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平成２９年度 学校経営方針 ～標茶小 こんな学校づくりを～

１ 学校経営の基本

【めざす学校像】
〇児童にとって・・・・・・期待に胸膨らませて登校し、喜びに心踊らせて下校できる学校

〇教職員にとって・・・・・働くことに誇りと喜びを実感できる学校

〇保護者、地域にとって・・信頼でき、ともに子どもの成長を見守ることのできる学校

【学校教育目標】 【めざす子ども像】 【学校課題】
〇正しく考える子ども 〇自分の考えを分かりやすく伝える子 じりつ（自律・自立）
〇進んで働く子ども 〇みんなのために行動する子 する 児童の育成

〇優しい心の子ども 〇どんな状況でもいじめを許さない子

〇健康で明るい子ども 〇体を大切にする子

めざす学校の姿 めざす子どもの姿 めざす教育活動の姿

【心地よさがある学校づくり】 【心をはたらかせる子】 教科指導

すべての場と時間において安 〇互いに支え合うことのよさを 【各教科の目標と内容を

全が確保されている中で、自 実感し、相手のどんな言動も 確実に身に付ける】

分を理解してくれる教職員や 笑わない、むしろ自分と異な 〇学習の見通しと振り返りの

支え合う仲間と共に活動した る他の個性を大切にする。 充実

り、主体的に考え表現できる 〇人間が持っている否定的側面 〇児童の考えを引き出す支援

心地よさがある。 を克服し、「快さ」や「心地 〇読み書きの徹底
〇生徒指導が機能する学校 よさ」を大切にし、夢や希望 〇言語活動の充実

〇適切な言語環境 をもって生活する。

道徳指導

【感動がある学校づくり】 【体をはたらかせる子】 【生き方を見つめる】

時間的、精神的なゆとりの中 〇目的意識をもって運動に親し 〇生き方を考える資料の選択

で、間違いや失敗が認められ、 んだり、進んで健康で安全な と活用

安心して自分の能力を発揮し 生活を実践しようとする。 〇道徳的価値の自覚を深める

て、困難を乗り越える感動や 〇自分の生活を見つめ、見直し 支援の充実

物事をなし遂げていく満足感 ながら、よりよい自分になる

がある。 るための主体的な取組を粘り 特別活動
〇インクルーシブを進める学校 強くやり遂げる。 【社会性を育む】

〇道徳教育の充実 〇規範意識・規範感覚の育み

【頭をはたらかせる子】 〇子と子、子と教師の信頼関

【学ぶ喜びがある学校づくり】 〇思考、判断、表現が、時や場 係づくり

試行錯誤や創意工夫をしなが に即してより適切である。

ら、自分が納得のいく結果を 〇相手の考えをよく聞くととも 総合的な学習の時間

導き出し、学ぶことと学び合 に、自分の考えを相手に伝わ 【学びの体験を深める】

うことの喜びがある。 るように表現し、課題解決に 〇問題状況を明確にする教材

〇学力の向上 向けた見通しを持って最後ま の工夫

〇問題解決の過程の重視 でやり遂げる。 〇問題解決能力を高める工夫

学級（分掌）づくり 学級（分掌）の目標 授業（指導）の改善

◆日常的な教育活動の充実◆
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２ 学校課題

じりつ（自律・自立）する児童の育成

〇「自律」とは…自分なりの考えをもって物事を判断したり、行動すること

〇「自立」とは…他からの助けに頼らず、自分の力で問題解決していくこと

３ 学校課題の解決に向けて大切にしたいこと

◆じりつ（自律・自立）の場の創造

◆すべての児童に活躍の場を与える教育活動（授業・行事・集会・委員会…）の推進

〇自己存在感……………学ぶ楽しさや活動することの喜びを実感できる場づくり

〇共感的な人間関係……間違いや失敗が許され、認められる場（集団）づくり
〇自己決定………………主体的に考え、判断し、表現できる場づくり

４ 学校経営の基本的な考え方

【学校経営の基調】

教育の目標は、人間尊重の精神に基づき、人格の完成を目指すことであり、教師と児童が人間的な触

れ合いを通して児童一人一人のよさや可能性を伸ばすことが教育の営みである。また、学校は、「児童

が自ら課題をもち、自ら考え判断し、助け合って行動できる人間性豊かな子どもを育てることが求めら

れている」という、目標達成組織であることを再認識することが大切である。
私達は、本校の教育目標を基本として押さえ、変化が予想されるこれからの時代を逞しく生き抜くた

めの資質や能力（自ら学ぶ意欲や態度、思考力・判断力・表現力・創造性、基本的な知識や技能）を身

に付けさせ、学校教育における生涯学習の役割を果たしていかなければならない。

そのためには、何よりも、「こんな子どもだから」「こんな子どもに育てよう」「そのために、こんな

ことをしよう」という「子どもの目の高さに立った意図的・計画的な教育活動」を大切にするとともに、

全教職員が教育活動に対するイメージを共有し、教職員一人一人が創造性を発揮し、研鑽に努め、一丸

となった標茶小の教育活動を展開したい。

さらに、「子どもは家庭に育ち、学校で磨かれ、地域で鍛えられる」という言葉の通り、「教育は学校

だけで完結する」という考え方を捨て、「学校が担うこと」や「家庭や地域が担うこと」を明確にする

とともに、地域の学校という立場に立って保幼・小・中の連携や家庭と地域の分業を推進する教育活動
を展開したい。

【学校経営に対する姿勢】

①「学校でできること」を明確にし、家庭や地域と教育目標の共有化を進め、家庭や地域と協働する

開かれた学校経営

②標茶小の歴史と伝統を大切にするとともに、目標系列の具現化の意識に立ち、絶えず「何のため」

という思考を鍛え、改善すべきことについては積極的に改善を進める学校経営

③教職員一人一人が、経営参画の意識を高め、創造性を発揮して教育活動に当たる学校経営

④常に子どもの目の高さに立ち、人権尊重の精神を基盤に問題解決的・体験的な学習を教育課程に位

置づけ、変化に対して主体的に対応する能力と、人の心の痛みがわかる心優しい子どもを育成する
学校経営

⑤教育活動の中核は授業であることを明確に押さえ、「教師は子どもの変容した姿で勝負する」とい

う言葉の通り、児童が「わかった、面白かった、納得した」と言える授業づくりをめざす学校経営

⑥「児童は教師を選べない」と同時に、教師は子どもにとって「何事にもまさる生きた教材である」

という自覚を高め、研究と修養を深め、教職員一丸となって教育活動に当たる学校経営
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【学級経営に対する姿勢】

①児童が、標茶小をいつまでも「心のふるさと」と思える心の通った学級経営
②一人一人の児童には、必ずその子のよさがあるとの信念に立ち、集団の中で存在感や有用感を感じ

させる学級経営

③児童一人一人をかけがえのない存在として認め、体罰は絶対に許されないものであることを自覚し、

言動に気を配り、「児童の心に傷を負わせない」温かみのある学級経営

④いかなる理由があっても「いじめは決して許さない」という毅然とした意志に満ちた学級経営

⑤「児童の目が輝く授業」を進めるために、教材研究や指導法に熱意と工夫を怠らない学級経営

⑥「地域の学校」という認識を深め、児童の教育だけでなく、親（家庭）の教育力を高めることも仕

事の一つとして考えた学級経営

５ 学校運営の基本

学校の経営方針や学校課題の共通理解を図り、全教職員が積極的に

学校経営に参画し、学校の教育目標の具現化に努めるため、学校の

運営に当たり、次の４点を重視する。

１ 生き生きと活気ある教育活動を展開する。

子どもがよく学びよく遊び、心身ともに健やかに育つことをめざして、教職員が自信をもって指導

に当たり、生き生きと活気ある活動を展開する。また、学校の教育力を強化し、教師の力量を高め、

それを通じて子どもの豊かな人間力を育成するため、教職員一人一人の創意工夫が学校の教育目標の

具現化と結びつき、個々がチームの中でそれぞれの力量を発揮できる体制を大切にする。
そのためにも、教職員が目標系列を意識しながら、目的を明確にして教育活動や研修活動の充実を

図っていく。

加えて、確かな学力を支える豊かな心や健やかな体の育成などは、家庭が第一義的な責任を持つも

のである。家庭における基本的な生活習慣の定着や規範意識を高めていく情報提供や働きかけをして

いく。

２ 教職員が信頼し、学び合う。

学校組織においては、様々な教育活動を通して、職員一人一人が自分の苦労が生かされたり、教師

として、あるいは人間としての成長を実感するなど、学校づくりに携わっていることの自信と誇りを

もつことが重要である。また、教職員が日常の実践を通して、子ども達に基礎的・基本的な知識や技
能を身に付け、活用する力を育む本校の教育課程の完成度を高めていることに対する自覚を深めてい

くことが大切である。

そのため、授業を他の教員に公開すること、指導方法について相談すること、あるいは先輩が後輩

を指導することなど、ＯＪＴ(On the Job Training)が十分に行われつつ、互いに信頼し、学び合う関係
を大切にする。

３ 学級経営を充実させる。

学校の教育目標や経営の方針、及び学校課題を踏まえた組織的な学校運営を実現するため、簡潔で

機能的な校内組織の工夫・充実を図る。とりわけ、各学級における教職員の適切な連携によりチーム

としての機能を発揮し、学校全体の組織力の向上につながることが重要である。
一方、教師の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感などをもって学級経営の充

実に当たるとともに、子どもに適切に対応するため、教育の専門家としての力量の向上に努める。

４ 校務分掌組織の活性化を図る。

校務分掌については、分掌間の有効な連携を図っていく。また、新たな課題に対応できるよう柔軟

に組織を見直し、特別委員会を組織するなど、本校の教職員数を踏まえつつ、組織的に対応できるよ

うにする。その際、課題が解決した段階で特別委員会を解散したりするなど、将来を展望しつつ現状

の課題に柔軟に対応していくことが重要である。

併せて、非効率な業務や慣行の見直しを行うことも必要と考える。

以上のことを踏まえ、学校を運営するに当たって基本的な考えを明らかにし、それらに基づき本校

の教育活動をはじめ、学級経営及び校務分掌の業務を推進する。
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６ 経営の重点

①「めざす子ども像」の具現化を図る教育活動の創造 ～ 教育活動の質の向上

②「めざす子ども像」の具現化する教師の働きかけ ～ 教師の指導力の向上

◆具体的な目標と手立てを全教職員で共有し、協働の学校運営をめざす。

◆めざす子ども像に迫る教育活動の展開を、各学級・各分掌で工夫する。

７ 具体的な実践内容

【学ぶ喜びのある学校】

教育課程 知・徳・体のバランスのとれた特色ある教育課程の編成と実施に努め、児童が

学ぶ喜びを味わう教育活動を展開する。

１ 各教科の調和のとれた教育課程を編成し実施する観点から、指導内容を精選

するとともに、授業時数を確保し、それぞれの目標やねらい及び内容を児童が
身に付けることができるよう全体計画や指導計画を工夫・改善する。

２ 各教科の目標と内容を踏まえ、習得すべき知識や技能がその後の学習や生活

に生かされ働くよう、体験的な活動や言語活動の充実に努める。

３ 教育課程実施上の配慮事項や授業時数と児童の実態等のバランスを踏まえ、

児童一人一人において学習が成立するという観点から、教育課程はもとより、

教育環境や日課表等の評価を実施し、その改善を図る。

教科指導 基礎的・基本的な内容身に付けるとともに、児童一人一人が自分の考えを深め

る教科指導の充実に努める。

１ 教材の精選・重点化を図り、「教えること」と「考えさせること」を明らかに
しながら基礎基本の定着を図る授業改善に努める。

２ 子ども一人一人に応じた指導に努めるとともに、学びのつまずきや間違いが

許され、創意工夫が奨励されるなど、児童の学習意欲の喚起に努める。

３ 体験的な学習、問題解決的な学習の展開を図り、自分たちで納得のいく結果

を導き出させることを大切にしながら、個々の特性や能力を生かした指導と評

価を工夫する。

４ 授業においては、「なぜ」「どうして」という疑問を大切にし、児童の主体的

な思考を伸ばすように心がける。

５ 家庭学習を奨励し、学習習慣を確立させるため保護者への啓発を図る。

総合的な 総合的な学習の時間で培いをめざす諸能力を確認しながら指導計画を改善し、

学習の時間 実施する。

１ 問題解決の能力や、児童一人一人の学習過程における表現力を伸ばすことが
できるよう学習内容の充実を図る。

２ 児童が自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく

問題を解決する喜びを実感できる指導を大切にする。

３ 社会教育関連施設などのほか、自然や文化財、伝統的な行事など、広く地域

の教育資源の活用に努める。
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特別支援 一人一人の子どもの持てる力を高める支援、また、生活や学習上の困難を改善

教育 ・克服するための支援を通して、自立と社会参加に向けた生きる力を育てる。

１ 個の教育ニーズに応じた生活や学習上の困難の改善及び克服に向けた適切な

教育や指導の在り方の工夫を通して、インクルーシブ教育を志向する。

２ 通常学級においては、互いの違いを認め、学び合える学級集団づくり、支え
励まし合える人間関係づくりに努める。

３ 障害のある子どもへの支援に当たっては、障害種別の判断も重要であるが、

当該の子どもが示す困難により重点を置いた対応を心がける。また、医師等に

よる障害の診断がなされている場合でも、教師はその障害の特徴や対応を固定

的にとらえることのないよう注意し、その子のニーズに合せた指導や支援を検

討する。

研修活動 日常の実践に結びつく校内研修を推進するとともに、校外研修へ積極的に参加

し、よい授業を創造する力量を高める。

１ 研修の基盤は、教員個々の教育実践に裏付けられた個人研修にある。その中

核は、自らの実践的指導力の向上を図るとともに、本校の教育がめざす方向を
見定めた研究課題をもって日常の教育実践に当たることが重要である。

その意味で研修は本校の児童が豊かに成長するための共同研究であり、教員

個々の智恵の結集である。仮説の検証を軸とした授業研究・理論研究を深め、

校内研修の充実を図る。

２ 研修は、子ども一人一人の確かな成長のための内容と方法の創意工夫であり、

学校の教育課程の改善・充実につながることが大切である。これまで積み上げ

てきた研究成果を土台に、各教科の指導計画及び実践を充実する。

【感動のある学校】

道徳教育 全教育活動を通して行う道徳教育と道徳の授業の指導との関連を強化・充実し、

思いやりの心を育む道徳教育の充実に努める。

１ 道徳の授業が子ども一人一人にとって、道徳的価値の含まれるねらいとの関

わりにおいて自己を見つめ、道徳的価値を内面的に自覚し、主体的に道徳的実

践力を身に付けていく時間となるよう、その指導の充実に努める。

２ 児童相互の好ましい人間関係や児童と教師の信頼関係を基盤に、命を大切に
し、思いやりの心を育てるとともに、基本的生活習慣の確立と人間としての最

低限の規範感覚を育む指導の深化を図る。

３ 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間において、それぞれの目標

やねらいの実現をめざしながら、適時適切な指導を行い道徳性の育成を図る。

特別活動 集団の目標を達成する手段や方法を考え、協力して実践していくなど、自主的

・実践的な態度を育てる指導の充実を図る。

１ 児童が触れ合い、協力し合い、認め合うとともに、自己を正しく生かす場や

機会を通して、連帯感、成就感、有用感、所属感を味わうことができる指導の

工夫に努める。
２ よりよい活動や生活をするための諸問題を見出し、解決のために話し合い、

係や集会などの活動において、児童の発想や創意を生かす活動を推進する。

３ 自然と触れ合い、奉仕や勤労の精神の涵養などに関わる体験的な活動を推進

するための協力体制を確立する。
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【心地よさのある学校】

健康安全 生命を尊び、自ら心身を鍛え育てる指導の充実に努める。

教育
１ 活動場所や用具等の安全を点検するなど、児童の安全を確保するとともに、

児童が自分自身を事件や事故から守っていく能力と、自他の生命を尊重する

態度を育成するため、安全意識の高揚と習慣化をめざす指導に努める。

２ 心の健康を保持増進するため家庭との連携を密にし、学力の基礎となる規則

正しい生活習慣を確立する。

３ 健康・安全に対する自主管理能力を高め、スポーツ活動はもとより、保健指

導、安全指導、給食指導に関する教育活動など、体力の向上及び心身の健康の

保持増進を図る指導の充実に努める。

生徒指導 「心の居場所」としての学級経営に努めるとともに、学校・家庭・地域が一体

となった生徒指導の充実を図る。

１ 快い挨拶・明確な返事・責任をもった後始末を基本的生活習慣の核とし、挨

拶・返事・後始末の定着・継続がなされれば、その他諸々の基本的生活習慣は

自ずと向上していくことを信じる。

２ 学級に友達を認め、理解し合う受容的な雰囲気をつくりあげ、日常の教育活

動の中で児童個々が自ら判断し、自己決定できる場を設ける。

３ 自他の関わりの中で生じる諸問題は、話し合いによって解決されることを実

感させる。そのために、朝の会・帰りの会、学活などを有効に活用して話し合

いの場の設定に努める。
４ 教師が日頃から児童に温かく寄り添い、児童の気持ちを共感的に理解する姿

勢をもって各教科等の指導に当たる。

５ 児童理解や児童に対する指導の在り方について、学級担任と保護者が共通理

解に立てるよう連携に努める。

キャリア教育 よりよい生き方を求め、自己実現をめざす指導の充実を図る。

１ 学級活動において、児童が自ら現在及び将来の生き方を考えることができる

よう工夫し、将来に夢と希望をもたせる指導に努める。

２ 自らを見つめ、自らの将来について目を向ける機会を設定するとともに、自

己評価の機会を設定し、学習することの意味や自らの成長が実感できるよう工
夫する。

３ 児童が主体的に自らの生活体験や興味・関心をもとに課題を見つけ、自分の

方法で解決に取り組むことができるよう配慮する。

教育環境の 学校に備えている物品等が安全に、正しく、美しく使われるよう教育環境の整

整備・充実 備・充実に努める。

１ 言語環境を整え、言語活動の適正・活発化に努める。

２ 清掃活動や整理整頓など、日常の奉仕的活動の充実に努める。

３ 日課表に基づく学校生活の定着に努める。

４ 学校便りや学級通信の発行、家庭訪問、参観日全体説明など、あらゆる機会

を活用して情報提供に努める。
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事務管理 正確、適正、迅速な業務の推進、施設設備等及び備品の管理と有効活用に努め

る。

１ 学校の教育目標を具現するために、限られた予算の中で適切な執行を行って
いくことが重要であり、計画的・効率的な予算の執行を図る。

２ 学校の教育計画に基づき、むだ・むり・むらを省きつつ、長期にわたる展望

をもって適切な予算の執行に努め、施設・設備及び備品、教材教具の計画的な

導入と有効な利用を図る。

３ 互いに点検しながら金銭出納事務の適正な処理に努める。

８ 学校・家庭・地域の役割（担うべきもの）

【学校】
①学ぶ楽しさの実感

（学習意欲・達成感・成就感）

②各教科の基礎・基本を中心と

した確かな学力の定着
（思考力・表現力・理解力・計算力）

③運動することの楽しさの実感

④集団適応力の育成（判断力・忍耐力）

⑤児童の育ちの評価と課題の伝達

（家庭との密な連絡）

愛 愛
【家庭】 情 情 【地域】

①休息・安らぎの場

（児童の心身の健康を育む） 愛 ①児童が安心して活動できる

②基本的生活習慣の基盤づくり 安全な地域づくりの推進

（早寝・早起・朝ご飯・朝ウンチ） 情 ②児童の育ちの見守り

③善悪の判断の育成 ・危険な行動（叱る・連絡）

（約束・我慢する心・感謝の心） ・好ましい行動（褒める）
④多様な生活経験の場 ③多様な社会体験の場の提供

（掃除・茶碗洗い・米とぎ） （児童が参加できる地域行事）

⑤家庭学習の習慣化

９ 大切にしたいこと

学校に向けられる期待や要望等は、今後益々増えることが予想されるが、保護者や地域住民の学校及

び教職員に対する最低限の信頼と尊敬がなければ、教育活動は成立しないと考える。その意味で、学校
に求められる最も大切なことは、児童・保護者・地域住民から信頼され、「標茶小で学べて良かった」「標

茶小で学ばせて良かった」と思ってもらえる教育活動を推進していくことである。そして、そのために

は、全教職員が「こんな子どもを育てたい」という具体的な子ども像を共有し、その実現に向けて一丸

となって取り組み、常に「子ども達にとってどうなのか」という軸足のぶれない視点で教育活動を振り

返る体制が不可欠と考える。

学校の主役は、間違いなく子ども達であるが、子ども達を学校の主役として生き生きと活動させてい

るのは、我々教職員である。一人ひとりが、標茶小の教育活動に自信と誇りを持って取り組んでいける

ような環境づくりに努めたい。

子ども達の育ちの姿が話題となる職員室、一人で問題を抱え込まず悩みを共有し相談し合える職員室、

安心して失敗できる職員室をめざしていきたい。
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【学校】
①学ぶ楽しさの実感

（学習意欲・達成感・成就感）

②各教科の基礎・基本を中心と

した確かな学力の定着

（思考力・表現力・理解力・計算力）

③運動することの楽しさの実感

④集団適応力の育成（判断力・忍耐力）

⑤児童の育ちの評価と課題の伝達

（家庭との密な連絡）

愛 愛
【家庭】 情 情 【地域】

①休息・安らぎの場

（児童の心身の健康を育む） 愛 ①児童が安心して活動できる

②基本的生活習慣の基盤づくり 安全な地域づくりの推進
（早寝・早起・朝ご飯・朝ウンチ） 情 ②児童の育ちの見守り

③善悪の判断の育成 ・危険な行動（叱る・連絡）

（約束・我慢する心・感謝の心） ・好ましい行動（褒める）

④多様な生活経験の場 ③多様な社会体験の場の提供

（掃除・茶碗洗い・米とぎ） （児童が参加できる地域行事）

⑤家庭学習の習慣化


