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４ 学校経営の基本計画
（１） 経営の基本

日本国憲法、教育基本法、学校教育法、学習指導要領等の諸法令並びに岩手県及び

金ケ崎町の教育方針を踏まえ地域や児童の実態及び児童の発達段階や特性を考慮しな

がら、学校教育目標の具現化をめざす。この学校経営の基本に基づき、すべての教育

活動を通じて基礎的な知識・技能を確実に習得させるとともに、それらを活用して、

自ら考え、判断し、表現する能力を育成することを目標とする。

本校が掲げる教育目標の達成に向けて以下の点に留意しながら学校教育を推進する。

・「確かな学力」をもとに主体的に学ぶ態度を身に付ける（知）。

・自らを律しつつ他とよりよくかかわりながら豊かな心と人間性を育む（徳）。

・健康で安全な生活と事故やけがのリスクや健康の保持増進に主体的に努める。また、

運動の楽しさや喜びを味わい、自ら考えたり工夫したりしながら体力向上に努める。

（体）

児童は、教師の教育的愛情と成長と発達についての深い理解に基づく充実した教育

活動によって自立した人間へと成長していく。児童の将来の姿を見据え、学校が学ぶ

喜びと充実感に満ち溢れ、仲間とともに成長していく場となるよう努める。

（２） 学校教育目標

ア 学校教育目標

イ 教育目標の具現化に向けて

各教育活動のねらい、目標設定に当たっては、学校教育目標及び各教育活動との関連に留

意する。また、カリキュラムマネジメントの視点で実施計画の作成、評価の観点の設定、Ｐ

ＤＣＡに基づく指導・活動の振り返りを適時、適切に行う。計画、指導に当たっては、前年

度踏襲に依らず、児童の実態を踏まえ、指導者の意図を明確にした活動が展開されるように

する。（ただし、内容を吟味し、目標や今年度の児童の実態に照らしあわせ、実施計画が適

当であれば、前年度同様ということもあり得る。）

学級経営は、教育活動の基本であることを踏まえ、以下の点に留意して経営に当たる。

① 学校教育目標を踏まえる。

② 各学年で身に付けるべき資質・能力を考慮し、学級（学年）目標を設定する。

③ 学年の発達段階、系統性を意識しながら目指す学級像、児童像を明確にもつ。

④ 児童自身にも教育目標を意識させ、学級目標作成に主体的にかかわらせる。

⑤ 学級目標は、児童が随時、振り返りを行えるように端的にわかりやすく作成する。

⑥ 保護者と年度の学級経営の方針・計画及び経営状況を共有する。
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（３） 児童に身に付けるべき資質・能力

ア 学校教育目標を踏まえた児童に身に付けるべき資質や能力

【確かな学力】

・学習内容の確実な習得

・身に付けた知識や技能を活用し主体的にかつ自身の課題や問題をよりよく解決しよう

とする態度や能力

【豊かな心】

よりよく学校生活を送るための豊かな人間性や社会性

※豊かな人間性、社会性とは

・他を思いやる心、生命や人権を尊重する心、自然や美しいものに感動する心、正義観

や公正さを重んじる心、勤労観、職業観など

【たくましさ】

・健やかな身体

・健康で安全な生活を営んでいくための知識や態度

イ 各学年で身に付けるべき資質・能力

学 年 身に付けさせる資質・能力

［知］学習の基本・基本を身に付け、「できた」という実感や経験をさせ、進ん

１・２ で学習に向かう態度を養う。

学年 ［徳］約束やきまりの大切さを理解し、生活をよりよくするための目標をもって

行動しようとする。

［体］基本的な生活習慣を身に付け、健康や安全に気を付けながら友達となかよ

く遊んだり、楽しみながら運動に取り組んだりする。

［知］学習内容を確実に身に付け、新しい学習や自らの課題解決に今までの学び

３・４ を活用しようとする。

学年 ［徳］自他のよさを意識し、協力してよりよい集団や学級をつくろうとする。

［体］目標をもって楽しく運動に取り組み、体力向上に努めるとともに安全や健

康に気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組む態度を養う。

［知］学習内容を確実に身に付け、身に付けた知識・技能、経験をもとに自身の

課題解決や新しい学習に取り組もうとする態度や能力を育む。

５・６ ［徳］自他のよさを認め、高い目標をもって粘り強く努力し、よりよい学校づく

学年 りに寄与しようとする。

［体］目標をもって最善を尽くして運動に取り組んだり、健康や安全の大切さを

意識し、健康の保持増進、学校内外の安全なくらしについて自ら考え、行

動しようとする。

（４） めざす学校像

ア 児童一人一人が主体的に学び、共に学び合い、活力ある学校

イ よりよく考え行動し、他とよりよくかかわり合いながらやさしさに満ちた温かい学校

ウ どの児童も明るく健康に過ごすことができ、命を大切にしようとする学校

エ 地域の中心としての役割を果たすとともに「ふるさと」とともにあゆむ学校

（５） 教員として身に付けるべき資質・能力

ア 「教育的愛情と使命感、倫理観」「豊かな人間性」「主体的に学び続けようとする意欲・

探究心」など教員としての素養 【教員としての基本的な資質・素養】

イ 教科教育等の専門性をもち確かな学力を身に付けさせるための授業改善 【学習指導力】



総務－8

ウ 「学級経営力」「集団を適切に指導する能力」「不適応行動への理解と適切な対応」「児

童、保護者を含めた教育相談能力」などの生徒指導力 【生徒指導力】

エ 同僚・関係者と積極的に連携･協働し、それぞれの強みを発揮しながら、学校内外の教

育資源（人・もの・資金・情報・時間等）を効果的に活用して、学校経営計画のもと、

評価･改善の視点を持って業務を推進するマネジメント力 【マネジメント力】

オ 通常、特別支援学級担任、担当に拠らず、特別支援教育について理解するとともに児童

を様々な視点からとらえ、必要な支援、指導を適切に行うことができる指導力の向上

【特別支援教育的指導力の向上】

（６）学校と連携･協働する家庭･地域

ア 学校と家庭の連携

日常の学校（担任）と保護者のつながりを大事にする。積極的に子どもの成長、変容、

学校での出来事を通信や連絡帳で発信するとともに学級でのトラブルや生活・学習・行動

の課題、問題を保護者と常に共有する。

イ 家庭教育の充実

（ア）子どもが安心して過ごすことができ、心の拠り所となる家庭環境づくりに努める。

（イ）子どもに「生きる力」を育む。

ア 基本的生活習慣を身に付けさせ、自他を認め、尊重し、

イ 子どもとのふれあいを通して人（他）とよりよくかかわることの大切さを感得させ

ること

（ウ）めざす子ども像を共有し、学校と協働して子どもをよりよく育てようとする家庭

→まなびフェストの活用、ＰＴＡ活動の在り方と実際的、効果的な運営、推進

イ 地域連携

（ア）学校運営協議会を中核とした地域連携

（イ）体験活動の推進とゲストティーチャー、※（学習ボランティア）の積極的な活用

（ウ）まなびフェストの共有と実践

（７）Ｒ４年度の本校の指導の成果（向上した事柄）と教育課題 ○成果 ▲課題

（知）○各学力調査（全国学調、県学調、ＣＲＴ等）の結果から、おおよそ全国、岩手県と

同水準の学力を身に付けているといえる。（Ｒ０４実施 全国学調 全国比 国語９

６ 算数９８ Ｒ０４実施県学調 県比 国語１１２ 算数１０９ ＣＲＴ 全

国比 国語１０４ 算数１０８）また、日常の学習評価では、各単元テスト結果が

どの学年も得点率が８０％を超えていることなどから学習内容の定着が図られてい

るといえる。

○どの学年も学習規律が守られ、児童が安心・安定して授業を受けることのできる学

習環境が整えられている。

○▲授業改善を核としながら、子どもの主体性を育てることを意識した指導に努めて

きた。主体的な学びの要素である「興味・関心、まとめ、振り返り」については、

成果が見られるが、「見通し、次につなげる、表現」という点においては、十分では

ない。「学びの連続性」「習得と活用」を意識した指導が課題となる。

（徳）○教師の指示や指導に素直に従い、他とかかわりあいながら集団の一員としての意識

や所属感が醸成されてきている。

○他との差異を認め、優しくかかわろうとする態度が育っている。重大ないじめ事案

の発生は見られないが、サポート支援が必要な児童も複数名いる。

▲自ら進んで考えて判断したり、行動したり、表現する力が徐々に身に付いてはきて

いるが十分ではない。「主体性」とは何か、教師、児童、家庭でその意味や意義を共

有して指導に反映させていくことが必要である。

（体）・今年度実施した体力･運度能力テストの結果、総合評価で段階別にみるとＡ・Ｂ段階

の児童の割合が５１％、Ｃ段階の児童が２５％、Ｄ・Ｅ段階が２４％と概ね良い状況

であると言える。男女別に見ると全国比で男子１００．３ Ｒ３→９６．５ 女子

９９．２ Ｒ３→９７．３と昨年度より向上している。

・肥満傾向にある児童は、昨年度に比べ、やや増加傾向にある。肥満、やや肥満児童は、
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固定化されている傾向がある。う歯については、全部健全歯者数が６０．００（全国

６０．９６）※Ｒ３ ６７．３５％と全国平均と同じである。処置完了者数が低く、

未処置者所有者数が２５．３ Ｒ３→１５．３と悪くなっている。（歯科治療の方針、

新型コロナウイルスに起因することもあり、一概に悪化と捉えることはできない。）

・新型コロナウイルス感染予防について正しい知識の理解と子ども自身で学年に応じて

主体的な健康管理の意識を高めていくことが必要である。

○基本的な生活習慣は、県学調、全国学調、まなびフェストなどのアンケート調査の結

果からおおよそよい結果となっている。生活の乱れが見られる児童は、家庭環境に左

右されやすく固定化されている傾向が見られる。

○▲体格、運動能力的には、おおよそ標準的である。一方で学年差、個人差もある。調

査結果を把握、分析し、適切な指導計画を立て、年間を通した継続的な運動に取り組

むことが必要である。

▲心身の健康については、おおよそよい傾向にあるといえるが、自らの体の状態につい

ての理解や意識が十分とは言えない。各種健康診断結果、身体測定の結果から学年に

応じて自身の身体について理解し、健康な体と心をつくろうとする意識を向上させる

ための手立てを工夫したい。

（８）本年度の経営

ア 本年度の基本方針

児童に「生きる力」を育むために、授業改善を中核として生きて働く「知識･技能」を

確実に させ、自己の抱える課題を

を図る。（県指導指針）また、「学ぶ喜び」を味わ

わせるとともに意欲的に学びに向かう態度を養う。英語教育の推進については、本校の児

童の実態を踏まえ、柔軟に計画し、実践する。（町教育行政・・・英語教育の推進）（知）

本校児童の素直さ、明るさ、誰とでも分け隔てなくかかわることのできるよさをさらに

伸ばし、児童一人一人が安心して過ごすことができる学校づくりに努める。また、自ら考

え、判断し、行動できる力（主体性）を身に付ける。そのためにも

に努める。（徳）

ＩＣＴ教育の推進については、タブレットなどの端末機器の知識や活用の指導に終始す

ることなく、一人一台端末と高速インターネットを として「個別最適化され、

創造性育む教育」を目指す。

本校児童の体力、体格、健康状態について確実に理解し、指導の成果と課題について明

らかにするとともに年度の目標を明確にもち、具体的な取り組みについて検討し、実践す

る。目標設定にあたっては、個人差にも配慮することとし、系統的、段階的な指導計画を

立て、実践する。健康・安全指導にあたっては、健康教育、保健体育、学級活動、道徳な

どの学習を通して児童一人一人が、

を養う。（体）

本校において特別支援教育の充実は、安定した学級経営、ひいては、学校経営につなが

るものである。そのためにも全教職員が特別支援教育について理解を深め、学級経営や児

童理解に生かす。また、特別支援学級に在籍する児童だけでなく、通常学級に在籍する特

別な支援を要する児童へ特別支援教育コーディネーターが中心となり、可能な限り指導、

支援が行える指導体制づくりに努める。また、機会を捉えて特別支援教育について保護者

理解を得るような働きかけをしていくとともに学校運営協議会などの組織を活用して地域

理解に努める。（特別支援教育）

法令により定められた学校運営協議会、ＰＴＡ組織、三ケ尻地区センターなど地区施設

との連携を通して家庭･地域との協働による学校経営の充実を図る。（町教育行政・・・ふ

るさと教育の推進）また、まなびフェストの策定・取り組みにあたっては、学校、家庭、

地域、児童の共通理解の下でよりよい学校づくりに反映するようにし、ＰＤＣＡサイクル

により、評価、改善を加えていく。 （まなびの基盤づくり）
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イ 本年度の経営の重点

１ 「主体的・対話的で深い学び」をめざした授業づくり

■児童の実態を各資料や観察から的確に把握し、明確なねらいをもって授業改善に取り

組んでいるか。

□学習指導要領に示される学習内容（３観点）
①知識及び技能 いわての授業づくりの３つ視点

②思考力、判断力、表現力 視点１ 「学習の見通し」

③学びに向かう力、人間性 視点２ 「学習を解決するための学習活動」

視点３ 「学習の振り返り」

自

２ ＩＣＴ教育の充実
ら

■ＩＣＴについて指導者、保護者、児童の理解がなされ、積極的に各学習、活動で積極

学 的に活用されているか。

ぶ ①ＩＴリテラシーの向上 ②ＩＣＴの理解 ③手段としてのＩＣＴの積極的な活用

□ＩＣＴ教育のメリット、デメリットの理解（児童の思考力、書く能力の低下のリスク）

子 □ＩＣＴのセキュリティ、端末機器の適切な管理

□タブレットを効果的に活用するための整備（指導者、保護者の理解）

ど □情報モラルの充実

も ３ 家庭学習の理解及び実践、習慣化

■家庭学習の意味が正しく理解されているか。

（知） ■家庭学習の方法が身に付いているか。

■家庭学習が習慣化されているか。

□授業と連動した家庭学習

□６年間を見通した各学年の家庭学習の在り方

４ 英語教育の推進

■指導要領に示される学習活動が適切に行われているか。

■Ｔ１、ＥＬＴの役割を理解し、指導が行われているか。

■１・２学年英語活動（学校裁量）について理解され、適切に行われているか。

□ＥＬＴとの打ち合わせ時間の確保と活用

□英語活動マニュアル

□町教委主催の英語体験活動への積極的な参加

・English Dojo ・グローバルキャラバン ・Teacher English Workshop

５ 体験活動の充実

■体験活動を通じて社会性、生きる力が育成できたか。

■地域財産（物的、人的）を積極的に活用した体験活動が展開されたか。

□地域人材バンクの整備
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①児童や学校、地域の実態に応じ、教育内容を教科等横断的に組み立てること。

②実施状況の評価、改善を確実に行うこと。

③教育課程の実施に必要な人的、物的な対策を確保し、教育活動の質の向上を

図ること。

また、カリキュラムマネジメントのメリット、デメリットを理解し、全職員

の共通理解のもと実践する。

心 ・教育目標達成のために学校全体が協働して教育活動の実践が行えること

・教科、領域間、学年間を横断的に系統立てて指導が行えること

の

・少人数学校では、教職員個々のカリキュラムマネジメント力が問われる。

豊 ・日常の学校業務との兼ね合いが負担になる場合もある。

か １ カリキュラムマネジメントの視点に基づいた特別活動の推進

な ■カリキュラムマネジメントの視点で特別活動が計画され、実施できたか。

■各特別活動を通して児童の主体性、意欲が向上したか。

子 ■特別活動のねらいが明確にされ、目標に向かって活動が展開されたか。

□学級経営は、学校教育を支える基本であることを踏まえ、実践が行われるようにする。

ど

２ 本校の実態を踏まえた復興教育の実践
も

■本校の地域性や児童の実態を踏まえた復興教育が展開されたか。

（徳） （関連のある教育活動をつなぎ合わせ、価値付け、カリキュラムマネジメントに基づい

た計画実践が行われたか。）

□いわての復興教育プログラムの活用

３ 道徳教育の充実

■道徳計画に基づき授業時間が確保され、道徳授業を要とした道徳性の育成が図られて

いるか。

□主体的な道徳性の涵養

４ 日常活動における児童の主体性の涵養

■日常的な学級活動において子どもの自発性や自主性を育む実践がなされているか。

□

５ 児童が安心して過ごせる環境づくりと積極的な生徒指導

■ＱＵ、学校生活アンケートなどの結果分析、日常の児童観察などから児童の状況に

ついて把握しているか。

□いじめ防止集会

□日常の保護者、地域連携

□生徒指導提要の理解と活用 ※生徒指導提要デジタルテキスト版の活用
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１ 児童の実態を踏まえた年間を見通した体力向上の取組

た ■児童の実態に応じ意欲や体力の向上を図るための系統的、継続的な取組が行われたか。

く □「６０プラスプロジェクト」

ま

し ２ 児童の主体的な健康教育の推進
い

子 ■自分自身の身体について理解させ、関心をもたせることができたか。

ど ■児童の主体的な健康維持・向上のための取組がなされたか。

も □生活習慣と体力、身体の健康とのかかわり

（体） ［注視する生活習慣］
・運動習慣、毎日の朝食の習慣、８時間以上の睡眠時間

□長期休業以外の生活リズム改善の取組

□外部講師の活用（栄養士、学校三師等）

１ 特別支援教育の推進

■特別な支援を要する児童の実態把握が適切になされ、サポートが行われているか。

■特別支援教育について保護者、地域の方に理解を図る場や機会を設け、支援、協力を

得る環境を整えようとしたか。

そ ■適切な個別の指導計画画が作成され、評価、改善が加えられたか。

２ ＰＴＡ活動の見直し
の

■本校のＰＴＡについてまなびフェスト、懇談、アンケートなどから実態やよさ、課

題を明らかにし、具体的な改善に努めているか。

他 □体制、運用、活動について適切に評価し、適宜、改善していく。

□育成会、地域との理解を図り、ＰＴＡ活動の円滑な運営に努める。

３ 開かれた学校づくり

■学級通信、校報、ホームページなど適時、適切に発行され、本校の教育活動の周知、

理解に努めているか。■各関係機関との連携が適切に図られているか。

■学校評価が、学校経営改善に反映され、よりよい学校づくりに資しているか。

■学校運営協議会が設置され、学校経営に活かされているか。

□特別支援教育への理解

４ 児童の安全を保障するための家庭･地域連携

■家庭・地域と連携し、児童の安全確保の具体的な取組がなされたか。

□見守りの方との対面式、感謝の会、交通安全教室、登校指導の実施、集団下校指導

引き渡し訓練、避難訓練


