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 3 将来を豊かに生きる力の基礎を培う学校教育の推進 【学校教育課】 

大項目 1) 確かな学力の向上 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)学力検査によ

る児童･生徒

の学力の検証

及び対策 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査、県学力調査と併せてＣＲＴ（標準学力調査）

を実施し、学力向上対策として分析を行った。 

○県教委委託のＲＳＴ（リーディングスキルテスト）の結果分析を行い、

児童生徒の読解力向上のための授業改善を行った。 

 ○全国学力・学習状況調査の結果について、小学校の国語・算数は全国平

均を下回ったが、中学校の国語・数学・英語は全国平均を大きく上回っ

た。 

 ○各学校に対し、全国学力・学習状況調査に関わる基本的な方向性を示し、

次の取組を促した。 

ｱ 調査結果の分析を各学校で行い、学力を把握する。 

ｲ 各学校で進めている学力向上対策を今回のＣＲＴ調査結果を基に

見直し、学力向上プランの加除修正を行う。 

ｳ 町や各学校の学力向上プランをもとに、全教職員で児童生徒の学力

向上の課題を共有する。 

ｴ 県教育委員会作成の「新 3つの提案」等改善資料を活用しながら、

課題解決に向け、日々の授業の改善を行う。 

ｵ 学力向上委員会において、専門幹が各校に指導助言をした上で、取

組の中で効果のあった事例の紹介等を実施する。 

 ○各学校では、教育委員会の基本的な方針、取組の方策を受けて、学力向

上委員会、企画委員会等で分析し、検証を行った。この検証結果を踏ま

え、授業の中で実践していく視点の明確化、家庭との連携等、具体的な

対策を講じた。 

 

【課題・今後の取組】 

○平成 31 年度の「全国学力・学習状況調査」について、小学校は、国語

科で全国平均より 2点弱下回り、算数科で 1点弱下回っている。中学校

の国語、数学とも全国平均を上回っている。 

○課題として、小学校では、国語科・算数科ともに「問題を正確に理解し、

目的に応じたものを選択すること」、中学校国語科では、「物語文等の

文章の内容の理解」、中学校数学科では「証明されたことから新たにわ

かることを選ぶ」等の内容が挙げられる。 

○課題改善に向けて、昨年同様小学校においては「図や表に表す活動を多

く取り入れること」、中学校においては「語と語のつながり等、文章の

構成を意識した学習を多く取り入れること」に力を入れた指導を行い、 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

  児童生徒の「文章を読み取る力」「問題を正確に理解し正しい答えを選

択する力」の向上を図っていく。その際ＲＳＴの結果分析を活かした授

業を仕組み、読解力向上につなげていく。 

○年度末にＣＲＴを実施した結果、学力分析ツールや補充問題を活用し、

同一集団の経年比較や誤答分析を行うことができた。また、分析結果に

基づいた課題について、スキルタイムや家庭学習において取扱うなど学

力の向上を図るよう校長会・学力向上委員会において指導を行う。 

○学力向上委員会において、町の学力向上プラン（検証改善サイクル）や、

学力調査の結果と新学習指導要領の内容を関連付けた対策を提示し、各

校の学力向上プランにも入れるように指導する。また、授業研究会等の

校内研修においても新学習指導要領の趣旨に沿った指導助言を行う。特

に新学習指導要領の各学年の目標が、その学年の到達目標であることを

意識して授業改善に取り組むように指導を行う。 

○指標である「全国学力学習状況調査で全国平均を上回る領域数」につい

て、平成 31 年度以降は A・B の区分がなくなり、8 領域から小学校【国

語科、算数科】中学校【国語科、数学科】の 4領域となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 基 準 実 績 目 標 

全国学力学習状況調査で全国

平均を上回る領域数 

小 6【国語 A・B、算数 A・B】 

中 3【国語 A・B、数学 A・B】 

《A＝基礎、B＝活用》 

※令和元年度以降は A・B の区

分がなくなったため領域は、 

小 6【国語、算数】 

中 3【国語、数学】の 4 領域と

なった。 

平成 26年度 令和元年度 令和 2年度 

3/8 

（1.5/4） 

2/4 3/4 
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中項目 小項目／点検・評価 

(2)町版学習の手

引き (進んで

学 ぶ 時 津 っ

子 )の作成と

配布を通じて

の学校･家庭

の連携した学

習への取組の

啓発 

 

 

 

 

 

○「進んで学ぶ時津っ子」を全児童・生徒に配付し、学級ＰＴＡ等で話題

とすることにより、家庭での学習習慣の定着が図られるよう各学校に指

導した。宿題と家庭学習、学年に応じた自主学習を推奨し、発達段階に

応じた家庭学習の習慣化のための参考として、町版学習の手引き「進ん

で学ぶ時津っ子」を活用するよう指導した。 

○学習の手引き「進んで学ぶ時津っ子」の活用状況について、学力向上委

員会で情報交換を行ったところ、年度初めに使うだけの学校が多かっ

た。そこで、今年度の改訂では、年間を通して使用できるようにチェッ

クリストを取り入れた。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○次年度からは、学力向上委員会において「進んで学ぶ時津っ子」の活用

状況の調査を定期的に行う。 

○全国学力学習状況調査において、「平日に学校の授業以外でどのくらい

勉強をしているか」の問いに対して、「30 分以下」の割合が、小学校

9.1％（前年度比+2.8％）、中学校 3.1％（前年度比+1.3％）、「1時間

以下」の割合が小学校 42.4％（前年度比+6.0％）、中学校 9.3％（前年

度比+2.5％）と増えてきている。 

○町版学習の手引きの各家庭での記入欄「家庭での 1週間の時間割を立て

る取組」への記入を促し、望ましい家庭学習の習慣化の啓発を図る。ま

た、町学力向上委員会において、各学校における活用の工夫について情

報交換を行い、活用状況がよくない項目については、啓発及び内容の見

直しを図る。さらに、ＣＲＴのフォローアップシートや誤答分析の活用

により、児童生徒が自分の弱点を知り、自力で解決に向かう意欲を高め

る。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(3)町立小中学校

の研究指定と

指導主事によ

る指導体制の

充実 

 

 

 

 

 

 

○児童生徒の学習機会の拡充、学習意欲の向上、学習習慣づくりを目的と

して、教育委員会から町内小中学校へ教育研究委託を行い、特色ある取

組に努めた。 

○時津小学校、鳴北中学校の研究発表会には町内の他校の多数の教職員が

参加し、研究内容を共有することができた。 

○学校教育課指導主事が、町立小中学校を訪問し校内研修で全職員や、研

究主任、授業者に対して個別に指導を行った。また、校長と直接面談し

各種学力調査の結果と学校での取組の成果と課題を見極め、指導をする

ことで、町全体の方向性を示すことができた。 

   訪問指導回数： 28 回（前年度比+9回） 

 〔各学校の研究主題〕 

・時津小学校【研究発表校】 

「確かな学力を身につけ、生き生きと学び合う時津っ子の育成」 

～学習過程の見通しを持ち、主体的に交流する姿をめざして～ 

・時津北小学校 

「自ら考えを広げ深め、豊かに表現する子供の育成」 

～言葉による見方・考え方を働かせる国語科授業改善を通して～ 

・時津東小学校 

    「自ら学ぶ子供の育成」 

・鳴鼓小学校 

「思いを語り合える子供の育成」 

～筋の通った単元構成と「言葉による見方・考え方」を働かせる国語

科学習を通して～ 

・時津中学校 

「豊かに表現し、共に学ぶ生徒の育成」 

～学びの質を高める授業の創造～ 

・鳴北中学校【研究発表校】 

「進んで学習に励み、自信を持って活動する生徒の育成」 

～学び合い活動の充実を目指して～ 

○令和元年度の研究発表校において、以下のような成果と課題が見られた。 

 【時津小】 

(1)成果 

①県学力調査、全国学力・学習状況調査の結果を前年度までと比較

すると、全国平均まではいかないが差が縮まってきた。また、県

平均は大きく上回った。 

②課題であった無答率の高さや問題の後半に行くほど無答率が上

がることについても改善が見られた。これは、読解力の向上に焦 
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中項目 小項目／点検・評価 

 点化したスキルタイムを継続して行ってきたことや普段の授業の 

中で確かめる時間の確保と充実を意識した取組を続けてきたこと 

の成果であると考えられる。 

  (2)課題 

①45 分で力をつける授業の構築を意識してきたが、つながるタイ

ム（集団解決）の充実やＲＳを意識した指導を心掛けていくと時

間が足りなくなるため、授業モデルの見直しが必要となってき

た。 

 

 【鳴北中】 

  (1)成果 

①授業改善を図った結果、授業が分かる、意欲的に活動していると肯

定的意見を回答する生徒が増えた。 

②ＣＲＴの結果をみると、1年生の英語科、2年生の国語科・社会科、

3年生の国語科を除いて、標準スコアが全国平均を大きく上回った。

下回った教科も標準スコアを若干下回った程度である。これは、全

学年で学習規律の徹底と支持的風土を整えて「鳴北スタイル」を確

立したことにより学力向上の土台作りができたためと考えられる。 

  (2)課題 

①授業の中での「鳴北スタイル」がまだ統一されていないために、学

び合い活動の充実が教科ごとにとどまり、学校としての具体的な姿

を示すところまで至っていない。 

②生徒自らが学習環境を整え、進んで学ぼうとする姿を目指している

が、家庭学習での姿にとどまり、普段の学校生活や授業の中での姿

が多くは見られていない。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○新学習指導要領を根拠とした質の高い指導助言に努め、校内研究の方向

性を示していく。その際、全国学力・学習状況調査の結果やＣＲＴの経

年変化とも関連付けながら授業改善につながる助言に努める。 

 

(4)教育のＩＣＴ 

化の推進 

 

 

①ＩＣＴ機器の整備 

 ○令和元年 12月に文部科学省が打ち出した「ＧＩＧＡスクール構想」が目

指す 1人 1台端末の実現に向け、説明会への出席、情報収集に努めた。 

○令和 2年 2月に制定された「公立学校情報機器整備費補助金要綱」に基 

づき、端末の整備計画を作成した。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

 ○端末の整備計画に沿って、令和 2年度から令和 5年度にかけて、全児童

生徒 1人１台及び授業を担当する教員分のパソコン整備を行う。 

○ＧＩＧＡスクール構想により、使用する教材や授業の進め方にも変化が

求められる。端末の整備と併せて、1 人 1 台端末の実現により、可能と

なるデジタルコンテンツの活用や、効果的なデジタル教材の導入につい

ても検討していく必要がある。 

 ○端末の増加により、不具合が発生する割合も増加すると考えられる。不

具合発生時に授業を止めることがないよう、予備機を備えるなどの環境

整備を行うとともに、データ復旧を速やかに行える管理体制の充実を図

る。 

 

 

 

 

②ＩＣＴ機器に関する教職員の指導力向上 

 ○ＩＣＴ支援員が各小中学校を 1校あたり 33 回程度の巡回訪問を行い、 

小中学校合わせて、約 70回の講習、操作説明を行うことで教職員のＩ

ＣＴ機器の活用推進を図った。 

 ○鳴鼓小学校の初任者及び他市町からの着任者に対し、本町ＩＣＴ機器の

操作活用研修会を実施し、授業等における効果的な活用の推進に努めた。 

 ○県主催研修は時津北小学校を会場として開催し、小学校におけるプログ

ラミング教育に関する教職員の指導力向上を図った。 

 

 

【課題・今後の取組】 

○指標の実績を図る「学校における情報化の実態等に関する調査」におい

て、平成 30 年度から指導能力に係る項目、定義の変更があったこと、

また、タブレット型パソコンへの更新に伴う操作方法の変更等により、

「ＩＣＴを活用した授業をできる教員」の割合が減少した。 

○1 人 1 台体制により個別最適化された学習を可能にするためには、更な

る教職員のＩＣＴ機器を活用した指導力向上が求められることから、こ

れまでのＩＣＴ支援員による講習会、研修実施のほか、県との連携や国 

の支援の活用により、さらなる研修体制の充実を図る。 

 

指 標 基 準 実 績 目 標 

ＩＣＴを活用した授業をでき

る教職員の割合 

平成 26年度 令和元年度 令和 2年度 

70％ 69％ 100％ 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ○初任者や本町に新たに配属される教職員は、本町が導入しているＩＣＴ

支援員による機器操作等に関する講習等を実施し、授業等における効果

的なＩＣＴ機器の活用推進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③児童生徒の情報活用の実践力の育成 

 ○ＩＣＴ支援員とのティームティーチング（ＴＴ）等を通して、児童生徒

の機器操作やソフトの活用に関するサポートを行う等、児童生徒の情報

活用の実践力の育成に努めた 

 ○各学校において、メディア安全講習会を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

○鳴鼓小学校と台湾日本人学校との間で、遠隔授業の実施を予定してい

る。今後、両校間での通信接続テスト、具体的な教育課程の検討を経て、

令和 2年 9月の実施に向けて準備を進める。 

 

④教師と子どもと向き合う時間を増やすための校務の情報化 

 ○小中学校全校にスキャナーを整備し、児童生徒、保護者を対象に行うア

ンケート調査をマークシートによる集計システムで行うことで集計業務

の効率化を図った。 

 ○各種様式集のデータ、学習コンテンツの活用事例集、ＩＣＴ支援員の配

置変更等の情報等をオンラインストレージの共有フォルダに保存し、各

学校で利用できるようにした。 

 ○保護者への簡易アンケートについて、ＩＣＴ支援員が一般のＷＥＢサー

ビスを活用し、保護者が携帯電話による回答を行うことで、学校はその

回答状況、内容をリアルタイムに自動集計できる仕組みを作った。 

 

 【課題・今後の取組】 

○長崎県が推奨する校務支援システムの導入について、ＧＩＧＡスクール

構想におけるＬＡＮ整備の状況や情報のセキュリティポリシーの作成

も踏まえ、今後、導入に向けた経費等の試算や運用方法についての検討

を進める。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(5)個に応じた教 

育の充実 

 

 

 

①習熟度別・ＴＴなどによる多様な形態による授業の実施 

○少人数指導、特別に配慮を要する児童の指導、生徒指導等に対応するた

め、県教育委員会に加配教員の要望を行い、以下のとおり配置された。 

・少人数指導      1人・4人（小学校・中学校） 

・児童･生徒支援    1人・2人（小学校・中学校） 

・県教育支援      1 人（中学校） 

・主幹教諭       1 人（中学校） 

・指導教諭       1 人（小学校） 

・主幹教諭非常勤    1  人（小学校） 

・複式支援等教諭非常勤 3  人（小学校） 

・再任用短時間勤務   2 人・1人（小学校・中学校） 

・小学校専科指導（英語）2 人（小学校） 

・小学校専科指導（理科）2 人（小学校） 

 

                          合計 22 人 

○少人数指導やＴＴによる授業を行った。 

・時津小学校：2～4年生の算数において、少人数指導とＴＴ指導を、 

4～5年生の図工においてＴＴ指導を行った。 

・時津北小学校：5～6年生の算数において、少人数指導とＴＴ指導を行

った。 

・時津東小学校：1、2、5、6 年生の算数、1～6 年生の国語（図書）に

おいて、ＴＴ指導を行った。 

・鳴鼓小学校：3～5年生の算数において、ＴＴ指導を行った。 

・時津中学校：全学年の理科、音楽、1、3年生の数学、1年生の社会、

2年生の国語、2～3年生の保健体育において、ＴＴ指導

を行った。 

・鳴北中学校：全学年の国語、英語、保健体育、1 年生の社会、2 年生

の数学、2～3年生の理科において、ＴＴ指導を行った。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○加配教員の要望を継続するとともに、加配教員の目的（少人数指導、小 

 学校専科等）に応じた効果的な運用について、校長への指導を行う。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(6)学力向上委員

会の活性化に

よる町立各小

中学校の課題

意識の高揚 

 

 

 

○町立各小中学校の学力向上担当者を委員とする学力向上委員会を開催

した。 

 開催回数：3 回／年 

 第 1回 リーディングスキル（ＲＳ）先進校視察報告、ＲＳの視点を生

かした授業の在り方、学力調査結果分析、「進んで学ぶ時津っ

子」の活用状況調査 

第 2回 ＲＳ先進校視察報告、「進んで学ぶ時津っ子」の活用方法 

第 3回 （新型コロナウイルス感染予防対策のため中止） 

 ○ＲＳの視点を生かした授業の在り方について、具体的な方法等について

講義を行った。また、先進校視察報告をもとに、普段の授業においてど

う実践していくかを示した。 

 

【課題・今後の取組】 

○町の学力向上プランの徹底を図るとともに、学力調査の結果を検証軸と

した授業改善サイクルを確立する。 

○県教委委託 21世紀型学力向上推進緊急プロジェクトをもとに、県教委

や先進校の取組を参考にしながら時津町独自の読解力向上プランを作

成して授業改善につなげていく。 

○令和 2年度においては、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様

式」に留意しながら、日程や会場等を検討し学力向上委員会を開催する。 

 

(7)外国語教育・

国際理解の推

進 

 

 

 

  

①外国語指導助手（ＡＬＴ）による学校訪問・授業における計画的指導 

 ○中学校の英語の授業だけでなく、小学校外国語活動において、担任や県

から配置された英語教諭とＡＬＴとのティームティーチングによる授業

に取り組んだ。 

○ＡＬＴの配置時数  

・時津小学校    330時間／3～6年生  10 学級他(1～2年生) 

・時津北小学校   388時間／3～6年生   8 学級他(1～2年生)  

・時津東小学校   437時間／3～6年生  14 学級他(1～2年生)  

・鳴鼓小学校    346時間／3～6年生   8 学級他(1～2年生)  

・時津中学校    321時間／1～3年生  16 学級 

・鳴北中学校    160時間／1～3年生  9 学級 

 ○ＡＬＴ3 名が長崎市西坂小学校の外国語教育中間発表会へ参加し、授業

参観や研究協議を通して新学習指導要領に対応した授業作りを学んだ。 

 ○町独自の研修を実施し、小学校外国語科の指導や評価について研修を行 

った。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

○引き続き、令和 2 年度からの新学習指導要領の実施に係る 5～6 年生の

外国語の教科化、3～4年生の外国語活動の導入に向け、町独自あるいは、

長与町との合同による教職員の研修実施及び外国語教育に関する研修

会への参加促進等により、指導体制の充実に努める。 

○小学校英語専科加配の県への要望を継続し、英語教育の充実に努める。 

 

 ②地域人材の活用 

 ○時津東小学校において、地域の人材を活用して外国語活動に取り組んだ。 

・時津東小学校   1 人 

 

【課題・今後の取組】 

○令和 2 年度からの、5～6 年生の外国語の教科化、3～4 年生の外国語活

動の導入に向け、新たな地域人材の発掘及び活用に努める。 

 

  ③長崎外国語大学との包括提携を活用した外国語教育の充実 

○時津町のＡＬＴ3 名と長崎外国語大学留学生の協力のもと、町内中学生

を対象とした「イングリッシュデイキャンプ」を実施した。 

 ・対象学年：中学 1～2年生 

 ・実施場所：崎野自然公園 

 ・実 施 日：令和元年 10月 19日（土） 

 ・参 加 者：中学生 15名 

       長崎外国語大学ボランティア 9名 

○長崎外国語大学との連携会議に学校教育課職員が参加し、情報交換を行

った。 

○長崎外国語大学及びＡＬＴとの連携のもと、公民館教室として、子ども

向け英会話教室を開催した。また、本年度は野田郷在住の高齢者を対象

に、英会話教室を開催した。 

 

【課題・今後の取組】 

〇今後も長崎外国語大学との包括連携を活用し、「イングリッシュデイキ

ャンプ」の継続的な実施や、町内向け外国語教育に係る行事の計画・実 

施を図る。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(8)ふるさと教育

の推進 

 

①小学校社会科副読本「わたしたちの時津」の活用 

○小学校社会科副読本「わたしたちの時津」に関する評価テストを実施し

た。 

○令和 2年度の「わたしたちの時津」改定に向けて、郷土研究会を開催し

た。 

 

【課題・今後の取組】 

○「わたしたちの時津」の理解度を確認するために、引き続き評価テスト

を実施する。 

〇令和 2年度から新しい学習指導要領の教科書が使用される。令和 2年度

中に改訂・製本を行い、令和 3年度から新しい「わたしたちの時津」の

使用を開始する。 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②キャリア教育の充実（社会教育事業との連携） 

 ○職場体験学習 

・時津中学校 ：実習学年：2年生  

実習場所：町内事業所 61箇所 

          期  間：令和元年 7月 3 日(水)～5日(金)    

・鳴北中学校 ：実習学年：2年生  

実習場所：町内事業所 47箇所 

期  間：令和元年 9 月 11日(水)～13日(金) 

 ○鳴北中学校の文化祭において、キャリア教育に関する発表を行った。 

 ○時津中学校において、外部講師を招聘し、職業講話を開催した。 

  ・期 日：令和元年 12月 19日(木) 

   参加者：1年生(178名)               

 ○小学生を対象としたキャリア教育事業を実施した。 

【社会教育事業：Ｐ67「私たちの町の工場見学」、「働いてみよう！（職

場体験）」参照】 

     

【課題・今後の取組】 

  ○引き続き、中学校におけるキャリア教育、及び小学生を対象とした社会

教育事業を実施する。 

 

(9)課外における

指導時間の活

用 

①放課後や夏休み等を利用した補充指導 

 ○各学校の判断により、夏休み等長期休暇を利用して補充指導を行った。 

  ・小学校：サマースクール、個人の学習指導 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

  

・中学校：学年ごとの学習指導、個人の学習指導、実力テスト 

【課題・今後の取組】 

○小学校においては、5～6 年生の外国語の教科化、3～4 年生の外国語活

動の導入による授業時数の確保が課題となっており、学校での放課後の

補充指導の時間確保は、困難な状況にある。 

○放課後や夏休み等を利用した補充指導については、各校の取組に加え、

社会教育課やコミュニティースクール等が主催する事業の活用等、関係

機関と連携を図りながら、児童生徒の補充学習の機会の確保に努める。 

 

大項目 2) 豊かな心の育成 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)道徳性を養う

心の教育の推

進 

 

 

 

○「時津っ子の心を見つめる週間」には、全ての町立小中学校において土

曜授業を実施し、道徳の公開授業を行う等、家庭や地域との共通理解を

深めた。また、被爆体験講話、地域のゲストティーチャーを招聘しての

授業等の取組を行い、心の教育の充実を図った。 

○小学校では、価値観の形成を図る指導を徹底するとともに、自己の生き

方を見つめさせる指導を行った。 

○中学校では思春期の特質を考慮し、社会との関わりを踏まえ、人間とし

ての生き方を見つめさせる指導を行った。 

  

【課題・今後の取組】 

 ○県主催研修への参加を促すとともに、中央研修受講者の伝達講習会を実

施するなど、町主催研修の充実を図り、「特別の教科 道徳」における

教員全体の指導力向上に努める。 

 

(2) 子ども読書活

動推進計画に

沿った読書活

動の推進（社

会教育事業と

の連携） 

 

 

 

 

 

①学校司書の配置 

○学校図書館活動支援のため、教育振興公社に委託し学校司書を配置し

た。 

・時津小学校        1人 

・時津北小学校       1人 

・時津東小学校       2人 

・鳴鼓小学校        1人 

・時津中学校        1人 

・鳴北中学校        1人 

                        合計 7人 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

  ○令和元年度からの「第三次時津町子ども読書活動推進計画」に基づき、

図書ボランティアとの連携による読み聞かせの充実を図るとともに、図

書館だよりを通じた保護者への図書案内により「親子読書」、「家読」

の啓発に努める。 

○令和 2 年度から、教育振興公社に委託していた学校司書の配置を町の直

接雇用に切り替え、学校司書向けの研修の更なる充実を図り、学校にお

ける読書活動の推進に努める。 

 

   

 

 

②学校司書の研修の充実 

 ○長崎県教育委員会が主催する学校図書館の運営・活用や読書教育に関わ

る技能向上を目指したセミナーへ参加した。 

  ・期日：令和元年 8 月 5日（月） 

参加人数：学校司書 4人、司書教諭１人   計 5人 

○時津図書館主催による司書研修会に参加した。  11回 

 

【課題・今後の取組】 

  ○児童生徒の読書活動推進のため、引き続き、学校司書の資質向上を目的

とした研修・セミナー等への参加促進に努める。今後、教委主催の研修

会も実施する。 

 

  ③学校における「朝の読書活動」の推進 

○町立小中学校で「朝の読書」を時間割に位置づけ、読書習慣の定着を推

進している。 

○町立小中学校では、町立図書館の団体貸出を利用して学級文庫を開設

し、 

 身近に本がある環境を整えている。 

○学校司書・教員・図書ボランティア・児童生徒相互による読み聞かせ等、

各学校において特色ある読書活動を行っている。 

 

 
 

指 標 基 準 実 績 目 標 

1 日 30 分以上読書する児童生

徒の割合 

（小学 6年生） 

（中学 3年生） 

平成 26年度 令和元年度 令和 2年度 

 

29％ 

22.7％ 

 

40.8％ 

26.1％ 

 

45％ 

30％ 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

○「朝の読書活動」については、週 2回実施している学校から毎日実施し

ている学校までばらつきがある。フッ化物洗口の実施や学力向上に向け

た「スキルタイム」の取組等により、毎日の実施は困難になっているが、

週 2回は「朝の読書」に取り組むとともに読書の質の向上にも努めるよ

う指導・助言を行う。 

○「1日 30分以上読書する児童生徒の割合」は基準年度と比較して、小学

校は 11.8％、中学校は 3.4％増加し目標を達成することができた。今後

も、ＰＴＡと連携しながら家庭に読書の効用について啓発を行う等、児

童生徒の読書習慣の定着を推進する。 

 

 ④学校図書館の整備・充実 

 ○平成 29年度に導入した学校図書館システムを活用し、児童生徒一人ひと

りの読書量、選書の内容などを教諭、担任、学校司書が共有することで、

個々に対する働きかけが可能となった。 

 【令和元年度貸出冊数】 

・時津小学校   80,845冊（167冊／児童 1人） 

・時津北小学校  73,373冊（212冊／児童 1人） 

 ・時津東小学校  75,723冊（118冊／児童 1 人） 

 ・鳴鼓小学校   59,763冊（183冊／児童 1 人） 

 ・時津中学校    8,888冊（ 16冊／生徒 1 人） 

 ・鳴北中学校    4,417冊（ 15冊／生徒 1 人） 

 ※貸出冊数については、コロナウイルス感染症予防による臨時休業に伴い、

減少している。 

 

【課題・今後の取組】 

  ○どの学校においても、学年が高くなるにつれて、読書量が少ない傾向に

ある。学習単元との関連付けや新型コロナウイルスを想定した「新しい

生活様式」に留意したイベントの実施により、学校図書館への来室を促

すなどの働きかけを行う。また、読書の質の向上を図るため、様々なジ

ャンルの本に興味や関心を持たせるために、図書館だよりによる図書の

紹介や効果的なレイアウトを行うなどの環境整備に努める。 

  

(3)人権・平和教

育の推進 

 

①学校における人権教育の充実 

 ○各学校において教科、道徳、特別活動をはじめ全教育活動の中で人権教

育を実施した。   

 



29 

 

中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

○「特別の教科 道徳」を中心として、教育課程全体を通して、人権教育

の推進に取り組む。 

 

 ②教職員の人権意識向上のための各種研修会への参加 

 〇全ての町立小中学校で長崎県教育委員会が作成した「人権教育をすすめ

るために」を活用し、校内研修会を実施した。 

 ○県教委・人権教育研究会主催の研修会に参加した. 

  ・長崎県人権教育研究大会(令和元年 8月 1 日(木)、2日(金)） 

   参加者：1人 

・西海市西彼地区人権教育研修会(令和元年 6月 13日(木)） 

 参加者：8人 

・初任者研修(拠点校指導教員による人権教育を各校で実施) 

参加者：7人 

・長崎県人権教育中央研修会（令和 2年 2月 14 日（金)） 

参加者：1人                    など 

  ○西彼杵郡人権教育研究大会を実施し、こどもの人権（子育て）について

講演等を行った。 

期 日：令和 2年 2月 4 日(火) 

場 所：時津カナリーホール 

内 容：①「つながりのある子育て～児童相談所の現場から～」 

②時津町・長与町での取組紹介 

発表者：①長崎こども・女性・障害者支援センター所長 

    ②時津町福祉課長、長与町子ども政策課長 

参加者：247人（うち時津町参加者数 124人）  

    

【課題・今後の取組】 

○引き続き、学校教育だけでなく、子ども会連合会等社会教育関係団体と

も連携を図りながら人権教育・平和教育を推進する 

 

 ③学校における「長崎原爆の日」を中心とした平和教育の充実 

 ○「長崎原爆の日」の 8 月 9 日を登校日とし、各学校において被爆体験者

の講話等、平和集会を実施した。 

 ○原爆資料館より借用した写真パネルの展示に関すること、「ピースバト

ン・ナガサキ」や「平和案内人」等の講師の活用に関することなど、各

学校に対して平和学習のあり方について、情報提供や助言を行った。 

 ○各学校においては、総合的な学習の時間などで、「ピースバトン・ナガ 
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中項目 小項目／点検・評価 

 サキ」等を講師に迎え平和学習を行うなど、「平和」や「いのち」の大

切さについて学んだ。また、小学校 4年生又は 5 年生は、平和公園や原

爆資料館を訪れ、平和案内人の方の説明を聞くなど、戦争や原爆の悲惨

さ、平和の尊さについて学習した。 

○児童生徒の代表者が「時津町平和の集い」に参加し、学校で作成した千

羽鶴を記念碑に捧げた。 

  

【課題・今後の取組】 

 ○引き続き、「長崎原爆の日」を中心として、被爆地長崎の児童生徒とし

て、教科、特別の教科道徳、特別活動、総合的な学習の時間において、

生命を大切にし、平和を希求する心情・態度を育てるよう、平和教育担

当者会などを通して情報提供や助言に努める。 

 

大項目 3) 健やかな体を育む健康教育の推進 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)鍛錬を核とし

た体力づくり

の充実 

 

 

○長崎県児童生徒体力・運動能力調査結果をもとに、時津町及び各学校の

課題を捉え体力向上プランを作成し、体力向上に取り組んだ。 

○小学校では、準備運動や集団行動を統一する等、職員間で体力向上アク

ションプランの共通理解を図り、体力向上に取り組んだ。また、業間体

育等で「ジャックナイフストレッチ」や「体力づくり運動」を意図的に

取り入れる等の取り組みの結果、運動に対する抵抗感が少なくなり、休

み時間や放課後に体を動かす習慣が育ってきた。 

○中学校では、授業導入時の補強運動において「動きを正確に行うこと」

を意識した指導に努めたところ、体力・運動能力調査において多くの種

目で前年度より良い結果が得られた。 

 

 

※分母 144項目＝小学校 6学年×8項目×2(男･女) 

        ＋中学校 3学年×8項目×2(男･女) 

 分子     ＝全国平均を上回った項目数 

  8 項目 小学校：握力・上体起こし・長座体前屈・反復横跳び・シャト

ルラン・50ｍ走・立ち幅跳び・ソフトボール投げ 

指 標 基 準 実 績 目 標 

児童生徒の体力・運動能力調査

で全国平均を上回る項目数 

（小中学校各学年男女別に 8項目） 

平成 26年度 令和元年度 令和 2年度 

33/144 

（22/96） 

17/96 

 

24/96 
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中項目 小項目／点検・評価 

       中学校：握力・上体起こし・長座体前屈・反復横跳び・1500ｍ 

走・50ｍ走・立ち幅跳び・ソフトボール投げ 

令和元年度からは小学校 1～3年生は実施しない。 

令和元年度の分母は 96 項目＝小学校 3学年（4～6年生）×8項目×2(男

･女)＋中学校 3学年×8 項目×2(男･女) 

 

【課題・今後の取組】 

○児童生徒の体力・運動能力調査において、全国平均を上回った項目数が

平成 29 年度の 26/144（17.3/96）項目から、令和元年度は 17 項目に減

少した。平成 26年度と比較しても減少してきている。 

 前年度と比べると改善は見られるものの、全国平均を下回っている。ま

た、長座体前屈についても、前年度に引き続き全国平均を下回っており、

柔軟性にも課題が見られる。引き続き、課題を捉えた取組を継続し、体

育担当者会を開催し、情報交換をしたり、児童生徒が正しい動きを意識

した運動ができるような取組を行うよう指導していく。 

 

(2)薬物乱用防止

教育等の実施 

 

 

○全ての町立小中学校において、「薬物乱用防止教室」を実施した。 

 ・小学校：6年生対象 

 ・中学校：3年生対象 

 ・講 師：学校薬剤師 

 

【課題・今後の取組】 

○近年、県内においても、未成年者の薬物使用に関する事案が発生してい

る。薬物乱用や依存、体に与える影響、社会に与える影響等、引き続き、

発達段階に応じた内容の「薬物乱用防止教室」の開催に努める。 

 

(3)学校教育を通

した健康教育

（食育）の推

進 

 

①食育全体計画、食育年間指導計画の作成と活用 

○各学校において食育全体計画や年間指導計画を作成し、生涯にわたって

健康で生き生きとした生活を送るため、子どもたち一人ひとりが正しい

食事の在り方や望ましい食習慣を身につけ、食事を通じて自らの健康管

理ができるよう、食育の推進に努めた。 

○計画に基づき、栄養教諭等が、授業や給食の時間に担任等と給食指導を

行い、児童生徒の食育についての関心を高めた。 

 ○「学校における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、全児童生徒

を対象に「食物アレルギー調査」を実施し、必要に応じて個別面談を実

施した。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 〇児童生徒への安全・安心な学校給食の提供に資するため、「時津町学校

給食異物混入対応マニュアル」を策定し、学校と給食公社等と対応につ

いて協議し連携強化を図った。 

 

【課題・今後の取組】 

○食物アレルギーがある児童生徒の対応については、マニュアルに基づき

慎重に実施するとともに、「ヒヤリ・ハット」事例等について、情報の

共有を行い対応強化に努める。 

 

(4)家庭への食育

の啓発 

 

 

○学校給食への関心を高めるため、毎月の献立予定表を保護者に配布し

た。 

○「進んで学ぶ時津っ子」、「食育だより」、「学校だより」、「保健だ

より」等を活用し、家庭への食育啓発を行った。 

 ○町立小学校では、地域の老人会等と児童との交流を行い、給食を一緒に

食べることにより、学校給食への理解を深めた。 

 ○地場産物使用推進週間や全国学校給食週間において、県内の特産品を使

用した献立の作成や、栄養教諭による給食時間中の講話等を通して、食

に関する啓発活動を行った。 

 

  

指 標 基 準 実 績 目 標 

朝ごはんを毎日食べる児童生

徒の割合 

平成 26年度 令和元年度 令和 2年度 

87.2％ 94.3％ 90.0％ 

 

【課題・今後の取組】 

〇平成 30年度の 93.9％から令和元年度は 94.3％と毎日朝ごはんを食べる

児童生徒の割合は微増しており、令和 2年度の目標を上回っている。朝

食を食べることは学力向上にもつながる重要な要素でもあること等、朝

食の必要性について引き続き「食育だより」や「学校だより」等を活用

し、啓発に努める。 
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大項目 4) 特別支援教育の充実  

中項目 小項目／点検・評価 

(1)学校教育相談

員の設置 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○幼稚園、保育園、ひまわりの園、保健センターとの連携により、就学相

談対象幼児の把握に努めた。 

 ○特別な配慮を要する児童等の就学について、保護者の不安や悩みに対し

て相談を行った。 

  ・相談人数：延べ 68人 

  ・学校・幼稚園等訪問回数：42回 

 ○就学後の指導に活かすため、保護者の同意を得て就学相談資料を学校へ

提供した。 

  ・資料提供人数：28人 

 ○就学相談に関する啓発活動を行った。 

  ・保護者向け：2回 

  ・住民向け ：2回 

 ○特別支援学校の入学生徒募集説明会に参加した。 

  ・長崎県立鶴南特別支援学校時津分校 令和 2年 1月 15日(水) 

 ○特別支援学校の研究発表会に参加した。 

  ・長崎大学教育学部附属特別支援学校 令和 2年 2月 10日(月) 

 ○長崎大学病院に通院中の小学校就学予定児童の受診に同行し、本人の病

状等を確認して支援の参考にした。 

    

【課題・今後の取組】 

 ○近年、全国的に、特別の配慮を要する児童生徒数は増加傾向にあり、本

町においても同様の状況にある。学校教育相談員の幼稚園・保育園の巡

回等により、書面や検査数値だけでは分からない、子どもたちの活動の

様子を捉えることができ、きめ細かな相談につながっている。また、特

別支援コーディネーター研修会や幼・保・小連携会議の開催にあたって

は、関係者の意見・要望等を参考としながら、研修を計画・実施、特別

支援教育のさらなる充実に努める。 

 

(2)特別支援教育

コーディネー

ター研修会の

実施  

 

 ○特別支援教育の充実のため、特別支援教育コーディネーター連絡協議会

を開催した。 

  《第 1回》 

  期 日：令和元年 10月 4日（金） 

   場 所：時津町役場 

  講 義：「特別支援教育の要として～コーディネーターの役割～」 

  講 師：時津東小学校 指導教諭 木村 栄 氏 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

  《第 2回》 

  期 日：令和元年 12月 20日（金） 

   場 所：時津東小学校 

  講 義：「ＩＣＴを活用した学習支援を行うために」 

講 師：学校教育課 専門幹 白浜 弘康  

  《第 3回》（新型コロナウイルス感染予防対策のため中止） 

  期 日：令和 2年 2 月 28日（金） 

   場 所：時津町役場 

  講 義：「特別支援教育ＣＯとしての役割 

－年間を通した取り組みの流れ－」 

講 師：学校教育課 専門幹 白浜 弘康  

          学校教育相談員 山口 由美子 

 

【課題・今後の取組】 

○第 3回目の連絡協議会が中止となったため、令和元年度は 2回開催とな

った。 

連絡協議会は、平成 30 年度から年間 3 回開催となっており、令和 2 年

度も新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に留意しながら、

日程や会場等を検討し年間 3回の開催予定とする。 

 

(3)教育支援員の

配置 

 

 

 ○学習面や生活面で教育的支援を必要とする児童生徒に対し、適切な支援

や介助を行うため、町立小中学校に教育支援員を配置した。 

 ○令和元年 5月から、小学校の教育支援員を 2 名増員した。 

・時津小学校       4人 

・時津北小学校      2人 

・時津東小学校      4人 

・鳴鼓小学校       2人 

・時津中学校       1人 

・鳴北中学校       1人        合計 14人 

 

【課題・今後の取組】 

○通常学級に在籍する児童生徒を含め、特別な教育的支援が必要と思われ

る児童生徒の割合は増加傾向にある。各学校の実態把握に努め、教育支

援員の配置体制について研究を行う。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(4)幼･保･小・中

特別支援学校

連携会議 

 

 

 

 

 

○町内の幼稚園、保育園、小学校、ひまわりの園、学校教育課の職員の連

携により、特別な配慮を要する児童等に対して適切な支援を連続して行

えるよう連携会議を開催した。 

  《第 1回》 

  期 日：令和元年 10月 4日（金） 

   場 所：時津町役場 

  講 話：「スタートカリキュラムについて」 

  講 師：学校教育課 専門幹 白浜 弘康 

  協 議：「スタートカリキュラム」の実施状況・情報交換 

 《第 2回》（新型コロナウイルス感染予防対策のため中止） 

  期 日：令和 2年 3 月 11日（水） 

   場 所：時津町役場 

  講 話：「スタートカリキュラムの実際」 

  講 師：学校教育課 専門幹 白浜 弘康 

  協 議：「スタートカリキュラム」の修正・情報交換 

    

指 標 基 準 実 績 目 標 

幼･保･小･中･特別支援学校等

連携会議 

平成 26年度 令和元年度 令和 2年度 

1回 1回 3回 

 

【課題・今後の取組】 

○新学習指導要領の完全実施に向けて各小学校のスタートカリキュラム

が出されたが、様式等が統一されていないので統一を図る。また、引き

続き加除・修正を行い、定着を図る。 

○幼稚園・保育園・小学校の連携会議、中学校・特別支援学校を含めて開

催する会議等、実施回数を含めて会議の運営について検討を行う。 

○第 2回連携会議を中止したため、関係者には会議資料を配布した。 

令和 2年度には、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に

留意しながら、日程や会場等を検討し研修会を実施する。 

 

(5)就学支援委員

会の開催 

 

○町内特別支援学校、医師会、保健師等関係機関の協力を得て就学支援委

員会を開催し、特別な配慮を要する児童生徒の就学について諮問を行っ

た。 

 ・就学支援委員会委員の人数   20人 

 ・就学支援委員会の回数      3回 

・対象児童生徒数        57人 
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 ○緊急の場合を除き、12月までには、措置変更の申請手続を行うよう幼保

小連携会議において、学校教育相談員が特別支援コーディネーター等に

年間スケジュールを示し、措置変更等に関する日程等の周知徹底を図っ

た。しかしながら、1月の就学支援委員会に間に合わない事案があった。 

 

【課題・今後の取組】 

○引き続き、転入等の特別な場合を除き、措置変更を含めて就学支援委員

会に諮ることができるよう、事務手続きを進めるとともに、特別支援コ

ーディネーター等にも周知徹底を図る。 

○就学支援委員会において、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよ

う適正な就学支援を行うため、必要に応じて、保護者の同意のもと、幼

稚園・保育園での活動の様子等、映像資料を活用する。 

 

(6)通級指導教室

の開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○週 1～3時間の短い時間ではあるが、個に応じた指導がなされ、児童の成

長につながった。 

・時津小学校    17 人 

・時津北小学校    17 人  ※鳴鼓小学校兼務 

・時津東小学校    36 人 

・鳴鼓小学校     20 人 

・時津中学校     22 人  ※鳴北中学校兼務 

・鳴北中学校     11 人               

計 123 人 

【課題・今後の取組】 

○通級指導教室の入級を希望する児童生徒が増加していることから、通級

指導教室の開設について県教育委員会に要望を行い、令和 2年度は鳴北

中学校に開設されることとなった。引き続き、複数開設について要望を

行う。 

 

(7)特別支援学級 

の開設 

 

 

 

 

 

○町立小中学校全てに特別支援学級を設置した。 

 ・時津小学校   4 学級（知的 2・情緒・病弱） 

 ・時津北小学校  3 学級（知的・情緒 2） 

 ・時津東小学校  4 学級（知的・情緒 2・肢体不自由） 

 ・鳴鼓小学校   2 学級（知的・情緒） 

 ・時津中学校   2 学級（知的・情緒） 

 ・鳴北中学校   1 学級（知的） 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

○引き続き、就学支援委員会の結果や保護者の意向等に基づき、特別支援

学級の開設について検討を行う。 

 

大項目 5) 教育相談体制の充実 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)心の教室相談

員の配置 (中

学校) 

 

  

 

①中学生の心のよりどころとしての心の教室の設置継続 

 ○町立中学校に心の教室相談員を配置して、生徒が不安や悩みなどを気軽

に話せたり、ストレスを和らげたりして、心のゆとりを持てるような環

境を提供した。 

  ・配置校：時津中学校、鳴北中学校  各校  1人 

  ・相談等件数            延べ 397件 

 

【課題・今後の取組】 

○令和 2年度は、鳴北中学校が欠員のため、時津中学校のみの配置となっ

ている。 

中学校に心の教室相談員の配置を急ぎ、教育相談体制の充実に努める。 

 

(2)スクールカウ

ンセラーの配

置 

 

  

 ○県教育委員会の事業を活用し、全ての町立小中学校へスクールカウンセ

ラーd を配置し、児童生徒、保護者の悩みや教師の指導上の悩みなどの

問題解決に努めた。 

  ・相談等件数  延べ       358件 / 444人 

          内訳  小学校  215件 / 264人 

              中学校  143件 / 180人 

【課題・今後の取組】 

○必要に応じて、スクールソーシャルワーカーe ・心の教室相談員とも連

携を図りながら、児童生徒の支援に努める。 

 

(3)スクールソー

シャルワーカ

ーの配置 

 

 ○県教育委員会の事業を活用し、スクールソーシャルワーカーを週 3 日配

置し、児童生徒を取り巻く環境に問題があると思われる場合等、学校だ

けでは対応が困難な事象において、相談支援を行った。 

 

                                                                                  
d スクールカウンセラー(SC)：臨床心理士等の資格又はカウンセリングの経験を有し、心の問題の専門家

として小中学校で、生徒や保護者の悩みを聞き、教員をサポートする非常勤職員。 
e
  スクールソーシャルワーカー(SSW)：社会福祉士等の資格を有し、行政機関等の外部機関と学校との連携

環境の構築、あるいは保護者の生活面等で、福祉的援助等の必要性が認められる家庭への自立支援相談等

を行う非常勤職員。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

【課題・今後の取組】 

○スクールソーシャルワーカーの認知度は高まっており、相談回数も増加

し、学校・保護者・児童生徒の大きな支援となり成果も大きい。児童生

徒及び保護者への相談体制の充実を図るため、引き続き、県教育委員会

に対して週 3回以上の配置を要望する。 

 

(4)小 1 プロブレ

ム･中1ギャッ

プへの対応 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

①幼･保･小・中・特別支援学校等連携会議を活用した小 1 プロブレムf への

対応 

○会議の中で、「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」について

講義を行ったことで、幼保小の情報交換の在り方がはっきりした。その

ため、今後幼保小それぞれで情報交換をする際の内容が、よりよい支援

や配慮について詳細な情報交換になるようにした。 

新入生や前年度入学児童について、情報交換の時間を確保することで、

配慮が必要な児童への対応について連携をとることができた。 

時津保育所において、専門幹がアプローチプログラムについて講義を行

い、講義を受けて具体案を作成してもらった。そうすることで、町全体

のモデルとすることができた。アプローチプログラムのモデルを示した

ことで、幼保小の学びの接続が明確化し、小 1プロブレムの未然防止に

繋げている。 

 

②小中学校の連携した不登校対策推進及び中 1ギャップg の解消 

○町内生徒指導委員会を活用して、各学校の生徒指導状況に関する情報交

換、生徒指導面における小中連絡・情報交換等を行った。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○学力向上に関する成果と課題について、小中学校間で情報共有を図る等、

校種間の理解を深め、中 1ギャップの解消に繋げる。 

 

 

  

 

 

                                                                                  
f
 小 1 プロブレム：小学校に入学したばかりの小学校１年生が集団行動が取れない、授業中に座っていられ

ない、話を聞かないなどの状態が数か月継続する状態。 
g  中１ギャップ：小学校から中学校に進学したときに、学習内容や生活リズムの変化になじむことができ

ず、不登校などが増加する現象。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(5)いじめ防止対

策基本方針の

運用 

 

 

①学校いじめ防止対策基本方針の運用 

○各学校は、職員会議や校内研修を通じた教職員間の共通理解、児童生徒

間の人間関係づくりの促進、教育相談体制の充実、アンケート調査や個

人ノート、生活ノートからの実態把握や生活アンケート等を基にした児

童生徒への個人面談を実施し、いじめ問題の未然防止、早期発見・対応

に努めた。 

  

【課題・今後の取組】 

 ○各学校からの生徒指導等報告書について、指導・助言を行うとともに、

「時津町いじめ防止基本方針」に基づき、各学校に対して、いじめ問題

の未然防止、早期発見、早期対応を行うよう引き続き指導する。 

 

②いじめ問題等連携会議の開催 

 ○町内各小中学校、総務課、福祉課、民生委員・児童委員協議会などの関

係機関及び人権擁護委員やスクールソーシャルワーカー、スクールカウ

ンセラーを委員とする時津町いじめ問題等連携会議を開催し、各学校の

取組状況、各学期の取組の成果と課題などを協議し、関係機関との連携

強化に努めた。 

  第１回  期 日：令和元年 9月 24日（火） 

          場 所：時津町役場 

          内 容：・講話「いじめ問題への対応について」 

（指導者養成研修受講者による伝達） 

              ・各学校からのいじめ・不登校等の状況報告 

  第２回  期 日：令和 2年 3月 2日（月） 

           （新型コロナウイルス感染予防対策のため中止） 

          場 所：時津町役場 

          内 容：・県生徒指導連絡協議会についての報告 

              （学校教育課専門幹） 

              ・各学校からのいじめ・不登校等の状況報告 

 

  

 

指 標 基 準 実 績 目 標 

 平成 26年度 令和元年度 令和 2年度 

不登校児童の割合(小学校) 0.3％  0.72％ 0.2％ 

不登校児童の割合(中学校) 2.1％  2.97％ 2.0％ 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】  

○本町の不登校児童生徒の割合は、平成 26年度以降、約 1％の水準で推移

している。引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー、教育支援センターをはじめ、いじめの防止・不登校等に関係する

機関との連携強化に努める。 

また、いじめ問題等連携会議については、新型コロナウイルスを想定し

た「新しい生活様式」に留意しながら、日程や会場等を検討し年間 2回

開催する。 

 

(6)カウンセリン

グ研修への教

職員の派遣 

 

 

○県教育委員会が実施するカウンセリングリーダー研修に、教員 1人を派

遣した。 

○カウンセリングリーダー研修を受講した教員を講師とし、町立小中学校

の教育相談担当者を対象として、生徒指導委員会において、伝達研修を

実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○今後も計画的に研修へ教職員を派遣し、学校における相談体制の充実を

図る。 

 

(7)生活アンケー

トの実施（学

期 1回） 

 

 

①統一質問項目の運用 

○全ての町立小中学校において、学期に 1回ずつ生活アンケートを実施し

た。 

 ○各学校において、生活アンケートを基に面談を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○引き続き、生活アンケートと面談を実施し、児童生徒一人ひとりにきめ

細かな対応を行う。 

 

(8)町内生徒指導

委員会の充実 

 

 

 ○生徒指導委員会では、生徒指導上の問題点などを各学校が持ち寄り、問

題事例やその対応などについて情報交換、夏季休業等長期休業期間の共

通理解事項の詳細確認、生徒指導面における小中連絡・情報交換等を行

った。 

    回 数：4回 

（うち１回は、新型コロナウイルス感染予防対策のため中止） 

 ○時津地区学校警察連絡協議会を開催し、時津警察署から講話や情報提供

を受ける等、生徒指導の内容充実を図った。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 回 数：2回  

【課題・今後の取組】 

○スマートフォンやタブレット端末等の普及により、ソーシャル・ネット 

ワーキング・サービス（ＳＮＳ）を介したトラブルが増加する等、生徒

指導上の題も多様化している。引き続き、学校間、警察との連携を深め、

生徒指導の充実を図る。 

○生活指導委員会の開催については、新型コロナウイルスを想定した「新

しい生活様式」に留意しながら、日程や会場等を検討し開催する。 

 

(9)教育支援セン 

ターの設置 

 

 

 

 ○平成 30年 9月開設済み。 

  ・場  所：時津公民館 別館 3階 

  ・開所日時：月・火・木・金 9：30～12：30 

  ・指 導 員：2名 

  ・在籍児童生徒人数：10人  

  ・相談延べ件数：59件 

 ○県教育委員会が実施する適応指導教室指導員等研修会へ学校教育課職員

1名及び教育支援センター指導員 1名が出席した。 

期 日：令和元年 8月 22日(木) 

 ○指導員の勤務時間を週 16 時間から週 19 時間に増やし、学校をはじめと

した関係機関との連携体制や相談体制の充実を図った。 

   

【課題・今後の取組】 

 ○教育支援センターと学校や関係機関との情報共有・連携の図り方につい

て、検討を行っているところであり、支援を必要とする児童生徒への対

応の充実に努める。 

 

(10)相談電話の 

設置 

 

 

①学校教育課内にフリーコールによる相談電話の設置及び相談受付 

○学校教育課内に教育相談電話を設置し、指導主事が教育に関する相談に

対応した。 

    相談件数：1件 

 

【課題・今後の取組】 

 ○18件の着信があったが、ほとんどが間違い電話（14件）や苦情（3 件）

であった。今後学校通信などを利用して、本来の相談電話としての機能

を広く周知する必要がある。 

 ○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校教育相談員 
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中項目 小項目／点検・評価 

 の配置により、相談電話以外の相談体制の充実が図られているが、教育相

談電話についても、引き続き、積極的に周知を図るとともに、相談者に対

し真摯な対応に努める。 

 

大項目 6) 安全・安心な学校づくりの推進 

中項目 小項目／点検・評価 

(1) 学校安全計

画、危険等発

生時対処要領

の整備･充実 

 

 

①学校危機管理マニュアルの随時見直し 

 ○学校安全計画は全校で策定済みであり、随時見直しを行っている。学校

危機管理マニュアルについては、今後、文部科学省及び長崎県において

マニュアルの改訂があった場合は、改定内容を参酌し、各校に指導を行

う。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○引き続き、国や県のマニュアルの改訂等の動向を注視するとともに、災

害発生時の保護者への児童生徒の引き渡し方法等について検討を行う。 

 

(2)各種危機を想

定した避難訓

練・防災教育

の実施 

 

 ○各学校で「危機管理マニュアル」に基づいた安全対策（避難訓練、不審

者対応、集団下校等）を行い、消防署、警察署や交通安全協会による講

話等を実施した。 

  

【課題・今後の取組】 

 ○引き続き、各種危機を想定し、計画的に避難訓練・防災教育を実施する。 

 

(3)スクールガー 

ドリーダー配

置 

※平成 29 年度末

で県のスクール

ガードリーダー

配置事業終了 

 

 

○平成 29 年度までは、県教育委員会よりスクールガードリーダー（時津

町・長与町担当 1 名）が配置されていたが、平成 29 年度末で県の「ス

クールガードリーダー配置事業」が終了したので、平成 30 年度以降の

配置はない。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(4)通学路の安全

確保・登下校

時の安全教育

の推進 

 

 

 

①関係課・学校等との連携による定期的な通学路の安全点検の実施（1年に 1

回） 

○「時津町交通安全プログラム」に基づき、長崎振興局、警察署、都市整

備課、総務課、学校教育課、町内小中学校をメンバーとする「通学路安

全対策推進協議会」メンバーにより通学路の安全点検を行った。 

点 検 日：令和元年 8 月 22日(木) 

点検箇所：35箇所 

○通学路安全対策推進協議会において、都市整備課から、点検の結果に基

づくその後の対応状況、今後の予定等について説明を受け、児童生徒の

安全に寄与する様々な対策案や実施時期等を検討し、実施可能な箇所か

ら随時改善した。 

   開催日時：令和元年 12月 20日（金） 

 

【課題・今後の取組】 

○「時津町交通安全プログラム」に基づき、学校及び関係機関との連携を

密にし、情報の共有を図りながら、児童生徒の安全確保に努める。 

 

  ②定期的な集団下校等の実施 

 ○小学校においては、定期的に集団下校を実施するとともに、台風接近時

などにも集団下校を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○小学校においては、引き続き、集団下校等を実施し、交通安全指導の徹

底、危険個所等の確認に努める。 

 

  ③保護者・地域との連携によるパトロール 

 ○地域住民による登下校時の児童生徒の見守り活動が行われた。 

  ・時津小学校   子どもば守らんば隊 

 ・時津北小学校  日並交友会防犯パトロール 

           子々川長寿会防犯パトロール 

  ・時津東小学校  東っ子の命を守る連絡会 

  ・鳴鼓小学校   鳴小子ども見守り隊 

 

【課題・今後の取組】 

○引き続き、保護者・地域との連携を図りながら、児童生徒の安全確保に

努める。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 ④教育委員会による登下校時の通学路の安全点検の実施 

 ○春・夏・秋・冬の交通安全運動期間に、学校教育課職員による登下校時

の通学路の安全点検を行った。 

 

指 標 基 準 実 績 目 標 

教育委員会による登下校時の

通学路の安全点検 

平成 26年度 令和元年度 令和 2年度 

― 4回 4回 

 ○通学路の合同点検と併せて、登下校時の子どもの防犯面における安全確

保を目的として、国の「登下校プラン」「通学路の緊急合同点検実施要

領」に基づき、警察、総務課、学校等との連携による通学路の点検を実

施し、危険個所や対策の情報共有を行った。 

 

【課題・今後の取組】 

○交通安全面においては、「時津町交通安全プログラム」の点検箇所を中

心に安全点検を行い、関係機関と連携しながら、児童生徒が安全で安心

に通学できる通学路の確保の充実に努める。 

○防犯面においても、関係各所との不審者情報、危険個所の情報共有を図

るとともに、児童生徒への防犯ブザーの携帯の啓発や、地域における「な

がら見守り」の啓発等による見守り体制の強化に努める。 
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大項目 7) 教職員の資質向上 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)校内研修の充

実 

 

 

 

①町立小中学校の町指定研究と研究費助成【再掲】 

○児童生徒の学習機会の拡充、学習意欲の向上、学習習慣づくりを目的と

して、教育委員会から町内小中学校へ教育研究委託を行い、特色ある取

組に努めた。 

 〔各学校の研究主題〕 

・時津小学校【研究発表校】【委託費：15万円】 

「確かな学力を身につけ、生き生きと学び合う時津っ子の育成」 

～学習過程の見通しを持ち、主体的に交流する姿をめざして～ 

・時津北小学校【委託費：10万円】 

「自ら考えを広げ深め、豊かに表現する子供の育成」 

～言葉による見方・考え方を働かせる国語科授業改善を通して～ 

・時津東小学校【委託費：10万円】 

    「自ら学ぶ子供の育成」 

・鳴鼓小学校【委託費：10万円】 

「思いを語り合える子供の育成」 

～筋の通った単元構成と「言葉による見方・考え方」を働かせる国語

科学習を通して～ 

・時津中学校【委託費：10万円】 

「豊かに表現し、共に学ぶ生徒の育成」 

～学びの質を高める授業の創造～ 

・鳴北中学校【研究発表校】【委託費：15万円】 

「進んで学習に励み、自信を持って活動する生徒の育成」 

～学び合い活動の充実を目指して～ 

 

【課題・今後の取組】 

○長崎県「新 学力向上のための三つの提案」の一つとして、「『できた』

『分かった』の笑顔があふれる授業」の提案が示され、町立小中学校に

おいても、授業実践に努めているところである。校内研修や研究発表等

の機会を捉えて、「めあて」「まとめ」「ふりかえり」の徹底等を含め、

学習の定着につながる授業実践について指導を行う。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(2)指導主事の各

校 3 回以上の

学校訪問によ

る指導 

 

 

【再掲】 

○学校教育課指導主事が、町立小中学校を訪問し指導助言を行った。また、

全教職員への指導だけでなく、授業者、研究主任に対しても直接指導の

時間をとることができた。 

 ・訪問指導回数：28 回 

 

【課題・今後の取組】 

○担当者への指導だけでなく、校長への直接指導を通して、町全体の学力

向上につなげる。 

 

(3)各種研修会の 

充実 

 

①町内校長会 

○町内校長会において、教育長説示、各課示達、学力向上、不祥事根絶等

に関する指導及び助言を行った。 

 ・実施回数：10回 

 

【課題・今後の取組】 

○学力向上、不祥事根絶等については、継続して指導・助言を行う。 

 

  ②町内教頭会 

○町内教頭会において、教育長説示、各課示達、学力向上、不祥事根絶等

に関する指導及び助言を行った。 

  ・実施回数：2回 

 

【課題・今後の取組】 

○学力向上、不祥事根絶等については、継続して指導・助言を行う。 

 

 ③初任者研修(教委担当の研修) 

 ○平成 30年度から新しくなった長崎県教職員研修計画に基づき、新任教職

員の実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させるた

め、長与町と合同による初任者研修を実施した。 

  ・対象者：小学校 6 人、中学校 1人  合計 7人（時津町） 

  ・内容等：時津町・長与町の教育長による講話 

       時津町・長与町教育委員会指導主事による講義、指導助言 

       クリーンパーク長与・時津クリーンセンターでの職場体験研

修等 

   ・研修期間等：地区研修 5 回 

・各校の計画に基づき校内研修を実施した。 
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中項目 小項目／点検・評価 

  【課題・今後の取組】 

 ○初任者研修に関するアンケート結果を踏まえて、研修内容を検討する等、

長与町との合同により、効果的・計画的な初任者研修の実施に努める。 

 

  ④若手教職員研修（第 1 ステージ 2～5年目） 

 ○若手教職員研修を実施し教職員としての資質向上を図った。 

  ・対象者：小学校 16人、中学校 10人    合計 26人   

  ・各校において、教科指導力向上研修を実施した（2 年目研 2 日、3～5

年目研 1日）。また、センター研修を 1～2講座選択し受講した。 

 

【課題・今後の取組】 

○受講者が研修成果を活かし、組織の一員として教育活動を展開できるよ 

うに、校長に対して、「教員としての資質の向上に関する指標」を踏ま 

えた校内研修を実施するよう働きかける。 

 

  ⑤中堅教諭等資質向上研修(教委担当の研修) 

○教職員としての資質向上のため、長与町と合同による中堅教諭等資質向

上研修を実施した。 

・対象者：小学校 3人、中学校 2人  合計 5人（時津町） 

・内容等：長与町教育長による教育講演 

     校種別模擬授業 

       時津町・長与町教育委員会指導主事による指導助言 

       各研修生による特定課題研究発表 など 

・研修期間等：地区研修（3回）、社会体験研修（夏季休業中の 3日間） 

○各校の計画に基づき校内研修を実施した。 

 

【課題・今後の取組】 

 ○長与町との合同により、長崎県教職員研修計画をもとに計画的な中堅教

諭等資質向上研修の実施に努め、ミドルリーダーとして組織運営を推進

したり、学習指導や生徒指導等の専門性を高めたりする等、資質向上を

図る。 

 

 ⑥15年経過研修 

○県主催の 15･20年経過研修への参加と充実を促し、教職員としての資質

向上を図った。 

・対象者：小学校 4人、中学校 2人  合計 6 人 

・研修期間等：県教育センターによる全体研修 2 日間と個別研修を実施。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 【課題・今後の取組】 

 ○受講者が研修成果を活かし、積極的に学校経営に参画することができ 

るよう、校長に対して、主任等への登用を促す。 

 

 ⑦教育講演会(教委担当の研修) 

 ○町立小中学校の教職員を対象に、学習指導要領の改訂に伴う開かれた教

育課程に関する講演を実施した。参加した教職員からは「今後の学校の

在り方について考えていく指針となった」という感想が多く挙げられた。 

   開催日：令和元年 8月 23日（金） 

   講 師：長谷川 哲朗 氏（長崎大学大学院 教授） 

   テーマ：「これからの学校を考える」 

   開催日：令和元年 8月 23日（金） 

参加者：教職員 131名 

 

【課題・今後の取組】 

 ○引き続き、学力向上や人権教育等、本町の課題を捉えた教育講演会を実

施する。 

    

(4)中央研修等へ

の積極的な教

職員の派遣 

 

○教職員の資質向上のため、中央研修等へ積極的に参加者を推薦した。 

 ・教委育相談指導者養成研修          1人 

 ・いじめ問題に関する指導者養成研修      1人 

 ・次世代リーダー養成研修           1人 

・カリキュラムマネジメント指導者養成研修   1人 

・道徳教育指導者養成研修(ブロック研)     1人 

○学力向上（リーディングスキル）を目的として、指導主事がフォーラム

に参加した。 

 ・期 間：令和元年 11月 23日（土）～24日（日） 

 ・視察先：東京都 

・参加者：指導主事 1 名 

○学校経営の在り方についての研修を深めるために学校訪問を行った 

・期 間：令和 2年 2 月 18日（火）～19日（水） 

・視察先：東京都 麹町中学校 

・参加者：指導主事 1 名 

 

【課題・今後の取組】 

○引き続き、中央研修等へ積極的に参加者の推薦を行い、教職員の資質向 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

上に努めるとともに伝達講習会を積極的に開催し、町全体の教職員の資

質向上を図る。 

 

(5)人事評価制度

の運用 

 

 

○学校管理職一人ひとりの実績や能力等を適正に評価し、研修や人事配置

等に適切に反映させていくことによって、教職員の更なる意識改革と資

質能力の向上につなげるため、人事評価を実施した。 

○「自己目標管理シート」に基づく校長、副校長に対して面談を行うとと

もに、校長、副校長、教頭に対して、シートを通しての指導･助言を定

期に行った。 

 

【課題・今後の取組】 

○学校訪問等を通じて、自己目標管理シートに書かれている内容につい

て、学校現場でどう具現化されているかをみる。その結果を面接時の指

導・助言に生かしていく。 

 

(6)服務規律の確

保・不祥事根

絶対策の継続

と充実 

 

 

 

①各学校における服務規律委員会の組織と代表者による研修会 

 ○教職員の不祥事を根絶するため、各学校では服務規律委員会等を開催し

た。 

 ○各学校において服務規律強化月間を定め、服務規律強化に取り組んだ。 

 ○各学校において不祥事根絶のための行動計画を策定・見直しを行い、計

画的に取り組んだ。 

 ○教職員の辞令交付式及び経年研修において、指導主事による講話を行っ

た。 

 ○不祥事根絶については、機会を捉えて、研修や通知等により指導・啓発

に取り組んだ。また、管理職を対象にコンプライアンスやハラスメント

に関する研修を実施する等、更なる指導・啓発に取り組んだ。 

 ○教職員の研修資料として、「ハラスメント防止ガイドブック」を作成・

配布した。 

 

【課題・今後の取組】 

○不祥事は、教職員や学校に対する信頼を大きく揺るがすこととなること

をこれまでの不祥事等、具体例を示しながら、校長会・教頭会において

継続的に指導を行う。 
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大項目 8) 地域とともにある学校づくりと家庭・学校・地域等との連携の充実 

※平成 29 年度「開かれた学校づくり」から「地域とともにある学校づくり」へ変更 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)学校評価の充

実 

  

 

 

 

 

①町立小中学校における自己評価・学校関係者評価の適正な実施 

○全ての町立小中学校で、保護者、児童生徒、地域住民にアンケートを行

い、学校評価を通して改善に努めた。 

○時津北小学校を除く町立小中学校において、学校評議委員会を開催し、

学校運営に関して意見具申や助言などを求めた。 

○時津北小学校においては、学校運営協議会で学校評価を行った。 

○学校においては、学校評価の結果について、学校便りやホームページ等

を活用し、周知に努めた。 

○各学校においては、学校評価の結果について、学校便り等を通して、保

護者や地域住民への周知を図った。 

 

【課題・今後の取組】 

○評価及び結果の公表について、適正な実施に努める。 

 

②各校の評価結果等を通じた状況把握と各校に対する学校改善支援や条件整

備等の推進 

○各校の学校評価結果を集約し、状況把握に努めた。 

 

【課題・今後の取組】 

○学校評価の結果に基づき、保護者の評価と学校評価で差がみられる項目

や評価点数が低い項目等について、必要な指導助言を行う。 

 

(2)学校評議員会

の設置･継続 

 

 

○学校評議員を配置し、保護者や地域住民の意向を学校運営に反映させる

等、地域とともにある学校づくりの推進を図った。         

   ・各校の配置状況 

時津小学校 ：3人、時津東小学校：3人 

鳴鼓小学校  ：3人、時津中学校 ：4人 

鳴北中学校  ：3人            計 16人 

 

【課題・今後の取組】 

 ○学校評議員について、一部の学校においては、交代が進んでいるところ

であるが、適材の確保が難しい学校もある。さらに広くの保護者や地域

住民の意向を反映した学校運営を推進するために、引き続き、学校評議

員の適正な配置に努める。 
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中項目 小項目／点検・評価 

(3)地域とともに

ある学校づく

りと家庭・学

校・地域社会

との連携 

 

 

○時津北小学校設置の学校運営協議会において、学校教育目標、経営方針

の承認や、北小児童の「良さ」と「課題」等テーマに沿った熟議、学校

評価等を行い、学校、家庭、地域の連携強化を図った。 

○前年度に引き続き、長崎大学教授の池田 浩氏にアドバイザーとして協

議会へ参加していただき、会議等でご意見やご指導をいただいた。 

 ・運営委員：15人 

 ・開催回数： 4回（第 5回はコロナウイルスの影響により開催中止） 

○川棚町学校運営協議会の視察受け入れを行った。 

 ・視察日時：令和 2 年 2月 13日（木） 

・視察人数：川棚町立川棚小学校学校運営協議会委員 ７名 

・視察内容： 

 第４回時津北小学校運営協議会における協議の様子を視察された。 

視察者からは「委員の参画意識が高く、教育委員会やアドバイザー 

の先生との関わり合いも良い」、「事務局の会進行が上手く、車誘導 

や細やかな準備等、配慮が行き届いている」といった感想が挙がった。 

 

【課題・今後の取組】 

○令和元年度は、学校運営協議会設置 3年目であり、昨年度に引き続き長

崎大学教授の池田 浩氏にアドバイザーとしてご指導を頂きながら学

校運営協議会を実施した。今後も、研修等を通して学校運営協議会委員

の資質向上に努める。 

また、コミュニティースクール導入校の拡大推進を図る。 

○令和 2年度は、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に留

意しながら、日程や会場等を検討し運営協議会を開催する。 

 

(4)学校の情報公

開（学校経営

方針・学校教

育活動の充実

・学校評価結

果） 

 

 

 

 

○学校経営方針・学校教育活動に関する情報・学校評価の結果については、

学校便りや各学校のホームページ等を活用して公表した。 

 

【課題・今後の取組】 

○引き続き、積極的な情報公開を推進する。 

○学校評価の結果の公表内容について、評価の数値を活用しながら、保護

者・地域の方々にもわかりやすいようなものとなるよう指導助言を行

う。 

 


