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丹波篠山市教育研究所（仮称）設立に係る基本構想

１ はじめに                  

高度情報化や少子高齢化、グローバル化が進行し、

ロボットや AI が人類とともに活躍する未来が現実味

を帯びてきている。学校園は、子どもたちが自ら学び

に向かい、自らの意思で未来を創っていく素地をいか

に育むかが急務であり、自立につなげることが重要に

なってきている。

そこで、丹波篠山市教育委員会は、未来の丹波篠山

市を支える教育の新しい価値を創造するために教育研

究所を設立する。

                                                        

＜理念＞

教育研究所は、この理念の下に、次の４つの視点を踏まえながら、先行的な研究や

教育施策の効果に関する調査活動を展開する。

《４つの視点》

未来の丹波篠山市を支える教育の新しい価値の創造

・教育を、哲学、宗教、文学、文化、社会、地域との関係の中でトータルに捉えな

おし、教育的な行為や関係、援助、発達といった諸テーマを、教育の根底にある

ものとのつながりの中で、より柔軟に再認識する可能性を探っていく。

（人間学的な視点）

・人間の精神及び知能の発達や人格形成において、心理学的に探求し、効果的な教

育の方法を見つけ出す。     （心理学的な視点）

・脳科学に基づいた能力開発や教育手法、あるいは、教育や学習における障害の軽

減や克服の在り方を探っていく。            （脳科学的な視点）

・学力や善悪の価値基準・評価基準は、社会の中で相対的に決まるとの考えに立ち、研

究の成果や課題の要因を、調査・収集したデータをもとに検証・分析して、社会と関

連した能力面を明らかにしていく。             （社会学的な視点）

身につける能力

〔平成 26年 3月国立教育政策研究所発行「資質や能力の包括的

育成に向けた教育課程の基準の原理［改訂版］」より参考〕
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その上で、学校園への支援や、教職員の資質向上に取り組む。その成果が、丹波篠山

の子どもたちを育て、人間としての逞しい成長が、本市の未来を創ることをめざす。

２ 教育研究所の使命

教育研究所は、本市の教育を創造する総合的な研究機関として、調査・分析・研究か

ら得た成果を、有意義な知見として市の教育施策の企画・立案、および研修に活かす。

そして、学校園や幼稚園･こども園教育会、小学校教育研究会、中学校教育会に対して

必要な助言・支援をする。そのため、果たすべき役割として次の３項目を掲げる。

（１）戦略的な教育施策の企画・立案に資するために、教育の現状について科学的に調

査・分析・予測を行う。

（２）教育内容の各分野（主な柱：学力、学校園経営、幼児教育、生徒指導、特別支援

教育、教育の情報化）において、必要に応じて、調査研究、助言や支援、研修を行

う。

（３）教育実践や研究に関する情報やデータ、文献を収集・整理・保存し、学校園に提

供する。

３ 教育研究所の活動

            

子どもたちに確かな学力を身に付けさせ

るために、本市教育委員会では、子どもた

ちに育む学力を「学力の樹」(図参照)とし

てとらえ、確実に定着させていくための取

組を推進している。また、学力を集団に属

する概念としてとらえ、学級及び学校園の

集団としての力、並びに学校・家庭・地域

の協働の力を土壌とする「知の森」づくり

を通じて子どもたちの学力を向上させるこ

とをめざしている。

教育研究所においては、全国学力・学習

状況調査や市学力・生活習慣状況調査の結

果等を踏まえ、教育実践を専門家・指導主

事・教員などで組織したチームで、客観的

な指標で評価し、学力の向上を目指して研

究する。そして、その成果を活用し、主体

学力の充実

自分を見つめ、コ
ントロールでき
る力（自分力）

将来に向かっ
て努力できる
力（ゆめ力） 学びに向かう

力（学び力）
人間関係を築こ
うとする力
（つながり力）

「学力の樹」

［参考 「学力を育てる」志水宏吉 著］
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的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の研修や指導助言に取り組む。

教育研究所は、蓄積された研究成果を元にして、各学校園の教育課程編成やカリキュ

ラムマネジメントの支援を行うことで、社会学的な視点による学力観の転換や学びの環

境作りを進めていく。

   

校園長は、自らが考える「めざす学校園」を明示した学校園経営方針を進めるために、

各学校園の人的要件（幼児・児童・生徒や教職員）、物的要件（校園地・校園舎・教具）、

経済的要件（管理費等予算）その他の経営資源を活用し、最も効果的に運営を行うこと

が求められる。

教育研究所においては、子どもの実態や地域の実情に合わせて、学校園長が自主性、

自立性をもって行う特色ある学校園づくりを支援していく。さらに、地域住民が学校運

営に参画するコミュニティ・スクールの推進についても支援していく。

教育研究所のこのような取組により、学校園経営において明確なビジョンとリーダー

シップが求められる校園長の資質向上を図る。そして、各学校園で起こる様々な事案対

応についての相談業務を通じて、本市の教育全体の質を向上させる

本市では、「朝日とともに目覚め、四季を感じながら夢中になって遊ぶ ささやまっ

子」の姿をめざした「ふた葉プロジェクト」を通して「食育」「眠育」「あそび」に焦点

をあて取り組んでいる。また、３法令（※１）が改定となり、これまでの５領域に加え、

幼児期に育みたい資質・能力として「知識及び技能の基礎」「思考力・判断力・表現力

等の基礎」「学びに向かう力・人間性等」の３点、また、幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿として「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社

会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や図形、標

識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」の１０の姿

が示された。つまり、これまで以上に就学前から学齢期への連続性を強く意識した内容

となった。

教育研究所においては、これらのめざすべき姿を具体的にどのような活動を通して達

成していくのか、本市ならではの豊かな自然環境を活かしたカリキュラムをいかに編成

するのか、どのような環境構成及び保育者の援助が必要なのかについて、「ふた葉プロ

ジェクト」にもとづいた研究を進めていく。また、市内の優れた実践を共有できる「丹

波篠山市版ふた葉図鑑」（仮称）を作成する。

教育研究所のこのような取組により、市内の幼児教育に携わる全ての保育者が、本市

学校園経営の充実

幼児教育の充実
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がめざすべき保育の方向性の共通理解と実践の共有化を図ることができる。さらに、専

門家とも連携しながら、脳を意識した科学的な根拠にもとづいた子育てを提唱し、就学

前から学齢期への接続を意識した支援や指導、啓発の充実を図ることが可能になる。

（※１）３法令：幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所

保育指針

  

近年、本市において生徒指導上の課題が複雑化、多様化してきている。それらの背景

には、児童生徒の心の問題に加え、家庭、友人関係、地域、学校等、児童生徒の置かれ

た環境の問題が複雑に絡み合っていることから、学校だけでは解決できない問題も増え

てきている。そのため、保護者・地域・関係機関・専門家等、多様な人材・機関と協働

した指導体制が必要となっている。

教育研修所においては、臨床心理士、スクールソーシャルワーカー等の専門家を配置

し、学校の組織的対応力の向上と教職員の資質向上を図る。そして、教育相談体制の整

備支援を図るとともに、児童生徒、保護者、教職員等の相談窓口として心のケアの充実

を図る。また、各種調査やアンケートなど情報収集により蓄積したデータや事例等の分

析を行い、本市の生徒指導上の課題を明確にし、様々な課題に対応していく。

教育研究所のこのような取組により、問題行動の未然防止や不登校等の予防と支援の

充実に向けた開発的・予防的な取組を実現することができる。そして、児童生徒の発達

段階に応じた課題を明確にすることで、一貫した支援を行うことができるようになり、

教職員のアセスメント能力の伸長、再発防止等に向けた適切な取組が可能となる。

「篠山市特別支援教育推進基本計画」（H27.10.20 改訂）において、障がいの有無に関わ

らず全ての幼児児童生徒が平等な条件のもとで能力・特性を最大限発揮できることをめざ

し、広域的・有機的なネットワークによる特別支援教育を推進していくことが示されている。

また、共生社会の実現へ向けたインクルーシブ教育システム構築の推進が求められている。

教育研究所においては、主に次の三項目について研究する。

①インクルーシブ教育システム構築に係る研究を行う。「インクルーシブ教育システムの構

築に向けた基礎的環境整備、合理的配慮の提供」並びに「授業及び学習環境のユニバーサル

デザイン化の充実」について小中連携教育の視点から児童生徒への適切な教師の関わり方

について研究する。

②各関係機関との連携するための研究を行う。（ネットワークの形成）

教育研究所のホームページに特別支援教育のページを作成し、研究所が作成する実践事例

生徒指導の充実

特別支援教育の充実
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集を掲載する。また、各関係機関からの必要な情報が手早く閲覧できるようにする。関係機

関の提供する情報も活用して、個に応じた十分な教育が受けられるよう、広域的で有効なネ

ットワークを形成していく。

③支援を必要とする幼児児童生徒の実態把握・効果的な支援方法を研究する。各幼児児童生

徒の実態に応じて作成されている「個別の指導計画」を収集・分析し評価する。障がい種別・

発達段階別の実態把握並びに指導方法等が集積することで、実態に応じた適切な指導方法

を明らかにしていく。

教育研究所のこのような取組により、障がいのある子どもと障がいのない子どもそれぞ

れが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間

を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるような学校づくりを進めることができる。幼稚

園・こども園、小学校、中学校、特別支援学校の教職員並びに保護者（一般市民も含む）も

生活上必要な特別支援教育・福祉関係の必要な情報が手早く閲覧できるようになる。さらに、

実践事例集としてまとめ、各学校等に報告することにより、実態に応じた効果的な支援を行

うことが可能になる。

   

新学習指導要領において、情報活用能力(情報モラルを含む)が学習の基盤となる資

質・能力として位置づけられた。情報化が急速に進展する現代社会において、児童生徒

が情報の発信・受信の基本的ルールを習得し、自らが主体的に情報を収集・選択・加工

し、発信・活用する能力が求められている。

教育研究所においては、文部科学省が示す教育のICT 化に向けた環境整備５か年計画

に沿って、学校環境の情報化の在り方を検討する。また、教職員の ICT 活用指導力の状

況を調査し、資質向上に向けた方策を研究する。さらに、指導主事や学校情報化専門員、

ICT 支援員が中心となって行う ICT 環境整備を進める。

教育研究所のこのような取組により、児童生徒の情報活用能力の育成を目的とした ICT

を活用した授業への支援ができる。そして、教職員の資質向上につながる ICT 活用指導

力研修や情報セキュリティー研修が可能になる。さらに、学校園の情報化が進展し、ヘ

ルプデスクを整備して対応することで業務負担軽減と安定した教育情報システムの運

用ができる。

              

教育研究所においては、教育に関する様々な調査・研究に必要な情報やデータ、文

献や資料を収集し、データベース化を進める。そして、教職員の研修や資質向上、教

育相談等において活用する。また、学校園に、各種研究会の案内や教育情報を提供す

教育の情報化の充実

教育資料等の収集と活用
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る。同時に研究紀要や教育書籍等の閲覧や貸し出しも行う。

教育研究所のこのような取組により、教職員が効果的・効率的に教材研究等を行うこ

とができる。このことは教職員の資質向上や自信につながり、子どもたちが学ぶ楽しさ

を実感できる授業の創造が期待できる。

４ 教育研究所の組織体制

○所長        

○指導主事  

○学校経営指導主事  

《専門的職員》

○スクールソーシャルワーカー    

○臨床心理士（公認心理師）     

○ＩＣＴ支援員      

○学校情報化専門員   

○事務職員                     

                                 

５ 施設・設備

○事務室  

○資料室

○会議室

○相談室

・イントラネット環境

・インターネット環境

・メディアルーム用のＰＣ、タブレット他

・授業等の相談・作業用ＰＣ ・所長室及び事務室用ＰＣ  

・電子黒板  

・ホワイトボード    

・プロジェクター  

・スクリーン   大 ・ 小

・教育相談用備品(箱庭、検査関係、おもちゃ等)

・教育研究所のホームページ、メールアドレス



＜設立理念＞
未来の丹波篠山市を支える教育の新しい価値の創造

兵庫教育大学

県内大学
県立教育研修所
他市教育研究所
関係機関 等教育の情報化

幼児教育

●教職員のＩＣＴ活用指導力向上の研究
●ＩＣＴ環境整備の推進
□ＩＣＴ活用指導力研修
□情報教育推進担当者研修
□ＩＣＴ基礎研修

スタッフ
・所長
・指導主事
・学校経営指導主事
・SSW
・臨床心理士
・ICT支援員
・学校情報化専門員
・事務職員

学校園経営 生徒指導

●学校マネジメント力の研究
●学校園経営に係るデータの蓄積と分析
□学校経営研修 □管理職研修
□次世代リーダー養成研修
□地域とともにある学校づくり研修

●不登校に関する研究
●問題行動、いじめ等の分析
□問題行動への対応研修
□小中連携に係る生徒指導研修
□危機管理マネジメント研修

特別支援教育

●インクルーシブ教育システム構築に係る研究
●特別支援教育に係るデータの蓄積と分析
□特別支援教育コーディネータ研修
□特別支援学級運営充実のための研修
□特別支援教育研修

●･･･主な調査研究
□･･･主な研修

市福祉関係部局
児童発達支援センター
福祉法人
療育機関 等

連携
協力

各分野における教育相談

教育資料等の収集と活用

身につける能力

各学校園の経営資源を
活用した質の高い学校
園経営の実現に向けた
支援を推進する

インクルーシブ教育シ
ステム構築を推進する

「朝日とともに目覚め、
四季を感じながら夢中
になって遊ぶ ささや
まっ子」を育成する

教職員のＩＣＴ活用
指導力の向上を図り、
児童生徒の情報活用
能力を育成する子どもたちの自立や社

会性を育み、不登校児
童生徒数減少に向けた
取組を推進する

すべての教職員とともに（各種プロジェクトチーム）

「主体的・対話的で深い学びの教育活動」

子どもたちの学力の向上

丹波篠山市教育研究所(知の森教育研究所（仮称))

いじめ対応
不登校対応
生徒指導調査

発達検査
知能検査
巡回相談
サポートファイル
通級指導

ＩＣＴ活用支援
ヘルプデスク
サーバ保守
メンテナンス

●学力調査分析考察
●研究指定校の支援
□学力向上研修
□教職員研修
□課題教育研修
□担当者研修

●ふた葉プロジェクトの推進
●生活実態調査の分析･考察
□幼児教育運営改善研修
□新規採用教員等研修
□保幼こども園預かり職員合同研修

連携
協力

心理学的な視点

脳科学的な視点

人間学的な視点

社会学的な視点

7




