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本県学校教育が目指すもの

学校教育共通実践課題

南の学校教育の重点

(1) 学校の教育目標の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの充実
(2) 家庭や地域社会との連携・協働の推進
(3) 学校間・校種間連携の推進

１ 「社会に開かれた教育課程」の実現

Ⅱ 学校教育 「南の学校教育の重点」

(1) 教職員一人一人の力量を高める研修の推進
(2) 自校の教育課題の解決を図る計画的・組織的な研修の推進
(3) 今日的な課題に対応するための研修の充実

４ 実践的指導力を高める研修の充実

(1) 豊かな心を育む道徳教育の

充実

(2) 健やかな体を育む体育・健

康に関する指導の充実

(3) 児童生徒一人一人の自己有

用感，自尊感情を醸成し，自

己指導能力を育成する生徒指

導の推進

３ 豊かな心と
健やかな体の育成

(1) 「主体的・対話的で深い学

び」の視点からの授業改善の

推進

(2) 指導の改善や学習意欲の向

上を図る評価の工夫

(3) 指導方法や指導体制等の工

夫改善による個に応じた指導

の充実

２ 確かな学力の向上 授業で勝負！

ふるさと教育の推進

心の教育の充実・発展を目指して

豊かな人間性を育む学校教育
Ⅰ 思いやりの心を育てる Ⅱ 心と体を鍛える
１ 人間愛の大切さの体得 １ 生き抜くたくましさの育成
２ 開かれた心の育成 ２ 働くことの喜びの体得と意義の理解

Ⅲ 基礎学力の向上を図る Ⅳ 教師の力量を高める
１ 自ら学ぶ意欲と態度の育成 １ 幅広い識見と教育愛の涵養

かん

２ 児童生徒の個性と能力の伸長 ２ 社会の変化に即応した研修の充実

～子どもも 教師も

目が輝いている授業～



- ５ -

南の学校教育の重点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1) 学校の教育目標の実現に向けたカリキュラ
ム・マネジメントの充実
① 日々の授業で行う学習評価や児童生徒・
保護者対象のアンケートの結果等から，児
童生徒や学校の状況，保護者や地域の人々
の願いを把握する。また，学校評価と関連
付けて教育活動全体で確実に解決しなけれ
ばならない課題を明らかにし，教職員間で
共通理解を図る。

② 自校の課題に対応させて，校長が学校の
教育目標を見直したり，本年度において中
心的に取り組む目標を設定したりする。ま
た，目指す児童生徒の姿や教科等横断的な
視点で育成を目指す資質・能力を教職員間
で明らかにするとともに，児童生徒及び家
庭，地域社会とも共有する。
③ 教科等横断的な視点で育成を目指す資質・
能力を各教科等の指導に関連付ける。また，
児童生徒がそれらの資質・能力を教科等横
断的に活用・発揮できるように，教科等の
関連を意識した指導に努める。

④ 教科等横断的な視点で育成を目指す資質・
能力を各教科等の評価に関連付けながら，
教育活動の効果を常に検証し，改善を図る。

⑤ 校内外の人的・物的資源を組み合わせ，
教育活動の効果を高める。

(2) 家庭や地域社会との連携・協働の推進
① 地域の教育資源や学習環境を学校教育に
生かすとともに，教育方針や児童生徒の状
況，学校評価等の情報を地域の人々に積極
的に発信するなど，地域に開かれた学校づ
くりを推進する。

② ふるさと教育が目指す人間像を的確に捉
え，その育成に向けて地域の自然・文化・
人材等を生かしながら，児童生徒が体験的，
総合的に学ぶことができる教育活動を推進
する。

(3) 学校間・校種間連携の推進
① 同一中学校区内の小・中学校で育成を目
指す資質・能力を検討したり，小学校では
スタートカリキュラムを基に幼児期の教育
を通して育まれた資質・能力を踏まえて指
導を工夫したりするなど，相互に連携し協
力し合って，幼児児童生徒に対する一貫性
のある教育を推進するための工夫を図る。

② キャリア発達を一層促すために，授業や
行事での交流等を行うこと，キャリアノー
ト等により校種を超えて学びの履歴を把握
することなどを通して，学校間・校種間連
携を推進する。

※ カリキュラム・マネジメントの充実，家庭
や地域社会との連携，学校間・校種間連携を
通して，本県の教育課題である「地域に根ざ
したキャリア教育の充実」を図ります。

１「社会に開かれた教育課程」

の実現

(1) 「主体的・対話的で深い学び」の視点から
の授業改善の推進
① 児童生徒が各教科等の特質に応じた「見
方・考え方」を働かせて資質・能力を獲得
していく授業を実現する。そのために，各
教科等の学習指導要領解説で示されている
「見方・考え方」を踏まえながら，児童生
徒が働かせる「見方・考え方」を学習内容
に応じて具体的に想定し，授業を構想する。

② 学習の見通しを立てたり学習したことを
振り返ったりする場面や対話によって自分
の考えなどを広げたり深めたりする場面を
どこに設定するか，児童生徒が考える場面
と教師が教える場面をどのように組み立て
るかなど，単元や題材など内容や時間のま
とまりを見通して授業改善を進める。

③ 「秋田の探究型授業」の基本プロセスを
ベースにしながらも，児童生徒の実態や指
導内容に応じて，必然性のある適切な学習
活動を弾力的に取り入れる。

④ 各教科等において，学校図書館や地域の
教育施設等の機能を計画的に利活用し，授
業改善の取組を活性化する。

(2) 指導の改善や学習意欲の向上を図る評価の
工夫
① ねらいが達成された児童生徒の姿を具体
的に想定した評価規準に基づき，評価方法
の工夫を図りながら評価し，その後の学習
指導等の改善に生かす。

② 学習評価の妥当性や信頼性を高めるため
に，評価規準や評価方法等について，事前
に教員同士で検討したり，評価後に見直し
たりするなど，日常的に工夫改善を図る体
制を構築する。

③ 児童生徒が学習の成果や自分の成長を実
感できるよう，学習活動の充実や支援の工
夫を図る。また，児童生徒が学習を振り返っ
て次の学習に向かうことができるよう，振
り返りの場面や方法の工夫改善を図る。

(3) 指導方法や指導体制等の工夫改善による個
に応じた指導の充実
① 児童生徒の実態に応じ，繰り返し学習，
学習内容の習熟の程度に応じた学習，児童
生徒の興味・関心等に応じた課題学習，補
充的な学習や発展的な学習等の学習活動を
取り入れたり，学習形態を工夫したりする
など，きめ細かな指導の充実を図る。

② 教育上特別な支援を必要とする児童生徒
の指導に当たっては，学習活動を行う場合
に生じる困難さに応じて，計画的，組織的
に指導内容や指導方法の工夫改善を図る。

③ 学校の実態に応じ，ＴＴや合同授業のよ
うに教員が協力して指導したり，専科指導
や交換授業のように個々の教員の特性を生
かして指導したりするなど，指導の効果を
高めるために指導体制の工夫改善を図る。

２ 確かな学力の向上
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(1) 豊かな心を育む道徳教育の充実
① 校長が示す明確な方針の下に作成した全
体計画及び全体計画別葉に基づき，教育活
動全体を通じて，意図的，計画的に道徳教
育を推進する。

② 道徳科を要とし，児童生徒が道徳的諸価
値についての理解を基に，自己を見つめ，
他者との議論を通して物事を多面的・多角
的に考え，生き方についての考えを深める
ための手立ての工夫や機会の充実を図る。

③ 指導要録の「行動の記録」等，教育活動
全体で見取る道徳的な行為の評価に加えて，
道徳科の授業で見られた児童生徒の学習状
況や道徳性に係る成長の様子を継続的に捉
え評価することで，児童生徒の成長を促す
とともに，指導の改善に努める。

④ 家庭や地域社会に道徳教育の方針を伝え
たり，取組等を公開したりするなどして，
家庭や地域社会と連携して道徳教育の充実
を図る。

(2) 健やかな体を育む体育・健康に関する指導
の充実
① 児童生徒の運動に親しむ意欲や体力の向
上に向け，新体力テストや全国体力・運動
能力，運動習慣等の結果を活用し，教育活
動全体で体育に関する指導の充実を図る。

② 多様化・複雑化している児童生徒の健康
課題の解決に向けて，養護教諭や栄養教諭
等の専門性を生かすなど，教職員間の連携
に努めるとともに，家庭や地域社会と連携
し，健康に関する指導の充実を図る。

③ 自分の命は自分で守る児童生徒の育成に
向け，児童生徒を取り巻く安全に関する環
境の変化を的確に捉え，児童生徒の発達の
段階や地域の実態等に応じた安全に関する
指導の充実を図る。

(3) 児童生徒一人一人の自己有用感，自尊感情
を醸成し，自己指導能力を育成する生徒指導
の推進
① 生徒指導が学校の教育活動全体の中で有
効に機能するための指導計画の見直しと，
それに基づく指導体制の構築を図る。

② 日常的な触れ合いや観察，計画的な教育
相談等により，児童生徒理解に努める。

③「居場所づくり」の取組と「絆づくり」へ
の支援を全校で組織的，意図的に進める。

④ 小・中学校９年間で児童生徒を育てる意
識を共有し，不登校や問題行動等の未然防
止，早期発見・即時対応ができる小中連携
等の体制を確立する。

３ 豊かな心と

健やかな体の育成

(1) 教職員一人一人の力量を高める研修の推進
① 「秋田県教員育成指標」に基づいた自ら
のキャリアステージを意識し，人事評価シ
ステムにおける自己目標との関連を図りな
がら，実践的指導力の向上を図るための研
修に努める。

② 自ら学ぶ意欲をもち続け，視野を広げる
とともに，研修の成果を日常の教育活動に
生かすよう努める。また，研修の成果を自
校の教職員に広めるよう努める。

(2) 自校の教育課題の解決を図る計画的・組織
的な研修の推進
① 自校の教育課題の解決に向け，教科等や
学年を超えた共同研究及び学校間連携によ
る共同研究を推進する。

② 「目指す子どもの姿」の実現に向け，Ｐ
ＤＣＡサイクルを機能させた計画的・組織
的な校内研修の充実に努める。

③ 「目指す子どもの姿」の実現に向け，研
究の重点と具体的な手立てについて，「『確
かな学力』向上推進デザインシート」を活
用するなどして教職員間で共通理解を図り，
実践に基づいた研修を積み上げる。

(3) 今日的な課題に対応するための研修の充実
① 新学習指導要領の趣旨や内容等の理解を
深める研修を推進する。

② 特別支援教育の目的や意義，児童生徒一
人一人の障害の状態や特性及び心身の発達
の段階等を十分に理解するとともに，校内
での支援体制を強化するための組織的，計
画的な研修の充実を図る。

③ 児童生徒の発達の段階に応じた情報活用
能力の育成やプログラミング教育，情報モ
ラル教育を充実させるための研修，学校に
おける個人情報の管理の徹底に関する研修
等を推進する。

④ 全ての教職員が学校安全の重要性を認識
し，安全教育や安全管理に関する取組を役
割分担しながら総合的に進めることができ
るよう，学校安全計画を基にした研修等の
充実を図る。

⑤ いじめ等の問題行動や不登校の未然防止
及び早期発見・即時対応に向けて，学校い
じめ防止基本方針を基にした研修の充実を
図る。

４ 実践的指導力を高める

研修の充実


