
 

学校経営方針と教育目標 

１．学校経営方針 

   教育基本法の理念を基底として、高知県教育委員会の重点施策並びに黒潮町教育委員会の 

  基本方針により、本校の児童、地域の実態に即応しながら本校教育の振興に努めるため、次 

  の教育方針を定める。 

  

① 児童をともに育てる視点で、学校・家庭・地域の三者が連動（連結・協働）し、「確かな学    

力」「豊かな心」「たくましい体」の調和がとれ、主体的に活動する児童の育成を目指す。 

② すべての教職員の指導力、想像力、創造力、組織力を発揮し、チーム学校として「知・徳・体」の

バランスのとれた質の高い教育を実践するとともに、保護者や地域に愛され、信頼される学校づく

りを目指す。 

 

（１）基本方針 

   生涯学習を培う観点から、「確かな学力」を身につけることと、「心豊かでたくましく生 

  きる児童の育成」が学校教育の役割であることを認識し、基礎的・基本的な学習内容の充実 

  を図り、地域社会の文化伝統に寄与するとともに、国際理解を深め、社会の変化に自ら対応 

  できる人格の育成をめざして、次の五つの経営方針を定める。 

 

（２）学校経営方針 

  ◎確かな学力、豊かな人間性、健康・体力を身に付け、知・徳・体の調和のとれた児童を育 

   てる。 

  ◎人間尊重の精神に基づき、一人ひとりの児童の心とふれあいを深めるとともに、児童の可 

   能性を信じて、個々の個性や能力を伸ばす。 

  ◎恵まれた教育環境を活かした、特色ある教育活動を推進する。 

  ◎家庭や地域との連携を密にし、学校を開き、信頼に応える教育を行う。 

  ◎教職員一人ひとりの個性や特性を尊重し、日々研鑽を積む中で互いに認め合い・学び合い 

   ・高め合う職場づくりに努める。 

 

２．学校教育目標 

  『確かな学力を備え、豊かな心を持ち、体力に富み、主体的に活動する拳の子』
 

  ◆基礎的な知識や技能をより確かなものにし、学ぶ意欲や課題意識を高めるとともに習得し 

   た知識・技能を活用して、自ら考え、判断し、表現（行動）する力、さらには様々な課題 

   に積極に対応し、解決する力を身につけさせていく（確かな学力）。また、自らを律しつ 

   つ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心、生命や人権を尊重する心、正 

   義感や公正さを重んじる心等を育み（豊かな人間性）、併せて基本的生活習慣を確立させ、 

   体力の向上や運動能力の伸張を図り（健康・体力）、生きる力を育んでいく（知・徳・体 

   をバランスよく育てる）こと。そして、瞳を輝かせ自主的・主体的に活動する拳の子ども 

   を育成していく。 

  ◆学級経営においては、学校教育目標に順応した学級目標の設定。また、後述に示す「めざ 

   す児童像」も絶えず念頭に置いて、日々の教育活動の中で児童が目標達成に向かって努力 

   するような指導をめざす。 



３．めざす学校像 

    ◇児童が自主的・主体的に活動し、活気に満ちた学校 

    ◇やさしく、思いやりの心が満ちあふれた学校 

    ◇環境が整備され、安全で安心な学校 

    ◇教職員が互いに高め合い、協働できる学校 

    ◇地域に開かれ、地域から信頼される学校 

 

４．めざす児童像 

    こ  心やさしい子 

    ぶ  ふるさとを誇れる子 

    し  主体的に活動する子 

    の  能力を発揮する子 

    か  体をきたえる子 

    わ  和を大切にする子 

 

５．めざす教師像 

    ◇児童理解に努め、個々の力を伸ばせる教師 

    ◇教師としての責任を自覚し、絶えず努力する教師 

    ◇子どもとともに自ら変わろうとする教師 

    ◇組織の一員として学校全体の調和を図り、協働する教師 

 

６．高知県教育委員会並びに黒潮町教育委員会の指定事業 

   ◆平成１７・１８年度 文部科学省指定 

  ◆平成１９年度以降２年毎に黒潮町教育委員会の指定を受け、今年度で１３年目。 

 

７．本年度の重点目標 

  「夢をかなえるために、確かな学力を備えた子どもを育てる。」 

 

 ◆指導の方策 

  ①コミュニティ・スク－ル（学校運営協議会＝本校では理事会にあたる） 

   ＊保護者・地域住民に学校運営に参画していただき、学校・家庭・地域が連動（連結・協     

働）して児童の課題解決を目指す。 

    りよい教育の実現をめざす。 

   ＊地域・保護者に協力していただき、地域体験学習等を実施する。 

   ＊体験を通して、自ら学ぶ力や主体性、コミュニケ－ション能力等を育成する。 

   ＊積極的に情報公開や交換を行い、地域に開かれ、地域に信頼される開かれた学校づくり 

    をめざす。 

 

  【今年度の方針】 

   ＊理事会（学校運営協議会）の理事については９名（地域３名、保護者３名、学校３名）に    

する。 

   ＊児童の課題を解決するために、地域・家庭・学校が一体となって取り組む具体 

    案を設定し、同じ視点に立って児童を育成する。 

 ＊コミュニティ活動をさらに地域に広げ、参加・協力してもらえる人たちを増やす。 



 

②基礎学力タイム 

   ＊各学級で、児童の実態に応じた内容の学習を行う。 

    ・読書タイム   ８：１５～ ８：２５ 

    ・計算タイム   ８：２５～ ８：３５ 

    ・漢字タイム  １３：５５～１４：０５ 

③自主タイム・算数タイム 

       ＊月１回ずつ、縦割り班を活用しての学習を行い、自学自習の態度の育成を図る。 

８：００～８：２５ 

   

④放課後加力学習 

 ＊低学年は月・火の６時間目、中・高学年は木・金の１６：００～１６：３０を設定し、 

補充学習や発展学習を進める。 

 

⑤家庭学習の時間確保と内容の充実 

   ＊家庭学習の時間；（１０分×学年）以上  

      ＊「家庭学習の手引き」の活用 ････ 予習・復習、授業に活かす家庭学習 

      ＊家庭の協力 ････ 集中できる学習環境づくりを全家庭で取り組む。 

               （テレビを消す、自分の机でする等） 

⑥「音読カ－ド」 

   ＊毎日の本読みを家庭学習の課題とし、どの子も教科書が“淀みなく読める力”をつける 

    ために活用する。 

   ＊「朝読書」「家庭での読書時間（１０分以上）」「学習時間」も記入する形式とする。 

 

⑦読書の習慣化 

   ＊家庭での「１０分読書」の奨励。読書時間は学校での朝読書や家庭での読書のページ数を 

    を「音読カ－ド」に記入する。 

   ＊各学年における読書年間目標ペ－ジ数と個人使用の必読図書を設ける（２０冊程度）。 

    ・低学年  ８０００ペ－ジ（１学期 2500p、２学期 4000p、３学期 1500p） 

        ・中学年  ８０００ペ－ジ（１学期 2500p、２学期 4000p、３学期 1500p） 

    ・高学年 １００００ペ－ジ（１学期 3500p、２学期 4000p、３学期 2500p） 

   ＊月２回の「読み聞かせ」を実施する。教職員と上級生（５・６年生）が読む。 

   ＊地域の読書ボランティアさんによる「読み聞かせ」も実施する。 

 

⑧発表朝会 

   ＊文章内容の理解や自己表現力の育成、また学級集団の高まりなどをめざし、各学年２ 

    回以上、音読・朗読を発表する。 

   ＊凛とした声の響きを大切にする。 

   ＊音読・朗読の発表を聞いた後は、児童の感想、先生からの評価を発表する。 



⑨綴り方集会 

   ＊子ども自身が“生活の事実と自己の内面を綴る”書き言葉による表現活動を大切にする 

    とともに、書き言葉による日本語の獲得をめざす。 

   ＊作品に対して共感するとともに対象から感動や意味、あるいは値打ちを捉えさせる。 

   ＊“何をどう書かせるか”という主題意識を大切に、題材指導や取材指導等を行う。 

 

⑩辞書の活用 

   ＊豊かな日本語（語彙）の獲得に向け、国語辞典で調べる。１年生から個人持ちの辞書を持って 

実施する。 

 

８．学校教育目標達成の具体策 

（１）各教科、道徳教育、特別活動、総合的な学習、外国語活動の時間 

  ①各教科 

   ＊UD に基づく「わかる」「できる」「楽しい」授業実践を通して、友だちの思いがわかり、 

    支え合い、練り合う子どもを育てるための授業の研究や研修に努める。 

  ②生活科及び総合的な学習の時間 

   ＊地域の教材化、人材活用 ※教科と関連させる 

   ＊「生きる力」を育むために、友だちや教師、家族、地域の人たちとふれあいながらやさ 

    しさや思いやり、人として生きるうえでの大切なことを学び、知・徳・体の調和のとれ 

    たたくましい子どもを育てる。 

 

  ③道徳教育  ※Ｑ－Ｕ、エンカウンタ－（児童理解、仲間づくり、学級づくり） 

   ＊友だちや自分を大切にする心情や生き方に立った道徳的実践力を育てる。 

   ＊一人ひとりの子どもを理解するとともに、人間関係や学級・学校での位置関係等を把握 

    し、指導に活かす。 

 

  ④特別活動  ※学級会活動、児童会活動、委員会活動、クラブ活動、学校行事 

   ＊生活の中から課題を見つけ、本音で語り合う中でよりよい人間関係、学級・学校を創ろ 

    うとする自覚を高め、実践力を育てることを指導する。 

 

  ⑤外国語活動 

   ＊外国語を通じて言葉や文化の豊かさや大切さに気づき、人と関わる楽しさ、伝え合う喜 

    びを体験しながら、生き生きとコミュニケ－ション活動に参加する児童を育てる。 

   

（２）人権教育  ※年間計画の確認 → 保護者への啓発 

   ＊教育課程の全領域を通して、各学年のねらいに即した授業実践を行う。 

   ＊常時指導を行う中で、自分や友だちを大切にするとともに相手の気持ちを理解し、差別 

    を許さない思いやりのある心情や行動力を育てる。 



（３）特別支援教育 

    ＊子どもたちを「チームで支える」特別支援教育体制を構築し、児童理解や指導方法 

     等について研修に努める。 

       ＊子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高めるように指導や支 

     援を行う。 

 

（４）体力づくり 

  ①体育の時間 

   ＊毎時間「体力アップ運動」を５分間程度位置付けて取り組む。 

   ＊体力テストに向けた「動きづくり」や「運動体験」を行う。 

   ＊体力テストの結果・分析を受け、授業の工夫・改善に取り組む。 

＊朝の会で１０秒３セットのジャックナイフを行う。 

 

  ②朝マラソン 

   ＊運動への関心・意欲を高め、体力の向上や運動能力の伸長を図る。 

   ＊３分間で校庭を何周走ることができるかに取り組む。 

   ＊児童が励みと目標を持って走ったり、自分の成長の跡がわかるように、毎回の結果を表に 

して可視化する。 

 

  ③水泳教室 

   ＊夏休みに入った時期の３日間、午前中に全学年が時間を振り分けて１～２時間程度実施 

    する。 

   ＊水泳到達目標をめざして泳ぐ。 

 

各学年の水泳到達目標 

１ 年 プ－ル横（１０ｍ）が泳げる。 

２ 年 ２５ｍが泳げる。 

３ 年 クロ－ル、平泳ぎで２５ｍ以上が泳げる。 

４ 年 クロ－ル、平泳ぎで２５ｍ以上泳げる。 

５ 年 クロ－ル、平泳ぎで５０ｍ以上泳げる。 

６ 年 クロ－ル、平泳ぎで１００ｍ以上泳げる。 

            

（５）健康・安全教育 

  ①生活調べ 

   ＊「早寝・早起き・朝ごはん」（国民運動）を定着させるとともに、基本的生活習慣を確 

        立させる。 

     ・早   寝 ････ 低学年９時  中学年９時３０分  高学年１０時 

     ・早 起 き ････ ６時３０分まで（始業２時間前） 



     ・朝ごはん ････ 主食・主菜・副菜 

             ※朝食を抜くと、エネルギ－不足で体温が上がらず、体調不良、活 

              動意欲の低下、体力不足等、学校生活にも支障をきたす。 

   ＊学期に１回実施   

   ＊テレビ、ビデオ、ＤＶＤ，パソコン、ゲ－ム等の時間を家庭で話し合う。 

                           （家庭でのル－ルづくり） 

 

  ②保健指導・保健学習 

   ＊他人を思いやり、自他の生命を尊重する健やかな精神と身体の育成をめざした保健指導・ 

保健学習の充実を図る。（３～６年生の「保健体育」の授業） 

 

  ③給食指導（食育） 

   ＊給食指導（食育）の充実を図る。（各学級毎に学期に１回の栄養教諭の指導） 

 

  ④安全教育 

   ＊安全指導を通して事故防止に努める。（交通安全教室、集団登下校等） 

   ＊防災・防犯教育を通して、自分の命は自分で守る意識の徹底を図る。 

    （防災学習、地震・火災避難訓練、防犯教室） 

 

（６）その他の教育活動 

   ＊生活朝会、基礎学力タイム、発表朝会、綴り方集会等を通して、学校生活における学習 

    リズムや基礎的基本的な学力、表現力を培うとともに、助け合い、励まし合う態度を育 

    てる。 

（７）生活指導 

   ＊目標を持った日々の生活指導を通して、友だちや自分を大切にし、友だちの気持ちがわ 

    かり、行動できる子どもを育てる。 

     ※罪を憎みて人を憎まず；行為の責任を 

     ※迅速な対応 

     ※児童・保護者理解 → 児童・保護者対応 

 

（８）進路保障とキャリア教育 

   ＊子どもの個性、能力、発達に応じた指導を充実させ、子どもの夢や希望がかなえられる 

    ような土台づくりに努める。 

   ＊キャリア教育の推進 

       ・年間計画の見直しを進めるとともに、効果的な教材研究や先輩、保護者、地域の方との交流を 

     通して、将来に対する夢や希望が持てる児童を育てる。 

 

 



（９）全ての生活・学習の場において 

   ＊あらゆる学校生活や学習の場において、生き生きと瞳を輝かせ、意欲を持ち、自主的・ 

    主体的に活動する子どもを育成する。 

   ＊自主的・主体的に活動する場や機会を設け、活動への意識・意欲を高めるとともに、評 

    価や励ましを行いながら自主性・主体性を身につけさせる。 

 

（10）家庭・地域との連携  ※学校を開く ････ 学校評価と責任説明 

  ◆家庭訪問、家庭からの連絡、学校・学級通信等を通して理解を深める。 

  ◆本校独自の連絡帳『こぶし』の活用 

   ・児童の「１日のふりかえり」を保護者と学校が共有し、情報を交換しながら児童理解を 

    図り、児童の指導・支援に活かす。 

  ◆保護者・地域と一体になって学校運営を推進するために、保護者や地域の皆様からの意見や 

   感想を活かすようにする。               【コミュニティ理事会】 

    ◆地域の特色・特性（環境や人材等）を活かした豊かな教育活動を展開するために、保護者や 

   地域の皆様に参加を呼びかける。            【コミュニティ委員会】 

  ◆コミュニティ委員会や「家族で腕まくり」などの活動も含めて、保護者や地域との連携を 

   密にし、学校を開き、地域の信頼に応える学校づくりを進める。 

 

  ◆「子育て講座」を開催し、講師に学ぶとともに悩みや不安等を共有しながら、拳の子どもを 

   みんなで育てるという認識に立ち、課題解決に向けての手立てを考える。 

  ◆学校（授業）評価を行い、保護者・地域にその結果と成果・課題を公開する。 

  ◆保護者の毎月１回の街頭指導 → 登下校時の安全確保 

  ◆「街頭指導の記録」（登校やあいさつの様子）への記入 → 児童への励ましと称賛 

   ※旗と黄緑のベストと一緒に渡します 

  ◆提出物の期限厳守 → ルーズな子どもを育てない。お便りや連絡帳の確認を！ 

 

 （11）その他 

    ◆気持ちのよい挨拶や返事を→挨拶の習慣化（家庭から）＊全家庭で取り組む 

◆児童主体の挨拶運動を進める。 

    ◆けじめをつける。マナーやルール、きまりを守る。 


