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あ い さ つ

今日の社会の著しい変化の中において，様々な教育改革が進められています。

中央教育審議会は，平成 26 年 10 月に「道徳に係る教育課程の改善等について」，12

月には「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教

育、大学入学者選抜の一体的改革について」，「子供の発達や学習者の意欲・能力

に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について」の答申を行いました。

まさに，教育界はさらに新たな時代へと進もうとしています。

また，広島県教育委員会においては，平成 26 年 12 月に「知識ベース学びの時

代から主体的な学びの時代へ」として「広島版『学びの変革』アクション・プラ

ン」を策定され，子供たちが，グローバル化する社会で生き抜くための施策や取

組を打ち出されました。

広島県公立中学校長会（県中校長会）は，広島県教育が目指す理念や方向性を

踏まえつつ，私たち校長自身の課題として真摯に受け止め，明確なビジョンをも

って着実に教育活動に取り組んでいくことが大切であると考えます。このことか

ら平成 24 年３月に県中校長会の基本的考え方や今後取り組むべき５つの柱などを

内容とした「広島県公立中学校長会教育ビジョン」を策定しました。策定後，四

専門委員会での研究の進め方においても，５つの教育ビジョンを研究の「基盤」

と位置付けるなど，取組の徹底に努めて参りました。

しかしながら，策定後３年間の取組状況の悉皆調査結果からは，未だ充分な取

組となっていないことが窺えます。この度の教育ビジョン改訂に際し，この状況

を重く捉え，今後は，５つの教育ビジョンの意義を更に周知徹底するとともに，

取組を充実させていきたいと考えています。

教育ビジョンの取組が，「広島版『学びの変革』アクション・プラン」の実践へ

の基盤づくりとなり「広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の創造」に

つながるものと考えております。

最後になりましたが，本教育ビジョンの改訂に当たり，終始御指導をいただき

ました広島県教育委員会ならびに関係者の皆様に心から厚くお礼申し上げますと

ともに，広島県教育が今後ますます充実発展しますことを祈念して御挨拶といた

します。

平成 27 年３月

広島県公立中学校長会会長 森 信吉



第１章第１章 広島県公立中学校長会教育ビジョンの基本的な考え方

１ 中学校教育の責務
教育は，生徒一人一人の人格の完成を目指し，個人として自立し，それぞれの個

性や能力を伸ばしつつ，国家及び社会の形成者としての資質を育成するとともに，

その可能性を開花させることが目的である。

平成 18 年に改正された教育基本法では，義務教育について新たに明記されたとこ

ろであり，特に，義務教育の最終段階を担う中学校教育には，将来をたくましく生

きていく基礎を培い，それぞれの分野で活躍できる基盤となる力を育成する責務が

ある。

すなわち，将来の日本を担うための基盤となる力を育むとともに，我が国と郷土

を愛し，国際社会の中で生きていく広い視野とグローバルな感覚を持って世界をリ

ードしていく人材を育成していかなければならない。

２ 是正指導の徹底と継承
本県は，平成 10 年５月，当時の文部省から，教育内容関係７項目，学校管理運営

関係６項目について是正指導を受けた。その内容は資料１のとおりである。この是

正指導の徹底のため，これまで多くの先輩諸氏の並々ならぬ地道な努力が今日の円

滑な学校経営につながっている。平成 16 年に行われた広島県教育委員会による「是

正指導の内実化及び学校経営改革の推進状況に係る実態調査」の概要には，「是正

指導項目についてはほぼ完了し，学校経営改革関係の調査項目についても概ね良好

であった。」と報告されているものの，主任手当の拠出等，主任制度の形骸化が懸

念されており，取組の徹底が必要であるとの報告がある。

今後の是正指導に係る意識の希薄化に起因する是正の不徹底があってはならない。

我々校長は，これまでの先輩諸氏によるたゆまぬ努力と取組が，現在の広島県教育

の基盤に脈々と流れているという歴史的経緯を忘れることなく，日々の学校経営に

取り組む必要がある。

３ 広島県教育の現状と課題
県内の公立中学校は，数年前から多くの学校管理職・長年の経験ある教職員の大

量退職に伴い，世代交代の時期に入っている。平成 27 年度の新規採用候補者は 851

人にのぼっており，こうしたことからも，これからの人材育成は予断を許さない状

況である。

また，本県は是正指導を機に法規・法令に沿った学校経営を推進するなど，学校

経営の改革に取り組み，学習指導要領の理念である「生きる力」の育成を目指し，

「知・徳・ 体」の基礎・基本の徹底を図ってきた。その結果，「基礎・基本」定着

状況調査からは，概ね基礎的・基本的な学習内容は定着しているとされる一方で，

知識・技能を活用して 課題を解決するための思考力・判断力・表現力において課題

があるとされている。

次に，県内中学校の生徒指導の現状には様々な課題が見られるが，とりわけ，平

成 18 年度以降，暴力行為，不登校生徒数においても高止まり傾向が続いている。さ

らには，いじめ根絶についても予断を許さない状況にあり，国においては平成 25 年

に「いじめ防止対策推進法」が制定された。各学校においては，この法律の趣旨等

の研修が喫緊の課題である。「いじめ防止等に係る校内委員会」を立ち上げ，生徒



及び保護者に周知するとともに，年間計画を策定するなど，いじめの防止等に係る

活動を充実するように取り組んでいるところである。

一方で，中学校卒業後の進路決定においては，平成 22 年３月末の進路未決定者は

514 人であった。この喫緊の課題を広島県公立学校校長会連合会の主要な取組とし

て取り組んだ結果，この数は４年後の平成 26 年３月末において 169 人となった。広

島県公立中学校長会（県中校長会）の四専門委員会の一つである進路指導委員会の

調査報告によれば，進路未決定の主な要因は，「不登校」「問題行動」「学力不足」「進

路選択に対する希望意志なし」が突出し，全体の 85 ％以上を占めている。中でも「進

路選択に対する希望意志なし」による進路未決定者は平成 26 年３月末時点では約 62

人にのぼり，進路未決定者に占める割合は多く，こうしたことからも，キャリア教

育の一層の充実が求められている。

最後に，こうした教育課題を解決するためには，家庭・地域・関係諸機関・同校

種・異校種間の相互理解・連携・協力が欠かせないことは言うまでもなく，校長と

して縦横に視野を広げたマネジメント力が求められている。

以上のことから，本教育ビジョンは次に掲げる５つの柱を中心に据えている。

①教職員の人材育成

②生徒の学力・学習意欲の向上

③生徒指導の充実

④キャリア教育の充実

⑤学校・家庭・地域が連携・協力した教育力の向上

これまで県中校長会は，広島県教育委員会の指導のもとに，「『知・徳・体』の基

礎・ 基本の徹底」をはじめとする様々な教育課題や全日本中学校長会からの提言を

受けた取組など，組織をあげて展開してきた。今後，さらにこれからの社会で活躍

するために必要な資質・能力（コンピテンシー）の育成を目指した特色ある教育活

動を推進することが求められている。

今後とも県中校長会は，次の時代に向かって見通しをもって課題に取り組む「先

見力」， 共に支え合い，学び合い，高め合う「結束力」，高い倫理観と強い使命感

をもち，諸課題 に着実に取り組む「行動力」の３つの力を高めながら，先に掲げた

教育ビジョンの５つの柱を中心に，関係機関と密接に連携した取組を展開し，次代

を担う生徒の育成に邁進しなければならない。

＊コンピテンシーとは・・・グローバルと近代化により，多様化し，相互に繋がっ

た世界を生き抜くために必要な能力で，単なる知識や技能だけでなく，態度など

を含む様々な資質・能力を活用して，複雑な要求（課題）に対応することができ

る実践的な力（広島版「学びの変革」アクション・プランより）



第２章第２章 教育ビジョンの柱

１ 教職員の人材育成

学習指導要領に示されるように，変化の激しいこれからの社会を生きるために

は，確かな学力，豊かな人間性，健康 .体力の「知 .徳・体」のバランスある育成

が求められている。そのために，教職員の資質・指導力の向上や能力・意欲を高

めるなど計画的な人材育成を図る。

（１）現状分析と課題

平成 24 年度から全面実施となった学習指導要領では，子供たちに基礎的な知識・

技能を活用して考え，判断し，表現することにより，様々な問題に積極的に対応し，

解決する力が求められている。こうした力を育成するためには，教職員の資質・指

導力の向上は欠かせない。

こうした中，本県の教員の定年退職者は平成 26 年度末には約 463 人となる。こう

した状況は今後も継続し，ピークは平成 31 ～ 33 年度で，1,000 人以上の退職者が見

込まれる。このような教員の大量退職に伴い，平成 26 年度の新規採用候補者は 806

人にのぼり，平成 27 年度においては 851 人となった。県内においては，教員の世代

交代が加速度的に進行しつつあり，年齢構成のアンバランスが生じている。

こうしたことから人材育成は喫緊の課題となっており，校長としては，教員の各

世代に応じた一人一人の人材育成プログラムを作成するなど，計画的な育成を図る

必要がある。

（※：全校種の教員数）

（２）取組の方向性

① 教職員の各世代に応じた資質・指導力の向上を目指し，教職員個々の人材育

成計画を作成する。

ア）OJT, OFFJT を有機的・効果的に組み合わせた人材育成の推進を図る。

② 経験年数に関わらず，若い世代に積極的に学校経営に参画させるなどの機会

を与え，人材育成を図る。

③ ミドルリーダー（主任層）を学校組織マネジメントへ積極的に参画できるよ

うにする。

ア）学校評価表の作成・立案などへの参画

イ）学年，分掌内の教職員へ指導・助言

ウ）人材育成を視点とした校務分掌の担当

このような取組により，教職員一人一人の人材育成を行うとともに，今後の世代

交代を円滑に推移させることが大切である。

県中校長会としても，広島県教育委員会をはじめ，関係機関と連携しつつ，人材

育成を活動計画の基盤の一つに明確に位置付ける必要がある。そのためには，県内

各地・各校の実践交流をはじめ，理事会・専門委員会・新任校長研修会等の機会を

捉え，様々な活動に人材育成を位置付けた取組が求められる。



２ 生徒の学力・学習意欲の向上

生徒の学力・学習意欲の向上のため，基礎・基本の定着と資質・能力（知識，

スキル，意欲・態度，価値観）を培うことを目指した「授業改善」を進める。そ

のための校内研修の充実を図るとともにその機能化を推進する。

（１）現状分析と課題

平成26年度実施の広島県公立中学校長会教育ビジョンアンケートでは，授業改善

に向け，マネジメントサイクルを取り入れた校内研修体制の構築並びに「基礎・基

本」定着状況調査の分析や指導改善例を活用した授業研究について取り組んでいる

学校の割合はいずれも90％以上となり，概ね定着している結果となった。しかし，

全教科を通じての言語活動の充実については15％を超える学校，さらに学習評価の

改善については30％を超える学校が十分な取組に至っていないという課題が浮き彫

りとなった。

平成25年度実施の「基礎・基本」定着状況調査のタイプⅠでは，理科を除く各教

科の平均通過率は60％を超え，基礎的・基本的な内容については，概ね定着してい

るが，タイプⅠで理科，タイプⅡでは数学及び理科で平均通過率が60％未満となっ

た。

教科及び学校質問紙の調査結果からは，平均通過率が高い学校では，「既習内容

の活用，他の文章や資料との比較，見通しや予想など，考える方法を教える指導」

「結論先行型で，根拠を挙げて自分の考えを述べたり書いたりする指導」「思考力･

表現力の育成に焦点を当てた研修」「広島県教育資料を活用した研修」「各教科等の

ねらいを達成するために，授業において，言語活動の充実を図った」等を重点に置

いて取り組んでいる。

次に，平成26年実施の全国学力・学習状況調査において，国語Ａの平均正答率が

80％を超えており，概ね定着しているものの，国語Ｂの正答率は全国平均より低い。

また，数学平均正答率はＡ・Ｂとも全国平均を超え，いずれも60％を上回る結果と

なったが，数学Ｂの学習領域で「資料の活用」だけは全国平均と同じ結果となった。

以上のことから，平均通過率の高い学校での実践を参考に，全教科を通じての言

語活動の充実を推し進め，授業改善の視点や方向性を共有し，研修を進める必要が

ある。

また，学習評価については，教育研究委員会による経年調査の結果から改善を図

るだけでなく，教職員の評価力を高める研修が求められている。

（２）取組の方向性

① 授業改善に向け，マネジメントサイクルを取り入れた校内研修体制の充実を

図る。

② 「基礎・基本」定着状況調査と全国学力・学習状況調査の分析や指導改善例

を活用した授業研究を進める。

ア）学習目標（めあて）の明確な提示

イ）グループ学習を取り入れるなど，効果的な学習や指導形態の工夫

ウ）「能動的な学び」を促進するため，「課題発見・解決学習」の推進

③ 全教科を通じて，言語活動の充実に努める。

④ 学習評価の改善とその研修の充実を図る。

このような取組により，基礎・基本の定着に加え，学習指導要領並びに「広島版

『学びの変革』アクション・プラン」で求められている資質・能力（知識，スキル，

意欲・態度，価値観）の育成を目指した「授業改善」を推進する。
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３ 生徒指導の充実

すべての教職員が，生徒一人一人に対して自己指導能力の育成を目指した指導

を，組織として継続的に取り組むことができる協働態勢づくりを推進する。

（１）現状分析と課題

広島県の生徒指導上の諸課題を分析すると，中学校における暴力行為については，

平成 12 年度（1,541 件）をピークに平成 18 年度（719 件）まで年平均 9 ％の減少

を続けていたものの，平成 18 年度以降，増加傾向にあり，以降４年間は連続して

増加（年平均 12 ％の増加）しており平成 22 年度は 1,068 件に達している。その後

は減少傾向にあるが，平成 25 年度は 891 件であり，依然として高い発生状況にあ

る。とりわけ，同じ生徒が暴力行為を繰り返すという状況も見られる。

次に，不登校については，ここ数年減少傾向にあるものの平成 18 年度 2,498 人に

対して平成 25 年度は 1,815 人，平成 25 年度の不登校生徒の割合は全国平均が 2.69
％に対して広島県の公立中学校が 2.54 ％と全国平均を下回っているものの，依然と

して深刻な状況である。

いじめの認知件数は，平成 25 年度 414 件で，前年度よりも 179 件（30.2 ％）減

少しているものの，過去５年間で２番目に多い。平成 25 年度においては，小学校

６年生に対し，中学校 1年生は認知件数において約 1.5倍となっている。

このような状況の中，生徒が自ら判断し，行動し，その結果に責任をもつという

自己指導能力を育成することが求められている。そのためには，規範意識の育成を

図り，あらゆる教科・領域に生徒指導の三機能を生かすとともに，すべての教職員

がそのことについて共通認識をもつこと，また，生徒指導主事が中核となり，徹底

した指導を組織として継続的に取り組むことができる協働態勢づくりを推進するこ

とが大切である。

また，小学校においても暴力行為発生件数，いじめ認知件数の増加が見られるこ

とから，小・中学校における校種間の連携を一層密にして，積極的な生徒指導の組

織的・体系的な取組を推進することが喫緊の課題である。

（２）取組の方向性

① 生徒指導の三機能を生かした授業づくりを推進する。

② 小・中学校の連携の更なる進化と継続した指導体制を確立する。

ア）小・中学校合同研修の実施

イ）生徒指導連絡会議の開催

ウ）生徒指導規程の整備と見直し

③ 特別支援教育の視点を取り入れた研修会を実施する。

④ 道徳教育，人権教育の充実を図る。

⑤ いじめの防止等の取組の充実を図る。

このような取組により，生徒一人一人に対して自己指導能力の育成を目指すととも

に，継続的に取り組むことができる協働態勢づくりを推進し，生徒指導の充実を図る。



４ キャリア教育の充実

社会的・職業的な自立に向けて生徒一人一人に望ましい勤労観・職業観及び職

業に関する知識や技能を身に付けさせることで，自己の個性を理解し，自己実現

への意欲を高め，主体的に進路選択ができる生徒を育成する。

（１）現状分析と課題

平成 23 年１月，中央審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在

り方について」（答申）において，若者を巡る経緯と現状として，「学校から社会・

職業への円滑な移行」に課題があるとの分析がある。具体的には，「子どもたちが

将来就きたい仕事や自分の将来のために学習を行う意識が国際的にみて低く，働く

ことへの不安を抱えたまま職業に就き，適応に難しさを感じている状況があるなど，

学校教育における職業に関する教育に課題が見られる。」とされている。また，中

学校における発達の段階に応じた体系的なキャリア教育推進のポイントとして，自

らの役割や将来の生き方・働き方等を考えさせ，目標を立てて計画的に取り組む態

度を育成し，進路の選択・決定に導くことが示されている。

こうした中，平成 26 年度，本県中学校のキャリア教育の現状は，キャリア教育

の全体計画を作成している中学校は 95.7 ％，また，基礎的・汎用的な能力の視点で

キャリア教育の教育計画を見直している学校は，予定を含めて 96.5 ％とほぼすべて

の学校で「中学校キャリア教育の手引き」（平成 23 年３月文部科学省）に基づいた

指導計画の見直しが進んでいると考えられる。さらに，中学校卒業時点における進

路未決定者の状況については，県公立学校校長会連合会に進路指導対策特別委員会

を設置するなど，小・中・高・特別支援学校が連携して進路未決定者の減少に取り

組んだ結果，平成 22 年３月末時点において 514 人であった進路未決定者は確実に

減少し，平成 26年３月末時点において 169人となった。

キャリア教育実践のための校内体制の整備や進路未決定者への取組は改善されつ

つあるものの，「新しい教育活動を指すものではない」との認識により，従来の教

育活動のままで良いと誤解されたり，「体験活動が重要」という側面のみで実践さ

れたりするなど，依然として，その内容・水準にはばらつきもあるという課題もあ

る。

このため，キャリア教育の「一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤

となる能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を促す教育」という教育的

意義の共通理解が重要となる。そのための研修や校内組織の整備を行うとともに，

キャリア発達に即した３年間を見通した目標設定による計画的実践が求められる。

また，キャリア教育を一層充実させるため，小学校・高等学校・特別支援学校と

も連携し，どのような理念のもとに実践が行われているかを踏まえることも大切で

ある。

（２）取組の方向性

① キャリア教育に関する研修を実施し，教職員の理解を深める。

② 職場体験活動の充実等，３年間を見通した計画的・体系的なキャリア教育を

実践する。

③ キャリア教育を体系的に進めるための校種間連携を図る。

こうした取組により，自己の個性を理解し，自己実現への意欲を高め，主体的

に進路選択できる生徒を育成する。



５ 学校・家庭・地域が連携・協力した教育力の向上

学校・家庭・地域が連携・協力して教育力の向上を図り，「確かな学力」「豊か

な心」「健やかな体」などの「生きる力」を地域ぐるみで育成する。

（１）現状分析と課題

今日，学校教育内外には，不登校やいじめ，暴力行為等の増加，ＳＮＳの普及に

よる生徒指導上の課題や規範意識の低下などの課題が指摘され，ますます深刻化し

ている。

これらの要因としては，社会の著しい変化に伴う人間関係の希薄化や価値観の多

様化，体験活動やコミュニケーション能力の不足，さらには家庭・地域の教育力の

低下などが考えられる。こうした状況の中で，子供たちがこれからの時代を生きて

いくためには，「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」など，「生きる力」の育成

が求められているところである。

このような課題を解決するためには，学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任

を自覚し，相互の連携・協力の強化を図ることにより，教育力を高めることが大切

である。

学校は，「生きる力」を育むため，学力の定着を図るとともに，集団生活を通し

て社会性を身に付け，人間として生きていく上での基礎・基本を習得する場である。

家庭は，子供にとって安心・安全な居場所であり，自立心や基本的な生活習慣な

どを身に付ける場である。

地域は，様々な人々と触れ合ったり，地域におけるいろいろな行事などを通して，

人々との繋がりを深め，生き方を学んだり，社会性を身に付けたりする場である。

学校は，こうした三者の役割と責任を自覚し，リーダーシップを発揮しつつ，積

極的に家庭・地域との連携・協力を図りながら地域ぐるみで子供たちを育てること

が大切である。

（２）取組の方向性

① 地域の人材を積極的に活用し，教育活動の充実と多様性を目指す。

② 学校の教育活動等をサポート・支援する諸団体との連携を図る。

③ 地域の活動や行事等へ子供たちを積極的に参画させ，繋がりを深める。

④ 学校の教育活動等について，学校だよりやホームページなどに掲載するなど，

積極的な情報発信に努める。

⑤ 学校評価等の活動を通して，家庭・地域との相互理解を図る。

⑥ ＰＴＡ活動等の活性化を図り，学校と家庭，家庭相互の繋がりを深める。

⑦ 防災態勢の充実を図るため，家庭・地域との連携を図る。

このような取組により，学校と家庭・地域の役割・責任の自覚と相互の連携・協

力の強化を推進する。
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参考資料

是正指導関連

対応方針

（１） 学習指導要領等の関係法規に照らし，「逸脱」あるいは「そのおそれのある」

部分について是正・改善を図っていくものであること。

（２） 是正状況については，文部省，県議会文教委員会に報告するものとすること。

なお，文部省からは，少なくとも 3 年間継続するよう求められていること。

（３） 是正に取り組むにあたっては，市町村教育委員会及び校長と十分な連携を図

るとともに，広く関係者の理解と協力を求めるものとすること。

具体的には，教育内容関係 7 項目，学校管理運営関係 6 項目にわたっている。（詳細

下表）

【教育内容関係】 【学校管理運営関係】

○卒業式・入学式の国旗掲揚・国歌斉唱 ○教員の勤務及び勤務時間管理

○人権学習の内容 ○主任等の命課の時期及び人選

○道徳の時間の名称，その指導内容 ○主任手当の拠出

○国語の時間割 ○職員会議の運営の実際等

○小学校の音楽での国歌「君が代」の指 ○学校運営に係る校長と職員団体学校分会と

導 の確認書等の状況

○授業時数及び単位時間 ○市町村立学校の管理運営に関する県教委の

○指導要録の記入 取組状況


