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はじめに

(1) 策定の趣旨

本市におきましては，人づくりを推進するための指針である「宮っこ未来ビジョン」を踏
まえ，平成１８年１月に本市学校教育の理念や基本方針及び基本目標，施策・事業等を明ら
かにした宇都宮市学校教育推進計画（以下「推進計画」という。）を策定しました。その中で
「未来を拓く人間力育成」を重点プロジェクトに掲げ，本市の小・中学生がしっかりと身に
付けることや，そのための方策を明らかにすることが必要であることから，すべての小・中
学校が共通して取り組む内容を示した「宇都宮市学校教育スタンダード」
（以下「スタンダー
ド」という。
）を平成１９年２月に策定し，各小・中学校において，家庭・地域等と連携しな
がら，
「スタンダード」に基づいた様々な取組を推進し，知・徳・体のバランスのとれた子ど
もの育成に努めてきました。
平成２４年度からの，義務教育９年間を見通した系統的な指導と地域の教育資源を活用し
た特色ある教育活動等による「小中一貫教育・地域学校園」の完全実施に当たりましては，
より効果的な教育施策が展開できるよう，
「推進計画」を改定するとともに，各小・中学校及
び地域学校園が特色ある教育を推進し，本市学校教育の充実・向上を図るために，
「スタンダ
ード」も改定し，先進的な取組によって小・中学校の教育活動や学校経営を充実させ，児童
生徒の生きる力の育成や「地域とともにある学校づくり」などに努めてきました。
その後，少子高齢化やグローバル化，情報化など，社会が加速度的に進展する中で，子ど
もの貧困，教職員の大量退職・大量採用，学校における働き方改革の機運の高まり，成年年
齢の引き下げ，さらには道徳の特別教科化や小学校における外国語の教科化など，学校教育
を取り巻く状況は大きく変化しています。今後，これらの変化に的確に対応し，家庭や地域
との連携を強化しながら，将来を見据えた学校づくりを一層推進させることが求められてい
ます。
こうしたことから，本市では，平成２９年２月に，今後の学校の在り方等を明確にし，本
市の子どもたちが，これからの社会を担うために必要となる資質・能力を確実に身に付けら
れるよう，
「第２次宇都宮市学校教育推進計画」
（以下「第２次推進計画」という。）を策定し
ましたが，「スタンダード」についても，「第２次推進計画」を踏まえた「第２次宇都宮市学
校教育スタンダード」（以下「第２次スタンダード」という。）を策定することとしました。
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(2) 「第２次スタンダード」の位置付け
第６次宇都宮市総合計画基本計画
教育基本法
宮っこ未来ビジョン

学校教育法
宮っ子の誓い

学習指導要領
等

第２次宇都宮市学校教育推進計画
学校健康教育
推進計画「うつ
のみや元気っ
子プロジェク
ト」

第３次外国人
児童生徒教育
推進計画「うつ
のみやはばた
きプラン」

第２次特別支
援教育基本計
画「うつのみや
子どもかがや
きプランⅡ」

第２次学校Ｉ
ＣＴ化推進基
本計画

第２次宇都宮市学校教育スタンダード
○

「目指す児童生徒の姿」
本市が特に大切にしたいこと

○ 「目指す学校の姿」
○

「学校が取り組むこと」

各年度の「指導の重点」

各学校の取組
・

「第２次スタンダード」に基づく取組

・

児童生徒や地域の実態を生かした学校独自の取組
2
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(3) これまでの「スタンダード」との変更点
ア「本市が特に大切にしたいこと」について
これまでの「スタンダード」では，すべての小・中学校が共通して取り組む内容の最重点
を，合言葉「基本をしっかり！～あいさつ・朝食・漢字に計算～」として示し，基本を大切
にした取組を全校で推進してきました。
「第２次スタンダード」では，これまでのような合言葉等を設定することはしませんが，
基本をしっかりと児童生徒に身に付けさせることは，これまでと同様に重要であると考え，
「本市が特に大切にしたいこと」として示すこととしました。
イ「基本目標」・「目指す姿」について
平成２３年度改定の「スタンダード」では，本市の児童生徒の学力を保障するため，義務
教育修了時にすべての児童生徒が身に付けるべき能力や態度を，「知（学習について）」・「徳
（生活について）」・「体（健康体力について）」の３つの視点から「到達目標」を設定しまし
た。また，到達目標を踏まえ，児童生徒の具体的な姿を，本市小中一貫教育における期ごと
に具体目標として示しました。これまでの「スタンダード」の推進により，学習状況定着度
調査の正答率や学習と生活についてのアンケートの肯定的回答率などが上昇するなど，学力
向上や望ましい学習習慣や態度の育成等に一定の成果が見られています。
今回の「第２次スタンダード」の策定にあたっては，学校と教育委員会が共通の目標に基
づいて取組を進めることにより，本市学校教育のより一層の充実が図れるものと考え，これ
までのような到達目標は設定せず，
「第２次推進計画」に基づいた「基本目標」・
「目指す姿」
の実現を共通の目標とすることとしました。
また，児童生徒の目指す姿を実現するためには，すべての学校や教職員が目指すべき姿を
掲げることが重要であると考え，これまでのように知・徳・体のみの目標だけではなく，教
職員の資質向上や学校の教育環境の整備などについても，目指す学校の姿を示すこととしま
した。
ウ「学校が取り組むこと」について
これまでの「スタンダード」では「知・徳・体」の到達目標に係る「学校の取組」を示し
てきましたが，「第２次スタンダード」では，「第２次推進計画」に基づいた「目指す姿」を
実現するために，「学校が取り組むこと」として２０の取組を設定しました。
○

「第２次推進計画」に示した主な施策・事業のうち，前期５年の間に，宇都宮市とし
て力を入れたい内容
・

将来の宇都宮を担う「宮っ子」を育てるためには，児童生徒や学校，地域の実態に
応じた教育活動が必要なことから，本市独自の取組を中心に示します。

・

現在，複数の学校で行われている取組のうち，全市に広げるべきものや，今後も確

実に継続すべきもの，一層の充実を図るべきものを示します。
○

推進計画には示していないもので，学習指導要領に示されている各学校が取り組むべ
き内容
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エ「取組を推進するために参考となる調査等」について
「第２次スタンダード」では，取組の推進状況を各学校が把握する際の参考として，新た
に「取組を推進するために参考となる調査等」を示しました。なお，学校評価との関連から，
「うつのみや学校マネジメントシステム」のアンケート項目をできるだけ取り上げました。

(4) 「第２次スタンダード」の構成
「第２次スタンダード」は，次のような構成になっています。

「第２次宇都宮市学校教育推進計画」の基本理念・基本目標

目指す児童生徒の姿

本市が特に大切にしたいこと
「第２次宇都宮市学校教育推進計画」の基本目標１・２に示さ
れた２つの「目指す姿」

学校が取り組むこと
「目指す児童生徒の姿」の実現に向け，小・中学校が
取り組むべき８つの取組
取組を推進するために参考となる調査等

目指す学校の姿
「第２次宇都宮市学校教育推進計画」の基本目標３～６に示さ
れた４つの「目指す姿」

学校が取り組むこと
「目指す学校の姿」の実現に向け，小・中学校が
取り組むべき１２の取組
取組を推進するために参考となる調査等

(5) 「第２次スタンダード」の期間
「第２次推進計画」に合わせるものとし，計画５年目にあたる２０２２年度に見直しを行
います。
さらに，大幅な制度改革があった場合などには，必要に応じて見直しを図ります。
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２ 目指す姿
(1) 目指す児童生徒の姿，本市が特に大切にしたいこと
第 2 次宇都宮市学校教育推進計画の基本理念に基づいた目指す児童生徒の姿

自信と志をもち，ともに支え合いながら
未来を担う宮っ子
「未来を担う宮っ子」とは，生涯学び続けていく上で基盤となる知・徳・体のバラン
スのとれた力を身に付け，未知の状況においても課題を克服できるという自信と，自ら
の夢の実現や社会貢献を指向する志をもち，将来，他者と協働して困難を乗り越え，よ
りよい社会を創り，これを支える自覚と責任をもった児童生徒です。
このような「宮っ子」を育てていくために，本市はこれまでも「基本」を大切にした
取組を全校で推進してきましたが，今後，社会がどんなに変化しようとも，児童生徒が
その変化に対応していく必要があることから，絶えず成長していくための基盤となる学
力や体力などの基本的な力を児童生徒一人一人に身に付けさせることが重要であると考
えます。
本市は，以下に示すことを大切にしながら，学校教育の充実・向上を図り，全校で未
来を担う「宮っ子」の育成に努めてまいります。

本市が特に大切にしたいこと

○ 「学力の基礎・基本」の確実な定着
・読む力 ・書く力 ・聞く力 ・話す力

○ 「他者を思いやる心」の育成
○ 活動の源となる「体力」の向上
○ 自分のよさがわかる「自己肯定感」の育成
○ 挑戦したりやり抜いたりする「たくましさ」の涵養
5
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第 2 次宇都宮市学校教育推進計画の基本目標１

成長し続けるための基盤を培う
目指す姿

(1)児童生徒は，進んで学習に取り組み，考えたり表現したりすることを通して「分か
った」，
「できた」を実感しています。
(2)児童生徒は，自己肯定感が高く，思いやりやルールを守る心をもち，自他の生命や
人権を尊重しています。また，失敗や困難を乗り越えて挑戦し続けるたくましさを
もっています。
(3)児童生徒は，自ら考え行動し，心身ともに健康で安全な生活を送っています。
(4)児童生徒は，夢や目標をもち，将来，自分のよさを生かし，他と協働しながら社会
に貢献することができるよう努力しています。

第 2 次宇都宮市学校教育推進計画の基本目標２

未来を生き抜く力を養う
目指す姿

(1)児童生徒は，他国の人々や文化に敬意を払いながら，郷土・宇都宮や日本の伝統・
文化に愛情と誇りを持つとともに，英語を使って外国人とコミュニケーションを積
極的に図ろうとする態度を身に付けています。
(2)児童生徒は，情報活用能力を身に付け，情報機器を活用して正しい情報を収集した
り意見交換したりしながら学習しています。
(3)児童生徒は，高齢者に対する感謝やいたわりの心を持つとともに，将来，主体的に
社会を支えていこうとする自覚を持っています。
(4)児童生徒は，自然環境や限りある資源，平和など，持続可能な社会づくりの大切さ
に気付き，関心を高めています。
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(2) 目指す学校の姿

第 2 次宇都宮市学校教育推進計画の基本理念に基づいた目指す学校の姿

誰もが安心して学べ，活力にあふれる学校

「誰もが安心して学べる学校」とは，教育への情熱と使命感をもった信頼できる教師集
団が多様な教育的ニーズを持った児童生徒一人一人の状況を理解し，適切な指導・支援を
行うとともに，充実した教育環境を備えた学校です。
また，子どもたちは，家庭はもとより地域にとっても未来を託す大切な存在であり，そ
うした子どもたちを学校，家庭，地域がそれぞれの役割を自覚し，責任をもって育ててい
くことが求められています。
「活力にあふれる学校」とは，家庭，地域，企業との連携・協力を深め，児童生徒はも
ちろん，教職員，保護者，地域の方々など，すべての人が自己のよさを生かせるよう，創
意工夫した教育活動や学校運営を展開する学校です。

第 2 次宇都宮市学校教育推進計画の基本目標３

多様な児童生徒の状況に応じた
指導・支援を行う
目指す姿

(1)学校は，特別な支援を必要とする児童生徒が自己の可能性を最大限伸ばせるよう
配慮された教育活動を行っています。
(2)学校は，家庭や地域と連携・協力し，いじめの根絶，不登校の未然防止に努め，
いじめや不登校が減少しています。
(3)学校は，外国人児童生徒等に対する日本語指導に努めています。
(4)学校は，性的少数者や家庭における虐待，貧困など，多様な教育的ニーズがある
児童生徒に対し，専門スタッフを活用し，諸機関と連携・協力しながら支援してい
ます。
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第 2 次宇都宮市学校教育推進計画の基本目標４

信頼される教職員を育て，学校のチーム力を高める
目指す姿

(1)教職員は，高い指導力と専門性を身に付けており，強い使命感や情熱をもって日々
指導にあたるとともに自己研鑽に努め，児童生徒，保護者，地域の方々から頼られる
存在となっています。
(2)学校は，配置されている指導助手，学校図書館司書，学校栄養士，ＳＣなどの専門
員を効果的に活用し，校長のリーダーシップのもと，教諭，事務職員などを含めたす
べての教職員が力を発揮し，チームとして協力し合いながら指導にあたっています。
(3)教職員は，児童生徒と向き合う時間を確保し，ワークライフバランスを意識しなが
ら，職務を遂行しています。
※「指導助手」については，平成３１（２０１９）年度より「小学校学力向上非常勤嘱託員」，
「特別支援学級非常勤嘱託員」に名称変更

第 2 次宇都宮市学校教育推進計画の基本目標５

地域とともにある学校づくりを進める
目指す姿

(1)学校や地域学校園は，本市独自の教育システムを有効に活用しながら，常に教育水
準の向上に努めています。
(2)学校は，校長のリーダーシップのもと，全教職員が協働し，地域の教育力を生かし
た特色ある教育活動を展開しています。また，保護者や地域の声を学校評価に生かし，
学校経営の改善に努めています。
(3)学校は，家庭・地域・企業等と連携を深めながら，目標を共有し，よりよい児童生
徒の育成に向けて取り組んでいます。

第 2 次宇都宮市学校教育推進計画の基本目標６

新しい時代にふさわしい教育環境を整える
目指す姿

(1)児童生徒をはじめ，学校施設の利用者が安全・快適に過ごしています。
(2)児童生徒は，タブレット型パソコン等のＩＣＴ機器を使い，学習に取り組んでいま
す。また，校務のＩＣＴ化が推進されています。
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学校が取り組むこと

「学校が取り組むこと」については，「第２次スタンダード」の期間（２０１９年度から
２０２２年度）に各学校が取り組むことを示しました。２０１９年度から取り組む内容だけ
でなく，例えば，「宇都宮学」のように，小学校では２０２０年度，中学校では２０２１年
度から取り組む内容なども示していますが，２０２２年度には，すべての内容に取り組み，
学校教育の充実・向上を図ります。

（１）確かな学力を育む教育の推進
義務教育９年間を通した系統的な指導を行う「小中一貫教育カリキュラム」を推進します。
○ 知識・技能の習得と，思考力・判断力・表現力等，学びに向かう力等を養う学習指導の
充実を図ります。
・
「小中一貫教育カリキュラムの充実」

・「学力調査の分析に基づく共通実践」

・「『宇都宮モデル』を活用した授業改善の推進」
・「学習態度の指導と学習集団づくり」
・「家庭学習の習慣化に向けた指導と宮っ子まとめの学習月間の実施」
・「習熟度別学習等の少人数指導の効果的な実施」

（２）豊かな心を育む教育の推進 すい
規範意識や思いやりの心などの豊かな心を育む「宮っ子心の教育」を推進します。
○「宮っ子心の教育」の核となる「特別の教科

道徳」の充実を図ります。

・
「『道徳科』の授業づくり（『考え，議論する道徳』の実現）」
○ 認め励ます教育とたくましさの涵養を図る教育を推進します。
・「『宮っ子心の教育表彰』の活用」

・「たくましさを涵養する体験活動の充実」

○ 豊かな感性を育む機会の充実を図ります。
・「読書活動の推進」

・「『心を育てる５０の言葉』の活用」

（３）健康で安全な生活を実現する力を育む教育の推進
体力・保健・食育・安全の４つの分野を一体的に捉えた「元気アップ教育」を推進します。
○

体力の向上を推進します。
・「元気っ子健康体力チェックの実施と活用」
・「『うつのみや版ミニマム』の達成に向けた取組」

○

学校保健を推進します。
・「定期健康診断の実施，結果の家庭連絡」

○

食育を推進します。
・「給食の時間における食に関する指導の充実」
・「学校と家庭が連携した『お弁当の日』の実施」

○

学校安全を推進します。
・「安全教育の推進」
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（４）将来への希望と協働する力を育む教育の推進
望ましい勤労観・職業観の形成を図る「宮・未来キャリア教育」を推進します。
○ 社会に参画し，協働する力を育む教育活動を推進します。
・「『宮・未来キャリア教育』の充実」
・「児童生徒による事業所等での体験活動（宮っ子チャレンジウィーク等）の実施」
・「地域の方々と世代を越えて学校や地域の未来などについて議論する機会の活用」
（中学校）

（５）「グローバル社会」に対応する教育の推進
グローバル社会に主体的に向き合い，郷土愛を醸成する教育を推進します。
○ 英語教育・国際理解教育の充実を図ります。
・「英語によるやりとりを中心とした授業の推進」
・「ＡＬＴを活用した生きた英語に触れる機会の充実」
○ 郷土への愛情を育む学習の充実を図ります。
・「『宇都宮学』の授業の実施」（※小：２０２０年度～，中：２０２１年度～）
・「『百人一首』に親しむ学習の推進」

（６）「情報社会」に対応する教育の推進

「

情報社会と科学技術の進展に対応した教育を推進します。
○ これからの社会に求められる情報活用能力を育成する教育の充実を図ります。
・「『情報モラル教育』の充実」
・「タブレット型パソコンを活用した授業の実施」（※各学校：タブレット型ＰＣ整備後）
・「プログラミング教育の推進」（※小：２０２０年度～）
・「『ＮＩＥ（教育に新聞を）』の推進」

（７）「少子高齢社会」に対応する教育の推進
少子高齢社会を支える力を育む教育を推進します。
○ 少子高齢社会を支える市民を育てる教育の充実を図ります。
・「地域の方々と世代を越えて学校や地域の未来などについて議論する機会の活用」
（中学校）
○ 高齢者とふれあう機会の充実を図ります。
・
「高齢者の協力を得た教育活動や学校行事への高齢者の招待」
・「高齢者福祉施設等への訪問等による体験活動」

（８）「持続可能な社会」に対応する教育の推進
持続可能な社会の担い手を育む教育を推進します。
○ 環境や人権，平和などのテーマに取り組むＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）を推
進します。
・「『持続可能な社会』に関連付けた教育活動の展開」
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（９）特別支援教育の推進
インクルーシブ教育システムの充実に向けた特別支援教育を推進します。
○

学校全体で特別支援教育を推進します。
・「通常の学級における特別な支援を必要とする児童生徒への指導の充実」
・「かがやきルームにおける指導の充実」
・「特別支援学級や通級指導教室における指導の充実」

（10）いじめ・不登校対策の充実
いじめや不登校対策の充実を図ります。
○

いじめの根絶に向けて，「各学校いじめ防止基本方針」に基づき，いじめの未然防止，
早期発見，早期対応，組織的な対応に取り組みます。
・「いじめの未然防止・早期発見・早期対応・組織的な対応」

○

本市の「不登校対策の手引書」に基づき，不登校の未然防止，早期発見，早期対応，
組織的な対応に取り組みます。
・「新たな不登校を生まない学級経営」
・「スクールカウンセリングマネージャー（ＳＣＭ）等を中心とした教育相談体制」
・「児童生徒の状況に合った支援策の検討」

・「別室登校支援の充実」

（11）外国人児童生徒等への支援
外国人児童生徒等への適応支援の充実を図ります。
○

外国人児童生徒への指導の充実を図ります。
・「外国人児童生徒の受入れ体制づくり」

・「
『日本語指導講師』との連携」

（12）多様な教育的ニーズへの対応強化
多様な教育的ニーズへの対応強化を図ります。
○

児童生徒指導の充実を図ります。
・「児童生徒への理解深化のための，児童生徒との信頼関係の構築」
・「児童生徒の社会的な自立を目指した，自己指導能力の育成」
・「児童生徒の規範意識の醸成」

・「個に応じた継続的な指導」

・「学校と家庭，地域との連携強化」

・「スクールソーシャルワーカーの活用」

・「スマホ・携帯電話等問題に対する取組の推進」
○

性的少数者への対応に配慮します。
・「性的少数者への理解促進」

○

・「学校生活の各場面での支援」

子どもの貧困対策を推進します。
・「制服等のリユース，リサイクルの促進」

（13）教職員の資質・能力の向上
教職員の資質・能力の向上を図ります。
○

授業力，学級経営力の育成を図ります。
・「校内でのＯＪＴによる実践研修の実施」
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（14）チーム力の向上
学校の組織力を強化し，児童生徒への指導・支援の充実を図ります。
○ 多様な専門スタッフと連携します。
・
「学校図書館司書，学校栄養職員，学力向上非常勤嘱託員，特別支援学級非常勤嘱託員，
かがやきルーム指導員，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，メン
タルサポーター，部活動指導員等と連携した取組の充実」
・「地域学校園事務室による学校事務の共同実施」

（15）働き方改革の推進
学校における働き方改革を推進します。
○

業務の改善と勤務時間を意識した働き方改革を推進します。
・
「時間外勤務の削減に向けた取組推進」 ・「『学校リフレッシュデー』の推進」
・「『宇都宮市部活動方針』に基づく各学校の部活動方針の策定及び徹底」

（16）全市的な学校運営・教育活動の充実
本市独自の教育システムを活用し，教育活動の水準向上を図ります。
○

地域の教育力を生かした教育システムによる教育活動を推進します。
・「『魅力ある学校づくり地域協議会』の学校運営への参画の充実」
・「『マネジメントシステム』の活用」

（17）主体性と独自性を生かした学校経営の推進
創意ある教育活動を展開するとともに，学校経営の改善に努めます。
○

特色ある学校づくりの推進を図ります。
・「頑張る学校プロジェクト事業の実施」
○ 地域学校園を生かした学校運営の充実を図ります。
・「地域学校園を生かした学校運営の推進」

（18）地域と連携・協働した学校づくりの推進
地域とのつながりを深めながら，地域の教育資源を活用できる体制づくりを促進します。
○

家庭・地域とのつながりを強化します。
・「家庭への積極的な情報発信と相互理解の推進」・「
『街の先生活動事業』の推進」
・「『魅力ある学校づくり地域協議会』との連携強化」
・「小学校と幼稚園・保育所の連携強化」

（19）安全で快適な学校づくりの推進
学校を利用するすべての人が安全に過ごせるよう，よりよい教育環境の充実を図ります。
○

定期的に安全点検を実施するなど，環境整備に心がけます。
・「安全点検の実施」

（20）ＩＣＴを活用した教育活動の充実
教育活動を通して情報化社会で生きる資質・能力を育みます。
○

ＩＣＴ機器や図書等を活用した教育活動の充実を図ります。
・「タブレット型パソコンを活用した授業の実施」
（※各学校：タブレット型ＰＣ整備後）
・「学校図書館の学習センター・情報センターとしての機能充実」
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項目ごとの取組

（１）確かな学力を育む教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14，15
（２）豊かな心を育む教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16，17
（３）健康で安全な生活を実現する力を育む教育の推進・・・・・・・・・・・・・・18，19
（４）将来への希望と協働する力を育む教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・20，21
（５）「グローバル社会」に対応する教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
（６）「情報社会」に対応する教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
（７）「少子高齢社会」に対応する教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
（８）「持続可能な社会」に対応する教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
（９）特別支援教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
（10）いじめ・不登校対策の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
（11）外国人児童生徒等への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
（12）多様な教育的ニーズへの対応強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28，29
（13）教職員の資質・能力の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30，31
（14）チーム力の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
（15）働き方改革の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
（16）全市的な学校運営・教育活動の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
（17）主体性と独自性を生かした学校経営の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
（18）地域と連携・協働した学校づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
（19）安全で快適な学校づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
（20）ＩＣＴを活用した教育活動の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
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(1) 確かな学力を育む教育の推進
義務教育９年間を通した系統的な指導を行う「小中一貫教育カリキュラム」を推進します。
○ 知識・技能の習得と，思考力・判断力・表現力等，学びに向かう力等を養う学習指導の充実を図ります。
・小中一貫教育カリキュラムの充実
義務教育９年間を通した系統的で児童生徒の実態に応じた指導を充実させるために，９年間を「基礎期」
「活用
期」
「発展期」の４・３・２の３期に分けたカリキュラムのモデルプラン（各教科等の目標や各期で児童生徒が身
に付けるべき力を明らかにした年間指導計画の例）の地域学校園化・自校化を進めます。
・学力調査の分析に基づく共通実践
学力向上に向けたＰＤＣＡサイクルを構築するために，国や県，市が行う学力調査の結果を分析することで，
児童生徒の学力の状況や，既に行っている学習指導の取組についての成果と課題を把握した上で，課題解決に向
けた方策を検討し，校内の全教職員による共通理解のもとに，全校体制で実践します。
・
「宇都宮モデル」を活用した授業改善の推進
主体的・対話的で深い学びの実現に向けて，授業の導入から終末までの手立てが「はっきり！じっくり！すっ
きり！」の流れで示された授業モデルの例である「宇都宮モデル」を活用し，全教員が目指す授業の方向性につ
いて共通理解したり校内研修において活用したりするなどしながら，授業改善を推進します。
・学習態度の指導と学習集団づくり
学習の基盤を整えるために，地域学校園で授業のきまりを設定するなどして，学校全体で授業の開始時刻や話
の聞き方などの態度の指導を行うとともに，児童生徒が積極的に自分の考えを発言でき，一人一人の意見を大切
にし合える雰囲気づくりに努めます。
・家庭学習の習慣化に向けた指導と宮っ子まとめの学習月間の実施
学習内容の確実な定着を図るために，宿題の出し方や点検の仕方などを工夫するとともに，家庭学習の手引き
を作成したり保護者会で協力を依頼したりするなどして家庭と連携し，家庭学習の習慣化に向けた指導を行いま
す。また，単元や学期ごとに復習する機会や，学年末にまとめの学習をする機会を設けます。
〔参考：宇都宮市における家庭学習に取り組む時間の目安〕
学年
小１
小２
小３
小４
小５
小６
中１
中２
中３
目安
20 分
40 分
60 分
90 分
120 分
150 分

・習熟度別学習等の少人数指導の効果的な実施
児童生徒一人一人の状況に応じたきめ細かな指導の充実を図るために，教科の特質や児童生徒の状況に配慮し
た上で習熟度別学習やティーム・ティーチングなどを計画的に実施します。

【取組を推進するために参考となる調査等】
全国学力・学習状況調査における小６生・中３生の正答率（国語，算数，数学）の全国平均との比較
〔全国学力学習状況調査〕
「児童生徒は，進んで学習に取り組んでいる。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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15
児童生徒の記述など
から 評価したこ とを
次の指導に生かす
「不断の見直し」を

を確立 していくことは大切ですが，授業の過程を固定 的に捉えないようにしましょう。

学び」を実 現する展 開は，他にもたくさん考 えられます。授業 力向上の ために，自分 の授 業スタイル

授業で学ん だこ とを「活
用」に結びつけるために
は，しっかり定着させる
ことが大切。

コー ディネートとは
根拠や言い 換えを求めたり，
議論を整理して焦点化した
り，気付いて いない視点を提
示したり，意図的な指名など
により，議論を深め，言語活
動を充実させるはたら き

課題に対する結論をすっきりとまとめ，
本時の学習を振り返らせる。

学級全体の議論が行き詰まっ たら ，
個人やグループでの追究を挟み，再
び全体で議論す るなど，実態や状況
に合わせた判断が必要です 。

対話的な学びが得意な学級では，児童生徒
がつなぎことばを上手く使っています。

・ 教師がまとめることにより，本時の課題が解決し，児童生徒が「なるほど」と腑に落ちるものに。
・ 教科の見方・考え方や学んだ知識・技能について振り返るだけでなく，コミュニケーションの能力等の教科
横断的な資質・能力に係る振り返りが必要。
・ 振り返りを，児童生徒自身の言葉で論述させる活動は，思考・判断の過程や理解の程度などを知るこ
とができるほか，次時の学習課題が生まれることもあり，効果的。

得意な子が苦手な子に教えることのみ「学び合い」と
捉えてはダメです。学びを深めるきっかけは，苦手な
子の言動も大切です 。

※ 上のモデル は，「主体的 ・対話 的で 深い学び」の授 業展開の 一例 です。「主体 的・対 話的 で 深い

課題や見通しを板書し，課題解決に行き詰まった時や
振り返りで見直せるようにしましょう。

児童生徒の活動の様子を、
漠然と「がんばったね！」と
い うだけでなく，資質・能力
の視点から「良さ」を具体的
に伝えて 褒めてあげること
が大切。

児童生徒一人一人の学びを見とり，適切
に支援し，じっくり課題に取り組ませる。

追究活動のために，
ここ をコンパクトに！

・ 学び合う場面で対話を生み，考える力を育成するために
は，児童生徒から多様な意見が出される課題を設定する
ことが大切。
・ 実社会や実生活に関連した（社会に開かれた）課題は，
追究への意欲を高め，主体的な学びになりやすい。
・ これまでに学んだことを活用する課題であれば，思考力や
生きて働く知識の育成につながる。
・ 児童生徒に「やってみたい」「知りたい」と思わせる導入の工
夫が主体的な学びを促す。

問い かけの例
「どのような予想が立てら れるか」
「どのように調べたらよい か」
「こ れまで学ん だこ とで活用でき
そうなことはないか」
「時間はどれくら い必要か」

学習課題と「見通し」から，本時で行うことを
はっきりと理解させ，課題解決の意欲をもたせる。

「主体 的・対話 的で 深い学び」を実現するため の手だてを，本 市の授 業力 向上スローガン，「はっきり じっくり すっきり」
の流れ に合 わせてまとめました。先生方一人一人 が自 身の指導過程 を見直す参 考にしてください。

・ 「個人→グループ→全体」は公式ではない。授業の目標や児童生徒の実態などから，
最適な学習形態を選択する。
・ 各グループの発表の要・不要も授業ごとに検討が必要。不要な発表は，授業の流れを
止め，学びを深める時間を奪う。
・ 対立する意見の言い方・聞き方，疑問の投げかけ方など，対話的な学び，深い学びの
ため，話し方や聞き方のルールの見直しを。他者と自分の意見を比較しながら聞くこと
などが大切。
・ グループや学級での協働学習を深める上で教材等の準備や教師のコーディネートが必
要。そのために，事前に児童生徒の活動や発言を的確に想定する。
・ 教科等を越えた「資質・能力」についても，計画的に育成する。特にコミュニケーション
能力は，対話的な学び，深い学びを実現するために重要。
・ 「主体的な学び=教師の指導の否定」ではない。授業前に児童生徒が主体的に学べ
るよう準備しながらも，実態等に応じて適切に働きかけることが重要。

３
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(2) 豊かな心を育む教育の推進
規範意識や思いやりの心などの豊かな心を育む「宮っ子心の教育」を推進します。
「宮っ子心の教育」

○ 「宮っ子心の教育」の核となる「特別の教科 道徳」の充実を図ります。
・
「道徳科」の授業づくり（
「考え，議論する道徳」の実現）
これまでの道徳の時間の授業の課題を踏まえた授業改善を図ります。
○読み物教材の登場人物の心情理解に終始する授業
・ 気持ちの変化をとらえさせたり，気持ちに共
感させたりする。
○望ましいと思われること，決まりきったことを言
わせたり，書かせたりする授業
・ 何が大切か，どうすることが望ましいのか。

○自分との関わりで，道徳的価値を考える授業
・ 自分自身を見つめる。
・ 人物に共感して自分との関わりで考える。
○自分との関わりで多面的・多角的に考える授業
・ どのようなわけで大切なのか，どうするこ
とが考えられるか。

○ 認め励ます教育とたくましさの涵養を図る教育を推進します。
・
「宮っ子心の教育表彰」の活用
「宮っ子心の教育表彰」を活用して学校独自の表彰制度を整えるなど，児童生徒のよさや努力等を積極的に認め
励ます教育に努めます。
【各学校独自の表彰（例）
】
各学校の表彰名
対象としている行動等
学校のためにがんばったで賞 児童会のテーマを実現するための自主的・自発的な活動
きらり賞
相手を思いやる行動や言動
あいさつ名人賞
自発的なあいさつの態度
学習がんばり賞
家庭学習への積極的な取組
学校長奨励賞
生徒会活動や学校行事等における他の模範となる行動
「We can do it!」賞
学校行事や学年行事で学級向上に貢献した態度
自学ノート皆勤賞
自主学習ノートを毎日提出した努力
ステップアップ賞
善行等，向上が見られる行為や行動
○○魂賞
「ともに進む たくましく あかるく あたたかく」を発揮した態度
○○っ子きらきらふれあい賞 目標にむかってやりぬく態度
校長賞「画期賞」
自己の目標達成に向けて長期間努力を重ねた態度
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・たくましさを涵養する体験活動の充実
自分の現状に甘んじず，
「もう少しがんばればできそうだ」とより高い目標を立て「挑戦する」体験活動や，自分
の思い通りにならなくても，自分の気持ちをコントロールしながら「がまんして」やり続ける活動，困難なことが
あっても「あきらめず」に努力し，最後までやり遂げる活動を設定し，個人で取り組んだり，グループや学級，学
年の友達と取り組んだりすることにより，児童生徒が達成感や成就感を味わうことができるように努めます。
指導のポイント
挑戦する
がまんする

あきらめない

・ 既習事項をもとにすれば必ず解くことができる少し難しい課題を用意し，児童
生徒の挑戦意欲を喚起する。
・ 望ましい集団づくりに努め，個人の技能を高めたり集団でよりよい成果を目指
したりする意義や楽しさ等を児童生徒に理解させる。
・ 黙々と努力することを必要とする課題に取り組ませる中で，自分の努力の結果
と向き合わせ，次への意欲につなげる。
・ 異年齢集団で活動する中で，立場や役割に応じた振る舞いや，目的に向かって
互いに協力し合うことの大切さ等に気付かせる。
・ 根気強く取り組む喜びやおもしろさ等を児童生徒が自主的に見出せるような課
題設定に努め，児童生徒が自分たちの力で最後までやり遂げられるような適切
な支援を心がける。
・ そう簡単には乗り越えられない課題や活動に，個人だけではなく集団で取り組
ませ，目的を達成するために互いに切磋琢磨しながらやり遂げる経験を積み重
ねる中で，達成感や充実感等を味わわせる。

想定される
場面（例）
各教科等の授業
学校行事や
部活動等
各教科等の授業
部活動等
児童会生徒会活動
や部活動等
各教科等の授業

学校行事や
部活動等

○ 豊かな感性を育む機会の充実を図ります。
・読書活動の推進
朝の学習時に読書活動を取り入れるとともに，学校図書館司書等と連携した読書活動に努めます。
＜学校図書館司書等と連携した読書活動例＞
○ブックトーク
テーマに基づいて様々なジャンルの本を紹介することにより，児童生徒が本を読むきっかけを
つくるとともに，新しいジャンルの本への興味を引き出します。
例えば，
「宇宙」をテーマにし，
「ブラックホールのなぞ」や「宇宙の秘密」
，
「惑星図鑑」
，
「星の
写真集」
，
「宇宙に関する物語」などを紹介し，児童生徒の読書意欲を喚起します。
・
「心を育てる５０の言葉」の活用
スタンダードダイアリーに掲載してある「心を育てる５０の言葉」を授業や帰りの会等で活用し，先人の生き方
等に触れ，自分の生き方を振り返る手立てとします。

【取組を推進するために参考となる調査等】
「児童生徒は，思いやりの心をもっている。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
「児童生徒は，きまりやマナーを守って，生活をしている。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
「児童生徒は，時と場に応じたあいさつをしている。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
「児童生徒は，目標に向かってあきらめずに，粘り強く取り組んでいる。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(3) 健康で安全な生活を実現する力を育む教育の推進
体力・保健・食育・安全の４つの分野を一体的に捉えた「元気アップ教育」を推進します。
【目指す子ども像】
心身ともに健康で安全な生活を送るための資質・能力を備え，
自ら考え行動できるたくましい宮っ子

体力の向上
運動の楽しさに触れ，
生涯を通して運動に
親しみ，体力を高めよ
うとする資質・能力を
育成します。

学校保健の推進
自己の心身を大切に
し，生涯を通して，健
康を適切に管理する資
質・能力を育成します。

食育の推進
食に関する正しい知識
や望ましい食習慣を身
に付け，生涯を通して，
健全な食生活を実現す
るために必要な資質・能
力を育成します。

学校安全の推進
危険を予測し，自らの命を
守り抜くための行動力を身
に付け，生涯を通して，安
全な生活を送り，安全な社
会づくりに貢献できる資
質・能力を育成します。

○ 体力の向上を推進します。
・元気っ子健康体力チェックの実施と活用
各学校においては，
「元気っ子健康体力チェック」を通して，児童生徒が，自身の体力の現状を理解するととも
に，担任や担当教諭が，児童生徒の体力の傾向を把握し，体力の実態に応じた補強運動の実施と，体育科・保健
体育科の授業の充実に取り組みます。
＜「元気っ子健康体力チェック」項目と評価内容の対応関係＞
テスト項目
運動能力評価
体力評価
運動特性
握力
筋力
力強さ
上体起こし
筋力・筋持久力
力強さ
ねばり強さ
長座体前屈
柔軟性
体の柔らかさ
タイミングのよさ
反復横とび
敏捷性
すばやさ
２０シャトルラン
走能力
全身持久力
ねばり強さ
５０ｍ走
走能力
スピード
すばやさ
力強さ
タイミングのよさ
立ち幅跳び
跳躍能力
瞬発力
力強さ
タイミングのよさ
ソフトボール投げ
投球能力
巧緻性・瞬発力
力強さ
・
「うつのみや版ミニマム」の達成に向けた取組
小・中学生のうちに全児童生徒に身に付けさせたい体力や技能を明確にした「うつのみや版ミニマム」が達成
できるよう，特に小学校においては，
「うつのみや元気っ子運動プログラム集」を活用し，継続して体力向上に取
り組みます。
＜身に付けさせたい運動技能・体力（ミニマム）＞
小学校
中学校
①２５ｍ泳ぐことができる。
①クロールと平泳ぎで２５ｍ泳ぐことができる。
②逆上がりができる。
②５分間続けて走ることができる。
③かべ倒立が１０秒できる。
③懸垂姿勢で１０秒間鉄棒にぶらさがることができる。
④２重跳びが１０回できる。
④２重跳びが２０回できる。
⑤ドッジボールを１０ｍ投げることができる。
⑤ハンドボールを１５ｍ投げることができる。

○ 学校保健を推進します。
・定期健康診断の実施，結果の家庭連絡
各学校においては，定期健康診断を実施し，児童生徒が学校生活を送るにあたり支障があるかどうか，健康状
態を把握し，健康教育に役立てます。また，健康診断結果を家庭に通知し，児童生徒の健康の保持増進に役立て
るとともに，児童生徒の健康状態について家庭より情報収集し，学校生活において配慮します。
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○ 食育を推進します。
・給食の時間における食に関する指導の充実
各学校においては，給食の準備，会食，片付けの一連の実践活動を通して，食に関する指導の目標の達成に向
けた食に関する指導を行います。なお，より教育効果を高めるため，教科等で学習した食材や料理を給食の献立
に取り入れたり，給食の献立を教科等の授業で活用したりするなど，教科等との関連を図りながら指導を行いま
す。
＜食に関する指導の目標＞
食事の重要性
食事の重要性，食事の喜び，楽しさを理解する。
心身の成長や健康の保持増進上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し，自
心身の健康
ら管理する能力を身に付ける。
正しい知識や情報に基づいて，食物の品質及び安全性等について自ら判断で
食品を選択する能力
きる能力を身に付ける。
感謝の心
食物を大事にし，食物の生産等にかかわる人々へ感謝する心をもつ。
社会性

食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける。

食文化

各地域の産物，食文化や食にかかわる歴史等を理解し，尊敬する心をもつ。

・学校と家庭が連携した「お弁当の日」の実施
食事について親子で共に考える機会を創出し，子どもたちの食への関心を高め，感謝の心を育むことなどを目
的として，発達段階ごとのねらいを達成できるよう，学校と家庭との連携のもと全校で１０月以降に，原則年２
回以上実施します。
＜発達段階ごとのねらい＞
学年

ね ら い

小学校１・２年

家族と一緒に献立を考え，買い物に行くことを通して，食材について関心
をもてるようにするとともに，家族への感謝の気持ちを育てる。

小学校３・４年

家族と一緒に献立を考え，食材を購入することを通して，食事について関
心をもてるようにするとともに，家族への感謝の気持ちを育てる。

小学校５・６年

家族と一緒にバランスのよい献立を考え，食材を購入したり，一緒に作っ
たりすることを通して，食事にかかわる人への感謝の気持ちを育てる。

中学校１～３年

自分の身体を考えて，栄養バランスや調理方法を工夫し，自分で作ろうと
する。

○ 学校安全を推進します。
・安全教育の推進
各学校においては，児童生徒が危険を予測し，自らの命を守り抜くための行動力を身に付け，生涯を通して安
全な生活を送るとともに，安全な社会づくりに貢献できる資質・能力を育成することを目的として，学校の実状
や発達の段階を踏まえ，教育活動全体を通して安全教育を推進します。
＜学校安全に関する指導の領域＞
主な活動例
学校安全の領域
・不審者対応避難訓練 ・地域安全マップの作成（小学校）
生活安全
交通安全
災害安全

・交通安全教室 ・自転車免許事業（小学校）
・各種災害を想定した避難訓練 ・
「防災の手引き」を利用した指導

【取組を推進するために参考となる調査等】
新体力テストの総合評価における児童生徒の（Ａ＋Ｂ）－（Ｄ＋Ｅ）率（％）
〔新体力テスト〕
「好ききらいをしないで食べている。
」と回答した児童生徒の割合（％） 〔学習と生活についてのアンケート〕
「児童生徒は，健康や安全に気を付けて生活している。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(4) 将来への希望と協働する力を育む教育の推進
望ましい勤労観・職業観の形成を図る「宮・未来キャリア教育」を推進します。
○ 社会に参画し，協働する力を育む教育活動を推進します。
・
「宮・未来キャリア教育」の充実
「宮・未来キャリア教育」においては，
「宮・未来キャリア教育」内容一覧表をもとに，学級活動を核として，
「宮・未来キャリア教育ＤＶＤ」
を活用しながら指導計画に明確に位置付けられた内容を実施していくとともに，
ＰＤＣＡサイクルを機能させます。

Ｃheck

Do

Action

Ｐlan

指導内容の

「学習と⽣活についてのアンケート」の

改善点の

指導計画の

実施

調査結果の活⽤，評価

明確化

改善，作成

また，児童生徒に，キャリア教育として位置付けられている活動の振り返りを重視することを通して，更なる
自己理解を促します。
「宮・未来キャリア教育」の視点で
活動の⾒直し

○活動を⾒直す視点
・⾃⼰の成⻑を振り返る場にする。
（⾃⼰を振り返る）
・⼀⼈⼀⼈の持ち味を⽣かし，進⾏，準備など役割を決
める。
・将来への関⼼をもつ場にする。
（職業や⽣き⽅にふれる）

活動の実施

○児童⽣徒の振り返りの視点
「宮・未来キャリア教育」の視点
で活動の振り返り

・⾃分のよさに気付く。
（⾃⼰を振り返る。
）
・友だちと協⼒してできたか想起する。
（役割を果たす）
・将来の夢や今後の⽣き⽅について抱負を発表する。
（職業や⽣き⽅にふれる）

その際，児童生徒が自己のキャリア形成にとって重要な学習活動を振り返り，それらの学びを通した自
らの成長や変容を自己評価できるよう，キャリアに係る学習や体験を通して気付いたことや考えたことなど
を記録し蓄積する取組などを工夫します。
・児童生徒による事業所等での体験活動（宮っ子チャレンジウイーク等）の実施
地域の多くの人と触れ合う事業所等での活動を通して，児童生徒に働くことの尊さを実感させ，他人を思いや
る心や社会のためになることを積極的に行う態度を育み，主体的に自己の在り方や生き方を見つめさせます。ま
た，小・中学校９年間を通した系統的なカリキュラムや家庭・地域と連携・協力した地域との関わりを通して，
地域ぐるみで子どもを育てる意識の高揚を図ります。
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・地域の方々と世代を越えて学校や地域の未来などについて議論する機会の活用（中学校）
各中学校は，選挙権年齢や成年年齢引き下げ等を踏まえ，学校の実情に応じて，魅力ある学校づくり地域協議
会の委員などの地域の方々と生徒の代表等が，世代を越えて学校や地域の未来などについて話し合う機会を設定
するなどして，社会に参画し，協働する力を育みます。
＜イメージ＞
ア ねらい・・・・ 参加者同士で世代を越えて学校や地域の未来などについて議論することを通し，生徒が
社会に参画し，協働する力や，課題を解決する態度を育てる。
イ 日時・・・・・ 土曜授業等
ウ 参加者・・・・ 生徒会役員等，魅力ある学校づくり地域協議会等
エ テーマ・・・・ ○「いじめ」や「スマホの使い方」など，生徒にとって身近な問題
○「地域の環境美化」や「空き家問題」など，地域にとって一緒に考えたい問題
等

※参考・・・陽南中学校魅力ある学校づくり推進フォーラム

【取組を推進するために参考となる調査等】
「自分のよさを人のために生かしたいと思う。
」と回答した児童生徒の割合（％）
〔学習と生活についてのアンケート〕
「児童生徒は，夢や目標をもって，社会に貢献できるよう努力している。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(5) 「グローバル社会」に対応する教育の推進
グローバル社会に主体的に向き合い，郷土愛を醸成する教育を推進します。
○ 英語教育・国際理解教育の充実を図ります。
・英語によるやりとりを中心とした授業の推進
児童生徒が，英語を使って自分の気持ちや考えなどを適切に伝えることができるよ
う，授業を担当する教員が自ら積極的に英語を使うとともに，ＡＬＴを活用した，英
語によるやりとりを中心とした授業を推進します。
特に中学校においては，授業は英語で行うことを基本とし，生徒が関心のある事柄
について，簡単な語句や表現を用いて即興で伝え合うことができるようにします。
・ＡＬＴを活用した生きた英語に触れる機会の充実
英語のネイティブスピーカーであるＡＬＴ（清原北小と城山西小はＡＥＴ）を授業
はもとより，休み時間や放課後などあらゆる時間において活用し，児童生徒が生きた
英語に触れる機会の充実を図ります。
＜具体策の例＞
・ＡＬＴとの交流給食
・学校行事へのＡＬＴの参加
・昼休みのＡＬＴによる絵本の読み聞かせ

○ 郷土への愛情を育む学習の充実を図ります。
・
「宇都宮学」の授業の実施（※小：２０２０年度～，中：２０２１年度～）
児童生徒が，郷土宇都宮の歴史や伝統文化，産業などについて理解し，郷土への愛情と誇りをもてるよう，
「宇都宮学」の授業を確実に実施します。児童生徒の発達の段階を踏まえ，体系的に学習できるよう指導の充
実を図ります。

小学校３・４年
小学校５・６年
中学校１～３年

宇都宮の山と川

実施方法
学習のねらい
学習テーマ
社会科の授業で社会科副読 宇都宮のよさに気付き，親 大谷石文化，ＬＲＴ
本を活用して実施
しむ
郷土資料集を活用して実施 宇都宮を学び，追究する
宇都宮の環境，
宇都宮の伝統文化
郷土資料集を活用して実施 宇都宮への思いを深め，未 宇都宮の歴史，日本遺産のまち
来を構想する
宇都宮，未来へ羽ばたく宇都宮

黄鮒

宇都宮空襲

大谷石採掘場

ＬＲＴ

・
「百人一首」に親しむ学習の推進
国語科の授業などにおいて，宇都宮市にゆかりのある古典である百人一首に親しむことのできる学習に取り組
み，古来からの文化に親しむとともに，郷土に対する誇りや愛情を育みます。
【取組を推進するために参考となる調査等】
ＣＥＦＲ Ａ１レベル程度の英語力を有する中３生の割合（％）
〔英語教育実施状況調査〕
授業の半分以上を英語で行っている中学校教員の割合（％）
〔英語教育実施状況調査〕
「児童生徒は，英語を使ってコミュニケーションしている。
」と回答した
児童生徒，教職員の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
「児童生徒は，宇都宮の良さを知っている。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(6) 「情報社会」に対応する教育の推進
情報社会と科学技術の進展に対応した教育を推進します。
○ これからの社会に求められる情報活用能力を育成する教育の充実を図ります。
・
「情報モラル教育」の充実
「宇都宮市情報モラル教育年間指導計画」に基づき，小学校１学年から中学校３学年まで，発達の段階に合わ
せて，体系的・継続的に指導します。
利用教材
全ての教職員の校務用パソコンから利用できる「あんしん・あんぜん 情報モラル オンライン」
等を利用して指導をします。
指導時間
１題材を「朝の会，帰りの会」の中の 15 分間，
「各教科」の中の 20 分間，
「学級活動や総合的な
学習の時間」
，
「特別の教科道徳」の 1 時間，などで指導します。
題材の配分
小学校１～６年・・・・・年間各３題材
中学校１～３年・・・・・年間各５題材
・タブレット型パソコンを活用した授業の実施（※各学校：タブレット型ＰＣ整備後）
タブレット型パソコンをはじめとするＩＣＴ機器の活用により，主体的・対話的で深い学びを促進し，児童生
徒の情報活用能力の育成を図ります。
ＩＣＴ機器を活用した
授業イメージ

・プログラミング教育の推進（※小：２０２０年度～）
小・中学校を通して系統的にプログラミング教育を推進します。
小学校
学習指導要領に例示された「総合的な学習の時間 情報」
，
「算数 第 5 学年 正多角形の作図」
，
「理
科 第 6 学年 電気の性質や働き」を中心にプログラミング的思考を育成します。
中学校
技術・家庭科（技術分野）
「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング」
「計測・制御のプログラミング」において実施します。
・
「ＮＩＥ（教育に新聞を）
」の推進
図書室に新聞を設置し，児童生徒が気軽に新聞を閲覧できる環境を整えるよう努めます。また，各教科等の特
質とねらいに応じて，新聞が有効に活用できる場面を，年間指導計画に示すなど，計画的な取組に努めます。
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善のため，児童生徒の情報活用
能力の育成に向け，各学校においては，コンピュータや情報通信ネットワークなど
学習指導要領
の情報手段を活用するために必要な環境を整え，これらを適切に活用した学習活動
総則（平成２９
の充実を図ることや，各種の統計資料や新聞，視聴覚教材や教育機器などの教材・
年３月告示）
教具の適切な活用を図ることが示されています。国語，社会においては，学習内容
としても例示されています。
【取組を推進するために参考となる調査等】
「調べたことをコンピュータを使ってまとめることができる。
」と回答した
小学校３年生以上の児童生徒の割合（％）
〔学習と生活についてのアンケート〕
「児童生徒は，ＩＣＴ機器や図書等を学習に活用している。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(7) 「少子高齢社会」に対応する教育の推進
少子高齢社会を支える力を育む教育を推進します。
○ 少子高齢社会を支える市民を育てる教育の充実を図ります。
・地域の方々と世代を越えて学校や地域の未来などについて議論する機会の活用（中学校）
各中学校は，選挙権年齢や成年年齢引き下げ等を踏まえ，学校の実情に応じて，魅力ある学校づくり地域協議
会の委員などの地域の方々と生徒の代表等が，世代を越えて学校や地域の未来などについて話し合う機会を設定
するなどして，社会に参画し，協働する力を育みます。
○ 高齢者とふれあう機会の充実を図ります。
・高齢者の協力を得た教育活動や学校行事への高齢者の招待
高齢者への感謝や敬う心を育むために，生活科や総合的な学習の時間の授業などにおいて，高齢者を講師とし
て招いたり高齢者に対してインタビューをする学習活動を設定したりするなどし，高齢者の知恵や人生経験に学
ぶ機会の設定を工夫します。
また，高齢者を身近な存在として感じることができるよう，運動会へ招待したり給食へ招待したりするなど，
高齢者と交流する機会の設定を工夫します。
・高齢者福祉施設等への訪問等による体験活動
高齢者に対するいたわりの心を育むために，総合的な学習の時間や，児童会・生徒会活動，
「宮っ子チャレン
ジウィーク」などにおいて，児童生徒が高齢者福祉施設等を訪問し，交流する機会を取り入れるなど，学校や地
域の実態に応じた取組を工夫します。
【取組を推進するために参考となる調査等】
「児童生徒は，高齢者に対する感謝やいたわりの心をもっている。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕

(8) 「持続可能な社会」に対応する教育の推進
持続可能な社会の担い手を育む教育を推進します。
○ 環境や人権，平和などのテーマに取り組むＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）を推進します。
・
「持続可能な社会」に関連付けた教育活動の展開
各教科等においては，学習指導要領等の趣旨を踏まえ，
「持続可能な社会」を見据えた授業の充実を図ります。
そして，これらの授業とこれまで行ってきた学校行事や体験活動，地域社会との連携などを，
「持続可能な社会」
の視点から関連付け，特色のある教育活動を展開します。
個々のテーマについて別々に実施していた学習をＥＳＤの視点で統合的に再構築するなど，以下の事例を参考
にし，児童生徒や地域の実態を考慮しながら，ＥＳＤの取組を推進します。
【事例】
（１）総合的な学習の時間を活用し，環境や国際理解，防災や食をテーマとして地域や世界の学習素材を活か
しながら，教科の枠を超えた横断的，総合的なカリキュラムの開発・実践を行う。
（２）読書活動の一環として，朝の読み聞かせにおいて，環境やエネルギー，国際理解，防災等に係る書籍を
意図的に選択し，私たちの日常の生活と地球規模の課題がつながっていることを考察する。
（３）学校の特色と地域の課題を連携させ，子どもたちに地域の文化や歴史に関心をもってもらうことを意図
し地域学校園全体で「花いっぱい運動」等の園芸プロジェクトを実施する。
（４）ＥＳＤに基づく学びを実践するための教科横断的な「ＥＳＤカレンダー」を作成し，職員室等に掲示す
ることにより，教職員が意識して日々の教育活動を実践する。
【取組を推進するために参考となる調査等】
「児童生徒は，
『持続可能な社会』について，関心をもっている。
」と回答した
児童生徒，教職員の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(9) 特別支援教育の推進
インクルーシブ教育システムの充実に向けた特別支援教育を推進します。
○ 学校全体で特別支援教育を推進します。
・通常の学級における特別な支援を必要とする児童生徒への指導の充実
・かがやきルームにおける指導の充実
・特別支援学級や通級指導教室における指導の充実
◆ 通常の学級で特別な支援を必要とする児童生徒の様々な教
育的ニーズに対応するため，特別な支援を必要とする児童
生徒への指導力向上を図ります。
○児童生徒の生活規律・授業規律を整えます。
○特別な支援を必要とする児童生徒にとっても，分かりや
すい授業の展開に努めます。
○学校生活全般において，児童生徒に応じた指導方法を工
夫します。

通常の学級における特別な支援を必
要とする児童生徒への指導の充実

◆ 学校全体で特別支援教育を推進します。
○特別な支援が必要な児童生徒に対して，個別の支援計画を作成・活用し，学校
全体で指導にあたりましょう。
○「宇都宮市学校教育における合理的配慮に係る手引き」の活用を図りながら，
適切な合理的配慮の提供に努めましょう。

かがやきルームにおける
指導の充実
◆ 発達障がい等の傾向により，学習や生活
上に困難を抱えている児童生徒が，自教
室でさらに自信をもって生活できるよ
う，かがやきルームにおける指導の充実
を図ります。
○校内委員会等で具体的な指導目標や
指導の手立てを設定します。
○学級担任・教科担当とかがやきルーム
指導員の連携強化のために，直接話し合
う時間をとったり，指導記録等を確認し
たりします。

特別支援学級や通級指導教室
における指導の充実
◆ 特別支援学級に在籍している児童生徒
や，通級指導教室を利用している児童生
徒が，自己の能力を最大限に発揮できる
ように，特別支援学級や通級指導教室に
おける指導の充実を図ります。
○児童生徒の実態をより詳細に把握す
ることにより，一人ひとりの障がい特性
に応じた指導を行います。
○保護者や関係職員（交流学級等）と丁
寧に連絡を取り合いながら，交流及び共
同学習を積極的に推進していきます。

【取組を推進するために参考となる調査等】
一人一人の教育的ニーズを把握し，実態に応じた指導を実践している教員の割合（％）
〔特別支援教育の推進に係るアンケート調査〕
「教職員は，特別な支援を必要とする児童生徒の実態に応じて，適切な支援をしている。
」と回答した
教職員の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(10) いじめ・不登校対策の充実
いじめや不登校対策の充実を図ります。
○ いじめの根絶に向けて，
「各学校いじめ防止基本方針」に基づき，いじめの未然防止，早期発見，早期対応，
組織的な対応に取り組みます。
・いじめの未然防止
児童生徒主体による「いじめ根絶集会」の開催や，
「いじめ」を題材とした道徳科の授業の実施などに取り組み，
いじめの未然防止に努めます。
・いじめの早期発見
年２回の「いじめゼロ強調月間」を設けるとともに，年２回以上の教育相談や年４回以上のアンケート調査を
実施したり，Ｑ‐Ｕ調査結果を活用したりするなど，いじめの早期発見に努めます。
・いじめへの早期対応
いじめが発覚した場合には，事実関係の聴取と記録，被害児童生徒の心のケア，個に応じた指導と再発防止に
努めます。
・いじめへの組織的な対応
同僚や管理職への「報・連・相」
，
「いじめ等対策委員会」の開催による対応策の検討と情報共有，加害・被害
双方の保護者への報告と協力依頼に努めます。

○ 本市の「不登校対策の手引書」に基づき，不登校の未然防止，早期発見，早期対応，組織的な対応に取り
組みます。
・新たな不登校を生まない学級経営
「挨拶」
「励まし」
「称賛」等のお互いをより身近に感じることができるような気軽な言葉かけを行ったり，主体
的に活動する場面や，活躍できる場面を授業の中に設定したりするなど，どの児童生徒にとっても自分の居場所
となるような温かい雰囲気の学級経営に努めます。
・スクールカウンセリングマネージャー（ＳＣＭ）等を中心とした教育相談体制
担任が児童生徒及び保護者に積極的にかかわり，普段からの信頼関係づくりに努めるとともに，担任が対応に
悩んでいる場合には，ＳＣＭ等が中心となって担任をサポートします。
・児童生徒の状況に合った支援策の検討
欠席状況共有シートや，日々の様子，引継資料等により児童生徒の状況を把握するとともに，部会等で学校の
支援の方針を話し合い，共通理解を図りながら，学校全体で組織的・計画的に支援を行います。また，学校の支
援の方針について保護者の理解と協力を得ながら，同じ目標に向かって支援を行います。
・別室登校支援の充実
空き教室や保健室，相談室等を活用した教室以外の場を利用した別室登校支援を積極的に行います。個別の支
援を中心としてつながりをもち，安心できる場所を基盤にして，かかわる人や活動の幅を広げていきます。
【取組を推進するために参考となる調査等】
「教職員は，いじめが許されない行為であることを指導している。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
「教職員は，不登校を生まない学級経営を行っている。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
「担任一人で抱え込まずに，チームとして複数でかかわって支援している。
」と回答した教職員の割合（％）
〔不登校対策に係る取組状況調査〕
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(11) 外国人児童生徒等への支援
外国人児童生徒等への適応支援の充実を図ります。
○ 外国人児童生徒への指導の充実を図ります。
・外国人児童生徒の受入れ体制づくり
外国人児童生徒が円滑に学校に編入学し，充実した学校生活を送ることができるように，各学校は外国人児童
生徒の受入れ体制づくりに努めます。
(1) 外国人児童生徒の編入学が決まったら，当該児童生徒や保護者に来校してもらい，面談して日本語のレベ
ルを確認します。
(2) 面談の結果，はばたき教室への通級や，日本語指導に係る母語指導者や日本語ボランティアの派遣，日本
語指導に係る教材の準備などについて教育委員会に依頼します。
(3) 当該児童生徒の海外における学習・生活体験等について，学級担任や日本語担当指導教員（拠点校の場合）
，
管理職，学年主任や学年の教員等が連携し，共通理解を図ります。
(4) はばたき教室に通級してから学校に入る場合は，はばたき教室の教員と連携し，はばたき教室修了時の日
本語のレベルを確認し，
当該児童生徒の日本語の力に応じた日本語指導を学校においても継続するようにし，
日本語で学校生活を送ることができるよう配慮します。
(5) はばたき教室に通級せずに編入学する場合は，面談時の日本語の力を踏まえ，一日も早く，日本語で学校
生活を送ることができるよう，母語指導者と連携しながら，日本語指導に努めます。

・
「日本語指導講師」との連携
特に拠点校以外の学校では，外国人児童生徒の日本語の力に応じ，当該児童生徒の母語で日本語を指導する母
語指導者と，日本語で日本語を指導する日本語ボランティアと連携し，外国人児童生徒の日本語の力に応じた日
本語指導を行ったり，保護者への通訳や翻訳を依頼したりするように努めます。
【取組を推進するために参考となる調査等】
初期指導段階の児童生徒のうち，１年以上の日本語指導を受け，初期指導段階から上昇した児童生徒の割合（％）
〔対話型アセスメント（ＤＬＡ）
〕
「教職員は，外国人児童生徒等の実態に応じて，適切な支援をしている。
」と回答した
教職員の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(12) 多様な教育的ニーズへの対応強化
多様な教育的ニーズへの対応強化を図ります。
○ 児童生徒指導の充実を図ります。
・児童生徒への理解深化のための，児童生徒との信頼関係の構築
日頃から，児童生徒の個性や特性，言動の背景や要因などを観察・分析し，理解することにより，児童生徒と
の信頼関係を構築し，児童生徒一人一人への適切できめ細かな指導を行います。
・児童生徒の社会的な自立を目指した，自己指導能力の育成
学校生活のあらゆる場面で共感的人間関係を育み，その環境の中で児童生徒に自己決定の場を与え，自己存在
感を育むことで，児童生徒の自己指導能力を育成します。
・児童生徒の規範意識の醸成
児童生徒の規範意識を育むためには，きまりを守ることの大切さなどを発達段階に応じて指導することが大切
です。時には児童生徒と同じ目線でじっくりと話し合ったり，時には児童生徒の言動に振り回されることなく，
毅然とした態度で粘り強い指導を実践します。
・個に応じた継続的な指導
地域学校園内の教職員が連携して対応力の強化を図り，
低学年からの継続的な個に応じた指導を充実させます。
特に，特性のある児童生徒への指導・支援にあたっては，スクールカウンセラー等を活用して児童生徒の行動特
性等の知識や理解を深めたり，必要に応じて，関係諸機関と連携しながら対応します。
・学校と家庭，地域との連携強化
学校ホームページや各種たより，保護者会や各種会合等において，積極的に情報を公開したり，児童生徒の健
全育成について話し合う機会や場を設けることにより，学校・家庭・地域が同一歩調で児童生徒の健全育成に取
り組みます。
・スクールソーシャルワーカーの活用
児童生徒の問題行動等の背景に，家庭環境が起因していたり，学校と家庭との連携が十分に図れないなど，学
校だけでは問題解決が困難な場合は，スクールソーシャルワーカーを活用して，学校と家庭，関係機関等との連
携を構築することで，問題の解決に当たります。
・スマホ・携帯電話等問題に対する取組の推進
児童生徒のスマートフォン等の通信機器の所持率が増加する中，長時間使用等による生活の乱れやネットいじ
め，
不適切なサイト等へのアクセスによる犯罪被害等を防止するため，
「スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言」
に基づき，全市一体となった取組を通じて，スマートフォン等の適切な使用方法の指導や，使用に係る問題への
対策に取り組みます。
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○ 性的少数者への対応に配慮します。
・性的少数者への理解促進
平成２７年に文部科学省から出された通知「性同一性障害や性的指向・性自認に係る，児童生徒に対するき
め細かな対応等の実施について」に基づき，校内研修等において性的少数者への理解を深め，それぞれの教職
員が悩みや不安を抱える児童生徒のよき理解者となるように努めます。
・学校生活の各場面での支援
平成２７年に文部科学省から出された通知「性同一性障害や性的指向・性自認に係る，児童生徒に対するき
め細かな対応等の実施について」に基づき，学校において適切に支援します。
項目

学校における支援の事例

服装

自認する性別の制服・衣服や，体操着の着用を認める

髪型

標準より長い髪型を一定の範囲で認める（戸籍上男性）

更衣室

保健室・多目的トイレ等の利用を認める

トイレ

職員トイレ・多目的トイレの利用を認める

呼称の工夫

校内文書（通知表を含む）を児童生徒が希望する呼称で記す
自認する性別として名簿上扱う

授業

体育又は保健体育において別メニューを設定する

水泳

上半身が隠れる水着の着用を認める（戸籍上男性）
補習として別日に実施，又はレポート提出で代替する

運動部の活動

自認する性別に係る活動への参加を認める

修学旅行等

１人部屋の使用を認める
入浴時間をずらす

○ 子どもの貧困対策を推進します。
・制服等のリユース，リサイクルの促進
現在，すでに多くの中学校で制服やジャージのリサイクルが行われています。
教育費による家庭の経済的負担を軽減するため，各学校の実態や地域の状況を踏まえ，魅力協やＰＴＡと連携
した取組をさらに推進していくよう努めます。
【平成３０年現在】
＜実施校数＞
・２５校中１９校実施（７６％）
＜リサイクルを主催する組織＞
・学校
・魅力協
・ＰＴＡ
＜リサイクルの方法＞
・無償で提供
・貸し出し
・販売

【取組を推進するために参考となる調査等】
「学校は，活気があり，明るく生き生きとした雰囲気である。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(13) 教職員の資質・能力の向上
教職員の資質・能力の向上を図ります。
○ 授業力，学級経営力の育成を図ります。
・校内でのＯＪＴによる実践研修の実施
教職員の同僚性を構築するともに切磋琢磨しながら授業力を高め合えるようにするために，
「授業改善チェック
リスト」や「宇都宮モデル」を活用して校内で必ず一回は授業を公開したり，経験年次研修（初任者研修，教職
５年目研修，中堅教諭等資質向上研修，教職２０年目研修等）
，若手教員育成システムに位置付いている勤務校で
の授業実践(OJT)を校内での授業研究会とするなどし，授業を互いに見せ合う機会を設定します。
また，学級経営力の向上を図るために，初任者研修では，
「学級経営」
「児童生徒理解」の研修を継続的に行い，
課題対応力や実践的指導力を理解し，学校教育相談基礎研修においては，
「児童生徒理解や学級経営」
，
「Q‐U 検
査の実施と活用法」
，
「いじめ・非行の理解と対応」など，事例を検討しながら，教育相談の基礎についての理解
を深め，学級経営の力を高めていきます。
さらに，学年会や教科部会などの組織を生かすとともに，授業や児童生徒指導について日常的に助言し合える
雰囲気づくりをするなど，ベテラン教員のもつ授業や学級経営についてのノウハウが若手教員に継承されるよう
努めます。
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・校内研修の工夫
参加した教職員全員が学び合える研修会を目指すために，自校の現状をもとに解決すべき課題を明確にして
研究テーマを設定するとともに，小グループに分かれての話合いを取り入れるなど，実施方法を工夫します。

【取組を推進するために参考となる調査等】
「教職員は，分かる授業や児童生徒にきめ細かな指導を行い，学力向上を図っている。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(14) チーム力の向上
学校の組織力を強化し，児童生徒への指導・支援の充実を図ります。
○ 多様な専門スタッフと連携します。
・学校図書館司書，学校栄養職員，学力向上非常勤嘱託員，特別支援学級非常勤嘱託員，かがやきルーム指導員，
スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，メンタルサポーター（中学校）
，部活動指導員等と連携し
た取組の充実
チームとしての学校の力を最大限に生かせるよう，多様なスタッフの専門性を発揮する場を設けるなど，管理
職のマネジメントのもと，体制を整えます。
チーム学校のイメージ

校 長
副校長
教務主任
教 員
養護教諭
学校栄養職員

特別支援学級非常勤嘱託員
事務職員
かがやきルーム指導員

学力向上非常勤嘱託員

学校図書館司書

ＳＣ，ＳＳＷ

専門スタッフ
部活動指導員

組織的に連携・協働

地域社会
・地域学校園事務室による学校事務の共同実施
インターネットバンキングや学校徴収金システム等を活用し，地域学校園の事務室が連携して学校事務を共同
実施し，積極的に業務の負担軽減に努めます。

【取組を推進するために参考となる調査等】
「学校に関わる職員全員がチームとなり，協力して業務に取り組んでいる。
」と回答した教職員の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(15) 働き方改革の推進
学校における働き方改革を推進します。
○ 業務の改善と勤務時間を意識した働き方改革を推進します。
・時間外勤務の削減に向けた取組推進
教職員の健康と安全を確保し，質の高い教育活動を維持していくために，管理職は，下記の取組を効果的に
活用し，柔軟に対応して時間外勤務の削減に努めます。
① 教職員の毎月の時間外勤務の状況を正しく把握すること
② 時間外勤務時数に応じて，個別の面談や学校医や産業医による健康相談を実施すること
③ 業務の精選・見直しなど長時間労働の改善のため，校務分掌の見直しを行うこと
④ 外部人材の活用，他教員による業務支援など業務負担の軽減及び分散化を図ること
教職員は，これまで教材研究や部活動の指導，保護者への電話連絡や家庭訪問など，勤務が時間外におよび，
厳密に勤務時間を管理することが難しいことから，時間外勤務に関する意識が希薄になっている状況が続いてき
ました。しかしながら，長時間労働のために身体を壊したり，メンタルヘルスに不調を来す教職員が増えてきた
近年，ワークライフバランスを見直していく必要があります。そのため，下記の取組を参考に，教職員は，勤務
時間管理に努め，長時間勤務の改善に取り組みます。
① 長時間労働を削減するために，自分にできることを常に意識して勤務をすること
② 「何時まで」
，
「どこまで」などの個人目標を設定し，長時間労働にならないようにすること
③ 「時間外でもやらなければならないことなのか」という視点で業務を見直すこと
・
「学校リフレッシュデー」の推進
勤務時間を意識した働き方等を推進するため，学校の実情に応じて，教職員が取りやすい形で「学校リフレ
ッシュデー」を実施します。
＜先行実施例＞
・ 毎月，職員会議後は定時退勤とする。
・ 学年，ブロックごとに，
「今月のリフレッシュデー」を設定する。
・ 学校行事後や試験期間などに定時退勤日を設定する。
・ 定時退勤が困難な場合は「遅くとも○時までには帰る」等の最終退勤時刻を設定する。

・
「宇都宮市部活動方針」に基づく各学校の部活動方針の策定及び徹底
本市部活動方針に基づき，各中学校における部活動方針を策定し，運用の徹底を図ります。
① 学期中は週当たり２日以上（平日１日，休日１日以上）の休養日を設けること
② 長期休業中には，ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設けること
③ １日の活動時間は，平日２時間程度，休日３時間程度とし，合理的かつ効率的・効果的な活動を行うこと
④ 大会，練習試合等で基準の活動時間を超えて活動する場合は，別の日の活動時間を減らすなど，週当
たりの活動時間にも留意すること

【取組を推進するために参考となる調査等】
「学校は，教職員の勤務時間を意識して，業務の効率化に取り組んでいる。
」と回答した教職員の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(16) 全市的な学校運営・教育活動の充実
本市独自の教育システムを活用し，教育活動の水準向上を図ります。
○ 地域の教育力を生かした教育システムによる教育活動を推進します。
・
「魅力ある学校づくり地域協議会」の学校運営への参画の充実
各小・中学校は，地域とともにある学校づくりの一層の推進を図るため，魅力ある学校づくり地域協議会（以
下「地域協議会」
）の会議が，実質的な課題解決のための協議の場となるよう，
「学校が学校運営について，地域
協議会から意見を聞きたい事項を明確にし，会議で述べられた意見を学校運営に生かす」などの取組の充実を図
ります。
また，
「宇都宮市立学校の管理運営に関する規則」
〔平成３１（２０１９）年４月１日施行〕に基づき，下記の
事項を実施します。
・ 校長は，保護者及び地域住民その他の関係者の意見を学校運営に反映させる
ために，地域協議会に学校運営の状況を説明し，意見を聴きます。
・ 校長は，学校運営に関する基本的な方針の案について説明し，出された意見
を踏まえて，基本方針を策定します。
・ 校長は，地域協議会から学校運営に関する基本方針の実現のための職員の配
置（例：
「子どもたちの表現力を伸ばせる先生を配置してほしい。
」など）に関
する意見があった場合は，尊重します。

・
「マネジメントシステム」の活用
マネジメントシステムの結果をもとに，
「第２次宇都宮市学校教育スタンダード」に基づく取組の推進状況や，
児童生徒や地域の実態を生かした学校独自の取組の成果や課題等を把握し，学校運営や教育活動等の改善に努め
ます。

Check

Action
【改善】 ２月～３月
・学校経営計画等の見直し・検討
・学校関係者による検討
・学校評価書の完成・公表

【評価】 １月～２月
・マネジメントシステム全体アンケート，
各種学力調査等の結果分析
・自己評価・学校関係者評価

Do

Plan

【実行】 通年
・計画に基づく教育活動の展開
・積極的な情報発信・提供

【計画】 ４月～６月
・学校経営計画・学校評価計画の作成・公表
・学校関係者評価者等への説明

マネジメントシステムは，各学校が学校経営計画に基づき実践した教育の成果を組織的・継続的に検証
することにより，教育活動の充実と学校運営の改善を図るものです。
また，保護者や地域住民等への説明責任を適切に果たすとともに，学校の現状や課題について共通理解
をもち改善策を共に考え実践することにより，地域に根ざした開かれた学校づくりに努めるものです。
【取組を推進するために参考となる調査等】
「学校は，
『小中一貫教育・地域学校園』の取組を行っている。
」と回答した
小学校５年生以上の児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(17) 主体性と独自性を生かした学校経営の推進
創意ある教育活動を展開するとともに，学校経営の改善に努めます。
○ 特色ある学校づくりの推進を図ります。
・頑張る学校プロジェクト事業の実施
・地域の実情と学校長の裁量を生かした創意ある教育活動を実施します。
・活気あふれる，特色ある学校づくりに努めます。
【事業内容の例】
「地域の方々・先輩・専門的な知識を持つ方に学ぶ」
，
「地域に根差した魅力ある学校づくり」
，
「夢のある体験学習プロジェクト事業」
，
「外部人材と連携した総合的環境教育及びキャリア教育の推進」
など
○ 地域学校園を生かした学校運営の充実を図ります。
・地域学校園を生かした学校運営の推進
・ 小中一貫教育推進主任による地域学校園内のコーディネートや一人配置職員の連携強化により，運営会議
や部会，分科会等の充実に努めます。
・ 地域学校園ビジョンの理解の深化，効果的な取組の推進等のため，合同研修会の充実を図ります。
・ 地域学校園交付金事業を活用して授業力向上に向けた主体的な取組を進めます。
・ 地域学校園の教職員が効率的に打合せ等を行えるよう，月１回程度の「小中一貫の日」を設定し，効果的
に活用します。

【取組を推進するために参考となる調査等】
「学校は，地域の教育力を生かした特色ある教育活動を展開している。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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(18) 地域と連携・協働した学校づくりの推進
地域とのつながりを深めながら，地域の教育資源を活用できる体制づくりを促進します。
○ 家庭・地域とのつながりを強化します。
・家庭への積極的な情報発信と相互理解の推進
学校の教育方針や教育活動について家庭による理解を図るため，各種通知や学校ホームページなどを活用した
り，保護者会や三者懇談の機会を活用するなどして学校の取組や児童生徒の活動の様子などについて積極的に情
報を発信します。
また，
「スタンダードダイアリー」を活用するなどして家庭との連絡を密にし，相互理解を図ります。
さらに，地域の教育力を生かした教育活動を推進するとともに，家庭，地域からの理解を深めるために，土曜
授業を実施します。年間１回，小中学校それぞれに全市一斉の実施日を設定します。各学校では，年間１０回ま
で土曜授業を実施できます。
・
「街の先生活動事業」の推進
学校における様々な教育活動に地域の教育力を導入し，地域と連携した教育を実践することにより，地域と連
携・協働した学校づくりを促進するため，各学校の教育活動のねらいに即して「街の先生」を活用します。
・
「魅力ある学校づくり地域協議会」との連携強化
・魅力協の会議等を通して，保護者や地域住民の意見を的確に学校運営に反映します。
・地域の教育力を学習支援や学校の環境整備などに有効に生かし，学校教育の充実を図ります。
・学校・家庭・地域が一体となって，児童生徒の健全育成や安全確保を図る取組を推進します。
・学校施設や地域の教育資源を活用するなどして，地域や家庭の教育力の向上を図ります。

・小学校と幼稚園・保育所の連携強化
幼児と児童の交流や教職員が相互理解を深めるための活動を行うなど，
「幼保小連携事業」の充実を図ります。

【取組を推進するために参考となる調査等】
「学校は，家庭・地域・企業等と連携・協力して，よりよい児童生徒の育成に取り組んでいる。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
各学校の児童と園児の交流や教職員間の相互理解の活動状況
〔幼・保・小連携事業の報告書〕
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(19) 安全で快適な学校づくりの推進

３

学校が取り組むこと

学校を利用するすべての人が安全に過ごせるよう，よりよい教育環境の充実を図ります。
○ 定期的に安全点検を実施するなど，環境整備に心がけます。
・安全点検の実施
児童生徒の安全な学習環境の確保を図るため，施設・設備，器具・用具等の定期的な安全点検を実施し，点検
に基づき維持管理や改善を図ります。
＜安全点検の種類＞
ア 定期
毎学期１回以上，児童生徒等が使用する施設・設備及び防火，防災，防犯に関する設備などについて，
計画的に，教職員全員が組織的に実施します。
また，毎月１回，児童生徒等が多く使用すると思われる校地，運動場，教室，特別教室，廊下，昇降口，
ベランダ，階段，便所，手洗い場，給食室，屋上などについて，計画的に，また教職員全員が組織的に実
施します。
イ 臨時
運動会や体育祭，学芸会や文化祭，展覧会などの学校行事の前後や，暴風雨，地震，近隣での火災など
の災害時や近隣で危害のおそれのある犯罪（侵入や放火など）の発生時など，必要があるときは，点検項
目を設定し，臨時に安全点検を実施します。
ウ 日常
毎授業日，児童生徒が最も多く活動を行うと思われる箇所の設備等について，日常的な点検を行います。
【取組を推進するために参考となる調査等】
「学校は，利用する人の安全に配慮した環境づくりに努めている。
」と回答した
教職員，保護者，地域住民の割合（％）
〔マネジメントシステム〕

(20) ＩＣＴを活用した教育活動の充実
教育活動を通して情報化社会で生きる資質・能力を育みます。
○ ＩＣＴ機器や図書等を活用した教育活動の充実を図ります。
・タブレット型パソコンを活用した授業の実施（※各学校：タブレット型ＰＣ整備後）
タブレット型パソコンをはじめとするＩＣＴ機器の活用により，主体的・対話的で深い学びを促進し，児童生
徒の情報活用能力の育成を図ります。
・学校図書館の学習センター・情報センターとしての機能充実
学校図書館司書と連携し，学習に必要な図書を充実させるとともに，ＩＣＴ機器や学習に必要なスペース及び
備品などを整備し，学校図書館を活用した主体的な学習を効果的に行います。
＜学校図書館を活用した学習の推進＞
学校図書館教育年間指導計画を整備し，各教科等の授業において，情報の収集，選択にパソコンを活用する
などして学校図書館を利活用した主体的な学習を推進します。
＜学校図書館の利用指導の充実＞
国語や学級活動等の学習を活用し，児童生徒が調べ学習を行う際の学校図書館の利用方法などについて発達
の段階に応じた指導を行います。
＜図書資料の整備＞
図書選定委員会を開催し，資料として活用できる図書等を計画的に整備します。
＜市立図書館や地域学校園内の連携＞
学習内容に応じ，課題の発見・解決のために必要な資料等を市立図書館・地域学校園内の学校から借りる
など，積極的に連携します。
【取組を推進するために参考となる調査等】
「学校は，学習に必要なＩＣＴ機器や図書等を整えている。
」と回答した
児童生徒，教職員，保護者の割合（％）
〔マネジメントシステム〕
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