
令和４年度 学校経営方針

大和郡山市立郡山西小学校

１ 本校教育の目標
(1) 基本方針

「ふるさと郡山に夢と誇りと自信を持ち、未来を拓き、未来を駆ける心豊かな人づくり」

を基本理念とする。「ふるさとで育ち」、「ふるさとに学び」、「ふるさとを創る」という「郷

育」と、「心に響く」、「みんなで響く」、「ずっと響く」という「響育」を基本方針とし、「郷

育」と「響育」の推進を図る。

人権尊重の精神を基盤として、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童の育成を目

指す。

(2) 学校の教育目標
① 健康で生命を尊ぶ子どもを育てる

② 基礎的・基本的な知識・技能を確実に身につけた子どもを育てる

③ 人権意識を身につけ協調・協力できる子どもを育てる

④ 進んでことに当たり、粘り強くやりとげる子どもを育てる

(3) 学校の教育目標を達成するための基本方針
① 一人一人の教育的ニーズを把握した支援体制を構築する。

② 一人一人の学びをきめ細かく支援できる指導方法の工夫改善を図り、「学ぶ意欲」

を高める授業をめざす。

③ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた子ども主体の授業の展開に取り組む。

④ 人権が尊重される学校・学級づくりに取り組む。

⑤ 「ふるさとの未来を担う子どもを育てる」という理念を、学校と地域社会が共有し、

相互に支援・連携する仕組みを推進する。

(4) 教育スローガン

学ぼう、遊ぼう、つながろう友だちと！

２ 本年度の重点目標（努力点）

重点目標 取組の重点 具体的な内容

よく考える子 ○言語能力の育成 ・個に応じた指導
（知） ・自分の思いを伝える力の育成 ・言語活動の充実

・グローバル人材の育成 ・ＡＬＴを活用した英語教育の活性
化

○子ども主体の授業の展開 ・学習意欲の向上に関する取組
・「主体的・対話的で深い学び」の実 ・「指導と評価の一体化」の実現に
現に向けた授業改善 向けた単元構想及び授業づくり
〇特別支援教育の推進 ・一人一人の教育的ニーズを把握し

た支援体制の構築
〇教育の情報化の推進 ・教職員の情報活用指導力の向上
・教科指導等における1人１台の端末 ・情報活用能力の育成
活用
・ＩＣＴを活用した「個別最適な学び」



と「協働的な学び」の実現

たくましい子 ○基本的生活習慣の改善 ・早寝、早起き、朝ご飯の推進
（体） ○健やかな体と心の育成 ・体力向上プランニングシートの活

・感染症防止等のための新しい生活様式 用
の確立と実施 ・「外遊び、みんなでチャレンジ！」
・運動習慣向上ための取組の推進 の積極的参加

・教育活動全体を通じて道徳性を養
う。

○規範意識の向上 ・あいさつ・返事・後片付けの徹底
心豊かな子 ○人権教育の推進 ・違いを認め合い、共生の心を育て
（徳） ・人権が尊重される学校づくり・学級づ る

くり ・いじめの早期発見・早期対応
○読書活動の推進 ・心豊かにする読み聞かせの充実
・自ら進んで読書に親しむ意欲と態度の ・「読書タイム」などの効果的な設
育成 定
・市立図書館との連携・活用 ・学校司書との連携による図書館活

用の充実

教職員の資質向 ○自己の意識の向上 ・各種研修及び公開講座や自己申告
上 評価制度等を利用し、「教育のプロ」

として自己研鑽を積む。
〇指導力の向上 ・授業研究や教材研究、教職員相互

の公開授業等を積極的に行う。
〇働き方改革の推進 ・より質の高い授業の実現に向け

て、教職員が生き生きと、やりがい
を持って働ける学校環境の整備と働
き方改革の推進を図る。

信頼される学校 ○学校評価の活用 ・教育活動や学校運営の目標達成状
況等を評価し、組織的・継続的な改
善を図る。

○積極的な情報発信 ・家庭や地域にＨＰ等を利用して積
極的に発信する。

○学校評議員制度の充実 ・学校評議員の意見を聞くととも
に、保護者や地域住民等と一体とな
って学校運営上の課題解決を図る。

○地域と共にある学校づくり ・「ふるさとの未来を担う子どもを
育てる」という理念を、学校と地域
社会が共有し、相互に支援・連携す
る仕組みを推進する。

基礎学力の保証に向けて
基礎的基本的な知識技能を確実に身につけた子どもを育てるための方策

(１)現状の学力を測るため、学力状況調査、県学力診断テスト等分析し課題を探る。

(２)各学年に応じた必達目標を設定し取り組む。

(３)教師の授業力向上のために各種研修・公開授業・模擬授業などに取り組む。

校内研修の充実 公開授業の実施

・講師招聘した研修 ・各教師の授業力の向上

・各種研修の実施

・模擬授業研修

校外研修の参加

自己研鑽



３ 人権教育推進の重点

１ 目標

人権尊重の精神に徹し、一切の差別をなくす意欲と実践力を持った児童を育てる。

①人権や差別に対する認識を深める。

②共に考え、共に解決していく質の高い仲間意識を育てる。

③一人ひとりの子どもを大切にし、その能力、適正を伸長する。

２ 指導の観点

人権尊重のためのあらゆる課題を追求する。

①生命を守る課題 ⑦「障がい者」理解を深める課題

②仲間づくりの課題 ⑧在日外国人への理解を深める課題

③仕事、労働の課題 ⑨東日本大震災に関わる課題

④部落問題に対する正しい理解と認識を育てる課題

⑤反戦・平和に関わる課題

⑥ジェンダーフリーに関わる課題

３ 本年度の実践課題

（１）重点課題

人権に対する正しい見方や考え方を育て、共に支える仲間集団を育成する。

〔たがいの違いを認め合える集団をめざして〕

（２）各学年の実践目標

１年 自分の思っていることが話せ、友達の話が聞ける子どもを育てる。

２年 友だちの困っていることを、自分の問題として考える子どもを育てる。

３年 一人の問題をみんなで考え合える学級集団をつくる。

４年 一人の問題をみんなで考え、支え合える学級集団をつくる。

５年 人権に対する正しい考え方をもち、支え合う仲間集団をつくる。

６年 人権に対する正しい考え方を深め、互いの違いを認め支え合う仲間集団を

つくる。

４ 具体的な取組

（１）児童への取組

①各学年の年間計画をもとに、意欲的に学習を進める。

②毎月１１日を「人権を確かめ合う日」として位置づけ、児童の人権意識を高める。

③各学年で取り組んだ人権学習や平和学習で用いた教材・資料・ビデオ等を保存

して、来年度に生かしていく。

④学習活動、帰りの会、日記指導などを通して児童の思いや願いを知り、必要に

応じて学級・学年の問題として取り組む。

⑤児童の相互理解を深めるための指導を工夫し、課題を持つ児童や障がいのある

児童に対する理解を深める取り組みをする。

⑥男女の協力やお互いを尊敬し合える人間関係の育成を図る。

⑦人権ポスター・標語等の取組を通して、人権意識を高める。

（２）教師の資質の向上

①授業研究・実践交流会による研修

②人権・部落問題学習についての研修

③研究課題についての研修〔講師招聘〕

④各種研修会・研究会への参加

⑤市人教、奈人教研究大会、全国人権教育研究大会への参加



⑥ＬＧＢＴの研修

（３）保護者への啓発

①人権教育の学習参観及び学級懇談会

②校区人推協主催の地区懇談会での研修

（４）取組の点検

①教材の選定・作成

②推進計画や年間教育の見直し(道徳年間指導計画との関連)

③年間のまとめ、次年度の課題検討

４ 生徒指導（生活指導）の重点

○目標 基本的な生活習慣を身につけさせるとともに、意欲的に楽しい学校生活を営もうと

する態度を養い、実践させる。

月 め あ て 実 践 内 容

○チャイムの合図を守って行動しよう。

○進んであいさつをしよう。

○「おはよう」「さようなら」「ありがとう」

４ 新しい学年を気持ちよく出発 「ごめんなさい」などのあいさつや「はい」

しよう。 「いいえ」などの返事をきちんとしよう。

○言葉づかいをていねいにしよう。

○職員室に入るときやお客様にあったときは、

あいさつをしよう。

○名札や帽子をきちんと身につけよう。

○交通ルールを守って、仲良く登下校しよう。

５ きまりを守ろう。 ○上靴と下靴の区別をつけよう。

○廊下は静かに右側を歩こう。

○下校時刻を守ろう。

○雨の日の遊び方を考えよう。

６ みんなと楽しく遊ぼう。 ○晴れた日には、運動場で元気よく遊ぼう。

○決められた場所で遊ぼう。

○外へでるときは帽子をかぶろう。

７ 健康に気をつけよう。 ○外から帰ったときは、必ず手洗いとうがいをしよう。

○姿勢を正しくしよう。

○ハンカチ、ティッシュは必ず持とう。

８ 楽しい夏休みを過ごそう。 ○計画を立て規律ある生活しよう。

○チャイムの合図を守って行動しよう。

９ けじめある生活をしよう。 ○進んであいさつをしよう。

○集まるときは、静かにすばやく行動しよう。

○そうじ道具を正しく使い、後始末をしっかりしよう。

○そうじ時間内にやりとげるように、協力しよう。

1 学校を美しくしよう。 ○ゴミを落とさないようにし、落ちているゴミは進ん

0 で拾おう。

○トイレを正しく使おう。

○外から帰ったときは、手洗い・うがいをしよう。



1 からだをきたえよう。 ○外で元気よく遊ぼう。

1 ○給食は、残さず食べよう。

○机やロッカーの中をきれいにしよう。

1 身の回りの整理整頓をしよ ○教室全体をきちんと整理しよう。

2 う。 ○使ったものは必ず元に戻そう。

○掲示物を大切にしよう。

○チャイムの合図を守って行動しよう。

○進んであいさつをしよう。

１ 物を大切にしよう。 ○持ち物には名前を書こう。

○学用品は、最後まで大切に使おう。

○みんなの物は、ていねいに使おう。

○友達が困っていれば、みんなで助けよう。

２ みんなと仲良くしよう。 ○相手の立場も考えて意見を言おう。

○みんなの役に立つことを進んでしよう。

○机やロッカー、靴箱の中をきれいにして、次の学年に

３ １年間の反省をしよう。 引き継ごう。

○自分の持ち物を整理整頓しよう。

今年度の重点目標 ○進んであいさつをしよう （※基本的に週目標は１つにする）

○学校を美しくしよう

実施方法 ① 重点目標は、年間を通じて指導し、達成できるよう働きかける。

② 月目標は、生徒指導部で毎月のテーマを話し合い決めていく。

③ 月目標は、各学年・学級の発達段階や実態を考慮しながら各学級で考え

振り返りを行い、実践意欲を高めていく。


