
平成31年度平成31年度

学校教育指導の指針学校教育指導の指針 特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校

人生を拓く
「確かな学力」

を育む

思いやりのある
「豊かな心」

を育む

活力にあふれる
「健やかな体」

を育む

「主体的・対話的で深い学び」の実現

発達の段階に応じた「キャリア教育」を進める発達の段階に応じた「キャリア教育」を進める

「地域とともに歩む学校づくり」を進める「地域とともに歩む学校づくり」を進める

□「自ら学び、思考し、表現する力」
　の育成
□幼稚部、小学部、中学部及び
　高等部の一貫した教育の実施
□指導と評価の一体化　
□個に応じた指導の一層の充実
□自立活動の指導の充実
□読書活動の充実

□運動に親しむ資質・能力の育成
　と体力の向上
□健康で安全な生活を実践する
　能力と態度の育成
□食に関する指導の充実

□すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進
□一人一人の自立と社会参加に向けた後期中等教育の充実
□自己の将来及び生き方や進路を考える指導・支援の工夫改善

｢ちばっ子｣の光り輝く未来のために 教職員としての自覚と使命感をもって取り組みましょう

上記検索項目は、すべて千葉県教育委員会ＨＰ（https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/）に掲載されています。

検  索新　教育立県ちば
第２期千葉県教育振興基本計画 「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」
～「ふれる」、「かかわる」、そして「つながる」～（概要）

検  索ちば　教育　大綱「千葉県の教育の振興に関する大綱」（概要）

Ⅰ　志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる　～夢・チャレンジプロジェクト～
施策１　社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立
施策２　道徳性を高める実践的人間教育の推進
施策３　生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進
施策４　社会的・職業的に自立し地域で活躍する人材の育成
施策５　郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成

Ⅱ  ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり　～元気プロジェクト～
施策６　人間形成の場としての活力ある学校づくり
施策７　教育現場の重視と教員の質・教育力の向上
施策８　いじめ防止対策の推進
施策９　人格形成の基礎を培う幼児教育の充実
施策10　一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進
施策11　読書県「ちば」の推進
施策12　フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進
施策13　ちば文化の継承と新たな創造
施策14　安全・安心な学びの場づくりの推進

Ⅲ  教育の原点としての家庭の力を高め、人づくりのために力をつなげる　～チームスピリットプロジェクト～
施策15　親の学びと家庭教育への支援
施策16　つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成と生涯学習社会の実現
施策17　学びのセーフティネットの構築

【前文】

 

□組織マネジメントを生かした機動力があり、効率的な組織づくりと学校評価の活用
□防災教育の充実及び家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される学校づくりの推進
□特別支援教育のセンターとしての役割の一層の充実
□家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進

この｢学校教育指導の指針｣は 特別支援学校学習指導要領や｢新 みんなで取り組む『教育立県ちば』
プラン」等に基づき 各学校が重点的に取り組むべき事項を学校種ごとに示したものです
この｢学校教育指導の指針｣は 特別支援学校学習指導要領や｢新 みんなで取り組む『教育立県ちば』
プラン」等に基づき 各学校が重点的に取り組むべき事項を学校種ごとに示したものです

「生きる力」の育成

千葉県教育委員会千葉県教育委員会

｢社会に開かれた教育課程｣の実現に向けた
カリキュラム・マネジメントの確立

｢社会に開かれた教育課程｣の実現に向けた
カリキュラム・マネジメントの確立

□道徳教育の充実
□豊かな人間性や社会性の育成
□確かな幼児児童生徒理解と
　組織的対応の充実
□一人一人の個性や能力を生かした
　集団づくりと自他の｢生命｣を
　大切にする心の育成

・子どもたちの「強く美しく元気な心」を育み、社会で自立し、自らを積極的に役立て生かしていこうとする態度や能力を
育てるため、大綱を定める。

・すべての大人たちと連携・協力して、子どもたちの明るい未来と有意義な人生の創造を目指して全力で取り組むこと
を誓う。

【千葉県教育の基本方針　　～千葉の子どもたちの未来のために～】
○家族への愛情と感謝の心、他人を思いやる心、すべてのいのちを尊重する心など、豊かな人間性や道徳心を育み

ます
○社会の変化に対応できる確かな学力と、将来への夢や希望を持って歩んでいく姿勢を育みます
○たくましく生きるための健康・体力と、困難や逆境を乗り越えて生きていくための力を養います
○郷土と我が国を愛し、日本人としての誇りを持つ心を育むとともに､広く世界に目を向け､グローバル化に対応できる

力を養います
○子どもたちへの愛情と熱意にあふれた質の高い教員の育成を進めます
○学校、家庭、地域の連携を深め、地域社会全体で子どもたちを育成する体制づくりを推進します

　千葉県教育の基本方針の各項目に対応し、子どもたちに呼びかけるメッセージ
【千葉の未来を担う子どもたちへ】
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特別支援学校

検  索ちば　指導の指針各項目について具体的に説明した資料

検  索ちば　いじめ防止　方針●千葉県いじめ防止基本方針
検  索ちば　道徳　方針●道徳教育推進のための基本的な方針
検  索ちば　学力向上●ちばっ子「学力向上」総合プラン（ファイブ・アクション）
検  索ちば　オリパラ教育●千葉県オリンピック・パラリンピックを活用した教育の取組方針
検  索ちば　育成指標●千葉県・千葉市教員等育成指標
検  索ちば　読書　推進計画●千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）
検  索ちば　スポーツ推進計画●千葉県体育・スポーツ推進計画
検  索ちば　特別支援　推進基本計画●第２次千葉県特別支援教育推進基本計画・整備計画
検  索ちば　働き方改革　学校●学校における働き方改革推進プラン（策定）
検  索ちば　部活動　ガイドライン●安全で充実した運動部活動のためのガイドライン（改訂）
検  索ちば　文化部活動　ガイドライン●文化部活動のためのガイドライン（策定）※仮称New

New
New



研究と修養

特別支援学校 特別支援学校
学校経営・教育課程

組織マネジメントを生かした機動力があり、効率的な組織づくりと学校評価の活用

防災教育の充実及び家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される学校づくりの推進

特別支援教育のセンターとしての役割の一層の充実

家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進

教職員としての資質能力の向上

学 習 指 導

道 徳 教 育

「自ら学び、思考し、表現する力」の育成

道徳教育の充実

幼稚部、小学部、中学部及び高等部の一貫した教育の実施

個に応じた指導の一層の充実

指導と評価の一体化

自立活動の指導の充実

読書活動の充実

グローバル化に対応した教育
グローバル化に対応した教育の推進

政治的教養を育む教育
政治的教養を育む教育の推進

総合的な学習の時間
総合的な学習の時間の工夫改善

豊かな人間性や社会性の育成

生 徒 指 導

特別活動

体育・健康・安全教育

食に関する指導の充実

キャリア教育
すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進

健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成

確かな幼児児童生徒理解と組織的対応の充実

一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の育成

一人一人の自立と社会参加に向けた後期中等教育の充実

自己の将来及び生き方や進路を考える指導・支援の工夫改善

運動に親しむ資質・能力の育成と体力の向上

・幼稚園・認定こども園、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに、学校や地域の実態に基づき、“よりよい学校教育を通じて、
よりよい社会を創る”という理念を学校と社会が共有し、新しい時代に求められる資質・能力を明確にした教育課程の編成をする。

・教科等横断的な視点から教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況に基づく改善などを通して、教育活動の質的
向上を図るカリキュラム・マネジメントを確立する。

・学校の教育活動全体を通じて、交流及び共同学習の一層の推進を図る。
・家庭及び地域や医療、福祉、保健、労働等の関係機関と密接な連携をし、個別の教育支援計画に反映させて指導の充実を図る。

・学校教育目標の達成に向けて、機能的な校務分掌等を編成し、効率的で機動力のある学校運営を行う。
⇒「チームとしての学校」の実現
・重点目標を設定し、自己評価や学校関係者評価等を通して、学校経営上の課題の解決につなげる。
・校内研修や若手教員研修チームの活性化を通して、教職員の資質能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。
・教職員一人一人が、業務改善の意識をもち、適正化の観点から業務を見直し、効率化を図る。
　　千葉県教育委員会「学校における働き方改革推進プラン」（平成３０年９月）の活用　　 

・危機管理マニュアルの見直しを行い、家庭、地域及び市町村関係部局と連携を図る。
・危機管理意識を高め、家庭や地域と連携し、幼児児童生徒の健康と安全に十分留意した学校経営に努める。

・教育相談、研修会の案内、研修会の講師派遣、教材教具の紹介等地域の保護者や小学校、中学校及び高等学校等に対して有する専門性の提供
に努める。

・インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の一層の推進に努める。
・特別支援教育コーディネーターを中心にして、福祉、医療、労働等の関係機関との連絡・調整を図り、地域の特別支援教育を推進する。
・家庭や地域に対して、ホームページや学校だより等を活用して積極的に学校の教育活動を情報提供する。
・「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の相互の授業公開」、保護者や地域住民が参画する「学校公開週間」等を設定し、学校公開を

一層推進する。

・学校施設等の開放や「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」「開かれた学校づくり委員会」「コミュニティ・スクール」の充実、「学校から
発信する家庭教育支援プログラム」の活用等により、家庭・地域の教育力を高める。

・教職員以外の専門スタッフ及び地域住民等の参画により、社会総掛かりでの教育を実現するとともに、図書館、博物館等の社会教育施設を
積極的に活用するなど、学校・家庭・地域の連携・協働を一層推進する。

・県が定めた、「千葉県・千葉市教員等育成指標」に基づき、教職員としての使命と責任を自覚し、キャリアステージに応じた幅広い視野と豊かな
人間性、高い倫理観、高い専門性を身に付け、社会の変化に伴う新たな課題、地域や保護者のニーズ、幼児児童生徒の実態に対応できるよう、
教職員一人一人が自ら進んで研修するとともに、教職員全体で組織的・計画的に研修できる体制を整える。

・校内や近隣の学校・園等との相互授業参観等の実施を通じて、幼児児童生徒の学力向上や授業改善に向けた取組の一層の充実を図る。
・地域のセンターとしての役割を果たすため、特別支援教育に関する専門性の向上に努める。

・人や事物に対する興味・関心を広げる中で、各教科等の指導において、体験的な学習や問題解決的な学習の充実を図り、自ら学び、思考し、
表現できる力を育む。

・一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じた合理的配慮の提供を適切に行う。
・個別の指導計画に基づいたきめ細かな指導を展開するため、教材教具の工夫を図り、指導方法の充実に努める。
・授業研究を積極的に行い、指導目標の明確化や、目標に応じた授業構成、展開等の充実を図る。

・経験の程度、興味・関心、生活や学習環境等を的確に把握し、指導目標及び指導内容を明確にした個別の指導計画を作成する。
・個別の指導計画に基づいて実施した一人一人の学習状況や結果を適切に評価し、指導の改善及び充実を図る。

・学校の読書活動全体計画等を作成し、県立図書館等と連携するなど、学校図書館の活性化を図り、読み聞かせや読書活動の工夫に努める。
・学校図書館の積極的な活用を図るとともに、幼児児童生徒が本に親しめるよう、環境づくりを工夫する。

・校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体で進める道徳教育の一層の充実に努める。
・学校の教育活動全体を通じて、指導の時間を確保し、実際に活用でき、有効で具体性のある全体計画を作成する。
・県で作成した映像教材や自作教材等を活用し、「道徳教育」の一層の充実に努める。
・「道徳科」、「道徳」及び「道徳を学ぶ時間」の授業公開等により、家庭・地域と連携した道徳教育を推進する。

・日本の歴史・伝統文化等の理解を深め、日本人としてのアイデンティティの確立を図るとともに、自己の考えなどを主体的に発信する力を育成する。
・学校教育活動全体を通して異文化理解を深める中で、広い視野に立ち、言語、文化等の違いを越えて関係を構築する能力等を養うとともに、
他者を尊重し、協働するためのコミュニケーション能力等のグローバル化に対応した資質・能力を育む。

・国家・社会の形成者としての資質や能力を育むため、民主主義の意義、政治や選挙の理解に加えて、国で作成した副教材・指導資料を活用しつつ、
生徒が有権者として自らの判断で権利を行使できるよう、具体的かつ実践的な指導を行う。

・校長を中心に学校として指導のねらいを明確にし、系統的、計画的な指導計画を立てて実施するとともに、校内研修を実施するなど教員の
資質向上を図る。

・各学校で定める目標及び内容、育てようとする資質・能力を明確にして全体計画を作成し、年間指導計画との関連を図る。
・地域の教育資源を積極的に活用するとともに、探究のプロセスを意識し、協働的な取組を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

・各活動や学校行事での集団活動を通し、主体的な生活を営んだり、豊かな人間関係を築こうとしたりする意欲や態度を育成する。
・学校の教育活動全体を通じて、豊かな人間関係づくりやコミュニケーション能力の育成を図る。
・社会性や豊かな人間性を育むために、基本的な生活習慣や社会のきまり、ルールの定着を図る。

・一人一人の心身の健康状態を的確に把握し、自らの健康を適切に管理できる能力を育成する。
・養護教諭を中心として、保健主事などの関係教職員や学校医等と連携した組織的な保健指導の充実を図る。
・学校保健委員会を開催し、家庭や地域・関係機関等と連携し、幼児児童生徒の健康づくりの推進に努める。
・教職員とともに、安全な生活や行動を取ることができるように、危険を予測し、回避する能力を育成する。
・災害時に起こる様々な危険について取り上げ、教職員の指示に従い適切な行動が取れるなど、防災意識の定着を図る。

・学校の教育活動全体を通じて、望ましい食生活を送ろうとする態度と好ましい人間関係を育成する。
・個に応じた指導計画のもと、家庭や地域、栄養教諭や学校栄養職員等と連携し、効果的な指導に努める。
・食に関する指導の全体計画の作成・見直しを行い、学校教育活動全体で計画的・継続的・組織的な指導の充実に努める。

・確かな幼児児童生徒の理解と校内教育相談の一層の充実を図り、組織的な対応ができる生徒指導体制をつくる。
・学校として、いじめ防止対策（ネット上の問題を含む）等について、教職員研修を充実し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応を組織的・
計画的に一層推進する。

・社会全体で幼児児童生徒を守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と積極的に連携・協働し、幼児児童生徒を取り巻く課題の解決に努める。

・個別の教育支援計画や個別の指導計画のもと、特別活動を要としつつ、すべての教育活動を通じて、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤
となる資質・能力の育成に努める。

・幼児児童生徒が夢や希望をもち、様々な職業や上級学校について理解し、自らの生き方を考え、主体的に進路を選択できるよう、家庭や地域、
企業と連携して計画的・組織的・継続的に指導・支援を行う。

・キャリアカウンセリングの機会を確保し、一人一人のキャリア発達を支援するとともに系統性のある指導を展開する。

・人権意識の向上、規範意識の醸成を図るとともに自尊感情を高め、生命を大切にする心を育むことによって、いじめや暴力行為等の防止に
一層努める。

・様々な触れ合いを通じて、幼児児童生徒間、幼児児童生徒と教師間の好ましい人間関係を確立し、社会性を育む教育活動を展開する。
・自己存在感を育み、共感的人間関係を育成し、自己決定の場や機会を設定する等、「生徒指導の機能を生かしたわかる授業の展開」により、

児童生徒の自己実現が図れるよう努める。

・一人一人のライフステージを見据え、地域や学校の実態を考慮し、一貫した指導計画を作成する。

・指導目標に即した評価規準を設定し、評価方法を工夫することにより児童生徒の学習意欲を高めるとともに、自らの指導の改善に努める。

・生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の基礎を育成する。

・将来の自立と社会参加に向けて一人一人に応じた指導内容の充実を図る。

幼児児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階や生活年齢等を考慮した教育活動の一層の推進
「社会に開かれた教育課程」の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの確立



研究と修養

特別支援学校 特別支援学校
学校経営・教育課程

組織マネジメントを生かした機動力があり、効率的な組織づくりと学校評価の活用

防災教育の充実及び家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される学校づくりの推進

特別支援教育のセンターとしての役割の一層の充実

家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進

教職員としての資質能力の向上

学 習 指 導

道 徳 教 育

「自ら学び、思考し、表現する力」の育成

道徳教育の充実

幼稚部、小学部、中学部及び高等部の一貫した教育の実施

個に応じた指導の一層の充実

指導と評価の一体化

自立活動の指導の充実

読書活動の充実

グローバル化に対応した教育
グローバル化に対応した教育の推進

政治的教養を育む教育
政治的教養を育む教育の推進

総合的な学習の時間
総合的な学習の時間の工夫改善

豊かな人間性や社会性の育成

生 徒 指 導

特別活動

体育・健康・安全教育

食に関する指導の充実

キャリア教育
すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進

健康で安全な生活を実践する能力と態度の育成

確かな幼児児童生徒理解と組織的対応の充実

一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の育成

一人一人の自立と社会参加に向けた後期中等教育の充実

自己の将来及び生き方や進路を考える指導・支援の工夫改善

運動に親しむ資質・能力の育成と体力の向上

・幼稚園・認定こども園、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに、学校や地域の実態に基づき、“よりよい学校教育を通じて、
よりよい社会を創る”という理念を学校と社会が共有し、新しい時代に求められる資質・能力を明確にした教育課程の編成をする。

・教科等横断的な視点から教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況に基づく改善などを通して、教育活動の質的
向上を図るカリキュラム・マネジメントを確立する。

・学校の教育活動全体を通じて、交流及び共同学習の一層の推進を図る。
・家庭及び地域や医療、福祉、保健、労働等の関係機関と密接な連携をし、個別の教育支援計画に反映させて指導の充実を図る。

・学校教育目標の達成に向けて、機能的な校務分掌等を編成し、効率的で機動力のある学校運営を行う。
⇒「チームとしての学校」の実現
・重点目標を設定し、自己評価や学校関係者評価等を通して、学校経営上の課題の解決につなげる。
・校内研修や若手教員研修チームの活性化を通して、教職員の資質能力の開発・向上を図り、活力ある教育活動を推進する。
・教職員一人一人が、業務改善の意識をもち、適正化の観点から業務を見直し、効率化を図る。
　　千葉県教育委員会「学校における働き方改革推進プラン」（平成３０年９月）の活用　　 

・危機管理マニュアルの見直しを行い、家庭、地域及び市町村関係部局と連携を図る。
・危機管理意識を高め、家庭や地域と連携し、幼児児童生徒の健康と安全に十分留意した学校経営に努める。

・教育相談、研修会の案内、研修会の講師派遣、教材教具の紹介等地域の保護者や小学校、中学校及び高等学校等に対して有する専門性の提供
に努める。

・インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の一層の推進に努める。
・特別支援教育コーディネーターを中心にして、福祉、医療、労働等の関係機関との連絡・調整を図り、地域の特別支援教育を推進する。
・家庭や地域に対して、ホームページや学校だより等を活用して積極的に学校の教育活動を情報提供する。
・「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の相互の授業公開」、保護者や地域住民が参画する「学校公開週間」等を設定し、学校公開を

一層推進する。

・学校施設等の開放や「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」「開かれた学校づくり委員会」「コミュニティ・スクール」の充実、「学校から
発信する家庭教育支援プログラム」の活用等により、家庭・地域の教育力を高める。

・教職員以外の専門スタッフ及び地域住民等の参画により、社会総掛かりでの教育を実現するとともに、図書館、博物館等の社会教育施設を
積極的に活用するなど、学校・家庭・地域の連携・協働を一層推進する。

・県が定めた、「千葉県・千葉市教員等育成指標」に基づき、教職員としての使命と責任を自覚し、キャリアステージに応じた幅広い視野と豊かな
人間性、高い倫理観、高い専門性を身に付け、社会の変化に伴う新たな課題、地域や保護者のニーズ、幼児児童生徒の実態に対応できるよう、
教職員一人一人が自ら進んで研修するとともに、教職員全体で組織的・計画的に研修できる体制を整える。

・校内や近隣の学校・園等との相互授業参観等の実施を通じて、幼児児童生徒の学力向上や授業改善に向けた取組の一層の充実を図る。
・地域のセンターとしての役割を果たすため、特別支援教育に関する専門性の向上に努める。

・人や事物に対する興味・関心を広げる中で、各教科等の指導において、体験的な学習や問題解決的な学習の充実を図り、自ら学び、思考し、
表現できる力を育む。

・一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じた合理的配慮の提供を適切に行う。
・個別の指導計画に基づいたきめ細かな指導を展開するため、教材教具の工夫を図り、指導方法の充実に努める。
・授業研究を積極的に行い、指導目標の明確化や、目標に応じた授業構成、展開等の充実を図る。

・経験の程度、興味・関心、生活や学習環境等を的確に把握し、指導目標及び指導内容を明確にした個別の指導計画を作成する。
・個別の指導計画に基づいて実施した一人一人の学習状況や結果を適切に評価し、指導の改善及び充実を図る。

・学校の読書活動全体計画等を作成し、県立図書館等と連携するなど、学校図書館の活性化を図り、読み聞かせや読書活動の工夫に努める。
・学校図書館の積極的な活用を図るとともに、幼児児童生徒が本に親しめるよう、環境づくりを工夫する。

・校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体で進める道徳教育の一層の充実に努める。
・学校の教育活動全体を通じて、指導の時間を確保し、実際に活用でき、有効で具体性のある全体計画を作成する。
・県で作成した映像教材や自作教材等を活用し、「道徳教育」の一層の充実に努める。
・「道徳科」、「道徳」及び「道徳を学ぶ時間」の授業公開等により、家庭・地域と連携した道徳教育を推進する。

・日本の歴史・伝統文化等の理解を深め、日本人としてのアイデンティティの確立を図るとともに、自己の考えなどを主体的に発信する力を育成する。
・学校教育活動全体を通して異文化理解を深める中で、広い視野に立ち、言語、文化等の違いを越えて関係を構築する能力等を養うとともに、
他者を尊重し、協働するためのコミュニケーション能力等のグローバル化に対応した資質・能力を育む。

・国家・社会の形成者としての資質や能力を育むため、民主主義の意義、政治や選挙の理解に加えて、国で作成した副教材・指導資料を活用しつつ、
生徒が有権者として自らの判断で権利を行使できるよう、具体的かつ実践的な指導を行う。

・校長を中心に学校として指導のねらいを明確にし、系統的、計画的な指導計画を立てて実施するとともに、校内研修を実施するなど教員の
資質向上を図る。

・各学校で定める目標及び内容、育てようとする資質・能力を明確にして全体計画を作成し、年間指導計画との関連を図る。
・地域の教育資源を積極的に活用するとともに、探究のプロセスを意識し、協働的な取組を通して、よりよく問題を解決する力を育てる。

・各活動や学校行事での集団活動を通し、主体的な生活を営んだり、豊かな人間関係を築こうとしたりする意欲や態度を育成する。
・学校の教育活動全体を通じて、豊かな人間関係づくりやコミュニケーション能力の育成を図る。
・社会性や豊かな人間性を育むために、基本的な生活習慣や社会のきまり、ルールの定着を図る。

・一人一人の心身の健康状態を的確に把握し、自らの健康を適切に管理できる能力を育成する。
・養護教諭を中心として、保健主事などの関係教職員や学校医等と連携した組織的な保健指導の充実を図る。
・学校保健委員会を開催し、家庭や地域・関係機関等と連携し、幼児児童生徒の健康づくりの推進に努める。
・教職員とともに、安全な生活や行動を取ることができるように、危険を予測し、回避する能力を育成する。
・災害時に起こる様々な危険について取り上げ、教職員の指示に従い適切な行動が取れるなど、防災意識の定着を図る。

・学校の教育活動全体を通じて、望ましい食生活を送ろうとする態度と好ましい人間関係を育成する。
・個に応じた指導計画のもと、家庭や地域、栄養教諭や学校栄養職員等と連携し、効果的な指導に努める。
・食に関する指導の全体計画の作成・見直しを行い、学校教育活動全体で計画的・継続的・組織的な指導の充実に努める。

・確かな幼児児童生徒の理解と校内教育相談の一層の充実を図り、組織的な対応ができる生徒指導体制をつくる。
・学校として、いじめ防止対策（ネット上の問題を含む）等について、教職員研修を充実し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応を組織的・
計画的に一層推進する。

・社会全体で幼児児童生徒を守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と積極的に連携・協働し、幼児児童生徒を取り巻く課題の解決に努める。

・個別の教育支援計画や個別の指導計画のもと、特別活動を要としつつ、すべての教育活動を通じて、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤
となる資質・能力の育成に努める。

・幼児児童生徒が夢や希望をもち、様々な職業や上級学校について理解し、自らの生き方を考え、主体的に進路を選択できるよう、家庭や地域、
企業と連携して計画的・組織的・継続的に指導・支援を行う。

・キャリアカウンセリングの機会を確保し、一人一人のキャリア発達を支援するとともに系統性のある指導を展開する。

・人権意識の向上、規範意識の醸成を図るとともに自尊感情を高め、生命を大切にする心を育むことによって、いじめや暴力行為等の防止に
一層努める。

・様々な触れ合いを通じて、幼児児童生徒間、幼児児童生徒と教師間の好ましい人間関係を確立し、社会性を育む教育活動を展開する。
・自己存在感を育み、共感的人間関係を育成し、自己決定の場や機会を設定する等、「生徒指導の機能を生かしたわかる授業の展開」により、

児童生徒の自己実現が図れるよう努める。

・一人一人のライフステージを見据え、地域や学校の実態を考慮し、一貫した指導計画を作成する。

・指導目標に即した評価規準を設定し、評価方法を工夫することにより児童生徒の学習意欲を高めるとともに、自らの指導の改善に努める。

・生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の基礎を育成する。

・将来の自立と社会参加に向けて一人一人に応じた指導内容の充実を図る。

幼児児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階や生活年齢等を考慮した教育活動の一層の推進
「社会に開かれた教育課程」の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの確立



平成31年度平成31年度

学校教育指導の指針学校教育指導の指針 特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校

人生を拓く
「確かな学力」

を育む

思いやりのある
「豊かな心」

を育む

活力にあふれる
「健やかな体」

を育む

「主体的・対話的で深い学び」の実現

発達の段階に応じた「キャリア教育」を進める発達の段階に応じた「キャリア教育」を進める

「地域とともに歩む学校づくり」を進める「地域とともに歩む学校づくり」を進める

□「自ら学び、思考し、表現する力」
　の育成
□幼稚部、小学部、中学部及び
　高等部の一貫した教育の実施
□指導と評価の一体化　
□個に応じた指導の一層の充実
□自立活動の指導の充実
□読書活動の充実

□運動に親しむ資質・能力の育成
　と体力の向上
□健康で安全な生活を実践する
　能力と態度の育成
□食に関する指導の充実

□すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進
□一人一人の自立と社会参加に向けた後期中等教育の充実
□自己の将来及び生き方や進路を考える指導・支援の工夫改善

｢ちばっ子｣の光り輝く未来のために 教職員としての自覚と使命感をもって取り組みましょう

上記検索項目は、すべて千葉県教育委員会ＨＰ（https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/）に掲載されています。

検  索新　教育立県ちば
第２期千葉県教育振興基本計画 「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」
～「ふれる」、「かかわる」、そして「つながる」～（概要）

検  索ちば　教育　大綱「千葉県の教育の振興に関する大綱」（概要）

Ⅰ　志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる　～夢・チャレンジプロジェクト～
施策１　社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立
施策２　道徳性を高める実践的人間教育の推進
施策３　生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進
施策４　社会的・職業的に自立し地域で活躍する人材の育成
施策５　郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成

Ⅱ  ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり　～元気プロジェクト～
施策６　人間形成の場としての活力ある学校づくり
施策７　教育現場の重視と教員の質・教育力の向上
施策８　いじめ防止対策の推進
施策９　人格形成の基礎を培う幼児教育の充実
施策10　一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進
施策11　読書県「ちば」の推進
施策12　フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進
施策13　ちば文化の継承と新たな創造
施策14　安全・安心な学びの場づくりの推進

Ⅲ  教育の原点としての家庭の力を高め、人づくりのために力をつなげる　～チームスピリットプロジェクト～
施策15　親の学びと家庭教育への支援
施策16　つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成と生涯学習社会の実現
施策17　学びのセーフティネットの構築

【前文】

 

□組織マネジメントを生かした機動力があり、効率的な組織づくりと学校評価の活用
□防災教育の充実及び家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される学校づくりの推進
□特別支援教育のセンターとしての役割の一層の充実
□家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進

この｢学校教育指導の指針｣は 特別支援学校学習指導要領や｢新 みんなで取り組む『教育立県ちば』
プラン」等に基づき 各学校が重点的に取り組むべき事項を学校種ごとに示したものです
この｢学校教育指導の指針｣は 特別支援学校学習指導要領や｢新 みんなで取り組む『教育立県ちば』
プラン」等に基づき 各学校が重点的に取り組むべき事項を学校種ごとに示したものです

「生きる力」の育成

千葉県教育委員会千葉県教育委員会

｢社会に開かれた教育課程｣の実現に向けた
カリキュラム・マネジメントの確立

｢社会に開かれた教育課程｣の実現に向けた
カリキュラム・マネジメントの確立

□道徳教育の充実
□豊かな人間性や社会性の育成
□確かな幼児児童生徒理解と
　組織的対応の充実
□一人一人の個性や能力を生かした
　集団づくりと自他の｢生命｣を
　大切にする心の育成

・子どもたちの「強く美しく元気な心」を育み、社会で自立し、自らを積極的に役立て生かしていこうとする態度や能力を
育てるため、大綱を定める。

・すべての大人たちと連携・協力して、子どもたちの明るい未来と有意義な人生の創造を目指して全力で取り組むこと
を誓う。

【千葉県教育の基本方針　　～千葉の子どもたちの未来のために～】
○家族への愛情と感謝の心、他人を思いやる心、すべてのいのちを尊重する心など、豊かな人間性や道徳心を育み

ます
○社会の変化に対応できる確かな学力と、将来への夢や希望を持って歩んでいく姿勢を育みます
○たくましく生きるための健康・体力と、困難や逆境を乗り越えて生きていくための力を養います
○郷土と我が国を愛し、日本人としての誇りを持つ心を育むとともに､広く世界に目を向け､グローバル化に対応できる

力を養います
○子どもたちへの愛情と熱意にあふれた質の高い教員の育成を進めます
○学校、家庭、地域の連携を深め、地域社会全体で子どもたちを育成する体制づくりを推進します

　千葉県教育の基本方針の各項目に対応し、子どもたちに呼びかけるメッセージ
【千葉の未来を担う子どもたちへ】
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特別支援学校

検  索ちば　指導の指針各項目について具体的に説明した資料

検  索ちば　いじめ防止　方針●千葉県いじめ防止基本方針
検  索ちば　道徳　方針●道徳教育推進のための基本的な方針
検  索ちば　学力向上●ちばっ子「学力向上」総合プラン（ファイブ・アクション）
検  索ちば　オリパラ教育●千葉県オリンピック・パラリンピックを活用した教育の取組方針
検  索ちば　育成指標●千葉県・千葉市教員等育成指標
検  索ちば　読書　推進計画●千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）
検  索ちば　スポーツ推進計画●千葉県体育・スポーツ推進計画
検  索ちば　特別支援　推進基本計画●第２次千葉県特別支援教育推進基本計画・整備計画
検  索ちば　働き方改革　学校●学校における働き方改革推進プラン（策定）
検  索ちば　部活動　ガイドライン●安全で充実した運動部活動のためのガイドライン（改訂）
検  索ちば　文化部活動　ガイドライン●文化部活動のためのガイドライン（策定）※仮称New

New
New


