令和４年度

宇治市教育の重点
教育理念

家 庭 ・ 学 校 ・ 地 域 で さ さ え る
宇治のひとづくり・まちづくり
目指す人間像
「ふるさと宇治」を愛し、グローバルな視点に立ち、
社会の変化を前向きにとらえ、主体的に考え行動し、
よりよい人生と「あすの宇治」を創り出せる人
計画推進の視点
子育ち
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循環

挑戦

共生
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からだ

歴史と文化の継承・活用

6

市民が学び合う生涯学習社会の進展

5

家庭・学校・地域の連携・協働促進

4

学びを促す学校内外の環境整備

3

しなやかで健やかな身体の育成

2

多様性を尊重し包容力ある人間性の涵養

自律的かつ協働的な学びの創造

1

※上記の各施策において、ＩＣＴを積極的に活用して取り組みます。

学校教育重点取組事項

社会教育重点取組事項

本冊子は、本市教育の施策「学び・教育プラン」における年度毎の重点取組を示すものです。

宇治市教育委員会

令和4年度「学び・教育プラン」関連事項等
1 自律的かつ協働的な学びの創造
施策の目指す姿

小中一貫教育を柱とした系統的・継続的な教育実践を基盤として、ＩＣＴを効果的に活用しながら、個別最適な
学びと協働的な学びを創造し、確かな学力を身に付けるとともに児童生徒一人ひとりの可能性を伸ばし、新しい
時代を生きるために求められる資質・能力の育成を目指します。

宇治市関連
(１) 小中一貫教育を柱とした学びの推進…◇小中一貫教育カリキュラム「宇治スタンダード」による学習指導の推進
◇ジョイントプラン−小中一貫教育推進計画−による特色ある教育活動の展開 ◇「効果のある宇治市方式を
進めるアクションプラン」による取組の推進 ◇小中一貫教育ラーニングコーディネーターの活用による中学校
ブロック取組の推進 ◇小中連携加配の活用等による接続のみえる学びの充実
(２) 基礎的・基本的な知識・技能の定着…◇「いしずえ学習」の取組
「ことばの力」の育成 ◇小学校における専科指導の実施

◇学校図書館機能を活用した授業改善と

(３) 思考力・判断力・表現力の育成…◇「宇治学」
（総合的な学習の時間）副読本・指導の手引きの活用
芸術活動の充実 ◇プログラミング教育の推進

◇文化・

(４) 学びに向かう力の育成…◇幼小接続カリキュラムによる学びを支える学習活動の充実 ◇課題解決型学習の展開
(５) 多様なニーズに応じた教育の充実…◇ICT支援員の活用 ◇ICTの効果的な活用
の活用 ◇学校図書館司書の活用 ◇へき地校での特色ある教育の実施

国・京都府関連

◇やましろ授業スタンダード
タディ

◇学力向上プログラム

◇中1振り返り集中学習

◇全国学力・学習状況調査

◇中2学力アップ集中講座

◇英語指導助手（AET）

◇ジュニアわくわくス

２ 多様性を尊重し包容力ある人間性の涵養
施策の目指す姿

幼児期より生涯にわたり、誰もが大切にされる共生社会の実現に向けた教育を展開する中で、人権教育・道徳教
育・生徒指導等の充実と多様な体験活動により、多様性を尊重し包容力ある人間性の涵養を目指します。

宇治市関連
(１) 人権教育、道徳教育の充実…◇「考える道徳」
「議論する道徳」の実践
(２) キャリア教育の充実…◇キャリアパスポートの活用

◇情報モラル教育の推進

◇進路・仕事や職業に関する探究的学習や体験活動

(３) インクルーシブ教育システムの構築…◇個別の指導計画、個別の教育支援計画、移行支援シートの活用
◇特別支援教育体制の充実（通級指導教室やいきいき学級支援員等）
(４) 人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の推進…◇学びの連続性を意識したカリキュラムの編成・実施
児教育・保育と小学校教育との連携・円滑な接続
(５) 適切な生徒指導の推進…◇宇治市学校支援チームによる学校支援

◇非行防止教室の実施

(６) 不登校児童生徒の自立支援の推進…◇不登校児童生徒自立支援教室の運営
活用
(７) いじめ防止対策の充実…◇いじめ調査による実態把握

国・京都府関連

◇幼

◇心と学びのパートナーの

◇学校いじめ防止基本方針に基づく組織的対応

◇読書大好きアクションプラン ◇子どもの学習・生活支援事業（まなび・生活アドバイザー）
バイザー派遣事業 ◇特別支援教育充実事業

◇幼児教育アド

「第2次宇治市教育振興基本計画」では市の教育行政における「教育ビジョン」の実現に向けた施策体系を

「学び・教育プラン」とし、
「令和4年度宇治市教育の重点」においては、
「宇治市教育の方針」を踏まえ、
本年度における「主な取組等」を示しています。

からだ

３ しなやかで健やかな身体の育成
施策の目指す姿

身体を動かす習慣を身に付け、運動・スポーツの楽しさを味わうこと、家庭・学校・地域との協働により進める健
康教育、食育、安全教育を展開する中で、児童生徒が健やかな身体をはぐくむとともに、安全についての必要な
知識と健康的な生活習慣の定着を促すことで、健やかな身体の育成を目指します。

宇治市関連
(１) 運動習慣の定着…◇運動の楽しさを感じる機会充実による運動習慣の育成
◇宇治市部活動指導指針に基づく部活動指導の推進
(２) 健康教育の充実…◇新型コロナウイルス感染症対策の徹底
防止教室等の実施 ◇情報リテラシーの学習
(３) 食育の充実…◇望ましい食習慣の育成

◇体育・部活動中の事故防止

◇規則正しい生活習慣の定着

◇食を通じた地域・伝統文化の理解

(４) 安全教育の充実…◇防犯・防災教育の実施 ◇避難訓練（風水害
◇地域等連携による見守り活動 ◇情報モラル教育の推進

火災

◇薬物乱用

◇食にかかる事故防止

地震

防犯）・安全教室の実施

国・京都府関連 ◇京の子ども元気なからだスタンダード ◇京都府部活動指導指針

4 学びを促す学校内外の環境整備
施策の目指す姿

多様な子どもたちを誰一人取り残すことないよう、各種支援体制の強化や学校施設の整備を図り、安全安心で豊
かな教育を実現するための教育環境の充実を目指します。

宇治市関連
(１) 教育の機会均等の保障・充実…◇要保護・準要保護児童生徒の就学援助費 ◇特別支援教育就学奨励費
◇日本語教室の設置と指導の充実 ◇関係機関（医療・介護・福祉等）との連携
(２) 児童虐待防止への対応…◇スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用

◇教育相談の充実

(３) 教職員の指導力向上…◇校・園内研修の充実 ◇小中一貫教育中学校ブロック研修会の実施
職員研修講座の活用 ◇教育研究員による研究成果の活用
(４) 支援体制の強化…◇特別支援教育コーディネーターを中心とした校内特別支援体制の構築
との連携・民間活力の効果的な活用

◇宇治市教

◇関係諸機関

(５) 学習環境の整備…◇教材充実、ICT環境の整備
(６) 安全管理・学校危機管理体制の充実…◇地域・家庭と連携した安全管理の促進
理体制の維持

●絆の作り手育成プログラム研究校（宇治小）

(７) 学校施設・設備の計画的な整備
(８) 学校規模・配置の適正化
(９) 教職員の働き方改革…
◇長時間勤務抑制の取組推進
◇宇治市部活動指導指針の遵守

◇緊急通報システム等管

●新たな学力分析の在り方に係る調査研究
（広野中 大久保小 大開小）

研究指定校等
（令和4年度）

【令和4年3月現在】

●地域・企業等と連携したPISA型読解力育成事業（広野中）
●食に関する指導充実事業実践中心校（三室戸小 神明小）
●山城地方学校力向上トライアル校（東宇治中 大開小）
●府小研研究協力校・体育（西小倉小）

●学校図書館の機能充実のための実践研究事業（槇島中）

５ 家庭・学校・地域の連携・協働促進
施策の目指す姿

家庭・学校・地域が連携・協働して、子どもたちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに
地域社会全体の教育力の向上を目指します。

宇治市関連
(１) コミュニティ・スクールの推進…◇「地域とともにある学校」「学校を核とした地域づくり」の推進
運営協議会による熟議の実施 ◇地域学校協働活動推進員の配置
(２) 家庭の教育力の向上・子育て支援の推進…◇未就園児保育事業
習会の実施
(３) 適切な情報発信の推進…◇学校だより・ホームページの充実
(４) 青少年の健全育成…◇宇治市「中学生の主張」大会の開催
の実施

◇幼稚園預かり保育事業

◇学校

◇ふれあい学

◇「宇治市の教育だより」の配布
◇ジュニアリーダーの育成

(５) 子どもの読書活動の推進…◇学校図書館ボランティア養成講座

◇街頭補導活動

◇子どもの読書環境の整備

６ 市民が学び合う生涯学習社会の進展
施策の目指す姿

人生100年時代の到来に向け、豊かな人生を送ることができるよう、市民一人ひとりが生涯にわたっていきいきと
学び合い、地域の発展に力を発揮する生涯学習環境の実現を目指します。

宇治市関連
(１) 生涯学習情報の的確な提供…◇活動情報の収集と提供
差の解消

◇多様性を認め合う共生社会の実現

◇情報格

(２) 生涯学習講座の充実…◇多様なニーズに応じた学びの推進 ◇市民が学んだ成果を社会に還元する機会
の充実 ◇地域の特色をいかした学習講座の充実 ◇人権教育及び啓発の視点を取り入れた学習講座の充実
(３) 市民・地域活動への支援…◇学習・活動をコーディネートする人材の育成・活用
の支援 ◇大学等との協働
(４) 生涯学習施設の機能拡充…◇施設の計画的な改修・整備

(５) 質の高い生涯学習環境の推進…◇生涯学習審議会による審議や研究報告の活用
ネットワーク構築 ◇市民団体の交流機会の拡大・情報共有
(6) 図書館サービスの充実…◇図書館資料の充実・ICT環境の整備
サービスの充実や利便性の向上

◇社会教育士の資格取得

◇他分野の市民団体の

◇読書・学習機会の提供

◇非来館型

７ 歴史と文化の継承・活用
施策の目指す姿

貴重な宇治の歴史や文化を世界に発信し、未来に継承し、歴史資料や伝統文化を保存・活用することで、市民の
歴史・文化意識の醸成を目指します。

宇治市関連
(１) 歴史・文化に対する市民の意識向上…◇文化的景観の修理・保存・市民への啓発
(２) 歴史資料・伝統文化の収集・保存・活用…◇デジタルアーカイブの導入
(３) 歴史資料館の充実・活用…◇特別展・企画展の開催

◇文化財の保存・活用

◇大学や研究機関との協働

◇多様なニーズに応じた教育普及活動

(４) 源氏物語ミュージアムの充実・活用…◇特別企画展・企画展の開催
◇施設整備機器の更新

◇古典の日に伴う学習機会の提供

国・京都府関連 ◇京都府ミュージアムフォーラム ◇「古典の日」推進 ◇文化財保存活用支援事業

令和4年度 学校教育重点取組事項
「第２次宇治市教育振興基本計画」で示された「教育ビジョン」の実現に向けて、宇治市立幼稚園、
小・中学校における令和4年度の努力点となる重点取組事項を以下に示しています。本市各園・校では、
経営計画等に反映し、その具現を図る教育活動を展開します。

感染症対策を講じた学校教育の推進

ICT教育の推進

新型コロナウイルス感染症への備え・対応

学習用タブレット端末の活用

①「学校の新しい生活様式」等に則り、学校生活におけ

①児童生徒の学力向上を目指し、授業等での効果的な

導を徹底する。③安全の確保を優先し、すべての子ど

児童生徒の健康・安全を守るため、インターネット利用

る感染防止策を徹底する。②差別や偏見を生まない指
もたちの学びの保障について配慮した教育活動の創
造・環境整備を継続する。

義務教育9年間を見通した
小中一貫教育の推進
学力の充実・向上

①「効果のある宇治市方式を進めるアクションプラン」
の取組によるすべての学力の基礎となる「国語」の力の

伸長を促す取組を充実する。②学習用タブレット端末

の利活用による個別最適な学びと協働的な学びの実現

を進める。③「宇治学」
（総合的な学習の時間）におけ

活用を実践する。②家庭での活用を推進するとともに、
時の注意を含めた情報モラル教育を充実する。

コミュニティ・スクールの推進
家庭・学校・地域との連携・協働

①全小中学校で「学校運営協議会」を設置し、熟議に
よるよりよい学校運営を進める。②「学校運営協議会
」と「地域学校協働活動」の一体的推進により、
「地

域とともにある学 校づくり」「学 校を核とした地 域づ
くり」を進める。③家庭・地域への積極的な情報発信
に努める。

る「ふるさと宇治」をテーマとした主体的、創造的、協

子育ち支援の取組推進

働的な学習活動を充実する。④授業にいきる家庭学習
を検討し家庭との連携による学習習慣の定着を図る。

豊かな人間性
①一人ひとりを大切にした人権教育の取組を進める。
②幼小中の連携を図り、多角的な視点による幼児児童
生徒理解・積極的な生徒指導を進める。③「考える道

徳」
「議論する道徳」授業を実践する。④「いじめ調査」

幼児教育

①自発的な活動としての「遊び」を大切にした学びの基

盤となる資質・能力の育成に努める。②幼児教育ではぐ

くまれた資質・能力をいかした「スタートカリキュラム」
の実施による幼小接続を推進する。

特別支援教育

「教育相談活動」等の実施により、問題行動や不登校

①合理的配慮を踏まえた学習活動を進める。②インク

的予防」と「治療的予防」の２つの視点をもって、不登

び共同学習を推進する。③「個別の教育支援計画」
「個

の未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。⑤「教育

校児童生徒の支援に取り組む。⑥地域と連携して、自
己有用感の育成を図る取組を進める。

ルーシブな社会（共生社会）の実現を見据えた交流及
別の指導計画」活用による切れ目ない支援の充実に努
める。

信頼される教育の創造・取組推進

積極的な情報発信
教員の資質能力の向上

①家庭・地域との情報共有を大切にし、学校ホームページ等を活用して学校教育活動の
迅速で、適切な情報発信・公開に努める。
①すべての教員が校内外における研究・研修を計画的・効果的に活用し、
「求められる京
都府の教員像」に掲げる5つの力を身に付けるべく自己研鑽に励み、資質・能力の向上に
努める。

宇治市の教育の重点【資料編】は
こちらからご覧いただけます。
（年度毎に更新します。）
宇治市教育の日
シンボルキャラクター ハチャ君

宇治市教育の方針
宇治市の教育は、憲法と教育基本法に基づき、
「第２期京都府教育振興プラン」を踏まえ、本市の歴史
と伝統を次代に継承しながら「一人ひとりが輝き

伝統と新たな息吹を紡ぐまち・宇治」を誇りとする郷

土愛をはぐくむことができる全人的な調和のとれた市民が育つ教育の充実を目指すものである。
本市では「第２次宇治市教育振興基本計画」を踏まえ、先進的な教育環境の充実を図り、地域コミュ
ニティが一体となり、協働による絆をいっそう深めるとともに、
「ふるさと宇治」の恵まれた自然や歴史
遺産、伝統文化を基盤にして、一人ひとりの多様な幸せと社会全体の幸せであるwell-beingの観点の
もと、新たな視点（「子育ち」
「創造」
「挑戦」
「共生」
「循環」）をもって取り組み、郷土を愛し、生涯に
わたり学ぶ力と自ら行動する力を備えた、未来社会とあすの宇治、日本そして、世界を切り拓く市民が
育つ特色ある教育を進める。
そのため、これまでに本市教育が構築してきた小中一貫教育を柱にした「学び」と「育ち」の連続性を
高め、幼児期から小学校、中学校、さらには社会に繋がる「縦の接続」を深めることが重要である。同時
に、家庭・学校・地域の連携・協働による「社会に開かれた教育」の実現を通して、宇治に育つ子ども達
の社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに、地域社会全体のwell-being、文化の
伝承、持続的発展に作用するためには、コミュニティ・スクールの推進、関係諸機関との連携等「横の連
携」を強めることが重要である。
さらに、市民の主体的で自発的な学習活動が活性化され、世代や分野を越えて連携し、広がり、社会
に還元されることにより、一人ひとりの活力が「あすの宇治」の創造に発揮される生涯学習社会を目指す。
宇治市教育委員会は、京都府教育委員会との連携・協力のもと、学校を支援するとともに、今後の教
育施策に関する基本的な方針を定め、具体的な実践を進める。

令和4年度 社会教育重点取組事項
人生100年時代の到来に向け、豊かな人生を送ることができるよう、市民一人ひとりが生涯にわたっ
ていきいきと学び合うことのできる環境づくりを進め、地域づくりやまちづくりに対する意識の醸成を
図っていきます。また、地域のつながりが希薄化した今日の社会において、家庭・学校・地域の三者が
協働して、学校だけでは解決できない様々な事象に対応し、子どもたちの健全な成長をはぐくんでいき
ます。

市民が学び合う生涯学習社会の進展

①生涯学習情報の的確な提供を図る。②生涯学習講座の充実を図る。③市民・地域活動への支援を進める。④生涯
学習施設の機能拡充を図る。⑤質の高い生涯学習環境の推進を図る。⑥図書館サービスの充実を図る。

家庭・学校・地域の連携・協働促進

歴史と文化の継承・活用

①コミュニティ・スクールの推進を図る。②家庭の教育

①歴史・文化に対する市民の意識向上を図る。②歴史

信の推進を図る。④青少年の健全育成を図る。⑤子ど

料館の充実・活用を図る。④源氏物語ミュージアムの

力の向上・子育て支援の推進を図る。③適切な情報発
もの読書活動の推進を図る。

資料・伝統文化の収集・保存・活用を図る。③歴史資
充実・活用を図る。

