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H２８年度 宿毛市立平田小学校 学校経営構想図 

学校教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす児童像 

① ひとを大切にする子 
 

② からだ全体で学ぶ子 
 

③ たくましく生きぬく子 

めざす学校像 

① 子どもが楽しく集う学校 
② 学びの場である学校 
③ 美しい学校 
④ 地域に心を開く学校 
⑤ 組織として機能する学校 

○ 基本的な生活習慣 
  早寝、早起き、朝ご

はん 
○ 家庭学習の習慣化 
○ 家庭での読書 
○ PTA 活動への参加 
○ 子どもへの関わり 
  挨拶、厳しさと愛情 
  手をかけ、声かけ、

見守る 

○ 学校への関わり 
行事参加・授業参観 

○ 美化活動への協力 
交流花壇・愛校作業 
草引きへの協力 

○ 子どもへの関わり 
  見守り活動（交通安

全・不審者対応） 
  子育て応援隊 
○地区防災組織との連携 

学習力 生活力 人と繋がる力 

○五感を育てる授業 

・期待感、必要感、充実

感、受容感、達成感 

・言語活動を重視した

授業づくり 

○基礎学力の定着 

・CRT による検証 

○学習規律の徹底 

○加力指導の充実 

○家庭学習の充実 

○基本的生活習慣の確

立 

○TPO に応じた言葉づ

かい 

○基礎体力の育成 

・体育授業の改善 

・朝運動の充実 

○毎日目標の徹底 

○読書習慣の確立 

○掃除の徹底 

○YDHK 宣言 

○自尊感情を育む 

・自尊感情が育ってこ

そ豊かな関わりが

生まれる 

○自己受容 

○支え合い、認め合う

集団づくり 

○道徳教育の推進 

○人権教育の推進 

○コミュニケーショ

ン能力の育成 

 

【保護者】 【地 域】 

人間性豊かな子どもの育成 

キャリア教育目標（互いに認め合い、コミュニケーションを図り

ながら豊かな人間関係を育む）との関連 

学校 



学 校 経 営 方 針 

１．学校教育目標 

   ━ 人間性豊かな子どもの育成 ━ 

２．経営方針（経営理念） 

 教育の目的は、将来に向けて、児童がしっかりと自己確立し、社会人として自立し、周りの

人々と共生できるように育てることだと考えている。 

 自己確立には３つの要素があり、１つは「学習力」、２つめは「生活力」、最後に「人と繋が

る力」であると考える。これらの力を育てるために、われわれ教職員は児童をよく理解し、尊

重し、愛情を持って根気強く指導することが大切である。また、我々も完璧な人間ではないの

であるから、互いに協力し合い、学び合い、みんなの思いが結実するような学校を組織的に機

能させていく必要がある。 

 一方、世の中の状況は複雑化し人間関係が希薄化してきている。その様な社会状況の中で、

児童を育てるには、学校だけでなく保護者や地域、支援学校等外部専門機関と連携し合うこと

がより重要になってきている。私たちは十分に心を開き、お互いの信頼関係を構築し、共に児

童を育てる努力を惜しまないようにしたい。 

３．重点目標と実践上の努力点 

（１）基礎学力の定着と学力の向上を目指した授業づくり 

（２）子どもの自尊感情を育む 

（３）豊かな心を育てる 

（４）健康、防災・安全教育の充実 

（５）開かれた学校づくりの推進 

（６）キャリア教育の推進 

４．めざす児童像 

（１）○ひ とを大切にする子 

（２）か○ら だ全体で学ぶ子 

（３）○た くましく生きぬく子 

５．めざす学校像 

（１）子どもが楽しく集う学校 

（２）学びの場である学校 

（３）美しい学校 

（４）地域に心を開く学校 

（５）組織として機能する学校 

６．めざす教師像 

（１）一人ひとりの子どもをしっかりと伸ばせる教師 

（２）子どもの心を大切にし、親の願いに応えられる教師 

（３）子どもたちと共に遊び、人間的な触れ合いのできる教師 

（４）日々自分を磨き、専門職としての力量を持った教師 

（５）子ども、保護者、地域や職場の同僚に信頼される教師 



７．重点目標と実践上の努力点の具体化 

組織が組織であるゆえんは、「共通の目標」を持っているからである 

◎今年は重点目標を１つ「基礎学力の定着と学力の向上を目指した「チーム平田小」としての

取組の充実」に絞る。このことは、私たち教職員がこの１年を通してもっとも大切にしたい、

必ず成果をあげたいこと。ＰＤＣA サイクルをもとに、実践を検証し改善を図っていく。 

Ｈ２７年度の成果と課題をもとに、本年度の取り組みの具体化を図ることが必要である。 

 

（１）子どもに分かる授業づくり（H２８年度重点目標） 

①授業中に大切にすること 

◇学校全体として目指す授業像の共有を図る（言語活動を重視した授業づくり） 

  ・児童に学習の見通しをもたせるため、授業の「ねらい」を示す。（期待感・必要感） 

  ・学習のねらい・見通しがわかるように板書を工夫する。 

  ・自分の考えを、根拠を基に説明させたり、書かせたりする。（充実感） 

  ・話し合い（授業の中に、個人思考（生徒指導の３つの機能：自己決定の場を与える授業）、

ペアー学習やグループ学習、全体思考などを適切に位置づけると共に学習リーダーを育

成する）や書く活動を通して、学習したことを整理し、考えを深めさせる。 

  （充実感・受容感） 

  ・学習したことの「振り返りの場」を必ず設定する。（Ｈ２８年度の取り組みの重点） 

  （達成感） 

②日々の授業の中で、充実感や受容感、達成感を持たせることを大切にする。 

（五感を育てる授業の追究）［Ｈ２８年度の取り組みの重点］ 

 充実感・・・学びに集中し、試行錯誤を繰り返しながらも生き生きと学習に取り組む。 

 受容感・・・自分の考えを相手に受け入れてもらったり、相手の考えを受け入れるなど、互

いに受容し合いながら取り組む。（生徒指導の３つの機能：共感的な人間関係

を育む授業） 

 達成感・・・「できなかったことができるようになった」「分からなかったことが分かるよう

になった」等自分自身が課題を解決し、達成できたことを喜び、次への学習意

欲を高める。（生徒指導の３つの機能：自己存在感を与える授業） 

 

③全学年における学習規律の徹底（Ｈ２８年度の取り組みの重点） 

 昨年度確認した「聴くこと・話すこと」「発表形式」について指導の徹底を図る。 

 具体的な子どもの姿で実現する 

 

④研究授業の充実・・・研究・公開授業は全員が実施すると共に外部講師を招聘して指導力の

向上を図る。また、授業は１・２学期に実施する。 

 

⑤年度末に「標準学力検査 CRT」を実施し、子どもの成長と自らの指導の成果を検証すると

共に、課題のある領域、単元については年度内に指導の徹底を図る。 

 

目指す授業像（五感を育てる授業） 

子どもが主体的・協働的に学び、自ら考え表現しながら学びを深める授業 

 

評価指標・・・学校アンケートにおいて上記の取組についての肯定的評価を９０％以上にする。 



 

（２）基礎学力の定着と学力の向上 

  ①読み（教科書がスラスラ読める）書き（漢字の読み書き）計算（正確さ・速さ）の力を

しっかりつける。その為の手立てとしてチャレンジタイムを継続する。 

  ②学習方法（各教科の知識・技能・学習用語）の理解と授業での活用 

  ③学習意欲を育てる。（評価により達成感を） 

  ④加力指導の充実（放課後指導） 

  ⑤家庭学習重点週間（毎月第２週）等の実施を通して、保護者と連携しながら家庭学習の

質と量の充実を図る 

 

（３）子どもの自尊感情を育む 

①ハイパーQ-U の活用（下位項目分析（学校全体の強み弱み）・Q―U 分析シートの活用） 

②QOL（クオリティーオブライフ）調査と子どもとのふれあい（子どもの話に耳を傾ける） 

③授業で自尊感情を育てる（五感を育てる授業づくり） 

④道徳授業の充実（重点指導項目）・・・道徳アンケートをもとに指導の重点化 

⑤人権教育・人権集会の取組 

・児童会と A 地区子ども会の合同企画での実施（kokoro 会）を継続 

・人権週間の取組・・・人権目標の行動化（人権の船・人権の☆等の取組の継続） 

・人権教育の充実 

⑥レッツいいところチェック・・・一人ひとりの子どもの頑張りやいい所を共有し評価に活か

すよう工夫改善していく。 

⑦縦割り班の活動を通して・・・・ひらたっ子、掃除活動、平和七夕に向けて、お弁当ランチ

デ―、児童会のイベントなどの取組について、長期にわた

って班ごとの結束（班長の頑張りや班員の協力）や結果を

評価して意欲づけする（表彰） 

評価指標・・・道徳アンケートにおいて肯定的な評価を８５％以上にする。 

 

（４）豊かな心を育てる（自尊感情や豊かな感性を育む教育の推進） 

  ①人権感覚を磨く 

    授業や行事等で特別に取り組まなければならないこともあるが、それよりも児童の日

常の言動に視点を据え、アンテナを高くし、気づいたものが気づいた時に指導し、全体

化することで、児童の人権感覚を養う。 

  ②教育環境を整える 

  ・ことばの環境・・・上記のこと。あいさつ、言葉づかい、聞く姿勢等、教師が児童に模

範を示す。 

  ・自然環境・・・・・清掃活動、栽培活動で作られる。歩きながらチリを拾う気持ちで。 

  ・教室環境・・・・・全ての児童が過ごしやすい学校・教室環境をつくる。（ランドセル・

机・椅子の整理整頓、ゴミや落し物のない落ち着いた雰囲気の教室、掲示物の工夫） 

  ・教室外掲示物・・・見て心が動く掲示を心がける。タイムリーな掲示。 

  ③道徳教育、人権教育の推進 

  ・H３０年度「幡道研」授業公開を見据え、「考え、議論する」道徳授業への具体的実践 

  ・人権教育における道徳教育の役割、道徳教育における人権教育の役割 

  ・人権尊重の視点に立った学校づくりの推進 

   人権教育を通じて育てる力 

    人権に関する知的理解（知識的側面）人権感覚（価値的・態度的側面 技能的側面） 



   校内における組織的な人権教育推進体制の確立 

人権が尊重される学習活動づくり・・・一人ひとりが大切にされる授業  

互いのよさや可能性を発揮できる取り組み 

   人権が尊重される人間関係づくり・・・互いのよさや可能性を認め合える仲間 

   人権が尊重される環境づくり・・・・・安心して過ごせる学校・教室 

  ・人権教育と道徳教育、それぞれの全体計画や年間指導計画のつながり 

  ④学校図書館活動の充実 

  ・学校図書館の環境を整備し、児童が読書に親しみやすい環境づくりを推進する。 

  ・児童の読書意欲を高める取組（年間目標冊数の達成率９０％以上の継続） 

  ・学校からの働きかけに加えて、PTA とも連携しながら啓発活動を行い、家庭での読書

習慣の確立を図る。 

 

（５）健康、防災・安全教育の充実 

  ①児童に規則正しい生活リズムの大切さを認識させる授業や生活指導の充実を図る。 

  ②防災・安全教育の充実。（防災マニュアルの見直しや防災マップの作成） 

  ③高知県安全教育プログラムによる授業の計画的な実施及び見直し。日常の防災学習と訓

練が融合する指導上の工夫を図る。 

  ④養護教諭と学級担任の連携による健康教育の推進。 

  ⑤体育の授業改善のため、外部講師を招聘して体力向上 5 分間プログラム等の活用を通し

て、計画的に児童の体力向上を図る取組の実践化。 

  ⑥朝マラソンの継続（全員参加・話をしない・自分のペースで）実施方法の工夫改善 

  ⑦第３回平田防災会議の継続的な開催 

 

（６）開かれた学校づくりの推進 

   ①定期的な会合への委員さんの参加者数を増やすために、マンネリ化の解消を目指す。そ

のための情報提供を定期的に行うと共に児童との交流機会を増やす。 

   ②「平田教育フォーラム」を開かれた学校づくり推進委員会（第２回）と共催で開催し、

子育てについての地域連携を図る。（志・とさ学びの日関連行事として） 

    

   ◇学校地域教育目標の設定・・「元気な声で進んで挨拶できる平田の子」Ｈ２６年制定 

 

（７）キャリア教育の推進 

  ①キャリアノートの活用（体験から感じたことを表現する） 

  ・体験を通して何かを教えるのではなく、子ども自身が何かに「気づく」こと。 

  ②キャリア教育の視点を入れた授業づくり 

  ・重点的な取り組み⇒本校の子どもたちの実態から、基礎的・汎用的能力の中で子どもた

ちに身に付けさせたい力として「人間関係形成能力・社会形成能力（人と）かかわる力」

を重点的な取り組みとする。 

  ・授業の中での「学び合い活動」を充実させる。 

   思考力・判断力・表現力の育成。自力解決できていない児童が発言できるなど、お互い

が何でも言い合える支持的学級風土の中での他者の尊重、自己肯定感の涵養。 

  ・教師と一人ひとりの児童、児童同士のヒューマンネットワークづくり（安全・安心でき

る学級づくり） 

  ③体験的活動（事前事後指導）の充実 

  ・活動への意欲化を図る。 

  ・キャリアノートでの気づきや思いを書き言葉や話し言葉で表現させる。 



  ・メモやカード、または、ウェビング等で書き残し、学級でＫＪ法を用いて簡単に整理し

「共有化」を図ることで事後指導を充実させる。 

 

（８）子どもに最後まで寄り添う 

 ・最後まで子どもに寄り添い支援し続ける。 

YDHK 宣言（やればできる平田の子宣言）～子どもにやる気と自信を～ 

 ・教師であるならば子どもの側から離れてはいけない 

 ・子どもを見る眼（多種多様な）を養う 

 ・この子をいとおしむ（愛する） 

 ・子どもの心に響く語りかけ 

どんな「問題行動」をする児童にもその子なりの理由がある。私たち教員は、最後までし

っかりと児童に寄り添い、その心情を理解し、保護者と連携しながら指導し続けなければな

らない。決して、これまでの自らの経験のみで判断し、決めつけ、児童への指導（関わり）

を一方的なものにしてはならず、同僚や管理職、専門機関との連携を大切にする。 

 

（９）「けじめ」のある学校生活（TPO に応じた言葉づかいや行動） 

学校は集団生活の場であり、一定のルールのもとに生活している。児童の自分勝手な行動を

許さず、「だめなことはだめ」という毅然とした指導姿勢を全ての教師が示す。本校児童は、

教師や大人に対する言葉づかいが適切でない児童も多い。時と場をわきまえ、目上の人に対す

る言葉づかいがきちんとできるように指導していく必要がある。 

 

（１０）あたりまえのことをきちんとやりきらせる（指導の徹底を図り組織的な対応とする） 

児童の学習や生活において、指導事項として職員間で確認したことは必ず各学年で取り組む。

また、低・中・高の教員同士が連携を取り合って指導の徹底を図り、全校児童が統一した行動

（きまり・学習規律）をとれるようにする。 

 

（１１）「魅力ある学校」づくりを「チーム平田小」で 

 子どもが行きたい学校、保護者が行かせたい学校、地域から信頼される学校を目指して、全

ての教職員が共通認識のもと、ベクトルを揃え、保護者、地域と連携しながら「チーム平田小」

としての取組を進める。 

 「学校経営方針」で確認したことについては、学級経営方針や教科指導、校務分掌等で「自

己目標シート」に位置付け、平田小が組織として取り組みの方向性が揃うようにする。 




