
◆地域と連携した魅力・特色化による、真に
選ばれる地域の高等学校づくりの推進
◆「協育」ネットワーク等の活動支援を通じた
地域コミュニティの再構築と地域の教育力の
向上
◆日本遺産の認定促進や総合型地域スポー
ツクラブの活動支援等による地域の活性化

学校の安全・安心対策の充実・強化

（授業等教育環境）
・９年間を通して一貫教育　・外国語学習の充実　・協調学
習
による「主体的・対話的・深い学び」を追求する授業　・「きら
きら」や「週末課題」による個に応じた指導　・地域学習サ
ポーターの活用　・１校１実践による体力向上　・地域学習

１　子どもの力と意欲の向上に向けた組織的
な取組の推進

子どもの貧困対策

・福祉等関係機関と教育委員会・学校等との
連携強化
・ＳＣ・ＳＳＷの配置・活用促進

いじめ・不登校対策

・「いじめ防止対策推進法」に基づく重大事態
への適切な対応
・「教育機会確保法」に基づく不登校対策の
充実　等

・体育専科教員・中学校体育推進教員の取
組の普及
・体力向上プランの活用（「一校一実践」の改
善）
・生活習慣・運動習慣の改善とフッ化物洗口
の取組拡充

いじめ・不登校対策等の推進

・いじめ・不登校に係る校内対策委員会等の
開催促進
・専門スタッフ等を効果的に活用する体制整
備
・教育支援センター（適応指導教室）等との連
携促進
・地域不登校防止推進教員の活用促進

「芯の通った学校組織」を基盤とした教育水
準の向上

学校マネジメントの深化

・「新大分スタンダード」による主体的・対話的
で深い学びの実現
・授業改善スクールプラン・授業改善マイプラ
ンの活用
・特別支援教育の視点からの授業改善
・授業改善の取組を活かしたカリキュラム・マ
ネジメントの推進

・次代の地域産業を担う人材育成に向けた、
地域産業界等との連携強化
・進学希望高校生を対象としたインターンシッ
プ等の実施及び学生登録制度への加入促進
・海外留学支援やＷｅｂ会議システムの活用
等による国際交流活動等を通じたグローバ
ル人材育成の推進

健 康 推 進 ・ 体 力 向 上

人づくり

学校防災等危機管理

・熊本地震の教訓を踏まえた「防災・避難対
策マニュアル」の改訂　等

○学ぶ意欲を持ち，確かな学
力を身につける学校（知性）
（主体的な学びと学習習慣を
身につけ，自己実現を図ろう
とする子どもの育成）
○豊かな心と健やかな体を育
む学校（感性）
(元気な挨拶ができ，思いやり
をもち、健康に気をつけ進ん
で運動する子どもの育成)
○児童生徒が安心して学べ，
保護者・地域から信頼され開
かれた学校（信頼）
 (保護者・地域と協働して子ど
もを育て安心安全・信頼され
る学校をつくる)

地域づくり

①体育授業の充実及び体力向上の取組強
化
②生活･運動習慣の改善と食育・歯磨き・
フッ化物洗口によるバランスの取れた健康
づくりの推進
③熊本地震の教訓を踏まえた危機管理の
徹底と防災教育の推進

 いじめ・不登校対策の強化

①人間関係づくりプログラムの実施等によ
る組織的ないじめ・不登校未然防止の取組
拡充
②校内対策委員会等の確実な開催促進及
び市生徒指導主任連絡協議会の拡充
③ＳＣ・ＳＳＷ等を効果的に活用する校内体
制整備の促進

豊かな心の育成

体力向上の推進・健康課題への対応

自 律 性 ・ 社 会 性 の 向 上

①日常的な教育活動（ＯＪＴ）を通した組織
的な人材育
成の充実
②市教育課程研究協議会教科部会の充実
③保幼小中高連携の積極的な推進

２　地域を担う人づくりと活力ある地域作りの
推進

（評価システム）
・学校自己評価
・児童生徒・保護者アンケート
・学校関係者評価
・第三者評価

①幼児の心身の発達と地域の実態に応じ
た教育課程の編成
②「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」
を踏まえた指導の充実
③幼児教育と義務教育の円滑な接続の
充実

のびた実感を味わえる
学力向上

自律性・社会性の向上 健康推進・体力向上

学習指導要領

本校教育がめざすもの

〈学校教育目標〉
「筧の里で　知性と感性を磨き　夢に向かってたくましく生きる児童生徒の育成」

豊後高田市の学校教育基本方針
夢を描き、実現できる子どもの育成

《キーワード》
～未来に向かって、プロとしての誇りを～

１　子どもの力と意欲の向上に向けた組織
的な取組の推進

授業改善の徹底〔前期（１～４）〕
〇進んで学ぶ・やくそくやきま
りを守る・やさしく協力する
〔中期（５～７）〕
〇主体的で協働的に学ぶ・正
しく判断する・自分と友だちの
よさを認め合う
〔後期（８～９）〕
〇自己実現をめざすために
学ぶ・自律的に行動する・励
まし合いともに高まろうとする

○児童生徒の声に耳を傾け
共感的に理解し，励まし，支
援し，一人一人の可能性を引
き出し伸ばそうとする教職員
○法令を遵守し，教育のプロ
として常に自己研鑽を積み，
自己を高めようとする教職員
○学校運営に意欲的に参画
し，組織の一員として行動し
目標達成を図り，児童生徒・
保護者・地域から信頼される
教職員

体力向上、健康・安全教育の推進

めざす学校像

 幼児教育の充実

特別支援教育の充実

平成２９年度　学校経営全体構想

豊後高田市立小中一貫校戴星学園

　我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させる
とともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
　我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、心理と正義を希求し、公の精神を尊
び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の
創造を目指す教育を推進する。
　ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、そ
の振興を図るため、この法律を制定する。

教育基本法日本国憲法

めざす子ども像 めざす教師像

〇国民主権
○基本的人権の尊重
○平和主義

○「生きる力」という理念の共有
○基礎的・基本的な知識・技能の習得
○思考力・判断力・表現力等の育成
○学習意欲の向上や学習習慣の確立
○確かな学力の確立に必要な授業時数の
確保
○豊かな心や健やかな体の育成を図るた
めの指導の充実

大分県教育委員会の重点方針
－「教育県大分」の創造に向けて－

教職員の資質向上

・「学校マネジメント４つの観点」に基づく指
導・支援
・マネジメントツールを活用した攻守間連携の
推進
・学校・家庭・地域の協働の推進（ＣＳの普
及・地域学校協働活動の推進）

①基礎・基本の徹底と「深い学び」の礎とな
る読書活動の充実
②新大分スタンダードによる、付けたい力を
意識した密度の濃い授業の実現
③特別支援教育の視点からの授業改善

①重点目標を明確にした道徳教育の推進
と考え議論する道徳授業への改善
②系統的な人権学習の確実な実施による
人権教育の充実･強化
③学校行事･総合的な学習の時間の充実

○９年間の連続した基礎基本
の定着（個人カルテの活用）
○思考力。判断力・表現力・
コミュニケーション能力の育
成
○小テストによる短期の検証
改善

○戴星スタイル「立ち止まり、
相手の目を見て、自分から」
の挨拶の定着
○縦割り集団活動を通して，
規範意識や貢献する力の育
成

○健康教育により，自分の健
康は自分で管理できる力を育
成
○運動する場面を意図的に
計画し，運動好きな児童生徒
の育成

の び た 実 感 を 味 わ え る 学 力 向 上

重点目標

授業改善の徹底

①学校マネジメントの深化と充実による「特
色のある学校」創造
②「社会に開かれた教育課程」の編成とカリ
キュラム・マネジメントの実施
③福祉関係機関等との連携した「チーム学
校」による支援・指導の充実

①全教職員による校内支援体制の促進と
専門性の向上(ユニバーサルデザイン導入)
②特別支援学級における指導の充実
③発達障がい等の理解と合理的配慮の
積極的な提供促進

達成可能で効果のある学校の実現に必要な要件

（達成指標）
〇豊後高田市学力定着状況調
査で目標値達成児童生徒の割
合を８割以上にする
〇中間・期末考査・単元まとめ
テストでの目標値達成児童生
徒の割合を前期９割以上，中期
８割以上，後期７割以上の達成
を図る
（重点的取組）
〇個人カルテを作成し，習熟の
程度に応じた指導の充実
〇授業で発表する場，交流する
場の設定
（取組指標）
〇授業者は，「めあて・課題・ま
とめ・ふりかえり」のある授業を
毎時間設定する
〇授業者は，個人カルテを活用
して個別指導を週に1度実施す
る
〇学力向上担当は，小テスト・
単元テスト，中間・期末テストの
結果を分析し，月に1度学力向
上推進委員会で取組の検証改
善を行う。
〇授業者は，学期に１度互見授
業を行い，授業改善の視点に
基づき授業チェックを実施する
〇週末課題を，個に応じた家庭
学習の課題に取り組ませる

（達成指標）
〇 「自分で健康維持を進め
た」，「進んで運動に取り組ん
だ」と答えた児童生徒の割合
を８０％以上にする
（重点的取組）
〇あいさつ運動に年間を通し
て取り組ませる
（取組指標）
〇児童生徒会会活動の取組
として毎日，教職員と縦割り
班の児童生徒があいさつ運
動に取り組む
〇児童生徒に役割意識を持
たせた縦割り班活動を学期に
一度取り組む

（達成指標）
〇「自分で健康維持を進め
た」，「進んで運動に取り組ん
だ」と答えた児童生徒の割合
を８０％以上にする
（重点的取組）
〇健康目標の設定
〇９年間を通して運動習慣を
身につけ体力の向上を図る
（取組指標）
・児童生徒に月ごとの健康目
標を設定して取り組ませる
・１日に１度は，運動場で遊ん
だり運動するようにさせる

（企画・運営）
・校長　　・運営委員会
・各推進委員会　・分掌会議

（学校支援体制）
・学校運営協議会　・学力向上会議　・学校支援地域本部
・青少年健全育成会議　　・自治委員会　　・公民館
・スクールガード　・育都会

２　「芯の通った学校組織」の確立

芯の通った学校組織の深化


