実践開発プロジェクト事業

教育振興事業
「丹後ふるさと夢・未来デザイン事業」

ここが大好き ふるさと丹後
募集期間：６月24日から９月24日まで

「ふるさと丹後」についての理解を深める
とともに表現する機会とするため、作文（小
学校５年生）、提言（中学校３年生）、エッセ
イ（高校生）を募集します。

宇川小
宇川中
平成24年度 作文・提言・エッセイ
優秀作品記録集

間人小
網野高（間人）
間人中

本庄小

丹後こども園
本庄中

豊栄小
網野北小
網野幼
橘中
橘小

網野高
島津小
黒部小
網野中
峰山高（弥栄）
網野南小 鳥取小

伊根中
伊根小
伊根町教育委員会
宮津高（伊根）
養老中
養老小

溝谷小

弥栄中

郷小

野間小

平成24年度「古典に親しみ 古典に学ぼう」
府立加悦谷高等学校書道パフォーマンス

☆学力（中期目標Ａ）に関して
○実践課題 「目標と指導と評価の一体化」
「家庭学習習慣を定着させる指導」
○研究内容 「授業づくり（算数・数学、英語）に焦点をあてた実践研究」

☆生徒指導（中期目標Ｂ）に関して
○実践課題 「学校不適応（いじめ・暴力事象・不登校）の解消」
○研究内容 「いじめ・暴力事象・不登校の初期（早期）対応と未然防止」

「古典の日推進事業」

古典に親しみ 古典に学ぼう
平成25年12月７日(土) 開催

我が国の言語文化を享受し継承・発展さ
せるため、古典に親しむ態度を育成します。
11月１日は、古典の日（平成24年９月５日公布、施行）

吉野小
峰山小
かぶと山小

峰山高
吉原小

久美浜小
久美浜中

丹波小
峰山幼
峰山中
新山小
長岡小

久美浜高
海部小

川上小

佐濃小

五箇小
大宮第一小 京丹後市教育委員会
丹後郷土資料館
大宮中
大宮こども園 与謝の海支援
岩滝幼

研
日置小
日置中

岩滝小
橋立中
吉津小
山田小
石川小
市場小 江陽中
宮津中
岩屋小
宮津市教育委員会
加悦谷高
宮津小
三河内小
三河内幼
宮津高
加悦中
加悦小

【人権教育総合推進地域事業】
海洋高

栗田中
栗田小
栗田幼
宮津幼

【コミュニティ・スクール推進事業】
伊根町立本庄中学校（H24～25）

＜京都府小学校教育研究会＞
京都府丹後教育局

上宮津小
桑飼小
与謝野町（組合）教育委員会

定

校
【京の未来創造校】

京丹後市立大宮中学校区（H24～26）

大宮南小

指

＜京都府教育委員会＞

＜文 部 科 学 省＞
府中小

究

【研究協力校】

宮津市立宮津中学校（H24～25）
「心の教育」
京丹後市立久美浜小学校（H24～25）「国語」
京丹後市立峰山中学校（H24～25） 「学校・家庭・地域の連携」
伊根町立伊根小学校（H24～25）
「学校・家庭・地域の連携」
与謝野町立三河内小学校（H24～25）「国語」

【学力向上システム開発校】
宮津市立栗田中学校（H25～26）

京丹後市立豊栄小学校（H24～26） 「図工」
与謝野町立加悦小学校（H23～25） 「音楽」

「学力向上」

【京の子ども体力向上推進プロジェクト実践校】

与謝小

＜京都府中学校教育研究会＞

宮津市立府中小学校（H25）
京丹後市立吉野小学校（H25）

「体育」
「体育」

【食に関する指導充実事業】

【公開授業校】
京丹後市立弥栄中学校（H25） 「道徳」
管内中学校（H25）
「美術」

京丹後市立峰山小学校（H24～26）

「食育」

【府へき地・小規模校教育研究校】
宮津市立養老小学校・養老中学校（H25）「へき地」

管内公立学校(園)の状況[H25.5.1現在]
幼稚園

住所 京都府宮津市字吉原2586-2 電話 0772-22-2175 FAX 0772-22-0479
ホームページ http://www.kyoto-be.ne.jp/tango-k/cms/

学校(園)数

園児･児童･生徒数

教職員数

8園

307人

58人

小学校

44校

5,162人

557人

中学校

17校

3,247人

279人

※高等学校９校(分校３校含む)、特別支援学校１校

【教師力向上」教育実践継承事業】
伊根町立伊根中学校・本庄中学校（H25）「教師力」

【土曜日を活用した教育の在り方実践研究事業「指定校」】
宮津市立日置小学校、宮津市立栗田中学校
京丹後市立峰山中学校
伊根町立伊根小学校、伊根町立伊根中学校
与謝野町立桑飼小学校、与謝野町立石川小学校
与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校

中期目標Ａは、学力の充実、
特別支援教育の充実を目指
します。
【京都府教育振興プランの
重点目標1,3,4】と関連

「丹後教育グランドデザイン」の策定から３年目を迎
を踏まえて、内容を一新しました。
「一人一人の人権尊重の意識を高める教育の推進」を
及び「施策展開の方向性」を明確にして、管内すべての

え、今年度は、京都府の重点施策及び丹後地域の現状

中期目標Ｂは、生徒指導、道
徳教育、人権教育、特別活
動の充実を目指します。

すべての教育活動の基盤に据え、「学校経営の視点」
学校（園）で課題解決に向けた実践を進めます。

【京都府教育振興プランの
重点目標2,4,5,6】と関連

丹後教育グランドデザイン

【平成25年度】京都府丹後教育局

中期目標 A
教室風景「峰山小学校」

能力をのばそうとする子どもたちを育成する教育の推進

中期目標 Ｂ
自他を大切にし社会に貢献しようとする子どもたちを育成する教育の推進

<Ｈ25年度目標> ◇思考力・判断力・表現力等を育成する指導の充実
◇一人一人のニーズに対応する指導の充実
＜方 針＞
☆評価を明確にした指導の充実
☆保護者とともにすすめる指導支援
《主な計画》
○質の高い学力育成会議[６月]
○特別支援教育充実研修会

＜方 針＞
☆学校不適応への適切な対応を行い、いじめ・暴力事象及
び不登校の初期（早期）対応と未然防止を図る取組の充実
☆効果的な非行防止教室の実施
《主な計画》
○第１回豊かな心育成会議[６月]
○第２回豊かな心育成会議[12月]
○第３回豊かな心育成会議[１月]
○小・中学校人権教育担当者会議[６月]
○職場人権研修推進会議[６月]
※非行防止教室スクールサポーターによる非行防止教室の全校実施

展望する力
つながる力

挑戦する力

＊説 明 会[５月]
＊実践報告会[９月]
＊報 告 会[１月]

○特別支援教育連携推進研修会[11月]
○巡回相談スキルアップ研修会[６月]

中期目標 Ｄ

中期目標 Ｃ

子どもたちを包み込むはぐくみの環境づくりの推進

信頼され期待される学校づくりの推進

<Ｈ25年度目標> ◇家庭の教育力の向上
◇地域社会の教育力向上

<Ｈ25年度目標> ◇丹後の教育を担う人材の育成
◇学校経営力の向上 ◇危機対応能力の育成

＜方 針＞
☆親に対する学習活動の支援・サポート体制の充実
☆地域人材の育成と活用
《主な計画》
○家庭の教育力の向上のための研修会
＊丹後PTA指導者研修会[６月]
＊丹後家庭教育支援研修会[７月]
＊丹後いじめ・非行防止フォーラム[８月]
土曜日を活用した教育の在り方実践研究事業
「伊根中学校」

○地域社会の教育力向上のための研修会
＊丹後体験活動等指導者研修会[10月]
＊丹後学校支援ボランティア等研修会[11月]

○丹後まるごと読書のくにセミナー[９月]
※親のための応援塾[７月～３月]

学校経営の視点

施策展開の方向

目 標 重 視

ク オ リ テ ィ

明確な目標設定

質の高い事業

リ ア リ テ ィ
実 践 重 視

現実性のある事業

課題解決に向けた実践

人 材 育 成
専門性の向上

連 携 重 視
校種間・地域等との連携

情 報 発 信

作文・提言・エッセイ募集（募集期間６～９月）

○「古典に親しみ 古典に学ぼう」[12月]
京の未来創造校研究発表会
「宇川中学校（宇川小学校）」

＜方 針＞
☆専門性の向上とキャリアに応じた人材育成
☆安心・安全な学校づくりに向けた取組の充実
《主な計画》
○新任管理職研修[５月･２月]
○学校経営教頭研修[７月･10月] ○教頭会議[９月]
○危機管理研修[11月]
○丹後教師塾
＊マネジメント向上研修[７月･10月･12月]
＊丹後特別支援教育研究会[５月･９月･12月･２月]
＊中堅教員養成セミナー[６月･９月･11月･２月]

プラスワンスタディ
「海洋高校生による栗田小児童への学習指導補助」

○講師の指導力ＵＰセミナー[６月･11月]
○丹後スクールボランティア[年間]
○プラスワンスタディ[年間]
○丹後学校安全研究協議会[11月]

成果の波及

実践開発プロジェクト事業

教育振興事業
○「ここが大好き ふるさと丹後」

平成24年度特別支援教育研修会

<Ｈ25年度目標>◇自他を大切にし、好ましい人間関係づくりを進める
指導の充実

一人一人の人権尊重の意識を高める教育の推進
<Ｈ25年度目標>教職員の人権意識の高揚

○「実践開発研究員」
管内の教育課題を解決するため、委嘱した教員による実践開発

○「実践開発研究校」
管内の教育課題を解決するため、指定した学校による実践開発

学校支援本部事業
「溝谷小学校」

中期目標Ｄは、家庭、地域の
教育力を高める社会教育の
充実を目指します。

中期目標Ｃは、人材育成、安
心安全な教育環境づくりを目
指します。

【京都府教育振興プランの
重点目標8,9,10】と関連

【京都府教育振興プランの
重点目標6,7】と関連

古典の日推進事業 古典に親しみ 古典に学ぼう
「百人一首大会」

もうすぐ一年生体験推進事業
「市場小学校」

参議院特別体験プログラム
「桑飼小学校」

魅力開発校公開授業
「本庄小学校」

中期目標A

能力をのばそうとする子どもたちを育成する教育の推進

<Ｈ25年度目標> ◇思考力・判断力・表現力等を育成する指導の充実

◇一人一人のニーズに対応する指導の充実

中期目標Ｂ

自他を大切にし社会に貢献しようとする子どもたちを
育成する教育の推進

<Ｈ25年度目標> ◇自他を大切にし、好ましい人間関係づくりを進める指導の充実

＜方 針＞
☆学校不適応への適切な対応を行い、いじめ・暴力事象及び不登校
の初期(早期)対応と未然防止を図る取組の充実
☆効果的な非行防止教室の実施

＜方 針＞
☆評価を明確にした指導の充実
☆保護者とともにすすめる指導支援
《主な計画》

《主な計画》

○質の高い学力育成会議【新規】[６月17日(月)]
管内の学力課題を踏まえ、「目標と指導と評価を
一体化した教科実践」を推進するために、基本的な
理論を学びます。

○豊かな心育成会議【継続】
管内の生徒指導上の課題解決に向け、いじめ・暴力事象
及び不登校等、学校不適応の初期（早期）対応と未然防止
の取組の充実を図ります。
また、教職員の人権意識高揚と指導力の向上を目指します。

◆単元全体の指導の見通しを立てる力
◆形成的に評価を機能させ、子どもの状況、反応に応じな
がら目標実現を図る臨機応変な授業展開ができる力
◆単元末の形成的テストの誤答分析等をもとに、授業改善を行う力

平成24年度第２回豊かな心育成会議

＊第１回[６月４日(火)<生徒指導担当>]

更に実践開発研究員の先生方とともに実践研究を行い、
児童生徒の思考力・判断力・表現力等の育成を目指します。

学校不適応への適切な対応を行い、いじめ・暴力事象及
び不登校の初期（早期）対応と未然防止を図ります。

○特別支援教育充実研修会【継続】
特別支援教育充実事業の趣旨理解を深め、特別支援教育に係る非常勤講師配置校が組織的かつ
体系的に特別支援教育体制の整備を推進していきます。また、特別支援コーディネーターの任務と
役割についての理解を深め、校内特別支援教育の推進の要としての資質向上を図ります。

＊説 明 会[５月16日(木)<非常勤講師配置校>]
＊実践報告会[９月<コーディネーター>]
＊報 告 会[１月<非常勤講師配置校>]

＊第２回[12月17日(火)<教育相談担当>]
＊第３回[１月16日(木) <生徒指導担当>]
学校不適応の初期（早期）対応と未然防止の取組について、
実践開発プロジェクトで実践研究し、成果の発信・波及を図
ります。

京都府教育委員会
「いじめ問題の解決のために」

○小・中学校人権教育担当者会議【新規】[６月６日(木)<人権教育担当>]
人権教育の課題を把握し、必要な人権感覚を身につける機会にします。

○職場人権研修推進会議【新規】[６月13日(木)<小・中学校管理職>]

○特別支援教育連携推進研修会【継続】[11月]
○巡回相談スキルアップ研修会【継続】[６月20日(木)]

教職員の人権感覚の高揚を図り、互いを尊重する機運づくりを目指します。
京都府総合教育センター
「ユニバーサルデザイン授業」

丹後地域教育支援センターよさのうみと連携し、実施します。
事例研修会を通して巡回相談員としての専門性の向上を図り、
今後の巡回相談に活かします。

※スクールサポーターによる非行防止教室の全校実施
スクールサポーターによる非行防止教室の効果的な実施をすすめ、問題行動の減少を目指します。

京都府教育委員会
「生涯にわたる一貫した支援を進めるために」

平成24年度初任者研修（局別）
「生徒指導講座」

京都府総合教育センター
「読む力を伸ばす英文教材集」

平成24年度第１回確かな学力育成会議
「研究協議」

京都府教育委員会
「人権学習実践事例集」
（中学校版、小学校版）

中期目標C

中期目標D

信頼され期待される学校づくりの推進

<Ｈ25年度目標> ◇丹後の教育を担う人材の育成

◇学校経営力の向上

◇危機対応能力の育成

子どもたちを包み込むはぐくみの環境づくりの推進

<Ｈ25年度目標> ◇家庭の教育力の向上

◇地域社会の教育力向上

＜方 針＞
☆専門性の向上とキャリアに応じた人材育成
☆安心・安全な学校づくりに向けた取組の充実

＜方 針＞
☆親に対する学習活動の支援・サポート体制の充実
☆地域人材の育成と活用

《主な計画》

《主な計画》

○新任管理職研修【新規】[５月･２月]
管理職としての経営力量と人材育成能力の向上を図ります。

○家庭の教育力の向上のための研修会
京都府教育委員会
いのちを守る「知恵」をはぐくむために

○学校経営教頭研修【新規】[７月11日(木)・10月８日(火)]

＊丹後PTA指導者研修会【継続】[６月2日(日)]
PTAの役割や活動に携わる指導者の資質向上を図ります。

＊丹後家庭教育支援研修会【継続】[７月５日(金)]

２年目の教頭を対象に、学校改善を一層進
める資質や能力の向上を図ります。

平成24年度丹後PTA指導者研修会

家庭教育への支援や子育て支援に携わるファシリテー
ター等の資質向上を図ります。

＊丹後いじめ・非行防止フォーラム【新規】[８月３日(土)]

○教頭会議【新規】[９月19日(木)]

いじめ・非行防止についての保護者の意識向上を図ります。

教育課題を把握し、その改善や解決に向け
た管理運営能力の向上を図ります。

○地域社会の教育力向上のための研修会
＊丹後体験活動等指導者研修会【継続】[10月３日(木)]

○危機管理研修【継続】[11月]

京のまなび教室、子どもの体験教室等の指導者の資質向上を図ります。

管理職として必要な管理運営能力の向上を
図るため、危機管理を中心とした演習を行い
ます。

＊丹後学校支援ボランティア等研修会【継続】[11月28日(木)]

平成24年度地域リーダー研修会

学校支援コーディネーターやボランティア等の指導者の資質向上を図ります。

○丹後まるごと読書のくにセミナー【継続】[９月]

○丹後教師塾
＊マネジメント向上研修【能力開発研修の拡充】[７月８日(月)･10月２日(水)･12月６日(金)]
中堅教員養成セミナー修了者、教務主任経験者を対象に、学校運営の中核として、マネジメン
ト能力の向上を図ります。

＊丹後特別支援教育研究会【継続】[５月31日(金)･９月24日(火)･12月16日(月)･２月７日(金)]

社会総がかりで取り組む子どもの読書活動を推進します。

※親のための応援塾【継続】[７月～３月]
保幼小中の保護者が一緒に子育てについて学び合い、保護者同士のつながりをつくります。

特別支援教育関連の長期・短期研修受講者等が、特別支援教育に関する実践や研究を深めると
ともに、専門性を高め、エキスパートとしての知識や実践を管内全体に発信、波及します。

＊中堅教員養成セミナー【継続】[６月25日(火)･９月10日(火)･11月８日(金)･２月３日(月)]
将来の丹後地域の教育推進の中核となる、高潔な人格と豊かな人間性、広い社会性、高い専門
性を備えた教職員の養成をめざす。

○講師の指導力ＵＰセミナー【継続】 [６月26日(水)･11月13日(水)]
研究協議等を通して指導方法や生徒指導について考え、指導力の向上を
図ります。

京のまなび教室推進事業
「加悦地域公民館」

○丹後スクールボランティア【継続】［年間］
教職を志望する大学生をボランティアとして小・中学校へ派遣し、学校
教育活動の支援とともに、教職への意欲向上と基礎的資質の向上を図ります。
丹後はぐくみネットワーキング通信

○プラスワンスタディ【継続】[年間]

丹後特別支援教育研究会ニュース

高校生が、小学生に夢や希望を与える学習指導補助を行います。

○丹後学校安全研究協議会【継続】[11月]
学校における安全教育や安全管理についての研究協議を行い、学校安全の充実を図ります。

平成24年度丹後まるごと読書のくにセミナー

