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令和３年度 学校経営案 

佐賀市立鍋島中学校 

 

Ⅰ 学校経営について 

 １ 学校経営の基本方針 

 教育基本法が示す教育の目的「教育は，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身とも健康な国民の育成を期して行わなければならない。」を基軸に，

「確かな学力，豊かな心，健やかな体力」のいわゆる「知，徳，体」をバランスよく育む教育を展開

する。 

 そのために，生徒の「育ちの場」は，学校，家庭，地域の連携した環境のもとにあるとの認識のも

と，学校における教育環境の充実とより高きを目指した教育活動の実施，家庭・地域との信頼関係に

根ざした有機的な連携を推進する。 

 

【学校経営基本方針の構造図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会で通用する資質を身につける、身に付けさせることができる】 

佐賀県 

教育方針 
学校教育目標 

関連諸法：日本国憲法 教育基本

法 学校教育法 学習指導要領 

佐賀市教育振興

基本計画 

粋な心で次世代を生き抜く生徒の育成 

目標に向かう２つのアプローチ 

〇 【学力向上】「つまり～，例えば!?」で生徒同士の対話が広がり，個に応じた主体性が深い学びを互い

に引き出す『学び合い』による学力向上 

〇 【個性伸長】地域，学校，生徒一人ひとりの実態に応じた開発的生徒指導による生徒の育成 

○ 情報リテラシーを持つ 

○ さまざまな価値を認めることができる 

○ 自分自身を理解して意思を伝えることができる 

○ 誰かと協力して何かを成し遂げることができる 

○ 「障がい」は個人の中にはないのであって、それはあくまでも「自分との関係性」の問題である

ことを理解して発信することができる 
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学校経営目標 

 

① 知（確かな学力），徳（豊かな人間性），体（健やかな体）の調和

のとれた生徒を育成する。 

② 将来の夢をもち，その実現のために，努力できる生徒を育成す

る。 

③ 生徒会活動の活性化を図り，ＪＲＣ実践目標に基づき「気づき・

考え・実行する」生徒を育成する。 

④ 教職員の意識改革と自己研鑽を推進し，指導力と豊かな人間性の

向上を図る。 

⑤ 安全で安心して学べる環境を確保し，生徒・保護者・地域から信

頼される学校をつくる。 
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【学校経営基本方針のコアとなる「学びの３要素がみえる授業」と開発的生徒指導のグランドデザイン】 

 

 （１）学力向上を支える顕在的カリキュラムをこう考える 

   ※「顕在的カリキュラム」：教科・領域等のこと 

「教科指導＝生徒指導」は周知の通りであり，授業場面では教材研究とともにいかに生徒指導３機

能（・自己存在感，自己有用感を与える・共感的人間関係を育成する ・自己決定の場を与える：文

科省生徒指導提要 平成22年4月2日）を取り入れるかが授業づくりのポイントと言われる。 

思春期真っ只中の中学生の時期は様々な場面で心の葛藤がある。将来のこと，仲間のこと，学力

のこと，家族のことなど，様々であり，そのことがもとで不安や悩み（以下：「心の揺れ」）を持つ。

授業中に生徒の集中力が感じられなかったり，元気がなさそうに見えたりする時，およそ心の揺れ

がある時と考えてもよい。無論，心の揺れを抑えて学習に取り組むことができる生徒もいるが，そ

うでない生徒もいる。 

そこで，校内研究では，生徒の心の揺れを理解し配慮できる授業構築，いわゆる生徒理解が必要

と考える。授業場面における生徒理解とは，下図グランドデザイン１の左に示されている学習意欲

の向上プロセスである。一斉授業では，生徒指導の３機能を生かしたり，個別に注意したりして授

業に引き込もうとするが常にできることではない。場合によっては教師の意図と逆行して注意され

たと思い違いしたり，他生徒からの批判を浴びたりすることがある。しかし，主体的な学習活動を

仕組めば，仲間との会話量が増えたり，仲間の良さに気付いたりして心の揺れを減少させることが

できる。つまり，仲間との豊かなかかわりの中で育まれる学び合いや高め合いが学習意欲の向上プ

ロセスを徐々に高める手立てとなる。このような考えを基に，学びの３要素の有用性を価値付けし

た。 

 

 

［グランドデザイン１ ～学習意欲の喚起を促す生徒理解と自己肯定感の高まり～］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）学力向上を支える潜在的カリキュラムをこう考える 

   ※「潜在的カリキュラム」：学校の教育活動全般における生徒の個性伸長を促す教師集団のかかわり 

生徒の個性伸長には自己肯定感が必要であり，自己肯定感の高まりが自己実現へと導くことは教育

において普遍の原理である。さらには自己実現を目指す過程で進路実現の種が芽生え，学習すること

学習者主体の学習活動＝仲間との豊かなかかわりの中で学び合い高め合う学習活動 

学習意欲の向上プロセス 

テストの点数が少し上がった 

テストで書けた 

授業が分かった気がする 

授業が楽しい 

「意外だ。教え方が上手だ。

ありがとう。」 

「こういえばうまく言える

かもよ。」 

「〇〇じゃないの？。」 

「いやいや，こうだよ。」 

「いつも教えてもらってい

たのでは申し訳ない。」 

「教えてもらうことが心地

よい。」 

「予習をしていないと友達

に教えるのが難しい。」 

授業に集中できない心の揺れ 

*さっきの授業が分からなかった 

*友達との仲が悪くなった 

*先生と相性が合わない 

*外の景色が気になる 

*隣の人が気になる 

*進路が気になる 

*・・・ 

～思春期理解の重要性～ テストの点数が下がった 

授業が楽しくない 

授業が分からない 

仲間とのかかわりが心地よい 
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の大切さや学力向上の重要性を理解し，自覚するものと考える。 

そこで，本校では学校内外において生徒一人一人の実態に応じた「出番・役割・承認」の場面を設

定することを重視し，地域連携を展開することとする。グランドデザイン２に示しているように，自

己肯定感は地域貢献や学校内外におけるボランティア活動などによる周囲とのかかわりの中で育まれ

る。生徒の活動が家族や保護者同士の話題，ひいては地域の話題に上ることで，個性伸長を実感した

り，地域社会とのかかわりの豊かさを感じたりする。このような地域ぐるみで取り組む学校文化，地

域文化の創造が生徒の心の安定や豊かさの育みに寄与し，学習意欲の向上に大きく作用するものと確

信する。 

 

［グランドデザイン２ ～自己肯定感の高まりと学習意欲～］ 

    

   生徒の出番・役割に対する承認は大人だけが対象ではない。小学生対象の「学習ボランティア」で

は，勉強を教えてもらう小学生からの承認が発生する。数年前までは同じ小学校の学び舎で学校生活

を共にしていた上級生が中学校の制服をまとった途端に大きな大人に見えてしまう。近いようで遠い

関係になってしまった中学生から勉強を教えてもらえば，小学生の純粋な態度や表情が自ずと承認と

なる。さらに，そのことを家族の話題とするならば，家族は中学生を認めるだろう。つまり，そこに

は承認のサイクルが成立する。承認のサイクルは中学生に自己肯定感を与え，自己実現への階段へと

一歩踏み出すことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［グランドデザイン３ ～承認場面を構築する地域連携～］ 

   

   出番・役割・承認場面は多ければ多い方が良い。なぜなら自己肯定感を育む場が増えるからである。 

学校内だけの活動では承認場面は限られてくる。外部講師や来賓，または来客の出入りによる承認

場面はあるが，普段は，その学校職員との設定しかなく自ずと学校職員からの承認のみと限られてく

る。無論，全校表彰や紹介で承認場面は設定できるが，できれば承認場面を地域にも拡散することで

学習意欲 

心の安定と 

心の豊かさ 

家庭，地域の大切さを実感 

自分自身の大切さを実感 

 

家庭，地域，社会で認められよ

うとする気持ちの広がり 

規範意識の涵養 

学力の大切さ 

伸びている実感 

見守られている実感 

保護者同士の話題 地域間の話題 地域文化 学校文化 

子ども同士の話題 家族での話題 

自分に自信をもち自分の良さを実感 

生徒一人一人の実態に応じた 

「出番→役割→承認」 
の手立てを仕組む 

地域ぐるみで展開する開発的生徒指導 

地域と学校が子どもたちに意図的にかかわり，「出番・役割・承認」のサイクルを仕組むこと 



4 

 

より多くの生徒のさらなる自己肯定感の高まりが期待したい。 

そこで，場面設定を，小中連携，幼保中連携，地域連携に求めることが，承認場面を増やす大切な

連携となる。例えば，中学校ではキャリア教育の一環として職場体験学習が総合的な学習の時間に設

定されている。職場体験学習は，勤労の意義を職業人から感じたり，学んだりすることで自己の進路

実現に生かす学習活動である。学校は事前に受け入れ事業所・企業と打ち合わせを行うが，ここで両

者が学習活動の内容の情報交換や打合せのみで終わらないことが大切である。学校からは，本人の目

覚ましい場面や出来事などを告げ，何かの折に話題にしてもらうことをお願いする，受け入れ先から

は，態度や振る舞いの良さを褒めてもらう場面があれば，そのことを連絡してもらうなどの共通理解

をすることで承認場面を構築した地域連携が成立する。 

地域連携を推進する際に重視することは，連携行事が成立できたことと併せて，その目的を承認場

面の設定と考え，意図的にその手立てを仕組むことである。このサイクルが軌道に乗ることで地域教

育力の高まりが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［グランドデザイン プラス］ 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒 

出番・役割 中学校 

小学校 

幼・保 

承認 承認 

承認 

幼・保中連携 

小中連携 幼・保小連携 

承認 

承認 承認 

地域連携 
近隣事業所・企業 

NPO法人 
行政機関 

教育関係機関 

高等学校 専門学校等 

承認 

生理的欲求 

安全欲求 

社会的欲求 

承認欲求 

自己実現欲求 

好きなこと 

できること 

できないこと 

嫌いなこと 

Ａ Ｂ 

Ｄ Ｃ 
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 ２ 学校教育目標 

 

 佐賀市の目指す子ども像と市鍋島校区の実態や保護者の願いを鑑み，本校の学校教育目標を「粋な

心で次世代を生き抜く生徒の育成」とする。さらに，目標に向かう２つのアプローチとして，次を設

定する。 

〇 【学力向上】「つまり～，例えば!?」で生徒同士の対話が広がり，個に応じた主体性が深い学びを互いに

引き出す『学び合い』による学力向上 

〇 【個性伸長】地域，学校，生徒一人ひとりの実態に応じた開発的生徒指導による生徒の育成 

 

(１) 学校教育目標に示した「粋な心」とは 

  数年後，社会で生きる生徒たちは未曾有の事態，予測不可能な事態に直面することが想定される

が，どのような場面においても物事に見通しを持ち，的確な判断と決断をしながら問題解決を進め

なければしなければならない。そのような時に，例え相手の個性に違和感を持ったり，信念が異な

ると感じたりしても，目標や目的，またはねらいとすることに同調したり，共感したりするのであ

れば，折り合いをつけたり，歩み寄る手立てを考え，実行しなければならないのであり，そのよう

なコミュニケーション能力をここでは「粋な心」と例えた。つまり，「多少の困難が付きまとって

も誰とでも上手に事を運ぼうとする心，解決するまで仲間と共にあきらめないで進もうとする心」

である。 

(２) 学校教育目標に示した「次世代」とは 

次世代とは，まさに第５期科学技術基本計画に示された「Society（ソサエティ）5.0」である。

また，情報化社会の急速な進展に伴うＡＩの高度化は少子高齢化，地域格差，貧富の差などの課題

を解決すると言われながらも，その対極を科学的かつ論理的に示す論も多く，それらに対する支持

も少なくない。つまり，国内外における地域格差や貧富の差などの課題がさらに巨大化し，ＡＩの

高度化と共に人間関係の希薄化や，「心豊か」で括ることができる誠実さや思いやりなど人間とし

ての情意面の喪失も懸念されることで懸念されている。このような将来を「次世代」と称した。 

 

この学校教育目標の実現に向けた取組みとして顕在的カリキュラムでは『学び合い』，潜在的カリ

キュラムでは，開発的生徒指導の理論を踏まえた生徒指導のあり方の具現化を重視したい。 

 

 ３ 教育の重点（学校教育目標達成のための手段や方策） 

※１ 新学習指導要領が示す授業の姿，学びの３要素「主体的・対話的で深い学び」をここでは「Ａ

Ｌ」と記す。ちなみに学力の３要素「知識・技能｣「思考力・判断力・表現力｣「学習意欲｣とは異

なる。 

※２ 開発的生徒指導の理論と実践例については別紙参照 

 

 （１）基礎的・基本的な学習内容の確実な習得と活用力の伸長 

    ① 『学び合い』の考え方や手法を取り入れた授業実践研究に取り組み，教師の授業力の向上に努

める。 

   ② 学力・学習状況調査等の分析に基づき，「根拠に基づいた学習指導」を実践する。 

   ③ 生徒の学ぶ意欲と姿勢を向上させるために，家庭と連携した「主体的に学ぶ習慣づくり」に努

める。 

 

 （２）思いやりなど豊かな心の育成と社会規範の醸成 

   ① 地域教育力を効果的に活用し，学校行事や地域行事等における開発的生徒指導の場を仕組み，

生徒の自己肯定感（自尊感情）を高める。 

「粋な心で次世代を生き抜く生徒の育成」 

！」 

キャッチフレーズ  開発的生徒指導とＡＬで生徒を育てる！ 
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   ② 『学び合い』におけるグループワーク，及びクラスワークでの学習者同士のかかわりを重視し，

個と個をつなぐ開発的生徒指導の視点での授業づくりを展開し，学力向上と生徒指導の融合を図

る中で，社会的規範意識を向上させる。 

 

 （３）基本的な生活習慣の確立と健やかな体力の向上 

    ① 学校での生活習慣は生徒会活動の課題として，家庭での生活習慣はPTA活動の課題として取り

組むことにより，好ましい生活習慣及び生活態度の確立を目指す。 

② 保健体育の指導はもとより，部活動や社会体育を推奨し，健やかな体力の向上を図る。 

 

 

 ４ 学校の教育課題とその対策 

 

 （１）不登校対策 

   ① 不登校生徒及び不登校傾向生徒への学習保障と学級復帰への取組 

 不登校生徒及び不登校傾向生徒に対して，学級担任，学年副担任，教育相談担当，養護教諭，

部活動顧問などがケースに応じてチームを組み，スクールカウンセラーや各種関係機関の助言を

もとに学校復帰を目指した個別支援を行う。 

 また，別室登校生徒への学習保障のために，より多くのふれあいやかかわりを重視して教科担

任の持ち時間数に配慮した個別対応授業を実施し，学級担任との連携によって学級復帰を模索す

る。 

 

② 不登校生徒を生まない学校，学年，学級づくり 

 一人一人の生徒が学校や学級内において居場所を実感し，自己存在感や自尊感情を高めるため

に，学校行事や日常の学校生活における開発的生徒指導による「出番・役割・承認」の場を生徒

一人一人の実態に応じて意図的・計画的に設定する。 

 学校挙げて，『学びあい』による分かる授業，楽しい授業をベースにした基礎的・基本的な学習

内容の確実な定着を図る授業実践を行い，いわゆる「落ちこぼし」をつくらない。 

 

（２）教職員の資質及び指導力の向上 

① 教職員の資質や指導力にゴールはなく，日々の研鑽により「より高き」を目指すことが求めら

れる。このことを，個々の教職員が常に自覚し，自己研鑽に勤める職員室文化を醸成するととも

に，意図的・計画的に研修機会を設け，資質及び指導力の向上を図る。 

② 管理職自らが範を示し，常に高め合う職員集団となるような渦をつくろうとする意識化を図る。

そのためには，授業研究，指導方法改善は自身の専門教科外であっても指導，指示できる理論を

身に付けなければならない。同時に生徒指導においても実践事例による対処的生徒指導，予防的

生徒指導，開発的生徒指導を示すことができなければならない。 

 

 ５ 人材育成の具体策 

 （１）開発的生徒指導とＡＬによる資質向上 

 開発的生徒指導は，学校行事，学年行事及び日々の生徒とのかかわりの中にその手立てを仕組む

ことができるようになることと，主体的学習活動を促すことができる授業力の向上をＡＬに求める。

この２本柱を教師としての資質向上と位置づける。 

 

 （２）新人事評価制度の活用と校長ヒアリング 

 年３回を基本とした教職員との校長ヒアリングを有効に実施するとともに，点検・評価を適切に

キャッチフレーズ   生徒理解は保護者理解にはじまる，徹底して寄り添う！ 

キャッチフレーズ   職員室文化は「かかわる～たがやす～しのぐ～つなぐ」 
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行い，新人事評価制度の有効活用を教職員には的確に反映させ教育活動実践を通した人材育成を図

る。 

 

（３）意図的・計画的な研修の実施 

意図的・計画的な研修の機会を設定することで教職員一人一人に応じた指導力の向上を図る。 

 

（４）校務分掌事務体系の見直しと教職員の配置 

 合理的で機動的な学校組織を目指し，年度途中においても校務分掌事務体系の見直しを図るとと

もに，適材適所の教職員配置を行う。 

 

 ６ 特別支援教育の取組 

 （１）きめ細かな実態の把握 

 学級担任や副担任，養護教諭等が複眼的かつ多面的な角度から生徒をとらえ実態を把握し，必要

に応じて学年や生徒指導協議会等で課題を共有する。 

 

（２）個別支援計画の立案と実施 

 特別支援教育コーディネーターを中心に個別支援計画を立案し，ケースごとにチームで支援を行

うシステムを構築する。 

 

（３）インクルーシブ教育の視点で学校経営，生徒指導を考え，具体的な教育課程を明らかにする 

学校教育目標に迫る新しい視点として『「障がい」は個人の中にはないのであって，それはあく

までも「自分との関係性」の問題であることを理解して発信することができる』を取り入れ，常に

人権の視点で学校の全教育活動を展開することができるようにする。 

 

 ７ 小中連携の取組 

 小・中学校間において，児童生徒に関する情報（資料）の交換を行い，学習指導や生徒指導におけ

る系統的な指導に努める。 

 また，小学生の中学校授業体験，部活動体験，中学校から小学校への出前授業等の取組を計画的に

実施するとともに，ＡＬを取り入れた９年間を見通したカリキュラム策定の研究を進め，近接型小中

一貫校を展望した小中連携の実践的研究に取り組む。このような取り組みは，中学１年生をあたかも

義務教育のスタートのような見方，関わり方で，これまで（小６）できていたことを「できないだろ

う。」「はじめてだろう。」の固定観念での声かけやかかわりをしないことが重要である。 

 

８ いじめ「０」に向けた取組 

 「命についての講話」等を年間通して全職員の輪番により全学級で実施する。また，保護者や地域

を巻き込んだ「命について考える機会」として「ふれあい道徳」を中心に「特別の教科 道徳」にお

ける系統的かつ横断的で開発的な学習指導の充実を図る。さらには生徒会活動の一環として，各学年

における「特別の教科 道徳」における学習内容の振り返り等を主体的に行い，いじめの根絶に対す

る意識の醸成を図る。 

  

キャッチフレーズ     すべての子どもに特別支援教育の視点を！ 

キャッチフレーズ        中１ギャップを中１リセットに！ 

キャッチフレーズ       生徒会活動を柱にした いじめ「０」運動！ 
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 ９ 市民性を育む教育の取組 

［グランドデザイン３ ～承認場面を構築する地域連携～］に理論を求め，学校行事や地域連携等

において開発的生徒指導を効果的に仕組み，生徒の自尊（自存）感情を高めるとともに，市民の一員

としての自覚を育む。そのために生徒会活動と連動しつつ，たんぽぽの会などの地域教育活動組織と

効果的に連携する。 

 （１）コミュニティスクールの構築 

 鍋島コミュイニティスクール（仮称：「ＮＣＳ」）を中学校区内小学校（開成小学校，鍋島小学

校）と協議を重ねキャッチフレーズの視点に沿ったコミュニティスクールを創造する。その際に

これまで地域教育活動の核となって地域ぐるみの子ども育成に貢献した「たんぽぽ会」を中心に，

両まち協（開成まちづくり協議会と鍋島まちづくり協議会）と協働し，鍋島の子どもたちの未来

に夢と希望を与え，第４次佐賀市教育振興基本計画の基本目標『ふるさと「さが」を協働でつく

る個性と創造性に富む人づくり』に迫りたいと考える。 

 令和２年度内に，その構想を明らかにし，令和３年度より始動できるように進めていきたい。 

 

 １０ 学力向上に向けた土曜授業の取組 

 土曜授業のねらいは学力向上である。そこで，次の２視点を課題として教育課程を編成する。 

１点目は，ウィークデー（月～金）の連続性のある授業実践を後押しするための土曜授業における

行事取り扱いである。学校行事や地域連携，及び特別活動を主体とした情操教育や安全教育等を土曜

授業の中で取り扱うこととする。 

２点目は，生徒一人一人が「土曜授業は自分の学力向上における特別な日」としての意識を高める

ことができる仕組みを整える。現在，自身の学力向上を図る特別な日，または時期は定期考査や学期

のはじめ，またはそれどれの資格試験や各教科の週末テスト等である。それらを基にした向上心を学

校の取組の中でさらに後押ししたいと考える。例えば，職員室集団は新学習指導要領の実施に伴いポ

ートフォリオ評価やパフォーマンス評価の研究を進めると同時に，生徒に対しては，パフォーマンス

課題の発表を行ったり，学習クラスマッチや全国学力・学習状況調査の過去問対策タイム（主体的生

徒会活動として）を行ったりして学力向上に対する意識の高揚を図るなどを仕組む。 

 

 

Ⅱ 教職員の組織と服務について 

 １ 職務上の問題点とその対応（健康安全管理を含む） 

  

（１）コンプライアンスの徹底 

① 服務に当たっては常に法令順守を基本とし，保護者や地域から信用性，信頼性の高い教職員組

織を目指す。 

② 特に，職務専念義務や守秘義務については，日常的な組織化を図る。 

 

 （２）健康安全管理の徹底 

    ① 日常の業務量や業務時間により，教職員の心身の疲弊が心配される。業務の合理化や業務時間

の適正化を図るとともに，特に，メンタル面における自己調整能力を育てる。 

② 学校医など専門家を含む健康安全委員会を計画的に実施し，教職員の全体的な健康安全につい

て点検・評価・改善を行う。 

 

キャッチフレーズ      誰よりも仲間を大切に！心身の健康が最優先！ 

キャッチフレーズ       「出番・役割・承認」を広く地域に求める！ 

キャッチフレーズ       学習意欲の高まりを支援する土曜授業！ 
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２ 不祥事対応（体罰防止，ハラスメント防止，交通安全など） 

 （１）信用失墜行為の撲滅 

① 意図的・計画的な職員研修をはじめ，管理職が範を示すことにより，教育公務員としての自覚

を高め，様々な不祥事を起こさない社会的信用性の高い教職員集団を育てる。 

② 教職員相互が周囲喚起し合い，高め合う機運を醸成するとともに，管理職及び各主任等のミド

ルリーダーが具体性持った指示及び指導を行う。 

③ 不祥事３悪に加え，生徒への暴言の禁止，精神的ダメージの禁止を加える。学級経営や部活動

経営における生徒指導の中で，行き過ぎた教育愛や情熱により社会的には許されない暴言で生徒

や生徒の家庭まで不信感を与えたり，不快感を与えたりする場合がある。このことについても徹

底して共通理解し，場合によっては事例研究やインシデントプロセス等での研修を取り入れる。 

   ④ 「ゼロの日」唱和 ［令和３年度 新］ 

     十日（10日、20日）に近い職員朝会、職員会議時に職員室前の「ゼロの日」を唱和し、不祥

事根絶を図る。 

 

 （２）危機管理意識の高揚と適切な対応 

① 全教職員が平常時から危機管理意識をもって業務に当たるよう，校内研修の実施や管理職から

の指導に努める。 

② 問題発生時に向け，「危機管理マニュアル」をより実効性があるよう日ごろから充実させていく。 

 

３ 予算の編成と執行 

 限られた予算を無駄なく執行するためには，知恵と工夫が必要であることを全教職員で共通理解

し，管理職及び事務を中心に適正な予算の編成と執行を行う。 

 また，教材費や給食関係費の徴収及び会計に当たっては，校長決済のもと学校事務職員を中心に

行い，保護者等の第三者による監査を行うなど適正かつ透明性の高い会計業務に努める。 

 さらに，施設設備については，大事な公共物であることを生徒も含め全校挙げて認識し，その管

理や取り扱いを慎重にし，有効な利活用を行う。 

 

 ４ 働き方改革について 

 

 （１）一般業務の高効率を目指すために 

  クオリティの高い仕事をこなすためには，集中力を持続させながら短期間に結果を出す場合もあ

れば，対象の仕事と異なる仕事や業務外に取り組む中にひらめきや気づきを求めクオリティの高い

仕事を生み出す場合もある。さらに言えば，高効率を求めるがゆえに余裕をなくしクオリティの低

い結果としかならない場合もある。そのサイクルを継続することにより不祥事へと導くことも想定

内としていたい。 

 つまり，個に応じた業務遂行は個人の個性や体調，さらには家庭環境まで配慮し，周囲がアドバ

イスすることが大切であり，自己管理や周囲とのかかわりを認知する中で多忙感を軽減させるとと

もに業務の効率化を図ることができるような職員集団としたい。 

 

（２）教育課程及び教育活動全般の見直し［令和３年度 新］ 

  見直しにあたっては，行事削減とＩＣＴの有効活用を考えたい。家庭訪問は昨年度廃止し，行事

３学期制・成績前後期制は今年度（令和３年度）導入することができた。これにより，授業時数の

確保，家庭訪問時の交通事故防止，及び教職員の健康と心理的余裕は保障できたものと考える。そ

こで，今年度から次年度の間に，定期テスト廃止に伴う教科単元テストの導入に着手したい。 

 

キャッチフレーズ        飲酒運転・体罰・各種セクハラは不祥事３悪！ 

キャッチフレーズ        無駄と余裕から良い仕事は生まれる！ 
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 （３）「やり過ぎ注意」と教育の費用対効果（投資対効果）［令和３年度 新］ 

   ① 部活動について 

部活動は、時間をかけることで生徒指導上の教育効果があがるものではなく、同時にスキル向

上となるものでもない。競技の特性はあるが、情操教育と障害スポーツの観点で部活動経営を進

めることを考えなくてはならない。そこで、ウィークデーは一日休み、放課後は２時間以内、休

日は土日のどちらかを休みにすることを徹底することとする。 

   ② 学級経営と教科経営  

    ① 宿題について 

教科の宿題に加え、自学ノートの教科担任、及び学級担任の負担となっている。双方ともそ

の費用対効果を熟議し、取り扱いについて教職員の理解、納得を目指しながら対応を考える。 

    ② 授業実践について 

 授業実践については、多忙感の視点から、『学び合い』を取り入れさせる。 

（４）その他 

 働き方改革はややもすると行事削減や指導方法軽減などの誤解を生み，教育力の低下を招きかね

ない。学校の教育力に効果的であるかどうかを精査し，時代を見通した学校教育のあり方を探ると

共に取り入れたい活動はその根拠を明らかにして取り入れなければならないと考える。 

 

Ⅲ 長期的ビジョンに基づく学校課題とその対応 

 １ 不登校生徒及び臨時休業長期化等に伴う生徒の学力保証 

   

 

 

   令和２年２月から広がり始めた国内外の新型コロナ感染に伴い，臨時休業措置による学力格差が問

題視されてきた。この打開策として注目されつつあるのが web授業である。web授業は生徒宅のイン

ターネット環境が整備されていれば比較的簡単に設定することができるため，不登校生徒や諸事情で

登校することができない生徒にも反映することができる。web授業は，関連ソフトを活用すると複数

生徒が双方向で授業参加できるため，現行の学習指導要領のねらいである「主体的で，対話的で，深

い学び」に迫る授業スタイルを目指すことができ，現代の社会状況や個の生活環境の多様性に対応で

きることが想定される。 

   そこで，現在の学校でできる範囲で web授業を試みたい。ギガスクール構想が追い風となり，いず

れこのような授業配信システムは一般化されるものと考えられるため，今年度はインターネット上の

web授業コンテンツを精査し，学習指導要領や教科書に沿ったコンテンツを収集したい。 

 

 ２ 生徒の実態把握をねらいとした９か年のＱＵテストデータバンクの構築 

      

 

 

 

ＱＵテストは各学級担任の学級経営，及び生徒一人一人の個性伸長に活用されているが，学年全

体，また学校全体でどのように変化しているかを把握するまでには至っていない。そこで，エクセル

等を活用したＱＵテスト結果により生徒一人一人の変容をデータ化し，教職員全体で生徒の実態を把

握できるようにしたい。なお，このシステムの構築ができるならば小１から中３までをデータ化でき

ることとなり，生徒指導全般に生かすことができる。 

 

 

キャッチフレーズ  web授業のあり方を模索し、良質なweb授業コンテンツを調査する！ 

キャッチフレーズ  「ＱＵ」を最大限生かす！ 


