尾道市中学校リーダー研修会
マスコットキャラクター
「おのにゃん」

尾道教育みらいプラン２

夢と志を抱きグローバル社会を生き抜く子どもの育成
国の方向性

【中央教育審議会

答申】（平成２８年１２月２１日）

◆学習指導要領等改訂の基本的な方向性
＜学習指導要領等の枠組みの見直し＞
① 「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力）
② 「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と、教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた
教育課程の編成）
③ 「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施、学習・指導の改善・充実）
・学びの質の重要性と「アクティブ・ラーニング」の視点の意義
・「主体的・対話的で深い学び」を実現することの意義
・発達の段階や子供の学習課題等に応じた学びの充実
④ 「子供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を踏まえた指導）
⑤ 「何が身に付いたか」（学習評価の充実）
⑥ 「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策）
＜資質・能力の三つの柱＞
① 「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）
② 「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・
判断力・表現力等」の育成）
③ 「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生か
そうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」
県の方向性

【広島版「学びの変革」アクション・プラン】

◆“変化の激しい社会を生き抜くことのできる資質・能力（学び続ける力）
”の
育成が必要
＜“知識を活用し、協働して新たな価値を生み出せるか”を重視した取組＞
施策１
施策２
施策３
施策４
施策５
施策６

育成すべき人材像の具現化
課題発見・解決学習の推進
異文化間協働活動の推進
厚みのある多様な人材層の形成に向けた学校の体制整備
教員の採用育成方針の整備
県全体の機運醸成

尾道市におけるこれまでの取組と今後の方向性

◆ 「尾道で学んでよかった」と思える教育
◆ グローバル社会を生き抜くために必要な力
学校教育においては、子どもたちに、これからの変化の激しい社会を生きるために必要な力
である「生きる力」を育むことが必要です。
これまで、本市では「生きる力」を身に付けた「尾道の子どもたち」を育てるために、「夢
と志を抱きグローバル社会を生き抜く子どもの育成」を施策の柱とした「尾道教育みらいプラ
ン」を策定して、学校教育の充実に取り組んできました。
この結果、各種行事における子どもたちの姿のレベルアップ等に着実な成果が表れている一
方で、各種学力調査の結果や、児童生徒の不登校・いじめ等が課題となっています。
今後、学校教育を通じて、尾道への郷土愛を醸成し、将来自立して、社会に貢献できる人材
を育成していくために、今日的課題に即した効果的で質の高い事業を展開し、学力・体力の向
上や豊かな心の育成に向けた教育活動をより一層充実させる取組を推進します。
さらに、学校の自主性・自律性を確立し、地域に開かれ、地域とともにある信頼される学校
づくりを実現します。

尾道に愛着と誇りを持ち グローバルに躍動する人づくり
尾道教育総合推進計画（平成２９年度～平成３３年度）
政策の柱１

夢と志を抱きグローバル社会を生き抜く子どもの育成

尾道教育みらいプラン

尾道市中学校リーダー研修会
マスコットキャラクター
おのにゃん

より深化を

よりグローバルに

より社会に開く

みに

尾道教育みらいプラン２

夢と志を抱きグローバル社会を生き抜く子どもの育成

生きる力

県内トップレベル
コミュニケーション力
直
主体的な学び

英語力の向上
ＩＣＴの活用

基本方針１ 「確かな学力」の向上
〈重点目標１〉主体的・対話的で深い学びの推進
・「尾道版『学びの変革』」推進事業
・家庭学習を充実する取組
・「広島県科学賞」への出品を奨励する取組
・各種検定の受検を奨励する取組
・学力定着の実態の把握と結果を踏まえた指導の改善事業
・きめ細やかな指導を推進する事業
・読書活動推進事業

〈重点目標２〉国際化・情報化への対応の推進
・国際交流推進事業
・外国語教育を充実する事業
・ＩＣＴ活用推進事業

〈重点目標３〉特別支援教育の推進
・特別支援教育推進事業

・幼児教育推進事業
・基本的生活習慣の定着を図る取組

尾道つくしプラン

不登校・問題行動の減少

自ら学ぶ意欲
体力向上

尾道への郷土愛
学校の自主性・自律性

基本方針２「豊かな心」の育成
〈重点目標１〉自己肯定感や郷土愛を高める教育
の推進
・ふるさと学習推進事業
・小・中学生のリーダー性、自己肯定感を育成する事業

〈重点目標２〉道徳性、人間性、学びに向かう力
を高める教育の推進
・道徳性を育成する事業
・夢と志を抱き、主体的にキャリアを形成する力を育む事業
・職業観、勤労観の育成を図る事業
・小中学校の芸術活動を推進する事業（小中学校芸術活動）
・学校における各教育活動を支援する取組
・宿泊体験活動の取組

〈重点目標３〉生徒指導の推進

〈重点目標４〉幼児教育の推進

・いじめ・問題行動をなくすための取組
・不登校減少への取組
・「学校環境適応感の測定（アセス）」と活用の取組

―尾道１５年教育の創造－

生活や学びの連続性をふまえた就学前教育

基本方針４ 信頼される学校づくり
〈重点目標１〉学校の自主性・自律性の確立
・是正指導を徹底する取組
・学校評価、カリキュラム・マネジメントの充実を図る取組
・適正な人事評価を実現する取組
・学校安全の推進に関する取組

〈重点目標２〉特色ある学校づくりの推進

基本方針３ 「健やかな体」の育成
〈重点目標１〉体力・運動能力向上とスポーツを通
じた教育の推進
・体力向上対策事業
・競技技能向上事業
・オリンピック・パラリンピック教育の取組

・地域とともにある学校づくりの取組
・尾道市立学校を表彰する取組
・小中学校適正配置を推進する取組
・学校選択制度を推進する取組
・小中連携を充実させる取組
・異校種間連携を推進する取組
・尾道南高等学校の教育を充実させる取組
・教職員が力を発揮できる環境を整備する取組

〈重点目標３〉人材育成の推進
〈重点目標２〉食育・健康教育の推進
・食育・健康教育を充実する取組
・基本的生活習慣づくりを推進する取組

おおきく
のばそう
みんなで
ちゃれんじ

・教職員の資質・能力の向上を図る研修等の実施
・校内研修の充実を図る学校訪問指導の実施
・新しい学習指導要領実施に向けた対応に係る取組

〈重点目標１〉

主体的・対話的で深い学びの推進

児童生徒による「主体的・対話的で深い
学び」を実現、自ら課題を発見し、探究・
追究し、解決していく力を身につけさせ
ます。

◆「尾道版『学びの変革』」推進事業
授業において児童生徒が主体的・対話的で深い学びを実現する指導の在り方について、教職員が主体的に研
究・実践・改善していく仕組みづくりを確立します。

◆家庭学習を充実する取組
◆「広島県科学賞」への出品を奨励する取組
◆各種検定の受検を奨励する取組
児童生徒が学んだことを生活に生かし、さらに深めていけるよう、授業内容とつなげた家庭学習の設定
や、自由研究等の活動を推進します。

◆学力定着の実態の把握と結果を踏まえた指導の改善事業
学力の確実な定着を目指すために、学習内容の定着状況の把握とその課題解決を図ります。

◆きめ細やかな指導を推進する事業
児童生徒に対するよりきめ細かい学習指導の実現のため、学習支援や教育環境の
整備に当たる人材を配置します。

◆読書活動推進事業
活用しやすく快適な読書環境の整備や、学校や家庭において読書活動を促す取組を進めます。

〈重点目標２〉

国際化・情報化への対応の推進

◆国際交流推進事業
◆外国語教育を充実する事業

グローバル化や情報化などの社会的変化
に対応し、社会や人生を豊かなものにし
ていこうとする意欲や能力を身につけさ
せます。

異文化に対する理解を深め、異なる文化をもつ人々と共生していこうとする態度や積極的にコミュニケ
ーションを図ることができる能力を育成するため、国際交流を推進します。

◆ＩＣＴ活用推進事業
ＩＣＴを有効に活用した授業の実施と普及を通して、児童生徒に情報と情報
技術を適切に活用する力を身につけさせます。

〈重点目標３〉

特別支援教育の推進

就学相談や教育相談の仕組みを整え、特別支援学校と
の連携による研修や事業を実施することを通して、一
人一人の子供の状態に応じた指導や支援の充実を図
るとともに、障害者理解や交流および共同学習を進
め、すべての子どもたちに多様性を尊重する態度を育
成します。

◆特別支援教育推進事業
一人一人の教育的ニーズを的確に把握し、その持てる力を高め、障害による生活上や学習上の困難を克
服するよう、適切な指導や必要な支援の充実に努めます。

〈重点目標４〉

幼児教育の推進

カリキュラム・マネジメントの機能を発揮し、小学校
教育との円滑な接続を図ることにより、幼児期に育み
たい資質・能力を育成します。

◆幼児教育推進事業（※市長の事務部局等との連携）
◆基本的生活習慣の定着を図る取組（※市長の事務部局等との連携）
幼保小中の円滑な接続を図るため、幼児期からの基本的生活習慣の定着や、保育園、
所、こども園、小学校との連携による幼児教育の充実を図ります。

〈重点目標１〉

自己肯定感や郷土愛を高める教育の推進

ふるさとについて学んだり、地域に
貢献する活動を推進することを通し
て、郷土尾道への誇りや郷土愛を育
むとともに、自己肯定感を高め、社
会に貢献する意欲を育てます。

自己のアイデンティティを確立し、自己肯定感を育成するとともに、郷土に誇りをもち、社会に貢献しよ
うとする態度を向上させるため、郷土について学び、郷土を愛する心を育てる取組を行います。

◆ふるさと学習推進事業

・土曜授業等におけるふるさと学習の実施
・地域人財を活用した学習活動の奨励
・校外での地域学習実施に向けた支援

◆小・中学生のリーダー性、自己肯定感を育成する事業
・地域貢献活動、異年齢交流活動の推進
・
「中学校リーダー研修会」の実施
・
「中学校区リーダーサミット（中学校区における小学校児童会と中学校生徒会の交流）の実施【新規】

〈重点目標２〉

道徳性、人間性、学びに向かう力を高める教育の推進
よりよい人生や社会の在り方を考え、自主的に形成しようとする態
度や、社会の変化に対して、人間として望ましい感性を働かせ、柔
軟に対応していく力を身につけさせます。

◆道徳性を育成する事業
道徳性の涵養を図るため、学校・家庭・地域が一体となった社会貢献活動を推進します。

◆夢と志を抱き、主体的にキャリアを形成する力を育む事業
◆職業観、勤労観の育成を図る事業
節目となる式の実施や、職業について考える教育活動を通して、自己をみつめ、自己の生き方について
考える教育を充実させ、キャリア教育に関わる資質・能力の育成を推進します。

◆小中学校の芸術活動を推進する事業（小中学校芸術活動）
児童生徒の感性を高めるため、芸術活動の指導を充実します。

◆学校における各教育活動を支援する取組
◆宿泊体験活動の取組
教育活動全体を通して平和で民主的な社会の形成者として必要な資質や、他者と協働して課題を解決し
たり、協働の中で自己を成長させようとする態度を育成します。

〈重点目標３〉 生徒指導の推進

いじめや問題行動のない学校の実現を目指し、一人一人の児童生徒の人
格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を含む自己
指導能力を高めます。
（※【自己指導能力：児童生徒が自ら判断し、行動し、その結果に責任
を持つ能力であり、生徒指導の目標である。
】

組織的な生徒指導体制ときめ細かな生徒指導の充実を図ることにより、いじめや不登校を未然に防ぎ、早
期解決に向けた取組を推進します。
◆いじめ・問題行動をなくすための取組
・いじめの問題を題材にした道徳や特別活動等の授業実施の推進
・年間３回以上児童生徒、保護者を対象とした学校によるいじめ調査アンケートの実施と事後の取組
・いじめを把握した際の学校及び教育委員会による迅速な対応と解決に向けた取組
・尾道市いじめ問題対策連絡協議会、尾道市いじめ防止対策委員会の開催による現状把握と取組の検証の実施
・いじめの状況把握、いじめ対応の好事例等、実践的な内容を扱う各種研修会の実施
・スクールサポーターの活用【新規】

◆不登校減少への取組
・「教育相談連絡協議会（仮称）」における適応指導教室入室児童生徒の情報共有（年間１２回）
・適応指導教室の充実
・不登校及び不登校傾向児童生徒を対象による他者とのかかわりを通した自然体験活動の実施（年間６回）
・スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）による不登校、問題行動等の未然防止及び早期発見・早期対応を図
るための活用

◆「学校環境適応感の測定（アセス）」と活用の取組

〈重点目標１〉

体力・運動能力向上とスポーツを通じた教育の推進
心身の健康保持や運動やスポーツの習慣化を図る
とともに、スポーツや運動の意義や価値を理解し、
多様な楽しみ方ができる力を育成します。

児童生徒の体力・運動能力の向上を図るため、児童生徒の体力における課題とその背景を分析し、取組を
推進します。
◆体力向上対策事業
・体力向上推進リーダー研修会の実施
・尾道小中学校教育研究会、小中学校体育連盟との連携

◆競技技能向上事業
・小中学校体育連盟と連携した運動部活動の活性化
・競技者育成及び指導者養成支援
・外部指導者の活用による競技力向上の取組の実施
◆オリンピック・パラリンピック教育の取組
オリンピック・パラリンピックに関する指導を通して、スポーツの意義や価値に触れ、運動やスポーツの
多様な楽しみ方を知る教育を推進します。
・オリンピック・パラリンピック関係者による講演・指導の実施
・学校におけるオリンピック・パラリンピックに関する学習活動への支援

〈重点目標２〉

食育・健康教育の推進

家庭・地域と連携し、健康づくりに関する知識の
獲得や望ましい食生活を送ろうとする態度の育成
を通して、生涯にわたって健康の保持増進を図る
力を身につけさせます。

生涯にわたり健康な生活を送る力を身につけるために、食育・健康教育の充実を図ります。

◆食育・健康教育を充実する取組
・
「おのみち市民健康まつり」への参加
・
「第二次健康おのみち２１」及び「第二次尾道市食育推進計画」に関連する事業の実施
・公開研究会における食育に関わる授業の奨励
（食育担当者を対象とした指導力向上のための協議会の実施）
・学級担任、教科担任と栄養教諭や養護教諭による「食に関する指導」に係るＴＴ授業 (チームティー
チング 複数の教師が協力して授業を行う指導方法)の促進

◆基本的生活習慣づくりを推進する取組
・
「早寝・早起き・朝ごはん」の取組
・栄養３食３色運動の実施
・感謝完食運動の実施

〈重点目標１〉 学校の自主性・自律性の確立

学校が主体的に創意工夫のある教育活動を展開
し、地域に開かれ信頼される学校を実現するとと
もに、教育の質の保障・向上を図ります。

◆是正指導を徹底する取組
法令・法規に則り、学校運営及び教育指導が行われるようにするため、是正指導の一層の徹底と内実化
を図り、学校経営改革を推進します。
・管理職等研修会（校長会議・学校経営サブリーダー研修会）の実施
・校長へのヒアリングの実施
・定期的な服務規律研修会の実施

◆学校評価、カリキュラム・マネジメントの充実を図る取組
◆適正な人事評価を実現する取組
学校評価システムと人事評価制度等を効果的に活用し、主体的な創意工夫のある教育活動を展開するた
め、学校の自主性、自律性の一層の充実を図ります。

◆学校安全の推進に関する取組
児童生徒等の安全を確保するため、学校安全に関する取組の推進を図ります。
・各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、学校の教育活動全体を通して、児童生徒自身に安全を
守るための知識・判断力を身に付けさせる指導の推進
・あらゆる災害を想定した定期的な避難訓練等の実施についての指導
・生活安全、交通安全、防災安全等に関する、市長の事務部局等との連携による安全教室等の実施への支援
・災害時、緊急時等における防災対応マニュアル、不審者侵入等に対応した危機管理マニュアルの作成への
支援
・学校設備の安全点検等の指導
・不審者、不審電話等に係る情報の発信、対応
・安全教育、安全管理に係る研修の実施
・児童生徒の通学路における安全確保に向けた「通学路安全対策プログラム」の実施

〈重点目標２〉

特色ある学校づくりの推進

地域や子どもの実態を踏まえ、学校内外の資源
や特色を生かし、地域とともにある特色ある学
校づくりを推進します。

◆地域とともにある学校づくりの取組
◆尾道市立学校を表彰する取組
◆小中学校適正配置を推進する取組
◆学校選択制度を推進する取組
◆小中連携を充実させる取組
◆異校種間連携を推進する取組
◆尾道南高等学校の教育を充実させる取組
◆教職員が力を発揮できる環境を整備する取組
活力・魅力ある学校づくりを行うため、特色ある学校づくりを計画的に推進します。

〈重点目標３〉

人材育成の推進

国や県の動向を踏まえ、研修やＯＪＴによる人材育成を通して、
教職員一人一人に教えるプロとしての高い専門性や実践力など
の資質・能力を高めます。

◆教職員の資質・能力の向上を図る研修等の実施
◆校内研修の充実を図る学校訪問指導の実施
◆新しい学習指導要領実施に向けた対応に係る取組
教職員一人一人の能力と意欲の向上を図るため、研修等の充実により人材育成を推進します。

成果指標
広島県「基礎・基本」定着状況調査児童生徒質問紙（小５・中２）
における「主体的な学び」に関する質問項目に肯定的に回答してい
る児童生徒の割合
①広島県「基礎・基本」定着状況調査（小５・中２）通過率平均の
県平均と本市との差
②全国学力・学習状況調査（小６・中３）正答率県平均と本市との
差
全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙（小６・中３）における「家
庭学習１時間未満」の児童生徒の割合（学習塾や家庭教師の時間も含
む）

現状

目標

（平成 28 年度）

（平成 33 年度）

小学校64.0％
(県平均－6.5)
中学校51.6％
（県平均－8.0）
①小学校＋2.2％
中学校＋0.4％
②小学校－1.0％
中学校－1.7％
小学校28.3％
中学校27.7％

小学校75.3％
(県平均－1.6)
中学校58.2％
（県平均－3.7）
広島県「基礎・基本」定着状況調査児童生徒質問紙（小５・中２）
小学校88.5％
における「１か月に１冊以上本を読む」児童生徒の割合
中学校76.4％
小学校64.1％
広島県「基礎・基本」定着状況調査児童生徒質問紙（小５・中２）
(県平均－8.7)
における「外国人と積極的にコミュニケーションを取りたい」と答
中学校55.5％
える児童生徒の割合
（県平均－0.1）
インターネットを活用した海外の学校との交流を実施している学
小学校 2校
校数
中学校 3校
中学校３年生卒業時において英検３級程度以上の英語力のある生
43.7％
徒の割合
（平成 28 年 12 月）
文部科学省調査の設問「授業中にＩＣＴを活用して指導する」教職
73.1％
員の割合
（平成 27 年度現状）
国の「体制整備状況調査」において、平成１９年度以降、特別支援
小学校 97.9％
教育に関する研修を受講している教職員の割合（校内研修も含む）
中学校 87.3％
年度内に、特別支援教育に関する研修を受講している教職員の割合
未測定
（校内研修も含む）
保護者アンケート項目「保育内容は小学校入学を見据えた教育をし
76％
ている」に対する割合
保護者アンケートの基本的生活習慣に係る肯定率が８割以上の項目
5／8
広島県「基礎・基本」定着状況調査児童生徒質問紙（小５・中２）
小学校87.9％
における「自分の住んでいる地域が好き」と答える児童生徒の割合
中学校81.1％
広島県「基礎・基本」定着状況調査児童生徒質問紙（小５・中２）
小学校74.2％
における「自分にはよいところがある」と答える児童生徒の割合
中学校63.9％
全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙（小６・中３）における「人
小学校94.8％
の役に立つ人間になりたいと思う」と答える児童生徒の割合
中学校94.7％
全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙（小６・中３）における「学
小学校83.2％
校に行くのは楽しい」と答える児童生徒の割合
中学校81.4％
全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙（小６・中３）における「将
小学校86.8％
来の夢や目標を持っている」と答える児童生徒の割合
中学校72.6％
小学校 0.60％
平
暴力行為の発生率
中学校 1.72％
成
２
小学校 92.9％
７
いじめの解消率
年
中学校 66.7％
度
現
小学校 0.7％
状
不登校児童生徒の割合
中学校 3.1％
（小）男 7/8 女 5/8
体力・運動能力調査の全国平均以上の種目数
（中）男 2/9 女 2/9
広島県「基礎・基本」定着状況調査（小５・中２）児童生徒質問紙
小学校78.6％
の「就寝時刻が同じくらいである」児童生徒の割合
中学校80.2％
広島県「基礎・基本」定着状況調査（小５・中２）児童生徒質問紙
小学校89.9％
の「起床時刻が同じくらいである」児童生徒の割合
中学校92.0％
広島県「基礎・基本」定着状況調査（小５・中２）児童生徒質問紙
小学校94.9％
の「毎日朝食を食べる」児童生徒の割合
中学校91.4％
是正指導１３項目の実施割合
100％
信頼される学校づくりが進んでいると感じる保護者の割合
未測定
広島県「基礎・基本」定着状況調査児童生徒質問紙（小５・中２）
における「自分から進んで勉強している」児童生徒の割合

確
か
な
学
力

豊
か
な
心

健
や
か
な
体

信
頼

尾
〒722-8501

道

市

教

育

委

員

小学校80％
中学校70％

＋5.0％

20％
小学校80％
中学校70％
小学校97％
中学校90％
小学校80％
中学校80％
全校
55％以上
100％
100％
小学校 100％
中学校 100％
95％
8／8
90％
80％
95％
小学校90％
中学校85％
小学校90％
中学校80％
小学校 0.1％以下
中学校 1.0％以下
小学校 100％
中学校 100％
小学校 0.4％以下
中学校 2.5％以下

全種目で全国
平均以上
85％
95％
95％
100％
80％

会
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