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定期テスト

　　全国学力テスト

体力テスト

　　各種アンケート

自己評価授業研究・研修などの充実

文化祭を笑顔で  いじめ防止活動の推進

Ｄ

各種アンケート

自己評価

笑顔で修学旅行

６　いじめの未然防止　　　　１００％

７　保護者、地域との連携　　９０％以上

前期の重点

生徒の実態把握

家庭学習あり方

生活習慣の確立（朝・

帰りの会、給食の準

備、清掃等）

学習の決まり

ノートの取り方

運動会の創意工夫

特別支援教育の推進

今年度の到着目標

法令遵守（コンプライアンス）

１　全国学力・学習状況調査　全国平均より＋５Ｐ

２　読書量　年間30冊以上　　９０％以上　

　　　　　　　  100冊以上　　1/3以上

　　　　同僚性が高い学校

　　　～ＯＮＥ　ＴＥＡＭ～

１　よく学び（指導力ある教師）

２　よく遊び（人間性豊かな教師）

３　よく笑う（協働できる教師）

２　郷土愛の育成

３　各種便り・メール配信等での情報発信

信頼と連携

～保護者や地域の声を生かして～

１　社会に開かれた教育課程の推進

北海道教育目標

１ 社会で活きる力の育成

２ 豊かな人間性の育成

３ 健やかな体の育成標

４ 学びを支える家庭・地域との連携・協働の推進

５ 学びをつなぐ学校づくりの実現

 6学びを活かす地域社会の実現

生田原中学校　グランドデザイン2021年度

学校教育目標

自ら行う

自ら学ぶ

自ら鍛える

遠軽町学校教育目標

１自ら学び豊かな知性をもって正しく判断する

   子供

２郷土を愛し豊かな心をもって互いに協力する

   子供

３自らを律し強い意志をもって粘り強くやり遂

   げる子供

４生命を尊重し逞しい生命力をもって心や体を

   鍛える子供

本年度の重点目標

笑　加～確かな信頼関係～

「確かな学力の向上」「豊かな心の育成」
自ら行う（自主性・自立心・公徳心・感謝・思いやり） 自ら学ぶ（思考力・表現力・判断力・創造性） 自ら鍛える（健康・体力・向上心・勤労・生命）

１　体力づくりに努力する生徒

２　笑顔で運動ができる生徒

３　仲間と協力して鍛える生徒

４　片付けを美しくできる生徒

１　笑顔を大切にする生徒

２　自分から挨拶ができる生徒

３　自分や友人を大切にする生徒

４　ありがとうが素直に言える生徒

１　進んで学習する生徒

２　課題（家庭学習含む）をもって学習する生徒

３　自分の考えを伝える生徒

４　話を聞ける生徒

ＣＲＴ

学校関係者評価

後期の重点

確実な引継ぎ

感動の卒業式

３　体力テスト　男女ともに4種目の全国平均以上を目指す。

４　自分から進んで挨拶　　　９０％以上　

５　「ありがとう」がいえる　９０％以上



令和３年度 遠軽町立安国中学校グランドデザイン

〇元気な挨拶ができる

〇前向きに努力し、最後までやり抜く

〇正しい事に勇気を持ち行動

●自ら学習に取り組む

●体力向上に向け、運動に励む

●きまりを守り、楽しい学校生活を送る

〇元気な挨拶ができる【生3.5職：3.1】
〇きまりを守る【生：3.8職：3.7】
●前向きに努力し、最後までやる抜く

【生：3.3職：3.1】
●自主的に学習する【生3.2職：3.0】
※後期学校評価アンケートより

生徒が生きる未来社会はまぎれもない予測困難

で先が見通せない「知識集約型社会」であり、そ

の中を生き抜くためには、生徒が持つ「知恵」を

フル稼働させ、課題となる現実と向き合い、正解

のない問いに挑戦する力を育ませる

成果・課題（事実） 子どもに育みたい力【ビジョン】 成果・課題（根拠）

〇基礎・基本となる学力を確実に保障する ・教師はサポーターとして導く（主体的な学び）

〇課題を見つけ、取り組む力を身につけさせる ・板書を工夫し、課題を効果的に提示

〇自分の考えを自分の言葉で伝える力を育てる ・ICTを活用し、考える見通しを持たせる（時間確保）

〇学校は指導力向上をめざします

・自己研修を通し、授業改善を図る（研修会への積極的参加、校内研修の充実）

・「導入・展開・終末」のルーティン化（個人→集団思考、ICT資料の効果的な蓄積による共有化）
〇情報共有を進めます 安国の子は地域で育てます

・学校・学級通信等による情報発信を行い、「活動が見える学校」をめざします

・地域行事を通した子どもの見守り協力（保護者・学校運営協議会等）をお願いします

・授業公開週間を通じた、３者の交流：生徒・保護者（地域住民）・教職員の結びつきを強めます

安国中学校として取り組む「これだけは」 【プロセス】

チーム安国中学校【チーム・ネットワーク】



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かな学力の向上 

〇生徒に達成感を味わわせる授業 

〇物事を多面的にとらえ。考える力の育成 

〇共に学び、高め合う教師集団 

 (協働・相談体制の確立) 

〇家庭学習の定着(継続的な家庭学習の強化) 

   1時間以上の家庭学習 

遠軽中学校スタンダード 

豊かな心の育成 

〇笑顔で登校できる学校づくり 

〇失敗を恐れず、夢や目標に挑戦する生徒の育成 

  (自己肯定感の向上・思いやりの心の育成 

失敗の許される環境づくり) 

〇挨拶・安全・後始末ができる生徒の育成 

地域とともにある学校づくり 

〇学校と家庭との連携 

〇社会総がかりの教育 

〇目標やビジョンを共有 

 

 

【めざす生徒像】 
これからの変化の厳しく見通しが
出来ない社会を生き抜くためには 
 
〇豊かな心をもち、主体的に行動す
る力 

〇あらゆる他者を価値ある存在と
して尊重し、協働しながら社会変
化を乗り越え、やり遂げる力 

〇健康安全に心がける力 
 

を育む 

 

成果・課題（事実） 
〇挨拶することができるよ
うになった。 

〇少しずつではあるが家庭
学習の習慣化が定着しつ
つある。 

〇主体的に学習に取り組む
ことが課題である。 

〇落ち着いた授業態度で臨
んでいる。 

成果・課題（根拠） 

○学校全体で家庭学習の定

着に向けて取組むことが

できた。 

○主体的・対話的に取り組

む姿勢を培っていくこと

が必要である。 

○物事を多面的にとらえる

力を育成する。 

遠軽中学校 教育目標 
～未来を拓く～ 

１ 自ら考え 創造的に学ぶ生徒  ２ 豊かな心をもち 思いやりのある生徒 
３ 正しく判断し 粘り強くやりとげる生徒  ４ 健康安全に心がけ 心身を鍛える生徒 
 

令和 3 年度 重点教育目標 

〇読解力や情報活用能力の育成 

〇PDCAサイクルの充実を図る。 

〇よく分かる授業改善 

・思考をつなぎ深める発問の工夫 

・思考の手がかりとなる板書の工夫 

・思考を深める話し合い活動 

・意欲や思考をつなぐ振り返りの工

夫 

〇家庭学習の徹底 

・宿題や課題を意図的・計画的に出

し、家庭学習の取組を強化し、継

続的な学習習慣を確立する。 

〇学び直しの取組 

・長期休業中・放課後の学習会等の

補充的なサポートの充実 

〇コミュニティ・スクールの導入 

 共通の目標・ビジョンを持って、

同じ方向を向いて教育活動の充実

に努める。 

〇双方向の情報交流を推進する。 

〇地域力を活かした教育支援 

・PTAや地域住民との協力 

〇説明責任・結果責任を果たす 

〇家庭との連携 

・学校公開日、授業参観 

・学校だより、学級通信等 

・小中高連携で児童生徒の交流や教

職員の交流や協働により学びの連

続性を強化する。 

 

 

〇学級、学年、学校行事、部活動等、

生徒主体の自主的・自発的活動を

工夫する。 

〇コミュニケーション能力の育成 

・授業における言語活動の充実 

・生徒会活動の活性化 

〇生徒に寄り添う経営 

・職員組織(チーム)としての対応 

〇教育相談や各種調査等で悩みや友

人関係を把握し、いじめや不登校

の未然防止・早期発見・早期対応

を図る。 

挨拶 安全 後始末 



成果・課題（根拠）
○学校や社会のルール遵守 3.５／４

○家庭学習 平日平均66分→72分

○学校生活が楽しい 3.6／４

○自分にはよいところがある 77％

○人の役に立つ人間になりたい 96.9％

●新聞を読む 21.5％

●1200字程度でまとめる 35.3％

●地域や社会を良くする考え44.6%

成果・課題（事実）
〇しっかり挨拶に取り組んでいる。

〇友達のことを大切にしている。

○生徒同士のトラブル減少

〇意欲的に学習に取り組んでいる。

●人の目を気にしすぎたり、何気ない

言動で傷つく傾向がある。

●言葉で気持ちを伝えることが苦手。

●地域や社会情勢に関心が低い。

子どもに育みたい力【ビジョン】
重点教育目標『ねばり強く 創造的に生き

る たくましい生徒』～予測不能な変化の

激しい世の中で、自ら思考・判断し、協働

・連携で、課題を解決する力

○「目標」を持ち、意欲的に学ぶ生徒

○元気な「挨拶」でコミュニケーション

○人の気持ちを考えた「思いやり」の実行

遠軽南中学校として取り組む「これだけは」【プロセス】
〇「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善の推進

・ペアやグループ学習で、「教え合い」「学び合う」場面に取り組みます。

・言語活動として、自らの考えに基づいて「文章で説明する」「積極的に発言する」活動に取り組みます。

・生徒個々の目標設定と実現のための計画的な学習、デジタル教材（ｅライブラリ）の活用を全校で取り組みます。

〇地域や社会問題に目を向けさせる（特別の教科 道徳・総合的な学習の時間）

チーム遠軽南中学校【チームワーク・ネットワーク・フットワーク】
〇組織力の向上

・分掌や学年部会等で、「育成を目指す資質・能力」とその実現を図る取組について確認します。

・チームで対応し、迅速に「報告・連絡・相談・確認」をします。

・端末やデジタル教材の活用について研修を重ね、使いこなせるように、同僚同士で学び合う関係をつくります。

○地域の教材・人材の発掘と連携



〇学校生活でがんばりたいと思える場面がある

〇挨拶、言葉遣い・相手を思いやる発言を心がける

〇学校行事に積極的に参加している

〇自分の考えを伝える力、資料や機器などを活用した話

し方を習得している

●文章の展開に即して内容を捉える力に課題がある

●情報を的確にとらえ、判断の根拠を説明する力に課題

がある

●家庭学習の習慣が身に付いていない

●家庭における生徒のeラーニングの取組状況に課題が
ある

グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等による社会

構造や雇用環境が変化、急激な少子高齢化が進む中で、

学校は、学校ならではの学びを実現することで、質的な

豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新しい価値

を生み出すことを期待されている。

学校が休業になっても生まれた時間を有効に使い、学

びを広げたり深めたりできる、教師の力を借りなくても

こうした厳しい状況を自分で乗り越えていく、そのよう

な子どもこそ、質的な豊かさを伴った個人である。その

育成のためにICTを活用した授業改善、主体的に学習に取
り組む態度を育成するための自己調整力の蓄積、教師と

生徒の良好な関係づくりの３つを方策と考えた。

〇学校生活でがんばりたいと思う場面がある 100％
〇挨拶、言葉遣い・相手を思いやる発言を心がける 95％
〇学校行事に積極的に参加している 100％
〇伝える力や話し方が身に付いている 100％
●読み解く力は課題である 67％
●情報活用能力に課題がある 14％
●家庭学習の手引きを活用している 70％
●主体的に学習に取り組む態度に課題がある

子どもに育みたい力【ビジョン】 成果・課題（根拠）

１．「GIGAスクール構想」を理解し、授業改善を推進する

（1）4月上旬 教職員でICT活用のイメージの確認：一人一台の端末活用で身に付けさせる力

家庭との接続状況の確認、家庭でのタブレット使用時の留意点の提示

（2）4月中旬 授業でのICTの活用場面の位置付け：導入（課題把握）→展開前半（個人思考）→展開後半（集団思考）→終末（理解定着）

（3）5月中旬 グーグルクラスルームを活用した学習管理（学びの保障、家庭学習の定着）：家庭との連携（学習計画表の配布と学習内容の周知）

２．主体的に学習に取り組む態度の育成

（1）4月上旬 生徒の学びに向かう力を育成するための評価材料の確認：生徒の自己評価の蓄積、自ら内省させる機会を設定

グーグルフォームを活用したアンケートの実践：生徒の自己評価の記述欄で生徒の学習調整力を評価

３．学校教育ならではの学びの実現（特別活動における教師と生徒、生徒同士の人間関係づくり）：協働学習への伏線として重要

〇 ICTを活用した授業実践の交流：一人一授業の実践 POINT：学習活動と提示資料のＣＨＥＣＫ
〇 主体的に学習に取り組む態度：生徒の学習調整力（自らの学習目標の設定→学習方法の見直し→新たな学習への動機付け）

にＦＯＣＵＳ POINT：「振り返り」の蓄積と交流で指導と評価の一体化

チーム

丸瀬布中学校

成果・課題（事実）

丸瀬布中学校として取り組む

「これだけは」【プロセス】 チョーク＆トーク＋ICT＝学習活動の充実
主体的・対話的で深い学びの視点からの授業変容



本年度の重点目標

自ら考え、主体的に粘り強く取り組む生徒の育成

平成12年4月1日制定　　平成22年4月1日改訂　

目指す生徒像 目指す学校像

 自ら学び
　 互いに
　　 高め合う生徒

 勤労を尊び
　 人と自然を
　　 愛する生徒

 心身を鍛え
　 根気よく
　　 努力する生徒

 学んで楽しい
　 うれしい学校

心豊かに　たくましく生きる生徒

令 和 ３ 年 度 遠軽町立白滝中学校グランドデザイン

学校教育目標


