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平成３１年度 新宿区立新宿西戸山中学校 学校経営方針 

           

校長 佐藤 浩 

 

 

◎ 新宿区教育目標・教育ビジョンをもとに新宿西戸山中学校の教育を創造する。 

 

＜教育目標＞ 

 

 

 

 

＜教育ビジョン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 育てたい生徒像（教育目標） 

人間尊重の精神を基盤として、感謝と畏敬の念をもち、伝統文化を継承し、世界的視野に立

って新しい社会・文化を創造する人間の育成を目指す。 

 

 

 

 

 

○ 広い視野と、自らを律し互いを認め、思いやりの心をもつ人 

○ 地域の一員として、規範意識や公共の精神に基づき、社会の形成に進んで参画する人 

○ 個性や創造力が豊かで、自ら学び、考え、行動する人 

○〔鍛練〕 教養と品格を磨き、心身共に自らを鍛える生徒 

○〔参画〕 豊かな人間性や社会性を身に付け、自ら進んで社会に参画する生徒 

○〔飛躍〕 夢や希望の実現を目指し、自らの可能性を信じて挑戦する生徒 

●３つの柱と 10 の施策 

【柱１】 子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現 

１ 確かな学力の向上 

   ２ 豊かな心と健やかな体づくり 

３ 就学前から中学校までのつながりのある教育の推進 

【柱２】 新宿のまちに学び、家庭や地域とともに進める教育の実現 

   ４ 地域との連携・協働による教育の推進 

   ５ 家庭の教育力の向上 

   ６ 生涯の学びを支える図書館の充実 

   ７ 子どもの安全の推進 

【柱３】 時代の変化に対応した、子どもがいきいきと学ぶ教育環境の実現 

   ８ 一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育環境の整備 

   ９ 学校の教育力の強化 

   10 学校環境の整備・充実 

 

平成 31年４月 23日 
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《教育目標に対する考え方》 

１ 本校のすべての教育活動は、教育目標の達成のための活動である。 

２ 教育目標の設定は、学校が保護者や地域に対して示す公約である。 

３ 学年・学級は、学校の教育目標の達成のための具体的な場である。それぞれの発達段階に応じて目標の

具体化を図り、生徒一人一人の力を高めなければならない。 

４ 教育活動の調査・計画・実践・評価・改善は、教育目標の達成の視点で進めなければならない。 

育てたい生徒像のキーワード『鍛錬・参画・飛躍への取組の着実な実行』 

 

２ 求める教師像 

（１）常に真理を希求し、進取の精神をもってよりよい授業の実現のため努力することのできる

教師 

（２）常に自らを慎み、先入観にとらわれず共感的に人と接することのできる教師 

（３）常に服務事項を遵守するとともに、真摯な姿勢で職務を遂行することのできる教師 

求める教師像のキーワード『有言実行』 

 

３ 目指す学校像 

地域協働学校の運営理念の下、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念

を共有した上で、保護者や町会、幼稚園・保育園、近隣小学校との協働体制で具体的な目標を

設定し、０歳から 15 歳までの教育を地域と共に進め、次に掲げる学校像を確立する。 

（１） 基礎学力の定着と個性の伸長を目指して、組織的に指導内容や方法を工夫・改善し、開

発することのできる学校 

（２）基本的な生活習慣の定着と豊かな人間性の育成を目指して、人間関係づくりや規範意識の

醸成など、人間形成上の重要課題の解決を意図的・継続的に図るための教育活動を企画・検

討し、推進することのできる学校 

（３）体力向上や健康の保持増進を目指して、体育的活動や健康教育における指導を充実し、計

画的にたくましい体と強い心を育むことのできる学校 

目指す学校像のキーワード『成果基盤型の学校づくり』 

 

４ 今年度の目標と具体的方策    ※ アンダーライン･･･今年度の追加、変更事項 

（１）生徒の興味・関心や学習意欲を引き出し、確かな学力を身に付けさせるために、指導内容

や方法を工夫・改善し、授業の質を高める。 

ア 習熟度別学習指導、個別指導の充実 

数学と英語における少人数習熟度別学習指導の実施、学習指導支援員や学生ボランティ

アを活用した放課後学習教室等により、基礎学力の定着を図る指導やより学びを深める指

導等、個別指導を充実させる。 

イ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業及び指導法の研究開発 

基礎的・基本的な知識・技能の習得を基礎に、その活用を図る学習活動を重視する。特

に、レポートの作成や話し合い活動およびＩＣＴ機器を効果的に活用した発表など、言語

活動を適宜取り入れ、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業及び指導法について
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研究開発する。 

  ウ 生徒がＩＣＴ機器を活用する授業の展開、充実 

教科の特性に応じた教員の機器の活用法の他、特に生徒による機器の活用法について探

り、授業の充実を図るとともに、教材に活用したデータを蓄積・保存し、学校全体での共

有を促進する。 

エ 自主的・自発的な学習の促進 

学習計画表などの活用を通して自ら学習する習慣を身に付けさせることを目指し、保護

者と連携を密にとり、家庭学習の定着、充実を図る。 

オ 国や都の学力調査、新宿区学力定着度調査の結果の活用 

調査の結果を経年分析した上で、学力向上重点プランを作成し、授業改善に活かす。 

カ 定期的な授業評価の実施 

授業評価を定期的・計画的に行い、評価結果を授業の工夫・改善に結びつける。 

（２）生徒の豊かな人間性を育成するため、道徳や総合的な学習の時間、学校行事等で体験的な

学習や課題解決的な学習に取り組み、特色ある教育活動を地域と共に展開する。 

ア 「特別の教科 道徳」での考え議論する授業及び適正な評価の実践研究 

道徳教育推進教師を中心に、組織的な指導が行える体制を整えるとともに、生徒が小グ

ループで議論する授業の実践研究を年間を通じて計画的に実施する。また、適正な評価の

在り方についても継続して研究を進める、道徳授業の工夫・改善を図る。 

イ 道徳授業地区公開講座の工夫 

生徒が地域社会における自己の役割と責任を認識し、より良い社会の実現に努める態度

を養うために、道徳教育推進教師を中心に道徳授業地区公開講座の内容を工夫し、保護者

や地域住民とともに心の教育を推進する機会をつくり、充実させる。 

 ウ 読書活動の充実 

毎日実施する朝読書や図書館支援員を活用した読書活動を充実させる。 

（３）生徒の体力向上と健康増進を図るため、体力つくりや性教育や食育、がん教育の取組を通

して心と体の健康づくりを推進する。 

ア 体力テストの実施に向けた事前指導の充実、及び結果の活用 

体力テストの実施に向け、生徒一人ひとりによる目標設定、各テスト種目の正しい行い

方の指導等、事前指導を充実させ、生徒が意欲的に取り組めるよう環境を整える。また、

調査結果の分析・考察から、基礎体力の向上と健康な体づくりに向けた体力向上推進計画

を作成し、体育授業や体育的行事の内容や方法に反映させる。結果として体力合計点平均値を

との平均値までアップさせる。 

イ いつでも運動できる環境の整備 

運動が苦手な生徒や嫌いな生徒、文化部で運動する機会が不足している生徒、競うので

はなく運動を楽しみたい生徒を対象に、気軽に運動できる機会と場として、体力向上サー

クルを創設する。また、その他にも、ダブルダッチや陸上の朝練習を全校生徒に開放し、

身体を鍛える機会、場所を設定し、健康のために主体的に運動しようとする姿勢を育むと

ともに、運動の習慣化、及び体力の向上を図る。 

  ウ 部活動ガイドラインに基づいた部活動の推進 

    適切な休養日、活動時間を設定するとともに、合理的かつ効率的・効果的な活動を推進

するなど、生徒のバランスの取れた生活や成長に配慮する。また、働き方改革の観点から

も教員の過重な負担とならないよう留意する。 

エ 心身の健康と安全に関する指導の充実 
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性教育やがん教育、食育等、健康教育全体計画に基づいた体系的な指導の実施により、

健康づくりを推進する。また、関係諸機関と連携しながら、セーフティ教室（薬物乱用防

止等）や飲酒・喫煙防止教育を発達段階に応じて計画的に実施する。 

（４）生徒一人一人の基本的な生活習慣の定着と人間形成を目指し、生徒一人ひとりの個性、発

達の多様性に応じた学びを保証することにより、いじめ・不登校０を目指す。 

ア 不登校生徒「０」を達成する校内体制の確立 

不登校生徒と学校とのつながりを維持し、社会からの孤立を防ぐとともに、一定の集団

への所属、協働的な学習等を通して、社会性を育み、生徒一人ひとりの自己実現を支援す

るために、不登校生徒の居場所として「和室」を開設する。 

イ 不登校生徒サポートチームの設置、及び家庭や地域・関係諸機関と連携した組織的な相

談体制の強化・充実 

校長・副校長・経営支援部教員・養護教諭・スクールカウンセラー・特別支援教室専門

員をメンバーとした不登校生徒サポートチームを設置する。定期的な会議を実施して、支

援策を検討したり、個別支援シート（カルテ）を作成したりして、和室での個別指導・グ

ループ指導、面談、保護者への電話連絡・家庭訪問等のサポートを計画的・継続的に行う。 

ウ 特別支援教室の円滑な運営、個別の教育支援計画の活用 

・特別な支援が必要な生徒には、特別支援学校や医療・福祉などの関係機関と連携を図るとと

もに、特別支援教室、特別支援巡回相談やスクールカウンセラー等からの専門的な助言や援

助を活用し、障害の特性など個々の生徒の状況に応じた指導、支援の充実を図る。 

・特別支援コーディネーターを中心に定期的に「特別支援推進委員会」を開催し、特別支援教

育全体計画や個別の教育支援計画を活用しながら、指導内容や指導方法の工夫・改善を進め

指導に当たっていく。 

エ 海外から帰国した生徒や日本語指導を要する生徒への指導の充実 

海外から帰国した生徒や日本語指導を要する生徒の指導にあたっては、国際理解室等の関係

機関と連携を図り、生徒一人ひとりの状況を踏まえ日本語サポート指導等の体制を充実させる。 

オ いじめ・不登校、ネグレクトや虐待等の家庭問題、及び非行等問題行動の未然防止に向

けた相談機能の充実 

・いじめは誰にでも起こり得るとの認識に立ちいじめ対策防止推進法の趣旨をふまえ、い

じめ防止対策委員会を中心に教育相談の機能を充実させる。 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクール・コーディネーター、

家庭や地域、関係機関と連携した組織的な相談体制を強化し、いじめ・不登校、ネグレ

クトや虐待等家庭の問題、非行等問題行動の未然防止、早期発見・早期解決に努める。 

・スクールカウンセラーの活用を通じて第１学年生徒全員と計画的に面談を行い、生徒が

安心して学校生活を送ることができる環境を整備する。 

カ 「ｈｙｐｅｒ－ＱＵ」の結果の活用 

スクールカウンセラーと連携して「hyper―ＱＵ」の分析結果を活用し、一人一人の生

徒を客観的に理解し、個に応じた指導を充実させることにより、いじめや不登校、問題行

動の未然防止につなげる。 

（５）国際社会や異文化の理解、障害者理解を深めるとともに、スポーツ・運動に進んで関わる

資質・能力を育てるために、オリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

ア 年間指導計画に基づく計画的な実施 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、各教科や道徳および総合的な学

習の時間を通じて、計画的にオリンピック・パラリンピック教育に取り組む。 
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イ オリンピアン、パラリンピアンとの交流、障害者スポーツの体験の充実 

障害者スポーツ体験として「車いすバスケットボール体験」を実施し、アスリートとの

交流を行うなど、体験や交流の学習を通じて、共生社会の実現に向けた障害者理解教育を

進め、障害者理解を深める。 

（６）生徒一人一人の社会的・職業的自立に向け、基盤となる能力や態度を育てるため、キャリ

ア教育を推進する。 

ア 系統的な体験的活動の実施 

自己理解を深める指導を大切にするとともに、職業調べ、職場訪問、職場体験、上級学

校授業体験等の体験的活動の系統化を図り、着実に実施する。 

（７）学校の教育活動の公開や学校情報の提供を通して、情報の共有化を図るとともに、保護者・

地域の学校教育への参画を通して、連携・協働の充実を図る。 

ア 積極的な情報の発信 

授業や学校行事の公開、保護者会や学校だより・ホームページ等による情報発信を積極

的に行い、本校の教育活動への支援体制を築く。 

イ 保護者・地域の学校教育等への参画 

保護者・地域の人材に学校教育等への参画を求め、保護者・地域との連携・協働の下で

学校づくりを進める。 

（８）地域協働学校としての機能を有効に活用し、地域と共に生徒の健やかな成長を支える学校

を創造する。 

ア 運営協議会における協議及び意見交換の充実 

地域住民や学識経験者等と学校経営方針や学校の各種教育活動、学校評価等に関する協

議及び意見交換を充実させる。運営協議会での意見、提案等を積極的に受け入れるととも

に、実現に向けて学校と家庭、地域が一体となって取り組むことを通して、地域に信頼さ

れ開かれた学校づくりを目指す。 

イ 学校支援活動の充実 

  進路面接練習、新宿西戸山ソーラン練習などの学校支援活動に関する全体計画の立案に

早めに取り掛り、年間を通した継続的・実践的な学校支援に取り組んでいく。 

ウ 青少年育成会との連携の充実、及び連携事業の実施 

地域（柏木地区・戸塚地区）の青少年育成会と緊密な連携を図り、地域との協力体制を

確立する。生徒の地域行事への積極的参加をはじめ、連携事業の充実に努め、地域と共に

生徒の健全育成を行う。 

エ 社会に開かれた教育課程の実現 

    「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念を学校と社会が共有し、

学校において生徒が必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付け

られるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携・協働により実

現を図っていくという、社会に開かれた教育課程を実現させる。 

今年度の目標と具体的方策のキーワード 

『質の高い教育（＝知・徳・体のバランスのある教育）の推進』 

 

５ 検証 

（１）学力調査の結果を分析・考察の結果を踏まえ、各教科で具体的な改善策として「学力向上

重点プラン」を作成し、実行する。 
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（２）体力・運動能力、生活・運動習慣等調査の分析・考察の結果を踏まえ、保健体育科を中心

に体力向上に向けた具体的な改善のための施策を実行する。 

（３）第三者評価や学校評価の項目についての経年変化を考察する。 

（４）地域協働学校運営協議会を通して、学校関係者評価としての情報を収集し、内部評価デー

タと比較検討する。 

（５）学校公開におけるアンケート結果の年間に渡る変化を分析・考察する。 

検証のキーワード『前例は打破するためにある』 

 

６ マネジメントの全体構想 

 全教職員が遵守すべき「規範」「行動指針」「価値基準」等のベクトルを揃えるとともに、管

理職が教育改革の情熱と明確な使命感もって教職員に直接的な働きかけを行う。 

全教職員が遵守すべき「規範」「行動指針」「価値基準」等のベクトルを揃えるとともに、管理

職が教育改革の情熱と明確な使命感をもって教職員に直接的な働きかけを行う。 

（１）常に Research（調査）Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Action（行動）による教育

内容の質的向上を考えて、各係レベルで企画・実施・評価といったマネジメントが完結でき

る運営体制を確立する。 

（２）校長、副校長、主幹教諭、主任教諭のラインによる学校運営、特に学年主任・分掌主任を

中核とした進行管理を確実に進める。 

（３）日常的な啓発と即効的な処理により、体罰禁止、個人情報の管理、セクハラ防止等の教職

員の服務の厳正に努める。 

学校マネジメントのキーワード『ラインによる進行管理』 

 

７ 「学校における働き方改革」の確実な実施 

「学校における働き方改革」の目的の達成に向け、以下の取組を確実に実施する。 

（１）勤務時間・健康管理を意識した働き方（公立学校教師の勤務時間の上限に関するガイドラ

インの遵守、部活動の総合的なガイドラインに基づく適切な活動時間や休養日の設定）を推

進する。 

（２）学習指導支援員、スクールカウンセラー、特別支援教室専門員等の専門スタッフが、それ

ぞれの専門性を一層発揮できるようにするために、学校運営への積極的な参画を促す。 

（３）「何が教員本来の役割であるか」のメッセージを保護者・地域に継続的に発信し、理解を獲

得する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校における働き方改革」のキーワード『教職員が主体となった改革の実行』 

 

＜「学校における働き方改革」の目的＞ 

限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業改善のための時間や生徒等に接する

時間を十分確保し、我が国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授業を磨くとともに日々の

生活の質や教職人生を豊かにすることで、人間性や創造性を高め、生徒等に対して効果的な教

育活動を持続的に行うことができる状況を作り出す。 

 


