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第２期高知県教育等の振興に関する施策の大綱及び
第３期高知県教育振興基本計画に定められた取組の
うち以下の取組

位置付け
Ⅰ：チーム学校の推進のための取組 

Ⅱ：厳しい環境にある子どもへの支援や子どもの多
様性に応じた教育の充実のための取組 

Ⅲ：デジタル社会に向けた教育の推進のための取組 
 
知・徳・体
知：基礎的・基本的な知識・技能やこれらを活用し
て課題を解決するための思考力・判断力・表現力、
生涯にわたって学び続ける意欲

徳：社会の中で多様な人々と互いに尊重し合い、協
働し、社会に参画しながら人としてよりよく生きて
いくための基礎となる、他者への思いやりや規範意
識、公共の精神などの豊かな人間性・道徳性・社会
性

体：生涯にわたってたくましく生き抜いていくため
の基礎となる、体力や健康的な生活習慣
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　学力向上推進員が学校を訪問し，学校長への学校経営及び授業研究に対する指導・
助言を通して，学校だけでは困難な，授業改善や人材育成を推進する。また，学校経営
の取組と授業改善の取組がつながるよう，教職員の授業参観を通じて，校内研修の充
実とともに学力向上につなげるための指導・助言を行った。
　また，初任者教員に対して，一人当たり年間５回の訪問指導を実施し，教員としての資
質・指導力の育成のための指導・助言等を，本人はもちろんのこと，管理職や初任者担
当教員等に対しても行った。

　「学力向上推進員」による，学校長への学校経
営及び授業研究に対する指導・助言により，授業
改善や人材育成における組織的な取組につなげ
る。
　また，年々増加する若年教員の育成において，
初任者指導のための訪問を定期的に実施し，教
科指導や学級経営等，必要な資質・能力の伸長
のために指導・助言等を行う。

　教員の大量退職による管理職
の世代交代が進む中，管理職に
対して学校経営や教員育成に関
する指導・助言とともに，学力向上
に向けたＰＤＣＡサイクルを確立す
るための支援が必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

　
　学力向上推進員による，学校長への学校経営及び授業改善に対する指導・助言によ
り，学校だけでは困難な，授業改善や人材育成などの面で，伸張が見られた。
　学力向上推進員による学校等への訪問回数はコロナ禍においても年間900回を越え
た。

　成果指標とする各種学力調査における「全国平均比小学校105，中学校100」について
は，一部の学年・教科において目標を達成することができた（小学５年算数110，中学２
年国語102）が，更なる取組の充実が必要である。
　初任者（教諭）指導訪問における資質・指導力の評価は「Ａ」：38.5％（目標値15％以
上），「Ｃ」：０％（同15％以下）となっており，目標を達成した。
　学力向上推進員による訪問指導は，学校から高い評価を得ており，次年度においても，
若年教員の育成や，各校の授業改善等の研究推進に対する指導・助言を継続して行う
ことで，目標の達成を目指していく。

主な成果

学力向上推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

高知市
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○　小学校２校，中学校２校，義務教育学校１校をモデル校として指定し，平成29年告
　示の学習指導要領やカリキュラム・マネジメントに関する研究を行うとともに，高知市
　版カリキュラムのモデルを策定し，高知市立学校に発信する。

○　具体的な発信方法としては，高知市立学校ファイルサーバ内掲示板等を利用して
研究報告用プレゼンデータで発信するとともに，指定校研究報告書を冊子にまとめ，来
年度はじめの校長会にて配付する。

○　先進地視察を通した研究については，新型コロナウイルス感染症の影響で実施す
　ることができなかった。

　 校長を中心とした組織マネジメントにより，教職
員が組織的・協働的に取り組むことができる「チー
ム学校」の体制づくりを推進する。また，学習指導
要領で示される「主体的・対話的で深い学び」（「ア
クティブ・ラーニング」の視点）から授業づくりを組
織的に推進する。

 　事業としては，学習指導要領を踏まえ，アクティ
ブ・ラーニングの視点も入れて，新たな教育課程
の編成についての研究・実践を行っていく。

 　小学校の学力は，全国平均レ
ベルにある。しかし，学力の高い
児童と低い児童の集団が分散す
るいわゆる学力の二極化傾向が
懸念されている。また，課題であっ
た中学校は学習習慣の確立と授
業改善に取り組むことによって大
幅に改善し，全国平均に近づきつ
つある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○　指定校の教育課程編成を支援することで，平成29年告示学習指導要領に対応した
　教育課程のモデルを策定し，高知市全体における各学校での効果的な教育課程作成
　を支援するための資料を発信することができた。
○　指定校における教育課程編成に係る意識調査結果が，年度当初に設定した目標値
　を全て上回る結果となった。
○　新型コロナウイルス感染症の影響により先進地視察を実施することはできなかった
　が，各指定校がコロナ禍で求められたカリキュラム・マネジメントの充実・強化に取り組
　んだことで，学校と児童生徒・保護者及び地域の関係者との関係の強化など，学校・
　家庭・地域が一体となって学校運営を展開することができた。

主な成果

学力向上アクティブ・プラン

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

高知市
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①　令和２年10月下旬，市内の中学校２年（義務教育学校８年）の生徒を対象に４技能を測る英語力調査を実施
し，生徒の英語力向上を図るとともに，４技能をバランスよく育成するために英語科教員を対象に授業改善のた
めの研修を行い，授業研究会や授業実践の交流などを行うとともに，調査結果を分析し高知市全体の英語教育
の授業改善を図る取組を行った。（参加者数： 【第１回】感染症防止のため中止　【第２回】30人　【第３回】24人）

　また，令和３年１月下旬，市内の英語教育推進校２校（第四小学校，土佐山学舎）の児童にも４技能を測る調
査を実施し，各学校において英語への慣れ親しみ等に係る成果や課題を把握し，授業改善につなげる取組を
行った。

②　高知市立義務教育学校土佐山学舎，高知市立第四小学校を英語教育推進校に指定して，両校にネイティ
ブ・スピーカーを常駐させ，学校生活の中で児童生徒が自然に英語に触れる機会を増やすなど，実際に英語を
使う体験を通して実践的なコミュニケーション能力の育成を図る取組を進めた。また，公開授業発表会を開催し，
それぞれの取組を発信するとともに，新学習指導要領で求められる外国語教育の在り方や指導法等について
理解を深める講演を行った。（参加者数：　【第四小】のべ171人　【土佐山学舎】のべ107人）

　令和３年度からの中学校学習指導要領（平成29年告示）全面
実施に向けて，今求められている英語力を４技能でバランスよく
育成するために，生徒の英語力を４技能別に把握し，英語教員
の指導力の向上を図るとともに生徒が実際のコミュニケーション
の場で活用できる技能を身に付けるための授業改善を行う。国
の行う英語教育実施状況調査において令和２年度は「ＣＥＦＲ Ａ
１レベル以上相当を有する生徒」の割合を35％以上を目指す。
　また，学習指導要領における小学校外国語教育の在り方や指
導法等について理解を深め，その趣旨に沿った外国語教育が
展開されるよう周知し，理解を深め，授業改善を図る。

　学習指導要領（平成29年告示）の内容を
見据えた英語教育の強化推進のため，市
内中学校2年生（義務教育学校8年生）の全
生徒を対象に外部団体試験を導入し，生徒
の英語力を4技能別に把握するとともに，
個々の生徒の英語学習への支援を行い，
生徒の英語力向上及び英語科教員の授業
改善を図る。 

　小学校外国語教育については，新学習指
導要領で求められる外国語教育の在り方
や指導法について周知し，一層の理解を深
めることが必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

①・中学校英語教員の指導力の向上が図られている。
　　⇒４技能調査結果「書くこと」高知市平均スコア　令和２年度：118/210【56%】（平成31年度：91/210【43%】）
　・英語や外国語活動の授業が改善され，質の高い外国語教育が推進されている。
　　⇒　令和２年度：実質 34.4%※（平成31年度【35.8%】：実質 13%　相当 22.8%）  
　　　　※令和２年度は英語教育実施状況調査が実施されなかったためGTEC調査による実数を記載（相当数は不明）

　・英語科教員対象の連絡協議会を開催し，公開授業や調査結果の分析等を通して，授業改善の方向性を確認できた。

②・小学校外国語教育の授業に関して肯定的に評価されている。
　　⇒４技能調査「外国語教育の授業の楽しさ」の割合（平成31年度　土佐山学舎前期課程：91.7%　第四小学校：81.3%）
　・小学校外国語教育の授業が改善され，質の高い外国語教育が推進されている。
　　⇒４技能調査「外国語教育の授業や活動内容の理解」の割合（平成31年度　土佐山学舎前期課程：83.3%　第四小学校：72.9%）
　・中学校外国語教育の授業が改善され，質の高い外国語教育が推進されている。

　　⇒４技能調査結果のスコア（令和２年度【平成31年度】：「読む」62%【54%】「聞く」73%【63%】「書く」84%【85%】「話す」59%【54%】）
　・推進校では複数回の公開授業を行い，市内の教員に推進校の取組成果を広めることができた。

主な成果

　英語教育推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：　Ⅰ

高知市
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目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

主な成果

　

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：

学校段階等間接続推進事業高知市

　平成28年度から平成30年度の学力結
果について，小学６年生は全国平均レベ
ルを維持している。中学３年生は全国平
均まであと少しのところまで改善傾向が
見られる。生徒指導面では，厳しい状況
が依然として見られる一方，学習規律が
確立してきている傾向にあり，小中連携
した取組を継続する必要がある。体力に
ついては調査の結果，全国平均を下回っ
ている種目が多い。

１　高知市保・幼・小連携推進地区事業
　　幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続と双方の充実　
　を目指し，各小学校区における保育所・幼稚園等と教職員　
　が，子供の学びと育ちの連続性に視点をあてた連携を推進
　する。
２　高知市小・中連携推進指定校事業
      小学校と中学校が連携教育を推進することにより，学習
   指導や生徒指導の緊密な連携や義務教育９年間の一貫性の
   ある教育活動を研究し，実践する。

知Ⅰ

１　高知市保・幼・小連携推進地区事業
　　「人・組織・教育をつなぐ」の方策をもとに，32推進地区（32小学校・82園）が各校区の実態や課題
　に即した連携の取組を推進した。また，その取組の工夫等の事例を連絡協議会やパンフレットを通して高知
　市全体に広げた。
　・園児と児童の交流（一日入学における昔遊び・学校紹介クイズなど）・６推進地区において教職員の合同　　
　　研修会を実施し，校区の課題に基づいた取組の工夫や講師の講演・演習等により連携・接続を進めた。
　・10月には連絡協議会を実施し，先進校の実践発表を基に，接続カリキュラム作成の演習を行った。
２　高知市小・中連携推進指定校事業

　　高知市内の義務教育学校を除く全ての中学校区（17中学校区）において，「学力向上に関すること」を　
　共通実施事項として，各中学校区の実情に応じて，次のような取組を実施。
　・小中９年間を見通した学力分析と学力向上に向けた取組  ・一日入学等による小学生に対しての中学校生  　
　　活体験や紹介　・小中合同の学校行事や研修会（教科研究，学習習慣・生活習慣，学習規律，中１ギャ　
　　ップ対応を含めた児童生徒理解等に関する合同会）等の実施　・小中連絡会にて取組成果等を共有など。

１　高知市保・幼・小連携推進地区事業
　⑴　幼児期の育ちを生かしたスタートカリキュラムの理解が広がり，本年度は短期間の実施となったが，臨　　
　　時休業中の居場所登校での実施もあり，子供たちが安心して自己発揮できることにもつながっている。
　⑵　推進地区における質の高い取組を連絡協議会等で発信したことで，取組の理解が広がってきている。
　　年度末のパンフレットの送付により，カリキュラム編成や感染症対策下の活動の工夫等の取組も広げる。
２　高知市小・中連携推進指定校事業
　⑴　新型コロナウイルス感染症の影響で，計画通りの内容や形式での研修会は行えていないが，指定校17

　　中学校区全てにおいて，各中学校区の実態に応じた内容や形式等で，小中合同研修会や授業研究会が実施
　　された。また，管理職や担当教員による定例会も学期に複数回実施された。

　⑵　小学校から中学校への移行を円滑に行い，具体的支援ができるよう定期的な小中連絡会を開催したこと
　　で，中学校１年生の新規不登校発生件数が減少している。また，不登校生徒に対して，個々に応じた丁寧　
　　な指導が継続できている。
　⑶　小中学校が連携し，教育活動や教育課程，学習内容の系統性を意識した取組を行うことで，校区児童生
　　徒の課題と必要な手立ての共通理解が進んでいる。
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 ⑴　学力・学習意欲の向上や教員の指導力向上に関すること

　　・　校内研修への講師招聘（教科等教育，ユニバーサルデザイン，新学習指導要領，探究的な
　　　授業づくり等）　等
 ⑵　生徒指導上の諸課題への取組に関すること
　　・　校内研修への講師招聘（児童生徒理解，人間関係づくり，特別支援教育，人権教育等）　等
 ⑶　体力向上・健康教育に関すること
　　・　食育に関する学習（農作物栽培・収穫体験，調理体験，農業学習，食習慣の改善）　等
 ⑷　地域との連携・協働の推進や外部人材の活用に関すること

　　・　地域や外部の人材活用及び連携（外国語，国際理解教育，郷土料理作り体験，ウミガメ保護，
      郷土伝統芸能，高齢者との交流，加力指導，ストーリーテリング等）

　　・　地域に開かれた取組の支援（施設使用料，保険料，切手代等）
　　・　体験活動や社会科見学等に係る支援（交通費，畑・畑借上げ及び管理料等）　等

　高知市立学校（対象校：小・中学校56校，義務教育学校
２校，特別支援学校１校）が，各学校の特性や児童生徒の
実態・地域の状況を踏まえ，学校のマネジメントを強化して
組織として教育活動に取り組む体制を作り，授業力の向
上や生徒指導の充実を図って教員同士が主体的に学び
合うとともに，外部の専門家や地域の人材の力を活用して
組織的・協働的に取組を進める「チーム学校」の仕組みを
構築し，学校の教育目標の実現と教育課題の解決を図る。

　新型コロナウイルス感染症の対策も
講じながら，各学校において，学力向上
に関する校内研究や体験的な学習の
推進など，学校教育目標の具現化に向
けた取組が行われた。その結果，学校
評価においてもよい傾向が現れている
が，複雑化・多様化した課題解決にあ
たり，さらなる「チーム学校」の構築を図
る必要がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

⑴　　各校のニーズに応じて外部講師等を招聘し，校内研修等が行われ，授業改善や生徒指導等の
　　充実が図られた。

⑵　　講師を招聘してのキャリア教育や体験活動を通して，児童生徒の人間力向上に向けた取組を行
　　うことができた。

⑶　　保護者や地域が学校運営に関わることで，開かれた学校づくりが進み，学校は地域や保護者に
　　対して情報提供を積極的に行うことができた。

⑷　　地域人材を活用した外国語活動の授業や地域の行事などを通して，子供たちと地域のつながり
　　ができた。
⑸　　校内研修の充実によって，教員のさらなる児童生徒理解が図られた。また，学校評価の「友達と
　　なかよく生活している」という項目における肯定的な回答が，児童では96.0％，生徒では96.1％と高
　　い数値である等，取組を通して児童生徒間の好ましい人間関係づくりが進んだ。

主な成果

　

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：

チーム学校推進事業高知市

　

知Ⅰ
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◎５校を指定校とし，学校支援アドバイザーから各学校の課題や困り感に沿った専門的な見地に基づ
いた研修を行った。各校，事前にアドバイザーと情報共有を行い，授業や学校生活の様子を参観し，
見立て等を通して具体的な児童生徒支援や対応について学んだ。
〇高知大学　教授
・三里小学校「ユニバーサルデザインをふまえた授業について」
・青柳中学校「具体的な支援の在り方について」
〇高知大学　教授
・江陽小学校「学習困難に対する早期支援ーMIMの活用を中心に」
・行川学園「多層指導モデルMIMを活用した国語の授業と今後の活用について」
〇京都光華女子大学　教授
・土佐山学舎「通常学級の中，特別な支援が必要な特性のある児童生徒についての支援の在り方」

・ 心身ともに健やかで「夢」と「希望」にあふ　
　れた土佐人を育てるための取組，児童生徒の　
　健やかな成長のために,学校の積極的な生徒指
　導（予防）の充実と組織力の向上の推進を図　
　る。

・県内の児童生徒の４割を占める本

　市においては,学力問題とともに,生
　徒指導上の課題解決や健全育成に
　ついては,多くの課題を抱えている。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

【令和２年度指定校から】

・生徒への支援方法やアドバイス等を受け，日々の指導に繋げていくことで生徒の支え合い・学び合い
が見られる授業評価アンケートの「意欲的に参加している」の肯定的評価が昨年度89.4％から今年度
94.7％になった。
・早期支援の必要な児童に見られる共通点を捉え，MIMの目的や指導効果の基本理論を学び，師範
授業や公開授業を行う中で指導方法の具体的なイメージを教職員全員で持つことができた。２学期か
らMIMを週１回の朝学習に取り入れ，学習支援に繋げている。
・スーパービジョン面接により，児童生徒の見方や学級経営の捉え方，アプローチの仕方の変化等を
教師自身の意識の変容と教師自身が客観的に自己評価できる機会を持つことができた。
・児童の見取りや担任の学級経営についてユニバーサルデザインの視点から助言を受け，学校全体
で①肯定後を使う②人権を守る③よさを認めるについて意思統一をして取り組み，少しずつ児童の変
化を感じることができだした。

主な成果

　学校支援アドバイザー派遣事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：Ⅰ

高知市
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・学校からの要請や相談に対し，心の教育アドバイザーが学校訪問を行い，情報共有→観察　
　等→見立て→助言等→支援会参加などの流れで学校支援を行った。

・教職員や管理職に対し，短・中・長期目標を立案できるよう，具体的で実効性につながる
　助言を行った。

・自傷行為や命にかかわる事案，性にかかわる事案だけでなく，特別な支援を要する児童生
　徒等への派遣要請や相談が多数あった。

・不登校対策アドバイザーとの情報共有，密な連携を行いながら，集団と個に対する支援を
　同じ方向性で進めることができた。また連携・協働しながら学校支援を行った（不登校対
　策アドバイザーと連携・協働したケース８件）。

・心身ともに健やかで「夢」と「希望」にあふ　
　れた土佐人を育てるための取組，児童生徒の　
　健やかな成長のために,学校の積極的な生徒指
　導（予防）の充実と組織力の向上の推進を図　
　る。

・県内の児童生徒の４割を占める本市にお
　いては,学力問題とともに,生徒指導上の課
　題解決や健全育成については,多くの課題
　を抱えている。
・自傷行為，性的事案，保護者対応等，専
　門的な視点に立った助言等が必要なケー
　スがある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・組織的なＰＤＣＡアプローチにのっとり，事案の解決等に向けて支援を行うことができた。

・継続ケースは，短・中・長期的な目標を立てることが可能となり，複数の事案において改善傾向あるいは　　　　　　　　　

　具体的な進捗があった。

・訪問校によっては，事態が重症化・重大化する前に予防的介入，支援を行うことができた。

・令和２年度学校訪問回数58回，学校訪問校14校（小学校７校，中・義務教育学校６校，高等学校１校う　　　　

　ち継続支援校７校），相談人数182人，相談件数482件

・【成果指標】「今回の相談・支援は学校のニーズに合っていたか」「今回の相談・支援内容は分かりやす　　

　かったか」80％以上（そう思う・ややそう思う）→「そう思う，ややそう思う」と回答した割合は100　 

   ％～児童生徒に対して「排除」ではなく，「受容」で向かい合え，対応の幅が広がってきている。ＳＣに

　つないでくれたことで，解決のための具体的な行動につながっている。校内研修を開いてもらったことで　

　教職員の統一認識を得ることができた。持続可能なかかわりを教職員全体で継続している（学校訪問後のアン　　　

　 ケートから）。

・医療機関と連携・協働したケース２件

主な成果

　心の教育アドバイザー派遣事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：  Ⅰ

高知市
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特別なニーズに対応した教育の推進
　　～特別支援教育の充実～

　インクルーシブ教育システムの構築のために，
特別支援教育推進事業の充実を図るとともに，適
切な合理的配慮の提供に取り組みます。

＜特別支援学級の増加＞
　自閉症・情緒障害特別支援学級児童
数がＨ26～Ｒ２年度かけて小学校等で
2.17倍に，中学校等では2.46倍に増加し
ている。また，中学校等で知的障害特
別支援学級がＨ26～Ｒ２年度にかけて
1.7倍に増加している。その知的障害及
び自閉症・情緒障害特別支援学級の児
童生徒は全体の90％を占めている。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

　
　
　

主な成果

特別支援学級サポート事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅱ

高知市

〇　スーパーバイザーの活動時間　：　１日６時間，週４日　（年間１８４日間）　　×　３名　

定期訪問
・指導主事と特別支援教育ＳＶが
学校を訪問し，１時間程度授業を
参観後，管理職と協議する。

集中訪問　
・学校長の要請により，苦戦してい
ると思われる学級担任のフォロー
及び指導・助言を実施する。

重点訪問　
・新任及び若年教員や講師の学級へ重
点的に訪問し，教材研究や授業づくりの
指導・助言を行う。

　【派遣支援体制】 

①すべての知的障害及び自閉症・情緒障害特別支援学級設置小中学校と高知特別支援学校への訪問支援（定期訪問）
②学級担任の状態に応じて訪問し，直接，学級担任の教育活動を支援（集中訪問，重点訪問）
③知的障害及び自閉症情緒障害特別支援学級における公開授業研究会の開催（４校６学級で公開授業を実施） 

【訪問研修の実施】
　　・定期訪問58校
　　・重点訪問25校432回

　　・集中訪問14校98回
　　・高知特別支援学校への訪問61回

　【校内支援体制への助言】
　　支援会への参加，校内研修会講師，ミニ講座の開催

　【授業研究】
　　①公開授業研究会　４校６学級実施（９～２月）
　　②校内研究授業の指導案作成に向けての助言
　　③指導（支援）案集の作成

●「初めて特別支援学級の担任になる先生方へ（高知市作成）」の冊子をもとに，年度当初から重点訪
問を実施することで，スムーズな新学期のスタートが切れるようになった。
●公開授業や重点訪問等で実施した指導（支援）案をまとめた授業実践集を作成し，他校の取組等を発
信することで，各担任の授業の充実を図った。

特別支援教育スーパーバイザーの配置（３名）
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特別なニーズに対応した教育の推進
　　～特別支援教育の充実～

　インクルーシブ教育システムの構築のために，
特別支援教育推進事業の充実を図るとともに，適
切な合理的配慮の提供に取り組みます。

＜就学相談・教育相談の増加＞
　発達障害等による特別な支援の必要な幼児児童生徒の
増加により，年長児の就学相談や通常の学級に在籍してい
る児童生徒の教育相談が増加している。
　その相談内容も多様化しており，対応に苦慮している現状
がある。

＜慢性的な医師不足の現状＞
　高知市立小中義務教育学校から，学校生活で苦戦し困り
感を抱えた児童生徒に関する相談は増加傾向にある。
　しかし，県下的に慢性的な医師不足の現状もあり，２～３
か月以上の受診待ちの状態が長く続いている。そのため，
児童生徒によっては，二次障害へとつながるケースも見ら
れており，支援を受けたくても受けられない状況がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

主な成果

特別支援教育相談充実事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅱ

高知市

〇　特別支援教育相談員の活動時間　：　１日６時間，週４日　（年間１５３日間）　

教育相談の受理
・各学校からの教育相談依頼書を基に
して，児童生徒の実態把握等の情報収
集を行う。

知能検査等の実施　
・研究所への来所による知能検査等の
実施・検査後の資料作成を行う。

支援会への参加　
・知能検査結果等から分かる児童生徒の困り
感を，保護者，学校と共有化し，合理的配慮
の提供につなげる。

①特別支援教育相談員の配置（１名）
②教育相談依頼の全てに対応
③個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成への支援
④相談後の児童生徒の経過観察及び支援会への参加 

　【相談支援体制】 

　【教育相談等の受理】

　　・教育相談等受理　124ケース
　　　（保育所等　32ケース，小学校等　82ケース，中学校等　10ケース）

　【知能検査等の実施】
　　・田中ビネーＶ　48ケース
　　・ＷＩＳＣ－Ⅳ　　76ケース

　【支援会への参加】
　　・知能検査等から分かる児童生徒の困り感を把握し，保護者や学校と共有化することで，個別の諸計画の作成
につながり，合理的配慮の提供にもつながることができた。

●医師不足により受診待ちになっている，通常の学級に在籍している児童生徒の教育相談に対し，臨
床発達心理士等の心理の専門家が知能検査を実施するなど，迅速で専門的な対応が可能になった。
●知能検査等の結果から分かる児童生徒の困り感を，保護者や学校と共有化することで，個別の諸計
画の作成につながり，合理的配慮の提供にも取り組むことができた。

臨床発達心理士等の配置（１名）

9



〇研究指定校での公開授業・講師招聘研修会による研究内容の普及と授業改善の推進

　・室戸小学校公開授業研究会　

　　　 6月23日（火）【24人参加】
　　　11月17日（火）【20人参加】　
　・羽根小学校公開授業研究会（英語教育推進事業）　
　　　 8月26日（水）【27人参加】 （講師）鳴門教育大学　　准教授

　　　12月11日（金）【36人参加】 （講師）鳴門教育大学　　准教授
　
〇室戸市教育課題検討協議会の実施

　・第１回｢標準学力状況調査の分析から課題と対応策について｣　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月2日（月）【15人参加】

　・第２回｢高知県学力定着状況調査結果から各校の課題・要因分析と授業改善に向けて｣　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2月4日（木）【15人参加】

・室戸市教育課題検討協議会の充実と共通課題への取組

・研究指定校の実践を通した学力向上と指導方法の支援

・各校の課題解消に向けた校内研修への支援

・授業の工夫・改善による「主体的な授業」への取組

・各校の学力向上対策への支援

・児童生徒のつまずき解消のための調査・分析

・国語科においては「書く力」の向上は
見られているが、根拠や条件をもとにし
て自分の考えを整理する力や「読む力」
に課題が見られる。

・数学においては、各種調査において全
国平均を上回る伸びが見られる。しかし、
英語の「聞く力」「書く力」の領域に大き
な課題が見られる。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇高知県児童生徒質問紙から『主体的な取組』に関する結果、児童８９％・生徒９４％の肯定的評価の割合が見られ目
　標値を大きく上回っている。

〇標準学力調査における全国値比は、小学校国語は+0.9P、小学校算数は-0.4Pとの結果であり、2教科ともに目標値を
　下回っている。国語では「読む」領域、算数では「図形」領域に課題が見られたが、全体的に基礎学力の向上は成果と
　 して認められる。中学校国語は+2.2P、数学は-1.2Pとの結果であり、小学校同様目標値を下回っている。国語では
　 「話す・聞く」の領域、数学では「数量関係」「資料活用」領域に課題が見られたが、小学校同様に「書く」領域の向上が
　認められる。

〇高知県学力定着状況調査では、特に中学校は昨年度より英語での向上が見られ、全国比にかなり近づいている。向
　上の要因として、小学校と連携した授業改善が進んでいる結果が認められる。

〇英語意識調査による「授業に進んで参加している」に関する肯定的回答の割合による結果は、児童が９７％、生徒が
　９４％であり、目標値を上回る高い数値が見られた。また、小学校学級担任による「授業づくりについての理解」項目に
　おいての肯定的回答は、８５％となり、目標値である60％を大きく上回った。外国語担当者会での情報共有や英語指導
　教員の指導や英語通信による情報提供や支援が大きい。

主な成果

　みんなで学力向上事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

室戸市
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〇吉良川小学校の実践
　・道徳教育授業研究会
　　教材研究会　　8月27日（木）【28人参加】 （講師）高知大学　准教授
　　授業研究会　 10月 1日（木）【26人参加】 （講師）高知大学　准教授

　・校内研修会（授業づくり講座）
　　教材研究会　　10月20日（火）【42人参加】
　　授業研究会　  11月18日（水）【78人参加】 （講師）高知大学　准教授

〇市人権主任連絡協議会　　2月19日（金）【10人参加】

〇教育支援センターの取組、教育研究所の学校訪問（各校へ年間５回以上）

・研究指定校の実践を通した学力向上と指導方法への支援

　及び普及

・人権教育の推進（自他の人権を守るための実践力の向上）

・道徳教育の推進（思いや考えを表現できる道徳授業）

・児童生徒の意欲を高め、体力向上につなげる取組の推進

・不登校児童・生徒への適応指導に関する研究・支援

・不登校児童生徒の出現率が、国や県
と比較しても、高い状況が続いている。
学校、家庭、各関係機関との連携を深
め、実態に応じた対策を講じて解決を
図る必要がある。

・自尊感情が低い児童生徒が多く、豊
かな心を養い、いじめや暴力行為等の
根本的な解決を図る取組を進める必要
がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇 吉良川小学校の道徳授業づくり実践研究を通じて、市内各校へ推進する目的で、拠点校の実践
　や研修での協議内容を周知する場や方法を工夫して取り組んできた。
　　市全体の道徳意識調査の結果において、児童生徒が「自分には良いところがあると思う」８４．３％　
　や「学校のきまりを守っている」９５．５％という肯定的回答の割合が見られ、それぞれ目標値同等の
　結果が見られた。
　　研修会で確認した道徳の授業づくりポイントや児童生徒が主体的に取り組める授業展開につい
　て、各教職員の理解が深まったことが認められる。

主な成果

　心身充実・人間力を高める事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅱ 徳・体

室戸市
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○ジオパーク学習活動について
　・現地活動　9月11日:羽根小１，２年　　　　 10月15日:羽根小４年　　　　　　 10月23日:羽根小６年
　　　　　　 11月 5日:佐喜浜小５，６年　　　　　12月16日:元小全校　　　　　　　  2月16日:室戸中学校２年生
　・出前授業 10月22日:羽根小３年

　・学習の成果･課題、児童生徒の意識調査　　2月1日 ⇒　校長会で報告 3月3日

〇ICT・情報学習に対しての実践　　
　・市情報教育担当者会　  5月19日（火）【10人参加】
                        　　　　　 10月14日（水）【 7人参加】　
　　　　　　　　　　　　　　　 　 12月 4日（金）【10人参加】

〇室戸市保小中高園長･校長連絡協議会の実施
　・第１回｢連携と協働による園・学校の活性化と支援の継続性｣　12月16日（水）【23人】
　・第２回｢効果的な連携と支援、指導の継続性｣　2月17日（水）【23人】

・ICT機器を効果的に活用した授業づくり

・故郷を愛し、心豊かでたくましく、未来を切り拓く人間性を

育む教育

・室戸市保小中高連絡協議会の充実と共通課題への取組

・児童会・生徒会交流会の取組内容の充実

・教職員の情報教育指導力や児童生徒
の情報活用力も低く、ICT操作を含めた
授業での活用率も低い。

・流出人口の対策を講じ、流入人口・交
流人口の拡大を図ることが必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・ジオパーク学習では、現地での見学時においてジオパーク推進課地理専門員を講師にした体験型学習も実施
　し、児童生徒の専門的な理解だけでなく、楽しみながらの学習理解につなげることができた。
（ジオアンケート肯定的回答）…｢ジオパークをもっと調べてみたいですか｣　８５％

　各学校の感想からも「子どもたちが主体的に学習を行うことができた」「総合的な学習と関連させて、学んだことのま
とめや振り返りとして活用できた」「小学校で学んできたことを思い出しながら、さらに理解を深めることができた」「故
郷の歴史や素晴らしさを再認識することができた」等という肯定的な意見も多くあげられていた。

・各校の情報教育担当者を中心とした研修の場を３回設け、来年度からの「１人１台端末」における授業イメージや
　活用方法等を共有・確認してきた。

・保小中高園長校長連絡協議会においては、各園・学校の現状や支援の必要な園児・児童・生徒の効果的な引き継
　ぎについて各所属からの報告や課題を共有し、校種間や家庭との連携の在り方について各校の取組や改善点を出
　し合う中で、効果的な実践につなげることができた。

主な成果

　未来を切り開く力育成事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

室戸市
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目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

主な成果

　

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅱ

◆不登校児童生徒の出現率が全国に　　　　　　　　　　　　　　　
　比べて高い。
◆不登校・登校しぶりが低年齢化して　　　
　いる。
◆発達障害における二次障害により、　　　　　
　不登校児童生徒が増加している。

知・徳

◇安芸市の不登校児童生徒の実態把握・情報交換

◇不登校児童生徒の実態に即した適切な支援と指導

◇学校や保護者の相談・支援ができる体制づくりの強化

◇不登校児童生徒の居場所づくりや学びを保障する場所　
　として教育支援センター「ふれあい教室」を設置する。

（１）教育支援センター「ふれあい教室」開設
　〇現在「ふれあい教室」在籍児童生徒は８名（中学生２名・小学生６名）
　〇指導員２名、運転手兼支援員1名、相談員兼野生塾塾長1名を配置し通室生の特徴や特性に合わせ、きめこまやか　
　　な指導支援を行った。
　〇校外学習や体験学習を多く設定し、活動を通して自尊感情を高める取組を行った。
　〇保護者面談（学期に１回）やふれあい通信の配布により保護者との共通理解に努めた。
　〇毎日通室状況を在籍校に報告し、学期末には在籍校訪問をして、児童生徒の情報共有を行った。
　〇アウトリーチ型スクールカウンセラー（週１日）に来室してもらい、心の開放や成長の見守りをしてもらった。
（２）交流活動の充実
　〇今年度の野生塾は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止した。
（３）児童生徒の送迎　
　〇指導員が同乗して安芸駅を出発し、自宅近くまで巡って川北小学校奈比賀分校まで送迎
（４)教育支援センターの取組
　〇市内小中学校10校に学校訪問（月1回）　　　　　　　　　　　　　
　〇長期欠席児童生徒実態調査（年4回　4・7・12・3月）
　〇教育支援センター運営委員会の実施（年3回　14名）　

（１）教育支援センター「ふれあい教室」の開設
　〇保護者と共に通室をしていた児童が、一人でスクールバスに乗りほぼ毎日通室することができた。「ふれあい教　
　　室」で個別学習をすることができはじめた。
（２）交流活動の充実
　〇今年度は、中止であった。
（３）児童生徒の送迎
　〇今年度は、低学年の通室生が多く、スクールバスで送迎をすることによって、保護者も安心して通室させることがで
　　きた。
（４）教育支援センターの取組
　〇各学校の実態把握や取組について知ることができた。
　〇講師を招聘し、ハイリーセンシティブチャイルドの理解を深めることができた。

　　安芸市 不登校児童生徒支援事業
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１．教員の指導力を高める取組とユニバーサルデザインに基づく授業づくり

　（１）育成を目指す資質・能力の明確化と、異校種連携、同校種連携による系統的で一貫した教育活
動の充実

　（２）教員同士の学び合い磨き合える仕組みの構築と校内研修の充実・強化
　（３）教員の教科指導力の向上
　（４）特性に応じた「分かる」「できる」授業づくりの推進
２．校種間における円滑かつ適切な引継ぎと連携・協働の推進

　（１）引継ぎシート等を活用した校種間の引き継ぎ
　（２）発達段階における支援方法や自立につなげる支援等についての研修
　（３）校内支援会や支援ミーティングの実施方法等の改善と連続性のあるチーム支援
　（４）新学習指導要領に対応した接続期カリキュラムの指導の工夫や指導計画作成の支援

　（５）園訪問や学校訪問の実施と聞き取りやニーズに沿った支援

①保・幼・小・中・高の連携教育の推進
　・小１ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ、中１ｷﾞｬｯﾌﾟの克服や中高連携に
よる授業改善等、校種間の段差のない教育活動
　・基本的生活習慣、学習習慣の定着
　・保幼小中高連携教育推進協議会や所属長会
等での情報交換や連携推進および研修
　・抜かりのない確実な引き継ぎ
②連携コーディネーターの配置及び活用

○安芸市教育研究会と連携を図
り、一貫した学びの姿勢づくりに
取り組んでいるが、育成を目指す
資質・能力が明確化されていない。
○発達段階に応じた基本的な生
活習慣や学習習慣が身について
いない。
○校種間の引き継ぎが十分でな
い。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・安芸市教育研究会との連携により教員同士の学び合いや磨き合いが実施され、教員
の指導力向上につながっている。
・「個別の指導計画」や「引き継ぎシート」、「つながるノート」等の活用がより一層できる
よう、新たな様式を作成し、作業の効率化を図った。
・接続カリキュラムの実施率100％を達成できている。
・校内支援会や支援ミーティングは必要性を理解し、内容も充実したものになってきてい
る。

主な成果

未来を切り拓く、たくましい人材育成事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅱ 知・徳

安芸市
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１．算数・数学科スーパーバイザー派遣事業　　  
　（１）算数・数学科スーパーバイザー講師招聘（年間１回） 　講師 ：鳥取大学　教授
　　 　  ・重点校を中心とした授業研修会（年１回）の実施（赤野小・清水ケ丘中・安芸中）　

　　　　・内　容：第１回算数数学スーパーバイザー公開授業研究会（10月28日・10月29日）
　　　　　　　　　学力調査における結果分析及び検証
　（２）「思考力・判断力・表現力」を育成するための教材開発

　　　　・思考ツールの教材を校区の小学校へ配付。
２．安芸市外国語教育推進員会の開催（年２回）　対象者：各学校の外国語教育担当者

３．「英語拠点校事業」研究発表会（土居小学校）の開催
　　　　　講師　高知工科大学　教授　　　　　

４．英語４技能検定(GTEC)による学力調査の実施
　　　実施時期：10月16日（金）　対象者　：中学校２年生　　　　
５．外国語意識調査の実施（5月・12月）

　

「知・徳・体」のバランスのとれた「生きる力」を育むために
学校・家庭・地域が連携した取組を実施し、多様な学校支
援の充実を図るとともに、「主体的・対話的で深い学び」の
実現に向けた授業改善に取り組み、児童生徒主体の授業
を目指す。
◇学校教育課　基本目標　【知の分野】

　・小学校の学力は全国平均以上を維持し、更に上位を目
　　指す。
　・中学校の学力は全国平均以上

・平成31年度の児童生徒質問紙では、
「算数・数学の学習内容が分かる」の
項目が低く、児童生徒の主体的な学
びにつながる指導方法の改善が必要
である。
・学習指導要領に基づいた教科にお
ける見方・考え方を働かせながら、主
体的・対話的で深い学びの実現を目
指し、PDCAを回しながら組織的に取
り組むことに弱さがある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・主体的・対話的で深い学びを実現するための授業改善が組織的に行われたことで、児童生徒質問紙の「算
　数の勉強がすき」「課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいたと思う。」の肯定的回答が

　増加した。
・学校質問紙からは、「学習指導と学習評価の計画の作成に当たっては、教職員同士が協力し合っている。」の
　肯定的回答が昨年度よりも向上した。
・思考ツールの教材を活用することで、思考の幅が広がり主体的な学びにつながった。

・中学校英語４技能検定では、「書くこと」が昨年度より+９向上した。
・外国語意識調査(教職員）

　　年度当初との比較すると、「英語の授業における指導内容・指導方法について理解し、指導できている。」「小
　中のつながりを意識した指導ができている。」「外国語活動・外国語科の実施により児童の変容が見られる。」　　
　の項目では目標値を上回った。

主な成果

夢・志を育む支援事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

安芸市
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①中学校ブロックアクションプランの実施（中学校ブロックの特色ある取組の推進）
　・国語科「読む能力」「読み取る力」「書く能力」とともに、英語科、道徳科、防災教育、特別支援教育に
絞る。
②英語教育の推進（４名）

　・新学習指導要領で求められる授業ができる教員を増やすために外国語活動・英語科支援員を配置
する。
③南国市防災研修会の実施
　・各校学校安全担当教員への研修会を実施し、より具体的な学校安全計画の策定や避難訓練の充
実を図り、自ら判断し行動できる児童生徒の育成を図るとともに、地域との連携・協働の推進体制の構
築等を図る。

　本事業において、チーム学校として組織的な学力対策を図り、
全国学力・学習状況調査、高知県学力定着状況調査及び標準
学力調査の全教科において、同一集団（学年）の全国平均正答
率に対する通過率が、前年度の各種調査より上昇するとしてい
る。

　あるべき姿としては、保幼小中連携による組織的なＰＤＣＡサ
イクルによる「学び」の質を向上し、授業力の向上により児童生
徒の学力向上が図られるとともに、中学校ブロックで日常の教
育活動において全教職員が一体となって推進し、検証と改善を
組織的に図っていく。

南国市の継続された課題として、小中
学校ともに国語科を中心に、理科の授
業改善での学力定着・向上。さらに、中
学校では英語の授業改善での学力定
着・向上である。南国市として、児童生
徒の命を守ることを最優先とし、令和元
年度までで、南国市勤務の教職員には、
実施率１００％でゲートキーパー養成研
修を開催してきた。中学校における自
殺予防教育の授業も確立した。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

①全国学力・学習状況調査においては、自校採点のみデータとなるため、全国値を基準とした通過率を出すこと
は不可能であった。高知県学力定着状況調査について、南国市学力課題対応アドバイザー配置校においては、
小学校４年生国語が66.1（全国値－2.8）であったが、小学校５年生国語は73.0（全国値＋5.9）、中学校数学は、
北陵中・香南中ともに、すべての学年で全国以上であった。
②教員による意識調査（年度末検証）では、「授業を自信を持って指導している」で肯定的な評価をした教員が
50％となり、目標を達成できた。また、年度当初は34.5％であり、向上することができた。「おおよその英語の授
業の流れのイメージはつかめている」で肯定的な評価をした教員は77.8％であり、目標の50％を達成できた。
③本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のために岩沼市の訪問が中止になり先進校の取組から学んだこ
とを発表する場を設定することができなかった。しかしリモートを活用し年間２回の交流を実施することができた。
十市小学校がとったアンケートより、「お子さんは、地震が起きた後に、避難する安全な場所を知っていると思い
ますか」に対して、
　学　校：74.9％→88.6％、家：60.4％→77.8％、登下校：44.7％→59.8％と、どの項目も上昇が見られた。

主な成果

保幼小中連携：チーム学校による学力向上プロジェクト事業及び安心・安全

な学校づくりプロジェクト事業　

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

南国市
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①情報教育拠点校等へのICT支援員（2名）の配置
　（１）デジタル教科書や電子黒板等の活用はもとより、一人一台PCを活用した「主体的
　　　　・対話的で深い学び」を実現できるよう、単に環境整備だけでなく、一人一台PC
　　　　　を授業の中でどのように活用するかを研究し、教員の支援を図る。
　（２）小学校プログラミング教育の推進を図る。

　「主体的・対話的で、深い学び」を実現するために、教科の特性を
踏まえながら、今までに培ってきた教科指導とともに、自分の考え
を持ったりその考えをさらに高度なものにしたりしながら、さまざま
な見方・考え方を養い、確かな学力と知恵を身に付けられる授業を
目指します。

　また、予測できない変化を前向きに受け止め、主体的に向き合い
関わり合い、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の
創り手となるための力を育むために、「児童生徒一人一台端末」を
効果的に授業に取り入れ、「主体的・対話的で、深い学び」を実現
する授業を推進します。

南国市の課題として、教師対児童
生徒という授業が依然と多く見ら
れ、児童生徒同士が共に学びあう
姿が見られにくい授業も少なくな
い。「主体的・対話的で深い学び」
のある授業を目指すためにも、一
人一台パソコンを効果的に効率よ
く利活用していく必要がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

（１）学校によって、次年度より使う授業支援ソフト「ロイロノート」の研修を行った学校はあるが、数校で
あった。しかし、大篠小学校という、大規模の学校が研修を申し込んできたことは、年度末の異動で何
名かは抜けることになるものの、次年度に繋がる取組になったと考える。さらに、GIGAスクール構想の
環境整備（ネット環境・端末整備）において、年度当初の計画にはならず、それは全国的な流れの中で
の、業者も大きくかかわってのことのため、年度途中に一人一台PCを活用し、「主体的・対話的で深い
学び」の実現に向けた授業を行なうことができる状況にはならなかった。この目標は次年度にスライド
することとする。さらに、南国市の広報でも市民へ示したが、南国市のGIGAスクール構想の概念的な
物を示すことができたことと、その中で「不登校対策」「複式対応」「特別支援教育の充実」を明記したこ
とは、ただ単に授業改善をすることだけでなく、包括的な取組にするための、大きな指針とすることがで
きたと考える。

（２）プログラミング教育において、市教委で備品で購入した「MESH」を活用した学校が13校中8校で
あったことは、学校としても予算面で有益な取組になったと考える。また、Scratchを中心にプログラミン
グ教育を行った小学校は少なかったものの、奈路小学校ではScratchを活用することが多くあり、それ
はICT支援員の関りも大きく、児童にとってハードルの高さは低いものとなった。

主な成果

一人一台パソコンを活用した「主体的・対話的で深い学び」を実現
する授業改善事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅲ

南国市
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①不登校支援員の配置（４名）
　・不登校気味で教室へ入りにくい児童生徒に対して、別室での学習も行うなど
　　学校での居場所も確保しながら、未然防止を図った。

○不登校支援員は、各中学校に１名ずつ配置。

②小１サポーター（５名）の派遣
　・４月からスタートする新１年生の学校生活において、学習はもとより、そうじや
　　トイレ等学校生活が円滑にできるよう支援した。

○小１サポーターは、大篠小学校、岡豊小学校、長岡小学校、十市小学校、大湊
　 小学校に１名ずつ配置（年度スタート時に変更有り）。

　小中連携の強化や中１ギャップの解消に向けた
中１仲間づくり合宿等の取組、南国市いじめ防止
宣言等いじめ防止に向けた児童生徒の主体的な
取組等、生徒指導上の諸問題の未然防止に向け
たチーム学校として組織的な取組を推進します。

南国市の課題としては、不登校の出現率が、
国や高知県と比較しても高く、不登校にな
る可能性のある児童生徒にいち早く気づき、
組織的に適切に対応していくことが大切で
ある。児童生徒にとって魅力のある学校づ
くりに取り組むことは勿論のこと、特に就学
前から小学校、小学校から中学校へスムー
ズな生活の移行ができるよう工夫した取組
を行う等不登校になる可能性の高い児童
生徒の心の中にあるものを探り、しんどさに
目を向けた取組を行い、未然防止と初期対
応の充実を図る。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

①南国市の不登校児童数や不登校出現率も高い状況があり、大きな課題がある。その中で、今年度、
南国市立小中学校では、「新規の不登校をださない。」ということを第一目標として取り組んでおり、そ
の結果小中学校とも不登校児童生徒の数が減少傾向にあり、成果が表れてきている。

また、学校に不登校支援員がいることや各学校での居場所づくりもできており、安心して登校できたり、
受験への意欲や学習が高まったりしている生徒が増えている。

そして、南国市教育支援センターでは、移転により交通の便や施設面で大きく改善することもできてお
り、継続して利用する児童生徒も増えてきている。

②「学校生活に戸惑う児童が減った」という学級担任の反応は例年と同様１００％となった。また、「各
種学校生活サポートで教職員の負担が減った」という学級担任の反応も１００％となった。

主な成果

不登校プラスワン未然防止等事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：Ⅰ

南国市
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（１）１次支援　
　　〇Q-U結果とNRTのバッテリー分析の活用（年間２回実施：小２～中３対象）
　　〇仲間と高まり合う集団づくり推進モデル校における実践研究(３校、計６回）
　　　　高岡第二小７/７(火)、12/７(月)、高石小７/15(水)、12/14(月)、土佐南中７/15(水)、11/16(月)
　　〇小学６年生交流会「ハッピースマイルプロジェクト」　８/28（金）土佐南中学校区（児童22名）

（２）1.5次支援
　　〇月３日以上欠席した児童生徒調査:毎月１回実施　　＊校務支援システムの活用
　　〇不登校対策推進リーダー研修会
　　　・８/19（参加教員46名）、１/18（参加教員12名）
　　〇通常の学級に在籍する支援を要する児童生徒相談会５/26（火）、６/12（金）、８/３（月）、11/９（月）　　
　　　　相談件数延べ保護者７名、小中学校教員９名、SSW１名

（３）３次支援
　　〇不登校対策支援員を１名配置
　　　　教育支援センター内で児童生徒への個別の支援
　　　　入室児童生徒支援会へ参加など学校と連携

　令和2年度からは新規不登校を未然に防ぐための支援

を強化するため、(1)1次支援(新規不登校児童生徒の出現
予防)(2)1.5次支援(兆しの見られる児童生徒への初期対
応:学校現場)(3)2次支援(欠席傾向の見られる児童生徒へ
の初期対応:専門家)(4)3次支援(不登校児童生徒への学
校(支援センター)及び社会復帰に向けての支援)と位置づ
け、不登校児童生徒の減少を目指す。

　土佐市の不登校児童生徒数は平成30年度

(千人あたり)は小学校(10.7人)、中学校(77.1
人)ともに過去最高値となった。さらに不登校
児童生徒数を「前年度からの継続数」と「新規
数」に分けて見ると、特に中学校において平
成30年度内に「前年度からの継続数」が減少
したものの、「1,000人あたりの新規不登校児
童生徒数」は小学校5.8人、中学校47.1人とと
もに高知県教育振興基本計画に示されてい
る目標値(小:2.0人以下、中:20.0人以下)を大
きく超えており、新規発生を抑えることが急務
である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇【第２期土佐市教育振興基本計画】におけるQ-U　R6年度到達目標値　　土佐市内小中学校においてQ-U「非承
認群」の割合全国水準（18％）以下→R２年度土佐市：２回目Q-U結果非承認群の割合17％で達成。
〇【第３期　高知県教育振興基本計画】における【基本方針1　対策Ⅰ-２-(６)の指標】不登校担当教員(者)が、児童
生徒の出席状況等早期支援につながる情報を毎日管理職に報告している学校の割合　R５年度末の目標数値　
小:100％　中:100％→R２年度土佐市小学校100％、中学校100％で達成。
〇【第３期　高知県教育振興基本計画】における【基本方針1　対策Ⅰ-２-(６)の指標】校内支援会において、専門家
の見立てを基に支援方法等が決められている学校の割合　R５年度末目標値　小:100％　中:100％　→R２年度土佐
市小学校100％、中学校100％で達成。
〇教育支援センター入室生は小学生５名、中学生７名。SCの見立てをもとに定期的に入室生支援会を学校と支援セ
ンター職員とで実施し、不登校対策支援員の配置により、不登校児童生徒の学校復帰と自立に向けた個別の支援
を行うことができた。中学３年生（６名）は希望する高校に合格し、小学生も学校復帰に向けて動き出したケースがあ
る。

主な成果

　仲間と高まり合う集団づくり推進小中連携事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：Ⅰ

土佐市
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①組織的・協働的に教員が学び合い、高め合うために、授業づくりに関する講師を招聘
道徳研究授業（高岡中）12月1日　　45名参加　
道徳研究授業（宇佐小）１月２６日　26名参加　
②教員の問題作成のための時間を軽減するとともに児童生徒の学力向上のために、小学校９校に「こ
とばのきまり」中学校に「問題データベース」（理科、社会）を導入

③若年教員を土佐市全体で組織的に育てていくために、土佐市初任者（若年）研修を年間２回実施
　６月16日実施　16名参加　11月10日実施　２２名参加
④土佐市内の授業づくり講座に参加
北原小・・・9月10日　37名参加　11月25日　42名参加
高岡第一小・・・12月14日　32名参加　１月22日　48名参加

学力向上に向けて、児童生徒の指導支援を充実させるこ
とで、児童生徒の学校生活や学習活動の向上を図る。

社会全体の状況が急速に変化している
中、課題の解決に向けて児童生徒の心
の安定を図るとともにきめ細かい支援を
行う必要がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○不登校の出現率を（小学校0.5％未満、中学校4.0％未満）におさえる。

【土佐市教育振興基本計画到達目標】→R2年度土佐市不登校出現率：小0.77％、中5.42％（未達成だが、小中
学校ともに改善傾向にある。）
○Q-U調査結果における学級生活満足型学級の全体に占める割合、7割以上をめざす。
【土佐市教育振興基本計画到達目標】→学級生活満足群の割合60％で未達成。

○学校評価による児童生徒アンケート「あなたは授業がよくわかりますか」の5段階評価の平均がすべての学校
で4以上となる。【学校評価】→　Ｒ１→4.3　Ｒ２→4.2　昨年度より0.1下がったが、目標は達成できた。

○学校評価による教員アンケート「あなたは分かりやすい授業につとめていると思いますか」の５段階評価の平
均がすべての学校で４以上となる。【学校評価】→　Ｒ１→4.2　Ｒ２→4.1　昨年度より0.1下がったが目標は達成し
ている。

主な成果

　土佐市学びのプラン事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

土佐市
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①ＡＬＴ３名を小中学校１２校及び市内１２保育園および１幼稚園に、年間約200日派遣
②小学校第３学年から６年生で、新学習指導要領の趣旨にもとづいた授業を実施
③外国語活動の充実に向けて、教員研修を実施

・小中連携公開授業（各小学校１回以上）・講師招聘研修会（2回）
・英語教育研修会講師招聘

　9月17日　高岡第二小　　2月15日　蓮池小　
　講師：中部教育事務所指導主事、高知大学　教授　

・小中連携公開授業
　　9月23日新居小　　10月14日高石小　　11月24日宇佐小　12月11日北原小　
　12月１４日高岡第一小　　1月19日波介小　　1月27日戸波小　

保幼小中の連携を図りながら、積極的に外国語を使ってコ
ミュニケーションを図ろうとする子ども達の育成を目指す

【現状】
ＡＬＴ3名を保幼小中学校に派遣。
【課題】
授業改善に向けた組織的な取組推進

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○小学校では、音声を中心に外国語に親しませる活動を通じて、英語を使ったコミュニケーションに積極的に
チャレンジしようとする態度を育むとともに、コミュニケーション能力の素地を養い、国際的な視野をもった児童生
徒を育成するために授業改善に取り組むことができた。(公開授業小学校9校実施　講師招聘研修会2回実施）
○小学校児童意識調査　肯定的な児童の割合90％以上を目指す。
「英語（外国語活動）の授業にすすんで参加している」→年度当初85.7％→年度末86.6％
「英語で友達や先生と会話することが楽しい」→年度当初80.4％→年度末81.7％
○小学校教員意識調査　肯定的な割合90％以上を目指す。
「おおよその授業の流れのイメージはつかめている」
（英語授業における指導内容・指導方法について理解し指導できている）→　年度当初75.0％→年度末100％
「言語活動を通して資質能力を育成する授業づくりについて理解できている」→　年度当初78.6%→96.4％

主な成果

　英語教育推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

土佐市
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①１２校に２０名の特別支援教育支援員を配置する。
 （１日の勤務時間は６時間、勤務日数２１６日とする）

②日々の活動について、日誌等を取り入れ、振り返る場面や教職員との共通理解をもてるような場を　　　
設定する。

③特別支援教育支援員研修を実施するとともに、支援員同士の交流を行う。
　　6月29日実施17名参加　講師：中部教育事務所指導主事
　　内容：講話「発達障害等のある子どもたちへの支援」

④学校訪問等により、特別支援教育支援員の支援状況を把握し、効果的で適切な支援ができるように
助言を行う。

･特別支援教育支援員の質の向上を図る。

・個別の指導計画、教育支援計画の作成率１００％を目指
す。

・学校評価書｢お子さんは学校生活に満足していると思い
ますか」における保護者の満足度の向上を図る。

【現状】

特別支援教育支援員２０名を小中学校
１２校に配置
【課題】

特別な支援を必要とする児童生徒の増
加に伴う多様な支援ニーズへの対応

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○特別な教育的支援が必要な児童生徒への個別の学習支援を行うことで、集中力の高まりや情緒の
安定が図られ、学校生活にスムーズに参加できた。
○個別の支援により、学級全体としても落ち着きが見られ、安心して学習できる環境が整った。

○個別の指導計画の作成率（発達障害等の可能性のある児童生徒を含む）　
　12校中11校は100％作成することができた。
〇教育支援計画の作成整備（１００％）を目指す。
　→Ｒ２：100％（3月末時点）作成はできているが支援計画の充実を目指す。

主な成果

　特別支援教育支援員活用事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅱ

土佐市
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〇教職員の資質向上や学校組織体制づくり
　・須崎市における研究主任会の実施（課題解決型学習についての講話　参加人数１５名）
　・学校における学ぶ意欲を育むための研修会（講師招聘）の実施
　・子どもの認知能力を高める指導・工夫改善（指定校小学校２校での取組）
　・保幼小連携

　・高知大との連携「課題解決型学習についての研究」（小学校1校　中学校1校）
〇キャリア教育
　・地域学習

　・キャリア教育視点での授業改善とキャリアパスポートの実施
〇将来に生きる英語教育

　・須崎市外国語教育推進協議会の実施（小学校外国語科の指導と評価について、小中連携について　参加人　　
　　数１９名）
　・英語暗誦大会に向けた指導（話す力や英語の表現力の育成）

本年度より小学校において完全実施となる新学習指導要領で
求められている資質・能力を児童生徒が身につけるようにする
ためには、教員の資質・指導力向上は必要不可欠である。同時
に大量退職・大量採用により急増している若年教員の指導力向
上のための組織的な取組等、各学校の実態に応じた課題解決
に向けた取組を組織的・協働的に進めていく必要がある。須崎
市の目標である「たくましく、心豊かな人づくり」を目指し、子ども
たちに生きる力を育むために、将来の基礎となる力を確実に身
につけさせる取組を進めていく。

・中学校区をベースとした「地域ぐるみ教
育」に力を入れ、保、幼、小、中の校種間連
携や学校、家庭、地域の連携の仕組みづく
りなど地域に密着した取組を続けている。
・新学習指導要領で求められている資質・
能力を育成するための授業改善が必要で
ある。
・若年教員の配置が急増していることから、
若年層の指導力の育成を図るための体制
づくりが必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・高知県学力定着状況調査において
　小学５年国語（＋0.1）、小学４年算数（＋0.7）、中学校２年国語（＋2.8）は全国平均を上回った。
・「１０の姿の共有シート」を活用した保幼小連絡会の実施１００％

・子どもの認知機能を高める取組　取組学年での実施１００％
・質問項目「将来の夢や目標を持っている」において肯定的意評価89％
・質問項目「人が困っているときは進んで助けている」において肯定的評価93％

・質問項目「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある」において肯定的評価86％
・質問項目「英語（外国語）の授業は楽しい」児童（小学３～６年）肯定的評価95.9％
・質問項目「英語（外国語）の授業は楽しい」生徒（中学１年）肯定的評価84.6％

・質問項目「英語の授業における指導内容・指導方法について理解し、指導できている」教員（３～６年学級担
任）　肯定的評価94.1％

主な成果

学ぶ意欲を育む教育の充実事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

須崎市
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〇子どもを温かく包み込む学級・学校づくりに向けた取組について
　・児童生徒理解等に係る研修会の実施　（講師招聘）

　・不登校を生じさせない温かな学級・学校づくりに向けた取組（高知大との連携）　小学校２校に訪問・
助言
　・開発的・予防的生徒指導の推進
　・校内支援体制の充実と関係機関との連携

　・人権教育の推進（レポート報告）
〇不登校対策支援員の配置１名（小学校１校）
　・不登校傾向の児童生徒や学級に入りにくい児童生徒への支援を行った。

　（支援の必要な児童生徒に寄り添い、学習支援や友達との関係をサポートした。また、必要に応じて
教育相談を行うなど、児童生徒の不安解消に向けた取組を行うことで、新たな不登校の未然防止につ
なげるようにした。）

特別な支援を必要としている児童生徒の割合が増加している中、
一人ひとりの実態に合わせた対応や指導の仕方等について教
員に求められていることは大きい。また、須崎市においては不
登校・不登校傾向の児童生徒の割合が高知県平均よりも高い
現状が続いている。業務が多く多忙な教職員だけではその責務
を負うことは難しく、関係機関との連携が必要不可欠となってく
る。個に応じた支援を充実させるため、教職員、家庭、地域、関
係機関がより一層連携した取組の推進に努める。

・不登校の状況について、小・中学校ともに
出現率が依然として高い割合となっている。
・通常学級において、特別に支援が必要な
児童が増えており、個に応じた対応に苦慮
している現状がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・質問項目「自分にはよいところがあると思う」肯定的評価83％
・質問項目「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う」肯定的意見99％
・校内支援会におけるSCやSSWの連携強化。
〇配置校への聞き取りやアンケート 

・質問項目「不登校支援員の配置は、新たな不登校を生み出さないための効果があった」肯定的評価
85％

主な成果

風呂敷型学校づくり支援事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：Ⅱ

須崎市
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〇ICT教育に係る教員の指導力向上　
　・ICT教育及びプログラミング教育に係る研修会の実施（事務局研修の実施　参加人数７名）　
　・指定校における公開授業やICT機器を日常的に活用することを目的とした校内研修の実施

　　指定校２校：ICT活用公開授業の実施、小学校１校：プログラミング教育公開授業の実施
　　指定校以外の小学校１校：ICT活用公開授業の実施
〇学校のICT環境整備
　・ICT機器の整備（令和２年度中に実施完了）
　・デジタル教科書の整備　

授業の中でICTを活用することは、学習内容に対し興味・
関心を高めたり、学習内容の理解を深めたりするうえで効
果がある。須崎市ではハード面の整備について課題があ
り、今後、全ての学校においてICT教育を推進できる体制
を整えていく必要がある。平成３０年度からモデル校２校
（小学校１校、中学校１校）を指定し環境整備を行っている。
今後、更なる環境整備を進めていくと同時に、ICT機器や
デジタル教科書の活用研修も進めることでICT教育の推進
を図る。

・ＩＣＴ機器の整備が進んでいない状況
がある。小学校１校、中学校１校をモデ
ル校とし、ＩＣＴ機器活用の推進を図って
いる。
・ＩＣＴ機器の活用に関しては、教員に
よって活用に差があり、活用の仕方等
について研修を行う必要がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

須崎市ICT機器活用アンケート
・質問項目「ＩＣＴを活用した授業は、児童の学力向上につながる。」肯定的評価95％
・質問項目「ＩＣＴを活用した授業では、教師が児童の思考を深めることができる。」肯定的評価95％

・質問項目「従来の教具・教材をくらべて、ＩＣＴは活用しやすい教具・教材である。」肯定的評価95％
・ICT機器を活用した授業回数  昨年度と比べ週３回以上の活用教員の割合が増え、活用率が上がっ
た。（小学校は学級担任、中学校は5教科の教員において、週3回以上のICT活用を目指す。）

・ICT支援員に対するアンケートについては、今年度５月以外は未配置のため成果としては見取れない
が、ICT支援員の必要性は肯定的評価100％

主な成果

使う、伝える、心をつなぐ情報教育推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅲ

須崎市
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①キャリア教育の推進
　・キャリア担当者会　２回実施（11/13、2/22　5月開催予定はコロナ対策で中止）
　・キャリア教育講師派遣　全校　30件　
　・市独自のキャリア教育に関するアンケート実施。
②不登校対策支援員の派遣（４名）
③毎月３日以上の欠席、遅刻、早退調を実施
④不登校指導担当者会の開催
　各校に不登校指導担当者を位置付け、学期ごとに研修会を行い、教員の資質向上を図った。
　・担当者会実施回数：２回（10/15、2/18　4月、8月開催予定はコロナ対策で中止）
⑤不登校経験者によるメンタルケア７回
　適応指導教室で児童・生徒、保護者と懇談を行った。
⑥スクールカウンセラーによる相談業務及び派遣
　教育相談センターにおいて児童生徒や保護者の相談業務を実施した。

知・徳・体・命の調和の取れた「生きる力」の基本
となる確かな学力の保障と豊かな人間性の向上
に向けた取り組みを強化するため、子どもの「夢」
や「志」を育みかなえる力を育成するｷｬﾘｱ教育を
推進します。また、一人ひとりに応じたきめ細かな
指導を行うため、不登校支援員の配置や教職員
の資質向上のための研修を行います。

今年度は、不登校の児童生徒は
減少したものの、近年は不登校傾
向の児童が増加傾向にあることも
ふまえ、継続した不登校支援や学
校生活をより向上させる取り組み
が必要な状況である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

〇キャリア教育について、今年度のキャリア教育の柱を「小・中学校９年間の連携」として、各校において講師派
遣を行うことにより「ふるさと宿毛を愛し誇りに思い、夢や志を抱き、かなえる力」の充実を図っている。

〇不登校支援員やスクールカウンセラーのカウンセリング、欠席調べをする事によって、不登校傾向の児童生
徒への早期の対策や、不登校児童生徒の発生防止への支援を行うことができた。また、毎月開催している所内
支援委員会(研究所、事務局、ＳＣ、ＳＳＷで構成）等において不登校状態になっていることが確認された生徒が、
適応指導教室への通室に繋がったケースもあった。・不登校児童生徒数も平成28年度より微増に転じたが、令
和元年度、2年度ともには微減(R元:25名、R2:15名)することができた。

○これまでの取り組みに加え、小中学校９年間を見通したキャリア教育
の研究実践を推進し、今後も小中が一体となって、取り組みを充実させ
るための体制を図ることができた。

具体的な取組

主な成果

学校生活充実支援事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：Ⅰ

宿毛市
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・「教員の多忙化」の解消に向け、特別支援学級を含め10学級を有する清水小学校、清
水中学校の２校、学校事務員を配置していない足摺岬小学校、下川口小学校の２校に
対し多忙化解消支援員を配置。　教員の事務的負担を軽減し、児童生徒と向き合う時
間の確保や教材研究の時間を確保した。

　提出物の確認課題の丸付け、文書整理、配布
物の印刷など職員室における業務や、学校行事
の準備、掲示物の整理、学校図書の貸し出し補助
など学校環境の整備といった教員の事務的業務
をサポートすることにより、教員の児童生徒と過ご
す時間や授業準備等の時間を確保する。

　時間外勤務や仕事の持ち帰り等、
教育現場での大きな課題となって
いる。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・新型コロナウイルス感染症対策を行った上で、運動会や遠足、卒業式等の学校行事
の補助等を積極的に行ったことや、文書整理、配布物の印刷など教員の事務業務を補
助することにより、教員の事務的負担の軽減を図り、教員の児童生徒と過ごす時間や授
業準備等の時間を確保した。

・多忙化解消支援員のサポートにより、教員がゆとりをもって業務にあたることができ、
時間外勤務の縮減・組織力の強化を図った。

主な成果

学校業務支援員配置事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

土佐清水市
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Ⅰ各小中学校の要望に基づき、非常勤時間講師等の派遣を行う。

○非常勤講師等の支援内容（対象：市内全小中学校／実施時期：通年）
・学力向上支援、体力向上支援、文化的学習等活動支援
〇キャリア教育講師の支援（対象：市内全小中学校／実施時期：通年）

学力の向上、急速に進んだ教育現場のICT化、特別支援教育、不登校対策など効果
的に進めていくためには、教師が資質・能力を絶えず研鑽、向上させていく必要がある。
現在、県教育委員会や県教育センターが主催する初任者研修や２年次から中堅教諭等
資質向上研修までの各年次研修等の悉皆研修の他、土佐清水市教育研究集会や市内
校長会における学校組織マネジメント研修、各学校における校内研修、教職員の自主
的な研究・研修等により取り組まれている。今後は、上記施策と合わせて、市教育委員
会、教育研究所が中心となり、教員の専門性や指導力の向上を図ることを念頭に、更に
市独自の研究指定校やグループ研究の奨励などにも努めていきたい。
　また、学校が地域や子どもの実態に応じ創意工夫した教育活動を行い、特色ある学校
づくりにも取り組んでいる。教育課程の内容面では、単位時間の工夫や子どもの特質や
課題に応じた選択教科の設定、総合的な学習の時間、及びキャリア教育に地域の環境
や資源を生かしたりすることなどが考えられる。今後はさらに学校が組織として主体性
を持ち、環境の変化や特質を敏感に捉え、内部に多様なアイデアを保持し、それを活用
していく体制づくりに努めていきたい。

　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　各校において自校の課題に応じた校内研修
等が行われ、学校長を中心にチーム学校として
の意識が高まってきている。小学校においては、
新学数指導要領の全面実施の年でもあり、「主
体的・対話的で深い学び」に向けた研究を目指
し、日々研鑽を積んでいるところである。
　新型コロナウイルス感染症の影響で全国学
力・学習状況調査は中止となったが、高知県学
力定着状況調査の結果からは、小学校は、全
国・県より高かったが、中学校で全国・県より低
い結果となった。特に、英語に課題がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〔４年〕
・国語は全国平均とほぼ同じ。算数は、全国平均より高い。
〔５年〕
・国語・算数ともに、全国平均より高い。理科は、高知県より高いが、全国と同等。
・標準スコア（全国平均を５０と見る）は、昨年度より国語・算数ともに上がっている。
〔中２〕
・国語が全国値とほぼ同じ。数学は、全国値より高い結果であった。

主な成果

土佐清水市小中学校「学び」のスパイラルアップ事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳・体

土佐清水市
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（１）四万十市学力向上研究推進校指定事業

　学校長のリーダーシップによる授業改善や教育課題の改善に向けた主体的・自主的な取組を支援す
ることで、学校の組織力を高めることができた。

（２） 英語教育強化推進事業

　小学校における外国語活動、外国語の円滑な実施に向けてALT等を積極的に活用する取組を支援
することができた。また、教員の指導力向上や各種事業に向けた取組を推進し、中学生の英語力４技
能を向上させることができた。

（３）スペシャリスト招聘事業

　体育や芸術分野の専門家を授業及び部活動等の協力者として招聘し、外部人材を活用するチーム
学校としての取組を支援することができた。あわせて、外部人材を積極的に活用する学校を支援する
ことで、教員の多忙化解消につなげることができた。

学習課題を明確にしたわかりやすい授業を実施し、子ども一人
ひとりが学習課題に向き合える時間を確保するとともに、子ども
同士が学びあえる授業づくりに取り組むことはもちろんのこと、
教科サークルの連携に取り組む。

ＯＪＴとして校内研修の充実に努め、授業改善を進めていく意識
の向上に努める。

これらの取組の検証軸として、各種学力調査を活用することは
もとより、授業評価の効果的な活用を目指す。

小学校では中学年以降学力の二
極化傾向があり、中学校では学年
進行で学力の定着に課題が見ら
れる。特に、思考力・判断力・表現
力等が求められる活用の能力に
課題が見られることが明らかに
なっている。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

（１）四万十市学力向上研究推進校指定事業

①各校や地域の実態に合わせ、学校が自主的な取組を進めることができた。計画で設定した目標達成のためのPDCAサイクルを機能させることができた。
→効果的な学校の取組を校長会において各校に普及することができた。

②学力向上に視点をあてて継続して取り組んできた結果、高知県学力定着状況調査において、小中学校ともにすべての教科において高知県平均を上回
る結果となった。（＋０．９～＋１２．２）
③実践交流発表会を２月１７日に開催し、各校の取組を共有することができた。参加者３５１名(小学校１９１、中学校１３４、来賓２６）

→参加者アンケートについては、肯定的な意見がほとんどであった。
（２）英語教育強化推進事業

①「英語の授業は楽しい」「英語の授業に進んで参加している」の項目では、小学校・中学校ともに９０％以上となり、目標を達成することができた。全体的
に、授業改善も進み意欲的に授業に取り組んでいる。
②全国平均374.0に対し386.0と目標を達成することができた。

③各学校に、各領域ごとの結果分析が配付され、各学校の課題が明確になっている。その分析を活かし授業改善に取り組んでいる。
④英検3級以上相当の中学3年生は、46.6％とわずかに目標値には届かなかったが、昨年度を上回ることができた。

⑤常駐している中村中、中村西中、西土佐中以外の中学校にも週に1回以上の派遣を行っており、必ず週に1回以上はALTを活用した授業を実施するこ
とができた。
（３）スペシャリスト招聘事業

小学校５校、中学校１から希望があり、５校で実施することができた。回数としては、延べ１９回実施している。各分野の優れた専門家から指導を受けるこ
とができ、児童の技術の向上、意欲の向上につながった。あわせて、教員の指導力向上にもつながっている。

主な成果

チーム学校による組織力・授業力向上事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳・体

四万十市
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（１） 「いじめ防止・仲間づくり」推進事業

　配慮が必要な児童生徒の学校生活を、外部人材の有効活用によりサポートを行うことができた。別
室対応や授業中の学習支援などを行うことにより、教職員が児童生徒と向き合う時間を創出し、児童
生徒の情緒の安定や学力の向上に繋げることができた。また、児童生徒一人一人に寄り添うことで、
いじめ防止・早期発見に努めることができた。

（２）「ふるさと教育」推進事業

　児童生徒のふるさとへの愛着や誇りに思う気持ちを育むことを目的に、市の歴史、文化、風土につい
ての理解につながる体験学習や講師を招いての授業等への支援・補助を行うことができた。

豊かな人間性を育む視点で教育活動を展開する中で、自
尊感情を高め、自分を大切にするだけでなく他者も大切に
できる子どもを育て、不登校を生じさせない取組を進める
とともに、各学校における組織的な支援体制の確立を図っ
ていく。

小学校と中学校が連携し、９年間の義務教育を通して育て
たい児童・生徒像を明確にし、教育課程の充実に努める。

小学校から中学校への新しい環境の中で、
学習や生活につまずきが生じ、不登校等の
生徒指導上の諸問題につながっていく、い
わゆる中１ギャップの課題が見られる。
暴力行為については大きく改善されてきて
いるが、不登校については依然として厳し
い状況がある。現状として、毎年、不登校全
体の３分の１ほどが新たな不登校となって
いることが大きな課題となっている。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

（１）「いじめ防止・仲間づくり」推進事業

各校の教育課題を明確にし、その対応方法について全教職員が共有するため、Q-Uを実施したり支援会議を実
施したりすることで対応してきた。特に課題のある学校には、児童生徒支援員を配置し一人一人を大切にした教
育活動が展開できるようサポートを行った。→いじめの早期発見ができるようになり早期対応につながっている。
そのため、重大事案は起きていない。しかし、2学期現在ではあるが、長期欠席は増加しており、不登校児童生
徒は増加すると思われる。特に小学校での増加が顕著である。
（２）「ふるさと教育」推進事業

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため２月に予定していた「ふるさと発見！四万十の子ども研究
発表会」は中止としたが、各校において感染防止に努めながら、ふるさと学習を展開することができた。また、学
習の成果を、学習発表会（参観日）等で発表したり、学校新聞等にまとめたりしている学校が多く見られた。児童
生徒の姿や記述からも、ふるさとに愛着を持ち、誇りに思う心情が育ってきていると感じられた。

主な成果

　　四万十の子どもサポート推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：Ⅰ

四万十市

30



〇 ICT支援員の配置〔１人〕
 ・ 各小学校で実施する校内研修にて、プログラミング教育に関する研修講師を務める。
〇 外国語教育担当者会講師招聘
   〔１人：宮崎大学教育学部英語教育講座 教授〕
 ・ 年間３回実施する外国語教育担当者会の講師として招聘し、公開授業に対する指導助言、
  本市の外国語教育における小・小連携、小・中連携に関する指導助言をいただき、市全体
  の外国語教育の推進を図る。
〇 外国語４技能検定の実施
〇 教育推進アドバイザーの配置〔１名〕
 ・ 小学校外国語科の実施にあたり、小学校外国語活動・外国語科を中心に、ALTと連携し
  たHRT主導による学習指導が展開できるようALT、HRTへの助言を行い、教員の指導力向
  上につなげる。

子どもたちの基礎的・基本的な技能、自ら考える意欲、
思考力・判断力・表現力など「確かな学力」を育てる
教育を推進するために、指導体制や指導方法の工夫と
改善と個に応じた指導の充実を図る。

 令和元年度の全国学力・学習状況調査（教科に
よる調査）結果は、小学校では、市平均において
は国語・算数とも全国平均を上回っているものの、
各学校間にはばらつきが見られる。中学校では、
国語・数学・英語とも全国平均を下回る結果とな
り、特に英語には課題が見られる。更なる授業改
善を図り、引き続き新学習指導要領の趣旨の実現
を目指した授業づくりへの取組が必要である。ま
た、若年教員が増加する中、小学校・中学校とも
新学習指導要領の実施に向けて、質の高い学習指
導を行うために、校長によるリーダシップのもと
検証・改善によって高い教育効果を発揮する組織
マネジメントを展開することも重要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇 ICT支援員の配置により、プログラミング教育用の小学校の指導計画や教材が整理され、
 定期的に学校訪問を行い、学級担任とTT形式で実際に授業を行ったこと、校内研修での講師
 を務めたこと等を通して、プログラミング教育の推進が図れた。
〇 外国語教育担当者会で講師を招聘し、公開授業に対する指導助言や小学校と中学校の接続
 に視点を当てた講話をしていただいた。また、取組の検証として外国語４技能検定を行った
 ところ、昨年度の結果を上回るなど中学校の成果が見られた。
〇 外国語意識調査による「英語に対する苦手意識を感じていない（「そう思う」「だいたい
 そう思う」と回答した割合）については、年度当初では３６．４％であったが、年度末では
 ６９．７％となり３３．３ｐの向上が見られた。

主な成果

組織的・協働的に取り組むチーム学校づくり事業 

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

香南市
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〇 特別支援教育アドバイザー〔１名〕
 ・ 各学校を巡回し、特別支援教育の視点を踏まえた校内支援体制、学級づくり、及び授業
  づくりについての指導助言を行う。
 ・ 不登校未然防止のために、各学校及び教育支援センターの児童生徒の状況を見取り、特
  別支援教育の視点を踏まえ個に応じた適切な配慮や支援についての助言を行う。
 ・ 本市が開催する担当者会や各学校の校内研修等での講師を務め、特別支援教育の推進を
  図る。

特別な支援の必要な児童生徒の能力や可能性を十分に
伸ばすために、関係機関との連携を図りながら、一人
一人の発達や障害の種別に応じた教育を目指す。

　 本市における不登校児童生徒の発生率は、
高知県及び全国を上回っている。また、通
常の学級における個別の配慮や支援の必要
な児童生徒は、年々増加傾向にあり、不登
校発生率の抑制や特別支援教育に視点をお
いた学級経営・学校経営は急務である。
 そこで、多様化している子どもに応じた
きめ細かい教育の推進するため、人的・物
的支援を行い、教員同士が組織的・協働的
に取組を推進するようにしていく。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

 
 市の指標である「特別支援教育について理解し、前年度までに、児童に対する授業の中で、
児童の特性に応じた指導上の工夫を行いましたか。（全国・学力学習状況調査「よく行ってい
る」と回答した割合）」については、本年度調査が実施されなかったため、検証は困難な状況
であるが、特別支援教育アドバイザーの各学校へ訪問した際の報告や特別支援教育学校コー
ディネーター会での協議内容からは、ユニバーサルデザインに基づいた教室環境が増えてきた
こと、視覚支援等の教具や配慮の工夫が見られることなどが報告され、昨年度より取組が進ん
できている。
    

主な成果

子どもの多様性に応じたきめの細かい教育を推進する
チーム学校づくり事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：Ⅱ

香南市
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①学校運営協議会の充実（地域とともにある学校づくりを目指す）

各学校（学校区）で、年間４～７回の学校運営協議会を実施し、学校と保護者、地域の人たちが共有し
た目標に向けて協議を実施。

②探究的な授業づくりを軸に、各中学校区の円滑な学びを保障するため、研修等を通して授業実践レ
ベルで学び合える機会の提供

・小中一貫教育研究会
　６月２１日大栃小中校内研修会、６月２２日香美市一貫教育研修会

・公開授業研究会の実施（舟入小、山田小、大宮小、大栃小・中、鏡野中）
・ICT支援員のサポートによる研修支援（ZOOM会議システムを活用した研修会の実施等）

③教育支援センターを利用する児童生徒への学力保障
不登校支援員（３名）による支援

香美市教育振興計画（後期）に基づき、本市では
「探究的な町づくり」の実現を目指している。
地域との連携・協働を土台とし、小中学校の「探究
的な授業」を軸に９年間の系統的な教育の実践を
目指す。

〇小学校の学力は全国平均以上
を維持しており、中学校は改善傾
向にある。
〇学習指導要領の趣旨に基づい
た授業改善は進んでいるが、９年
間の教科指導の系統性について
課題がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

①香美市子ども子育て長期調査「自分が住んでいる地域が好きである」　（目標：昨年度以上）
　小学６年生87.9%(昨年度89%)　中学３年生89.4%（昨年度78%以上)

②R２年度高知県児童生徒学習状況調査（平均正答率）　（目標：小中ともに国、算・数において、全国平均との差+4p以上）
 　国　　小4+1.4p 小5+3.6p  中1-2.1p  中2+0.6p 　算/数　小4+5.9p 小5+9.5p  中1-4.3p  中２+5.3p 　
②R２年度高知県児童生徒学習状況調査（質問紙　強肯定）
　「学級の友達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思いますか」                                                        　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小6 35.4%　 中3 44.9％ (目標：小中ともに30%以上)

　「小５年生（中２年生）までに受けた授業では，課題の解決に向けて，自分で考え，自分から取り組んでいたと思いますか」                                            　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小6 34.3％ 中3 36.2％ (目標：小中ともに35％以上)
③教育支援センターに来所する子供たちの進路先100%

③９０日以上欠席している不登校児童生徒のうち、学校内外の関係機関等（医療、福祉、教育支援センター、心の教育セン
ター、ＳＣ，ＳＳＷなど）の相談や支援を受けている児童生徒の割合100%

主な成果

探究的な授業づくりを核とした学力向上対策事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

香美市
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１教員の資質能力向上のための取組
  (1)英語学力調査の実施　　
      ①GTEC（対象：小学６年生、中学２年生）②英検IBA（対象：中学３年生）　　
  (2)外国語教育推進委員会の実施

  (3)講師招聘による公開授業研究会及び校内研修会の実施
　　　大宮小学校公開授業研究会（２回）、授業づくり講座（２回）、各学校校内研修会（１回）

  (4)英語指導教員による学校訪問支援

２児童生徒の外国語への興味関心を高めるための取組
　各学校における国際交流会等の実施（香美市内学校３校で実施）

　小中連携をこれまで以上に強化し、小中９年間
を見通した「指導と評価」及び「中学校英語の高度
化」に関する研究を推進する。

本年度より小学校で新学習指導
要領が全面実施となり、小学校高
学年で英語科がスタートするが、
「評価」への理解及び授業実践に
課題がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇「評価」への理解を深めるため、大宮小学校と連携して単元計画（案）を作成し、市内学校に提供することができた。
　また、大宮小学校の公開授業研究会に、香美市内学校から複数の教員が参加することで、「評価」に関する理解を　
　深めることができた。

〇ZOOM会議システムを活用した、小学校間の交流会を実施することができた。

〇英検IBA（中3対象）英検3級程度の力を持っている中学3年生 42.5%(40%以上) ※（　）内は年度当初目標

〇R2外国語意識調査　※（　）内は年度当初目標
 「英語が好きだ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小3,4 85.0% 小5,6   76.1%(85%以上)　　中１ 60.5%(75%以上)

 「英語で自分のことや意見を発表することが楽しい」　小3,4 81.2% 小5,6   71.8%（75%以上）

主な成果

小中接続外国語教育充実プラン

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

香美市
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　○掲示物等の教室の環境整備、プリント作成やＩＣＴ機器等の授業準備、ライン引きや
グラウンド整備等を行った。

　○学習支援、生活・行動支援、突発的なトラブルなど緊急時の対応を行った。
　○教員の担うべき業務に専念できる環境整え、教材研究の質の向上や児童個々へ向
き合う時間を確保した。
　○各学期末に業務内容の確認など情報交換会を開催。

教員への負担を軽減し、教材研究や地域との連
携・児童へ向き合う時間を確保することによる個
性や能力の向上や悩みなどを抱えた児童へのき
め細やかな取組を行うことによって学校教育を充
実させて基礎学力の向上を目指す。

複式学級となり、担当教員は２学
年の授業準備などを１名で行って
いる。また、新学習指導要領によ
る道徳、英語、プログラミング教育
などへの教員の研修や教材研究
の時間も確保しなければならない。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

教材研究の時間が増加するため授業改善を行う事により学力が向上した。
・きめ細かな支援をすることにより児童の学校に対する満足感が得られた。
・ＱＵアンケートにより学校生活の充実や満足度などの項目が増加(12.3％増)

主な成果

教員多忙化解消支援員配置事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

東洋町
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○外国語活動を充実させるためにＡＬＴを管内保小中学校へ派遣
　・ＡＬＴ１名を２小学校、２中学校へ年間約２００日派遣

　・児童生徒の英語によるコミュニケーションの機会を増やし、外国の文化に親しみを感
じられるようＡＬＴを効果的に活用する。

　・各校へ週１日程度派遣して担任と打合せ時間を確保することにより、計画的な授業
運営、指導する。

　・小学１年生から英語学習へ取り組めるように、就学前から保小が連携して英語に慣
れ親しむ。

○年３回ＡＬＴ，管理職、担当者による担当者会を開催し、活動内容や課題、改善につい
て確認する。
○学力向上対策：小学6年生と中学生を対象に英語検定の受検を支援して資格取得の
達成感など自主学習に取り組む姿勢や意欲の向上を図る。

保小中の連携を図りながら、切れ目のない外国語
活動を通じて、積極的に外国語を使ったコミュニ
ケーションを図ろうとする子ども達の育成を目指す。
また、小学校の英語教科化や新学習指導要領に
対応した小中学校での外国語教育の充実を目指
す。

ＡＬＴ１名を管内小中学校へ派遣し
ている。
新学習指導要領による小学校の
英語教科へ円滑な移行への対応

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・英語を積極的に使おうとする児童生徒の育成を図る事が出来た。

・英語の好き嫌いアンケートを７月に実施したが英語への親しみと肯定的評価が83.1か
ら92.2％へ9.1％増加した。これまでの事業の結果が表れているので引き続き事業を継
続する。

・小規模校だから出来る十分なＡＬＴとの対話時間の確保により、英語を通じたコミュニ
ケーション能力の向上を図る事が出来た。

・英語検定は、対象者の６５％が受検、うち８６％が合格し、事前･事後学習を通じて学
習意欲を向上することが出来た。

主な成果

外国語教育充実事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

東洋町
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◯ＩＣＴ支援員を配置することにより、授業や他の活動のＩＣＴ環境を支援することにより、
教員への負担軽減や、啓発を行う。
◯学校のＩＣＴ環境整備することにより、ホームページや校務支援システムの教職員へ
のスムーズな事務移行を行う。
◯次年度の訪れるＧＩＧＡスクールへの対応に初期段階から関わることにより、次年度へ
の円滑な授業などの流れを作る。

これから訪れる報化社会に対応できる児童生徒を
育て、都市部との情報教育での格差をなくす。
また、ＩＣＴ環境の整備により、遠隔地との交流を
図ることにより、多様な意見や情報を得ることによ
り、地域間格差を是正する。

小規模校のため、多様な意見に
触れる機会が少なく都市部との格
差が生まれている。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・トラブル発生時に即座に対応できたので教員がＩＣＴに対する安心感を得られたことに
より、授業などでＩＣＴを活用した授業に取り組めた。
・デジタル教科書やホームページの更新作業を行うことにより、教員の業務負担軽減と
なった。
・校務支援システムの導入がスムーズに行えた。

主な成果

ＩＣＴ教育推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅲ

東洋町
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○学力向上推進事業　
　・家庭学習の手引きや自主学習の手引きを作成し、保護者への啓発を行いながら、家庭学習の習慣化と学習
　　内容の質的向上を図った。
　・漢字・英語・数学の検定料を助成することで、受験者数の増加を図った。また合格者の増加を目指すことで、
　　生徒の学習意欲向上につなげた。
　・チーム学校として組織的に取り組むため、講師を招聘し校内研修の充実を図った。

○多忙化解消支援員
　・管内の小中学校を回り、教育委員会からの調査や報告の集計、教室の環境整備、地域ボランティア等の連
　　絡調整、展示物の作成・掲示を行うことで、教職員の業務負担を軽減し、放課後の加力学習や校内支援会の
　　時間を創出した。
　・町内図書室の環境整備等を行いながら、放課後等の子ども達の居場所づくりとして、家庭学習や宿題のサ
　　ポートをする。また、子どもの見守りをしてもらうことで放課後の子どもの様子を学校に情報提供し、教職員と
　　の連携を図った。

　家庭学習・補充学習など児童・生徒が自ら学習
する力が身に付くよう学力の定着を目指す。

　校内研修を実施することで、授業改善を図る。

多忙化解消支援員の配置により教職員の業務を
軽減し、生徒指導等や教材研究、加力学習等の
時間を創出する。　

　家庭学習の定着の推進・教職員
の学習指導力の向上を図り、学力
の向上及び定着に結びつける。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○学級指導や家庭訪問を通じて、学習の手引きの効果的な活用を図ることで、家庭学習の習慣化を図ることが
　できた。

○漢字・英語・数学の検定料を助成することで、受験者数や合格者の増加を目指すことができた。また検定前の
　加力学習に取りかかることで生徒の学習意欲も向上し、英語検定、数学検定では受験者数の内60％以上が合
　格することができた。

○招聘した講師や先進校の取組を学ぶことにより、校内研修等の充実を図り、チーム学校として組織的・協働的
　に学力向上に向けた取組を行うことができた。

○多忙化解消アンケートで、授業改善の時間創出に役立っている等の教員からの肯定的意見100％を達成する
　ことができた。

主な成果

奈半利町学力向上推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け： Ⅰ

奈半利町
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○講師招聘研修：講師　　高知大学　准教授　　12回

○研修に個別の指導計画書を持参し、今まで行ってきた支援の仕方を情報共有し、さらに研修を受け
ての今後の支援方法を指導計画書に記載していった。

○研修日を1日とし教職員全員が参加することで、それぞれの児童生徒に応じた指導・支援方法を学
校全体で共有した。

○研修終了後、全体協議で個別の指導計画について話し合い、研修内容の検証・改善を行っていった。

○必要に応じ、保護者や関係者にも来てもらい、講師の話を聞いてもらうことで、児童生徒理解を深め
た。

　長期的に継続することで、教職員の児童・生徒
理解や指導方法を学校全体で共有し、チーム学
校としての連携を強化し指導力向上を目指す。

　発達障害傾向の児童生徒の増
加に伴い、早期発見に努め、早期
に支援体制が確立できるよう小中
が連携した支援が必要。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○全研修終了後のアンケート結果では、是永先生の助言を実際に学校で取り組めたという肯
定的評価100％を達成できた。

○研修日を1日にすることで、教職員全員が研修に参加でき、それぞれの児童生徒に合った指

導・支援方法を、教員が共通の認識を持ったうえで児童生徒を指導することで、学校全体で取
り組むことができた。

○専門的な視点からの助言・指導をいただくことにより、児童生徒の特性の共通理解、集団の
中での具体的な支援方法を学ぶとともに、早期対応の重要性や見通しを持った支援の連携が
できた。

主な成果

特別支援教育に関する保幼小中連携事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け： Ⅱ

奈半利町
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１．特別支援教育支援員の配置
・小中学校に特別支援教育支援員を3名(小２名・中１名）配置する。

・特別支援教育学校コーディネーターの支援計画のもと、発達障害等のある子どもに対し、計画的で継続的な指導・支援を
行う。
２．校内支援体制の構築

・発達障害等のある児童生徒への支援を充実させるため、特別支援教育学校コーディネーターを中心とした校内支援会を
設置し、支援が必要な子どもの現状把握や適切な支援について月１回以上の校内支援会で検討する。
３．特別支援教育研修

・通常の学級及び特別支援学級において、学習や生活等課題のある児童生徒への適切な支援方法について学び、教員間
で共有する。･･･（２回）
・講師を招聘して、地域の人や教職員を対象とした発達障害を含む障害者理解の研修会を行う。･･･（１回）
４．幼小中高連携
・児童生徒の発達段階に応じた支援方法を構築・継承するために幼小中学校合同の研修を開催する。･･･（３回）

・幼稚園から小学校へ、小学校から中学校へ、中学校から高校へ入学する者について、各学校との連携を図りながら、支
援方法等についての情報交流を行う。

1．ユニバーサルデザインの研究計画等への位置づけ
【目標値】　・小学校　100％　　　・中学校　100％
２．個別の指導計画の作成
【目標値】
・幼稚園　70％以上　・小学校　90％以上　・中学校　80％以上

３．発達障害の診断・判断のある幼児児童生徒に占める「引継
ぎシート」等のツールを活用した引継ぎが行われた児童生徒の
割合

【目標値】・幼稚園→小学校　100％　　・小学校→中学校　90％
以上　　　・中学校→高校　40％以上

発達障害等の診断を受けている
児童生徒だけでなく、通常学級の
中にも特別な配慮や支援を必要と
している児童生徒の数が年々増
えており、教員の資質向上のため
の研修はもとより、支援員の配置
も必要不可欠な状況である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

◇１．ユニバーサルデザインの研究計画等への位置づけ
　　小学校・中学校とも100％
  　２．個別の指導計画の作成
　　幼稚園　100％　・　小学校　100％　・　中学校　100％
○計画的に校内支援会を行い、情報を共有し、よりよい支援の方法について話し合うことができた。
○特別支援教育についての研修を行い、教室環境や指示の仕方など具体的に学ぶことができた。

○個別の指導計画を改善することで、具体的な支援につなげることができた。
○職員会には児童理解など必要に応じて支援員も参加して、児童の様子や支援の方法について共有
することができた。
○個別の指導計画を改善することで、具体的な支援につなげることができた。

主な成果

特別支援教育支援員配置事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：Ⅱ

田野町
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１．教員多忙化解消支援員の配置
・小中学校に各1名、計２名の支援員を配置する。
２．教室等の環境整備

・学級担任からの要望より教室壁面への掲示及び特別教室・校舎内壁面への掲示、ＩＣＴ機器の整備及び活用の補助
を行う。
・特別教室へ配置している備品・消耗品等を点検整備、図書館の本の受け入れや貸出補助及び本の整備を行う。
３．授業準備等への支援

・学級担任の指示により、プリント等の作成や印刷、教材・教具の作成、理科の実験道具や授業等の準備や片付け等
を行う。
・帯タイムや授業のプリント等の丸付けを行う。
４．その他
・小・中学校では、ＮＩＥ活動の一環として新聞記事の切り抜きや新聞の掲示を行う。

・小学校では、職員会議中の見守り及び読み聞かせ等を行い、児童が安心して過ごせるように、また、緊急時の迅速
な連絡・対応を行う。

・中学校では、職員会議中の部活動の見守りを行い、緊急時の迅速な連絡・対応を行う。

〇時間外在校等時間の上限時間である月45時間以
内、年360時間以内を遵守できた教員の割合

※但し、児童生徒に係る臨時的な特別な事情がある
場合は、月100時間未満、年720時間以内

【目標値】時間外在校等時間が月45時間以内の教員
の割合（特別な事情のある場合は月100時間未満）
　・小学校　　70％以上
　・中学校　　70％以上

〇近年、教職員の研修の増加とそれ
にともなうレポート作成や各種調査
等の増加により、教職員の多忙化が
叫ばれています。これにより、教材
の作成や児童生徒と向き合う時間が
減少し、それを補うための過度の超
過勤務等による身体的・精神的な負
担の増加が懸念されています。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

◇時間外在校等時間が月45時間以内の教員の割合
　　小学校72％　　中学校71％
　【目標値】時間外在校等時間が月45時間以内の教員の割合
　　・小学校　　70％以上　　・中学校　　70％以上
○学級担任でなくてもよい細かな事務作業、人手を必要とする学校行事への参画により、教員の業務
負担が軽減されている。
○配布書類の印刷、仕分け、封書などを行うことで事務作業が軽減された。
○教材作成、行事支援に活用できたことで、教員の授業準備や生徒対応への時間が増加している。
○試験データの入力、分析シートの作成に活用したことで個々に応じた指導を考える時間ができた。

主な成果

多忙化解消支援員配置事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：Ⅰ

田野町
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１．町立図書館へ図書支援員を配置（１名）
　　　　町立図書館を拠点として、下記事業をスムーズに運営できるよう図書支援員を配置する。
（１）学校との連携
　　　・読み聞かせ講座及び実践への支援
　　　・授業支援
　　　　図書に関する授業の支援や学習図書等の提供・貸出
　　　・小学校朝読書の読み聞かせへの読み聞かせボランティアマッチング及び参加
（２）オーテピア高知図書館等との連携強化と東部の基幹図書館としての役割
　　　・市町村図書館間の広域ネットワーク、学校図書館、オーテピア高知図書館等との館種を超えた協力・連携
　　　・情報発信の強化
　　　・相互貸借の利用を強化
（３）アンケートの実施

○町立図書館と学校図書館及び地域の連携を図り、子どもたち
の読書の習慣化を推進することで、感性や表現力の豊かな人
間への形成を促す。

○県東部の基幹的な役割を担う公立図書館として、市町村図書
館間の広域ネットワーク、学校図書館、オーテピア高知図書館
等との館種を超えた協力・連携など、多元的なネットワークを推
進することで、物流サービス及び地域の読書環境等を充実させ、
知の地域づくりを進める。

インターネットやゲーム等に興味や関心が
移り、読書に充てる時間が減少傾向にある。
また、家庭で過ごす時間が少なくなってきて
いることもあり、本の読み聞かせ等の機会
も減少し、「読書離れ」「活字離れ」が進んで
いる。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

1.読書活動や本に触れる機会を増やし、読書離れ・活字離れを解消する。

・アンケート調査「学校の授業時間以外に、1日あたりどれくらいの時間、読書をしますか。」の回答「10分以上30分未満」
55％以上
小学校  68％（68人/100人）　中学校　83％（40人/48人）
2.読書活動への苦手意識をなくす。

・アンケート調査「本を読むことがすきですか。」の回答「すき」小学校75％以上、中学校73％以上（参考：小学校H31年度
75％→R2年度75％、中学校H31年度73％→R2年度73％）
小学校　76％（76人/100人）　中学校　79％（38人/48人）
3.読む力の定着
・国語科の学力テストの結果　　小学校、中学校ともに県平均を下回っているので、県平均を目指す。
小学校　    小４　町　72.1　　県 66.7　（＋  5.4）　　 小５　町　54.7　　県 68.2　（－13.5）
中学校　    中１　町　58.5　　県 64.2　（－  5.7）　   中２　町　61.2　　県 59.8　（＋　1.4）
県を上回る学年があるが、全体的には下回る結果となっている。

主な成果

　田野町地域読書で子どもの読む力をはぐくむプロジェクト

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：Ⅱ

田野町
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目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

主な成果

　

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ

・一定の学力はついてきているが、
思考力、判断力、表現力の育成が
不十分である。
・支援を必要とする児童生徒が増
加傾向であり、個々の特性を踏ま
えた指導を行う必要がある。
・運動習慣が十分に定着していな
い状況が見られる。

これからの変化の激しい社会を生き抜く力を備え、
子どもたちが自らの力で力強く生き抜き、自らの夢
に向かって羽ばたけるようにするために、「知・徳・
体の調和のとれた児童生徒」を育成する。
そのために、
①豊かな心を育む教育を推進する。
②課題を見出し・解決する力を育む教育を推進する。

知・徳・体

安田町 未来を拓く人材育成事業

１．特別支援教育の充実

　　専門の講師による研修を実施し、支援を要する児童生徒への理解とその支援方法、学級づくり、仲間づくりについ　
　　て学び、授業のユニバーサルデザイン化に取り組んだ。
２．配慮が必要な児童生徒への支援
　　特別支援教育支援員（小学校2名）を配置し、支援を要する児童に学習支援を行った。
３．着実な英語力向上

　　講師を招聘して研修を行い、英語教育の充実や指導体制の確立、実践的な授業の工夫改善および指導方法の研
　　究などを図った。
４．プログラミング教育の推進

　　講師招聘を行い、プログラミング教育の授業づくりや、指導方法を学ぶことで、指導力向上を図った。
５．外部の専門家の導入
　　水泳講師を招聘し、児童のスキルアップや教職員の授業力向上を図った。
６．道徳教育の更なる推進のための取組

　　道徳研修を実施し、教職員の指導力向上や指導方法の改善を図った。

１．教職員の指導力を高めることができ、児童生徒へ最適な指導を行うことができた。それにより「勉強がわかる」
　　と答えた児童生徒が88％、「意欲的に授業に取り組んでいる」と答えた保護者が89％となった。

２．特別支援教育支援員の配置と、特別な支援を必要とするすべての児童生徒の「個別の指導計画」を作成した
　　ことで、組織的な指導・支援を実施することができた。それにより、「わかりやすい授業に努めていると思う」と
　　答える保護者が95%となった。

３．すべての英検受検者が合格した。
　　また、「英語の授業に自分で考え、自分で取り組むことができている」と答えた児童生徒が96%となった。

５．アンケートにおいて、「体育の授業が楽しい」と答えた児童が98%となった。

６．「自分の考えを深めたり、話し合ったりする活動に取り組んでいる」と答えた児童生徒が94％となった。 43



（１）道徳の授業を通じて、主体的で対話的な授業の在り方や学習意欲向上研修 （年１回：１１月１０日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　講師：高知大学　准教授
　　　　　内容：講義と研究授業での指導    

（２） 公認心理士の活用
　　　　・学校生活における日常的な支援　　【毎週月（小学校）・金（中学校）１０時～１６時】
          ・児童生徒の見取り、支援の方法等についての教職員への助言　
          ・休業中の児童支援（カウンセリングや家庭訪問）（２回）
          ・放課後・週末に児童生徒にカウンセリング（６人・２３回）
        　・部活や子ども会の運動部の指導者と情報共有　【月１，２回】　
　　　　・保小・小中引継ぎ会、村の子ども連絡会、村の校長・教頭会に参加【年１５回】　
          ・ＳＣ・ＳＳＷとの三者支援会　（児童生徒の情報共有・支援体制等）　【年６回】
　　　　　　　　　　　　　　

 

・確かな学力を身につける教育の推進
　　主体的で対話的な授業の在り方や学習意欲の向上を図る。

・豊かな心の育成
　   自己肯定感を高め、一人一人の良さを認め合いながら、仲間と
　   ともに高め合う子どもの育成を図る。　

・一人ひとりの子どもの特性に対応した、きめ細やかな教育の推進
　   スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等外部の 
      専門機関との連携を図り、校内支援委員会の充実を推進する。 

 
　
　

・主体的に学習する力が弱い。

・自己課題に対する問題意識や自
尊感情が低い。

・コミュニケーション力や表現力
に課題がある。

　

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

（１）「議論する道徳」に向けての２大ポイント「自己との関わり」「多面的・多角的」に考えることを視点に、授業を
組み立て評価をすることを教えて頂き、教職員の授業改善につながった。
◇評価指標：道徳意識調査
　「自分には良いところがある」→肯定的回答 小100%・中92%
  「道徳の授業では自分の考えを伝えたり他の人の考えを聞いたりしながら自分のことについて考えている」
                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →肯定的回答 小97%・中92%

（２）学校や部活・子ども会での様子から児童生徒を見取り、教職員に助言、また、ＳＣ・ＳＳＷとの三者支援会を
開催することで児童生徒への継続した支援へとつなげることができた。
◇評価指標：学校評価アンケート
　「授業中話を聞いて考えようとしている」　→肯定的回答 小100%・中97%　
 　「学校が楽しい」　　　　　　　　　　　　　　　→肯定的回答 小100%・中96%　　　　　　　　

主な成果

　小中連携による豊かな心の育成支援事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：Ⅰ

北川村
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○キャリアアドバイザーの夢や目標に考える学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
講師招へい（馬路中学校：1回　高知大学医学部）

○専門的な技術を学び、能力を伸ばすための学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
水泳指導　（馬路小学校：４回　魚梁瀬小学校：４回）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○教員の業務負担軽減のための臨時職員１名配置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話対応や来客対応、配布物の印刷等の通常業務と課外学習や学校行事の支援、夏
休み期間中の研修に教員が参加しやすいよう環境整備を行ったことで、教材研究や生
徒指導の時間を確保することができた。

○進路の探索や選択にかかわる基礎能力や勤労観・職業
観の育成などキャリア教育を推進する。　　　　　　　　　　　
○外部の専門家を活用し、児童生徒の能力及び教員の指
導力の向上に努める。
○教員が児童生徒の一人一人と向き合うことができ、自己
研鑽に努め指導力の向上を目指せる環境を整える。

年少人口の減少に伴い、児童生徒数も
大きく減少しているが、小中学校が意欲
的に活動することで地域全体の元気に
つながっている。小中学校の９年間は、
確かな学力、運動能力、豊かな心と体
をつくる大切な時期であるため、家庭・
学校・地域で子どもたちが自ら生き抜く
力を育むことが必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○外部人材を活用して、話を聞いたり一緒に学習することにより、知識を広げ、将来に
ついて考えるよい機会となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○水泳の専門的な指導を受けることにより、目標に向かって意欲的に取り組む姿勢が
みられた。教員は、効果的な指導方法を習得し、指導に生かすことができた。　　　　　　　　　

○臨時職員の配置により、教員の１人あたり時間分の業務負担軽減がなされ、その他
の業務に時間を使用できることができた。

主な成果

教育重点課題の取り組み（キャリア教育及び小・中一貫教育の推進

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳・体

馬路村
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　Ａ【長期を見通した支援研修     】

　特性のある子どもへの支援・指導法の共有及び情報共有。
　①ひまわりの会　講師招聘　全8回（保～中）
　Ｂ【保護者への理解      】

　特性のある子どもへの理解を深める講演。小学校入学前の体験入学時に保護者対象　
　に実施する。

     　①体験入学時講演
　Ｃ【特別支援教育支援員配置】

 　主に普通学級において、多様な児童生徒に対応できるよう支援を行う。
　①支援員の配置（小・中　各1  名）

特別に支援・配慮が必要な児童生徒は年々増加
傾向にあり、一人一人の特性に応じた対応を長期
的かつ継続的に行う必要がある。そのためには、
就学前から就学後まで、保育士・教職員・保護者
等が共通の認識を持ち、児童生徒の生育環境を
整え、組織的な指導・支援を行える体制を維持す
ることを目的とする。

特性のある子どもが年々増加傾
向にあり、それぞれの特性に応じ
た対応が必要である。
長期的かつ継続的に支援が必要
であるが、知識や経験不足からで
きていない。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

ひまわりの会における研修では、長期の休校や日常生活が変化したことによる児童・生
徒への支援体制の強化につながった。また、特別教育支援員の尽力もあり、不登校0を
継続できた。

同じ方を特別教育支援員として配置できたことで、中学校では特に生徒との信頼関係も
深くなっており、希望する進路への進学にもつながった。

講師を変更して実施した保育所・幼稚園でのひまわりの会の研修は、新たな視点が持
てたと好評であった。

主な成果

全ての子どもたちのための事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅱ 知・徳・体

芸西村
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・児童生徒の学習意欲を高めるための機会の確保のために多忙化解消職員の配置

　(小・中　各1名)

・命の教育講師招聘研修

・小学校における外国語支援員の配置　(小学校　1名)

・将来につなげる様々なキャリア教育の実施

・生徒間・教員間の交流事業

・生徒の部活動への意欲を向上させ、参加する機会の確保

自分の考えを述べたり、思考を要するものや、判
断し記述したりすることが学習面での課題となって
おり、「書く力」の育成を図り、思考・判断・表現力
の向上につなげていくことが必要である。学習面
の課題とともに「やさしく・たくましく・自立した子ど
もの育成」にむけて知・徳・体の調和のとれた健や
かな子どもの育成を目標とする。

道徳教育・人権教育を中核とした
調和の取れた基礎教育の確立。
思考・判断・表現力の向上につな
げる基礎学力の向上。
教職員の多忙化を解消し、児童
生徒と向き合う時間の確保。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

これまで小学校・中学校に兼務で配置していた多忙化解消職員を各学校に1名配置で
きたことで、教員の満足度や肯定的な意見が更に増した。

外国語支援員の配置による外国語の授業の質の向上や児童の理解力の向上について
も肯定的な意見が多く、不慣れな外国語の授業の支援につながった。
中学3年次における英検3級程度の力があると思われる生徒の割合は約48.3％で、目標
の50％には届いていないものの昨年度より上昇した。
部活動の加入率は83.5％と昨年に引き続き全国平均を上回っており、部活動参加の意
欲向上につながっている。

主な成果

義務教育に係る事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳・体

芸西村
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・講師招聘公開授業研修会開催。
　「深い学びに向かう算数科授業の創造」　講師：高知市立泉野小学校教頭　70名参加　
・漢字検定料助成。（小１～中３　175名　年間１回）
・子ども手帳を小学校５年生～中学校３年生までの全児童生徒へ配布・活用。

・デジタル教科書（小・中）整備およびＩＣＴ機器活用型授業改善推進へのサポート実施。
・E-Learning（LINES)活用（小１～中３全学年実施）等による個別最適化した学びの実現と基礎学力の定着。

・ICT支援員による授業サポート実施とICT活用環境整備実施。  （小：国・算・理・社・図・音・総・プログラミング他）
・月１回、カウンセラーを雇用し相談サロンを開催。多面的多角的な支援の実施：相談計７６人継続計６７人
・言語活動支援員1名を雇用し、教育委員会に配置。学校のニーズに合わせて町内３校の支援実施。
　（新教科書に合わせた並行読書リスト作成、学級文庫整理、掲示物作成、読み聞かせ　等） 
　

・自律した学びを習慣化し、学習意欲と学力の向上を図る。
・新学習指導要領の方向性を踏まえ、自己研鑽につなが
る研修等を通して、探究的な授業づくりをより一層推進す
る。
・教科学習の中でICT授業を増やし、教師の活用力向上と
共に児童生徒の学習意欲の向上と定着を図る。
・外部専門人材を活用し、チーム学校として、多面的に学
校をサポートする。

・言語能力育成に向けた取組や主体的
な学び手育成に向けた授業改善に課題
が見られる。
・各種学力定着検査の結果から、学力
の二極化が見られ、基礎的な学力や学
習習慣の定着に課題があり、支援が必
要な児童、家庭への継続したサポート
が必要である。
・ICT機器の導入と共にICT機器を利用
した授業改善や学びの個別サポートが
必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

◎講師招聘研修や漢字検定の助成等により、教職員の授業力向上と学力向上につながった。
◎外部人材の活用（ICT、言語活動支援員）と環境整備（デジタル教科書等）により、児童生徒の学習意欲向上や
　不登校未然防止等諸課題の改善につながった。
・【年度末ＣＲＴ結果】前学年度末結果＋２ｐｔ以上の割合40.9％

・【漢字検定・受検者対象取得率(目標値比）】　目標値達成率55.6％
・【手帳管理児童生徒意識調査肯定回答（目標値比）】「時間を意識するようになった」73％ (-7)
・【授業者対象意識調査肯定回答（目標値比）】
　「デジタル教科書やＩＣＴ機器の教科活用率」85％(+5）・「教員のICT活用指導力のチェックリスト」82.1％(＋2.1)
・【児童生徒対象意識調査肯定回答（目標値比）】

　「ICTやE-Learning活用授業が楽しい」94.6％（＋14.6）
　「ICTやE-Learning活用授業は分かりやすい」89.8％（＋9.8）
・【関係教職員対象意識調査（目標値比）】
　相談サロン校内支援会反映率100％・諸課題の改善100％(+20）・教職員の心理的不安軽減100％。(+20）
・【教職員意識調査肯定回答（目標値比）】
　「言語活動支援員配置により、業務負担が軽減されていると感じる」85％(+5)。
・【児童生徒対象意識調査肯定回答（小１～中３）】「読書が好き」89.4％

主な成果

探究的な授業づくりのための学校サポート事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け： Ⅰ 知・徳

本山町
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・学習に必要な教材作成等学習環境の整備実施。

・英語検定の助成。（小学生希望者24名・中１～中３　48名　計 72名）　

・小中連携した英語教育を推進することによる、中１ギャップの解消や英語力の向上。
　（担当者会　4/28,2/25   授業公開11/12嶺北中学校公開10名参加　小学校外国語教材整備　他）

・掲示物や教材等外国語学習環境を整備する。
・生きた英語に触れる機会を増やし、コミュニケーション力
の向上を目指す。
・保・小・中と連続した学びを展開する。
・教職員の外国語不安を軽減し、授業力向上を目指す。

・ALTを２名配置し、保･小･中における
外国語活動や教育に携わってきたこと
により子どもたちの英語への興味・関心
は高まっているが、主体的にコミュニ
ケーションをとろうとする児童生徒の姿
や検定取得率等基礎的な英語力の定
着には課題が残る。
・小学校教員の英語力・授業力への不
安がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

◎中学生の学習意欲と、小学校教職員の授業意識が向上。
　小３～中３児童生徒対象年度末外国語に関するアンケート肯定回答
　「英語の学習が楽しい」小学生77.1%　中学生91.7%
   「英語を使って外国の人と話してみたい」小学生62.6%　中学生70.8%

・小学校教職員の授業への意欲や授業力の向上
　「子どもと一緒に楽しんで授業を行っている」100%　  「おおよその授業の流れがつかめている」100%

◎英語検定受検者対象取得率上位層出現率向上
　　【小６希望者:5級以上50%（６名）】　　　　　　　　【中１:５級以上:100%　内4級3名,3級2名】
　　【中２:４級以上:47.6％　内３級6名】    　　　　　【中３:３級以上:40％】

主な成果

グローバル化対応教育推進サポート事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け： Ⅰ

本山町
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【小中一貫教育推進プロジェクト】
・スーパーバイザーに京都産業大学の教授を迎え（オンデマンド研修）、令和４年度開校予定の義務教
育学校に向けた研修を行った。
・11月26・27日に小中管理職・教諭、教育委員会計8名で鞆の浦学園視察研修をし、義務教育学校の
実際について、研修を行った。
【外部活用学力向上推進プロジェクト】
・中学生の漢検・英検・数検の受験料全額補助、小５～中３のG-TEC受験料も全額補助している。
【小中連携体力向上推進プロジェクト】　
・国士舘大学　教授　細越　淳二氏による「体育科における集団思考の場面と運動量の保障を両立さ

せるための手立て」「コロナ禍でも効果的にできる運動」について、Zoomによる研修を行った。

○大豊町の将来を託す子どもたちの健やかな成長、そし
て生まれ育った大豊の将来に強い思いを持ち、無限の可
能性に挑戦するたくましい成長を願う。
○小中一貫教育による「大豊らしい特色ある教育」「子ども
たちが夢中になれる学校づくり」「子どもたちが夢のきっか
けをつかむことのできる教育」を推進する。
○急速に進むグローバル化に対応する国際的な視野を持
ち、世界に通用する人材育成を目指す。

○地域の将来を託す子どもたちのよりよき
教育を実現するうえで、人口の過疎、高齢
化とともに児童数・生徒数の減少など大き
な課題となっている。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・今年度は、コロナ禍で研修を計画通りには行うことができなかったが、Zoomで行うなどの工夫を
　して行い、令和4年度開校時の教育計画の領域ごとのカリキュラムの見直しは次年度も継続する
　が、作成することができた。
・視察研修についても広島県の鞆の浦学園に行くことができ、義務教育学校の実際や開校に向けて

　今何が必要かなどを教わり、取組に生かすことができた。
・外部活用学力向上推進プロジェクトを行うことにより、学力向上に向けた取り組み(分析を生かした授
業改善や個人の経年変化で伸びを児童・生徒が知り、意欲づけとなる）を推進することができた。

主な成果

【保小中一貫教育】学力体力向上プロジェクト

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳・体

大豊町
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○ICT教育の充実

• 保小中ＩＣＴ推進アドバイザーの配置・・・保小中ＩＣＴ推進アドバイザーを配置（外部講師）し、保・小・中におけるICTを活用した指導力
の向上や業務の効率化に向けた支援を行った。

• ICTに関する校内研修の実施・・・Googleより講師を招聘し、１回（小中教職員全員参加）のChromebook活用研修を実施した。
○基礎基本の定着
• 副教材の購入・・・年間を通じてドリル等の教材を購入・活用し、家庭学習時間の確保及び基礎基本の定着を図った。

• 漢検、英検等の受検促進・・・英語検定をのべ58名（小11名、中47名）が受験した。漢検は実施しなかった。
○読む・書く・考える力の強化

• 小５～中３が各４回のエッセイ講座を実施した。
○ 校内研修の充実
新型コロナウイルス感染症の拡大により実施が危ぶまれたが、Zoom等を活用するなど、工夫して実施することができた。

• 7/10　校内研修「互いに認め合い、高め合う学級づくり」
• 9/8-9　道徳研究授業研修
• 9/29　　体育授業実践力向上研修アッププログラム球技

• 11/4　　体育授業実践力向上研修プログラム持久走
• 1/6　　　校内研修「互いに認め合い、高め合う学級づくり」
• 2/7　　　校内研修「子ども同士の対話から思考を深める道徳の授業」
○視察研修については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりほとんどが中止となるか、参加を見送った。

○「学校教育」の充実・学校教育環境の整備
知・・・確かな学力の定着を図り、独創性や表現力を育む。

• 学力向上対策推進事業
• 教職員のキャリアステージにあった資質・指導力の強化

• ＩＣT教育の充実（ＩＣT機器の整備、教員の指導力向上、児童生徒
の情報活用能力の育成）

• 自主学習や家庭学習の充実

○2020年（小学校）・2021年（中学校）からの新学習
指導要領への完全移行やGIGAスクール構想の実現
など、子どもたちを取り巻く教育環境が大きく変わろう
としているなか、教員もそうした状況の変化に対応を
迫られている。
○高知県学力定着状況調査においては、概ね県平
均を上回る結果が出ている一方で、家庭学習時間は
中学１・２年生でも１時間未満の生徒が多い。

○学年による格差や、個人の格差、教師の指導力の
格差を生まないために、学校全体として確実に学力
を身に付けさせるための指導力の向上および効果的
な副教材の活用等が必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○ICT推進アドバイザーの支援により、Wi-Fiネットワーク環境の整備及び１人１台端末の調達から授業での活用までをスムーズに進める
ことができた。
○１日に１コマ以上「１人１台環境」で生徒用ICT端末を活用した授業を実施する　56％（9クラス中5クラス）
○R2高知県学力定着状況調査結果は以下のとおり。
（R2 小学校4年国語75.8（県比較+9.1）算数74.5（県比較+8.7）
     中学校1年国語60.4（県比較-3.8）社会49.3（県比較+1.7）数学49.1（県比較-9.4）

　　理科56.8（県比較-3.1）、英語44.3（県比較-7.0））
○英検受験者の合格割合は60.3％であった。
○HOTSエッセイ講座では、各学年ごとの達成水準を90％の生徒がクリアした。
○校内研修受講後に行動変容が見られた受講者は93％であった。

主な成果

土佐町学力・指導力向上対策事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

土佐町
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①授業改善のための講師招聘及び視察研修
　7月　　コミュニケーション能力育成（対話的な授業構成の工夫）のための校内研修
　11月　「中山間地域における特色ある学校づくり推進事業」 大川小・中学校公開授業研究会

　11月　キラキラフェスティバル　学習発表
　12月　先進校視察　高知市　義務教育学校土佐山学舎（2名）
　 1月　2月先進校視察　高知市　義務教育学校行川学園(6名）
 　2月　講話　リモート研修
   2月　埼玉県学力・学習調査分析学習会　リモート研修
 　2月　義務教育学校プロジェクトチーム発足、検討会
 　3月　先進校京都大原学院　校長による講話 リモート研修

②職場体験学習の充実　
　7月21日～22日　職場体験学習実施   9月30日　職場体験学習報告会  
　3月18日　キャリア学習（次年度に向けて）

○コミュニティースクールを基盤とした小中一貫教育の推　
　進を図る。
○少人数指導に対応した個に応じた指導の確立や複
　式学級における授業の研究、９年間を見通した学び
　の確立、きめ細かな保小中連携教育の在り方。（知）

○子どもたちが多様な体験やさまざまな人との出　
　 会いを通して、学ぶ意欲や将来の夢を持つこと。（徳）

自分の考えを人前で伝える事が苦手な
児童生徒が多く、コミュニケーション力
の向上を図るために、探究的・対話的な
授業へとさらなる授業改善や少人数指
導に対応した個に応じた指導の確立、
複式学級における授業の研究、9年間
を通した学びの確立を進め、きめ細か
な保小中連携教育が必要であると考え
る。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

よりよい学校にするためのアンケートにおいての肯定的評価目標値（児童生徒）　
　「あなたは、学校生活が楽しいですか」　　Ｒ２　89％

　「先生は、わかりやすく勉強を教えてくれますか」　           Ｒ２　100％
教職員アンケート
　「先進校視察は参考になりましたか」　    Ｒ２　100％　　　

学校評価アンケートにおいての肯定的評価目標値（児童生徒）　　「将来やりたいこと、なりたい職業など自分の夢をもっていますか」　 Ｒ２　85％
  全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙
　「人の役に立つ人間になりたいと思う」　 Ｒ２　100％
　「地域や社会をよくするために何をすべきか考える」  Ｒ２　100％
②報告会でのチェックリスト結果（コミュニケーションポイント）

　相手意識をもって、発表できていたか　 Ｒ２　100％

 令和4年度開校を目指して、義務教育学校移行に向けてのプロジェクトチームを発足し、ブロック分けや教育活動についてなど、検討をしている。視察を
通して、視察したものは義務教育学校のイメージを持つことができた。学力向上については、埼玉県版学テで経年変化を見ていくと、ある一定の伸びが見
られた。

職場体験学習については、来年度に向けて、村内で勤務されている方を2名講師としてお招きし、話を聞くことができた。キャリアパスポートで振り返りを
行った。

主な成果

大川村の未来を支える人材育成事業（大川村元気プロジェクト）

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：Ⅰ

大川村
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①　ICT教育のための環境整備
　　　随時タブレットPC持ち帰り学習　　夏休み・冬休みタブレットPC持ち帰り学習
②　ＩＣＴ活用教育に係る講師招聘
　　　８月 大川小･中学校 校内研修　ICT活用教育に係る講師招聘（香川大学　准教授）
　　　１月 大川小･中学校 校内研修ICT活用教育に係る講師招聘（放送大学　教授）
③　先進的な取組についての視察研修
　　　12月　 須崎市立多ノ郷小学校　プログラミング教育公開授業参観
④　ICT支援員によるICTの活用教育推進

　　　5月校内研修　ICT支援員によるロイロノート活用研修
　　　3月校内研修　ICT支援員によるロイロノート、ラインズ活用研修
⑤遠隔交流
　　　山梨県丹波山村立丹波中学校　オンライン交流　

　

・日常的に授業や教育活動において、積極的に活用する。
・ICTを活用した家庭学習への持ち帰りは小規模校ならで
はのメリットであると考える。今まで以上に効果的なＩＣＴの
活用を行い、学校での学習活動や家庭学習の改善を図る。　　
・日常的に接することのない学校外、地域外の人との交流
する場を効果的に設定(遠隔授業含む）していくことにより、
交流学習を通して郷土を愛し、自分の将来像を意識し、自
信をもって自分の思いを表現できる子どもの育成を目指す。

○ＩＣＴ機器活用能力の向上が必
須である。特に小・中学生時に、Ｉ
ＣＴ機器に触れることにより、当た
り前に活用できる能力を育成する
ことは大切である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○ＩＣＴ支援員がいることによって、いつでも疑問を解決でき、ト ラブルの発生時にすぐに対処できるという安心感から

　教員が ＩＣＴを活用した授業に集中できた。
○教員のＩＣＴ活用能力向上により、児童生徒により質の高い授業を提供することができた。
○タブレットＰＣを活用したプレゼンテーション実施　中学生全員

○家庭学習の充実に向けたタブレットＰＣ持ち帰り学習の実施
○コロナによる休校中には、ロイロノートやテレビ電話を活用し、オンライン授業を実施することができた。

○ＩＣＴ活用アンケートにおいての肯定的評価（全教員対象）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　「ICTを使った授業では、教師が指導を行う一斉授業の場面で効果を発揮した。」目標値90％以上　　R2達成状況９４％
　　「従来の授業と比べて、児童生徒の興味や理解は深まったと感じる。」  目標値90％以上　　　R2達成状況９４％　　

主な成果

大川小・中学校 ゆめみらいＩＣＴ活用教育の推進

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：　Ⅲ

大川村

53



・保幼小指導員（１人）、教育指導員（１人）、教科指導員（１人）、SSW兼教育相談員（１
人）を任用し、特別な支援や配慮が必要な子どもを中心とした継続的な支援及び就学に
向けた支援を実施し、相談支援チームの体制を充実させ学校をバックアップし、支援が
必要な子どもや保護者の環境改善に取り組んだ。
　保幼小指導員、教育指導員・・・年間１８９回の訪問
　教科指導員・・・年間１３５回の訪問
　SSW兼教育相談員・・・カウンセリングの開設（年間１９回、夏季休業中１６回）
・優れた知識・技術を持つ人材を活用した学習や、地域の文化や環境を生かした体験学
習を講師を招聘し実施。（町内小中学校が主体となり、年間７８回実施）

　教員とは異なる専門性や経験を有する専門的ス
タッフ等が適正に配置され、それぞれの専門性を
活かしチーム学校の構築に寄与する。
　また、発達段階に応じたキャリア教育を学校・保
護者・地域が協働して実施することにより、子ども
たちの豊かな心が育まれ、自尊感情が高まり、社
会を生き抜く力が育成されることを目指す。

学校における課題や児童生徒の
抱える課題は複雑化・困難化して
いる中で、専門的スタッフ等の力
を活用しチームとして学校の教育
力・組織力の向上を図ると共に、
子どもたちの健やかな心身の発
達を促し、豊かな心を育み、自尊
感情を高める。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

　年間を通して、園・学校に対し子どもたちへの具体的な支援方法等を助言し、バック
アップすることで相談支援チームの体制を充実させ、支援が必要な児童・生徒・保護者
への環境改善に取り組めた。
　また、園長・校長に対する事業評価アンケートにおいて、「チーム学校が強化してい
る。」への肯定的評価９５．２％、「チーム学校の取り組みとして有効な事業であると考え
られるか」への肯定的評価１００％、「生きる力が育成されている」への肯定的評価１０
０％という結果となった。

主な成果

チーム学校強化事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

いの町
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・特別支援教育支援員（１４人）、生活学習支援員（１人）、養護支援員（１人）を任用し、
児童の安全確保及び支援を行った。

・特別支援教育支援員に対し、特別支援教育及び発達障害についての研修会を行った。
（年間４回）

　町雇用教育関係職員として雇用した、専門的ス
タッフ等の力を活用し、学校の目標の実現や課題
の解決を図る。
　子どもにしっかり向き合うことにより児童生徒の
自己肯定感が高まり、親子の心の安定につなが
る環境が整えられる。

　軽度の発達障害を有する児童、
知的学級・病弱学級に在籍する児
童等に対し、安全を確保するとと
もにそれぞれの発達に応じた教育
及び支援の充実を図る。
　特別支援教育支援員の発達障
害の児童に対する理解を深めるこ
とで、児童に対する支援の質の向
上を目指す。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

　年間を通して、児童の安全確保及び授業等における支援を行うことができた。
　また、特別支援教育及び発達障害についての研修会を行うことで児童に対する理解
が深まり実践で活かせることができた。
　校長に対する事業評価アンケートにおいて、「特別支援教育支援員の業務日誌や報
告の内容を支援会等で活かせているか」の問いに対し肯定的評価８５．７％、研修会を
受講した特別支援教育支援員に対してのアンケートにおいて、「発達障害に対する理解
が深まったか」及び「研修会で学んだことを実践で活かせるか」の問いに対し、肯定的評
価１００％という結果となった。

主な成果

特別支援教育の充実事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅱ 徳

いの町
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・ＩＣＴ支援員（１人）を任用し、教育委員会事務局から各校へ派遣し、教職員向けの校内
研修や授業支援、ＩＣＴ機器のトラブル対応などきめ細かく対応した。
　（年間140回の訪問）

　教員とは異なる専門性や経験を有する専門的ス
タッフ等が適正に配置され、それぞれの専門性が
活かされ、学校全体の組織力が向上する。
　児童生徒及び教員のＩＣＴ活用能力向上を目指
す。

　令和元年度、小中学校へ導入し
たタブレット端末及び授業支援ソ
フトと、電子黒板等を活用した授
業実践を支援し、児童生徒及び教
員のＩＣＴ活用能力向上を目指す。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

　年間を通して、学校に対し支援を行った。
　各校でのＩＣＴ機器のトラブル対応、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の臨時休
業を知らせる各校のホームページ更新支援、校務支援システムの操作支援、大型モニ
ター・電子黒板機能付きプロジェクター等ＩＣＴ機器設置のサポート、Google for　
Educationの研修支援や学校へのサポートを行った。
　また、校長に対する事業評価アンケートにおいて、「ＩＣＴ支援員の派遣によって、プロ
グラミング教育の推進につながったか。」の問いに対して、肯定的評価８５．７％という結
果となった。

主な成果

デジタル化社会に向けた教育の推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅲ 知

いの町
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１．先進校視察研修
　　12/3愛媛県伊方町立瀬戸中学校　10名参加・12/4愛媛県伊方町立三机小学校　7名参加
　　（管理職1名、各校研究主任等3名、地教委6名、合計10名参加）
２．英語活動支援員の雇用
　　　支援員が小学校3校でALTの支援等を行った
　　スクールサポーター雇用

　　　北校区、南校区各1名×12月雇用
３．講師を招聘しての研修会
　　（特別支援教育の視点での早めのみとりと効果的な支援方法）
４．各中学校での命の教育
５．体作りの推進（運動教室）
　　食育の推進　食育マナー教室、食育の日学校訪問、朝ごはん料理教室　　
　　歯科衛生士による歯磨き指導

○仁淀川町スタンダードと言うべき授業力の向上と定着を
図る。
○教員がしっかり児童生徒と向き合う時間を確保する。
○学校が落ち着くことにより、児童生徒も落ち着いて学習
に取り組み、学力向上につながる。
〇児童生徒には自尊感情や運動、食育など低学年の時
から良い生活習慣の定着を図る。

○一定授業力の向上はみられるが、ま
だ全教員に浸透しているとは言い難い。

○教員が授業以外の業務に忙殺されて
いる。
〇仁淀川町ならではの小規模な学校に
おける、きめ細やかな対応のできる体
制を構築する必要がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇スクールサポーター雇用により、教職員の多忙感が解消され、教材研究や個別指導の時間が増えた。
〇英語活動支援員が授業に加わることにより、生の英語に接する機会が増えた。
○先進校視察研しての研修により、管理職・教職員の意識改革、質的向上が授業改善に繋がった。研修報告を行内研修に位置づけ、共
有することで組織的な取り組みとなり、チーム学校の構築に繋がった。
　　学校評価アンケート「授業が良く解る」肯定的評価93.0%

〇講師を招聘しての研修会
　・是永先生：引き継ぎシートの作成100％
〇助産師による命の教育により命の大切さを実感し、夢や希望を持って生きる力を育めた。
　　道徳意識調査「自尊感情」肯定的評価86%

〇幼児体育の推進により運動の楽しさを体感させることができた。
〇マナー教室や食育の日学校訪問、朝ごはん料理教室を実施することにより、食の楽しさ、生産者への感謝の気持ち、生きる力の基礎
を学ぶことができた。
生活基本調査「毎日、朝ごはんを食べる」96%
〇歯磨き指導では正しい知識を学ぶことができた。

主な成果

チーム学校構築事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳・体

仁淀川町
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１．小中学生へ各種(漢字・英語・数学)検定料補助
　　全児童生徒に問題集購入

２．ペアレントトレーニング　1コース７回
　　ティーチャーズトレーニング　１コース６回

○各種検定にチャレンジし、自ら学ぶ意欲を持った児童生
徒の育成を図る。
〇ペアレントトレーニングやティーチャーズトレーニングに
より親や教員等を支援する。

〇不安や悩みを抱える家庭が多く、不
適切でうまくいっていない養育の例も見
られる。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇各種検定料を補助すること、また問題集を購入することにより学習意欲の向上が図れた。
　小学校漢検：受験率97％　5級合格率83％
　中学校英検：受験率100％　3級合格率46％
○ペアレントトレーニングを継続して取り組むことで子育ての悩みや対応の解決方法を学び親支援に
繋がった。
　子育てについてのアンケート「子どもへの接し方が分かった」　
　肯定的意見77.8％

〇ティーチャーズトレーニングにより、発達障害児に対する理解を深めることができた。
　日々の実践についてのアンケート「子どもへの接し方が分かった」肯定的意見61.5％

主な成果

要配慮児童生徒対策事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅱ 知・徳

仁淀川町
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１．ＩＣＴ支援員の雇用
　　支援員が小学校3校でＩＣＴ機器の整備やトラブル対応の支援等を行った

〇プログラミング教育の教材開発と授業支援を基本業務
とし、パソコン、Ipad、電子黒板等のICT機器の活用支援と
日常的に起こるICT機器のトラブル対応等行い、業務の質
的改善と授業の充実を図る。

〇ICT教育を推進していくうえで、パソコ
ンや電子黒板等の操作に困難を示す教
員が一定数存在する。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

ＩＣＴ支援員の雇用により、教員のサポートを行うことで業務の質的改善と授業の充実化が図られた。
【ＩＣＴ支援員に関するアンケート】
　ＩＣＴ支援員の必要性について：とても必要である100%
　ＩＣＴ支援員の活動について：とても満足している40%
　ＩＣＴ支援員のスキルについて：十分である60%

　機器の不具合やトラブル等に対応する負担について：大きく改善した60%
　ＩＣＴを授業に活用する機会について：多くの授業で活用している60%
　次年度のＩＣＴ支援員配置の要望について：強く要望する100%

主な成果

デジタル化教育推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅲ

仁淀川町
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①学校経営マネジメントに係る研修会及び視察研修の実施。

・教頭及び研究主任合同研修会の開催（演題：「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた校内研修の進め方のつ
いて」講師：中部教育事務所　指導主事　　参加者：町内小中学校教頭及び研究主任等１５名）
　

②中土佐検定実施：小学校算数検定年間３回実施（①7/1,②11/25,③2/17)中学校数学・英語検定年間３回実施（①
7/3,②11/19,③2/4)漢字検定年間２回実施（①9/24,②1/21)

③中土佐検定に係る視察研修（11/11小野市うるおい交流会館エクラ　体験型講演会　参加者：教育長　研修指導員　
計２名）

④中学校２、３年生で英語検定を受検（１回）し、中学校での英語力を見取る。（総受検者数：中学3年生41名、中学2
年生45名）
⑤中学校１～３年生でスコア型英語４技能検定を年１回実施し、４技能の定着状況を把握及び授業改善を図る。
・受検者：中学3年生（41名）中学2年生（45名）中学1年生(24名）

⑥2/21大野見地区保小中連携教育研究発表会（演題「スポーツ栄養学からみた保小中連携の可能性」講師：日本体
育大学　助教　参加者：約70名）

☆小学校版『中土佐検定』（算数・漢字）実施，中学校版『中土
佐検定』（数学・英語・漢字）を実施し，組織的な取組により，繰
り返しトレーニングすることで基礎基本の定着を図る。

☆英語検定・スコア型英語4技能検定を実施し，英語力の定着
を図る。

☆児童生徒一人ひとりの学力を保障していくために，栄養教諭
を活用し，生活リズムとも関連させながら啓発していく。

○小中ともに，高知県学力定着状況調査に
おいて，国語科，算数科及び数学科におい
ては全国との差は改善されつつあるが，十
分とは言えない傾向にある。

○積極的な授業改善を行い，新学習指導
要領に向けた児童生徒が主体的に取り組
む課題設定と深い学びのある授業作りに組
織的に取り組む必要がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

『中土佐検定』（小学校版）合格率（3回平均）・・・算数97％（Ｒ2達成指標より-3％)
『中土佐検定』（中学校版）合格率（3回平均）・・・数学87.6％（R2達成指標より-10.4％)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語94.6％（R2達成指標より-3.4％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漢字98.5％（目標指標達成）（2回平均）
【令和２年度高知県学力定着状況調査正答率】＜中土佐町平均と全国比＞

　　　＊算数　小４　＋6.7Ｐ　　小５　＋4.3Ｐ　　　
　　　＊数学　中１　＋2.8Ｐ　　中２　＋7.7Ｐ
　　　＊英語　中１　＋1.8Ｐ　　中２　-0.4Ｐ

【英検実績】　＊中学2年生英検4級以上合格率　70.3％　
　　　　　　　　 ＊中学3年生英検3級以上合格率　46.3％
【GTEC実績】＊町内中学3年生A1レベル以上取得率　97％　

主な成果

　        中土佐町学校組織力向上推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

中土佐町
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①不登校生徒が在籍する学校に不登校対策支援員を配置（久礼中学校1名230日）し，適応指導教室（教育支援セン
ター）との連絡・調整及び学習支援を行った。

②支援を要する児童生徒の情報交換会年間3回開催（5/11、9/3、1/15）参加者：教育長，教育次長，校長6名，研修
指導員，SSW，教育相談員　計11名

③特別な支援を要する児童生徒が所属する学校に特別支援教育支援員を配置する（小学校１校４名、中学校１校１
名配置）

④特別支援教育支援員に対する研修会年間2回開催

　・4月配置校にて就業規則や支援員の役割等勤務について確認（参加者：管理職,特別支援教育支援員,研修指導　　　　　
員）

　・8/5、1/5　特別支援教育研修会（講師：高知大学教職大学院　教授）講話及び事例検討会「事例検討を通した　校
内支援会議及びケース会の進め方について」（参加者：特別支援教育学校コーディネーター、特別支援学級担任、養
護教諭、特別支援教育支援員、不登校対策支援員、管理職、希望者　各会ともに合計２４名）

★児童生徒に応じた支援が行われることにより，学習意欲の向
上と基礎学力や学習内容が習熟できる。

★学習支援により自己肯定感が高まり，意欲的な学校生活が
過ごせ，そのことにより社会性が身につき，対人関係・コミュニ
ケーション能力が高まる。

★安心して学ぶことのできる環境整備を行うことができる。

〇特別な支援を要する児童生徒やその保
護者は学校生活に対する不安が大きく，実
態に沿った支援を行う人員配置が課題と
なっている。

〇特別な支援を要する児童生徒へ教員・支
援員が適切な支援を実施するためのスキ
ルアップが必要となっている。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

【研修会後アンケート結果】（肯定的評価）
　・「気になる子どもに対する理解が深まりましたか」100％
　・「効果的な支援の在り方について学ぶことができましたか」100％

　・「今後の実践に生かすことができる内容でしたか」100％

【特別支援教育支援員配置校年度末アンケート】（肯定的評価）

（１）特別支援教育支援員の配置により，児童生徒に応じた支援を行うことができ，学習意欲の向上と基礎学力や，学習内　　　　　　　
容の習熟を図ることができた。（100％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）特別支援教育支援員の配置により，自己肯定感が高まり，意欲的な学校生活が過ごせ，そのことにより社会性が身に
つき，対人関係・コミュニケーション能力を高めることができた。（100％）
（３）特別支援教育支援員の配置により，児童生徒が安心して学ぶことのできる環境整備を行うことができた。（100％）
（４）教員と支援員の連携により指導・支援の充実が図られ，校内支援体制が強化された。（100％）

主な成果

　特別な支援を必要とする児童生徒への支援充実事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅱ 知・徳

中土佐町
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①第１回中土佐町ＩＣＴ活用研修会　12/21　講師：四国情報管理センター　営業部長　
　参加者：教育長　教育次長　中土佐町教育研究所　６校　管理職及び情報教育担当者　研修指導員　合計17名

②第２回中土佐町ＩＣＴ活用研修会（各校にて開催）
　＊講師：中土佐町教育委員会事務局及び四国情報管理センター　＊参加対象：全教職員　　　
　　　・1/6　上ノ加江小学校（参加者：11名） 
　　　・1/7　大野見中学校　（参加者：13名）
　　　・1/13　上ノ加江中学校及び久礼小学校（参加者：26名）　　
　　　・１/25　久礼中学校（参加者：20名）
　　　・1/27　大野見小学校（参加者：13名）

③第３回中土佐町ＩＣＴ活用研修会
　＊2/9　講師：四国情報管理センター　営業部長
　＊参加者：教育長　教育次長　中土佐町教育研究所　６校　管理職及び情報教育担当者　研修指導員　合計17名

☆一人一台タブレット保持の時代において、児童生徒が自らの
課題解決に向けて、ＩＣＴをより効果的に活用することができる力
を身に着ける。

☆ＩＣＴを効果的に活用した授業を実践できる力を身に着ける。

○デジタル化社会に向けて、児童生徒及び
教職員のＩＣＴ活用力が十分でない。

○教職員が教育活動においてＩＣＴを効果
的及び効率的に活用することができていな
い。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

【実施後のアンケートより】（理由・意見・感想）
☆今後、事項の教育活動に生かせる内容だったか　100％
　・使って実際に活用できそうな見通しを持つことができた。

　・職員同士の情報共有の手段及び児童への指導や学習活動の手段として活用すること等、可能性を考えることが
できた。
　・他校との交流学習の際に活用してみたい。　

　・外国語科や総合的な学習、宿題等において、新型コロナウイルス感染症対策中でも、学習活動の幅を広げること
ができると感じた。
　・使い慣れることで生かせると感じた。
　・リモート学習に生かせると感じた。
　・地域の方等、学校外の方々とつなげやすいと感じた。

主な成果

 教育における情報化・ＩＣＴ活用推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅲ

中土佐町
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①町立の４小中学校に、１７名の特別支援教育支援員を雇用し、支援を要する児童・生
徒が在籍する学級や情緒障害児学級である佐川小・中学校の分教室に配置することで、
学校生活に適応しにくい子どもたちへの支援を行う。

②特別支援教育についての研修会へ派遣し、児童生徒理解や支援方法等に関する知
識や具体的な対応について学ぶ。　　4/5・6/30・8/20・1/7

③支援状況報告書をもとに、管理職や担任、コーディネーター等と児童生徒に合った支
援方法の検討会を実施し、組織的な支援を行う。

特別支援教育支援員の配置により、児童生徒の
成長を促すとともに、学習習慣の定着や学ぶ意欲
の向上を目指す。さらに、特別支援教育支援員の
資質向上を図り、チーム支援を構築することで、
課題の改善を目指す。

町内小中学校は、発達障害等の
支援を必要とする児童生徒が増
加傾向にあり、学力の定着、不登
校未然防止が喫緊の課題である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇新規不登校小学校3人、中学校2人（支援員担当児童生徒の不登校0人）

〇対象児童生徒のQ-Uアンケート
　　　　満足群　　　1回目　8％　→　2回目　25％
　　　　要支援群　1回目　39％　→　2回目　7％

〇地教連や町主催の研修会だけでなく、各校で研修会や支援会を行うことにより、支援員の支援力向
上につながった。

〇児童生徒の学習意欲が向上し、基礎学力の定着、自立した学校生活へとつながった。
〇各校での支援会や職員会への参加により、教職員と共通認識のもと支援を行うことができ、チーム
支援の構築ができた。

主な成果

町立小中学校サポート事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：Ⅱ

佐川町
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①「チーム学校」：東京成徳大学教授と大阪教育大学教授による研修会（年２回）
　内容・・・学校生活アンケート結果をもとに、チーム支援の観点で学校の現状を分析し、効果的な支援
について指導、助言

②「学級経営力」：立正大学教授による研修会（年６回）
　内容・・・個別支援が必要な児童が活躍できる授業づくり（斗賀野小）
　　　　　　望ましい人間関係を築く力の育成を目指す学級経営（佐川中１年・佐川小）
　　　　　　　

③「授業実践力」：秋田大学教授による研修会（年５回）
　内容・・・「主体的・対話的で深い学びのある授業」を作るために、共同研究を取り入れ小中連携した
授業づくりについて指導、助言（佐川小・斗賀野小・尾川小中・佐川中）

最先端の研究者の知見を活用して「チーム学校」
の仕組みを構築すると共に、教職員の学級経営
力及び授業実践力の向上を図る。

小学校で萌芽し、中学校で顕在化
する不登校問題や個人、学級、学
年による学力格差が本町の大き
な教育課題である。

目指すべき目標・
方向性　現状・課題

具体的な取組

①学校の組織力向上（学校生活アンケートより）
　　　　　援助チーム促進機能　　7月2.75　→　12月2.96
　　　　　援助者同士のつながり　7月2.99　→　12月3.06

②教職員の不安感減少（学校生活アンケートより）
　　　　　児童生徒への援助に自信がある　7月2.35　→　12月2.47
　　　　　児童生徒の指導への不安はない　7月2.09　→　12月2.24

③児童生徒の安心感UP（Q-Uアンケートの結果より）　　　　
　　　　学級生活満足群　小学校1回目61.3％→2回目71.1％　　　　　中学校1回目52.9％→2回目55.0％
　　　　要支援群　　　　　　小学校1回目　4.3％→2回目2.3％　　　　　 中学校１回目10.3％→2回目4.9％
　　　　　　　　　　　　　　　　

主な成果

　学力向上事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：Ⅰ

佐川町
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①花まる学習会　Atelier  for  KIDS
　　　　実施校：斗賀野小学校区（斗賀野小学校・斗賀野中央保育園・永野保育所）
　　　　　　　　　　黒岩小学校区（黒岩小学校・黒岩中央保育所）
　　　　内　容： アートによる非認知能力の育成
                     年間６回（発達段階に合わせた課題を設定した授業）
　　　　　　　　　　実施前のオリエンテーション・実施後の振り返り
　　　　　　　　　　小中合同会
②LITALICO

　　　　実施校：佐川小学校（自閉情緒障害学級を中心）
　　　　内　容 ：行動分析学の手法を用いて、児童や保護者への対応について教職員への指導助言
　　　　　　　　　 及び保護者への支援
　　　　　　　　　 テレビ会議１３回・ペアレントトレーニング４回・訪問支援１週間
③Qubena(全校・通年）

　　　授業中や帯タイム、放課後学習などで活用
　　　校長会や研究主任会、情報教育担当者会等で進捗管理や実践交流

町全体で明確な方向性を持って、保小中高と一貫
性のある教育を推進することにより、ふるさとに愛
着と誇りを持ち、心豊かでたくましい未来を切り拓
く子どもたちの育成を目指す。

小学校で萌芽し、中学校で顕在化
する不登校問題や個人、学級、学
年による学力格差が本町の大き
な教育課題である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇教職員の児童生徒理解力・授業力（学校生活に関するアンケートより）
　　　　　「生徒の援助には自信がある」7月2.26→12月2.3
　　　　　「生徒の指導への不安はない」7月1.89→12月2.2

　　★自ら新たなことを考え、試してみようとする教職員が増えた。

〇児童生徒の自己肯定感・学習意欲向上（学校生活に関するアンケートより）
　　　　「自分の得意なことやよいところを認めてくれる」7月3.38→12月3.44
　　　　「好きなことや自信のあることをほめてくれる」　7月3.28→12月3.40
　　★児童生徒の良さをいかした授業づくりにより前向きに授業へ向かう児童が増えた。

主な成果

　さかわ未来学推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知・徳位置付け：　Ⅱ
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1(1)学力向上‐新学習指導要領（新学指）の具現化に向けた授業改善・教員の資質向上・学校ｼｽﾃﾑの改革
　①越知町学力向上スーパーバイザーを年4回招聘した。11月20日（金）には、越知中学校で研究発表会を実施

1(2)学力向上‐個への支援（特別支援教育支援員の配置）
　①発達障害のある児童生徒と、配慮の必要な児童生徒に対して、特別支援教育支援員を小学校へ5名、中学校へ2名派遣　

1(3)学力向上‐世界に羽ばたく人材の育成
　①英語検定取得：今年度は準2級から5級まで年3回の検定を実施し、1人あたり2回分の受検料を支援
　②GTECの実施：4技能における英語検定を小6で実施
　③漢字検定取得：今年度から準2級から8級まで年2回の検定を実施し、1人あたり2回分の受検料を支援
2 人権教育の充実・学級づくりに関する教職員研修　
　①小中入学式、就学時検診時に鳴門教育大学教授を招聘し、保護者を対象に講演会を開催
　②鳴門教育大学教授を招聘（年3回）し、小中の全学級通覧から学級分析や課題のある児童生徒への支援方法を指導

3 GIGAスクール構想
  ①洲本市立加茂小学校へ2度訪問し、タブレット端末を活用した授業実践を視察した。
  ②洲本市教育委員会研修アドバイザーを2度招聘し、小中全教職員対象にICT活用研修を実施した。
　　

〇課題をしっかり分析し、改善への手立てを確実に実施する。
〇主体的・対話的で深い学びを授業で具現化していくため、探究的な「課
　題解決型」学習はもとより、学習の素地となる技能習得型での学びを徹
　底し、基礎基本を確実に身に付ける。
〇小中接続について、子供を中心に据えたさまざまな引き継ぎの手立て
　や取組を継続し、中１ギャップ等の問題が生じない状況を作る。
〇すべての子供に確かな学力を保証するために、各学力調査等を積極
　的に活用し、有効な対策を取っている。また、個別の支援・指導を学校
　の体制として組織的に実施する。

〇全国学力・学習状況調査等では、基礎基本
　の定着や活用問題に課題が見られる教科が
　ある。
〇個、集団の課題を見取り、つまづきに対応し
　た課題設定や組織的な取組が弱い。
〇小中接続を意識した授業ベーシックの連携
　や、教科横断的に言語活用能力を育成する
　ための研究推進が不十分である。
〇各学力調査や単元テスト・シート等を活用し　
　て、定期的に検証・改善を計画的に実施して　
　いく必要がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○主体的・対話的で深い学びを授業で具現化していくため、小中合同研修では「課題解決型」学習に向けた授業改善のための連携を
 　図ることができた。高知県学力定着状況調査において全国平均を100とした場合、小学校4年生国語-1.5、算数+2.4、5年生国語+7.3、
 　算数+13.3、理科+0.2、中学校1年国語+3.4、社会-7.7、数学-4.3、理科-1.8、英語-7.0、2年国語-1.6、社会-9.6、数学-2.3、理科-13.9、
 　英語-13.8であった。
○学力面や人間関係に課題があり、心配な児童生徒に適切な数の支援員を配置してきた。一人一人のつまづきに目が行き届き、迅速
　 かつ的確な支援ができた。放課後学習室では、学習支援員や放課後学力サポーターとも協力し合い、年間を通して計画的な指導を
　 継続することができた。また、SCやSSWなど専門性を持った人材との連携も学校組織の中に構築されている。
○本年度も3回の受検を実施し、3年修了時英語検定3級以上の取得率は39％であった。目標としている50％には到達できなかったが、
　 中学校1・2年生の意識の向上がみられ、来年度以降も継続することで検定取得率が上がることが見込まれる。漢字検定については、
　 今年度から実施を開始した。3級以上の取得率は23％であったが、3年修了時3級取得率50％を目標に、来年度は小学校4年生から
　 継続した指導・対策・取組を行っていく。
○生徒指導面で課題のあった学年において、個々への的確で丁寧な指導を継続してきたことで、トラブルが減少し人間関係が安定して  
　 きた。小学校では、学級の状態をレーダーチャートで可視化して児童と共有し、各学期ごとに学級の課題点を解決する方策を、自らが
 　考え実行することで、一人一人が学級の一員としての自覚と責任感の向上がみられる。

主な成果

子供の未来を拓く教育研究事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

越知町

66



①一貫教育支援センター
　・梼原町保幼小中高一貫教育推進協議会を年４回実施し、こども園・小学校・中学校・　
　　高等学校の教員が参加（共通のテーマに基づいた実践交流や研修）
　・園長校長教頭会での情報共有（月１回）
②多様な外部人材の活用
　・芸術特別講師（美術）の中学校への派遣（年７回）
　・エッセイ指導講座の実施（小５～中２：年５回）
　・劇団「わらび座」による御神楽指導（小５，６：年３回）
③外国語活動支援員の配置
　・こども園での外国語活動（３～５歳児：週２回）　
　・小学校での外国語活動（小１～小４：週１回）

梼原町は18年間の一貫教育を通して、未来に飛
躍する子どもたちが育つ町づくりを推進している。
そのためにこども園・小学校・中学校・高等学校の
各発達段階に応じた「前に踏み出す力・自立する
力」「考え抜く力・創造する力」「仲間とともに力を
合わせる・協働する力」の育成をめざす。

〇令和元年度の全国学力・学習
状況調査では、中学校の２教科で
全国平均を下回る結果であった。
〇人前で堂々と発表することを苦
手とする児童生徒が多い。
〇自尊感情や自己肯定感が低い
児童生徒がいる。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇園長校長教頭会や保幼小中高一貫教育推進協議会での協働により、こども園から高
等学校までの一貫教育が推進
〇エッセイ指導講座で「50分以内に作成する小論文の文字数」が200字程度（小5,6）・
300字程度（中1,2）を達成できた割合（全５回の平均文字数）
　目標値：80%　→　４学年中２学年で達成　
〇埼玉県学力・学習状況調査で「前年度より学力が伸びた」児童生徒の割合
　目標値：70％
　→　小５：２教科中１教科達成　小６：２教科中２教科達成　中１：２教科中２教科達成
　　　 中２：２教科中１教科達成　中３：３教科中１教科達成

主な成果

　一貫教育支援事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ
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①特別支援教育支援員の配置
　　・配置校・人数：梼原小学校２名
　　　　　　　　　　　　梼原中学校１名
　　・小学1,2年生を中心とした学習面・生活面への支援
　　・小学4年生を中心とした学習面・生活面への支援
　　・中学2,3年生を中心とした学習支援等

学力の定着状況に課題があったり、通常学級に
おいて特別な支援を必要としていたりする児童生
徒が、個々の状況に応じて学力を高めたり、自分
の長所を伸ばしたりすることができるよう、教員と
連携・協力して対象児童生徒を支援する。

〇発達障害など、通常学級におい
て特別な支援・配慮が必要な児童
生徒が増加傾向にある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇通常学級において特別な支援を要する児童生徒を支援員がサポートすることで、支
援を要する児童生徒だけでなく、学級内の他の児童生徒も落ち着いて学習に取り組む
ことができた。
〇支援員が別室登校の児童生徒への学習支援を行うことで、支援の手を厚くすること
ができた。また、別室登校の児童生徒が教室で授業を受ける機会が増加するなど状況
の改善につながった。

主な成果

　特別支援員配置事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅱ 知・徳

梼原町

68



①スタディサプリの活用
　・朝学習の時間（10分間）を中心としたスタディサプリの取組（小5～中3：週2回）
　　→取組状況の確認（週1回）、取組上位者の表彰（月1回）
　・長期休業中の宿題として、到達度テスト結果をもとに課題連動型問題を配信
②ICTの活用
　・オンライン研修会等への参加　　・校内ミニ研修会の実施
　・小中学校教員によるICT活用事例レポートの作成（各教員が学期に1回）
　・「ロイロノート」や「Life is tech lesson」など様々な学習アプリを活用
　・学びの保障オンライン学習システム実証事業（文科省）への参加

梼原町の子どもたちがSociety5.0の社会を主体的
に生きていくために、児童生徒と教員に１人１台の
タブレットを配備し、ICTを活用した学校教育を推
進する。また、ICTを活用した個別最適化学習を行
うことで児童生徒一人ひとりの学力の伸長を図る。

〇梼原町ではH29年度に小5～中
3の児童生徒に1人1台タブレットを
配備し、H30年度から個別学習を
行っているが、積極的な活用にま
では至っていない。
〇ICTを効果的に活用した授業づ
くりの推進が求められている。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

〇朝学習におけるスタディサプリの取組が定着
　目標値：帯タイムにおけるスタディサプリ活用率（週1回以上）80%

　　→　５学年中２学年で達成（5月～1月末までの平均）　※全学年で50%以上
〇「授業においてICTを効果的に活用している」と回答した教員の割合
　　目標値：70%　→　実績値：80%
　〇埼玉県学力・学習状況調査で「前年度より学力が伸びた」児童生徒の割合【再掲】

　目標値：70％　→　小５：２教科中１教科達成　小６：２教科中２教科達成
　　中１：２教科中２教科達成　中２：２教科中１教科達成　中３：３教科中１教科達成

主な成果

　ICT活用事業

＜Ｒ２成果概要資料＞
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○教育、福祉、家庭、地域が連携するための、関係各機関の専門家チームによる支援の実施(4か月に1回)　小児科医師1名・弁護士1名

・児童生徒のESSENCEを把握し状況等について校内支援委員会で協議することにより、対応が困難な事例等について専門職からアドバ
イスをもらうとともに、保小中や教育・福祉機関などによる支援体制の構築や特別支援(教育)についてのスキルアップも図った。

○教職員を対象とした研修会の開催(年3回)　小児科医師1名

・主に教職員を対象に小児科医師を講師とした研修会を年3回実施し、講演や事例検討等を通して学びを深めた。

○児童発達支援

・公認心理師が村内小学校の授業を見学し、小学校教諭へ環境設定の在り方や学習支援内容等についてアドバイスを実施するとともに、
保育園からフォロー継続中の児童について、公認心理師が再度見立てを実施し支援内容等についてアドバイスを実施した。

○すべての子どもが安心して学べる学校であるための児童生徒理解を進める取組

・子ども一人ひとりや学級集団に対しての理解を深めるために
校内研修　「Q-Uの分析を通した児童生徒理解」講師：立正大学　教授【小学校２校、中学校１校】

保健・福祉・教育の連携により、0歳から15歳までの子ども
の育ち及び若者の自立を総合的に支援する環境の充実

○　医師・公認心理師・プレイアドバイザー等を招聘して、集団
の中での子どもたちの精神発達面を診断することにより、早期
発見・早期介入・早期療育の支援を実施する。

〇子どもの発達状態や子育て、就学に関する困難事例を早期
に発見し、関係機関との連携により速やかに対応するとともに、
児童虐待や児童・生徒の不登校等の問題行動に対しても、迅速
な対応と総合的なフォローを実施する体制を整備する。

•発達障害や基本的な生活習慣等に対
する保護者の理解が十分でなく、適切
な対応ができないケースも見られる。家
庭、地域の子育て力向上のため、なお
取組の充実を図る必要がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○教育、福祉、家庭、地域が連携するための、関係各機関の専門家チームによる支援の実施(4か月に1回)　小児科医師1名・弁護士1名

・専門職を交えての支援会を実施する事で支援内容が深まり対応が困難な事例に早期対応ができるとともに、教育、福祉、家庭、地域
の多機関、多職種による支援体制が構築されることで効果的な支援に繋がった。

○教職員を対象とした研修会の開催

・教職員向けアンケートで「研修会を通じて児童生徒個々の状況に応じた授業づくりに繋がった」の項目が100％となり、研修会を通じて
児童生徒への関わりについて理解が深まった。

○児童発達支援

・アンケート調査で「個々の特性に応じた支援(ユニバーサルデザイン)を意識できるようになった」の項目が100％となり、教員が公認心理
師からのアドバイスを受ける事で個々に対する具体的支援を知り、個々に応じた授業づくりへと繋がった。

○すべての子どもが安心して学べる学校であるための児童生徒理解を進める取組
・学校アンケート「研修により児童生徒理解が深まり、指導に活かすことができた」肯定的評価１００％。

主な成果

インクルーシブビレッジを目指して

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：　Ⅱ

日高村
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○他者とともに心豊かに暮らすための道徳教育を推進する取組

・先進校・地域視察による道徳に関する指導方法や評価等の校内及び保小中連携研究【能津小１名、日高中３
名】

○国際社会に活用できる外国語教育推進のための取組
・専門的指導力の向上をめざした外国語支援員の配置【２小学校で５７回】
・外国語教育の指導方法工夫改善に資する外部団体による検定試験の活用

　英語検定：中学校全学年対象　　GTEC：小学6年生、中学校全学年対象

○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の取組
・情報活用能力を育成する学習活動の充実をめざした、ICT支援員の配置と教職員研修の実施
　「ICTを活用した学習活動の充実」　講師：オフィスパートナー
・先進校・地域視察によるプログラミング学習等に関する指導方法や評価等の校内研究

〇保小中連携による道徳教育の推進
　道徳の授業改善等の取組により、児童生徒の道徳性の向上
を目指す。
〇外国語教育の推進
　外国語支援員の配置、外部団体の検定試験の活用により専
門的指導力の向上を目指す。
〇デジタル社会に向けた教育の推進
　ICT支援員の配置、先進校視察により、ICT機器を活用した
授業改善を目指す。

〇保小中連携教育の場で自己肯定感の低さ
が課題として上がっている。
〇外国語の授業に意欲的な児童は増えてき
ているが、専門的指導力の向上が必要であ
る。
〇わかりやすい授業のためのICT機器の活用
や、タブレット端末の導入に向けた技能の
向上が必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○他者とともに心豊かに暮らすための道徳教育を推進する取組

・道徳意識調査「将来の夢や目標を持っている」年度末肯定的評価　小中全学年８０％以上

○国際社会に活用できる外国語教育推進のための取組

・児童アンケート「英語の授業は好きだ」
　　　　「英語の授業では、英語で自分のことや意見を発表することが楽しい」年度末検証８０％以上
・学校アンケート「外国語支援員の助言を授業に活用できた」肯定的評価１００％

○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の取組

・学校アンケート「ICT支援員を活用することにより授業の準備等が効果的にできた」
「ICT支援員からの具体的な支援により、授業に対してのICT活用能力が向上した」肯定的評価１００％

主な成果

社会的自立に向けた、生きる力を身につけた子どもを育てるために

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

日高村
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○津野町学力向上対策室室長指導による津野町スタンダードの徹底…6回（zoomで3回
実施）　　　　　　　　
○外部講師による生活科、総合的な学習の時間、社会科のご指導…町内３小２中　学校
が探究的な課題を設定した授業展開について事前研,校内研実施…11回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○各校の実践に生かすための視察研修の実施…中央小学校で全校学年セルフ授業を
実施するための視察として、7.2浦戸小学校の全校セルフ授業参観へ中央小学校教諭が
3名参加。オンライン英会話や先進的なICT教育を取り入れるために、10.26愛媛県愛光
中学高等学校へ津野町教育委員4名と管理職5名と教育委員会事務局4名で参加。iPad
を活用した授業スタイルを取り入れるために、12.11に梼原中学校へ中学校管理職２名、
教員1名が参加し、 R3.2.16に梼原小学校へ小学校教員3名が参加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○特別支援教育支援員を9名配置し、特別に支援が必要な児童生徒の支援にあたった。

➀確かな学力
②豊かな心の育成
③学校力・教員力の向上

授業改善がみられた小学校は数
値が上がってきたが、中学校では
教科によるばらつきが見られる。
中学校教員の授業力を上げるた
めの、新学習指導要領を見据え
た授業改善と小中連携の推進が
課題である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

○高知県版学力状況調査結果（全国比）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
R元小４算+6.5→R2小５算+9.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
R元中１国-0.3→R2中2国+0.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
R元中1英-2.8→R2中英-0.1　

小学校の算数と中学校の国語、英語は、授業改善が進み、成果が表れた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○津野町の15年間を見通した津野っ子夢プランを意識した教育を実施していると答えた
教員は100%、探究的な課題を設定し、地域の実態に応じた学習活動が実施できている
と答えた教員が100％となり、チーム津野町の意識を持ち、町内で統一した授業改善を
行うことができた。　　　　　　　　　　

主な成果

　学力向上対策推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け ：Ⅰ

津野町
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学校図書館との連携・協力・支援のために職員（月10日勤務）を配置（大正分館）　（１名）

 ①　図書館まで距離があり来館が困難な学校を中心に図書館の本を届ける取り組みを行った。（年間
１８１０冊）
 ②　図書を活用した授業支援では、４校１８３冊を貸し出しを行った。

読み聞かせ専属職員の配置（窪川本館）　（１名）
　①　読み聞かせ専属職員による各小学校への読み聞かせ出張については、月平均３校で実施した。
（３５回、３８５名）
　②　読み聞かせボランティアの育成として、勉強会を年８回、座談会を１回開催し、ボランティアの充
実強化を図り、他団体との交流もできた。（９９名）
　　　

①寄贈及び購入による図書館の蔵書を拡充するとともに、　　　
利便性の向上を図り、「知識を享受できる場」「交流の場」「憩い
の場」として充実させ、知の地域づくりを進める。

②図書館に読み聞かせ専門職員を配置し、情操豊かな子ども
の育成と、読み聞かせボランティアの活動の充実を図る。

③学校図書の在り方やその活用の充実を図るとともに、町立図
書館との連携も進める。

④学校図書館の活用や読み聞かせボランティアとの連携、出張
読み聞かせ等により読書習慣の啓発に努める。

情操豊かな子どもを育てるため、
特に有効な読書活動の効果的な
推進が課題となっている。
　また、読書活動の推進には読み
聞かせボランティアの拡大が不可
欠であるが、地域による偏りもあ
るため、不足している地域を中心
に取り組みが必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

① 図書館から距離があり、来館が困難な学校に通う児童に昨年よりも多くの本を届け
ることができた。読書感想画の応募に十川中学校35名の応募があり、小学校に団
体貸出を活用して本を届ける取り組みの成果があった。

　　図書を活用した授業支援では、利用した学校、貸出冊数が増えた。

②　読み聞かせボランティアは、勉強会等により、技術力が向上した。また、須崎市で活

　　動している団体から講師をお迎えして、座談会を開催し、交流が図れた。

主な成果

学校を拠点とした読書活動推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け:　Ⅱ

四万十町
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◆講師招聘による教員の指導力向上等のための取組

6/19. 7/31. 9/23：小中合同道徳研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6/26.12/14：キャリア教育の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10/8.1/28：教員の指導力向上のための取組
10/22：学校経営・学級づくりを進める学級組織マネジメント
11/16. 12/11：授業改善アクティブラーニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
12/16.1/16：特別支援教育に対する理解を深める
◆家庭学習の充実

家庭学習の定着を図るため、学習ドリルを購入し学習環境を整えた。デジタル教科書の活用により、わ
かりやすい授業を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆各種検定料の補助
目標をもって取り組む、意識付けにもつながった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
現状を踏まえ、まず職員の共通認識と指導力向上の
ため、講師招聘による授業改善、先進校を視察するこ
とにより、新しい目、新しい感覚を、大月各校に取り入
れ、更なるチーム力強化に努める。またこれからの多
様な社会に対応しつつ将来の高知の担い手となる人
材づくりのため、各種検定等によりスキルも形にする
ことで、向上心を養い目標をもって生き抜く力を身に
つける。

県教育振興基本計画に基づき、大
月町においても「チーム大月」として、
知・徳・体それぞれにおいて、授業改
善や児童生徒個々への支援、命や
仲間の大切さ、体力と学力相互の関
係性等、取り組んできた。2極化の見
られる「知」の学力の定着を図り、確
かな学力の向上を目指す。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・講師招聘によって、「主体的・対話的で深い学び」を実現できるよう授業スタンダードを基に授業改善を図る事ができ
た。　

・県版学力調査においては、中学1年は平均で昨年度より2ポイント以上はクリアできた。中学2年は昨年度よりは上
回ったが目標値には届かなかった。
・家庭用学習教材により、日常的な自主学習の確立と、家庭学習の定着を目指し中学３年生生徒アンケートで「１時
間以上学習している」が元年度調査87％を下回っていた。新型コロナウイルス感染症対策により、年度当初の休校等
により生活リズムの乱れが尾を引いているのではないかと思われる。
・各種検定については、小学校は全生徒人数が20人減少しているなかで、漢字検定のみではあるが受験者数が昨年
度の2倍には至らないまでも1.5倍であり、全ての検定において合格率100％であった。中学校では受験者数はほぼ変
わらなかったが、英語検定の合格率が78％と昨年度より大幅に上回っていた。

・デジタル教科書の活用によりリアルな教材として、指導者にとってもわかりやすい授業が行えた。児童にとっても視
覚的、聴覚的により深い学習が可能となり、資質・能力を育成できるGIGAスクール構想に向けて教育ICT環境整備が
できた。　

主な成果

　

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

大　月　町 生きる力を育む教育推進事業
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〇アクティブラーニングを推進するために、講師を招聘して、校内研修等を実施した。
　　（小学校：2回、中学校1回）
〇ユニバーサルデザインの授業作りを行うために、講師を招聘して、校内研修等を実施
した。
　　（小学校：1回、中学校1回、リモート1回）
〇中学校にて英語力の確認及び向上のための英語検定を実施した。（年間2回）
〇安全意識や命を守る意識を高めることを目的に、防災学習を行った。
〇学習支援員（ICT）を配置し、タブレット及びデジタル教科書や視覚教材を活用した支
援を行った。
〇教育支援センター指導員を配置し、児童生徒の情報を共有しながら支援を行った。

●一人ひとりに基礎学力を定着させる。
●ICTを効果的に活用し、児童生徒の学習意欲を
高める。
●教員の授業力を向上させる。
●児童生徒のより良い人間関係づくりを目指す。
●保小中の連携を強化し、小1プロブレムや中1
ギャップの解消を目指す。
●不登校児童生徒0人を継続する。

教育の基本に人材育成を掲げ、
児童生徒一人一人の発達段階に
応じた教育の方向性を明確に定
め、学校教育に取り組んできまし
た。社会教育においても教育委員
会と関係する機関が一体となって
教育振興に取り組んでいます。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・ユニバーサルデザインの授業づくりのための校内研修等では、特性のある児童生徒
の指導にあたる際、一人ひとりに対する適切な対応を行えるように考えるようになった。
・ICT支援員の配置により、デジタル教科書やタブレットを活用した授業補助、日々の板
書写真・公開授業の撮影・整理・保存等で授業の質の向上に繋げることができた。
・防災教育を行うことで、知識・技能を身につけることができ、普段から災害に備える必
要があると認識する事で安全意識の向上を図ることができた。
・保小中の連携及び教育支援センター指導員を配置する事で、「小1プロブレム」や「中1
ギャップ」、「不登校」等に関する支援を一人ひとりに行うことができた。また、校内支援
会の実施と校内研や職員会での情報の共有化を行うことにより、体制の強化につな
がった。

主な成果

児童・生徒に今後必要とされる資質・能力育成事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

位置付け：Ⅰ 知・徳

三原村
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１）ふるさとを知る　　
・サーフィン教室（田ノ口小・三浦小・南郷小）
・若山楮和紙づくり（拳ノ川小・伊与喜小・佐賀小・田ノ口小）
・らっきょう体験事業（南郷小）　　・野菜づくり（上川口小・三浦小）

・カツオわら焼きたたきづくり技術取得（佐賀中）
２）ふるさとをしっかり教える
11/28上川口マルシェ（上川口小）
３）未知のキャリアを知る
各学校で講師を招聘し講演会を実施
４）教育祭

4/10、5/14、6/19、8/6、10/26「第2回教育祭」打合せ
11～12月「第2回教育祭」参加団体撮影
2/17～3/3　町内ケーブルテレビで放送、2/17～3/10　黒潮町役場本庁舎のテレビで放送

科目のその先にある地域や産業と結びつけた実社会と結
びついた学習と、問いを立てて自分で学びを深めていく探
求的学習を通じ、社会との関わりの中で仕事をし、自立し、
主体的に人生を切り開いていく資質、能力の視点を持った
キャリア教育と、ふるさとをしっかり学び貢献意識を醸成す
るふるさと教育を通じ、ふるさとを愛し、ふるさとに誇りを持
て、ふるさとの課題を見つけ、提案、解決、人の役に立つ
生き方ができ、名前で呼び合える人間関係を構築できる、
コミュニティの一員としての自覚を持った児童生徒を育成
する。

地域から協力はあるものの、学校に協
力的な地域住民も高齢化により減少、
日常的な地域の大人と子どものふれあ
いや自然、伝統や文化などの体験の機
会が少なくなり地域社会の繋がりが希
薄化、その結果家庭の教育力に加え地
域の教育力の低下も指摘されている。
それらの指摘を受け教育基本計画の柱
を「子どもの成長に地域総がかりで積極
的に関わりふるさと貢献意識を育てるこ
と」とした。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「知」については、全国学力学習状況調査の全国平均値との
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比較、「徳」についても、同調査の生徒質問紙との比較、「体」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　については、全国体力・運動能力・運動習慣等調査の全国平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　均値との比較、「連携・協働」については、学校経営計画に記
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載する連携・協働等に関する自己評価、「ふるさと・キャリア教
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育」については、各校での実施時間等を評価項目として位置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づけ、「ふるさと・キャリア教育」を積極的に進めることで、「連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携・協働」が前年比0.07ｐ深まり、「知」の数値は2.6ｐ「徳」の数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　値は13.4ｐ全国平均を上回った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体験学習では児童生徒が主体的に取り組み、学びを振り返る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことで自己の成長を実感できている。

主な成果

ふるさとキャリア教育推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

黒潮町
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令和２年度より「外国語活動」と「外国語科」の指導がスムーズに行えるよう運営補助と英語授
業のアドバイスを行った。
5/13　伊与喜小、5/14上川口小、5/15拳ノ川小、5/18大方中、5/19三浦小、5/20入野小

5/21田ノ口小、5/22南郷小、5/25佐賀中、6/10～7/21町内小中学校を訪問しアドバイスを行っ
た。
フォニックス授業
11/12　上川口小、11/17　三浦小、11/19　田ノ口小、11/25　伊与喜小、12/1三浦小

9/9～11/16田ノ口小・南郷小　教育番組パプリカの英語指導等

外国語担当者会
12/1　事業実施後のアンケート、感想等意見交換

令和元年度より当町において英語指導への不安
解消と、スムーズな活動や教科指導を行うため外
国語専門職員を配置し、今年度は、その指導案を
使用しての「外国語活動」と「外国語科」の指導が
スムーズに行えるよう運営補助と学校の要請に応
じて小学校及び中学校の英語授業のアドバイスを
行う。

学習指導要領の改訂に伴い、小学校に
おいて令和２年度から中学年で「外国
語活動」が、高学年では「外国語科」が
導入されることから、担当教員の英語
指導への不安の解消と町内全ての学
校で同一の指導案を元に教科指導が
適切に図られるよう支援が必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・子どもたちの興味関心を引くように、黒潮町の歴史、文化、人物、観光、産業や食、当町の特徴である
防災など素材として活用し作成した、町独自の指導案の運用をサポートするため、現場への訪問やフォ
ニックス授業等を行った。

・本事業は、令和２年度からの外国語科教科化等に伴う事業実施前後のアンケートを担当教員を対象
に行い、実施後のアンケートにより町内小学校の全校において100％を達成した。
　①令和２年度の外国語科教科化及び外国語活動の拡大に対する不安感の低減がされた100％（8/8）
　②同様に、1年間の授業計画を立てることにつながった　100％（8/8）
　③ALTの活用による効果的な授業が実施できるようになった　100％（8/8）
　④外国語教育専門員のアドバイスによって、授業の改善工夫をすることができた　100％（8/8）

主な成果

外国語活動支援事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知位置付け：Ⅰ

黒潮町
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１　コミュニケーションを高めるキャリア教育
　・キャリア教育推進員配置（1名）・・・将来の社会的・職業的自立に必要な力の育成（年間125日）
　・キャリア教育講演会等６回・・・勤労観や職業観、コミュニケーション力の育成
　・コミュニケーション推進講師（70回）・・・児童のコミュニケーション改善指導及び教育指導支援
　・連携教育コーディネーター（1名）・・・保小中を中心とした連携教育の推進、調整（年間120日）
　・英語教育推進員配置（1名）・・・コミュニケーション力の向上・学習意欲喚起（年間120日）
　・漢字検定（小2～中3受検者125名）、英語検定（中学生受検者43名）の検定料補助（一人1回）

２　組織力の充実、指導力の向上
　・子ども支援についての校内研修会の実施（6回）
　・学校・教育委員会合同研修会（1回）の実施

・年度末の道徳意識調査における「自己肯定感」「将来
　の夢」についての肯定的回答の割合が80％以上に
　なる。

・高知県学力定着状況調査の結果が県平均と同等、ま
　たは県平均を上回る。

・学校評価アンケートの「授業」に関する肯定的な評価
  が80％以上になる。

・「自己肯定感」「将来の夢」につ
　いての肯定的回答の割合が、
　低い。

・高知県学力定着状況調査の結

  果が県平均に比べて低い傾向
　がある。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

１　コミュニケーションへの意欲の向上
　・「自己肯定感」 　小学校　79.1％　中学校　66.7％　　・　「将来の夢」  小学校　88.3％　中学校　83.5％

２　外部検定の状況
　・漢字検定　 合格率　96.3％（小学校）　　　　　　　　　・英語検定　 合格率　69.8％（中学校）

３  高知県学力定着状況調査（県平均との差）　　　　　　・全調査平均　57.5％（-1.3）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　学校評価（授業　児童生徒）の肯定的な回答の割合
　・小学校　93.0％         　・中学校　77.0％

主な成果

　意欲を高める学校づくり

＜Ｒ２成果概要資料＞

徳位置付け：Ⅰ

日高村佐川町学校組合
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・統一研修日の開催（8/4　117名、1/27　107名）
　　教育行政方針・研究課題の確認とベクトル合わせ、成果と課題の検証と次年度へ申し送り確認

・教科部会、領域部会の開催（全17部会）（延べ７４回実施）
　　うち、教科部会１回（10/21　124名）領域部会1回（11/18　121名）を研修優先日に設定

・9年間を見通し、町村の枠をこえた小中連携の推進と研究
　　研修優先日を中心とした小中合同研修会の開催

・運営委員会（年６回実施）指導事務担当者会（年２回実施）
　　中芸教研の運営・方向性の検討、全国体力運動能力・生活実態調査の分析、
　　次年度ベクトル合わせ基調提案の検討

・中芸教研だより（年３回）発行、ガイドラインに沿ったホームページの使用、研究紀要の作成と配布
　　研究・研修の成果の発信、活動活性化と継続した指導改善に活用

１　広域的で積極的な教職員の研究・研修体制の確
　　立並びに研修活動

２　中芸地区共通の現状や課題の解決

３　OJTの確立に向けた共同研究

・過疎化、少子化の進む中芸地区は、1町村１
　～２の小規模の小中学校しかなく、校内での
　学び合いや研修体制づくりが難しい現状に
　ある。そのなかで教職員を支援するために５
　町村の協力を得て発足した研究会１２年目を
　迎える。広域的な視野を持った研修体制は
　確立できている。

・教育的課題の改善に向けて全教職員がベク
　トルを合わせて研修を行っている。全国学力
　学習状況調査、全国体力運動能力、生活実
　態調査の結果向上に向けて、さらに取組が
　必要である。

目指すべき目標・
方向性

　現状・課題

具体的な取組

・中芸地区の教育課題の改善
  高知県体力運動能力、生活実態等調査より
　　 高知県の平均合計点と中芸地区の平均合計点の比較　
　　　  男子：小学２年・３年・５年・６年、中学３年　高知県比　↑

　　　  女子：小学２年・４年・６年、中学１年・２年　高知県比　↑

・部会最終アンケートによる確認
　１ 計画にしたがって研究が進んだか。　→肯定的回答100％
　２ 他町村の先生とともに研修を行うことで自身の実践の参考になったか。 →肯定的回答100％
　３ 教科・領域の専門性は高まったと思うか　 →肯定的回答100％

　４ 小中での連携の場面はあったか。 →肯定的回答97.9％

・町村の枠をこえた広域的な小中連携教育
　研修優先日を中心とした小中合同研修会を開催し小中連携教育の推進を図ることができた。

・ＰＤＣＡサイクルの確立
　研修で学んだことの実践化、また、中芸教研だより、研究紀要の作成やガイドラインに沿ったホームページの使用を通して、次年度以降の活動の活性
等ＰＤＣＡサイクルを意識した取組ができた。
　広域的な組織を持つことにより、研究・研修が活性化すると共に、年間を通して検証・改善を行う等PDCAサイクルを意識した取組が確立している。

主な成果

令和２年度　中芸地区教育研究会活動推進事業

＜Ｒ２成果概要資料＞

知　体位置付け： Ⅰ　　

中芸地区
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