
【年間計画】
月 月目標 計画及び評価 実態把握等 各教科・道徳･特別活動等 生徒会活動，行事等 PTA･外部 職員研修

い じ め対 年間及び１学期 生徒指導委員 各教科における指導計画の確認 生徒朝会 家庭訪問 学校経営方針周知

策の体制 の活動計画の検 会（毎週１回） いじめ問題を考える週間実施 朝のボランティア ＰＴＡ総会 いじめ防止活動計画の確認

確立 討・周知・啓発 ＡＡＩ実施 各教科 学習オリエンテーション 「自己有用感」 道徳授業保 １学期の具体的な対応の

いじめ防止対策 ＮＲＴ実施 学活全学年 学級開き（いじめを生ま 護者参観 在り方の共通理解

委員会(学期１ Q-U実施 ない学級づくり，いじめについて） 学級便り発 生徒指導研修（生徒理解）

４ 回及び必要に応 全国学習状況 学活全学年 前期学級組織作り 行(週１回) 「人権尊重の視点に立った授

じて) 調査実施 私たちの学級 学校便り発 業づくり」の共通理解・実践

行(月１回) 学力向上推進委員会(毎月１回)

ＰＴＡあいさつ運動 自己申告面談(当初)

い じ め 対 実態に基づいた ＡＡＩ分析 学活１年 学級環境を整える 生徒総会（いじめ防 家庭教育学 龍南中での小中連絡会①

策に係 る 対応策の検討 道徳3年 お母さんへ 3-(1) 止） 級開講式 町教科･領域部会

５ 自校の課 学校評価での取

題把握 組評価項目確認

いじめ対 学活1年 学校生活の向上を目指して ＰＴＡあいさ 学力向上に向けての研究

６ 策の着実 道徳1年 心のつながり 2-(3) つ運動 授業(取組課題の確認)

な実施 涼風 2-(2) 町学力水準向 「ケータイ」のトラブルに

道徳2年 心のバリアフリー 3-(3) 上推進大会 ついての研修

祖父の愛 2-(2)

道徳3年 友情切符 2-(3)

中川の夫婦木 3-(3)

いじめ対 取組評価の実施 生活・いじめｱﾝｹ 学活1年 健康教室②(性教育①) 学級ＰＴＡ 生徒による学校生活評価

策の評価 ･集計・検証 ｰﾄ実施・分析・ 学活2年 健康教室②(性教育①） 家庭教育学級 取組評価結果に係る校内

対応 学活3年 健康教室②(性教育①） 小学校区教 研修

７ 教育相談週間 道徳2年 張君の笑顔 4-(3) 育懇談会 生徒指導に係る校外研修

での実態把握 学校評議委員会 龍南中での小中連絡会②

いじめ対 ２学期の活動計 Q-U分析 国語 人権作文作成 ＰＴＡ懇親会 Q-Uに係る校内研修

８ 策の改善 画の検討 ＮＲＴ分析 美術 いじめ防止め・人権ポスター作成 三者面談 生徒指導に係る事例研修

検討 町人権同和教 （夏休みの総括・２学期へ

育講演会 向けての共通理解）

いじめ対 実態に基づいた 県いじめｱﾝｹｰﾄ いじめ問題を考える週間実施 体育大会「自己有 ＰＴＡあいさ ２学期の具体的な対応の

策の着実 対応策実施 実施・分析･対 社会3年 人権の尊重と日本国憲法 用感，連帯感等」 つ運動 在り方の共通理解

な実施 応 道徳1年 おぼれかけた兄妹 3-(1) 自己申告面談(中間)

９ 携帯･ﾈｯﾄ利用 絆を結ぶ，虹のかけはし 2-(2)

実態調査 道徳3年 五井先生と太郎 4-(3)

いじめ対 いじめアンケート ｢学校楽しぃー 学活1年 学級生活の中で 修学旅行・宿泊学 学力向上に向けての研究

１０ 策の着実 実施・分析・対応 と｣の活用 学活2年 学級生活の見直し 習「自他の尊重，連 授業(取組の検証)）

な実施 学活3年 学級生活の改善 帯感等」

道徳2年 あなたに 3-(1)

伝言板 2-(2)

道徳3年 ﾀｸﾐ君大いに揺れる 2-(2)

余命ゼロ 命のメッセージ 3-(1)

よみがえった笑顔 4-(3)

いじめ対 教育相談実施・ 学活全学年 後期学級組織作り

１１ 策の着実 対応 学活1年 自分を知ろう①自分の特色

な実施 学活2年 自分の役割

道徳2年 あるピエロの物語 2-(3)

志主張大会（人権尊重，いじめ防止他）

学習発表会「自己有用感，連帯感等」

いじめ対 取組評価ｱﾝｹｰﾄ 生活・いじめｱﾝｹ 学活1年 集団や社会の一員として 生徒朝会「人権週 学級ＰＴＡ 取組評価結果に係る校内

策の評価 の実施，集計 ｰﾄ実施・分析・ 学活2年 生き方を考えよう①② 間について」 小学校区教 研修

及び改善 取組の検証 対応 学活3年 社会の一員として 育懇談会

１２ 検討 道徳1年 淳子ちゃん，ありがとう 2-(2) 校内ロードレース大会 学校評議委

シカト 4-(3) 「成就感，連帯感 員会

道徳2年 ブラック・ジャック 二人の黒い医者 3-(1) 等」

償い 3-(3)
道徳3年 バルモア病院日記 2-(2)

いじめ対 いじめｱﾝｹｰﾄ実 学活2年 立志式への取組 ＰＴＡあいさ ３学期の具体的な対応の

策の着実 施・分析・対応 学活3年 卒業期を迎えて～感謝の気持ち～ つ運動 在り方の共通理解

１ な実施 鹿児島学習状 道徳1年 吾一と京造 2-(3)

況調査 道徳2年 星置の滝 2-(3)

道徳3年 塩狩峠 3-(3)

いじめ対 取組評価ｱﾝｹｰﾄ 学活1年 健康教室③（性教育②） 学級ＰＴＡ 自己申告面談(最終)

策の着実 の実施，集計 学活2年 健康教室③（性教育②） ＰＴＡあいさつ運動 校内研修のまとめ

な実施 学活3年 健康教室③（性教育②） 町学力水準向 家庭教育学級での携帯電

２ 家庭3年 幼児とふれあおう 上推進大会 話使用上の留意点研修

道徳1年 つかの間の出来事 3-(3) 家庭教育学

道徳2年 足袋の季節 3-(3) 級閉講式

いじめ対 取組の検証 生活・いじめｱﾝｹ 道徳1年 ＴＳＵＢＡＳＡ 3-(1) 校内球技大会 学校評議委 生徒による学校生活評価

３ 策の検証 次年度活動計画 ｰﾄ実施・分析・ 員会

と改善 案作成 対応

各小学校との

小中連絡会


