
◆自分のよさを知り、人を認め、人とつながり協働する
◆自ら律し、自ら学び続け、自らを表現する
◆ゆめの実現に向けて挑戦する
◆堺を愛し、堺を誇りとする
◆多様な価値観を認め、多様な文化を理解する

令和４年度教育方針 堺市立八田荘西小学校 校長 所 浩子

第3期 「未来をつくる堺教育プラン」
【堺の教育理念】 「ひとづくり・まなび・ゆめ」

・ 豊かな心の 人づくり ・確かな 学びの形成 ・ ゆめ をはぐくむ教育の推進

めざす子ども像 「それぞれの世界へはばたく“堺っ子”」

めざす学校像 「子どもの未来をつくる学校」

◆主体的・協働的な学びを通して「総合的な学力」を育む学校
◆多様性を認め、一人ひとりの個性を尊重する学校
◆子どもの発達段階に応じて一貫した教育を行う学校
◆「チーム力」を発揮し、家庭・地域・関係機関とともに子どもを育てる学校
◆いじめの未然防止・早期発見・早期対応に真摯に取り組み

早期解決を図る学校

めざす教員像 「情熱・指導力・人間力を備えた教員」

◆子どもを愛し、ゆめと情熱をもち続ける人 ◆子どもに寄り添い、学び続け、確かな指導力をもつ人
◆豊かな人権感覚をもち、信頼される人間力をもつ人◆高い危機管理意識をもち、子どもの生命や心身の安全・安心を確保できる人
◆「いじめは絶対に許さない」と毅然とした態度を示し、子どものＳＯＳに気づく感度の高い人

今年度は令和３年度に策定された「第３期未来をつ
くる堺教育プラン」の２年度目です。
本プランでは、すべての子どもたちが多様性を認め、

ゆめや目標、挑戦心や粘り強さをもって、感性を豊か
に働かせながら未来を切り拓くことができる力を育む
必要があると示されています。超スマート社会
(Society5.0)の到来や、新型コロナウイルス感染拡大
など予測困難な時代において、次代を担う子どもを育
成するためには、これまでの学校教育の成果と課題を
踏まえつつ、教育が社会の変化についていくのではな
く、教育が社会の変化を生み出すという強い意志を
もって、ＧＩＧＡスクール構想におけるＩＣＴの積極
的な活用等、新たな時代に対応した取り組みを推進す
ることが、より一層求められています。

子どもたち一人ひとりが未来を切り拓くこ
とのできる資質・能力を教職員全体で共有
家庭や地域と連携しながら、

組織的な取組の推進

令和7年度までの指標



１.「総合的な学力」の育成

・授業改善；主体的対話的で深い学びの実現 個別最適化な学びの実現
・学力調査結果等を検証、改善方策について全職員で検討年１回以上
・全教職員の参画「カリキュラムマネジメント」の充実 校内研究授業6回
・ＵＤ授業についての教職員の資質・向上

【学校指標一覧】

11.えがおあふれる
学びの場づくり

６.特別支援教育の充実

４.豊かな心の育成

13. ひろがる教育の推進 ・学校の実情や特色に応じた、地域や企業、ＮＰＯ法人等と連携

10.信頼される教員の育成

・学校がめざす子ども像実現に向けた研究テーマの校内研年３回以上
・公開授業と全員参加の協議会を年６回以上実施
・「いじめチェックシート」を活用した校内研修を年１回以上
・年度当初に全職員に個人情報の取扱いに関する研修実施
・毎月１日を「個人情報点検デー」とし、適正な取扱いと管理の徹底
・人権研修を全職員が年１回以上受講
・「体罰根絶のために(第３改訂版)」を活用した校内研修を年１回 以上

・コンプライアンスやハラスメント防止に関する校内研修を年１回 以上

12.子どもの安全確保

・「学校安全担当」を位置づけ、「学校安全計画」を作成
・転落事故防止や不審者侵入防止の視点を含めた安全点検を月１回
・「地震・津波対応マニュアル」を活用し、「学校園防災計画」を作成
毎年、検証し、更新する

・災害時利用できる施設開放区域明示、３ヶ所以上避難スペース確保

・いじめアンケート年３回以上、３年間保存
・「学校いじめ防止対策委員会」を設置し、情報共有と会議録の作成
・「学校いじめ防止基本方針」を見直し、ＨＰに掲載

７.つながる教育の推進

・スタートカリキュラムを編成・実施・評価・改善 幼児期までの１０の力を意識

・保幼小合同研修会、1名以上受講 ・ワクワクひろば年２回以上
・学校力向上プランに小中一貫グランドデザインの内容を位置づける。
・中学校区における情報交換を学期に１回、合同研修を年1回以上

８.学びの機会の確保 ・３日連続欠席児童の情報交換、７日以上所在等不明の場合は報告
・日本語指導必要児童の教育課程編成と個別の指導計画の作成

９.学校マネジメント力の向上
・「学校力向上プラン」を作成・公表し、進捗状況、年度末評価の公表
・「学校協議会」を年３回以上実施

・「ワーク・ライフ・バランスの推進」 衛生委員会学期に１回実施

・相談窓口を保護者に周知し、全教職員で支援体制を構築
・特別支援教育研修を年１回 こども支援委員会を月1回 以上実施
・支援学級担任研修会や校外の研修会に1名以上参加し、全校で共有

２.グローバルに活躍できる力の育成
・「子ども堺学」の学習を、全学年で年２回以上
・外国語教育の充実

３.超スマート社会で活躍できる力の育成
・ＩＣＴ教育の充実
・プログラミング教育の充実

・人権校内研修を年１回以上実施 人権課題についての学びの場の保証
・保護者への道徳公開授業を年１回実施 人権研究授業を年１回実施
・感謝・社会性・協力等の視点を重視した「あいさつ」運動の展開

５.健やかな体の育成 ・運動の楽しさを実感できる教育活動改善
・がん教育・組織的な食育・睡眠教育の推進

1４.生涯にわたる学習環境の充実

1５.教育環境の整備

1６.学校施設の整備

・教育行政、他校種、医療、地域や企業、ＮＰＯ法人等と連携

・学校の実情や特色に応じ、教育行政，地域と連携した計画的ソフト面の充実学校協議会

・学校の実情や特色に応じ、教育行政，地域と連携した計画的ハード面の充実



「豊かな心を持ち、学ぶことに喜びを持つ子どもを育てる」
― 人間性豊かな児童の育成をめざして ―

≪めざす子ども像≫
（１） 学ぶことに喜びを持つ子ども （知）
（２） 思いやりをもって行動する子ども（徳）
（３） 進んで体力づくりをする子ども （体）

≪基本的な姿勢≫
「どの子も安心して学べる学校」

〇 子ども一人一人を理解し、その実態に応じた指導
〇 子どもにつけさせたい力を明確にした授業

【学校教育目標】

令和４年度 八田荘西小学校教育重点目標

つながる ねばる 自己決定できる 子どもの育成
～ 主体的・対話的で深い学びの実現 ～

☆本校の重点取組 ～ 真の「働き方改革」にむけて ～
・カリキュラム・マネジメント（ＲＶ－ＰＤＣＡサイクル）の好循環による学校教育活動の活性化

・子どもたちの思考力・判断力・表現力等の向上 … 主体的・対話的で深い学び
指導と評価の一体化

・チーム学校 かかえこまない ほっとかない 教職員も 子どもたちも！
・個に応じた教育（特別支援教育の充実 個別最適化の実現

ユニバーサルデザイン授業の推進）
変化の激しい時代において、持続可能な社会を形成する力が、子どもたちに求められています。そのために

は、未知の状況にも対応できるような思考力，判断力，表現力等が必要です。それらは，①人の意見や思いを
受け止めて「つながる」，②あきらめずに根気よく「ねばる」，③自分の状況や考え，願いをふまえて「自分
で自分の言動や心のうちを自己決定していく経験」を多く持つことで育まれていくものだと思います。本年度
はこの主題に基づいた２年次となります。これらの力は，意図的かつ計画的に集団や子どもたち個人に働きか
けることをなくしては育成はのぞめません。その働きかけ（支援）は，集団や個々の子どもたちの「今の姿」
をみつめ，「めざす姿」へのステップを見定めて行われるべきものです。そのステップは，教育における「評
価」であると考えます。「評価基準」を設定し，集団や個々の子どもの「今の姿」をモニタリングしながら，
自らの教育活動を持続的に改善し，「めざす姿」を希求してていくこと。それこそが，学校教育活動です。
変化の激しい時代にさらされているのは，学校も同じです。「個に応じた教育」がますます求められるよう

になってきています。より柔軟に，しなやかに，ＲＶ－ＰＤＣＡサイクルを意識し，カリキュラムマネジメン
トを適切に行うことで，子どもたちによりよい学びの場を提供できると考えます。それを支えるのは，「人と
つながる力」です。教職員も，しっかりつながりあいましょう。そしてそれぞれの強みを生かしたリーダシッ
プを発揮してください。子どもたちも場や力に合わせてリーダーシップが発揮できるように支援してください。
学校内外の人と力をあわせて，変化の波をわたっていきましょう。
〇『誰一人取りのこさない教育』 授業のＩＣＴ活用・ＵＤ化を推進する。 授業参加を保証する。
・構造化…授業途中で一度学習内容を整理する時間を設ける。
・共有化…ペアでの確認や他の児童の言葉を再現させるなど、自分の言葉で話す場面を作る（協働性育成）。
・視覚化…ヒントとなる掲示物、色別したフラッシュカードなどを用意する。（個別最適化）
・授業後の成果物（ノート・ワークシート）で，到達度を見て取る（形成的評価）。→フォローを入れる

それぞれの
ワードを

具現化した
教育へ

挑戦する

学級の一番困っている子にフォーカス 「教えるのではなく」「学ばせる」



カリキュラム・マネジメント（自立し持続可能な教育活動の改善）
ＲＶ－ＰＤＣＡサイクルのＶ（学校教育重点目標）の達成の具現化

・質の高い学年会で「チーム学校」を実現 今の子どもの姿 めざす子どもの姿 それを支える支援
・主体的対話的で深い学び，指導と評価の一体化の実現
・思考力・判断力・表現力のみとりを確実に情報活用能力の育成（診断的評価・形成的評価・最終評価）

ルーブリック（評価基準）の提示（毎時間・単元ごと） ポートフォリオ）学びのメタ認知をはかる
学びを深めるための構造的な授業・板書・ノート・児童用ＰＣの文房具化を視野に

（中学校へつなぐ）（指導と評価の一体化 個別最適化）
・時間は最も希少な資源であることを念頭においた充実したタイムマネジメントの実施

１日の流れ、１時間の流れを、必ず最初に伝える。（ユニバーサルデザイン）
１５分の枠組みで，昼や放課後に集中した学力保障タイム（ぐんぐんタイム）

・先生も子どもたちも、新しいことにチャレンジ 変化への対応を！
ＧＩＧＡスクール 総合的な学習の時間の充実（探究的な「みんいく」）教科横断的な学習

・子どもが活躍する場面の意図的な設定 「なかま」「はとぶえ」「読書手帳」「スポーツテスト」など

〖学校力向上プラン〗（学校の指標づくりの土台）

確かな学び

学力向上

「自己決定」
子どもたちの思考力・判断力・表現力の育成のために、学校教育活
動全般において主体的対話的で深い学びの実現及び個別最適化な学
び（ＵＤ授業），言語活動の充実を図る。（主体的な学びへ）

学びの基盤力の
向上

「ねばり」
「みんいく（７つの約束）」「生活科」「総合的な学習の時間」等
をとおし，子ども自らが生活・学習をふりかえり，適切な判断力に
基づく実践力および継続力の育成を図る。

（ポートフォリオ等の活用）（深い学びへ）

豊かな心
・

健やかな体

集団づくり
「つながる」
多様性を受け入れ、自らの思いを発信し、お互いの成長を支え合う
集団を育成する。（対話的な学びへ）

体力づくり
「たのしむ」
自らの成長や，心地よさを感じながら、体力向上に取り組む子を育
てる。「みんいく」「食育」

重点目標
居場所づくり
ポジティブな声掛けを

とおして

「ほっとけん」
自分のまわりの出来事に関心を持ち、自分ごととしてとらえ、課題
解決していこうとする人権感覚を持つ子どもを育てる。

「いいね ステキだね」
ふわふわ言葉やポジティブな声掛け等をとおして，学校を安心できる居
場所にする。



WHAT

ＨＯＷ

ＷＨＹ

課題解決（早く正確に）が求められていた時代

から
課題が一見みあたらない時代

新しい価値を創造していく時代

自分のWelnessを創造する力を
子どもたちが

つける必要がある！

「つながる」力
「ねばる」力

「自己決定」する力
で

子どもたちは自分のWelnessを
創造できるはず！

生活科
総合的な学習の時間

を軸とした

カリキュラムマネジメント
主体的対話的で深い学び

・指導と評価の一体化
適切な評価をし，その結果から
教師が自律的に授業改善

・個別最適化
同じ時間 同じ場所 同じ方法で
学ぶこと以外の方略も視野にい
れる
ユニバーサルデザインの授業

授業への教師のマインドセットをチェンジ

ジグソー法やワールドカフェなど
（子どもを学びの主体者に）

思考ツール活用
（思考するとは何かを明確に）

OPPの活用（学びのメタ認知）
ＧＩＧＡスクールの実現

（ＩＣＴ活用の可能性をひらく）

教師が教える授業から
子どもが探求し表現する学びへ

私たちのミッション
小学校教育の中で，「社会で自立し，自らの

wellnessを創り出せる力」を，子どもたちにつけ
られると信じている。私たちの教育活動には意義

があると信じている。

居場所と出番
の保証

私たちがすること
Ｔｒｙすること

Ｒ４ 八田荘西小
共有ビジョン

認める



【堺市教職員人事評価制度】

コンプライアンス遵守 同僚性の発揮 教職アイデンティティの確立
教職員のＱＯＬの向上（他者貢献と自己貢献のバランスを）

《 教 科 指 導 力 》
思考力・判断力・表現力の向上に向けた取り組み

《自立・自己実現の支援》
どの子も自己存在感，自己有用感，自己有能感が感じ取れる取り組み

（学校生活の中で活躍場面を創出 安心・安全 居場所づくり）

《 学 校 運 営 》学校重点目標の実現 組織人である自覚
（自己評価シートに反映させる）

※ どの取り組みも、年間を通して取り組め、第三者がはっきりと評価を確認できるもの
にしてください。（客観的に数値で示すことのできる判断材料で必ず評価する。）

他者貢献 はた（周りの人；児童・保護者・同僚・地域）をらくにして「はたらく」

＋

自分貢献


