
は じ め に

確かな学力の向上を図るためには、学校において、支え合い高め合う集

団づくりを行うとともに、子どもたちが落ち着いた雰囲気の中で学習に集

中することができる環境づくりに取り組むことが必要です。そのためには、

学びの基盤となる学習規律を子どもたちに身に付けさせることが大切で

す。

学習規律は、学級集団の中で自然に確立されていくものではありません。

教師の意図的・計画的な指導によって、子どもたちに身に付いていくもの

です。また、子どもたちの守るべき学習規律は、教師が守るべき指導の規

律でもあります。学校内の教師間の共通理解や全教師による共通実践が欠

かせません。

このたび、岡山県教育委員会では、県内の各学校の学習規律の定着を図

る好事例を収集し、実践事例集を作成しました。本冊子では、学習規律を、

「授業規律（授業での約束・学び方）」と「生活規律（学校生活でのきま

り約束・ルール）」に分け、それぞれの取組例を掲載しています。また、

家庭での学習習慣の確立も学力を支える基盤となることから、その取組例

も併せて掲載しています。

学習規律は、教室を学習する場に、学級を学習する集団にするための土

台です。各学校において本冊子が積極的に活用されることを願っています。

最後に、学習規律の取組の実践例を御提供いただきました各校の先生方

に、心よりお礼申し上げます。

平成２５年８月

岡山県教育庁義務教育課
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１ 学習規律の徹底に向けて

学習規律は、一度指導すればそれで終わりというものではなく、

継続的な指導により、一人一人の子どもたちにしっかりと身に付

けさせることが大切です。学習規律の徹底を図るために、以下の

７点に留意して、取り組んでみましょう。

① 学習規律の重点項目を絞って
「まずは、ここから」「この３点が特に弱いから」など、子どもたちの実態、教職員

の願い、学校としてのめざす子ども像などから、重点的に指導する項目を絞りましょう。

あれもこれもと欲張ると、なかなか徹底できません。

年度末に取組を見直して、項目を付け加えたり変更したりして、レベルアップをめざ

しましょう。

② 誰もが分かるように
全教職員が、子どもたちが、保護者が、地域の人が、学校を訪れた人が、他校の先生

方が･･･、誰もが分かるような工夫をしましょう。学習規律が目にふれるところにある

と、常に意識できるようになります。

掲示物にして各教室に掲示したり、ガイドブックやハンドブックにして教職員や子ど

もたちが確認できるようにしたり、学校通信や学級だよりで家庭に配布したりなど、

様々な工夫が考えられます。この冊子の取組例も参考にしてください。

③ 共通理解、共通実践を
学習規律について、共通理解はもちろん必要ですが、さらに大事なのは共通実践です。

話し合っただけ、作成しただけ、掲示しただけにならないようにしましょう。

全教職員が同じ規準で自分たちのしたことを判断してくれることが分かると、子ども

たちは安心して学校生活が送れるようになります。

④ 最初が肝心
学年始めや学期始めに、学習規律の指導に力を入れると定着しやすくなります。大き

な行事が終わった後も仕切り直しのチャンスです。指導にあたっては、毅然とした態度

で行うことが必要です。

また、子どもたちの発達段階に応じて、学習規律を守ることが学習を効果的に進め、

学力の向上につながることなどの学習規律の意義についても、理解できるように指導し

ましょう。



- 2 -

⑤ チェックする機会を
学習規律がどの程度身に付いているか、また、子どもたちがどの程度意識しているか

など、チェックする機会を設定しましょう。子どもたちや教職員の自己評価や見とりな

ど、多面的なチェックができるように工夫することも大切です。

また、チェックした結果を表やグラフ等で「見える化」して、子どもたちや保護者に

知らせ、意欲の持続を図りましょう。

⑥ 根気強く、繰り返して
一度言ったから分かる、一度指導したからできるものではありません。よくできたら

褒め、できなかったら指導することを繰り返し、根気強く取り組みましょう。真剣さの

中にも温かみのある指導を根気強く、継続的に行うことが大切です。

また、些細な変化を見逃さず、タイムリーな指導を心がけましょう。目立たないけれ

どまじめにけなげにがんばっている子どもたちにも目を向けて声をかけることも忘れな

いでください。

⑦ 小中連携、家庭・地域の協力体制を
小中学校のなめらかな接続や指導の継続は、学年がかわったり、中学校に進学しても、

子どもたちが、安心し、落ち着いて学習に取り組むことにつながり、また、学習の効果

も上がります。小中連携を進め、学習規律についての情報交換を積極的に進めましょう。

また、学習規律の定着には、家庭や地域の協力が必要です。学校で取り組んでいる学

習規律を家庭や地域の人に積極的に発信し、理解してもらうことで、学校･地域･家庭が

同じ視点で子どもたちを見守り、一体となった取組につながります。
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２ 授業のやくそく「これだけは！」

～ 授業規律 取組例 ～



- 4 -

取組例１

【準備】・授業の始まりと終わり

○学習に関して、教職員で

共通理解したことを、い

つでも必要なときに手に

とれようにハンドブック

にしてまとめています。

「学習ハンドブック」より

○学習の始まりは、特に大切

にしています。児童も教師

も準備を整えて授業が始め

られるように気をつけてい

ます。

○このハンドブックにより、

全教職員が方向を同じにし

て指導にあたることができ

ています。

鏡野町立南小学校
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取組例２

【書く】・鉛筆の持ち方

○小学校６年間の積み上げや系統性の大切さを意識しながら、全教職員がベクトル

を合わせて児童の指導に当たれるように、「学習指導ハンドブック」を作成しました。

○学力向上をめざして、学習を効率的に、秩序正しく進めるための一つの手立てとし

て、このハンドブックを活用しています。

○「基本的な学習のしつけ」により最低限必要な型を指導し、成長に合わせて徐々に

型をはずして自主性を育てていくことが大切です。

津山市立北小学校
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取組例３

【書く】・ノートのきまり

○学年に応じたノートの使い方を提示し、

繰り返し指導しています。

美咲町立柵原西小学校
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取組例４

【返事】・めざせ「話し方名人」「聞き方名人」

○学年の発達段階に応じ

て、分かりやすい言葉

にして掲示を行い、毎

日の授業で活用してい

ます。

○児童の実態に応じて、話し方・

聞き方がうまくできるようにな

ったら、カードを使わずに話し

合いを進めるなど、使いやすい

形に工夫しています。

４年生：手元で使える形のカードにして、

交流の場面で活用

赤磐市立磐梨小学校

  

学年に応じて「話すポイントカード」を作成し，

カードを見ながら話し方や聞き方を意識して学

習に取り組むようにしています。 
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取組例５

【返事】・発表の仕方、聞き方５か条

○各教室に掲示し、話し合い活動やグループ協議など、常に意識できるようにしています。

○小学校との連携を考え、学区の小学校で掲示されている「発表の仕方」「聞き方」を

中学校版にしています。

久米南町立久米南中学校
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取組例６

【姿勢】・授業中の姿勢

○写真を使って分かりやすく掲示や説明をしました。

「背筋を伸ばして」 「手は膝に」 「足は床にぺったりつけて」

「挙手は手をのばして」

○低学年のうちからきまりを徹底し、

落ち着いた学習環境が形成されています。

○学力も確実に向上してきました。

○学校のホームページに掲載し、正しい姿勢をはじめ、授業や学習の取組についても

発信しています

瀬戸内市牛窓北小学校 笠岡市立大井小学校



- 10 -

取組例７

【授業規律】・７つの約束

○授業規律を「７つの約束」として、設定しています。

○全教室に掲示し、学校全体で授業規律の徹底を図る意図で作成しました。

○子どもに身に付けさせる授業規律のみでなく、教師が守るべき指導規律を子どもと

教師が共有するところが大きな特徴です。

○学年主任会では、毎月話題に取り上げて各学年の状況を確認し、徹底に向けて

取組を継続しています。

玉野市立荘内小学校
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取組例８

【授業規律】・全校でよりよい授業への取組

○全ての授業で共通した約束のもとに取り組み、学びの基礎的な環境を整えることを

目的としています。

○本校はノーチャイムですが、この取組を始めて、授業開始のときには生徒たちの準

備が整っているようになりました。一人一人の意識が高まってきています。

津山市立北陵中学校 総社市立昭和中学校
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取組例９

【授業規律】・学習のルール

○「学習の手引き・自主学習一覧表」の冊子を作成し、

毎年度、全校生徒に配布しています。

○１年生には、特に、年度始めにハンドブックを用いて

全体に指導した後、各教科の担当からさらに詳しい説

明をしています

新見市立哲西中学校
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取組例１０

【授業規律】・授業規律

○全教職員で共通理解・確認し、全教室・教卓に置いています。

○本校の研究テーマ「基礎学力の向上と表現力をつける授業」づくりのために、

大変有効で必要なものです。

○教務主任者会で共通理解をして、学区内の小中学校ともに同様の内容にして連携を

図っています。

津山市立加茂中学校
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取組例１１

【授業規律】・学習の約束

○中学校区で共通の「学習の約束」を

つくり、小中連携した指導を行って

います。

○家庭へも「学習の約束」を配布し、

児童生徒への声かけ等の協力をお願い

しています。

○中学校区共通の「学習の

約束」をもとに、美作中学

校の「学習の約束」を作成

し、各教室に掲示して意識

付けを図っています。

美作市立美作中学校
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３ 生活のやくそく「これだけは！」

～ 生活規律 取組例 ～
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取組例１

【時間を守る】・授業参加の３原則

○学習の仕方や家庭学習の進め方についてのヒントとなるように、「学習の手引き」を

作成しました。

○授業を受ける心構えとして、「気がまえ」「身がまえ」「ものがまえ」の３点から生徒

に意識付けています。特に、チャイムに合わせて時間を守ることを重視しています。

井原市立木之子中学校
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取組例２

【あいさつ】・朝、学校に来たら
「生活サポートブック」より

○本校は学級数が多く、様々な年

齢層の教職員で構成されてい

て、指導の仕方や考え方に温度

差が生じる場合もあったため、

「サポートブック」づくりに取

り組みました。

○経験年数の長い職員を中心に、

日頃の実践の中から学んだこと

をページごとに分担して作成し

ています。

○「サポートブック」をもとに、

共通理解をして、折にふれて手

に取ることで全教職員が同じ思

いをもって児童に接し、指導力

をレベルアップしていくことを

目指しています。

津山市立弥生小学校
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取組例３

【あいさつ】・あいさつ運動

○毎月１０日の「県下一斉あ

いさつ運動」を中心に、各

校の特色ある取組が行われ

ています。

○岡山県教育委員会のホーム

ページには、「児童会・生徒

会活動の充実」「地域連携」

「小中連携」「基本的生活習

慣の定着」の４点からのあ

いさつ運動の取組例を掲載

しています。

「岡山県教育庁義務教育課

ホームページ」より

○各校の取組は、岡山県教育委員会

ホームページをご覧ください。

http://www.pref.okayama.jp/
page/344866.htm

浅口市立金光吉備小学校 高梁市立高梁東中学校
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取組例４

【整理・整頓】・学習用具のきまり

○学年に応じて、必要な学習用具と片付ける場所

を示して、児童自ら整理整頓ができるようにし

ています。

久米南町立神目小学校
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取組例５

【そうじ】・掃除の仕方 ・さしすせそうじ

○サポートブックの中に、掃除についても全教職員で共通理解すべきことを入れています。

「サポートブック」より

○学校全体で生活習慣の約束を頭文字をとって「み・そ・あ・じ」の合い言葉にしています。

○「そ」のそうじ

については、「さ

しすせそうじ」

として心がける

ことを整理して、

合い言葉にして

います。

津山市立弥生小学校 津山市立大崎小学校
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取組例６

【生活規律】・東っ子５つの約束

○３年前から、生活目標を「東っ子５つの約束」として

まとめ、全校で取り組んでいます。

○保護者アンケートによる保護者の願いや内部評価によ

る学校の願いをもとに設定しています。

○朝の会で、「東っ子５つの約束」を唱える場を設定して、毎日意識して生活できる

ようにしています。

○「月目標」ともリンクして、定着を図っています。

○学期に一度、児童や教員にアンケートを実施し、達成状況を把握したり重点目標を

設定したりして指導を行っています。

津山市立東小学校
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取組例７

【生活規律】・生活十か条

○中学校区内の２小学校、１中学校の３校

で協議し、共通の取組をしています。

○この中学校区の取組は、「トライアングル

美作」として共通のお便りを出し、中学校

区の様子や取組の紹介もしています。

○美作中学校の「生活十か

条」は、学校生活の基本と

して指導した上で、教室に

掲示して常に意識化してい

ます。

美作市立美作中学校
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取組例８

【生活規律】・落ち着いた学校生活をおくるために！

○中学校区の小中連携事業として、生活面と学習面でがんばることを統一して取り組

むことにしました。

○中学校区内の各家庭にも配布し、小中の連携、学校と保護者の連携のもとに取組を

進めていっています。

津山市立津山西中学校
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取組例９

【徹底に向けて】「生活チャレンジカード」の活用

○本校の児童の実態から、特に重要だと思われる「身だしなみ」「ろう下歩行」「あい

さつ」にしぼって指導しています。

○学期に１回程度、重点取組週間を設けています。

○重点週間に「生活チャレンジカード」を実施します。

「生活チャレンジカード」（学校編） ※（家庭編）もあります。

○点数を各学年で集計・分析した後、学年だよりで児童や保護者にお知らせするとと

もに、その後の指導にも活かします。

玉野市立荘内小学校
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取組例１０

【徹底に向けて】「アンケート」の活用

○生徒指導上の重点項目として、「時間を守る」「トイレのスリッパそろえ」「なかよ

し掃除」「朝のあいさつ」の４項目を中心に生活のレベルアップを図ります。

○毎週、生徒指導担当を中心に、全職員で点検します。

（生徒指導担当は毎週、その他の教職員は４週に１回、点検カードにより点検し、

生活の様子について情報交換します。）

○職員アンケートを年間４回実施し、児童のがんばりを把握します。

○児童アンケートを年間５回実施し、重点項目に対する意識付けを図るとともに、

生活の向上に向けての児童の意識や自己肯定間等の内面もとらえるようにします。

○全校朝の会で、アンケートから見られる児童のがんばりや成長をグラフを使うなど

して紹介し、取組の意欲がもてるようにしています。

○あいさつについては、児童会の取組を大切にするとともに、保護者や地域の協力を

得ながら進めています。

職員アンケート 児童アンケート
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全校朝の会で使用した

３種類のグラフ

○効果

・昨年度前半乱れていたトイレのスリッパが、後半はよくそろうようになりました。

・あいさつは、昨年度低調だったので、今年度は保護者や地域との連携をより進め

る中で取り組み、成果が徐々に出てきています。

・時間を守ることと掃除は年間を通してがんばることができています。

・自分たちはきまりを守っている、あるいはよくなっているという意識が増してきて

いると思われます。

津山市立中正小学校
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４ 学習習慣の定着に向けた 取組例
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取組例１

【習慣化】・家庭学習の手引き

○児童の発達段階に応じて、低・中・高学年用の

「家庭学習の手引き」を作成し、各家庭に配布

しました。

○家庭学習の時間のめやす

や取り組むこと、身に付

けて欲しい学習習慣につ

いて記載しています。

○身に付けて欲しい学習習慣については、

「親子で取り組んで欲しい学習習慣」と

して、家庭への協力をお願いしています。

鏡野町立南小学校
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取組例２

【習慣化】・家庭学習の方法

○「学習の手引き」の中に、家庭学習の進め方についてのヒントとして、「家庭学習

の方法」をのせています。

○家庭学習に欠かせない予習・復習を実践する手立てとして、

教室で説明して活用しています。

「学習の手引き」より

井原市立木之子中学校
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取組例３

【質の向上】・さあ、はじめよう！

○家庭学習について発達段階に応じて設定し、

お便りを作成して各家庭に配布しています。

○特に、自主勉強について、低・中・高学年

それぞれに合わせた取組例を数種類のせて

おり、児童が自ら進んで学習できるように

しています。

美咲町立柵原西小学校
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取組例４

【質の向上】・自主学習一覧表

○「学習の手引き・自主学習一覧表」を作成し、生徒が自ら自主学習を設定して取り

組めるようにしました。

「学習の手引き・自主学習一覧表」より

○３年生向けには、「受験勉強をがんばろう」として、さらに受験勉強用の自主学習

の項目を付け加えた一覧表を作成しています。

新見市立哲西中学校
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取組例５

【小中連携】・家庭学習の手引き

○校区内の３小学校、１中学校が互いに情報交換しながら、校区連絡会として「児童

生徒の学力向上」、「あいさつの習慣づくり」をめざしています。

○平成２４年度は、「家庭学習」と「あいさつ運動」に重点化した配布物を作成し、

中学校区内の全ての家庭に配布し、協力を呼びかけました。

新見市立哲多中学校区
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取組例６

【保幼小中高連携】・規則正しい生活リズムの確立と家庭学習

習慣定着のための目安表

○小中の連携だけでなく、学区内の保育園・幼稚園、高等学校とも連携を図り、就学前

から高等学校まで１５年間を見通した目安表を作成しました。

○規則正しい生活リズムの確立のために「起床時刻」「就寝時刻」「睡眠時間」など、

家庭学習習慣の定着のために「学習時間」「学習内容」「留意事項」などの目安を示

すことにより、発達段階を見通して指導にあたることができます。

○中学校区の各家庭に配布し、家庭との連携にも活用している。

新見市立新見南中学校区
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