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基礎・基本の定着 規範意識の確立 全校生徒の体力アップ

令和２（2020）年度　姫島村立姫島中学校　学校経営

【基本方針】  憲法、教育関係諸法規並びに学習指導要領・県教育行政基本方針・村学校教育方針等を基調とし、姫島の特色ある教育環境
（ジオパーク）を活用しながら、ＥＳＤ（持続可能な発展のための教育）を「（幼）小中の全教職員」の経営参画と保護者・地域との連携
を通して、９年間（11年間）の長期ビジョンに立った「ふるさと姫島を愛する（貢献する・誇りを持つ）」教育を行う。それらを通して、
①生きてはたらく「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」の育成、②自己理解を深め、多様性を認める豊かな人間性の育成、③たくま
しく生きるための健康や体力の保持・増進など、「知・徳・体」の調和を図りながら、主体的にたくましく『生きる力』を持った子どもを
育成し、21世紀を担う平和で民主的な国家及び社会の形成者としての人格の形成をめざす。

【校訓】

１年 ２年 ３年

人の話をよく聴き、相手の気持ちを考え行動できる生
徒

人の話をよく聴き、相手の気持ちを考え自主的に行動
できる生徒

人の話をよく聴き、相手の気持ちを考え自主的に支え
合う行動できる生徒

規律正しく、意欲的に日々向上する生徒 規律正しく、意欲的に日々ともに向上する生徒
規律正しく、意欲的に日々ともに向上し、進路目標に
向け主体的に学習に取り組む生徒

「中学生としての自覚を持ち、お互いの良さを認め
合い、何事にも意欲的に取り組む生徒の育成」

「中堅学年としての自覚を持ち、お互いを認め合
い、何事にも意欲的に取り組む生徒の育成」

「最高学年としての自覚を持ち、お互いを認め合い
協力し、自ら考え自主的に行動し、進路実現に向け
努力できる生徒の育成」
～自分を大切にし、人も大切にできる生徒～

中学生としての自覚を持ち、基本的生活習慣を身につ
けた生徒

１年生の見本になるとともに、３年生を支え、最高学
年になる自覚のもてる生徒

最高学年としての自覚をもち、何事にも積極的に行動
し、協力して全校をリードすることができる生徒

学校教育目標（小中合同）

姫島を愛し、よりよい未来に向かって、主体的に生き抜く姫島っ子の育成

（１）生きてはたらく「知識・技能」を習得させます。

（２）未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力」を育成します。

（３）学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性」を涵養します。

めざす生徒像

〇生きてはたらく知識・技能を身につけた生徒

〇他者と協働して主体的に問題解決や社会貢献

に取り組む生徒

〇意欲や感情の自己調整力、社会スキルを身に

めざす学校像

〇規範意識の高い学校

〇明るく楽しい学校

〇地域に開かれた学校

めざす教師像

〇強い情熱と深い愛情をもち、生徒を大切に

する教師

〇資質・指導力向上をめざし、努力する教師

〇総合的な人間力を持ち、信頼される教師

自主

令和２年度 教育課程編成のポイント

〇授業改善による基礎的・基本的な知識・技能の習得

〇ESDカレンダーをもとにした教科横断的な取組によるふるさと科の充実

喫緊の課題 学力（基礎・基本の定着）自主性（授業・各種活動「学級・生徒会・部活動など」）

今年度の重点目標

三つの資質・能力の向上

学力の向上

教科

〇基礎基本の定着、下位層の底上げになる授業の実施

・振り返り活動の徹底

・教えあいや個別指導の充実

・やはずタイムの活用

〇思考・判断・表現力を高める授業の実施

・知識・技能を活用する場面設定

・話し合い活動の設定

領域

〇自主性・社会性の育成

・生徒会活動の活性化

・生徒が企画・運営する取組の実施

・日常的な班活動の設定

〇学習習慣・生活習慣の定着

・家庭学習ノートや週末課題を通しての指導

・姫中情報機器類使用宣言と姫箱についての指導と

話し合う場の設定

校長・教頭による生徒面談の実施

学期に１回実施（個人面接・集団面接） 話し方・マナーアップ・自己理解等

協力 錬磨



　

姫島を愛し

姫島に誇りを持てる子どもに

学校の学校組織運営改革

校長のリーダーシップ・芯の通った学校組織・教育ビジョン明確化

教員バックアップスタッフ

◆特別支援コーディネーター

対象生徒の見とり及びWISC検査

教職員・保護者への指導助言

◆SC 月２回程度 生徒・保護者・教職員

のカウンセリング

◆SSW 月１回程度 生徒が生活の中で抱え

る問題の解決を図る

◆ICTアドバイザー

週２回程度 ICT教育の補助

教職員の底支え

業務役割分担・負担軽減等

・勤務実態改善計画の周知・共通認識

・勤務実態改善チェックシート

・超勤調査による勤務の把握と意識化

・振替・年休取得 ・会議の精選等

教員改革（資質向上）

地域各種連携（目標協働達成）

教育委員会・幼小中高・PTA・地域関係者

教育委員会・幼小中・PTA・地域関係者

教育委員会・小中・PTA・地域関係者

村補導部会 年3回

子ども読書推進協議会 年2回

村学力向上対策協議会 年2回

幼小中連合体育大会（９月）

幼小中親睦会（５月・９月）

学校は保護者・地域に貢献

よりよい地域づくり

保護者・地域は学校に貢献

地域貢献

人材バンクの活用

村役場・村施設との連携

教育関係機関等との連携

幼・小・中学校との連携

①家庭学習の定着・規則正しい生活習慣の確立

「家庭学習の手引」「姫箱」

「生活習慣チェック」

②学校行事・学校公開への参加

「親子奉仕作業」

「幼小中合同体育大会」

「文化祭」

③姫島中学校PTA活動・村連合PTA活動への参加

家庭との連携

①教育委員会

「ALT派遣」「水曜・土曜日塾」「学習チューター」

「漁業体験教室」「福祉体験教室」「水産教室」

「さわやかマラソン大会」

②大分県立美術館

「姫島まるごとジオ・ミュージアム」

③ジオ交流学習

①学校歯科医 全校週１回

・フッ化物洗口

②総務課・駐在所等

・街頭指導 あいさつ運動

③消防署

・避難訓練 姫島中学校消防隊

④水産・観光商工課

・お魚料理体験教室

⑤各施設 「職場体験学習」

①ボランティアによる読み聞かせ

②「ふるさと教室」

・人事評価システム（目標管理）での育成

※大分県公立学校教員育成指標での育成

①体験入学 ②出前授業

高校との連携

社会に開かれた教育課程

ふるさと科 など

よりよい学校づくり



月 火 水 木 金 NO

1

2

3

4

1 7 13 18 24 5

2 8 14 19 25 6

3 9 15 20 26 7

4 10 16 21 27 8

9

10

5 11 17 22 28 11

6 12 23 29 12

13

14

15

16

17

18

19

20

月

6

9

11

12

時間帯 校時 職　名 氏　　名 担　当

～8:10 生徒登校 校長 河野　　智 学校運営

8:10～8:25 モーニング読書（全校生徒・全教職員） 教頭 石丸　理佐 学校運営

8:15～8:25 職員朝会 教諭 櫻木　勝之 3年学年主任　進路指導主事　社会　技術

8:25～8:30 朝の学活 教諭 櫻井　　岳 3年担任　生徒会　理科

8:40～9:30 １限 教諭 三田　祐也 3年副担任 授業力向上アドバイザー  数学 教育相談 　　

9:40～10:30 ２限 養護教諭 稲好　一恵 保健主事　特別支援コーディネーター

10:40～11:30 ３限 教諭 糸永嘉代子 2年学年主任　研究主任　国語　はがき新聞

11:40～12:30 ４限 教諭 大塚慶一朗 2年担任　指導法工夫改善担当　ICT　外国語

12:30～13:00 給食 臨時講師 森内　茉子 2年副担任　音楽　美術

13:00～13:45 昼休み 副主幹 阿部富美子 学校事務

13:50～14:40 ５限 教諭 徳丸　宏信 1年学年主任　生徒指導主事　外国語

14:50～15:40 ６限 教諭 小西　　楓 1年担任　体育主任　保健体育　美術

15:45～16:00 清掃（水曜日14:45～15:00） 教諭 秋元　真治 1年副担任　教務主任　数学　防災教育

16:40～ 生徒下校・部活動開始（水曜日15:30～） 図書司書 明石　瑠美 図書管理

SC 久恒　由美 生徒・保護者・教職員のカウンセリング

16:05～16:20 帰りの学活（水曜日15:05～15:20） 学校栄養職員 穂満　史子 学校給食

16:20～16:35 やはずタイム（金曜日「体力向上の取組」） 用務員 島崎みどり 学校用務

3 30 16 ALT エイドリアン･ハフ 全学年の外国語

令和2（2020）年度 SSW 松原小百合 生徒が生活の中で抱える問題の解決を図る

学級数 生徒数 職員数 ICT 松原　由香 全学年のICT教育の補助

比売語曽社祭

5
九重宿泊体験学習（1年）中止　中間テスト 村連P総会　学校評議員会① 姫島おさかな祭中止

修学旅行　10月に延期 村補導部会①　子ども読書推進協議会①　

年間行事計画

学校行事 関係行事 社会行事

4
新任式　始業式　入学式　実力テスト　歓迎遠足　家庭訪問 小学校・高等学校入学式　PTA役員会①　 清正公社祭　

身体測定　健康診断　心電図検査　生徒会立会演説会　生徒総会 PTA総会　やはずスポーツクラブ総会

8
平和授業　大分ジオパーク教育交流事業（1年）　水産教室（2年） 学校評議員会② 姫島盆踊り

ふるさと教室（2･3年）　学習チューター（全学年）

郡市総合体育大会　陸上競技大会 村教委学校訪問　別府教育事務所学校訪問

7
期末テスト　ジオ・ミュージアム　クラスマッチ　終業式　海岸清掃（全学年）　 村補導部会②　PTA役員会②　保護者学級 海岸清掃日

福祉体験学習（1年）　漁業体験教室（1年）　消防隊結団式（1･2年） 期末PTA　県中学校総合体育大会 みそぎ祭

始業式　実力テスト　薬物乱用防止教室　幼小中連合体育大会 学力向上対策会議① 敬老会

10
郡市新人スポーツ大会　県新人スポーツ大会　郡市駅伝大会 PTA指導者研修会 舟曳祭　村民体育大会

生徒総会　中間テスト　お魚料理体験教室（1年） 子ども読書推進協議会② 姫島車えび祭　銅像祭　村民芸能大会

学校評議員会③　私立高校推薦入試 さわやかマラソン大会

2
3年生を送る会

姫島中学校文化祭　職場体験学習（2年） 県駅伝競走大会　PTA研修旅行

期末テスト　避難訓練　クラスマッチ　終業式 PTA役員会③　期末PTA

村連P総会　転退職者送別会　お見送り

私立入試　公立推薦入試　村補導部会③

子ども読書推進協議会③　学力向上会議②

3
卒業式　学年末テスト　修了式　離任式 小6体験入学　公立高校入試　学年末PTA 　PTA臨時総会

1
始業式　百人一首大会　実力テスト 姫中消防隊特別点検（1･2年）　 出初め式　成人式　


