
教育の目的 
〇人格の完成  

〇国家、社会の形成者として心身ともに健

康な国民の育成 

群馬県教育振興基本計画(第Ⅱ期） 

たくましく生きる力を育む 

～自ら学び、自ら考える力を～ 

第５次玉村町総合計画 

県央の 未来を紡ぐ 玉村町 

玉村町自治基本条例 
○すべての子どもたちが、夢と希望を抱き、

健やかに成長できるまちづくり 
 

玉村町の学校教育 

○学校・家庭・地域社会が連携・協力して、

変化の激しい世の中を心豊かにたくましく

生きぬく子どもが育つまち 

〇地域を担う国際感覚豊かな人材を育てる

まち（国際教育特区） 

 

推進上の課題 
○「自立」と「共生」の力の育成 

○社会に開かれた教育課程の推進 

○安心安全な学校環境の整備、充実 

・学力向上、豊かな心の育成、体力向上 

・心がかよい合う学級を基盤とした教育活

動の推進 

・子どもの安全確保と危機管理 

・人権教育の推進といじめの撲滅 

・特別支援教育の充実 

・英語教育の充実 

平成２８年度       玉村町の教育    玉村町教育委員会 
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基 本 理 念 
人間尊重の精神に基づき、 

○ 幅広い知識と教養、豊かな情操と道徳心、健やかな身体、

自主自律と創造性、郷土を愛する心と国際協調の精神を

養う 

○ 町民一人ひとりが自己を磨き、豊かな人生を送ることが

できるよう生涯学習の推進に努める 

基基基   本本本   方方方   針針針   
＜ねらい＞ 

よりよく生きるために 

        
             
 

 

＜方  針＞  

明るく・厳しく・寄り添って 
 

＜手立て＞ 

〇２学期制を生かした学校教育の推進 

〇幼小中１２年間を見通した学校教育の推進 

〇玉村町文化センターを核とした生涯学習の推進 

＜めざす子ども像＞ 

確かな力を身に付け 心豊かに 

たくましく生きぬく子ども 

＜めざす人間像＞ 

学ぶ喜びを味わい 自己を磨き 

豊かに生きようとする人 

 

地 域 

重点２ 

開かれた学校づくり 
 

特色ある学校づくりの推進 

学校・家庭・地域・関係機関の連携 

学校支援センターの充実 

高等教育機関等との連携 

家 庭 
学校園 

自立・・・基本の徹底 

共生・・・かよい合う心 

重点３ 

文化財・地域資源の保護・活用  

歴史を学んで 生かして 仲間づくり 

文化財・歴史資産・地域資源の保存・活用 

埋蔵文化財の保護・活用 

郷土芸能の保護・継承 

歴史資料館を活用した歴史学習の推進 

重点２ 

 公民館活動の推進 

文化を観て 表現して  

仲間づくり 

公民館講座の充実 

芸能・芸術活動の推進 

 

重点４ 

図書館利用の推進 

教養を身に付けて  

新たな自分づくり 

図書館利用の推進 

情報発信の充実 

 
 

重点１ 社会教育の推進 

課題を見つけて 策を施して未来づくり 
 

特色ある活動と人材育成     

青少年の健全育成   
人権教育の推進             

家庭教育の充実 

重点３ 

教育環境の整備・充実 
 

学校園施設の整備・充実 

教育補助員等の配置 

教育支援・就学援助の充実 

安全・安心な学校給食の提供 

社会の動向 

・少子・高齢化        ・核家族化 

・グローバル化     ・高度情報化 

・価値観の多様化    ・規範意識の低下 

・人間関係、連帯感の希薄化 
 
○持続可能な社会づくり 
・人格の発達、豊かな人間性を育む 
・「関わり」「つながり」を尊重できる
個人を育む 

 
   

          

自己実現 

基 本 目 標 
（玉村町教育振興基本計画） 

心豊かな人材を育み、 

郷土の歴史・文化を大切にするまち 

新たな「自分づくり」と「仲間づくり」の旅へ 

～いつでも どこでも だれでも～ 

玉村町自治基本条例 

○みんなが健康で生きがいを持ち、 

いきいきと暮らせるまちづくり 
玉村町の生涯学習 

○いつでも、どこでも、誰もが生涯にわたっ

て学習できる環境を築くとともに、スポー

ツが盛んで健康的なまち 

○大学などとの連携を図り、住民一人ひと

りがいきいきと活動できる教育のまち 

○本町の優れた歴史文化の保全・継承に

努めるとともに、郷土の歴史資産や文化

財を教育やまちづくりに積極的にいかす

まち 

推進上の課題 

○いつでも、どこでも、だれでも学べる生

涯学習の充実 

・町民が利用しやすい生涯学習環境の 

整備 

・広報活動の促進  ・人権教育の充実 

・公民館活動の推進 

・芸術文化活動の推進 

・図書館利用の推進 

 

重点１「自立」と「共生」の力を育む教育活動の充実 

 

幼稚園 

小学校 

中学校 

自分さがし→自分づくり 
 

学校力の向上 
｢明るく厳しく寄り添える学校｣ 

教師力の向上 

 

子どものための２学期制の充実 

幼小中１２年間を見通す 

「自立」と「共生」の力 

 

新たな学校文化の創造 

 

基礎的・基本的な知識・ 
技能の確実な習得 

問題解決に必要な思考力・ 

判断力・表現力等の育成 

学びに向かう力や互いのよさ 
を生かして協働する力の育成 

優しさや思いやり等の人間性 

の育成 

学びに向かう力 

人間性 など 

 

思考力・判断力・表現力 知識・技能 

 

共 生 
 

 

自 立 
 

 

 

 

文化センターを核とした生涯学習の推進 



①芸術・文化活動

の参加・鑑賞機会

の充実 

②芸術・文化活動

の促進 

 

 

【本年度の重点】 

・自主文化事業へ

の支援 

・芸術・文化団体へ

の助成 

①健全な育成環境

づくり 

②青少年活動の充

実 

 

 

 

【本年度の重点】 

・非行防止等の啓

発活動の推進 

・青少年健全育成

組織の強化 

①文化財・歴史資

産・地域資源を生か

したまちづくり 

②埋蔵文化財の保

護・活用 

③郷土芸能・伝統 

技術の保存・伝承 

④歴史教育の普及 

【本年度の重点】 

・文化財・歴史資

産・地域資源に関

する情報提供 

・埋蔵文化財の保

護、調査・研究 

・後継者育成 

・資料の収集・整

理・調査研究 

Ⅲ-４ 

芸術・文化活動の推進 

Ⅲ-２ 

青少年の健全育成 

Ⅲ-３ 

文化財・地域資源の

保護・活用 

平成２８年度 

玉村町の学校教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中

学

校

・

○ 特色ある学校づくりの推進      ○ 学校・家庭・地域・関係機関の連携  

○ 学校支援センターの充実          ○ 大学等の高等教育機関との連携 

＜主な取組＞ 

□一校一改革とＭＡＮＡＢＩプロジェクト等による特色ある学校づくりの推進 

□ＭＡＮＡＢＩフォーラム、子ども会議の充実 

□Webページ、通信等による様々な機会を通じた家庭・地域への情報発信 

□地域に根ざし、地域とともに歩む学校づくり 

（地域人材の活用、地域行事等への参加、学校評価、学校評議員等） 

重点２ 開かれた学校づくり 

 ○ 学校園施設の整備・充実    ○ 人的環境の整備・充実 

○ 教育支援と就学援助の充実   ○ 安全・安心な学校給食の充実  

＜主な取組＞ 

□施設の整備 （エアコン整備、幼小中の教育環境整備） 

□ＩＣＴ環境の整備・充実、校務支援システムを活用した校務の効率化 

□ＡＬＴ（外国語指導助手）を全小中学校に配置 

□玉村プラン、介助員・補助員、スクールカウンセラー等の効果的な配置 

□通級教室、ふれあい教室、教育相談室、日本語教室の整備、充実 

□安全・安心な学校給食の提供 

重点３ 教育環境の整備・充実 

＜主な取組＞ 

□単元全体を見通した授業づくり 

□全国学力・学習状況調査、町総合学力調査等

の分析を生かした指導の実践 

□家庭と連携した生活習慣づくりの工夫 

□体力向上計画に基づいた体育活動の充実 

＜主な取組＞ 

□ 心がかよい合う温かい学級経営の推進 

□様々な人と交流しながら、主体的に取り組む

活動の充実 

□一人一人の子どもの状況に応じた指導・支援の工夫 

□「考え、議論する」道徳科への転換 

重点１ 「自立」と「共生」の力を育む教育活動の充実 

○ 基礎的・基本的な知識・技能の確実 

な習得 

○ 問題解決に必要な思考力・判断力・ 

表現力等の育成 

 

 

 

 

 

 

学校力の向上  

「明るく 厳しく 寄り添える学校」 
 

○明るく･･･一人一人の居場所がある 

風通しのよい学校 

○厳しく･･･切磋琢磨し、高め合える学校 

○寄り添って･･･認め合い、支え合える学校 
 

 

教師力の向上  「学び続ける教師」  

○子どもと共に考え、 

子どもと共に歩む教師になるために 

・実践的指導力 

・豊かな人間性       

・社会人としての識見 
 

 

 

新たな学校文化の創造 
～子どもが主体的に判断し、他者と協働しながら

のびのびと安心して学べる学校づくり～ 

○ 学びに向かう力や互いのよさを生か 

して協働する力の育成 

○ 優しさや思いやり等、豊かな人間性 

の育成 

 

 

幼稚園 ～ はじめて出会う学校 ～ 

・環境を通して、心身の発達を助長する 

・遊びを通しての指導を中心として、小学校以降

のよりよく生きる力の基礎を培う  

 

 

 

 
 
 

子どものための２学期制の充実 

○子どもと教師の触れ合う機会と時間の確保 

○子どもの努力を認め伸ばす教育活動 

○長期休業日の有効活用 
 

 

 

幼小中１２年間を見通した 

学校教育の充実 

○幼小中（縦）と学校園間・教科間（横）の連携 

○子どもの交流、教師の交流の推進 

○学びや発達の連続性を踏まえた教育の推進 

○１２年間を見通した英語教育の推進 

「自立」と「共生」の力 

を育むために 
 

小学校 ～ 基礎を培う ～ 
 ・基礎的･基本的な知識・技能の確実な習得を図る 

・思考力・判断力・表現力等を培う 

・自分を知り、相手を認め、互いに協力して高め

合う力を培う 

 

 

中学校 ～ 伸長する ～ 
・基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得、

活用を図る 

・思考力・判断力・表現力等を伸ばす 

・自分を知り、相手を認め、互いに協力して高め

合う力を伸ばす 

 

 

めざす子ども像 確かな力を身に付け 心豊かに たくましく生きぬく子ども 

自分を知り、相手を認め、 

互いに協力して高め合う力 

知識・技能 思考力・判断力・表現力等 

何を知っているか 

何ができるか 

知っていること・できる 

ことをどう使うか 

 

どのように社会と関わり

よりよい人生を送るか 

 

「自分さがし」の旅から 
「自分づくり」の旅へ 

共 生 
 

 

自 立 
 

 

子ども一人一人が主体的に判断し、現在と未来に 

向けて、自らの人生を切り拓いていく力 

 

人と人との関わりやつながりの中で、互いに認め合い、 

協力し高め合いながら、新たな価値を生み出していく力 

 

 

 



平成２８年度 
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めざす人間像  学ぶ喜びを味わい 自己を磨き 豊かに生きようとする人 

 

 

 

 

 

○ 公民館講座の充実 

＜主な取組＞ 

□ おもしろ科学教室、少年少女教室 

国際理解講座、さわやか教室、各種講座 

□ 公民館利用団体の支援 

講師の育成、公民館利用団体の交流 

○ 芸術・文化活動の推進 

＜主な取組＞ 

□ 芸術・文化活動への参加、鑑賞機会の充実 

地域文化フェスティバル、菊花展 

  子ども芸術展、上毛カルタ大会 

□ 芸能・芸術団体の支援、育成、交流 

  芸能・芸術の活性化、公民館掲示板の活用 

 

 

 

 

 

○ 文化財・歴史資産・地域資源の保存・活用  ○ 郷土芸能の保存・継承 

＜主な取組＞                 ＜主な取組＞ 

□ 文化財・歴史資産・地域資源の情報提供   □ 郷土芸能保存活動の支援と補助 

□ 玉村町ふるさとわくわくスタンプラリー   □ 功労者の表彰 

□ 文化財の指定や登録有形文化財の登録    ○ 歴史資料館を活用した歴史学習の推進 

□ 赤煉瓦倉庫の保存・活用          ＜主な取組＞ 

○ 埋蔵文化財の保護・活用          □ 企画展「玉村町の環濠屋敷と城館」 

＜主な取組＞                  □ 特別展「和泉屋井田家の古文書から 

□ 埋蔵文化財の調査研究、保護           －日光例幣使道 玉村宿に住まう－」 

□ 埋蔵文化財報告書の刊行          □ 図録「玉村町の文化財」の活用 

□ 歴史講座、古文書講座、体験学習 

□ 資料の収集、整理、調査研究 

 

 

 

 

 

 

○ 特色ある活動と人材育成          ○ 青少年の健全育成 

＜主な取組＞                 ＜主な取組＞ 

□ 文化センターまつり、絵本原画展      □ 地域ぐるみの青少年健全育成活動の推進 

音楽フェスティバル              青少年育成推進員連絡協議会の活性化 

□ 生涯学習推進員を核とした地域活動の推進    青少年問題協議会の活性化 

生涯学習推進員実務研修            成人式、少年の主張 

地域の生涯学習活動支援            茨城町でのキャンプ 

                       夜間パトロール、朝のあいさつ運動 

○ 人権教育の推進              ○ 家庭教育の充実 

＜主な取組＞                 ＜主な取組＞ 

□ 人権教育推進員研修            □ ＰＴＡ講演会開催の支援 

□ 箇茂木集会所運営の充実          □ インターネット問題等から子どもを 

守る活動の推進 

 

 

 

 

 

○ 図書館利用の推進 

＜主な取組＞ 

□ 図書館利用者の増加 

□ ブックスタート、フォローアップ 

□ ハロウィン・イースターの英語お話会 

□ 絵本・製本講座、映画会 

□ 読み聞かせ会 

□ 利用調査に関する相談や情報提供 

○ 情報発信の充実 

＜主な取組＞ 

□ 図書館情報の発信 

□ 調べ学習に役立つ図書館マニュアルの作成 

 

課題を見つけて 策を施して 未来づくり 文化を観て 表現して 仲間づくり 

教養を身に付けて 新たな自分づくり 歴史を学んで 生かして 仲間づくり 

文化センターを核とした生涯学習の推進 

重点１  社会教育の推進 

新たな「自分づくり」と「仲間づくり」の旅へ 

～ いつでも  どこでも  だれでも ～ 

重点３ 文化財・地域資源の保護・活用 
 

重点４ 図書館利用の推進 

重点２ 公民館活動の推進 
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基本施策 重  点 内    容 具体的な取組 

学校教育の 

充実 

1 
「自立」と「共生」の力 

を育む教育活動の充実 

1 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得 

○学校が一丸となった組織的な取組    
〇単元全体を見通した授業づくり 

○各種学力調査等の分析・活用 
〇家庭と連携した生活習慣づくりの推進  
〇きめ細かな指導体制の工夫 

〇体力向上計画に基づいた体育活動の充実 
〇計画的な健康教育、食育指導の展開  
 

○心がかよい合う温かい学級経営の推進 
〇様々な人と交流しながら主体的に取り組む活動の充実 
〇一人一人の子どもの状況に応じた指導・支援の工夫 

〇「考え、議論する」道徳科への転換 
〇児童会生徒会を中核とした子どもの主体的な活動の充実   
○学校全体で取り組む積極的な生徒指導の充実 

〇学校園、スクールカウンセラー、ふれあい教室、教育相談室、通級教室 
等関係機関との連携 

2 問題解決に必要な思考力・判断力・表現力等の育成 

3 学びに向かう力や互いのよさを生かして協働する力の育成 

4 優しさや思いやり等の人間性の育成 

2 

 

開かれた学校づくり 

 

5 特色ある学校づくりの推進 
○学校経営充実事業（一校一改革） 

〇ＭＡＮＡＢＩプロジェクト ＭＡＮＡＢＩフォーラム 子ども会議 

〇様々な機会を通じた家庭・地域への発信  

〇地域に根ざし地域とともに歩む学校づくり 

（地域人材の活用、地域行事等への参加、学校評価、学校評議員等） 

6 学校・家庭・地域・関係機関の連携 

7 学校支援センターの充実 

8 大学等の高等教育機関との連携 

3 
教育環境の 

整備・充実 

9 学校園施設の整備・充実 〇施設の整備 （エアコン整備、幼小中の教育環境整備） 
〇ＩＣＴ環境の整備、校務支援システムを活用した校務の効率化 

○ＡＬＴ（外国語指導助手）を全小中学校に配置 

〇玉村プラン、介助員・補助員、スクールカウンセラー等の効果的な配置 

〇通級教室、ふれあい教室、教育相談室、日本語教室の整備、充実 

〇安全・安心な学校給食の提供 

10 人的環境の整備・充実 

11 就学指導と就学援助の充実 

12 安全・安心な学校給食の提供 

生涯学習の 

推進 

１ 社会教育の推進 

1 特色ある活動と人材育成 
○文化センターまつり、絵本原画展、音楽フェスティバル 
○生涯学習推進員を核とした地域活動の推進 
生涯学習推進員実務研修、地域の生涯学習活動支援 

2 人権教育の推進 
○人権教育推進員研修 
○箇茂木集会所運営の充実 

3 青少年の健全育成 

○地域ぐるみの青少年健全育成活動の推進 
青少年育成推進員連絡協議会の活性化 

青少年問題協議会の活性化 
成人式、少年の主張、茨城町でのキャンプ 
夜間パトロール、朝のあいさつ運動 

4 家庭教育の充実 
○ＰＴＡ講演会開催の支援 
○インターネット問題等から子どもを守る活動の推進 

２ 公民館活動の推進 

5 公民館講座の充実 

○おもしろ科学教室、少年少女教室、国際理解講座 
さわやか教室、講座のたまて箱、ぬくもり自主講座 
公民館直送！お取り寄せ講座 

○公民館利用団体の支援 
講師の育成、公民館利用団体の交流 

6 芸術・文化活動の推進 

○芸術・文化活動への参加、鑑賞機会の充実 

地域文化フェスティバル、菊花展、 
子ども芸術展、上毛カルタ大会 

○芸能・芸術団体への支援、育成、交流 

芸能・芸術団体活性化プロジェクト、公民館掲示板の活用 

３ 
文化財・地域資源の

保護・活用 

7 文化財・歴史資産・地域資源の保存・活用 

○文化財・歴史資産・地域資源の情報提供 
○玉村町ふるさとわくわくスタンプラリー 
○文化財の指定や登録有形文化財の登録 

○赤煉瓦倉庫の保存・活用 

8 埋蔵文化財の保護・活用 
○埋蔵文化財の調査研究、保護 
○埋蔵文化財報告書の刊行 

9 郷土芸能・伝統技術の保存・伝承 
○郷土芸能保存活動の支援と補助 
○功労者の表彰 

10 歴史学習の推進 

○企画展「玉村町の環濠屋敷と城館」 
○特別展「和泉屋井田家の古文書から 

－日光例幣使道 玉村宿に住まう－」 
○図録「玉村町の文化財」の活用 
○歴史講座、古文書講座、体験学習 

○資料の収集、整理、調査研究 

４ 図書館利用の推進 

11 図書館利用の推進 

○図書館利用者の増加 

○ブックスタート、ブックスタートフォローアップ 
○ハロウィン・イースターの英語お話会 
○絵本・製本講座、映画会、絵本の読み聞かせ会   

○利用調査に関する相談や情報提供 

12 情報発信の充実 
○図書館情報発信 
○調べ学習に役立つ図書館マニュアルの作成 
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