
地域に誇りを持ち 自分たちの未来を創る 丹波っ子！

居場所感のある教室、夢中・没頭で
きる授業（教える＜聴く）
・聴き合い、対話し、学び合う学び
・多様な思考が生まれる課題とつな
がり深まる言葉

※主体的・協働的に学ぶ授業を展開
できる指導力

生涯にわたって能動的に学び続ける
子どもをはぐくむ授業改善
・主体的な学び 見通しと振り返り
・対話的な学び 思考の見える化
・深い学び 見方・考え方
※指導過程を改善し、質の高い学び
を実現する力

一人ひとりの良さを認め、可能性を
信じる関係づくり
・諦めずに挑戦する力
・失敗を恐れず、失敗から学ぶ学び

学びに向かう集団づくり

主体的・対話的で深い学び

協働的な学びの場づくり

学校の役割
人格の完成をめざした教育の場

安全基地づくり
・子どもの気持ちを受け止め、
包み込む母性的な関わり

・我慢することや規範を守ると
いう父性的な関わり

子どもの人格を認め、子どもの意
見が尊重できる関係づくり
・よき相談相手となり、助けたり
励ましたりして支える姿勢

・親自身の価値観や人生観におけ
る前向きな姿勢

ありのままの自分を受け入れて
くれる場所づくり
・コミュニケーション、スキン
シップ、傾聴

望ましい親子関係づくり

家庭の役割
心身の調和のとれた発達を図る場

しゃべり場づくり

心の安らぐ場づくり

ふるさとを担う人づくりコミュ
ニティの活性化
・多様な体験の場と機会の提供、
地域人材の発掘

・自然や伝統・文化等の関わり
を通したふるさと理解

・保護者への子育て支援

地域の将来の担い手づくり

地域の役割
社会の一員としての自覚をはぐく
む場
・豊かな学びを実感する場
・豊かな人間性や社会性をはぐくむ場

人権尊重に立った学校（人権尊重の意識と実践力） 丹波市教育委員会.

すべての教職員が安心して働ける居場所づくり（仕事・職員室・学校が楽しい）

すべての子どもが安心して学べる居場所づくり（授業・学級・学校が楽しい）

基礎･基本の確かな定着・学びにふさわしい教育環境の整備

こども園の役割
人格形成の基礎を培う場

生きる力の基礎をはぐくむ
資質･能力及び幼児期の終わりまで
に育ってほしい10の姿の育成
・学びに向かう力
・社会情動的スキル、非認知能力
※質の高い教育･保育を実現する専
門性の向上

社会に開かれた教育課程

わたしにもできる わたしだからできる
～ 夢や希望を抱く子ども ～

子どもを信じ、決して
見捨てない教育

教職に対する強い情熱

専門家としての確かな
力量

自己肯定感（居場所）

自己有用感（絆）

心に届く言葉（信頼）

一人の人間として尊重
すること

可能性を心から信じる
こと

子どもの学習の成立を
図ること

●人を大切にする心 ●自分の考えを持つ力
●自分を表現する力 ●チャレンジする力

昨日と違う今日を求め
る教育

チームで対応できる教師 お互いに認め合える教師
チームとしての
教育力・組織力

今後5年の教育の方向
2017/10/23現在

資質･能力の3つの柱
◆知識･技能 ◆思考力・判断力・表現力等 ◆学びに向かう力



「地域に誇りを持ち 自分たちの未来を創る 丹波っ子！」をはぐくむ工程表

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成33年度平成32年度 平成34年度 平成35年度

教育振興基本計画
新学習指導要領

第2期

周知 移行期間（中学校は32年まで） 全面実施 全面実施

第3期

学校課題の改善

働き方改革（定時退勤完全実施）

不登校率（国・県以下）

学力向上（国・県平均）

働き方改革（生き方改革 ワーク・ライフ・バランス）

不登校の解消

学力向上（国･県平均以上）

地域との連携・協
働に向けた改革

コミュニティ･スクールの推進（32年度全校実施）

アントレプレナーシップ教育
の調査･研究

アントレプレナーシップ教育校の指定・地元企
業の参加（社会の仕組みを学ぶ）

ＩＣＴ，英語，キ
ャリア教育等を活
用した授業改革

海外との遠隔交流学習の実施（小）8校 12校

未来にはばたく子ども育成プ
ロジェクト（カリキュラム開発）

研究指定校の指定及び実践

指導体制の充実
小・ALT配置及び地域人材の確保

外国語活動，英語の充実
コミュニケーションを図る基礎づくり

16校

キャリア教育
等の全体計画

たんばふるさと学の推進

たんばみらい学の推進

交流・情報発信（YouTube）

交流・情報発信（YouTube）

すべての子どもが
安心して学べる居
場所づくり

すべての教職員が
安心して働ける居
場所づくり

協働的な学びの場づくり（学び合う学び）
“居場所感”“夢中・没頭”を生み出す教室

学びに向かう集団づくり
良さや可能性を信じ、挑戦する集団づくり

「主体的・対話的で深い学び」のある授業づくり校内研修の充実

「弱音を吐ける職員室」,「支え合える職員室」
経営（校長のリーダーシップ）

授業を組み立てる構想力と資質･能力を具体的にはぐくむ実行力

同僚間で日常的に行われる授業づくり

Keyword
ICT,英語,キャリア教育

・情報教育の充実
・英語教育の充実
・ふるさと学・キャ
リア教育の充実

・主体的・対話的で
深い学びの充実

共通理解

丹波市教育委員会

プログラミング教育の理解･実践



「地域に誇りを持ち 自分たちの未来を創る 丹波っ子！」をはぐくむ工程表

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成33年度平成32年度 平成34年度 平成35年度

教育振興基本計画
新学習指導要領

第2期

周知 移行期間（中学校は32年まで） 全面実施 全面実施

第3期

山南地域の中学校
統合よる教育環境
整備

準備 平成35年開校に向けた諸準備

トイレの洋式化

幼児教育･保育の
充実

認定こども園沼貫・生郷開園 柏原・柏原西開園

氷上回廊水分れフ
ィールドミュージ
アム拠点整備事業

特別支援教育支援
員増員による特別
支援教育の充実

歴史民俗資料館運営委員会(展示テーマ・構成、改修計画の検討等)

特別支援教育支援員・介助員の充実

教員研修等による専門性の向上

発足・協議

要望書提出

住民説明会

開校

設計委託 12校整備 4校整備

保育士･看護師の確保及び安定的確保の体制作り

キャリアアップ研修の実施（処遇改善に向けた加算認定）

子育て支援研修の実施（保育従事者の確保、保育教諭の負担軽減）

園内研修・園外研修の充実，認定こども園の教育･保育の充実

懇話会発足 資料館等を活かしたまちづくり構想の策定

構想支援
基本設計

設計業務等 実施設計、展示設計 H32.8

工事監理、改修工事 開 館

ガイドブック

小中学校空調設備
設置事業の推進

実施設計 中学校整備 小学校整備

Keyword
ICT,英語,キャリア教育

小学校整備
中学校7校分 中学校7校分 10校分 8校分（夏休み中旬まで）
※小川・南・黒井小は大規模改造で対応，青垣・前山小は設置済

幼児教育係の準備
園長会組織の準備

長期休業日の短縮に向けた調整 長期休業日の短縮実施

統合アドバイザーの配置（1名）

幼児教育係の稼動 認定こども園長会の開催

丹波市教育委員会



平成30年度 １０の重要施策

・使える英語 例．Webによる情報発信
・話せる（ツール）英語カリキュラム検討委員会の設置
・意欲･目的を持って取り組む中学校英語（英検3級の受験）

・一人ひとりの子どもたちの能力や特性に応じた個別学習の充実
・子どもたちが、聴き合い、対話し、学び合う協働学習の充実
・特別な支援を要する子どもたちに対する指導の充実

・新幼保連携型子ども園教育・保育要領、新保育所保育指針、新幼稚園教育要領の完全実施
に伴う教育・保育の充実

・保育人材の確保
・柏原地域の認定こども園整備

・教師との信頼関係、仲間に受け入れられているという受容感のある教室・学校
・よくわからなかったり、迷ったり困っていることを自己開示できる安心感のある教室･学校
・自らの考えや言葉に共感し、それを豊かにすることから生まれる一体感のある教室･学校

・教育支援体制の整備･充実（特別支援教育支援員の増員）
・教職員の理解と専門性向上

平成30年度戦略的事業
世界で活躍できる人材育成事業

平成30年度戦略的事業
世界で活躍できる人材育成事業

平成30年度戦略的事業
幼児教育･保育の充実

平成30年度戦略的事業
特別支援教育支援員の拡充

平成30年度戦略的事業
幼児教育の無償化について

１ 外国語（世界を広げるコミュニケーションツール）指導の充実

２ ICTを活用した主体的・協働的な学びの充実

３ 認定こども園・保育所・幼稚園の教育・保育の充実

４ すべての子どもが安心して学べる居場所づくり

５ 教育的ニーズに気づき、支え、つなぐ特別支援教育の充実

丹波市教育委員会



平成30年度 １０の重要施策

・ふるさとに生きる基盤を培うふるさと教育の推進
・社会で自立的に生きる基盤を培うキャリア教育の推進

・教職員の笑顔があふれる職員室・学校
・定時退勤日の定着、超過勤務の縮減に努める職員室・学校（働き方改革）
・お互いに支え合い、弱音が吐ける職員室・学校

・水分れ資料館の展示設計の作成
・石生区との連携協議の場の設定

・児童生徒及び保護者を対象とした情報モラル教育に関する研修会の実施
・校内研修及び児童生徒の情報モラル教育の推進

・山南地域の中学校統合
・小中学校空調設備設置事業の推進
・学校図書館ボランティアを活用した環境整備
・学校トイレの洋式化

平成30年度戦略的事業
世界で活躍できる人材育成事業

平成30年度戦略的事業
山南地域中学校統合事業

平成30年度戦略的事業
学校トイレ洋式化事業

６ たんばふるさと学・キャリア教育の推進

７ すべての教職員が安心して働ける居場所づくり

８ 水分れ資料館等の再整備

９ 情報モラル教育の充実

１０ 子どもたちの学びを支える教育環境の整備・充実

丹波市教育委員会
















