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○日本国憲法 ○教育基本法 
 

大分県教育委員会の重点方針 
Ⅰ 子どもの力と意欲を伸ばす学
校教育の推進 

Ⅱ グローバル社会を生きるため
に必要な「総合力」の育成 

Ⅲ 安全・安心な教育環境の確保 
Ⅳ 信頼される学校づくりの推進 
 
日田教育事務所の重点目標 

 
1. 学校マネジメントの深化 
2. 授業改善の徹底  
3. 安全・安心な教育環境の 

整備  

日田市教育委員会の基本方針 
＜重点方針１＞ 
１． 「芯の通った学校組織」を基盤とした教育水準の向上 
① 児童生徒の「学力向上」「体力向上」「いじめ不登校対

策」の充実と｢チーム学校｣の充実  
② 咸宜園教育の理念を生かした学校経営 
③ 縦の連携・接続と横の連携の促進 
＜重点方針２＞ 
２． 安全安心な学校づくりや危機管理の徹底 
① 地域の実情に応じた実践的な防災教育・防災対策の推

進 
② 事件・事故への速やかな対応、報国・連絡・相談の徹底  
③ 不祥事を防ぐ「しくみ」づくりと確実な実行の徹底 
＜重点方針３＞ 
３．未来を切り開き、ふるさとを愛する心を育む教育活

動の充実 
① ふるさとへの誇りと将来への夢を育む学校づくり 
② つけたい力を意識した密度の濃い授業（主体的・対話

的で深い学び）の実現に向けた組織的な授業改善の
推進 

教育理念  

人間尊重の精神 

学校教育目標 
 
高い目標を持って、 

自ら学び、人間性豊かで、
たくましく生きる生徒の育
成 
 

■「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 ～短期のＰＤＣＡサイクルの活用～ 
■生徒、保護者、教職員が一体となり、家庭や地域との協働によって、主体的でたくましい生徒の育成に取り組む。 
■生徒の安全・安心を最優先する。また危機管理を徹底させ、教職員の責任感を育成する。 
■咸宜園教育の理念を学校経営に生かして教育活動を展開する。 
 「治めて後学ばせる」を基調とした基礎基本を徹底して鍛える教育 
 「みなよろし」を基調として生徒・教職員の良さを生かす丁寧な教育 
 

○一人ひとりが大きな夢と高い
目標を持ち、進んで学び、心
身を鍛える学校 

○一人ひとりが元気で明るく、た
くましい学校         

○一人ひとりが確実に基礎学力
を身につける学校 

○一人一人が力を合わせて、地
域に元気と活気と誇りを発信
する学校

 
○使命感と情熱を持ち、夢を語
れる教職員 

○確かな授業力・指導力、観察
眼を持つ教職員 

○責任感を持ち、自分の持って
いる力を発揮して、学校経営
に参画する教職員 

 
 
◎「私のあゆみカード」の改善と活用 
◎学年テーマに応じたふるさと学習・先
哲学習 

◎あいさつ３Ｓ徹底 （進んで、ストップ、ス

マイル）と 気持ちの良い返事 
◎基本的生活習慣の徹底（東有田中５
Ｓの徹底→進んであいさつ・整理・整
頓・清潔・清掃） 

◎一人ひとりの良さを伸ばす縦割り小
集団活動の充実 

◎「不登校」「いじめ」０のための生徒理
解・教育相談の充実 

◎教職員としての基本的資質・専門性
の向上 

１．使命感と情熱、向上心と責任感 
２．子どもの力と意欲を高める「芯の通っ
た学校組織」を確立する自覚と学校
経営参画意識 

３．確かな授業力・指導力の向上 
４．報告・連絡・相談の徹底 
５．豊かな感性と人権感覚の醸成 
※運営委員会・職員会議の効率的な運
営とリーダーの育成 
 

◎開かれた学校づくり 
 
１．学校評議員や家庭・地域との協働 
２．学校・家庭・地域相互の情報交換 
３．小学校・特別支援学校との連携 
４．学校関係者評価の充実と活用 
５．各種たより、ＨＰの充実 
 ※学校だよりの地域への回覧・掲示 
※ホームページの更新 

◎教育環境の充実 
１．安全で美しい環境づくり 
 （東有田中５Ｓ）→進んであいさつ・ 

整理・整頓・清潔・清掃 
２．学びの場にあう言語環境 
３．人権に配慮した環境づくり 
４．環境に対する意識や感性の涵養 
５．公民館と連携した、地域に根差した
教育活動、地域人材の活用 

※育友会組織と連携した教育環境整備 

体 

平成３０年度 東有田中学校教育基本構想 

 
◎学力調査の分析と指導改善 
◎「新大分スタンダード」の活用 
◎アクティブラーニング型の授業改善 
◎生徒による授業アンケートの実施 
◎グリーンタイム・スタディアップ等によ
る習熟に応じた丁寧な補充学習の充
実 

◎授業とつながる家庭学習の充実 
（目標時間達成、全員課題提出、個
に応じた選択式課題） 

◎図書館教育の充実（学年必読書３０を
活用した授業・読書のすすめ） 

◎家庭との連携による学習習慣の確立 

 
・◎体力テストの分析と指導改善、３０/４８以

上の項目で、Ｔスコア５０以上の達成 
◎体力向上トレーニングタイム（ショート・ロン
グ）の実施による体力向上 

◎生徒指導の３機能を生かした自己評価カ
ードの活用 

◎生活リズム３点セットの徹底 
（登校１時間以上前に自立起床、毎朝朝
ごはん、学習以外では、１１時就寝） 

◎育友会、生徒会との連携による生活改善
ルールの策定 

◎食育の推進（チャレンジクッキング、お弁
当の日、栄養講座） 

 

めざす生徒像 
 
○大きな夢を描き、その実現に向けて粘り
強く努力できる生徒 

○自然と生命を尊重し、困難にくじけな
い、明るく元気で、たくましい生徒 

○進んで学びあい、助け合う生徒 
○進んで心身を鍛える生徒 

○高い目標を持ち、努力する生徒の育成 ○人間性豊かな生徒の育成 ○進んで体を鍛える生徒の育成 

 

 

日田市学校教育の目標 
夢と誇りを持って、たくまし
く生きる児童・生徒の育成 
～「自信・誇り・感動」をも
たらす日田市教育の創造！～
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１ 主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進    ～短期のＰＤＣＡサイクルの活用 

(ア）  生徒が意欲を持ち、主体的に取り組んでいこうとする学習課題の工夫 

（イ） 生徒指導の３機能を生かした授業づくりと、対話的な学習活動の工夫、促進 

   （ウ） 問題解決的で深い学びへの授業改善と授業研究、互見授業等の研究推進体制の確立 

 

２ 生徒、保護者、教職員が一体となり、家庭や地域の教育力を生かして取り組む。 

(ア) 学校だより、学級通信、学校ＨＰでの学校教育活動に関する情報発信、学校評価の公表と説明を行う。 

(イ) 日田市教育を考える週間（春・秋）を含め、年間６回の学校公開を行い、アンケート結果等をもとに保護者や地

域の意見を生かす。 

(ウ) 地域公民館と連携した地域人材の発掘と活用や講演会の共催などで連携や協力を行う。 

(エ) 地域行事への参加や協力を行う。また、保護者の育友会活動への参加促進や啓発を行う。 

 

３ 危機管理を徹底させ、生徒の安全・安心を確保する。 

＜リスクマネジメントの観点から＞ 

(ア) 校内安全点検を定期的に行い、安全に配慮した校内環境の整備に努める。 

(イ) 安全に配慮し、計画的に部活動を実施する。（健康管理・ケガや事故防止・屋外の気象情報） 

(ウ) 教職員個々の、危機管理に対する意識を高め、日常的に、注意安全義務を怠らぬように努める。 

(エ) 校外においては、通学路の危険個所点検を育友会と連携して行い、登下校時の安全指導に活用するとともに、

生徒の危機意識の向上を図る。 

 

＜クライシスマネジメントの観点から＞ 

(ア) 危機発生時に、組織として対応できる体制づくりを進めるために、実際の事例に学ぶミニ研修等を実施して危機

管理意識の向上と実践力向上を図る。 

(イ) 避難訓練を計画的に実施し、生徒の日常的な「危機対応能力」および「自主避難力」の向上を図る。（予告なしの

避難訓練も必要に応じて、実施する） 

(ウ) 避難訓練に関するＰＤＣＡを機能させるために、訓練を通じて把握できた課題を分析し、次回の訓練時に生かす

など、各種訓練や安全教育の質的向上を図る。 

 

４ 咸宜園教育の理念を学校経営に生かした教育活動を展開する。 

        ～ 「治めて後学ばせる」を基調とした基礎基本を徹底して鍛える教育 

        ～ 「みなよろし」を基調として生徒の良さを生かす丁寧な教育 

(ア) グリーンタイム（がんばりタイム）の完全実施で基礎基本の定着を図る。 

（毎朝１０分 ５教科とコラム読書のローテーションで、教科担当者による指導） 

(イ) 家庭学習習慣の確実な形成と、そのための家庭学習の指示と指導を行う。 

１年 （平日 １．５時間  休日 ２．５時間） ２年（平日 ２.５時間  休日 ３時間）  

３年 （平日 ３．０時間  休日 ５時間） 

(ウ) 少人数の良さを生かし、一人ひとりに根拠を伴った考えを持たせ、話したり、書かせたりする場の設定をする。 

(エ) 少人数の良さを生かし、一人ひとりの持つ力を発揮できる出番（役割）を与え、やり遂げさせ、成功体験を積み

重ねることで自己肯定感を高めさせる。 

(オ) 授業やその他の教育活動を通じて、生徒指導の３機能の視点を意識した指導を日常的に取り入れていく。 

（自己存在感、共感的な人間関係、自己決定） 

 

 
■「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 ～短期のＰＤＣＡサイクルの活用～ 
■生徒、保護者、教職員が一体となり、家庭や地域との協働によって、主体的でたくましい生徒の育成に取り組む。 
■生徒の安全・安心を最優先し、危機管理を徹底する。教職員の責任感を育成する。 
■咸宜園教育の理念を学校経営に生かして教育活動を展開する。 
 「治めて後学ばせる」を基調とした基礎基本を徹底して鍛える教育 
 「みなよろし」を基調として生徒・教職員の良さを生かす丁寧な教育 
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① 学力調査の分析と指導改善 

(ア) ４月の国・県の学力調査、１月の市の学力調査のそれぞれの結果分析を行い、弱点分野の補強、指導の強化、

改善を行う。 

(イ) 市の調査の弱点補強フォローアップシートを活用する。 

(ウ) 英語・数学に関しては「英語のポイント」「数学のポイント」の１００％活用を行う。 

(エ) 数学については、平日・週末課題を利用して、「数学問題データベース」の 

積極的な活用を図る。 

 

② 「付けたい力を意識した密度の濃い授業」実現に向けた授業改善 

(ア) 「新大分スタンダード」に基づく授業の質の向上 」 

  

(イ) 「中学校学力向上対策３つの提言」に沿った取り組みの充実 

(ウ) 単元ごと・１時間毎に具体的な評価規準の設定 

(エ) 習熟の程度に応じたきめ細かい指導 

(オ) 思考の流れを意識した板書の工夫 

《カードの種類と使い方》 

カード 使い方 毎時間 必要時 

今日の学習 学習内容の提示《単元名》 ○  

復習 本時に関連する既習事項・基礎的基本的事項の確認（短く）  ○ 

めあて 本時の学習の中心となる課題の提示《めあて・中心課題》 ○  

考え 発言内容、学習内容の整理、関連などを構造的にまとめる ○ 

まとめ 本時の学習で新たに学んだ内容の確認（生徒の言葉で） ○  

練習問題 授業の中で、練習問題を解く場合（終末問題の場合も）  ○ 

重要・注意 大切なポイントや注意すべき内容を強調したい場合  ○ 

 

 

③ 「主体的・対話的で深い学び」の授業改善 

(ア) １単元１回以上、興味・関心が湧く課題の設定 

(イ) 互いの考えを出し合い、深める協働的な学びの促進 

(ウ) 深い学びを可能にする追及課題や、自主的な課題設定の促進（３年卒業レポート） 

(エ) 異学年交流学習による学びあいの促進 

 

④ 生徒による授業アンケートの実施 

（ア） 日常的に、生徒指導の３機能を生かした授業展開を行う。 

（イ） 月に１回、全教科の授業に関する生徒アンケートを実施し、授業改善にいかす。 

（ウ） 教科担当による生徒アンケートの分析を行い、肯定的評価の生徒の割合を向上させる。 

 

⑤ グリーンタイム・スタディアップ等による習熟に応じた丁寧な補充学習の充実 

（ア）グリーンタイムとＧＴノートを活用して、「基礎・基本の力」や「活用する力」を育成する。 

（イ）定期テストや学力調査に向けて、生徒の希望も加味した、ＢＳ（基礎）コース（basic course）と、ＣＳ（挑戦）コース 

（challenge course）に分け、習熟に応じたきめ細かい補充学習を行う。 

 
① 学力調査の分析と指導改善 
② 「新大分スタンダード」の活用 
③ 「主体的・対話的で深い学びの授業改善 
④ 生徒による授業アンケートの実施 
⑤ グリーンタイム・スタディアップ等による習熟に応じた丁寧な補充学習の充実 
⑥ 授業とつながる家庭学習の充実（目標時間達成、全員課題提出、個に応じた選択式課題） 
⑦  必読書３０冊読破の取り組み（図書館を活用した授業・読書のすすめ） 
⑧ 家庭との連携による学習習慣の確立 
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（ウ）生徒のアンケートを実施し、指導改善につなげる。 

 

⑥ 自分の考えを「表明」「傾聴」「修正」「再表明」できる力の育成 

（ア）「基礎・基本となる事項」や「既習事項」を根拠として、自分の考えをまとめることができるように指導する。 

（イ）深い学びにつながる対話が可能となる信頼関係の構築 

（ウ）生徒が、自分の考えの流れを整理し、振り返ることができるノートやワークシートの様式を工夫する。 

 
⑦  授業とつながる家庭学習の充実（目標時間達成、全員課題提出、個に応じた選択式課題） 

(ア) 学年別家庭学習の目標時間の達成を図るために、家庭との協働で、学習のとりかかり時間等のルールを決めて、

家庭学習習慣を形成させる。また、それに見合う宿題の量や質を確保する。 

(イ) ドリル的課題だけにとどまらず、授業とつながる家庭学習、調べる力、考える力を向上させる家庭学習、選択的

家庭学習などの工夫を行い、質的向上に努める。 

(ウ) ＧＴタイム＜グリーンタイム＝がんばりタイム＞とつながるノート学習の質的向上を図るため、また、進んで学ぶプ

ラスαの学習に取り組む姿勢を育てるため、ノート指導に向けた教員間の共通理解を図る。 

 

⑧  図書館教育の充実（図書館を活用した授業・読書のすすめ） 

(ア) 学年別必読書３０を設定し、読書目標を設定する。読書量を向上させ、幅広い教養の獲得と、豊かな感性の醸成

を図る。（各学年年間３０冊） 

(イ) 月に１回、新聞の「コラム」の読解に取り組み、辞書の活用、「読み取る力」と「書く力」を育てる。 

(ウ) 全学年、全教科で、年間で１時間以上は、図書館を活用した授業実践を積極的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「私のあゆみカード」の改善と活用 

（ア） 職業レディネステストを実施することで、自己の興味、関心、自信、志向性等の知らせ、学年の発達段階に応じ

た、職業に関する自己プロフィールを理解させる。 

（イ）  自己プロフィールをもとに、自分の夢を具体的に描かせる。 

（ウ）  夢の実現に向け、日常的な活動、総合的な学習、特別活動の中にキャリア教育の視点を入れて指導に取り組む。 

夢に向かって努力する｢私のあゆみカード｣を作成し、家庭の保護者との情報共有を図る。 

 

② 学年テーマに応じたふるさと学習・先哲学習 

(ア) 先哲に学ぶ「先哲学習」の実践を・各学年の発達段階に応じて実践する。（学ぶ、活かす、志す） 

(イ) 郷土の人材に学ぶ交流体験学習などを通して、郷土への誇りと愛着を育てる。 

(ウ) 総合的な学習の中で、郷土の良さを知り、他の都市や国を知るなかで、郷土へのさらなる愛着とその他の都市や

国を尊重する姿勢を育てる。 

 

③ 社会人基礎力としてのあいさつ３Ｓ徹底 （進んで、ストップ、スマイル） 

(ア) いつでも、どこでも、誰とでも、大きな声であいさつができるようにさせる。 

(イ) 生徒会を中心として「あいさつ強化月間」を年間３回企画し、あいさつへの意識付けを高める。 

(ウ) 回数だけでなく、気持ちを込めること、家庭や地域に広げることも目指す。 

 

④ 基本的生活習慣の徹底（東有田中５Ｓ→進んであいさつ・整理・整頓・清潔・清掃） 

(ア) その場指導、チャンス相談等がいつでも行えるように、日頃からの生徒と教師の信頼関係に基づいた学校づくり

に努める。 

(イ) ５Ｓの徹底（進んであいさつ、整理、整頓、清潔、清掃）を常に意識して行動できる生徒を育てる。 

(ウ) 毎月の生活目標の設定と、定期的な振り返りにより、学校生活の向上を図る。 

豊かな心の育成をめざす取り組み 
① 「私のあゆみカード」の改善と活用 
② 学年テーマに応じたふるさと学習・先哲学習 
③ 社会人基礎力としてのあいさつ３Ｓ徹底 （進んで、ストップ、スマイル） 
④ 基本的生活習慣の徹底（東有田中５Ｓの徹底→進んであいさつ・整理・整

頓・清潔・清掃） 
⑤ 一人ひとりの良さを伸ばす小集団ＡＲＴ活動の充実 
⑥ 「不登校」「いじめ」０のための生徒理解・教育相談の充実 
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⑤ 一人ひとりの良さを伸ばす小集団活動の充実 

(ア) 学年を超えた、異学年縦割り小集団活動を通して、一人ひとりの出番（役割）を設定する。 

(イ) 行事等を創り出す過程で、人間関係形成力や課題解決力を育てる。 

(ウ) 失敗体験や成功体験をくりかえすことで、共に創り出す喜び、本番での、感動と成就感を体感させる。 

 

⑥ 「不登校」「いじめ」０のための生徒理解・教育相談の充実、 

(ア) 毎日の生活ノート、授業や生活、部活動などの様々な場面での変化を見逃さない、きめ細かい観察を心がける。 

(イ) 定期的に自分アンケートや教育相談を実施して、いじめ・不登校等の問題の予防・早期発見・早期解消のため

の実態把握を行う。 

(ウ) 「対応マニュアル」にそった校内支援体制を組織して取り組む。（不登校生支援アクションプラン）（あったかハー

ト１，２，３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 体力テストの分析と指導改善、３０/４８以上の項目で、Ｔスコア５０以上の達成 

（ア） 各学年の、実態把握と分析に基づいて、学年数値目標の設定を行い、指導改善を図る。 

（イ）   体育の時間と全校特設のトレーニングタイムを中心に行う。 

（ウ）   指導方法にＰＤＣＡサイクルを取り入れて取り組む。 

 

② １校１実践・体力向上トレーニングタイム（ショート・ロング）の実施による体力向上 

（ア） 少人数を基本として、全教職員体制で指導にあたる。 

（イ） 毎火曜日１５分間の体力トレーニングタイムを実施し、グループごとに全教職員で弱点補強指導を行う。 

（ウ） 学期に２回、ロングトレーニングタイムを実施し、記録をとり、振り返りをさせる。 

(エ) 体育のウオームアップとして、縄跳びを実施し、基礎的体力、持久力の向上を図る。 

 

③ 生徒指導の３機能を生かした自己評価カードの活用 

（ア） トレーニングタイムでの自己目標を設定させて、意欲的に達成に向けて努力させる。 

（イ） 「生徒指導の３機能」を取り入れた自己評価カードを作成して、取り組ませる。 

 

④ 生活リズム３点セットの徹底 

（ア）  生活リズム３点セットの確認を年度当初に行う。 
 登校、１時間以上前に起床 
 必ず朝ごはん、 
 原則（学習以外では）１１時就寝 

(イ)  「生活リズム」の実態調査を行い、実態把握と改善に努める。 

(ウ)  「健康相談」を行い、問題の早期発見に努める。 

(エ)  課題解決に向け、「ほけんだより」を通じて情報発信に努め、学級において「たより」を活用した指導を必ず行う。 

 

③ 育友会、生徒会との連携による生活改善ルールの策定 

（ア） 学習への早めの取りかかりの指導、「生活改善ルール」を策定して、取り組む。 

（イ）  育友会と連携して、ノーメディアデー、ファミリートークなどの取り組みを始める。 

 

④ 食育の推進（チャレンジクッキング、お弁当の日、栄養講座） 

(ア) 夏休み中の「チャレンジクッキング」を通して、食への関心と、自立度を高める。 

(イ) 育友会母親部と連携して、「お弁当の日」を実施する。 

(ウ) 栄養教諭を活用して、食育に関する指導講座を実施する。 

たくましい体の育成をめざす取り組み 
① 体力テストの分析と指導改善、３０/４８以上の項目で、Ｔスコア５０以上の達成 
② １校１実践・体力向上トレーニングタイム（ショート・ロング）の実施による体力向上 
③ 生徒指導の３機能を生かした自己評価カードの活用 
④ 生活リズム３点セットの徹底 
（登校、１時間以上前に起床、毎朝朝ごはん、学習以外では、１１時就寝） 
⑤ 育友会、生徒会との連携による生活改善ルールの策定 
⑥ 食育の推進（チャレンジクッキング、お弁当の日、栄養講座） 
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