
平成３０年度 学校経営方針 

 

１ 本校教育の基本方針 

日本国憲法，教育基本法，学校教育法，大分県教育委員会，佐伯教育事務所，佐伯市教育委 

員会の指導方針をふまえ，民主的で平和的な文化国家及び社会の形成者として，心身ともに健 

全で個性にあふれ，知・徳・体の調和のとれた人格の形成をめざし，「確かな学力」と「豊かな 

心」「健やかな体」の調和を重視し，「たくましく生きる力」の育成に努める。 

  そのために，本校教育の基本方針を次のように定める。 

 

（１）  社会の変化に対応して，たくましく生きる資質を身につけた，人間性豊かな児童を育成

する。 

（２）  生涯学習の基盤を培う観点から，自ら学ぶ意欲と態度を及び学習方法を身につけさせ，

児童一人一人の個性を尊重した教育を展開する。 

（３）  直川中学校・家庭・地域との連携を図り，地域社会や保護者の願いを認識し，地域の特

性を生かし，小・中一貫教育校として地域に根ざした特色ある学校づくり推進する。 

 

 

２  学校教育目標 

   

 

（１）重点目標 

 気づき（徳） 考え（知） 動く（体） 

知識及び技能 
・基礎的・基本的な知識及び技能，生活習慣を主体的に習得し，それを 

 学習や生活場面に活かすことができる児童の育成 

思考力，判断力， 

表現力 等 

・目標の達成や課題の解決に向けての過程において，主体的に思考を広 

 げたり深めたりしながら，新たな知識や価値を創造して達成できる児童 

 の育成 

学びに向う力 

人間性 等 

・学んだことを自分や生活と関係付けて捉え，自他のよさに気づき，主体 

的に自分の生活や生き方に役立てようとする児童の育成 

 

 

 

「 郷土を愛し，気づき，考え，動く 」 直川の子の育成 



（２）重点目標を達成するための中核となる取組 

①「郷土を愛し」：直川地区と関わる地域学習の推進：ふるさと創生 

   ○ 生活科・総合的な学習の時間での地域を学びの場とした学習活動の推進 

   ○ 学年ごとの各地区との交流活動の継続 

   ○ 小・中一貫教育の一環とした地域との協働，地域貢献 

 

②「気づき」：豊かな心の育成をめざした，あいさつ運動と読書活動の推進 

   ○ 進んであいさつする態度を育成するあいさつ運動の実施 

   ○ 目標を設定し，その達成に向けて進んで取組む読書活動の推進 

   ○ ＰＴＡ研修部と連携した，家読の推進 

 

③「考え」 ：「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善の推進 

○ 新大分スタンダードに基づく授業改善 

○ 身に付けた知識や技能を活用して，課題に対して多面的に考えるとともに，必然 

性のある話し合い活動を位置づけ，考えを広げ深める授業の実践 

   ○ 学びの振り返りと，それに対する評価の実施 

 

④「動く」 ：目標を設定した体育的行事や体力作りの推進 

○ 体力作りを目的とした，朝の元気タイムの実施 

   ○ 目標を設定し，その達成に向けて進んで取組む体育的行事の実施 

   ○ 家庭と連携した「早寝・早起き・朝ご飯」の徹底 

 

 

３ 学校経営スローガン 

    

 

 

 

 

 

 

４ 直川小・中一貫教育の目標 

    

 

 

 

 

「郷土を愛し」  直川を愛し，未来を創造する力 

「気づき」    豊かな心  （あいさつ・読書） 

「考え」     確かな学力 （資質・能力の三要素）    

「動く」     健やかな体  （体力・挑戦する態度）  

人とつながり，地域とつながり，自分の力で未来をひらく直川の子の育成 

～キーワード「ふるさと」「つながり」「未来を開く」～ 



５ ３つの目標  

 
気づく子 考える子 動く子 

め
ざ
す
子
ど
も
像 

○相手の気持ちに気づき,進ん 
 で人とかかわる子 

○資質・能力の三要素を身につ 
け,進んで学ぶ子 

○体を進んで動かし,元気で目
標に挑戦する子 

・友だちと支え合う子 
・自分が好きな子 
・いつでもどこでもだれにでも，
あいさつができる子 

・読書が好きな子 

・話し合って考えを深める子 
・考えを表現できる子 
・難しいことでもあきらめない
で学ぶ子 

・学習したことを活かす子 

・体を動かすことが好きな子 
・基本的生活習慣やきまりを守
る子 

・目標に向かって努力を続ける  
 子 

め
ざ
す
学
校 

○明るい笑顔があふれる学校 ○学ぶ喜びが広がる学校 ○元気と勇気がみなぎる学校 

・思いやりの心でお互いに助け 
合う学校 

・「主体的，対話的で，深い学び」
の授業を創造する学校 

・目標にみんなで挑戦する学校 

め
ざ
す
教
師 

○一人一人の子どもを大切にす
る教職員 

○授業改善のために努力する教
職員 

○学校組織の一員として協働す
る教職員 

・「子どものために」愛情をもっ
て寄り添う教職員 

・お互い切磋琢磨し，指導力向
上に努力する教職員 

・教育目標実現のため，全員が 
同じ方向のベクトルで力を合 
わせる教職員 

重
点
目
標 

【豊かな心】 
進んであいさつ・読書をする

子どもの育成 

【確かな学力】 
進んで学習に取組む子どもの

育成 

【健やかな体】 
進んで体力づくりに取組む子

どもの育成 

達
成
指
標 

「自分から挨拶をしている」 
児童100% 

「毎月，３冊以上本を読んでい 
る」児童75％以上 

「授業がよくわかる」 
児童Ａ評価 50％以上 

 

単元末テスト（国算）の平均点 

・１～３年80点以上・４～６年75点以上 

「進んで運動に取組んでいる」
児童 95％以上 

「毎朝，朝ご飯を食べている」 
児童 100％ 

「毎日，同じくらいの時刻に起き

ている・寝ている」児童 90％以上 

重
点
取
組 

○あいさつ運動に取組む 
○本を読む楽しさを知らせる取
組の実施 

○PTAと協力し家読に取組む 
○読み聞かせと図書館整備 

○新大分スタンダードに基づく
の授業改善 

○朝学習（直川タイム）の実施 
 （火・木8:05～8:30） 
○家庭学習の支援と確認 
○学習ボランティアの充実 

○元気タイム（水8:05～8:30）
と体育的行事の実施 

○全家庭で「早寝・早起き・朝ご
飯」の徹底 

○体育的行事への参加・参観 

取
組
指
標 

①学期に１回挨拶運動の実施 

②毎月，３冊以上本を読んでいる 

③家読カードを金曜配布 

④毎週月曜日：朝読書・読み聞かせ 

①毎時間，「めあて」「課題」「まとめ」「振り

返り」を設定したかを記録し，毎週末に自己

点検をして，次週の授業改善に反映させる。 

②研究授業（２回）と互見授業 
（全員）の実施 

③朝学習を週２回取組む 
④毎日，家庭学習の点検等 

①元気タイムを週１回実施 
②体育的行事を学期２回実施 
②毎月末，学級で目標の反省を行う 
③朝ご飯を食べさせて登校 
④起床時刻と就寝時刻の徹底 
⑤学期に１回以上行事への参加 

検
証
改
善 

【気づく】チーム 
生活指導：省略 
人権同和：省略 
支援  ：省略 

【考える】チーム 
研究主任：省略 
学力向上：省略 
教務  ：省略 

【動く】チーム 
体育主任：省略 
栄養教諭：省略 
養護教諭：省略 

①毎学期末，学校評価（児童・保護者・教職員，各アンケート）の実施。 
②アンケートの数値結果等の分析をし，課題を明確にし，対応策を計画し実施する。 
①と②をもとに，各チームで取組を検証し，成果と課題を明らかにし，改善の方策を明らかにして，
次学期の取組に活かす。 



６ 目標実現をめざした重点的取組 

 重点的取組 具体的内容 担当者・推進者等 

気

づ

く

子 

（１）生徒指導の３機能を活

かした「ほめる・認める・寄り

添う」指導で自尊感情を高め

る 

①教職員の児童への基本的姿勢「ほめる・認める・ 

寄り添う」の徹底 
省略 

②児童情報交換会の定期開催  
省略 

（２）いろいろな人と関わり

合う活動を充実し，思いやり

や感謝の気持ちを育てる 

①縦割り班（ファミリー活動）の異年齢集団での活 

動推進 
省略 

②小中交流活動の充実 省略 

③地域協育コーディネーターと連携した地域交流 

活動の充実 
省略 

（３）あいさつ指導の充実で，

あいさつの習慣づけを進める 

①あいさつの「意義」「具体的方法」の指導の充実 

と継続 
省略 

②児童会「あいさつ運動」の推進 省略 

③家庭や地域と連携した取組の推進  省略 

（４）読書指導の充実で，読書

好きな児童を育成し，豊かな

感性を育てる 

①学校図書館支援員等による図書館整備推進   省略 

②図書ボランティアによる読み聞かせの開催 省略 

③市立図書館や公民館図書，寄贈本の活用による蔵 

書の充実 
省略 

④家庭と連携した「家読」の取組推進 省略 

（５）道徳教育の充実を図り，

道徳的心情と実践力の育成を

図る 

①自己の生き方についての考えを深める学習を通

して，道徳的判断力・道徳的心情・道徳的実践意欲

と態度を養う 

省略 

（６）全教育活動を通し，人権

を尊重し，差別やいじめを許

さない実践力の育成を図る 

①人権教育，平和教育，生命尊重の教育の推進 省略 

②教育相談コーディネーターを中心に組織的な，い

じめの未然防止・初期対応の徹底 
省略 

（７）外国語教育と国際理解

教育を推進し，グローバルな

人材育成の基盤となる学習や

体験活動を充実する        

①小中一貫教育における外国語教育の充実 省略 

②ＡＬＴを活用した外国語科，外国語活動の実施 省略 

③ＡＰＵ留学生との交流活動の実施 省略 

考

え

る

子 

（１）新大分スタンダードを

基盤とした「わかる」授業や

授業改善５点セットによる授

業改善を図り，学力を育む        

①「授業改善の視点」やユニバーサルデザインの視

点を活かした授業実践 
省略 

②小中合同互見授業，合同研修や校内研修での授業

力向上の推進 
省略 

③学年に応じた自主学習指導の充実 省略 

（２）基礎・基本の学習内容の

確実な定着を図る 

①個に応じた学習指導の充実 省略 

②直川タイムの効果的計画的な学習指導の推進 省略 



③２か月に一度の復習テストの実施 省略 

④家庭と連携した家庭学習の充実 省略 

（３）「主体的，対話的で深い

学び」の授業実践を通して，論

理的な思考力の育成を図る 

①付けたい力が明確で，「新大分スタンダード」に

よる主体的・対話的で深い学びの実現 
省略 

②全ての教育活動で話合い活動の充実 省略 

③思考ツールの活用推進 省略 

④学校図書館を活用した授業の推進 省略 

⑤ＩＣＴ機器を活用した授業の推進と児童の機器 

活用力の育成 
省略 

（４）活用力の育成を図る        ①総合的な学習の時間における探究活動の充実 省略 

②活用問題（Ｂ問題）の授業での活用推進 省略 

（５）学びに向かう力の育成 ①授業・家庭学習等，学び全般に向かう 省略 

（６）特別支援教育の充実と

合理的配慮の実践を図り，児

童に学びの場を保障する 

①支援が必要な児童の個別支援計画の策定と実践 省略 

②全教職員による児童情報の共有 省略 

③児童の特性に応じた指導方法の工夫改善 省略 

動

く

子 

（１）体力向上プランを基に

して，自分から進んで体を動

かす習慣を身につけ，体力向

上を図る        

①元気タイムにおける体育的活動の推進と充実 省略 

②各種体育的行事に向けた計画的取組の充実 省略 

③体育授業における指導力向上を目指した研修の

実施 
省略 

（２）基本的生活習慣の定着

と健康安全に関する意識の向

上と実践力の育成を図る 

①家庭と連携した「早寝・早起き・朝ごはん」運動 

の推進 
省略 

②歯磨き，うがい，手洗い，フッ化物洗口の励行 省略 

③食育指導と保健指導の充実 省略 

（３）きまりや約束を守る意

識や態度、実践力の育成を図

る 

①生活のきまりや約束の指導の徹底 省略 

②登下校時の交通ルールやバス等利用時のマナー 

指導の徹底 
省略 

③「あったかハート１・２・３」等による，いじめ・

不登校に対する未然防止・初期対応の徹底 
省略 

（４）目標達成に向けて挑戦

し努力を続ける意識や態度の

育成を図る   

①体育的行事や取組において目標を設定し，それを 

意識させた練習や準備の取組推進 
省略 

②委員会活動と連動した月別生活目標達成に向け 

た取組の推進と充実 
省略 

③ＰＤＣＡサイクルを意識した教育活動の実践 省略 

④将来の夢や目標を描くキャリア教育の充実 省略 

（５）安全教育の充実による

児童の生命・安全・安心の確保 

①教育課程に位置付けた安全教育を実施し，児童の 

生命・安全を確保し，保護者に安心を与える 
省略 

（６）地域と連携した，小中合

同の春季運動会の実施 

①ＰＴＡ・地域と連携した春季小中合同運動会を 

５月に実施 
省略 

 


