
平成２３年度 学校の教育目標の具現をめざす組織構想 御嵩町立御嵩小学校

２１世紀御嵩町教育・夢プラン
【御嵩町の教育がめざす人間像】 生きがいと共生をめざす人間性豊かな人
【身につけさせたい４つの力】 「自立力」「共生力」「創造力」「自己実現力」
【学校教育の役割】 生きる力の基礎づくり －進んで 友達と 工夫して 生み出す－
【学校教育の重点】 ①自ら学び自ら考え力強く生きていく力の育成 ②人権を尊重し人を思いやる心の育成 ③地域とふれあい郷土を愛する心の育成 ④健康で生き生きとした生活

を送ることができる体の育成 ⑤学習や活動を支える教育体制の整備 ⑥一人一人に向き合う教育体制の充実 ⑦学校施設内、放課後、登下校時の子どもの安全
確保 ⑧地域・保護者から信頼される学校づくり

【学校給食の役割】 健全な食生活の基礎づくり －関心を持ち 感謝して 選んで 生かす－
【学校教育の重点】 ①食育の推進 ②安心・安全な学校給食

学校の教育目標・願う子どもの姿

のびよう きたえよう せいいっぱい
知 徳 体

みんなで学ぶ子 たすけあう子 けんこうな子

まなび合い たかめ合い おもい合い みがき合い

・学習規律を守り、学び ・心を一つに、みんなで ・自分をみつめ、より ・自分の体を知り、自
方を身につけた子 協力し、やりとげる子 よい生活をつくり出 ら進んで運動に励む

・課題を見つけ、自分な ・自分たちの手で計画・ す子 子
りの見通しをもち、自 実践・反省し、次に生 ・自分のよさ、人のよ ・危険を予知し、安全
ら進んで学ぶ子 かす子 さが互いにわかる子 な生活を送る子

・自分の思いを生き生き ・自分たちの問題を自分 ・互いに認め、励まし ・歯と口の健康つくり
と表現し、工夫して伝 たちで解決する子 合う友達関係をつく に取り組む子
え合う子 ・集団の一員として自分 る子 ・性に対する健全な意

・仲間と共に学習を振り を生かす子 ・明るく元気なあいさ 識をもつ子
返る子 つをする子

自学自習 自 治 自己変革 健康安全

学習・特活指導部 生活・健安指導部 事務部 教務部 校務部 学年部

学習づくり 仲間づくり 生活づくり 健康づくり ５者会議 研推委 学年会

【方針と重点】 【方針と重点】 【方針と重点】 【方針と重点】 【方針と重点】 【方針と重点】 【方針と重点】
◎教科指導 ◎総合的な ◎特別活動 ◎道徳教育 ◎健康教育 ◎学校経営 ◎研修 実践・評価
学習の時間 ◎環境教育 ◎進路指導 ◎生徒指導 ◎特別支援教育
◎情報教育 【学校評価】 ◎人権同和教育 【学校評価】 【学校評価】 【学校評価】 【学校評価】
【学校評価】 ○進路指導 ◎福祉教育 ○安全管理 ○特別支援教育○組 ○研修 評価・考察
○教育課程・学習指導 【学校評価】 ○保健管理 織運営○施設設備 ・改善策
○連携 ○生徒指導 【設置委員会】 【設置委員会】 【設置委員会】 【設置委員会】
【設置委員会】 【設置委員会】 【設置委員会】 ・学校保健安全委員会 ・資質向上委員会 ・研究推進委員会

生徒指導委員会、教 ・食育推進委員会 ・就学指導委員会、 ・学年部会
【分担内容】 【分担内容】 育相談委員会、いじ 特別支援校内委員会 ・少人数指導委員
・学習指導、教科指導 ・児童会活動 め不登校対策委員会 【分担内容】 ・学校評価委員会 会 【分担内容】
施設設備備品活用 代表委員会 【分担内容】 ・健康指導 ・初任者研修推進委 ・学年経営

・総合的な学習 委員会 ・教育相談 保健指導、性に関 員会・外国語活動推 ・学級経営
・国際理解教育 児童会会計 ・道徳教育 する指導 進委員会 【分担内容】 ・教科等進度確
・環境教育 運営委員会 ・道徳的実践 健康センター 【分担内容】・計画訪 ・全校研 認調整
・情報教育 ・クラブ活動 ・通学分団 ・安全指導 問要請訪問 ・部 研 ・学級経営簿
・学習環境 ・学級活動 ・校外生活 ・体育指導 ・センター研 ・研究集録 ・遠足・集団宿
・児童作品 ・進路指導 ・校内生活 体力づくり ・研修事業、カード ・職員研修 泊的行事
応募、掲示 ・福祉教育 ・食に関する指導 ・個人研

・文化的行事 ・人権同和教育 給食指導 ・自己啓発面談
作品展、鑑賞教室 栄養指導 ・免許更新

・図書館教育 ・清掃指導 ・教務事務
読書指導利用指導 ・健康安全・体育的 ・学級事務総括

・勤労生産 学級園 【重点内容】 行事 ・ふるさとふれあい 【重点内容】
【重点内容】 【重点内容】 ・よりよい生活づくり 夢づくり 【重点内容】 ・各教科の学び方
・基礎学力の向上 ・笑顔あふれる仲間づく ・交通教室 【重点内容】 ・儀式的行事 ・基礎的・基本的な を身につけ、共に
・多様な考えの錬り合い り ・分団児童会 ・伝統と誇りのある健康 ・ホームページ更新 知識技能の習得を 学習を高め合う学
・全校体制で「話す」「聞 ・児童集会 ・挨拶運動 づくり 図るとともに、思考 習集団づくり
く」の指導 伝え合う力 ・１年生を迎える会 ・ユニセフ募金 ・全校一斉食後の歯磨 【重点内容】 力・判断力・表現力 ・差別や偏見を許
・スピーチの工夫 ・チャレンジ集会 ・ベルマーク集め き、年２回ブラッシン ・ふるさと御嵩と共に 及び自ら学ぶ意欲 さずいじめのない
・ペア学習・交流の工夫 ・６年生を送る会 ・ふれあい訪問 グ指導 生き、高まる学校 や態度を育てる。 温かい学級づくり
・キーワードの使用 ・ペア歯磨き ・学力向上推進事業 ・児童の実態把握と
・ヒントカードの活用 ・全校スポーツ大会 の推進 実態に応じた少人
・ポスターセッション ・学年スポーツ大会 ・学校評価システム 数指導及びＴＴ指
・みたけの森たんけん ・外遊びの呼びかけ による学校改善 導の在り方
・ふるさと学習 ・ピカピカ週間 ・歯科保健指導の充 ◆研究主題
・交通環境学習 等々 実と発展 「できた、わかっ

【児童会委員会】 【児童会委員会】 【児童会委員会】 ・学校図書館教育の た」という充実感 【児童会委員会】
【児童会委員会】 ・代表委員会 ・ほほえみ委員会 ・給食委員会 充実と発展 を味わい、学び続 ・学年委員会
・図書委員会 ・運営委員会 ・ふれあい委員会 ・保健委員会 ・特別支援教育の充 ける算数科学習
・放送委員会 ・学年委員会 ・運動委員会 実と発展 ◆つけたい力
・グリーン委員会 ・(委員会担当) ・美化委員会 ・算数への関心・

【ＰＴＡ分担】 【ＰＴＡ分担】 【ＰＴＡ分担】 意欲・態度 【ＰＴＡ分担】
【ＰＴＡ分担】 【ＰＴＡ分担】 ・地区委員会 ・健康安全委員会 ・本部役員会 ・数学的な考え方 ・学級委員会
・学習委員会 ・広報委員会 年３回資源回収 親子歯磨き運動 運営委員会 ・数量や図形につ 参観日
（家庭教育学級） 広報みたけ発行 通学路点検 奉仕作業 総会 いての技能 懇談会等
講演会 自転車点検 講演会 ・数量や図形につ
給食試食会 巡回補導 学校保健安全委員会 いての知識・理解
バス研修 等

学校課題

◎地域に根ざした教育を推
進し、ふるさとを愛する
心を育てる学校

１ 学ぶ喜びをもち、基礎・基
本を確実に身に付ける学校

学びつづける学校
２ 豊かな心をもち、全ての子ど
もが存在感を味わう学校

和・話・輪のある学校
３ 健やかな体をつくり、安全
な生活を送る学校

健康・安全な学校

現実直視 自己変革
自分の生活をありのままに見つ
めよりよく変えていこう！


