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小浜市学校教育方針 

小浜市学校教育施策 

 

 

食育文化都市にふさわしい郷土を愛する心を育て，新しい時代を生き抜く人材を育成する。 

 

 

   郷土を愛し，より良い日本の未来を創造しようとする児童生徒の育成を目指す。 

この目的を実現するため，学校教育においては次の４方針を定める。  

   １  確かな学力を育てる  

   ２  認め合う心を育てる  

   ３  たくましい体を育てる  

   ４  望ましい食習慣を育てる  

  この方針を具現化するため，教育委員会は学校に対して「校長のリーダーシップによる，

自主的・自立的な運営」を期待する。特に，安心・安全な学校運営に努めるとともに、秩序

ある学級・学校の運営に努める。 

   

 

 学校教育方針を実現するため，取組内容を下記のとおり設定する。  

 

 

 

 

 １  確かな学力の充実   

○「学力と人格の一致」の授業を研究･実践する。  

  

 ２  心の教育の推進     

○子どもたちの人生に役立つ生徒指導・道徳教育・人権教育の研究・実践に取り組む。  

  

 ３  体力向上の推進     

○体を動かすことが好きな子どもを育てる授業の研究・実践に取り組む。  

  

 ４  食の教育の推進    

○子どもの健康を意識した食の教育の実践と給食の改善に取り組む。  

○家庭・地域と連携した給食づくりに取り組む。  

  

 ５  地域との連携の推進  

○学校の抱える問題を，地域と連携して解決する。 

○「地域が学校を支援する」から「学校が地域を支援する」視点を持つ。 

安心･安全な学校生活の維持 

○学校環境の危険予知・除去に努力する。 
○日々の教育活動の危険予知･除去に努力する。 
○事故発生時の適切な対応に努める。 



平成２８年度内外海小学校スクールプラン 
Mission 

 

 

 

学校教育目標 

 

 

 

 

 
スローガン                   目指す児童像 

 
 

 

 

方策 － 志を持って、主体的に学び合う力（知・徳・体）を身につけるために － 

   「啐啄の機」「守破離」を念頭に   評価：できた・・A だいたいできた・・B 

 

①  「志を持って、主体的に学び合う子」をもとめて 
○ 主体的に学習に取り組む態度を育む方法を工夫し、定着させる。（教師評価 A＋B 70%以上） 

・ 児童の学びの段階（守破離）を見極め、「何をできるようにさせるのか」を明確に意識した授

業を展開する。                      （教師評価 A＋B 70%以上） 

・ 学びへの意欲を喚起するために、子供たちが自らやり遂げたと思える指導を展開する。（同上） 

・ 「確かな言葉」を用いて表現（話す・書く）する力を身につけさせる。 

    ・ 基礎的な知識・技能の確実で効果的な定着を図る。 

     ・ 読み・書き・計算の正確さとスピードアップを工夫し、実現する。（教師評価 A＋B 80%以上） 

     ・「チャイムが鳴ったらする仕事」を定着させる。（児童評価 A 50％以上） 

     ・ 読書活動を充実させる。 （保護者評価 A 40％以上）     

②  「仲間とつながり合う子」をもとめて 
・ 良好な人間関係を築く。（児童評価 A 70%以上） 

     ・ 自己有用感を育む。（児童評価 A 40%以上） 

     ・ 気持ちの良い挨拶・返事ができるようにする。（保護者評価 A 40%以上） 

     ・ 情報モラルを身につけ情報ネットワーク社会を生き抜く資質を育む。 

③  「たくましい心と体をつくる子」をもとめて 
・ 学校の環境を生かした体力作りに取り組む。（児童評価 A 70%以上） 

     ・ 学習活動や行事等に、児童が目標を定めて取り組み、振り返りを行うようにする。 

     ・ 掃除に集中して取り組む心を育む。（児童評価 A 70%以上） 

・ 給食・児童の食事づくり等を通して、食についての望ましい知識や習慣を育む。 

     ・ 心の面での中学校への接続のあり方を検討すると共に、眠育を推進する。 

④  「地域が元気になる」・・・信頼される学校作りのために 
      ・「ふるさと学習」等の教育活動で、地域の「ひと・もの・こと」との良き出会いをつくる。 

     ・ 児童の学びの姿や成果を、地域へ積極的に発信する。 

児童に、夢や目標の実現に向けて、自らの人生を切り拓き、 

他者と助け合いながら、幸せな暮らしを営んでいける力を育む 

 

保護者の願い 

地域の願い 

職員の願い 

児童の実態 

内外海の 

ひと 

もの 

こと 

小浜市教育方針 

 

確かな学力 

認め合う心 

たくましい体 

望ましい食習慣 

内外海に誇りを持ち、未来へ大きな志を持つ子 
 

・児童には、嬉々として故郷を語れるようになってほしい。 

・地域の人々に児童の学ぶ姿や成長を見てもらい、地域を元気にしたい。 

・児童が、夢を積み重ね、志を成しとげてほしい。 

夢に挑戦！輝け 内外海っ子 
   ・志を持って、主体的に学び合う子 

   ・仲間とつながり合う子 

・たくましい心と体をつくる子 

ESD教育の視点で（環境・健康・人権・福祉ボランティア・国際理解・情報・食・キャリア） 

ユネスコスクールのストーリーにのせて、持続可能な社会の形成者を育む 

 



平成２８年度内外海小学校教育方針 

 

１ ミッション（使命） －学校教育目標以前の前提－ 

 

  夢や目標の実現に向けて、自らの人生を切り拓き、他者と助け合いながら、 

  幸せな暮らしを営んでいける力を育む 
 

      ※目の前の児童を「良い小学生」にすることが使命ではない。 

     志を持ち、志を実現できる力（知・徳・体）をつけること。 
 

２ ビジョン    －学校教育目標－ 

 

内外海に誇りを持ち、未来へ大きな志を持つ子 
 

   

（１）「内外海に誇りを持ち」   
 

    ・児童が嬉々として故郷を語れるようになってほしい。  

    ・地域の人々に、児童の学ぶ姿や成長を見てもらい地域を元気にしたい。 

   

   ＜これまで児童や地域に訴えてきたこと＞ 

    ① 児童が生きる未来は、世界に広がる未来である。そしてそれは、これまで経験したことのな 

   い、異質なものや人との出会いに満ちた未来であるはずである。そんなとき、自分のことを誇 

   りを持って語ることのできない者は、最初から相手に信用してもらえない。 
 だからこそ、児童には、故郷に残っても、また故郷を離れても、出会った人達に、我が子に、

自分の故郷がどんなに素晴らしいところなのかを語れる人になってもらいたい。故郷は、児童

にとって根となるものである。しっかりした根を持って、はじめて、未来に大きな果実を実ら

せることができるのである。   
 

② 自らが生まれ育った地域を「好きだ」と答える児童の割合は、どの地域でもそんなに高くな

い。内外海の児童にはそうあってほしくない。自分を大事にし、親を愛し、身近なものを愛し、

自らの国を愛する。そのためにまず自分の足元を大事にできる児童になってほしい。それが、

内外海を活性化させることにつながっていく。 
 

   

  （２）「未来へ大きな志を持つ」 

   

        ・児童が、夢を積み重ね、志を成しとげてほしい。 
 

    ＜これまで児童や地域に訴えてきたこと＞ 
    「夢に挑戦！輝け内外海っ子」＜旧学校教育目標  現在は、志へのスローガン＞ 
 
        「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、 
      実行なき者に成功なし。故に、夢なき者に成功なし。」 ＜吉田松陰＞ 
 
     夢や目標を達成するには、1 つしか方法がない。 
     小さなことを積み重ねること。            ＜イチロー＞ 
 
                    ※夢＝自分がどうなりたいか 
               ※志＝自分を含め、みんなを、社会を、どうしたいか  → 理想 
 



 

３ 方 策  － 志を持って、主体的に学び合う力（知・徳・体）を身につけるために－ 

 

 （１）目指す児童像 
 

   ① 志を持って、主体的に学び合う子 

   ② 仲間とつながり合う子 

   ③ たくましい心と体をつくる子  
 

 （２）目指す児童像を実現するための基本的な考え方   啐啄の機と守破離 
 
   ① 啐啄（そったく）の機 
 

 もともと、禅の用語である。雛が卵から孵化するとき、雛が内からつつく頃合に、母鳥が外か

らつつく様を「啐啄の機（啐啄同時）」という。「自力で出ておいで！」という親鳥と、「うん、

自力で出るよ！」という親子の絶妙のタイミングが「啐啄同機（そったくどうき）」なのである。

児童が頑張っているとき、正に伸びようとしているときに、その好機をとらえて励まし、力を引

き出してやることが大切であることを表した言葉である。 
 志を持たせたり、意欲や主体性を育んだりしようとするとき、この考えはとても有効だと考え

る。もちろん簡単なことではない。しかし、うまく行えば、児童は、大人の力を借りたことを意

識せず、自らの力で殻を破ったと考え、その結果に大きな自信を持つことができる。 
 そのためには、以下が必要条件となる。 

 
    (a) 殻を破るための力と技能を身につけさせておく 
    (b) 成功しやすい環境を用意しておく  
    (c) 内発的動機を作る （内発だと児童がとらえればよい） 
 

 そのためには、殻を破る力とは何か、身につけさせるべき技能とは何か、を明確にする必要が

ある。そして、物的な環境や人的な環境（共同する仲間・アドバイザー）はどのようにするのか、

動機はどのように作り出すのか、を検討しておく必要がある。 
 これももちろん簡単なことではない。しかし「啐啄（そったく）の機」という言葉を念頭に置

き、自らの取組を検証してみることは児童の学ぶ意欲を育むうえできわめて大切である。 
 
   ② 守・破・離 

   
 「守破離」とは、道を極めようとするときの成長過程を示した概念である。もともと「守破離」

は能を確立した世阿弥の教えであり、柔道、剣道、空手、合気道などの武道に限らず、書道や水

墨画などの稽古事、茶道、華道、舞踊、 彫刻、歌舞伎といった伝統芸術の世界で広範囲にわたっ

て語り継がれている言葉でもある。 
「守」は基本の型を見につける段階、「破」はその型を破って応用する段階、「離」はそれらに

創意を加え、自分独自のものを追求し確立する段階のことをいう。型を守り（基本の習熟）それ

を破り（応用）、そして最終段階として型を離れる（創造）。このように段階を追って踏むこと

が道を極めるうえではきわめて大切だとい考え方が「守破離」である。 
 これは、文科省の言う「習得」「活用」「探究」と重ね合わせてとらえることもできる。しか

し、文科省は、特に「習得」「活用」を不可分のものとしてとらえている。厳密には、そのとお

りであろうが、厳密さ故に段階の把握を分かり難くしているとも考えられる。 
 型を守る（基本の習熟）の段階、次に、型を破り（応用：自信と意欲を持つ）段階、そして型

を離れる（創造：たとえば自ら課題を作り、それに挑む）段階の三段階に授業視点をを整理し共

有することが、まず必要だと考える。「今、この授業は、どの段階にあり、次の段階では、児童

のことような姿を求めているのだ」という視点を共有するのである。学校全体で目指す児童像を

実現するために、「守破離」の考え方はきわめて有効だと考える。 
 
 



 （３）具体的な取り組み 
 

   ① 「志を持って、主体的に学び合う子」をもとめて 
 
     ・主体的に学習に取り組む態度を育む方法を工夫する → 授業や家庭学習で 
 

・現在の児童の学びの段階（守破離）を見極め、「何をできるようにさせるのか」を明確 に 

意識した授業を展開する 
 
・学びへの意欲を喚起するために、子供たちが自らやり遂げたと思える指導を展開する 

 
     ・「確かな言葉」を用いて表現（話す・書く）する力を身につけさせる 
 
     ・基礎的な知識・技能の確実で効果的な定着方法を工夫する → B 対応の時間を作り出す 
 
     ・読み・書き・計算の正確さとスピードアップの工夫、実現する → 脳トレの考え方で 
 
     ・「チャイムが鳴ったらする仕事」を定着させる → 単純な内容でもよい 継続が大切 
 
     ・読書活動を充実させる 

     

   ② 「仲間とつながり合う子」をもとめて 
 
     ・良好な人間関係を築く 
 
     ・自己有用感を育む → 他者との関係の中で「役立てた」と思える体験を仕組む 
 
     ・気持ちの良い挨拶・返事ができるように 
 
     ・情報モラルを身につけ情報ネットワーク社会を生き抜く資質を育む 
 

   ③ 「たくましい心と体をつくる子」をもとめて 
 
     ・学校の環境を生かした体力作りに取り組む 
 
     ・学習活動や行事等に、児童が目標を定めて取り組み、振り返りを行う 
 
     ・掃除に集中して取り組む心を育む 
 
     ・心の面での中学校への接続のあり方を検討し、実践する 
 
 

   ④ 「地域が元気になる」信頼される学校作りのために 
 
           ・「ふるさと学習」等の教育活動で、地域の「ひと・もの・こと」との良き出会いをつくる 
 
      ・児童の学びの姿や成果を、地域へ積極的に発信する 



平成28年度

月 教職員評価システム 教育計画 学校評価 内部評価

4 目標設定 学級経営案作成

5 目標設定・面談 教育計画の作成

6
評価項目の作成
地域・学校協議会に提
示し意見を聞く

7

8 中間評価

9 面談(必要に応じて）

10

11

12
児童・保護者・教職員
による自己評価

記述式評価
（冬季休業中）

1 最終評価・具体的評価 結果分析 結果のまとめ

2 面談
地域・学校協議会に提
示し意見を聞く　　結
果を保護者に報告

今年度の成果と来年
度への課題

3 評価内容報告 教育計画の素案作り
学校自己評価提出
（市教委へ）

今年度の成果と来年
度への課題

学校評価年間計画



平成28年度 校務分掌 小浜市立内外海小学校

運営委員会（校長･教頭･教務）

企画運営会議（校長･教頭･教務･低学年チーフ）

研究推進委員会（研究･校長･教頭･教務）

各委員会 特別支援教育推進委員会（特別支援教育コーディネーター･教務･生徒指導･養護教諭･関係担任･校長･教頭）

（教頭） 学校予算委員会（教頭･教務･研究･事務職･校長）

学校保健･健康教育委員会（保健主事･体育主任･養護教諭･校長･教頭）

生徒指導部会（生徒指導･各担任･養護教諭･教頭･教務）

いじめ対策委員会（校長･教頭･生徒指導･高学年チーフ･低学年チーフ･養護教諭･教育相談主担当者)

学校沿革誌 人事関係 法令（校長）

総務部 学級編制 学校日誌 学校月報 出勤簿 行事予定 教育調査･統計 学校要覧 服務関係（教頭）

（教頭） 学籍（指導要録 出席簿 転出入 諸名簿等）公簿管理（教頭）学務（就学援助 諸証明等）（教頭･事務職）

職員会議･日直割当（教頭）新入学事務（教務･１年担任･養教）諸願届報告（教頭･事務職）

教育計画 教育評価 授業時数 時間割 日課表 補欠授業 週案 通知表（松井）

指導書･補助教材･教科用図書（松井）

指導訪問（教頭･松井）学力調査（松井）

学年･学級経営 １年（新谷）２年（垣東）３年（山前）４年（木﨑）５年（永井）６年（野路）

低学年チーフ（垣東） 高学年チーフ（松井）

教 科 国語（永井）書写（水本）社会（山前）算数（垣東）理科（松井）生活（新谷）

音楽（木﨑）図画工作（山前）体育（野路）家庭（永井）

道徳教育（新谷）

外国語活動（山前）

総合的な学習（松井）－ユネスコ･スクール（野路）食の教育分野（垣東）情報･視聴覚教育分野（松井）

教務部 国際理解（山前）

（松井） 特別活動（野路） 学級活動（各担任）

児童会活動（野路） 各委員会（給-木﨑 生-垣東 図-永井 放-山前 保-岸 体-野路）

縦割り活動（野路）

クラブ活動（松井）―各クラブ（木﨑・永井・野路･松井）

学校行事（松井）－儀式的（教頭･松井）文化的（松井）勤労生産･奉仕的（岸・山前・永井）

遠足･集団宿泊的（垣東・野路）健康安全･体育的（野路･岸）

特別支援教育（木﨑) 特別支援教育コーディネーター（木﨑・野路）

図書館教育（永井）－読書指導（うちどく） 読み聞かせ 図書室企画･運営･管理（松井・永井）

食の教育（垣東） ふるさと学習（野路） 人権教育（新谷） ボランティア･JRC活動(木﨑)

性教育（岸） 健康教育（野路･岸） 環境教育（松井） キャリア教育（山前）

校 教

研修部 現職研修 職員研修企画･運営（永井） 研修講座（松井）

（永井） 学力向上（教頭･松井）

長 頭

生徒指導全般（垣東）

指導部 校外指導―仏谷-永井､堅海泊-山前、西小川加尾宇久-新谷、甲ヶ崎-松井・木﨑、阿納尻－垣東、阿納-野路､田烏志積-岸

（垣東） 教育相談（岸･木﨑･野路・各担任）

学校保健 保健指導（岸） 学校保健･健康委員会（岸） 衛生推進者(岸）

（木崎） 保健･医薬品管理･保健調査･統計･健康診断票･日ス振セ（岸）

保健部 学校安全 交通安全･通学指導（垣東）避難･防災訓練（教頭）緊急メール(松井)

職 （岸） （教頭） 安全点検･火気取締（各教室等担当者）

員 学校給食 給食指導（各担任）

会 （垣東） 給食管理･給食備品（垣東）

議 学校環境 環境美化（教頭）衛生管理･清掃指導･清掃用具（岸）

（教頭） 学校花壇（教頭・山前･岸）教材園（各担任･松井）掲示（松井）

庶務 文書収受･発送･諸届･法令加除（教頭･吉見）服務･給与･旅費･福利厚生（吉見･教頭）備品台帳（各主任）

学 地 事務部 用度－教材備品（教頭･吉見）消耗品･燃料（吉見）

校 域 （教頭） 経理 公会計受払（教頭･吉見）給与･旅費･福利厚生（吉見）相愛会（岸）

評 学 通信･電話（吉見）図書（吉見）日ス振セ（岸）

議 校 給食（岸）購買（吉見）

員 協 管理 校舎･学校備品（教頭）教材備品（各主任）一般備品（教頭･吉見）理科薬品（松井）机･椅子（岸）

議 コンピュータ（松井）ＨＰ（校長･松井）校舎営繕（教頭･松井･吉見）視聴覚(松井)職員図書（吉見）

会 体育館･遊具･体育用品･グラウンド（野路）トイレ（岸）防火･防災（教頭）放送（山前）

電気･ボイラー･給水･灯油（事務）プール（野路）各倉庫（教頭）給食物資（岸）

校務部 渉外 学校評議員（校長）タクシー･バス（教頭･松井）通学安全パトロール隊（教頭）･幼保小連絡（新谷）

（教頭） 公民館運営審議委員（校長）体育協会（校長）男女共同（松井）保育園（教頭）

体育館（教頭）施設使用･備品貸出（教頭）外部講師（教頭）社会体育（校長）

民生委員（校長）公民館（教頭）

ＰＴＡ 庶務（教頭）･会計（教頭）企画（松井･野路）研修（岸･木﨑）広報（永井･山前）子育て（垣東･新谷）

厚生 うちとみ会（垣東･野路・岸）

分会長(校長) 代議員(山前 )政治対策(松井) 教研(木﨑） 女性(垣東) 青年(野路) 福対(教頭・吉見) 男女共同(新谷)



 

第１学年 学級経営案 

担任 新谷弘子 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

・子どもらしく素直な子が

多く、明るく元気に生活

している。 

・ほとんどの児童が友だち

と関わることを好み、仲

良く活動している。 

・学習に意欲的に取り組ん

でいる。 

・集中して話を聞けない子

自信を持って発表できな

い子がいる。 

   ＜学級目標＞ 

              みんな なかよし 
 

・自分の考えを持ち、自信をもって表現できる子   ・自分で見て聞いて、考えて、行動できる子 

・他の人の気持ちを思いやり、みんなで協力できる子 ・集団のルールを守り、けじめをつけて活動できる子

・失敗やまちがいを気にせずに挑戦し、努力を続け、最後まであきらめずにやりぬく子 

内外海小学校が大好きな子

 

内外海に誇りを持ち、 

未来へ大きな志を持つ子 

 
・縦割り活動や異学年交流を通して、

上級生の素晴らしさに触れ「こんな

上級生になりたいな」という憧れの

気持ちを持ち、理想の姿に近づくた

めの、1年目の小さな志を持たせる。

・保育園児やお年寄りと楽しく活動し、

自分の成長を感じたり、人の喜ぶこ

とができたという充実感を感じたり

できるようにする。 

・自分たちで、みんな遊びを企画・運

営することで、成功した達成感を味

わわせるとともに、協力することの

大切さや、仲間と過ごす時のルール

を学ばせる。 

・当番や係活動で、自分の役割、責任

を果たすことで、人に貢献できる喜

びを体験させる。 

 
・友だちの話をよく聞き、分からないこ

とを質問したり、自分の考えとその理

由を発表したりすることが、１日２回

以上できるようにする。 

・学習後、ふり返りの時間をもち、考え

の変容や学びの深まりに気づかせる。 

・小黒板を有効活用し、自分たちで授業

を進めることができるようにする。 

・チャレンジタイムや脳トレで、音読・

計算・視写に取り組み、集中して学習

する習慣を身につけ、読み・書き・計

算の正確さとスピードアップを図る。 

・休み明けテストで、全員 90 点以上合

格が達成できるようにする。 

・「読書のあゆみ」を毎週点検し、年間

で 100冊以上の本を読むことができ

るようにする。 

 

・朝マラソン 2 周以上、チ

ャ レ ン ジ ジ ョ ギ ン グ

1000ｍ以上を、毎回達成

できるようにする。 

・木登りでは、青リボンが達

成できるようにする。 

・チャレンジスイミング、駅

伝、なわとびではチェック

カードを活用して、意欲的

に取り組ませ、目標が達成

できるようにする。 

・給食を時間内に残さず食べ

られるように支援する。 

・時間いっぱい口を閉じて掃

除に取り組むようにさせ

る。 

 
・協調性のある思いやり 

のある子 

・自分で考えて行動できる子

・他の人の考えを認めながら

も、自分の考えを自信をも

って発言できる子 

・仲の良い学級、団結力のあ

る学級 

・縦割り活動を通して様々な

ことに挑戦できる学級 

学校の教育目標

子ども・学級のようす 
保護者の願い 

 

こんな学級に  

・分からないことを分からないと言えて、そ 

れを解決するために、みんなで学習を深め 

ることができる学級 

・仲間のがんばる姿やよさを認め合い、互い 

に刺激を受け高め合う学級 

・何事にも挑戦し、友だちと助け合い協力して

最後までやりとげようとする学級 

学級経営方針 

志を持って 

主体的に学び合う子 仲間と 

つながり合う子 

たくましい心と 

体をつくる子 

 
    

各種たよりによる情報公開 ふるさとの教材・人材 あいさつ運動・文化の継承

家庭・地域との連携 

具体的な取り組み 

こんな子どもに 



 

内外海に誇りを持ち、 

 未来へ大きな志を持つ子 

学校の教育目標 

第２学年 学級経営案 

担任 垣東 恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・学級のようす 

・素直で明るく元気であ

る。 

・全体的に仲がよい。 

・大きな声で挨拶や返事

ができる子も多いが、

自分の考えを自分の

言葉できちんと話せ

ない子もいる。 

・学習に真面目に取り組

み、自分の力を伸ばそ

うと頑張る子が多い。 

・自分達で学級をよりよ

くしていこうとする

雰囲気ができてきた。 

保護者の願い

・挨拶、ありがとう・こ

めんなさいがしっか

り言える子になって

ほしい。 

・自分の思い考えをみん

なに伝えられる子に

なってほしい。 

・優しく明るく素直な子

になってほしい。 

・自分に自信を持って何

事にもチャレンジし

て積極的になってほ

しい。 

・周りを見て今すべきこ

とを判断できるように

なってほしい。 

 
学級経営方針

＜学級目標＞    

ともにたすけあおう 
 

＜教師の願い＞ 

 互いに切磋琢磨しながら、自分の力、学級の力を高

めていける子になってほしい。 

 

○ しっかり学習に取り組み、生きていく上での学習

の力や生活の力を身に付けてほしい。 

○ 友達と競い合い高め合う中で学級の力をどんどん

伸ばし、友達とよりよく成長していく楽しさや喜

びを味わってほしい。 

 

こんな取り組みを進めます！ 

家庭・地域との連携

各種たよりによる情報公開 ふるさとの教材・人材 あいさつ運動・文化の継承

志を持って主体的

に学び合う子 仲間と 

つながり合う子 

たくましい心と 

体をつくる子 

◎基礎学力の定着 
・漢字、計算（特に九九）の習熟

９５％達成。 
・読解力を付けるために、毎日音

読や暗唱、読書に取り組ませる。 
◎３S 学習の定着 
・授業では、２年生の発達段階を

考えながら児童が前に出て司会
進行できるようにする。 

・自分の考えを必ず持たせ、みん
なで考えを深めていけるような
授業を工夫する。 

◎主体的な学習 
・分からない言葉が出てきた時に、

国語辞典を進んで使える子にす
る。 

・自主学習に取り組ませ、自分で
テーマについて調べてまとめる
力を付ける。 

◎読書の推進 
・年間 100 冊が達成できるように

継続して働きかけを行う。 

◎体力づくり 
・朝マラソン（２周以上）木登り

（半分の木に登る）を達成させ
る。 

・器械運動（逆上がり）や水泳（15
ｍ）縄跳び（持久跳び８分二重
跳び 1 回）を目標にして取り組
ませる。 

◎心の成長 
・そうじを通して、心を磨かせる。

１年間に１回は掃除名人に選ば
れるように働きかける。 

◎習慣化 
・早寝ができるようにお便りや学

級指導などで働きかける。 
 
◎楽しい食事 
・毎月１回の食事作りを通して、

食に関して興味関心を持たせ
る。 

 

◎仲間づくり 

・互いに認め合い協力し合えるよ

うにするためにペア学習やグル

ープ学習、集団遊びを多く取り

入れる。 

・学級の問題を自分達で話し合い、

自分達で学級を作っていく姿勢

を育てる。 

・よりよい学級にするために、主

体的に当番活動や係活動に取り

組ませ、自己有用感を育てる。 

◎交流活動 

・縦割り班活動、異学年交流、地

域の人々との様々な交流活動を

通して、人と関わる楽しさや協

力することの大切さを感じられ

るようにする。 

 



子ども・学級のようす 保護者の願い 

         第３学年 学級経営案    担任 山前 徳幸 

 

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

元気いっぱい、笑顔いっぱい、
くじけず、あきらめず、 
みんなで助け合う 

仲間とつながり合う 
○行事などを通して、お互いを思い合い、協力し合う言動がで

きる子の育成 
・帰りの会で、友だちのがんばりやよい行動を紹介する。 
○言いたいことが伝え合える学級集団の育成 
・みんなで課題を解決しようとする話し合う授業・学級づくり 
○当番活動・係活動の充実 
・自ら進んでみんなのために働く楽しさややりがいを感じさせ、

自己有用感や責任感を育てる。 
○合奏や群読など、気持ちを一つにして取り組む活動を通して

集団の一員としての役割に気づかせる。 

たくましい心と体をつくる 
○つらいことから逃げない、あきらめない心を

育てる。 
・持久跳び 8分間、チャレンジスイミング、
駅伝大会などへの取り組みを通して、目標
を持ち、あきらめず最後まで努力を続ける
ことのできる強い心を育てる。 

○朝マラソンや木登りに挑戦する。 
・朝マラソン４周や木登り名人の目標を持っ

て継続して取り組む力を育てる。 
○マナーやルールを守る。 
・思いやりの心を持ち、楽な方に流されない

自分に厳しい態度を積極的にほめる。 
○無駄口をせず、そうじに集中、心を磨く。 
 ・全員１回以上そうじ名人に選ばれることを

目標に取り組む。 

志を持って主体的に学び合う 
○聴く力をつける。 
 ・相手を見て、最後まで『聴く』ことを習慣づけ

る。 
○的確に話す・書く力をつける。 
 ・話型を使って最後まで話すことを習慣づける。
 ・テーマや字数に添った文を書く練習をする。 
○基礎・基本を見に付ける。 
・文字を丁寧に書くことを習慣づけ、単元ごとの
漢字小テスト９０％習得を目指す。 

・四則計算、理科社会の基礎知識を定着させる。
○達成感を味わう。 
・絵本丸ごと１冊暗唱（夏休み） 

○内外海のすばらしさ再発見（ふるさと学習） 
・内外海の自然環境・伝統行事・海の恵みなどに
ついて学習する。 

○読書推進 
・年間１００冊全員達成（必読書２０冊を含む）

教材 関連読書を必読さ る

 
・しっかりと相手の目を見て、あいさつや話ができる子
・楽しいことだけでなく、難しいこと、苦手なことにも

チャレンジし、自分を伸ばせる子 
・仲間と協力して仕事ができる、喜びを感じる子 
・マナーやルールを守り、けじめのつけられる子 

地域・家庭との連携・・・学級通信、連絡帳、電話連絡などを通して 

・総合的な学習の時間を中心に、家庭や地域の方々との交流を図りながら内外海について調べる。

・家庭学習、学習用具の準備・点検などが自分からできるように支援していく。 

 

内外海に誇りを持ち、未来へ大きな志を持つ子 

＜学校教育目標＞ 

＜学級目標＞
・大きな声であいさつやお礼

が言える子 

・他人の気持ちがわかる思い

やりのある子 

・自分の考えや気持ちを発言

できる子 

・よく考えて行動できる子 

・苦手なことに前向きに粘り

強く取り組む子 

・いじめのない明るく活力の

ある学級 

・素直で、明るく、活動的

である。 

・積極的に自分の考えを、

発表できる子が多い。 

・よくないと所をお互い、

指摘し、理解しあえる。 

・当番や係の仕事を果たそ

うと努力できる。 

・マナーやルールを守れな

いことがある。 

・自己中心的な言動が見ら

れ、トラブルになること

がある。 

＜担任の願い＞ 



 
第４学年 学級経営案          

担任 木﨑 みどり 
 
【子ども・学級の様子】           【子どもたちの願い（こんな学級に）】 
 

 
                           

 
 
  
 
 
  
 
 
 

【目指す学級の姿（担任の願い）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『主体的に学び合う』（知） 

課題に対して一人一人が主体

的に取り組み、みんなで話し

合うことで、自分の考えや理

解の深まりを感じ合えるクラ

ス。  

『仲間とつながり合う』（徳） 

学級で起こる様々なことを、自

分のこととしてとらえて、みん

なで工夫して乗り越えようと

する主体的・自治的なクラス。

『たくましい心と体』（体） 

自分の記録や技術に対する

目標をもち、自分で追求した

り友達と切磋琢磨したりす

ることで、達成感を味わえる

クラス。 

・人から信頼されるように 

・みんなで協力できる仲間に 

・４年生から始まる新しいことや難しいこと

に、みんなでがんばりたい 

男子７名女子１０名 計１７名 
◎全体的に明るく、元気でパワーがある。

◎高学年の自覚を持って、みんなでがんば

ろうとしている。 
△自分の考えに自信が持てず、発表できな

かったり、思考を要する課題に 
なると意欲が下がったりする 
ことがある。 

△自分のことに気が向いて、周囲 
に気を配れないことがある。 

《学級目標》 

仲間と協力し、苦手なこともがんばって 

笑顔いっぱいになろう！ 

○課題（児童の「わからない」

こと）を意識した子ども主体の

話し合い学習を１日１回以上取

り入れ、自分でまたはみんなで

考える力を育てる。 
・自分でよく考える一人調べの時間

を確保する。 
・友達の考えと比べてよく聴くこと

を意識させる。 
・教師もよく聴き、よく見て、わか

ろうとする発言や態度を褒める。 
○単元または１時間の授業の最

後に、学習の感想やまとめを自

分の言葉で書く時間をとり、自

分の理解や思考の深まりを確か

められるようにする。 
・ノート、新聞、レポートなど 

○児童に企画立案させたり、失

敗したときにはどうしたらよ

かったかをみんなで考えさせ

たりして、「自分たちでできた」

「人の役に立った」という自己

有用感や自己肯定感を高める。

○大きな目的に団結して挑戦

する力と、ふるさと小浜への郷

土愛を育てる。 
（学校行事・総合的な学習の時間）

○相手の成長を認めたり、そこ

から自分の成長につなげよう

としたりする心を育てる。 
（日記や感想の交流・よいところ探し） 

○読書により、物事を様々な視

点から見られる力を育てる。（学習

や道徳とリンクした本の紹介・１万ページ達成）

○自分で、または友達と一緒

に、自分の決めた目標を達成

するための努力や工夫をしよ

うとする力を育てる。 
・朝マラソンや行事などの取り組

み方について、体育係や委員会が

中心となって話し合ったり提案し

たりする。 
・「朝マラソン、器械運動練習」 
など進捗状況のわかる掲示をし、 
互いに刺激し合える環境を作る。 
・学習カードに、目標や振り返り 
を書かせて、みんなで共有する時 
間をとる。 

『保護者との連携』 ○上記の取り組みについて、子どもたちの様子や担任の考えなどを、学級通

信を中心におうちの方へ知らせると共に、通信欄を設け、いつでも意見・感想が聞けるようにする。

○教育懇談会では、年度初めの「保護者の願い」をふまえた児童の様子についての話をする。 



学校の教育目標 

内外海に誇りを持ち、未来へ大きな志を持つ子 

担任の願い こんな子に 

☆みんなが主役。一人一人の活躍と

クラスの成長が心から願える子 

☆一人でスタートを切る強さと、最

後の一人を待つ優しさを持つ子 

☆自分自身をほめることができる

子、クラスが大好きな子 

☆自分の無限の可能性を信じがん

ばれる子 

第５学年 学級経営案 

担任 永井 泰子 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・学級のようす 

・自分たちが主になって取り組も

うとしている。 

・アイディアを出し合い、協力し

て積極的に活動できる。 

・みんなで成長しようという強い

気持ちを持っている。 

・全員発表や全員目標達成をめざ

し取り組んでいる。 

・問題点を話し合って解決しよう

と努力している。 

・丁寧さ・積極性に個人差がある。 

保護者の願い 

こんな子に 

・まわりも自分も大切にでき

る子。思いやりのある子。

・集中力・忍耐力・行動力・

のある子。 

・前向きに取り組み、リーダ

ーシップの発揮できる子。

・何事にも挑戦し、主体的に

生きる力を持った子。 

・地域を大切にし、自ら学ぶ

力を。体験・経験から学ぶ

力を持った子に。 

・人として生きる力を。 

こんな学級に 

・一人一人が個性を発揮し自

信が持てる学級に。 

・逞しく行動できる力を。 

・安心して楽しく過ごせる学

級に。 

学級経営方針

＜学級目標＞    

「志と自覚をもち、笑顔で協力 みんなで成長」 

学級経営の基本的考え方 

☆ 自分たちの力で学ぼうとする学級風土を創る。 

☆ 「心が動く」経験を大切にする。 

☆ 「心」や「思い」を形にして伝える意欲を養う。 

☆ 内外海のすばらしさに感謝し、さらに自分たちで高

めようという気概を持たせる。 

☆ 「感謝する」「自分のがんばりをほめる」「うれしい

と感じる」「楽しむ」「おおらかな気持ちを持つ」こ

とを常に意識させる。 

☆ 仲間を大切にし、共に伸びる喜びを実感させる。 

☆ 振り返りが次の活動に生かせるように、考えさせ

る。 

みんなが笑顔で輝けるように 

次のような取り組みをします 

家庭・地域との連携

各種たよりによる情報公開 
ふるさとの教材・人材

あいさつ運動・文化の継承

志を持って、 

主体的に学び合う子 

仲間と 

つながりあう子 

たくましい心と 

体をつくる子 

学習への姿勢づくり 

☆学習用具を整える、提出物を必ず出

す、文字を丁寧に書く、最後まで仕上

げるなど学習への構えを徹底させる。

☆自主学習を推進し、主体性を養う。 

基礎・基本の定着 

☆読み・書き・計算の正確さと速さがア

ップする方法を工夫する。９割達成 

☆音読、暗唱の仕方を工夫し、はっきり

話す、しっかり読み取る力を養う。 

表現力の育成 

☆自ら体験する、見る、聞くことから考

え、自分の言葉で表現し発信する力を

養う。（日記、作文、報告文など） 

学びの力の向上 

☆ふるさとを思い自分たちにできること 

を考え行動させる。（地域学習、防災教育等）

読書の推進と習慣化 

☆読書目標年間 10,000 ページ達成と必

読図書を読破させる。国語教材の並行読

書の奨励と、読書ノートへの記録等。 

強い身体づくり 

☆よい姿勢での学習を徹底させる。

 背筋を伸ばし、集中力を養う。 

☆早寝、早起き、ゲーム時間の制限

など、自己管理の力をつける。 

☆「食」と「成長」に関心を持たせ

る。毎月 1 回の食事作り。 

強い心づくり 

☆あきらめず粘り強く最後まで取

り組ませる。達成できたことを

「ふり返り日記」に記録させる。

☆そうじを通して心をみがかせる。

体力づくり 

☆朝マラソン毎朝６周＋α、チャレ

ンジジョギング８分、遠泳 500

ｍ、駅伝完走、木登り、山登りな

ど、目標を持って進んでチャレン

ジすることを奨励する。 

☆鉄棒逆上がり，後ろまわり、跳び

箱５段、縄跳び持久とび 8 分等、

努力目標を達成させる。 

仲間づくり 

☆良いところさがしや振り返

りを行い、共に成長する喜び

を共有させる。 

☆はっきりとした意思表示・判

断ができる場を設ける。 

全員目標の達成 

☆学習や運動、読書等の達成目

標を全員で達成させる。全員

達成の厳しさ・楽しさから仲

間意識を育てる。 

☆仲間との協力の中で自分の

可能性を引き出し、向上心を

持ち積極的に取り組ませる。 

係・当番・委員会活動の活性化 

☆自ら企画・運営し、自己有用感

を持てる機会を増やす。 

コミュニケーション力の育成 

☆地域の人の生き方を学び、地域

を大切に思う気持ちを高める。 

☆異学年交流の機会を増やす。 



第６学年 学級経営案 

担任 野路 拓史 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

担任の願い…こんな６年生に 
・気持ちの良い挨拶や返事が、いつでもどこでも誰にでもで

きる。 
・発表などを積極的にし、自分の意見をみんなに伝えること

ができる。 
・最高学年としての自覚を持ち、率先垂範を心がけて下級生

から信頼される。 
・内外海地域をもっと好きになり、進んで行動できる。

学校教育目標 
内外海に誇りを持ち、未来へ大きな志を持つ子 

確かな学力 

○基礎・基本の定着 
・集中力をつけるために脳トレや古

典の暗唱を継続的に行う。 
・個や習熟に応じた個別指導を実施。 
・漢字計算テストによる学力の確認 
・必読図書を選定し,推奨することで

読書目標年間 10000 ページ達成を

目指す。 
・「新聞記事を読もう」活動の継続 
・毎日のふりかえり、テーマ作文の

継続実施により書く力をつける。 
○自主的な学習態度を身につける 
・自主学習（予習・復習・発展）に

取組み,良いノートを見本として提

示する。 
・質問する力、疑問を持つ力をつけ

られるように、考える授業づくり

を行う。 
・読書活動や朝マラソンでは短期目

標を設定し、見通しを持ち取り組

む。 
 

集団での力を高める 
○体育大会、遠泳、駅伝、修学旅行

などの行事を通して、協同一致し

仲間との絆を深める。 
○委員会活動や当番活動を、他の子

と協力しながら取り組む。 
○学校生活を送る中で課題を見つ

け、話し合いによって全員で解決

していく態度を育てる。 
○作文の読み合いや作品の鑑賞活

動まどお互いを認め合う場を設

定する。 
個での力を高める 
○縦割り活動や集会活動などで全

員が前に立つ機会を設け、リーダ

ーとして責任ある役割を担うよ

うにする。 
○体験活動や大きな行事をふり返

り、記録として残すことで自己有

用感が高められるようにする。 
○道徳や学級活動の時間を通して、

自分や社会について考える時間

を多く持ち、自己を見つめ直す。

 

正しい生活習慣を身につける 
○歯みがきやハンカチ調べなど

日々の健康に対する取り組みを

きちんと行う。 
○スマホやパソコンの利用など、ネ

ット社会と適切に関わり、睡眠時

間を確保できるようにする。 
学校周辺の環境を活用 
○木登りや志の道登り、遠泳など地

域の自然を利用し、良さを感じな

がら体力作りを行う。 
○朝マラソンに進んで取り組み下

級生の手本となれる。 
学校の代表としての自覚を高める 
○器械運動発表会、陸上記録会に向

けて目標を持って取り組み、対外

行事で結果を残し、輝くことで自

信を持って中学校へ進学できる

ようにする。 
困難を克服する強い心 
○鯖街道踏破、読書、暗唱、縄跳び

など大変なこと、苦手なことに全

員でチャレンジし、達成すること

で絆を深めていく。 
 

 

志を持って主体的に学び合う子 仲間とつながり合う子 たくましい心と体をつくる子

目標達成のための具体的な取り組み 

《学級目標》 
進んで行動高め合う 

～笑顔で挑戦 一致団結 6 年生～ 

学級の実態 
○元気で欠席も少なく、活発に運動する。 
○何事にも真面目に取組み、素直に話を聞ける。 
○最高学年として学校のリーダーとなり活躍する

ことに喜びを感じている。 
●活発な話し合いがあまりできていない。 

 

笑顔の溢れる卒業式 中学校へのスムーズな接続 郷土を愛する心 

家庭との連携 

・学級だより、家庭訪問、連絡帳等を通じて家庭との連携を図る

地域との連携 
・総合的な学習の時間を中心に内外海を知り、地域の人に学ぶ姿

や成長を発信することで交流を深める。 



学校の教育目標 

平成２8 年度 保健室経営案 

養護教諭 岸 裕美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの健康実態 

・歯・視力共に県・全国平

均よりも良い。 

・欠席や早退する子は少な

い。(昨年度全員登校し

た日は 73 日) 

・日本スポーツ振興センタ

ー対象けがは、昨年 4

件（少ない）。 

課題 

・低学年から社会体育に参

加している児童が多く

疲労が蓄積し、体調を崩

すことがある。 

・長時間のメディア、睡眠

不足、偏った食事など生

活習慣の問題。 

保健室経営方針

＜保健室目標＞ 

『自分のからだは 自分でつくる』 

しっかり食べて、たくさん動いて、よく眠り、 

元気なからだをつくる 

 

保健室では子どもたちのすこやかな成長を願い、全職

員・家庭・地域・関係機関・幼保・中学校等と連携しな

がら、心とからだの健康づくりをサポートしていきま

す。 

・子どもがほっとする保健室、元気になれる保健室 

・一人一人を大切にし、個に応じた支援を行う。 

・委員会活動等を通して、自信を持てる子を育てる 

・体のことが学習できる保健室 

内外海に誇りを持ち、未来へ大きな志をもつ子

子どもが活躍し、子どもの命輝く 
こんな取り組みを進めます！ 

家庭・地域との連携

保健だよりやホームペ

ージによる情報公開 

ふるさとの 

食材・人材の活用 保護者と連携 

志を持って主体的

に学び合う子 
仲間と 

つながり合う子 

たくましい心と

体をつくる子 

健康の増進 

健康な生活リズムを作ろう 

・生活リズム日記（５・９・１月）

・ノーメディアデー 

・子ども健康第一会議（５・１０・１月）

・欠席０の日 100 日に挑戦 

・朝食は赤黄緑３色とろう 

・学校給食 七分づき米 

歯の健康  歯みがき１日３回  

・正しい歯みがき教室 

・学童歯みがき大会(５年) 

・歯みがき名人コンクール 

・夏休み歯みがきチェック  

目の健康 

・ビジョントレーニング・遠望等

 

持続発展教育（ＥＳＤ） 

 

口とじて掃除に集中心をみがく 

掃除に集中して取り組む心を養う

学年の立場や役割を考え行動する

① くじけずがまんする心 

② よごれを見つけきれいにし

ようとする心 

③ 仲間と協力する心 

・毎月 掃除名人の発表 

・年間 掃除名人の表彰 

・学期１回 掃除班長会議 

・各学期に掃除の振り返り 

 (児童評価 A 80％以上) 

・草取り（定期的） 

いのち輝く 

自分も相手も大切にしつながる

命を輝かせよう  
・命の話 (外部講師) 

・赤ちゃん抱っこ体験(内外海の方) 

 

健康相談 

・健康相談を年２回実施する。 

 (個別・グループ) 

 

安全 

ルールを守って けがの予防 

・登下校の安全 

・校内での安全（廊下を走らない） 

 

心身の健康づくりに、

すすんで実践する子の

育成 

学校保健目標 



事務職員 

吉見 佳余子 

 

【学校教育目標】 

内外海に誇りを持ち、未来へ大きな志を持つ子 

 

【学校事務目標】 

学校教育環境を充実させ、子どもたちの確かな学びと育ちを支援する 

 

【今年度の重点課題 および 具体策】 

 

１  児童が学習しやすい環境づくり 

○ 環境整備のための点検の実施および施設・設備・備品の安全の保持 

 危険箇所の早期発見・早期解決を行う。 

 施設・設備・備品の修理・営繕を積極的に行い、児童が生活しやすい環境を整える。 

○ 教材備品等の有効活用、効果的な授業づくりの支援 

 学習指導要領に対応した備品整備を行う。 

 学習で使用する視聴覚機器等の有効利用に向け、担当者と協働し整備を行う。 

 備品・消耗品・教材・公文書等が「探しやすい・使いやすい・返しやすい」状態を保

ち、積極的に活用できるシステムを作る。 

 

２  保護者負担軽減に向けて 

○ 私費（学納金等）を含めた学校全体の予算の効果的な執行 

 校内予算委員会を学期に１回ずつ行い、学校予算の有効活用に向けて、また本校の予

算等に関する諸問題等について討議する。 

 学級費をはじめとする学納金の管理・運営について、校内システムのよりよい在り方

を検討する。 

 

３ 適切な情報管理に向けて 

○ 情報の共有、適切な管理・整備 

 個人情報保護や情報公開に配慮した適切な文書管理・保存・廃棄を行う。 

○ 保護者・地域等への適切な情報の提供 

 おたよりや学校のホームページを通して、保護者・地域等へ適切な情報の提供を行う。 

 

４ 職員が働きやすい職場づくり  

○ 職員への情報提供 

 給与・服務・旅費・財務・福利厚生などに関する情報の収集・提供を随時行い、職員

が安心して働ける環境づくりを行う。 

○ 事務改善・事務負担軽減に向けて 

 学級会計管理等について本校のシステムを検討・改善し、スムーズに事務処理できる

体制を作る。 
○ 学校事務の共同実施 

 小浜市統一のシステム（学校日誌、旅費、フォルダー管理、児童生徒名簿）を使用す

ることで、教員の異動時の事務負担を軽減する。 

事務室経営計画 
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