動・いのちの日）ことば（ほほえみ宣言・あいさつ） 
時間（時間前行動）もの（掃除・片付け・分別・リサイクル活動） 

【本年度経営の重点】 

頭育て 
○基礎・基本の定着と活用 
・上之保スタンダード（話す・
聞く・書く）の作成と活用 

・学習状況調査結果，個人カル
テの活用（指導内容の重点化） 

・専門性を生かした教科担任制 
○的確な表現力の育成 
・話す・書く指導の徹底 
○授業力の向上 
・専門性を生かした現職研修（譲

りあいプロジェクト） 

心育て 
○道徳的実践力の育成 
・道徳の時間を要とし，実生
活とつなぐ道徳教育の充実 

○いじめ０，不登校０ 
・児童の「ほほえみ宣言」の
自発的・自治的活動の充実 

・集団交流の充実 
・教育相談の充実 
○道徳の指導力の向上 
・主題研究の充実 

体育て 

○安全・安心な学校づくり 
・危機管理意識の向上と危機管
理体制の確立 

○命を尊重する行動力の育成 
・命を育む栽培活動，命に感謝
するほほえみバースディ 

・命の日（３月１１日） 
○ねばり強く努力する力の育成 
・ほほえみ夢チャレンジ 
・誇りをもってする清掃活動 

 

【経営方針】指導のキーワード 「共育」→ めざす学校「一人ひとりが輝く活力あふれる学校」 

【学校の教育目標】 【ひ と り だ ち】   考える子   やさしい子   たくましい子 

～自他を大切によりよく生きるために，自分で判断して行動する子～ 

【共通理解・共通行動】 
「学力の保障」「安心の保障」「安全の保障」の 

３つの保障を意識し続け，ひとりの児童の成長をともに喜びあう職員集団 

地域とともに歩む学校（共生学校づくり） 

 
学校評価（児童・保護者・教職員・学校関係者）年３回→学校経営及び教育活動の見直し→改善 

自分で判断して行動する子 

 

全員挙手 二言あいさつ さしすせそうじ 
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学校課題 

◇確かな学力・学び合いができる質の高い学習集

団の育成 

◇「思いやりの心」をもち生活しようとする心と

態度の育成 

◇規範意識の高揚と自治力の育成 

◇地域との共生観の育成 

地域社会や保護者の願い 

◇地域で生活する一員として共生観

をもった中学生 

◇確かな学力と豊かな人間性を備え

た中学生 

◇心身共に健康で規律ある生活がで

きる中学生 

関市学校教育の目標 

心豊かでたくましく生きる児童

生徒を育てる 

・生きる力を育む教育の推進 

・特色ある学校づくりの推進 

・共生学校づくりの推進 

学力の高い学校（確かな学力） 思いやりの心を育む学校（豊かな人間性） 規律と活力ある学校（自治力） 

＜教科＞ 

☆自ら考え学ぼうと努力する 

生徒 

◇感動のある授業の創造 

①「できた・わかった・やってよ

かった」と充実感が味わえる 

授業 

②基礎学力１０％向上

③表現力の向上と考え方の深化

＜道徳＞ 

☆思いやりの心で生活しようと

努力する生徒 

◇感謝を実感させる指導の充実 

①ねらいと生徒の意識を踏まえ

た指導過程の工夫

②よりよく生きようとする心情

の育成

③規範意識を高める指導の工夫

＜特別活動＞ 

☆自治的な実践力を身につけ

ようと努力する生徒 

◇自治力を高める指導の充実 

①信緑宣言の実践

②生徒の自主的活動を支える

指導の充実

③協力・協働による行事の創造

＜総合的な学習＞ 

☆生き方を見つめ、改善し

ようと努力する生徒 

◇問題解決力を高める指

導の充実 

①地域理解を重点とした

指導の充実

②地域社会での実践と貢

献の工夫

■本年度の重点

①わかる授業

・授業における「自治」を大切にし、高め合うことのできる授業の創造

・授業の出口（ゴール）を描き、やりきらせる学習の実現

・朝学習や家庭学習の充実による基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着

②自治力を育てる学級・学年経営と生徒会活動

・「ねらい」「めざす姿」を明確にした計画的・段階的指導の充実

・信緑宣言の実践による温かい人間関係づくりと自治的な実践力の向上

③道徳の授業を核とした豊かな人間性の育成

・思いやりの心を育てるための教育活動の関連性と組織化の充実

・人権尊重の精神の育成をめざした道徳の時間の充実

④自己指導能力を培う生徒指導

・ルールやマナーの意味やねうちを明らかにし、規範意識の向上を図る指導の工夫

・目標をはっきりさせ、一歩前進させる活動の継続と質的な向上を図る指導の工夫

□特色ある教育活動   心をつなぐ体験活動（花届け・地域清掃など）の充実 

□共生学校づくりの推進  地域の教育力と学校評価を生かした教育活動の充実 

 地域貢献活動（ボランティア活動・地域行事）への積極的な参画 

緑ヶ丘中学校生徒会「信緑宣言」 

１ つなぐ…気持よいあいさつをする 

２ き く…仲間の意見や思いを心で受け止める 

３ 願 う…仲間関係を意識した願いや考えをもつ 

４ 果たす…自分の役割や責任を果たす 

５ 整える…生活する場を美しくする 

６ 思いやる…仲間への働きかけ、言葉かけをする 

７ 認め合う…信頼できる仲間関係を築く 

やさしさ 

学校の教育目標 

き び し さ 

や さ し さ 

たくましさ 

を身につけた生徒 

き
び
し
さ

たくましさ 

（生きる力） 

共
生
観

めざす学校の姿 

・学力の高い学校 

・思いやりの心を育む学校 

・規律と活力ある学校 

・地域に開かれた学校 

教師集団の行動指針 

・合意形成と共通行動 

・共感と毅然 

＜合言葉＞   もっとよい自分を目指して  

◇チェンジ  … 人はもっとよい自分に変わることができる！

◇チャレンジ … もっとよい自分づくりに挑戦する！ 

◇チャンス  … 新しい出会い・節目は自分を変えるチャンス！
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 ・基礎学力の定着 

 ・心豊かな人間関係の醸成 

 ・心身共に健康な生活 

 

                                                   

 心豊かでたくましく生きる 

       児童生徒の育成    

        ≪求める教師像≫ 
 ①受容と毅然のバランスを備える教師 

 ②生徒の方を向いて仕事する（生徒につく）教師 

 ③どういう力（姿・思い）を育てるか考える教師 

 ④どうすればできるかを考える教師 

 ⑤環境を整える教師（教室・廊下・机） 

  ≪保護者との連携≫ 
①保護者との信頼関係が基盤 

  （責任は認め一緒によい方向へ） 

②日頃から保護者に情報提供 

（課題は家庭訪問、よさは電話） 

③PTA役員との連携 

  ≪地域との連携≫ 
① 旭中いきいきフォーラム 

   学校評議員会の開催 

② 主任児童委員との懇談 

③ ＰＴＡと生徒会との懇談 

④ ボランティアへの参加 

・・・内部評価と外部評価の実施による学校運営の見直し 

学校の教育目標 

  確かな学力   たくましい気力   豊かな心情 

「目標」「努力」「発見」 

◆知識・技能の習得と活用

◆ 
○学びのサイクルを意識した授業           
             （一人一公

開）          
○仲間とともに学ぶ 
  聞く・話す・書く指導の徹底 
○家庭学習習慣の定着 
  学年に応じた学習の内容と時

◆自分の思いを表現◆ 
○生徒会活動の充実 
  ・三本柱の伝承と向上 
  ・常時活動の充実 
  ・生徒集会の充実（全校審

議） 
  ・旭快心宣言の改善・継承 
○ボランティア活動の推進 
 地域でも恥ずかしくない生徒 
○学級活動の見直し 

◆自分のよさと弱さを実感◆ 
○生徒への認めと励まし 
○あったかい言葉かけ運動 
○教育相談活動の充実 
 ・ＳＣ等と教育相談担当との連携 
○不登校傾向の生徒への支援 
  ・支援室の充実、家庭訪問 
○１年生への配慮（夏休み後） 
○生活の記録、心の健康調査、 
  絆心（きずな）アンケート 

基礎学力の育成 コミュニケーション能力の育成 自己肯定感の育成 

 社会で通用する人の育成 

夢や目標が持てる人の育成 
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【 共生学校づくり 】地域の声を学校運営の推進力に 
・学校評価や地域の声を生かしながらステップアップ
・桜ボランティアの会 ・・・主任児童委員さんとの連携
・桜サポートネット  ・・・健全育成協議会等との連携

主体性を伸ばす学習環境づくり
・基礎・基本の力の定着
・温かな人間関係の醸成
・自己指導能力の育成

学校課題

心豊かでたくましく生きる
 児童生徒を育てる

～児童生徒一人一人に
「生きる力」を育む教育の推進～

関市学校教育の目標

仲間と共に心身を鍛え

  自らを高める生徒

学ぶ意欲 思いやる心 やりぬく力

学校の教育目標

【教師の使命】 
・美濃地区の研修指定校
・公表会１０月３１日
・いじめ、体罰“０”

【生徒の実態】 
・落ち着きのある学習態度
・問題処理能力の弱さ
・どこにおいても実力を発揮

【保護者や地域の願い】 
・確かな学力を身に付ける
・基本的な生活習慣と規範意

識を身に付け，地域に貢献

学
校
評
価

【 特色ある学校づくり 】生徒も教師も誇れる活動に 
・生徒と教師で創り上げる授業 教科係長会・・・学習指導部
・仲間との絆を深める合唱   文化委員会・・・特別活動指導部
・さわやかに学ぶ環境    整美委員会・・・保健安全指導部

【 教師の構え 】今に輝き、未来に輝く生徒の育成のために 
・聞き，信じ，とことん関わり，主体性を伸ばす教師
・生徒指導・教育相談・特別支援教育のどれも力が発揮できる教師
・互いに感謝し，ここぞという時に団結する教師集団

【研究主題】    主体的に学ぶ生徒の育成 
～学ぶ力を育てるための指導方法の在り方～＜研究推進委員会＞ 

『指導の重点』＜学習指導部＞   ＜特別活動指導部＞ 

【教科指導】
・基礎・基本を大切に

した授業
・仲間と高め合う授業

【道徳】
・心に響く道徳の時間
・道徳的実践力の育成
・人権同和教育の推進

【総合的な学習の時間】
・問題解決的な学習の
推進

・キャリア教育の推進

【特別活動】
・温かい仲間関係づ

くり
・主体的な生徒会

【学習指導】
・スタート、聞く姿勢、根拠を持った発表の仕方など、基本姿勢の定着
・図書館教育の充実（読書の定着・利用指導の充実・図書館の情報センター化等）

【生徒指導】＜生徒指導主事を中心に＞

・共感的理解に立ち，生徒の自己指導能力を育てる指導を通して，自立する生徒を育てる。
・安全で安心して学校生活ができる環境づくりと生徒の規範意識の向上（桜中宣言を通して） 

【健康安全】＜保健安全指導部＞

・健康で安全な生活を仲間とともに生み出す生徒の育成
・健康診断結果の活用や食育を通し健康への自己管理意識を持たせる。

３学期・・・仲間に感謝し，学級の最高  
  の姿を→合唱祭・まとめの会

２学期・・・仲間を感じ，仲間と心身を
  鍛える→体育大会

１学期・・・一人一人の居場所づくり，
自己肯定感を高揚→野外活動

 

３年生・・・誇れる伝統を残し，一人一 
 人が自立できる

２年生・・・互いによさや問題点を指摘
し合い自治力をつける

１年生・・・先輩から学び，仲間との活
動に喜びを見い出せる

・学力の向上

・表現力の育成

・生きる力の育成

・道徳性を養う

学校評価
学習指導要領

＜学年会＞

管
理
職
が
中
心
に
指
導
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学校の教育目標  豊かな心で めあてをもって やりぬく 
  自ら学ぶ生徒   仲間と高まり合う生徒   たくましい心身を鍛える生徒 
 

１年生の目標 ２年生の目標 ３年生の目標 
・下有知中学校生徒として行動するこ

とができる。 
・若葉学級（知的、自・情）生徒が位

置づく集団生活を実践する。 

・視野を広げ、様々な体験を通し、将
来に対する見通しをもつ。 

・若葉学級生徒（知的）が位置づく集
団生活を実践する。 

・進路先でも、意欲をもって学習を継
続することができる。 

・最上級生としての行動ができる。 
・若葉学級生徒（自・情）が位置づく

集団生活を実践する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校経営課題 

自ら学ぶ生徒 仲間と高まり合う生徒 たくましい心身を鍛える生徒 
①自分の学ぶ力と学んだ力を高めて

いる。 
②学ぶ力が育つ学級に寄与している。 
③学ぶ準備をしている。 

①いつでもどこでもあいさつをして
いる。 

②心と心が響き合う合唱をしている。 
③掃除が当たり前にできる。 

①自分の体の状態を理解している。 
②目標をもって健康づくりをしてい

る。 
③規則正しい生活をしている。 

職員研修課題 学校運営課題 
教育目標具現化のた

めのカリキュラムマ

ネジメントの推進 

職員一人一人が積極

的に参画する学校経

営の推進 

人権教育の観点の

明確化と学校人権

教育の推進 

コミュニーケーション

能力に富んだ生徒の育

成 

文書事務の効率化と

職員会での職員提案

の活性化 

校内研修 
・校内研究会では、仮説の

検証に取り組み、積極的

に結果を公表する。 
・担当教科年間指導計画に

よる実践と評価により、

学習指導要領に準拠した

特色ある指導を行う。 

自己啓発面談の活用 
・校務分掌の課題を明確に

して、その解決や目標達

成に取り組む。 
・授業力向上の課題をもっ

て、成果を上げる。 
・積極的に学校経営に参加

し、改善の提案をする。 
 

学校評価による改善 
・仲間とともに高まり合う生

徒の育成 
・学習内容の定着の見届け 
・将来を見つめる力の育成 
・相手のことを考え行動する   
 力 
・健康に対する意識の高揚 
・電子黒板の活用 

夢の実現 
仲間と共につくる学習 
◎思いやりの行動宣言 
・心と心が響き合う合唱 

→響き合った感動の表現 
・いつでもどこでもあいさつ 

→いつでもどこでもの事実 
・あたりまえのそうじ 

 

教科経営の充実 
・校内研修テーマの追究 
・教科の本質に迫る授業実践 

共生学校の推進 
・学んだ学習内容を体験する。 
・体験を通して、学習内容を学ぶ。 
・体験を通して社会の仕組みや関わ

りを理解する。 
・思春期の成長期に、学校、家庭、

地域の役割を果たして寄与する。 
・保護者、地域の方々と連携し、生

徒の自立を促す。（学校運営協議

会） 
・小・中学校の児童生徒、職員の交

流を積極的に進める。 

学級経営の重点化 
・個人や集団の学ぶ力を高める手立

ての工夫と継続指導 
・年間指導計画の実践と評価 
・生徒会とのかかわりを意識した、

生徒の意識の高揚 

 

特
色
あ
る
教
育
活
動 

本年度の重点    卒業後も、意欲をもって学習が継続できる生徒の育成 
生徒一人一人がめあてと夢をもって生き生きと学校生活を送ることができる。 

①コミュニティースクール２年目の実践を生かし、地域の教育力を最大限に生かす。 
②生徒が目標をもって学校生活を送ることができるように、進路指導を充実する。 

 
 
 

運営の重点内容 
○学校教育計画進捗 
○安全点検結果 
○学校予算執行 
○教育相談結果 
○各種調査・評価 
 

主任会（対応・修正） 
打合せ会（対応・修正） 

↓ ⇑ 
学級経営・教科経営 
↓ ⇑（実践） 

学年部会（協働・評価） 
  ⇑ 
職員会議（改善・共有・評価） 
    ⇑ 
運営委員会（調整・修正）   
評価委員会（進捗） 
 ↓  ⇑ 
生活指導・教科指導 
     （具体企画） 
 

学校運営協議会（学校

評議員会）（意見・評価・実践） 

 
 

進
路
指
導
を
核
に
し
て
、
目
標
を
も
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
生
徒
の
指
導 

実
践
交
流
に
よ
る
資
質
向
上
と
職
務
能
力
の
向
上
を
図
る
。
職
員
の
活
動
の
活
性
化 
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＊教育の今日的課題及び地域の願いや実情に鑑み、生徒一人一人が夢や志をもち、自らを練磨し、他者と豊かに関

わりながら、生きる力と豊かな心を培う教育をめざす。自己の課題や様々な困難にも粘り強く立ち向かい、さわや

かに、しなやかに、ひたむきに取り組み、他者と協働しながら高め合って生活することができ、確かな人権感覚で

自他を尊重する心情や判断力、態度を養う教育を推進する。 

 

～さわやかに・しなやかに・ひたむきに～ 

 

ともに歩む：笑顔溢れ人間尊重の気風がみなぎる学校 

みがきあう：個々の違いを認め相互に尊重し、自ら課題を

見つけ高め合う学校 

のりこえる：課題や困難に対し協働し支え合って乗り越える学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かな学力を育成する教科指導 道徳的心情・判断力を練磨する道徳 

◆授業のねらいを明確にもち、

個々の基礎学力を保障する。わか

る授業、楽しい授業の実践と評価

の工夫改善。家庭学習への支援。 

◆仲間と学び合える、助け合える

学習集団の育成。学習形態の工夫。 

◆生徒の学習状況を多面的に把握

し分析し、課題を明確にした指導

援助の充実に生かす。 

◆生徒の変容を求め、教科指導経

営案に基づく実践と評価を積み重

ね授業の工夫改善に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 

夢をもち懸命に生きる生徒 

為すことによる学ぶ特別活動 

学校課題・保護者、地域の願い 

つく：物理的＆心理的に

生徒につき、観る 

まつ：生徒の主体性を尊

重した待つ配慮 

たつ：共感的に理解し、

生徒の側にたつ 

 

のりこえる：ひたむきに 

 

ともに歩む：さわやかに みがき合う：しなやかに 

 

経営の重点 

・中濃特別支援学校との交流教育の充実：知的障がいのある生徒との交流を通して共に生きることについて主体

的に考え、障がい者への偏見や差別等、人権にかかる諸問題を理解するとともに人間尊重の精神に則った社会の実現に

向けて自ら寄与しようとする意欲を高める。 

特色ある教育活動～人権感覚にあふれた「共に生きる力」をはぐくむ教育活動 

◆人とふれあい、おもいやりと感

謝の心をもって共に生きようとす

る態度を育成する。 

◆道徳の授業を要とした学級経営

及び道徳的価値と関連付けた指導

援助を工夫改善する。 

◆生徒一人一人の道徳性の自覚

を促し、正しく自他を評価する

力を身に付けさせ自己肯定感を

高める指導援助を行う。 
◆挨拶・掃除・学習に関わる基

本的な生活習慣の定着を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆為すことによる学びの創造と生

きる力の発揮と自己洞察。 
・宿泊体験学習（１年；自然の家、２年；篠

島漁村体験、３年：東京班別及び全体研修） 

◆職場体験など勤労体験を通して

正しい職業観及び勤労意欲を高め、

将来に向けて自己の進路について

主体的に考え、学ぶことの意義等理

解を深める。 

◆文化祭、体育祭など学校行事を

通して自己の責任と他者との協

働の意義を体感し理解を深める。 
 
 
 
 
 
 
 
 

三た：たのしい、ためにな

る、たすけあう授

業、活動の創造 

初心：謙虚に学び精進努力

を怠らない心構え 

尊命：危機管理能力の練磨 

 

教育目標 

生徒指導の合言葉

 

 

研修に励む職員集団

 

 

 

学校評価の工夫改善 
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保護者・地域の願い 
・いじめがなく安心できる学校   
・進んで挨拶ができる生徒 
・粘り強く学習や活動に取り組める生徒   
・地域活動に進んで参加できる生徒 
 

生活指導部 
□健康づくりチーム 

粘り強く、地道に活動できる

心と体づくり[健康 給食] 
 
□生活環境づくりチーム 

小金田挨拶、小金田掃除の新

しい伝統づくり [美化 生活] 
 
 

特活指導部 
□生徒会指導チーム 

生徒による生徒のための活動

の意味付けや価値付け         
[執行部 文化]  

□学級活動指導チーム 
適応指導を大切にし、集団づく

りを通して個を鍛える学級活

動の充実 

学習指導部 
□授業づくりチーム 

 学習目標を設定し、組織を生

かした生徒主体の学習集団づ

くり       [学習] 
□学力向上チーム 
 学力状況の分析をもとにし

た、「学力向上指導改善プラ

ン」の徹底した取組 
  
 
  

めざす生徒 

生徒会精神 

スローガン 

関市学校教育の目標  心豊かでたくましく生きる児童生徒を育てる 

・「生きる力」を育む教育の推進 ・特色ある学校づくりの推進 ・共生学校づくりの推進 
 

本物を求める熱い想い  仲間との本気の関わり   願いを姿で示す  →  「合唱と SAVE 活動が誇り！」 
 

・課題をつかみ挑戦しようとする 
・見通しをもち計画的に取り組む 
・進んで質問したり考えを述べた 
りできる 

 

・笑顔で挨拶や会話ができる 
・よりよくなりたいという願いを 
もって仲間に関われる 

・進んで人の役に立てる 
 
 
 

・けじめのある生活ができる 
・粘り強く継続して取り組める 
・健康管理ができ、自他の生命を
大切にできる 

 
 

心豊かでたくましく生きぬく人間 
自ら学ぶ生徒   心豊かな生徒    たくましい生徒 

 

教師の構え 

学校課題 
・望ましい人間関係を築く力の育成 
・基礎学力の定着  
・主体的に継続して学習、活動に取り 

組む生徒の育成 
・地域に貢献できる生徒の育成 
 

教科指導部 

・魅力的な教材・教具の開発 
・つまずき、学習状況の把握 
・ねらい、課題、評価の一体化 
・習熟度別少人数指導（数・英） 

学校の教育目標 

SAVE ミーティング 
地区生徒会を単位とした生徒・

保護者・地域による SAVE 活動

の推進 
 

西部地区子どもを育てる会 

第Ⅱ期の重点活動 
   「SAVE 思いやり宣言」 

元気が出る、ほっとできる、力が発揮できる  楽しい地域の学校 

生徒一人一人と目と目を合わせて会話できる教師 [ 共感的な人間関係 ]  

生徒一人一人が自分で決めて行動できるように教えて待てる教師 [ 自己決定 ] 
生徒一人一人の伸びや頑張りの事実を捉えて認め励ませる教師 [ 自己存在感 ] 

 

学校評価システムの活用 

 

研究推進 自他を認め、主体的に活動する生徒の育成 

～「共感・共栄・共生」する姿を生み出すための学級活動を通して～ 
 「学級経営を基盤とした生徒指導プラン」をもとにした、学級活動プラン、

道徳プランによる段階的、系統的な指導 

 
特色ある教育活動    
「人との関わりを大切にした合唱活動」 

平成 26 年度　学校経営の全体構想
関市立小金田中学校
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＊教育の今日的課題及び地域の願いや実情に鑑み、生徒自らが個性に目覚め、自らを練磨し、他者と豊かに関わりな

がら、生きる力と豊かな心を培う教育をめざす。一人ひとりが志を持ち、困難にもたくましく立ち向かい遣り遂げよ

うとする強い意志とあらゆる体験を通し広く深く学び、主体的に考え他者と協働しながら高め合って生活していく態

度、確かな人権感覚で自他の個性を尊重する心情を養う教育を推進する。 

あたたかさ・しなやかさ・たくましさ・ひたむきさ 

～四つ葉の心を育む教育～ 

共感的理解に基づいた指導援助 

～つく・まつ・たつ～ 

◆企画部会（授業、体験的活動、行事の充実） 

◆指導部会（学習指導・特活/道徳教育の充実） 

◆人権・教育相談等危機管理部会（いじめ・防 

災等安全教育）★職員会 

 

確かな学力を育成する教科指導 道徳的心情・判断力を練磨する道徳 

◆授業のねらいを明確に持ち、

個々の基礎学力を保障する。わか

る授業、楽しい授業の実践と評

価、工夫改善。家庭学習への支援 

◆仲間と学び合える、助け合える

学習集団の育成。学習形態の工夫 

◆生徒の学習状況を多面的に把

握し分析し、課題を明確にした指

導援助の充実に生かす。 

◆生徒の変容を求め、教科指導経

営案に基づく実践と評価を積み

重ね授業の工夫改善に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆道徳教育の要としての道徳授業の

充実を図る。 

・学級経営における道徳授業を位置

づけねらいを明確にする。 

・ねらいとする価値を体験や経験と

関わらせ、主体的に価値を把握させ

道徳的心情を深めたり道徳的な判断

力を高めたりする。 

・振り返り及び評価を累積し道徳的

実践力を高める工夫をする。 

◆道徳的実践力の評価と指導改善 

◆学級経営案に基づく学級づくりと

生徒会及び学校行事の関連性を意図

した指導の推進。 

・仲間と学び合える、助け合える学

級づくりと個々の社会性の伸長を図

る指導援助の工夫。 

・アンケート調査並びに個別面談に

よる指導と情報交流・分析と評価 

◆学級経営における生徒指導重点目

標の具体的な指導と評価 

個性を生かして役立つ人に 

主体性・自他肯定感・コミュ

ニケーション力の育成 

 

為すことによる学ぶ特別活動 

学校課題 

関市の教育方針：

心豊かでたくまし

く生きる子 

保護者・地域の願い 

・思いやりのある子 

・たくましい子 

・郷土を愛する子 

つく：物理的＆心理的に生徒につき、観る 

まつ：生徒の主体性を尊重した待つ配慮 

たつ：共感的に理解し、生徒の側にたつ 

 

自らの生き方を問い、個性を磨き問題解決 

力を培う総合的な学習の時間 

たくましさ あたたかさ しなやかさ 

ひたむきさ 

経営の重点 

・地域人材、地域教材の開発と活用 ・地域に根ざした授業、活動づくり ・地域の先人先輩に学ぶ 

 「地域に学ぶ、地域に生きる、地域を愛する」 

１年生：水と森 

２年生：職業と生き方、福祉 

３年生：進路を見つめて 
 特色ある教育活動～地域から生き方を学ぶ 

平成 26 年度　学校経営の全体構想
関市立洞戸中学校
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  ＜保護者・地域の学校教育への願い＞  ＜学校の教育課題＞

・心身ともに健康で、相手の立場にたち、思いやり

のある子どもに育ってほしい。

・卒業後に独り立ちできるたくましさを身につけた

子どもに育ってほしい。

・基礎基本を身につけ、主体的に学ぶ意欲をもった

子どもに育ってほしい。

・ふるさとを愛し、国際性豊かな子どもに育ってほ

しい。

・基本的な学習習慣を身につけ、仲間とともに主体

的に学ぶ生徒の育成 

・基礎的・基本的な学習内容と技能を確実に修得し、 

 豊かに表現できる生徒の育成 

・ふるさとの自然、文化、歴史等を理解し、ふるさ

とを愛する心を持った生徒の育成  

・発達段階にふさわしい体力と運動能力を身につけ、 

我慢強く取り組む生徒の育成

【学校の教育目標】 たくましく やりぬく 生徒  ～自立・共生・進取～

【めざす生徒の姿】何事にも主体的に／仲間とともに我慢強く／質の高さを求めて取り組む

  【経営の重点】

小規模校のよさを生かした授業を創る 

（各教科）

豊かな心を育てる

（道 徳） 

問題解決の力を育てる

（総合学習）

共に生きる力を育てる 

（特別活動）

･学習指導の基本をふまえたわかる授

業、楽しい授業の創造 

・自ら学び共に学び合う学習集団の育

成（自立の場・共生の場の工夫／学

習リーダーの育成）

・基礎的・基本的な内容の定着

（習得と活用の授業の工夫）

・表現力の育成（声の大きさ、「話す

力・聴く力」、積極的な発言）

・学習の習慣化（家庭学習の充実） 

・地域の教育力の活用

・小中連携による一貫した指導の強化

・他の活動との関連

を図った道徳の時

間の計画的な指導

・家庭や地域社会及

び小学校との連携

による道徳的実践

の推進 

・人権尊重の立場に

立った指導

・読書活動の充実に

よる心の耕し

・板取の自然と人々の

生き方に学ぶふるさ

と学習の推進

・個人課題追究を位置

付けた学習過程の工

夫改善

・地域の教育力の積極

的な活用

・表現力、情報発信力

の向上

・学級目標の具現に向けた

計画的な学級活動の推進

・質の高さを求める生徒会活

動の推進（活動の三本柱「あ

いさつ」「合唱」「掃除」）

・学級や全校生徒の凝集力

を高める体験活動、勤労生

産活動の実施

・小規模校にふさわしい部活

動の育成

・表現する場を重視した活動

正しく判断し、主体的に

取り組む生徒を育てる

  （生徒指導） 

･全職員による共通理解、共通行動 

・互いの良さを認めある連帯感に満ちた学級経営の推進 

  ・自己理解を深める教育相談の充実 

・保護者、地域、諸機関との連携を図った生徒指導体制の確立 

・『いじめ』『不登校』『中一ギャップ』を出さない指導の継続

 職員の指導力向上

○校内研の充実【個の力を伸ばす指導】

・担任する全職員による授業公開

・研究の視点を明確にした研究交流

・習得と活用の授業時の指導援助の工夫

○学級経営力の向上

○自己啓発面談による課題設定と自己評価

○校外研修等への積極的参加

学校評価システムの確立と活用

○内部評価、外部評価の実施と

成果・課題を生かす工夫

○評価結果の積極的な公表

（保護者、地域）

○日常的な情報発信と評価活動

の工夫（学校だより、学級通信） 

安心・安全の学校づくり

○災害、事故等に対する危機管

理体制の確立

○小学校と連携した訓練の実

施

○地域との連携による防犯体

制の強化

○美しい校内環境の整備

≪特色ある教育活動≫  郷土の未来をひらくふるさと学習

○「課題追究・問題解決の力」と「表現力（話す力）・情報発信力（伝える力）」を伸ばす。 
○板取の自然と人々の生き方から学ぶ中で、「板取」を愛する心を育てる。

■チーム板取中として 

・健康第一 

・あいさつ 

・組織で動く 

・face to face 

平成 26 年度　学校経営の全体構想
関市立板取中学校
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  関市学校教育の目標 学校の課題

学校評価の方法

■積極的な教育活動公開   ◇学校評議員会での意見交流 ◇学年会、学年主任会での検討 
■学校便りによる情報発信   ◇教育活動アンケート   ◇指導部会での検討
■Facebook による情報発信 ◇投稿意見等 ◇町校長会での意見交流

進んでやりぬく生徒 

 

あたたかい心の生徒 

 

仲間と鍛え合う生徒 

経 営 方 針 

全職員のこだわりと創造により、学校の教育目標の具現に徹する活力ある母校づくりを目指す 

よくわかる授業づくり 

「わかった できた」という感動と

喜びが沸き起こってくる充実感の

ある授業

生徒会宣言を核にした学校づくり 

人権尊重の精神が随所にみなぎる

仲間関係 

一人一人が鍛えられる学級づくり 

高い志を持ち目標の具現に向かっ

てひたむきに努力し続ける生活 

具現をめざす実践課題 

○研究推進の提案をもとにした基

礎・基本を身につける教科指導

・学ぶ意欲を促す導入の工夫

・わかった、できたという思いを感じ

させる場の工夫

・学習内容の定着の場の工夫

○家庭学習の習慣の確立

○数学における習熟度別数少人数指

導（ＴＴ）の充実

○学習指導部の提案を受け、学習委員

長を中心に生徒と教師による「学習

姿勢ステップ」の実現と「オール４

活動」の展開

○武芸川中生徒会宣言を中核にして

生活を見つめなおし、自ら考え改善

を図っていく生徒会活動の推進

４本柱【特色ある教育活動】

心をつなぐ挨拶、心を磨く掃除、 

心に響く語り、心を育てる合唱 

○班長会、班会、委員会、班活動、朝

会・終会の充実

○学級経営に位置付けた「生き方学

活」（事実と思いを価値づけ、意味

づけ、方向づける指導）の充実

○学校教育目標を受けた学年目標、学

級目標を定め、その振り返りを年間

を通して実施

具現をめざす具体的方途 

■自分の考えを筋道だててノートに

書く指導、交流後に再構築する場の

指導

■単元構成の工夫および定着確認の

時間の設定

■授業中の基礎・基本の明確化と武芸

川中スタンダードの活用

■６つの観点のうち、特に「心を磨く

掃除」と「心に響く語り」に重点

を置く

■委員会Ａ→議会→委員会Ｂ→報告

会→学級（班長会、班会等）の流

れの確立

■生き方指導年間指導計画に基づく

取り組み（全学級年間３回の生き方

学活を行う。）

■学級の歩みの掲示を累積し活用す

る。

・基礎的・基本的な知識及び技能の定着

・自分に自信をもち、主体的に判断し、行動する自

己指導能力の育成

・他を思いやり、本気で仲間に関わろうとする温か

い心の育成

・目標に向かい、仲間と追求する強い意志の育成

○心豊かでたくましく生きる
児童生徒を育てる 

・児童生徒一人一人に「生きる力」をはぐくむ教育の推進

・特色ある学校づくりの推進

・共生学校づくりの推進

自ら考え 正しく判断し 主体的に行動する生徒 

学校の教育目標 

平成 26 年度　学校経営の全体構想
関市立武芸川中学校

学校経営の全体構想                                
 
 
 
 
 
 
        

【学校の教育目標】 

求め 鍛え やりぬく生徒 
合言葉 ｢自信と誇り｣～生徒が創る自治の武儀中学校 

 
     

 
教  科  道  徳  特 別 活 動  総合的な学習の時間 

・基礎学力の定着 
（習熟の程度に応じた

指導の推進と「新・武

儀中グレードアップ」

の有効活用） 
・思い切った授業の役割

の明確化 

・ねらいを明確にし、生

徒一人一人を配慮した

指導（ねらいに迫る適

切な発問、切り返しに

よる心の揺さぶりと言

語活動の充実） 

・自治的・創造的な生徒

会活動、行事の推進 
・生徒が仲間とかかわ

り、共に高まることの

できる学級経営 
・自分を見つめ、高い価

値を求める指導 

・学年ごとのテーマ（知

る→かかわる→考え

る）と出口（「地域貢

献」）を見据えた指導 
・「まとめの会」の工夫 
 （発表会・外部の方の

評価） 
 

 
【共生学校づくり】 
① １つの活動「挨拶」に焦点化した、地域（特に家庭）での活動推進 
② 特色ある教育活動「地域を学ぶ体験活動」への積極的な参加と外部評価の充実 

 

生徒が、授業を通して、確実に基

礎学力を身に付けることができる学

校 

生徒が仲間と関わりながら、自ら活

動を創り出し、その活動に一人一人が

自信と誇りを持てる学校 

生徒が、地域を知り、地域と関わ

り、地域を考える学習を通して、地

域貢献ができる学校 
【授業・教科】 

…「確かな学力」の育成 
＊「基礎学力」を定着させる授業 
 ・授業の役割の明確化など、具体

的実践の推進 
＊「新・武儀中グレードアップ」の
有効活用 

＊家庭学習の充実 
 ・家庭学習の手引きを利用した中

身の指導 

【生徒会活動】 

 …「自治力」の育成 

＊生徒が自ら創り出す生徒会活動 
＊４本柱（挨拶、掃除、合唱、学習）

の充実を通した自信と誇り 
＊自分を見つめ、常により高い価値を

求める指導（生き方指導） 

【特色ある教育活動 
「地域を学ぶ体験活動」】 

…「課題解決に主体的に取り
組む力」の育成 

＊「武儀地域」との関連を重視した

宿泊体験学習の実施 
＊地域や地域の方とのつながりを大

切にした活動 
＊活動を充実させるためのアイデア 

【生徒指導】 
自己を制御するとともに自己を見つめ、自己のよさに気付き、自信と誇りがもてる生徒 

・共感的理解に立った教育相談活動の充実  ・共通理解，共通行動 
・よさも課題も日常的な家庭連絡（Face to Face の原則） ・継続的な情報モラル指導 

【関市の学校教育目標】 
 心豊かでたくましく生き
る児童生徒を育てる 
・児童生徒一人一人に「生
きる力」をはぐくむ教育
の推進 

・特色ある学校づくりの推
進 

・共生学校づくりの推進 

 【学校課題】 

・確かな学力を身に付けた生徒の育成 

・仲間と関わり、自ら創り出す活動に

自信と誇りを持ち、より価値の高い

生き方を求める生徒の育成 

・思いやりの心をもつ生徒の育成 

 【地域・保護者の願い】 

・基礎学力を身に付けた生徒

の育成 

・少人数でも自信と誇りをも

って活動する生徒の育成 

・武儀地域を愛する生徒の育

成 
 

め ざ す 学 校 の 姿 と 経 営 の 重 点 

【学校評価システム】 
☆重点目標を設定し、学校関係者に周知するとともに、積極的に学校公開を図る。 
☆外部アンケート，自己評価，学校関係者評価を適宜実施し、具体的取組の改善を図る。 
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学校経営の全体構想                                
 
 
 
 
 
 
        

【学校の教育目標】 

求め 鍛え やりぬく生徒 
合言葉 ｢自信と誇り｣～生徒が創る自治の武儀中学校 

 
     

 
教  科  道  徳  特 別 活 動  総合的な学習の時間 

・基礎学力の定着 
（習熟の程度に応じた

指導の推進と「新・武

儀中グレードアップ」

の有効活用） 
・思い切った授業の役割

の明確化 

・ねらいを明確にし、生

徒一人一人を配慮した

指導（ねらいに迫る適

切な発問、切り返しに

よる心の揺さぶりと言

語活動の充実） 

・自治的・創造的な生徒

会活動、行事の推進 
・生徒が仲間とかかわ

り、共に高まることの

できる学級経営 
・自分を見つめ、高い価

値を求める指導 

・学年ごとのテーマ（知

る→かかわる→考え

る）と出口（「地域貢

献」）を見据えた指導 
・「まとめの会」の工夫 
 （発表会・外部の方の

評価） 
 

 
【共生学校づくり】 
① １つの活動「挨拶」に焦点化した、地域（特に家庭）での活動推進 
② 特色ある教育活動「地域を学ぶ体験活動」への積極的な参加と外部評価の充実 

 

生徒が、授業を通して、確実に基

礎学力を身に付けることができる学

校 

生徒が仲間と関わりながら、自ら活

動を創り出し、その活動に一人一人が

自信と誇りを持てる学校 

生徒が、地域を知り、地域と関わ

り、地域を考える学習を通して、地

域貢献ができる学校 
【授業・教科】 

…「確かな学力」の育成 
＊「基礎学力」を定着させる授業 
 ・授業の役割の明確化など、具体

的実践の推進 
＊「新・武儀中グレードアップ」の
有効活用 

＊家庭学習の充実 
 ・家庭学習の手引きを利用した中

身の指導 

【生徒会活動】 

 …「自治力」の育成 

＊生徒が自ら創り出す生徒会活動 
＊４本柱（挨拶、掃除、合唱、学習）

の充実を通した自信と誇り 
＊自分を見つめ、常により高い価値を

求める指導（生き方指導） 

【特色ある教育活動 
「地域を学ぶ体験活動」】 

…「課題解決に主体的に取り
組む力」の育成 

＊「武儀地域」との関連を重視した

宿泊体験学習の実施 
＊地域や地域の方とのつながりを大

切にした活動 
＊活動を充実させるためのアイデア 

【生徒指導】 
自己を制御するとともに自己を見つめ、自己のよさに気付き、自信と誇りがもてる生徒 

・共感的理解に立った教育相談活動の充実  ・共通理解，共通行動 
・よさも課題も日常的な家庭連絡（Face to Face の原則） ・継続的な情報モラル指導 

【関市の学校教育目標】 
 心豊かでたくましく生き
る児童生徒を育てる 
・児童生徒一人一人に「生
きる力」をはぐくむ教育
の推進 

・特色ある学校づくりの推
進 

・共生学校づくりの推進 

 【学校課題】 

・確かな学力を身に付けた生徒の育成 

・仲間と関わり、自ら創り出す活動に

自信と誇りを持ち、より価値の高い

生き方を求める生徒の育成 

・思いやりの心をもつ生徒の育成 

 【地域・保護者の願い】 

・基礎学力を身に付けた生徒

の育成 

・少人数でも自信と誇りをも

って活動する生徒の育成 

・武儀地域を愛する生徒の育

成 
 

め ざ す 学 校 の 姿 と 経 営 の 重 点 

【学校評価システム】 
☆重点目標を設定し、学校関係者に周知するとともに、積極的に学校公開を図る。 
☆外部アンケート，自己評価，学校関係者評価を適宜実施し、具体的取組の改善を図る。 
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　エ 社会をたくましく生きるための主体性と協調性を身に付けさせる教育
　オ 学習活動をとおしてさまざまなことに興味・関心を持ち、自己の生涯学習につながる教育
　カ 奉仕の精神や正義感と礼儀を重んじる態度を育てる教育
　キ 家庭・地域社会等との連携を踏まえ、危機管理体制を確立した安全教育

・活力ある学校づ
　くりに向けた部
　活動の推進

・特別活動におけ
　る自主的、実践
　的な態度の育成
　
・リーダーとして
　の資質の育成

・生徒会活動、学
　校行事、ＨＲ活
　動を通してコミ
　ュニケーション
　能力の育成

・ボランティア活
　動への積極的参
　加による豊かな
　心の醸成

・地域との交流や
　連携活動を通し
　て地域貢献活動
　の推進

専門教育

・人間性豊かな職
　業人、スペシャ
　リストの育成

・専門的知識や技
　術・技能の習得

・各種検定・資格
　取得への指導と
　支援

・進路実現に向け
　た指導と支援

・キャリア教育の
　推進

・地元地域との連
　携事業の推進

・高大、高専連携
　事業の推進

・外部講師の招聘

・広報活動の充実
　と推進

・基礎学力の定着

・成就感・達成感
　のある授業実践

・思考力・判断力
　・表現力の育成

・個に応じた学習
　の目標設定

・教材の精選、指
　導内容の重点化
　及び評価規準の
　明確化

・生徒の興味・関
　心を喚起し、生
　徒の主体的な学
　習態度の育成

・授業アンケート
　などによる授業
　改善

・教育課程の編成

・進学指導の強化

教科指導 進路指導

・計画的、組織的
　な指導

・計画的なホーム
　ルーム活動と進
　路相談の推進

・ガイダンス機能
　の充実

・勤労観・職業観
　の育成

・キャリア教育の
　推進

・基礎学力の向上
　
・進路実現に必要
　な学力や専門知
　識・技能を身に
　付けさせる指導

・外部講師の招聘
　
・進路先の開拓お
　よび研究

・進学指導の強化

生徒指導

・生命を尊重する
　心、人として基
　本的な倫理観や
　規範意識の育成

・基本的生活習慣
　の確立

・服装・挨拶・礼
　儀作法など社会
　生活における基
　礎・基本の育成

・社会の一員とし
　て、責任感と主
　体的に判断し行
　動する姿勢の育
　成

・生徒理解に基づ
　く指導の推進
 
・家庭や地域社会
　をはじめ、関係
　諸機関との連携

・予防的教育相談
　の推進

特別活動

教育目標

　ウ 国際化・情報化・科学技術革新など、社会の変化に対応する教育

　「至誠明朗」の校訓を体し、知・徳・体の調和のとれた創造的・人間性豊かな実践力あるスペシャリストの育成

教育方針

　ア 教育目標の具現に徹する学校経営
　イ 一人一人の能力・適性を見極め、自己実現を図る教育
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