
 

 

茨木市立東雲中学校 学力・体力向上ステップアップ計画 

                                  平成２５年３月作成 

１．学力向上ステップアッププラン２年目の取組みについて                   

（１） 児童・生徒の状況について 

①学習事項の定着（学力）について 
 

全国学力・学習状況調査 大阪府学力・学習状況調査 

国
語
Ａ 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「話すこと・聞くこと」「読むこと」「言 

語事項」は良好な結果でした。「書くこ 
と」は尐し課題の見られる結果でした。   

国
語
Ａ 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読 

むこと」「言語事項」のいずれも良好な 
結果でした。 

国
語
Ｂ 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「話すこと・聞くこと」「読むこと」「書

くこと」のいずれも良好な結果でした。（言語
事項に関する問題はなし） 

国
語
Ｂ 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「書くこと」「読むこと」のいずれも良 

好な結果でした。 
（話すこと・聞くこと 言語事項に関する問題はなし） 

国語科 学習状況等について 
「国語の勉強は好きですか」という質問に対して「あてはまる、どちらかといえばあてはまる」と答えた者が４３%で、
これは全国平均５８%を大きく下回っている。また「1 日に読書をまったくしない」と答えた生徒が５３%もおり、これは
全国平均３６%を大きく上回っている。これと連動する形で「読書は好きですか」の問いに対して肯定的に答えた生徒が
４２%で全国平均５８%を大きく下回っている。これらの質問について、ほとんどが全国平均より興味・関心が弱い結果で
ある中、「国語の問題で、解答を文章で書く問題で、最後まで解答を書こうと努力しましたか」の問いには、「最後まで努
力して書こうとした」と答えた生徒が全国平均とほぼ同じ７２%であったことから、生徒は意欲を持って取り組んでいる
と考えられる。 
 「国語の授業の内容はよく分かる」と答えた生徒が６２%で大阪府平均７２%を大きく下回る。また「国語の授業で、そ
の時間のめあてや目標をはっきり持って活動している」という問いに対して、「当てはまる、どちらかといえば当てはま
る」と答えた生徒は３０%で、これも大阪府平均４５%を大きく下回っている。しかし「国語の授業で自分の意見を書くと
き、考えの理由が分かるように気をつけて書いている」「文章を読むとき、段落や話のまとまりごとに内容を理解しなが
ら読んでいる」と答えた生徒の割合は大阪府平均を上回っていた。学力調査の解答時間は十分だったと答えた生徒が、Ａ・
Ｂとも１０%程度高く、問題を処理する速度はかなり速いと考えられる。 
 
国語科 検討課題について 

資料を読み取ることや、出題意図にそって独自の工夫を要求される問題について不得意であるという傾向はたしかにあ
ると思われる。短答式、選択式の解答については迷わず解答できる生徒も、記述式となり、さらにそれが自分の意見・考
えを求められると書くことができない生徒の割合が増えるのは大きな課題である。授業の中で作文や、資料読み取りの指
導を進めるとともに、一歩進んで、他の生徒の前で自分の考えを発表させるような形式の授業の工夫が今後さらに求めら
れている。 

全国学力調査では「解答を文章で書く問題に対して、最後まで解答を書こうと努力した」と答えた生徒が全国・府平均
と比較しても高いポイントであったが、この大阪府学力調査では、府平均よりも低い状態であった。問題の傾向によるも
のか、時期によるものかは不明だが無回答率を下げるための対策が必要である。同時に学習意欲を高めるため、様々な形
での学習支援や授業における工夫改善が必要だと考えられる。 
 また「1時間ごとのめあて」をはっきりと生徒に意識させる必要がある。「めあて」がはっきりすれば、必然的に生徒自
身が取り組まなければならないことを自覚するきっかけになり、かつその時間内に学習しなければならない内容を理解出
来たかどうか自分でも分かると考える。 

最後に「国語の勉強が好きだ」と肯定的に回答した生徒が５０%未満であったことを真摯に受け止め、生徒達が興味を
持ち、国語の勉強が好きになるように、深い教材研究や指導法の工夫に取り組む。 

今年度も「読書が好きか」という質問に対して、今年度も全国、府と比較した場合かなり低い割合となったが、その理
由については「朝の読書」に取り組んでいないことが考えられる。2011年文部科学省調査で 66%という現状であり、次年
度から「朝の読書」に取り組むのが良いと考える。 
 
国語科 授業改善の手立て 
＊ 継続してスピーチ、話し方の授業に取り組んでいく。 
＊ 相手の発言を聞き、それに対して意見文を書くという形式の活動を授業に組み込む。短答式（メモをもとに用語を考

えるなど）の書く課題も取り入れていく。 
＊ 文章読解だけではなく、群読や朗読などの活動も今まで同様取り組んでいく。説明文教材に取り組むときに、文章構

成や前後のつながりなどを意識させながら、丁寧に読ませていく。 
＊ 引き続き、漢字学習を定着させていく。 



 

 

数
学
Ａ 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「数と式」「図形」「数量関係」のいず 

れも良好な結果でした。 

数
学
Ａ 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「数と計算」「図形」「関数」「資料の活 

用」のいずれも良好な結果でした。 

数
学
Ｂ 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「数と式」「図形」「数量関係」のいず 

れも良好な結果でした。 

数
学
Ｂ 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「数と計算」「関数」のいずれ 

も良好な結果でした。 
「図形」に尐し課題が見られました。 

数学科 学習状況等について 
全国学力学習状況調査より『数学の勉強は大切だと思いますか』『普段の生活の中で活用できないか考えますか』『解き

方，考え方がわかるようにノートに書きますか』の３つの質問について，肯定的な解答が大幅に全国平均を下回っている。
このことからも，数学の必要性や生活とのつながりが見えにくい状況であることがわかった。 

大阪府学力学習状況調査より『解答時間は十分でしたか』という質問で，十分だったと解答した割合が大阪府の平均を
大きく上回っているが，その反面で全体的に無解答率が多かったことが気にかかる。また，数学に関しての質問全般につ
いて，肯定的な解答をしている割合が低く，数学に関しての興味関心が持ちにくい状況であることも伺える。 

数学科 検討課題について 
＊正答率４０％以下の生徒の増加，８０％以上の生徒の減尐に対する手立てをさらに工夫していく。 
＊問題を解く知識としてだけでなく，その知識の根拠，活用にまで幅を広げた授業展開について工夫改善していく。 
＊数学的な操作や活動を多く取り入れた授業、生徒が考え，それを互いに交流し合う授業デザインを構築していく。 

数学科 授業改善の手立て 
＊数学で使われる言葉の意味を知識として身につけるとともに，文字は何のために使うのか，その理解を深めていく指導、

計算の習熟やその方法だけでなく，文字や言葉の意味の理解を徹底させる授業展開を工夫していく。 
＊図形に関する操作や活動を取り入れていく。また，図形の様子をイメージしやすいようにＩＣＴなど視覚的な教材を多
く活用していく。 
＊関数の本質に関わることの理解の徹底を図るとともに，生活と結びついた日常の事象から関係性を見いだし、表，式，
グラフによる表現を相互に関連づけながら，具体的な事象における２つの数量の変化や対応について理解を深めさせる。 
＊状況に応じて必要な情報を正しく捉えられるよう，様々なデータを実際に整理していく機会をつくる。  

理  科           英  語 

 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「生物的領域」「地学的領域」は概ね良

好な結果でした。「物理的領域」「化学的
領域」は尐し課題の見られる結果でし
た。 

 

（全体）概ね良好な結果でした。 
（領域別）「聞くこと」「読むこと」「書くこと」 

のいずれも良好な結果でした。 
（話すことに関する問題はなし） 

理科 学習状況等について 
学習内容を定着させ、深めることも必要だが、実生活に結

びつけ、内容に幅を持たせ、さらに興味関心を持たせるこ

とが大切である。 

英語科 学習状況等について 
英語の授業で習った表現や単語、本文を練習したり覚えた
りする際に、声に出してしっかり発音している生徒は比較
的いるものの、実際に NET との会話や英作文など自己表現
力に課題がある。 

理科 検討課題について 
＊電力量や浮力を求める式の作成では、無解答率が非常に

高かった。これを 2 割程度減尐させるための授業の工夫
改善を行う。 

＊実験器具の習熟、実験結果をもとにした自然現象を考え
る力を育てる。 
＊問題を解く知識としてだけでなく，その知識の根拠，活
用にまで幅を広げた授業を行う。 
＊生徒の意見を互いに交流させる授業の工夫改善を行って
いく。 
＊小数を含む数値などの処理に正確に取り組む意欲を持た

せる必要がある。 

英語科 検討課題について 
 英語の場合、出題形式等によって正答率は大きく異なる
ものになる傾向は否めない。今回の調査でいえば、まとま
った文章を読み理解し、その内容について文章で解答する
問題やテーマに従い、文章を書く表現力は苦手傾向が強く、
大きな課題となった。 
また、リスニングを除く「理解能力」や「表現能力」を

問う問題ではどのジャンルにおいても無回答率が顕著であ
った。 
 府と比較した場合、概ね正答率は高いものの英文を読み、
必要な情報を読み取る力が弱く、今後は様々なジャンルの
長文（物語文・説明文）に触れたり、NETの授業やリスニン
グ教材などを利用したりして「理解能力」や「表現能力」
の教科に力を入れていきたい。 
 学習状況の調査から、「英語の授業で教科書の単語や本文
を読むとき、声に出して読んでいるか」という問いに対し、
半数以上がしっかり発音できていると答えているが、英語
での自己表現については苦手な生徒が多かった。 
 この結果から、まとまりのある会話文を利用したり NET
の授業を活用して生徒の自己表現の幅を広げていきたい。 



 

 

理科 授業改善の手立て 
＊班などを活用してお互いの考えの意見交流の場を設定

し、多方面より考えさせていく。 

＊実験前に器具の使い方と読み方をよりていねいに指導す

ることを心がける。 

＊直列回路と並列回路で電流や電圧の大きさがどのように

違うかを実験とモデルを対比させて考えさせる。浮力も

実験とその原因としての水圧との関係を理解させるよう

工夫改善していく。 

＊結果をもとにそれぞれがどのような関係であるのかを推

論させるような意見交流の場を活用し、多角的に考えさ

せる授業の工夫改善を行う。 

＊結果や現象を学ぶのみでなく、そのような結果や現象に

なる原因 

を考えさせる授業を行っていく。 

英語科 授業改善の手立て 
＊短いスキットを利用し暗唱させるなどの練習を取り入れ

たりリスニング教材など英語に触れる機会を増やす。 

＊まとまりのある会話文を読み、その内容を理解する活動

を取り入れていく。 

＊尐人数授業やＮＥＴの授業の中で英作文の練習をより多

く取り入れていくよう工夫改善を行う。 

 

②ゆめ力・自分力・つながり力・学び力について 

ゆめ力関係 尐し課題が見られました。たとえば「将来の夢や目標を持っている」生徒が比較的多い 

（本校 49.6％ 府 46.2％ 全国 45.5％）一方で、「自分には良いところがあると思う」に“あて 

はまる”と回答した割合は（本校 19.3％ 府 21.0％ 全国 24.0％）でした。 

     自己を肯定的にとらえる子どもは学力調査においても正答率が高い傾向にあります。ご家庭でも 

子どもの良いところを見つけてどんどん褒めるようご協力ください。 

自分力関係  概ね良好な結果でした。引き続き規範意識を持ち、自分をコントロールできる力を育んでい 

きます。たとえば「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う」（本校 78.5％ 府 

68.1％ 全国 67.9％）や「朝食を毎日食べている」（本校 89.0％ 府 77.7％ 全国 83.9％）に肯 

定的回答が多く見られました。（“あてはまる”と回答した割合） 

つながり力関係  概ね良好な結果でした。引き続き他者を尊重し、積極的に人間関係を築こうとする力を 

育んでいきます。たとえば「人の気持ちが分かる人間になりたい」生徒が比較的多く見られまし 

た。（本校 78.5％ 府 73.5％ 全国 75.1％） 

 

学び力関係 概ね良好でしたが、尐し課題も見られました。たとえば「学校で友達に会うのは楽しい」に 

“そう思う”と回答した生徒（本校 79.8％ 府 75％ 全国 75.7％）が多い一方で、「各教科が好 

きですか、大切だと思いますか」という問いに対して課題が見られました。今後、学校では更に 

授業改善等に取り組み、子どもたちが学校の授業で意欲的に学ぶ力を育んでいきます。 

 

 

③学校が着目する点について 

 学力については全国や大阪府の平均を尐し超えるレベルを維持している。大阪府学力学習状況調

査の中で「普段授業の中では、みんなで話し合う活動をよく行っている。」という質問に肯定的な

回答した割合は大阪府の平均４４．１％に対して本校は７７．６％ありました。全国平均でも６０．

９％ですのでかなり高い割合で実施されていることが分かります。また、「普段の授業では、自分

の考えをノートやプリントにまとめる活動をよく行っている」という質問に肯定的な回答した割合

は大阪府の平均５９．９％に対して本校は７０．１％ありました。ところが、家庭学習の時間を確

保していますか、各教科が好きですかというような質問には否定的な回答の割合が大阪府や全国の

平均と比較しても尐し高い結果となっています。生徒の心を揺さぶることができるような学びの体

験や、学習面において家庭との連携がしっかりと得られるような、学年・学校体制での保護者への



 

 

アプローチなどが今まで以上に必要なことがわかりました。 

 

（２） 学校の取組 

④ 本年度の学力向上の取組について（成果と課題） 

＊本校の特色であるＩＣＴ機器（特に電子黒板）、デジタル教材、デジタルコンテンツのさらなる利用・活用

による授業展開の工夫改善に向けた研究に取り組んだ。共通のツールを持つことで教職員の研究に対する取

り組みのモチベーションを高めることができている。同時に生徒の授業における学びに対する興味・意欲・

関心を大きく刺激し、学習の意欲を高めることにつながっている。教職員のスキルアップにつながるような

研修の機会を今後も展開していきたい。 

＊朝学習、教科の鉄人、試験前の学習会、提出物を出し切る取組などを通じて基礎・基本の定着不十分な生徒

の学力向上に取り組んだ。教科の鉄人においては各学年でその取組について積極的に交流を行い、効果的な

方法について考えてきた。学習会は学習支援者の力を借りながら提出物を出し切る取組とあわせて実施する

ことで生徒が積極的に取り組む姿を見ることができた。また家庭学習にはいばらきっ子スタディの普及に努

めた。 

＊授業交流週間の活性化 

 授業づくりの全体研究テーマ「生徒が主体的・意欲的に学び、考える力を育む授業の創造」を共有した上で、

毎学期学年ごとに授業を教職員同士に公開する授業交流週間をとおして「授業規律の確立」「学び合う関係

づくり」「自ら学び、考える力の育成」に取り組みました。教員同士が違う学年、違う教科の授業を公開し、

学び合うことで生徒観や教材観、ＩＣＴ機器の活用、デジタルコンテンツの活用方法、授業展開など様々な

交流が行われました。教員の授業力アップにつながっています。全ての教職員が積極的に参加できるような

仕組みを今後も検討していきたい。 

＊研究授業・研究協議の充実 

 今年度は2教科の研究授業を行いました。授業を見る観点とテーマをはっきりさせて取り組んだことでその

際の研究協議において活発な論議になりました。また授業における子どもたちの活動の様子から、子どもた

ちの学習活動の可能性の高さを教職員全員が共有できました。またそういう可能性を引き出す授業展開に関

心が高まりました。この高まりを次年度の授業づくりにいかすことができるよう、取り組んでいきたい。 

＊１、３年英語と２年数学の尐人数で習熟度を考慮した授業では、模索の中にもメリットを生かした生徒一人

ひとりの状況に 

応じたきめ細かな指導に加え、生徒同士のつながりを大切にした授業を行うことに取り組んだ。 

 

⑤ 学力・体力向上をすすめる校内組織や体制について 

学習指導委員会を設置し、会議の中で「授業づくり」について話し合い、研究授業の企画・立案を行い、そ

の考察結果について職員会議等で共有化を図っている。また毎学期、授業交流週間を実施している。平成２４

年度は２学期に理科、英語科の初任者の研究授業を中心に大阪の授業スタンダード、茨木の授業スタンダード

について教職員間の共通理解を図った。3学期には英語科と体育科の研究授業を行い、生徒による学習活動や

発表等について研究を深めた。体育科においては新学習指導要領に沿って武道やダンスなどに新たに取り入

れ、授業開始の際の補強運動など年間を通して体力づくりに取り組んだ。本年度は、学校全体で授業づくり

の研究テーマを設定しスタートすることができた。教科会議を充実させ、積極的に研修会への参加

に取り組み、授業づくりに関する研究体制を充実させた 1年でした。 

 



 

 

⑥ ２年間の成果と次年度に向けて   

①で示した学習状況等、検討課題、授業改善の手立ての内容、②で示した学習状況等調査内容

を全教職員が共有し、学力向上のＰＤＣＡサイクルをしっかりと機能させていきたいと考えてい

ます。③、で示した課題は継続した課題になっており、新しい視点での取組の必要性を感じてい

ます。④で示した学校の取組はその成果と課題を次年度にいかしていきたいと考えています。⑤

で示した学力・体力向上をすすめる校内組織や体制について、今年度の活動を継続していきたい。 

 

 

２．平成２５年度の取組みについて  

 

（１）重点課題 

   授業デザインを検証し、「自分力」「つながり力」「学び力」「ゆめ力」を育む教育課程

を編制し、教職員が授業力を高め、生徒が互いを尊重し、信頼で結ばれた成長し合う学習

集団をつくります。そして、学校力を高め、生徒が誇りを持ち、保護者、地域から信頼さ

れる学校づくりをめざします。 

 

学校教育目標と到達目標 

  自分力  

「礼節を重んじ、思いやりと責任をもつ生徒の育成」 

家庭と連携し基本的な生活習慣の定着を図り、学校の規則や社会のルールを守る実践力を培う。 

授業規律を重んじる中で家庭における学習習慣を育み、問題解決能力を身につけた生徒を育てる。 

教職員は授業力向上を目指して研鑽に努める。交付金等を有効に活用し、授業力向上に向けた取組

を行っていく。 

 

つながり力 

「仲間ともに高めあう生徒の育成」 

幅広い人間関係づくりや、仲間とともによりよい学校生活を築いていこうとする生徒を育てる。課

題や問題に向き合い、その上で共に学び合い、支え合い、認め合う生徒集団の育成と感動ある行事

を創りあげていく。 

教職員は授業交流週間や教科研修会、研究授業、さまざま研修会への積極的な参加を通して教職員

同士が学び合い、授業力を高めていく。また部活動においては対外試合も含め、中学生同士や指導

者同士がつながる中でさらに高めあえる関係づくりに取り組む。 

 

学び力 

  「自ら学び考え、問題解決する力を持つ生徒の育成」 

「基礎学力」を定着させ、「聞く力・伝える力」「生徒が主体的・意欲的に学び、考える力」を

育む。学ぶ力の基盤である体力の向上を図る。 

教職員は基礎学力向上の手立てを考え、生徒が主体的・意欲的に学び、考える力を育む授業デザ

インを構築する。 



 

 

ゆめ力 

 教育活動を通じて将来への積極的な展望を持てるように取り組み、その中で自己肯定感を育

んでいく。 

 国際理解教育、地域ふれあい交流体験、進路学習などキャリア教育の視点を持った教育活動

の充実を図っていく。部活動においては常に大きな夢に向かって努力できる環境づくりに取

り組む。 

  

 

 

 

（２）検証軸にそった具体的な到達目標について 

検証軸   ａ 国や府が実施する学力・学習状況調査  

ｂ 教職員による日常の指導・観察   

ｃ 取組ごとに行うアンケートなど 

 

①「普段の授業で自分の考えを発表する機会が与えられていると思う」と肯定的に回答する生徒の

割合を１０％程度増やし、全国平均レベル（７７％）に押し上げる。（a、ｂ、ｃによる） 

 

②「普段の授業では、生徒間で話し合う活動をよく行っていると思う」と肯定的に回答する生徒の

割合を、１０％増やし８０％以上とし、授業の中での言語活動を大切にしていく。（本校７０．

２％）（全国平均６０．９％）（a、ｂ、ｃによる） 

 

③「国語の勉強が好きです」と肯定的に回答する生徒の割合を１５％増やし、全国平均（５９％）

に押し上げる。（a、ｂによる） 

 

④「読書は好き」と肯定的に回答する生徒の割合を１５％増やし、全国平均（７０％）に押し上げ

る。（aによる） 

 

⑤「国語の授業の内容はよく分かる」と肯定的に回答する生徒の割合を５％程度増やし、全国平均

（７１．２％）に押し上げる。（a、ｂによる） 

 

⑥「数学の勉強が好きです」と肯定的に回答する生徒の割合を７％増やし、全国平均（５２．１％）

に押し上げる。（a、ｂによる） 

 

⑦「数学の授業の内容はよく分かる」と肯定的に回答する生徒の割合を５％程度増やし７０％以上

にする。（本校６８．０％）（全国平均６４．９％）（a、ｂによる） 

 

⑧「家で、学校の授業の復習をしています」と肯定的に回答する生徒の割合を２０％程度増やし５

０％以上にする。（本校３１．１％）（全国平均４５．５％）（a、ｂによる） 

 



 

 

⑨「家で、学校の宿題をしています」と肯定的に回答する生徒の割合を１０％程度増やし８０％以

上にする。（本校７４．６％）（全国平均８５．７％）（a、ｂによる） 

 

⑩「自分にはよいところがあると思う」と肯定的に回答する生徒の割合を１０％程度増やし８０％

以上にする。（本校７０．６％）（全国平均６８．２％）（a、ｂ、ｃによる） 

 

⑪「将来の夢や目標を持っている」と肯定的に回答する生徒の割合を５％程度増やし８０％以上に

する。（本校７５．５％）（全国平均７３．２％）（a、ｂ、ｃによる） 

 

⑫「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う」回答する生徒の割合をさらに増やし１

００％にする。（本校９６．５％）（全国平均９４．９％）（a、ｂ、ｃによる） 

 

 

（３）次年度の取組計画 

      

３カ年共通の計画 

■学習事項の定着・学び力・体力の育成のために■ 

 ①指導計画の充実と授業力の向上 

    ・「基礎学力の定着」「聞く力・伝える力の育成」「主体的に学び考える力の育成」を各教科・領域等 

の年間計画に反映し実践する。     

・研究授業及び授業づくりについての研修機会を充実する。 

  ②朝の学習や教育活動全体の中での読書活動を促進する。  

 ③放課後補充学習、ＰＣ教室や家庭学習での「いばらきっ子スタディ」の利用を促進する。 

 ④専門支援員、支援教育サポーター、学習支援者、ＳＣ、ＳＳＷと連携して生徒・家庭への支援体制 

をより充実させる。 

 ⑤体育の授業時間の中で、しっかりと基礎体力づくりに取り組んでいく。また体育的な行事、体育系 

部活動の活性化を通じてより一層の体力づくりに取り組んでいく。 

■ゆめ力の育成のために■ 

    ⑥キャリア教育を充実させ、自ら将来への展望を力強く創造し、夢に向かって努力することができる 

心を育む。 

⑦地域ふれあい福祉交流体験や国際理解も含めた体験学習や総合学習の充実とともに、将来の展望を 

しっかり持つことができる生徒を育成する。 

■自分力向上のために■ 

 ⑧生徒会活動及び生徒集会をいっそう活性化し、主体的によりよい学校生活を創っていこうとする姿 

勢を育成する。 

 ⑨生徒が自ら必要なルールを決め、生徒が自らルールを守る意識を育てる。 

■つながり力向上のために■ 

 ⑩あいさつ週間の実施 

  家庭と連携し、生徒会主催のあいさつ週間を実施する。 



 

 

 ⑪集会や MT・STなどを自主的に運営させるとともに、学校生活で生じた問題を自ら解決していく場を 

積極的に作っていく。 

 ⑫リーダー育成、集団づくりに努め、学校行事や学年行事、学級活動などを生徒が自主的に取り組む 

ようにする。 

■小・中連携をしっかり■ 

 ⑬子どもについての理解を中心に、授業づくりについての交流、学力向上についての交流を定期的な 

小中連携会議を中心に企画し開催する。 

⑭小学生と中学生の交流の場を積極的に持つ。 

 

（４）推進体制 

 

代表者会  首席 

学習指導委員会 

学力向上担当者  

各教科代表 

生徒指導委員会 

生徒指導担当者 

生徒会担当者  

ＳＣ ＳＳＷ 

生徒会委員会 

生徒会担当者  

生徒指導担当者 

 

図書委員会 体育委員会 

学級委員会 文化委員会 

体育大会実行委員会 

 

総合・学経委員会 

 

 

 

人権・道徳委員会 

校内支援委員会 

支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

支援学級担任  

学年担当者 

教 頭 

校 長    

校 区 小 学 校 

 

小中交流委員会 


