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Ⅰ 学校教育を取り巻く現状と課題

１．子どもたちの状況

少子高齢化による地域全体の活力低下の状況は全国的に見られるが、豊後大野市も例

外でなく、平成２７年度末の高齢化率（総人口に対する６５歳以上の割合）は４０．３％

で、平成２８年度は４１．３％となっている。また、児童生徒数は年々減少し、平成１

８年度は、児童数１，９７８人、生徒数１，０３５人在籍していたが、平成２９年度は、

児童数１，５８４人、生徒数８３１人となり、この１０年間で、児童数は３９４人、生

徒数は２０４人、合わせて５９８人減少している。１年間に５０人ずつ減少している現

状である。さらに、「いじめ」や「不登校」などの認知件数や事案数は、５年間減少す

ることなく推移し、子どもたちを取り巻く状況も年々厳しくなっている。

また一方で、核家族化がすすみ、かぎっ子や放課後児童クラブを必要とする家庭や就

学援助を受ける家庭も増加しており、仕事を優先せざるを得ない状況の中、家庭の団欒

を経験できない子どもたちが増えていることも事実である。このような家庭の経済格差

が及ぼす影響は、家庭学習の習慣化や中学・高校進学にも及んでいる。

（資料１）１０年間の児童生徒数の推移

年度 小学校 中学校 合計

平成２０年度 １，８６９ １，０３８ ２，９０７

平成２１年度 １，８３２ １，０３９ ２，８７１

平成２２年度 １，８１０ ９８４ ２，７９４

平成２３年度 １，７７０ ９７２ ２，７４２

平成２４年度 １，６９９ ９１４ ２，６１３

平成２５年度 １，６７４ ９１８ ２，５９２

平成２６年度 １，７０１ ８７２ ２，５７３

平成２７年度 １，６３５ ８６７ ２，５０２

平成２８年度 １，６０６ ８２０ ２，４２６

平成２９年度 １，５８４ ８３１ ２，４１５

平成３０年度 １，５５５ ８２７ ２，３８２

平成３１年度 １，５０２ ８２３ ２，３２５

平成３２年度 １，４４０ ８２４ ２，２６４



２．教職員の状況

児童生徒数の減少に伴い、市内に勤務する教職員数も減少している。平成２９年度

学校現場に従事する職員の総数は３６５人で、内県費負担の教諭数は１９６人となっ

ている。その一方で、教育制度は多様化し指導内容は増え、教職員の労働時間は増加

するばかりである。

平成２８年２月の県教委調査では、教諭一人当たり１か月６５時間の時間外労働が

あると指摘している。また、労働組合の平成２７年９月調査では、６９．１時間と報

告されている。昨年度の労働安全衛生委員会では、豊後大野市内に勤務する教諭の実

態として、小学校で６５時間、中学校では７４時間と報告され、超勤は教職員の健康

破壊につながるまでになっている。

そのような中、豊後大野市では市費負担臨時講師を１６人、学校司書・学校主事を

３１人、教育支援員を３３人配置している。少人数指導での活用や少人数学級設置の

補助、そして、特別な支援を必要とする子どもへの支援のため配置している。また、

読書活動を推進するため、各学校へ学校司書を配置している。

３．学校教育の課題

（１）学校教育審議会への諮問

① 連携型小・中一貫教育をさらに推進し、９年間を見通したカリキュラムマネジ

メントを行うために、義務教育学校（小・中学校一貫学校）新設に向けて審議会

への諮問を検討する必要がある。

（２）教職員の働き方改革の前進

① 時間外勤務の把握を通して、超勤縮減の目標を設定し、働き方改革をすすめる。

（３）活動ガイドラインの策定

① 希望する部活動ができないことや合同チームを結成しなければ大会に出るこ

とができないことなど、部活動の課題について検討する。

② 部活動の練習時間や指導者の問題について部活動検討委員会を立ち上げ、①と

合わせて検討する。

（４）幼小中高の連携推進

① 小学校につながる幼小の接続、中学校の先にある中高の接続を見据えたカリキ

ュラムマネジメントに取り組む必要がある。

② 市ＰＴＡ連合会と連携しながら、教育の連続性と連携の必要性について保護者

に共有する場や会を設定する。

③ 三重総合高校の育成について、三重総合高校の明日を拓く会やＰＴＡ等と具体

的な取組について意見交換の行う必要がある。



Ⅱ 平成３０年度 豊後大野市学校教育方針

子どもたちは学校だけでなく、家庭や地域などの様々な表層をもつ社会の

中で生きています。そして子どもたちは、これからの先の世界を築き、未来

の社会の中で生活をしていきます。

今回の学習指導要領の目標は、「よりよい学校生活を通じてよりよい社会を

創る」というものです。子どもたちが毎日生活している社会は３次元の空間

であり、多面的で厚みのある教育実践を行うことにより、子どもたちが現実

感をもって生き生きと社会とつながり、主体的な自己実現をめざす力を育成

します。また、豊後大野っ子を育てる教育活動全般を豊後大野市のキャラク

ターを引用して「３Ｄヘプタゴン」と位置づけます。

１．基本理念

学校・家庭・地域・行政が協働して教育施策に取り組み、教育を通して第２

次豊後大野市総合計画の将来像である「人も自然もシアワセなまち」をめざし、

平成２８年度から３２年度までの５年間を見通して、下記の基本理念のもと、

第３次豊後大野市総合教育計画を策定しています。

２．学校教育の基本方針

「ふるさとを愛し、地域とともにシアワセな未来を拓く、たくましく、

心豊かな豊後大野市の人づくり」

教育 TRY第２ステージ

「主体的な自己実現をめざして ～ １５に春を ～

３Ｄヘプタゴン

多面的な教育の実現をめざした「３次元空間で育てる豊後大野っ子」



３．教育 TRY 第２ステージ設定の背景

（１）教育 TRY第２ステージ
① 教育 TRY 運動は、学校・家庭・地域が三位一体となり、教育活動を改

革・改善し、次代を担う子どもの夢の実現をめざした取組の総称です。

② TRY に、T（Trinity／三位一体）、R（Reform／改革・改善）、Y（Yume・

夢）の頭文字をつないだ造語です。平成２２年度から始まった３つのね

らいを持たせた取組は、学校のみならず、家庭・地域とも共有され、初

期の目的は達成されました。

③ 第２ステージでは、TRY を英語の TRY ととらえ、子どもたちが自己実現

をめざして「試みる、努力する、やってみる」過程を学校・家庭・地域

に行政を加え、四者で「キャリア教育」の視点に立って支援することで

学校教育の充実をめざす教育活動を展開します。

④ よって、TRY の意味をステップアップした取組を第２ステージと位置づ

けます。

（２）１５に春を

① これまでは、９年間の学びを通して高校入試で進路選択ができ、夢の

実現につながる確かな学力を身につけることをねらいとした言葉でした。

② 第２ステージでは、確かな学力に加え、教育活動全般でキャリア教育

を推進していくことで進路を主体的に選択できる力を身につけることを

意図した言葉と位置づけます。

（３）３Ｄヘプタゴン

① ３Ｄヘプタゴンは、平成３０年度からの教育方針を象徴し、めざすと

ころを共有するための造語です。

② ３次元の今を生きている子どもたちを支援する教育を、学校組織とし

て意図的計画的にすすめていく意味を３Ｄに込めています。

③ また、３Ｄは、豊後大野市教育委員会がこれまですすめてきた連携型

小・中一貫教育、コミュニティ・スクールに、キャリア教育を加えた３

本柱を縦軸、横軸、空間軸に位置づけた多面的な教育活動を意味してい

ます。これら取組を方針や理論として平面的に考えるのではなく、常に

リアリティをもって教育活動全般で教科横断的な実践できているかを学

校が組織的に意識し続けることをめざしています。

④ ヘプタゴンは、豊後大野市のキャラクターであり、豊後大野っ子が多

面的な教育活動のもと、学び育っている姿をイメージするものです。

⑤ また、ヘプタゴンには、７角形という意味があります。教育方針を達

成するために７つの重点的取組を掲げ、多面的な教育を推進していきま

す。



Ⅲ 豊後大野市学校教育のねらい～７つの重点

１．キャリア教育の推進

① 縦軸に「連携型小・中一貫教育」、横軸に「コミュニティ・スクール」、

教育活動全般で行う「キャリア教育」を空間軸に位置づけ、児童生徒の

主体的な自己実現をめざします。

② 大人も子どもも、社会とのつながりを常に意識し、社会に開かれた教

育課程を実現します。

③ 何ができるようになるかの視点で、「知識・技能」の習得、「思考力・

判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・人間力」の涵養をめざし

ます。

④ 将来と現実を結び、「なぜ今勉強するのか」、「自分が何を学ばなければ

ならないのか」を意識させる支援を通じて、学習意欲を高めることをね

らいとし、１５歳で自分の進路を主体的に選択できる力を身につけさせ

ます。

⑤ 全体計画ならびにカリキュラムの作成においては、総合的な学習の時

間・特別活動・道徳だけでなく、各教科との連携を図り、９年間を見通

したものとなるようにします。

⑥ 市教育委員会にキャリア教育コーディネーターを配置し、各学校の支

援を行います。また、商工会や市内事業所、社会教育関係機関等と連携

を図り、キャリア教育に係る地域人材を発掘します。

⑦ 学校は校務分掌に「キャリア教育担当者」を位置づけます。

２．連携型小・中一貫教育の推進

① 小・中学校９年間の学びと育ちを見通したカリキュラムを整備し、系

統的で継続的な教育を行うことにより、学びを構築します。

② 小・中学校で教育目標や重点目標等を統一し、学習と生活の両面にわ

たり連続性のある指導を行います。

③ 乗入授業を活用し、小学校高学年に一部教科担任制を導入し、教員の

専門性を活かします。特に、小学校英語教育については、小中の接続を

円滑にし、中１ギャップを解消するために、積極的に連携を図ります。

④ 小・中学校合同の学校行事や児童会・生徒会行事等を計画的にすすめ、

異年齢集団の交流活動を通して、豊かな人格の形成を図ります。

⑤ 児童生徒間、保護者間、教職員間、さらに地域との連携を深め、学校

を核とした地域コミュニティを活性化し、地域の特色をいかした取組を

推進します。



⑥ 幼保、高校との連携や接続を意識し、１０年間、１３年間をつなげる

教育実践に取り組みます。

⑦ 各町における連携型小・中一貫教育の取組について総括を行い、今後

の連携型小・中一貫教育の方向性について検討を行います。

３．コミュニティ・スクールの推進

① 校長は、地域住民や保護者と中学校区ごとに設置する運営協議会で、

年度当初、学校の教育方針等の承認を求めることを通して、協議会委員

に学校の課題や取組を広く発信します。

② 学校は、地域住民等がすすんで学校運営や教育活動に参画することで、

地域と学校の活性化につながる好循環を生み出すことを理解し、コミュ

ニティ・スクールを推進します。

③ 子どもたちの豊かな成長のために、地域でどのような子どもを育てる

か、何を実現していくかという目標やビジョンを共有し、その目標を学

校と地域住民と保護者が協働で達成できるよう取組をすすめます。

④ 目標協働達成の取組については、地域住民や保護者も教育の当事者とな

ることで責任を持ち、それぞれが主体的に子どもの教育に携わることがで

きるようにします。

⑤ 地域とともにある学校づくりの推進については、学校公開や地域行事等

への相互積極参加など、学校と地域の双方向の関係を構築します。

⑥ コミュニティ・スクールの取組について総括し、一層の充実を図るため

に、連絡会議を設置し、学期に１回開催します。

⑦ 豊後大野市学校運営協議会の設置等に関する規則が定められたことを

受けて、協議会設置の必要性を再認識し、教育の充実と若者の定着をめだ

して小・中学校一貫教育 TRY 推進協議会の取組を再構築します。

４．確かな学力の定着

① 市の教育方針や地域課題、学校の実態に即した特色を各学校の取組と

し、「特色ある学校づくり」を推進します。

② 授業の質の向上をめざした「主体的・対話的で深い学び」の実現を、

学ぶ意欲を高めるキャリア教育と連動して取り組みます。

③ 「新大分スタンダード」の視点による授業改善に組織的・計画的に取

り組みます。

④ 学力向上支援教員や小学校英語教育支援教員、ＡＬＴと連携し、英語

教育の充実を図ります。特に、小学校高学年と中学校の接続については、

中学校英語教諭との連携を通して中１ギャップの解消を図ります。



⑤ 障がいのある児童生徒の自立と社会参加に向け、児童生徒や保護者の

教育的ニーズの把握に努め、障がいの種別・程度とニーズに応じた合理

的配慮に基づいた特別支援教育の充実を図ります。

⑥ ＵＤの視点から「新大分スタンダード」をとらえ、ＵＤのよさを取り

入れた授業展開を構築するなど、授業づくりに取り組みます。

⑦ 低学力層の引き上げをめざす「目標達成に向けた重点的取組Ⅳ」を徹

底します。

５．豊かな心の醸成

① 学校・家庭が連携し、子どもの人間力の向上をめざした生徒指導の充

実を図ります。

② 部落差別解消に向けた人権教育を推進し、「あらゆる差別の解消」に向

けた授業実践を取り組みます。そのために「差別の現実に深く学ぶ」部

落問題学習を校内研修に位置づけ、年間２時間以上の研修会を実施しま

す。

③ 家庭や地域社会と連携を図り、豊かな体験を通し、児童生徒の内面に

根ざす道徳性の育成および特別な教科「道徳」の時間を要にした日常的

な道徳教育を推進します。

④ いじめ・不登校ゼロをめざし、未然防止対策の充実を第一に掲げ、校

内での把握体制の確立や対策委員会の対応確認など、組織的に対応でき

る体制を整えます。また、早期発見・早期対応・早期解決をするために

校内での素早い情報の共有とともに、地域児童生徒支援コーディネータ

ーやスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、教育支援セ

ンター「かじか」との連携の強化など、組織的な支援の充実を図ります。

⑤ 「いじめは人として絶対に許されない」という意識の醸成や社会規範

の育成に向けた自発的行動の充実、自己有用感や自尊感情、他者を思い

やる心などを育む教育活動を推進し、学校教育全体を通して、いじめを

許さない学校づくりの意識を児童生徒一人ひとりに一人に徹底します。

あわせて、児童生徒にとって魅力ある学校づくりを推進し、不登校の未

然防止対策の充実を図ります。

⑥ 各学校で組織的かつ継続的に一校一実践に取り組み、運動の日常化と

習慣化に努め、運動に親しむ資質や能力を育成し、「生きる力」を支える

体力の向上を図ります。

⑦ 小中連携の教育活動を通して、児童生徒が自己有用感を培う場面を計

画的に設定するとともに、日常的に生徒指導の情報交換を行うことで、

各校の生徒指導に係る対応能力の向上を図ります。



６．郷土学の推進

① 「ふるさと学習」を基盤に、さらに深化させるとともに、キャリア教

育の一環として児童生徒の多面的な成長と主体的な自己実現をめざして

「郷土学」に取り組みます。

② 地域・家庭との連携を深め、体験的な学習を通し、地域に根ざした取

り組みをすすめます。

③ ジオパークやエコパーク学習、地域の先人の生き方や伝統文化、地域

の特色や課題などについて、「総合的な学習の時間」を中心に、探求的な

学習活動を推進します。

④ 小・中学校９年間を見通したカリキュラムを作成し、教科横断的な視点

に立った取り組みをすすめます。

⑤ 郷土学を通して、自分たちの郷土「おおの」を知り、郷土に誇りを持

つとともに、よりよい「ふるさと」を創造する社会性を育成します。

⑥ 各学年年間５単位時間を目安に取組をすすめます。

⑦ ふるさと「おおの」の特色を知るために、新しい教職員を中心に、ジ

オパークやエコパーク等の研修会を実施します。

７．人的配置・人材育成の充実

① 学校に配置されたすべての職員が教育方針を共有し、学校課題に対し

て組織的に協働体制がとれるよう「チーム学校」力を充実させます。

② 学力向上や特別支援教育に係る課題、いじめや不登校など生徒指導に

係る課題、学校事故などさまざまな学校課題に応じて適切な相談体制や

人的支援を行います。

③ 小学校英語教育を充実するために、小学校英語教育支援員を配置する

など人的支援を行います。また、小・中連携による乗入授業で英語教育

の円滑な接続や連携を図ります。

④ 小学校英語教育研修会やフィールドワーク、ジオパーク・エコパーク

研修会を開催し、学校教育の充実と人材育成を図ります。

⑤ 主任やプロジェクトリーダー等を適材適所で活用することで芯の通っ

た学校組織を確立するなど、各校でのＯＪＴを充実させます。



Ⅳ 学校教育の実際

１．今後、以下の取組を重点施策として具体化し、推進します。

（１）「はぐくみ先生」によるキャリア教育の支援

（２）小学校英語教育の推進

（３）不登校・いじめ対策の強化

（４）部落差別問題解消にむけた教育の推進

（５）防災教育の推進

（６）就学前教育の充実と幼小中高の連携

（７）部活動ガイドラインの策定

（８）教職員の人材育成と働き方改革の推進


