
令和３年度 学校経営方針 

令和 ３年 ４ 月１日 

中央区立佃中学校長 大倉 清子 

１ 学校の教育目標 

 ・深く考え 実行する生徒  

・自ら学び 伸びていく生徒 

・励まし合い 助け合う生徒 

・礼儀正しく 規律ある生徒 

 ・個性豊かで たくましい生徒 

２ 目指す学校像 「生徒が輝き未来をめざす学校～信頼の上に学びがある～」 

※子どもが輝く「教育の中央区」（改訂中央区教育振興計画） 

佃中学校の伝統を生かし、地域や時代の期待に応える学校づくりを目指す。 

【重点目標１】信頼と誇りのもてる学校 

 【学校において育成する資質・能力】 

・自他を尊重し、よりよい社会を創りだそうとする態度の育成 

（教育目標４「礼儀正しく、規律ある生徒」） 

   ・他者との関わりを通して健康な心身作りに取り組む態度の育成 

                       （教育目標５「個性豊かで、たくましい生徒」） 

      ※「中学校」…公立中学校の使命を考える。（進路選択、地域との連携） 

      ※「生活指導の充実」 

…生徒と生徒、教師と生徒、教師と保護者との信頼を高める。 

【重点目標２】社会に役立つ、確かな「学力」を育む学校 

 【学校において育成する資質・能力】 

・基礎的・基本的な知識を身に付け、自ら課題を発見し解決する力の育成 

（教育目標１「深く考え、実行する生徒」） 

・主体的な学びや豊かなコミュニケーションを通して、多様な考え方を理解する力の育成 

（教育目標２「自ら学び、伸びていく生徒」）  

 

【重点目標３】「グローバルな視点をもつ生徒」の育成～東京 2020 五輪の機会を生かした国際教育

の推進～知徳体からなるオリンピック・パラリンピック教育を通して～ 

  【学校において育成する資質・能力】 

・主体的な学びや豊かなコミュニケーションを通して、多様な考え方を理解する力】 

（教育目標２「自ら学び、伸びていく生徒」） 

・他者と協働する力 

（教育目標３「励まし合い、助け合う生徒」） 

 

３ 目指す生徒像  

「深く考え、実行する生徒」「自ら学び、伸びていく生徒」「励まし合い、助け合う生徒」

「礼儀正しく、規律ある生徒」「個性豊かで、たくましい生徒」 

教育目標が目指す生徒像である。「佃中生らしさ」「佃中生としての誇り」を大切にしたい。 

新学習指導要領完全実施に伴い、教育目標に沿って、「学校において育成する資質・能力」を策定

した。これらの資質・能力を備え、佃中学生としての誇りをもつ生徒を育てていくことを全教員で

目指す。また、佃中学校は、「あいさつ」と「校歌」を大切にする学校であり、創立 34 年目を迎え
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た伝統を引き継ぎながら、新たな時代を切り開く生徒を育成する。 

   

４ 目指す学校像「生徒が輝き未来をめざす学校」・生徒像「教育目標」の創造に向けた方策 

【重点目標１】信頼と誇りのもてる学校 

生徒が誇りをもち、保護者、地域から信頼される学校。お互いを尊重し、信頼し合う「心」を

育む学校。生徒が安心して楽しく通える学校。 

【学校において育成する資質・能力】 

・自他を尊重し、よりよい社会を創りだそうとする態度の育成 

・他者との関わりを通して健康な心身作りに取り組む態度の育成 

【具体的方策】 

・学校行事や特別活動等を通して、生徒と教師の信頼関係を築き、佃中学校に誇りをもつ生

徒を育成。 

・生徒が安心して通えるよう、いじめ防止・早期発見に努める。情報共有を行い組織的で適

切な対応をとることで生徒・保護者との信頼関係を高める。（校内機関、関連機関との連携） 

・「あいさつ」「校歌」を大切にする。道徳教育、日常の生活指導、社会性の育成 

・生徒が夢や目標を持ち、進路選択を行うよう教師、保護者と協力し指導、支援を行い、保

護者からの信頼を得る。ボランティア活動など地域との関わりを大切にする。 

     ・不登校生徒、児童虐待への対応・・早期対応、組織的継続的な対応 

     ・体力向上・健康教育の充実・・コロナ禍において、生徒一人一人が心身の健康の向上を図

ろうとする態度の育成を目指し、体育祭や連合陸上大会の練習等の体育行事を組織的・計

画的に行う。 

      

【重点目標２】社会に役立つ、確かな「学力」を学校育む学校 

信頼関係をもとに、安心して学び、自らの進路を切り開く確かな「学力」を育む学校。 

    【学校において育成する資質・能力】 

・基礎的・基本的な知識を身に付け、自ら課題を発見し解決する力の育成 

・主体的な学びや豊かなコミュニケーションを通して、多様な考え方を理解する力の育成 

【具体的方策】 

・各教科の授業において、学習目標の提示と振り返りを行い、見通しをもった学習態度を育

成する。 

・東京都のガイドラインに沿った少人数授業の充実を図る。 

・「生きる力」の育成、思考力、表現力、判断力の育成。個に応じた指導の充実。 

・「主体的・対話的で深い学び」問題解決学習、ＩＣＴ、学校図書館利活用した授業の充実。 

・客観的で信頼される評価・評定。（三観点への円滑な移行） 

・タブレット端末やホワイトボードを活用した協働的な学習及び個別最適化の学習の推進。 

・「総合的な学習の時間」における進路学習の充実。 

・特別支援対象生徒への教育の充実。通級学級「のぞみ」との連携、学習支援員等との連携。 

・一人も取り残さない教育・・不登校生徒の学習状況、生活状況の確認と支援。 

・「学力向上プラン」と授業アンケート等を基に、教師が授業を自己評価し、改善に努める。 

 

【重点目標３】 

「グローバルな視点をもつ生徒」の育成 

本校では、「グローバルな視点をもつ生徒」を 

① 基礎的・基本的な知識や技能を身に付け、課題発見・解決能力ができる生徒 

② 日本文化を理解し、コミュニケーション能力、異文化理解の精神を身に付けている生

徒 

③ 主体性・積極性、チャレンジ精神のある生徒、と定義した。 

中央区教育委員会研究奨励校 研究主題「東京 2020 大会の機会を生かした国際教育

の推進」の研究（「平成 29 年度文部科学省白書 第４章初等中等教育の充実」）より 
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【具体的方策】 

・「知」各教科の授業･「徳」道徳授業「体」体験学習を通して、新しい時代に必要な資質・能

力を育成する。 

・「知」自ら「主体的」に課題を発見し切り開く力の育成 

・「徳」多様な考えを「対話的」に共有し、自分や相手を大切にしようとする心の育成。 

・「体」「深い学び」により、多様性を理解し行動できる能力の育成。 

・令和４年２月４日の研究発表に向けた組織的な取組。（研究紀要、研究授業等） 

 

５ 基本方針 

平成 31 年・令和２・３年度 中央区教育委員会研究奨励校 研究主題「東京 2020 大会の機会

を生かした国際教育の推進～知徳体からなるオリンピック・パラリンピック教育の充実を通して

～」 

(1)東京五輪の機会を生かし、グローバル化する社会及び急速に変化する新しい時代に必要な資

質・能力を育成する。【重点目標３】 

(2)新学習指導要領への理解を深め、確かな学力（思考力・判断力・表現力）を育成する。【知】 

【どのように学ぶか－主体的・対話的で深い学び】授業改善を進める。 

・学習目標の提示と振り返り（学習の見通しをもち、振り返ることで主体的に学びに向かう力を

育成する） 

・言語活動、観察・実験、問題解決的学習（対話的な学びで学習の定着をはかる） 

・情報活用能力を高める（ＩＣＴ、タブレット学習、学校図書館の利活用）【重点目標２】 

(3)「特別の教科 道徳」への対応を充実する。【重点目標１、３】 

(4)人権教育を推進する【徳：心はひとつ佃中】【重点目標１、３】 

①自他を大切にする心を育てる。 

②いじめを生まない、続けさせない学校づくりを行う。 

→生徒同士、生徒と教職員、保護者と学校の信頼関係 

  生徒指導は、「報・連・相」を。学年、生活指導主任、管理職との共有を図る。 

③教職員の人権感覚を練磨する。生徒の誇り、自尊感情を尊重した心に響く指導を。 

(5)部活動の充実 → 国や東京都などの部活動に関するガイドライン等 

(6)地域との一層の連携 →地域活動、行事への参加、ボランティア活動 

(7)特別支援教育の充実→特別な配慮を要する生徒の指導を組織的に行う。 

（8）健康・安全教育の充実 

 

６ 教職員の基本的な姿勢「技を磨く」「チーム」「使命」 

   「技を磨く」…教員自身がプロフェッショナルな実践的指導力を発揮するために学び続ける姿を

通して、生徒に生涯学ぶ基盤をつくる。生徒の実態を把握し、どんな力をどのよ

うにつけたいか考えて実践し、効果を確認する。 

   「チーム」…同僚性…「合い」（チームで） 実践  

   「使命」…公立中学校教職員の使命、教師、保護者、地域で育つ子ども※学習指導要領 ※職務 

※地域性 

  

【校務分掌について】 

 「校務」とは、学校が機能を果たすために必要な全ての事務を意味する。学校では、これらの校務が

校長の総括と責任のもとに教職員に分担され処理されている。このことを、校務分掌という。 

  校長が責任をとる。任された仕事を、法令等に従い、組織的・計画的に実施する。学年・分掌・委

員会、主任がリーダシップを発揮して、組織として運営する。※報告・連絡・相談を。 

  （１）「学校」という職場で働く誇りをもつ。 

（２）同僚性を高める。…私たちの学校！ 「統一した指導」→協働意識を高める。 

特に、授業指導では、新学習指導要領にある「主体的、対話的で深い学び」の視点で授業改善
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を行う。 

（３）授業改善   

 生徒が社会を担う、10 年後 20 年後を見据えた「学びの革新」を。 

   授業の転換→教師が「教える」授業から生徒が「学ぶ」授業への転換 

         生徒が「何がわかったか」「何ができるようになったか」を大切にする。 

教師自身が学び続け、教師としての役割と責任を果たす。 

※ＯＪＴ研修・・学期に 1 度、各教科内で主幹教諭、指導教諭、主任教諭等と教諭等でペア

となって、相互に授業を見合う研修を実施する。一人教科の場合は、主幹教諭か指導教諭に

依頼する。 

  【学習指導の留意事項】 

 

  （４）スクラップ＆ビルド…例年どおりの見直し←校舎改修が終了し、新しい環境下での教育活動 

     ・新規、継続、レベルアップに着目するだけではなく、 

廃棄すべきもの、削減すべきもの、レベルダウンしたものについても目を向ける。 

  （５）助け合う…「つらい」と言える職場。全校体制で助け合う。 

（学年・分掌・立場・職制・上司部下などの関係を超えて） 

…仕事の進め方、人間としての教師への理解（心身の状態、研修、家族のこと

などへの配慮）  

  （６）教職員の服務の厳正を図る。 

（７）「改善」への具体的な提案。   

     「提案」とは、議案や意見を提出すること。学校の経営方針と生徒の状況を踏まえて、学年・

分掌等で組織的に検討し提案する。  ※生徒のために建設的な提案を。 

   （８）提案、指示は、処理の時間を確保する。事案決定は、慎重に。「見える化」 

※事案決定 

根回し、十分な周知時間、方法→事案決定のプロセス。「決済」板（文書）を回す。 

       

７ 道徳教育の充実←教科化 

  （１）心に響く道徳授業の実施・・「わがこと」として考えることのできる生徒の育成 

  （２）年間指導計画をもとに３５時間の道徳授業を実施。進行状況の確認を。 

授業改善の手立て・・ローテーション道徳 

  （３）学校教育の全教育活動での道徳教育…家庭・地域との連携 

  （４）評価・・毎時のワークシート、生徒の光る発言をメモする。（学期末・年度末の評価文作成

のための資料をそろえ、整理し準備する。）   

８ 組織として、社会人として  

（１） すべて税金→コスト意識 

（２）生徒から、保護者から、地域から学校は見られている。 

① 単元や時間のまとまりの中で、学習を見通し、振り返る場面、対話する場面、生徒が考え

る場面、教師が教える場面を計画的に設定する。（生徒の視点で学習目標を設定、単元、題

材ごとの振り返り） 

② 学習活動（言語活動、観察・実験、問題解決的な学習）の質の向上 

ＩＣＴ機器、学校図書館活用（１人１台のタブレット活用、ＩＣＴ環境の整備による「学

び」の転換を。）、デジタル教科書の活用、ホワイトボードの活用（話合い活動） 

③ 各教科における「見方・考え方」を働かせた「深い学び」の指導 

教師の技を磨き合う手立て「合い」（チームで）教師も「協働」 

・実践について話し合う。 ・相互に観察し合う。 

・授業、単元、計画、企画を一緒につくる。・互いに教え合う。 

④ 「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３観点による「評

価・評定」・・詳細は別紙「令和３年度以降の中学校の評価・評定について」記載 
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社会人としての振る舞いを（言葉遣い、礼儀、服装、態度） 

    （３）「改善」への提案  

     （４）提案、指示は、処理の時間を確保する。事案決定は、慎重に。 

根回し、十分な周知時間、方法→事案決定のプロセス。「決済」板（文書）を回す。 

  （５）学校問題への対応 

①組織的に ②見える化 ③学校問題対策チーム（第三者的人材の活用） ④関係機関  

（６）服務の厳正を図る。 

     ①法令、規則、通知等に従い勤務等を行う。 

     ・勤務時間 ・事案決定に基づく事務処理 ・文書管理の徹底 

     ・個人情報の保護及び管理 ・服務事故防止 

     ②意図的、計画的、組織的な活動。 

     ・主幹、主任への報告、連絡、相談 ・指導計画、予算計画、報告、決算の作成・提出 

会計事故防止 

     公費会計と私費会計の区別。 

     公費で賄う生徒交通費の事前申請は 3 週間前に。私費会計は保護者との信頼関係の上に成り

立つ。学年の組織的対応が必要。 

 （７）学校サポート職員との連携（コーディネータ担当が生徒、職員とつないで初めて生かされる） 

    ①スクールカウンセラー ②心の教室相談員 ③図書館司書 ④特別支援教育専門員⑤学習

支援員⑥栄養士など 

  （８）健康・安全・安心を重視した環境づくり、 

     ①生徒が安心・安全な学校生活を送ることができる学校環境を整える。 

    ・感染症防止対応・・ガイドラインに基づいた組織的、弾力的な対応。 

    ・いじめ防止の視点（日常の言語環境、態度、小さなほころびに気づくアンテナを高める） 

    ・よい雰囲気を作る。温かな人間関係の醸成（温かい言葉がけ、長所やよい点を認めあう） 

     ②健全な食生活を営むための「食育」及び「環境教育」を推進する。SDGs 

    ・給食試食会 ・食事マナー ・食への感謝 ・食品残量 

③ 校内・校外の安全を確保する。 

     ・施設設備の危険箇所の早期発見と即時的な処置と恒久的、根本的、長期的な観点からの改善。 

・危機管理への組織的対応。学校事故・・首から上のケガは必ず病院へ。校内の事故、ケガは、

学年の共有、管理職の報告をできるだけ早く行う。 

  （９）「学校のきまり」を守る生活指導を徹底する。・・新入生より新スクールバッグの導入。 

共通理解を十分に。 

    ・「きまり」に対する理解と「きまり」に対する態度 ・メリハリのある指導 

・教職員の共通理解と共通指導 ・基本的な生活習慣の徹底・保護者の理解と協力 

（10）生徒の心身の状態を多面的に把握する。教員間で情報を共有する。 

 ・健康観察 ・姿勢、状態の観察 ※「察すること」 ・情報交換 ・情報提供 

（11）美しい校内環境を整える。 

 ・教室の美化と整頓 ・教室内、廊下の点検  

・協働の場である清掃活動・・清掃方法の見直し 

  ・くつ箱、かさ、落とし物指導 

  （12）特別支援教育体制を整え、一層の充実を図る。 

    ・特別支援教育コーディネータとの連携 ・校内サポートチーム ・個別指導計画  

・保護者への周知 ・研修会の実施など ・関係機関との連携 

  （13）心身の健康、ワークライフバランス「働き方改革」出退勤時間を把握して、計画的な働き方

を（残業時間、月 45 時間以内。年次有給取得、年５日以上）        

※ 定期考査期間の計画的な休暇取得。月 1 回ノー残業デー（最終週の水曜日） 


