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平成２８年度 西中学校教育活動の成果と課題 説明資料

１ 学校経営方針

＜西中学校の教育目標＞

「学問を磨き、心を磨き、体を鍛え、知・徳・体の調和のとれた生徒を育成する」

≪目指す生徒像≫

・主体的に学習に取り組む生徒 ・豊かな人間性をもつ生徒 ・たくましく生きる生徒

＜学校経営の基本的な考え方＞

学校の使命は､生徒に確かな学力を付けさせること、他の人を思い遣る心などを身につけ

させ、人としてのあり方を学ばせること、たくましく生きることのできる体力を身につけ

させることと考える。

≪目指す学校像≫

（１）生徒の願いや夢を実現できるような創造的な学校

（２）望ましい人間関係を醸成する学校

（３）学校教育の充実を図る学校

（４）地域・家庭の教育力を取り入れた学校

（５）これまでの歴史や伝統を継承しつつ進化・発展し続ける学校

＜本年度学校教育の重点＞

(1) 確かな学力の育成と向上に努める

○ 基礎的・基本的な知識や技能を確実に習得させること、それらを活用して課

題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力などの能力を育むこと、主

体的に学習に取り組む態度を養うことなどを目指し、継承されている研究指定

校としての研究成果と課題を踏まえた取り組みを推進する。

・言語活動を工夫した授業改善と指導内容の充実を図る

・指導方法の工夫として、「小集団を活用した授業」を推進する

・基礎的・基本的な内容の習得や思考力・判断力・表現力の育成、家庭学習の

定着を図るため「学びの記録」の活用を推進する

(2) よりよく生きようとする心の教育、生徒指導の充実に努める

・生命を大切にする教育を基本に道徳教育の推進を図る

・豊かな人間性を育むために望ましい人間関係づくりに努める

・いじめ、不登校の防止等のため、「思い遣る心」「しなやかな心」や正義感の

育成に努める

・全職員による教育相談指導体制の確立と推進に努める



(3) 健康・体力の向上と安全管理体制の見直しと充実に努める

・基本的生活習慣の確立を図り、自己管理能力の育成に努める

・体育授業、体育的行事、運動部活動の充実を通して、体力の向上に努める

・安全管理体制の見直しと充実に努める

・安全教育の推進と防災・防犯等の危機管理マニュアルの改善・充実に努める

・自転車通学を中心に安全な自転車の乗り方等交通安全教育の推進に努める

(4) 特別支援教育体制の整備とその推進に努める

・ADHD、高機能自閉症等を含めた障害のある生徒への適切な支援に努める
・「個別の指導計画」に基づく一人一人の実態に応じた効果的な指導に努める

(5) 学校・家庭・地域の連携を図り、開かれた信頼される学校づくりの推進に努める

・地域の小学校との連携を強化し、地域の実態を踏まえた小中連携教育を推進

する

・学校評議員の意見等を積極的に学校経営に反映させる

・地域の自治会や関係機関との連携を図るため、情報の発受信に努める

・地域協力者会議を開催し、生徒指導上の諸問題について協議する

・学校関係者評価を実施し、教育活動等の成果を検証し、課題の改善に活かす

(6) 全生徒参加による生徒会活動の充実を図る

・自治的活動を通して、生徒の主体性や自主性を育成し、自立(自律)の基礎を

培う

・学園祭や合唱祭等を通して学級、学年、全校の団結力を育成する

・あいさつ運動やボランティア活動を通して思い遣る心や感謝の心、奉仕の心

を育てる生徒会活動を推進する

・運動や文化などの部活動を通して体力の向上や豊かな情操の陶冶を図る

(7) 教師としての自覚をもち、日々、自己研鑽に励み組織的に教育活動を展開する

・本校の教育課題を的確に判断し、全職員による全校的な教育課題として共通

理解を図った上で、担当する教科や分掌の課題に組織的に取り組む

・校内研究は生徒の学力の向上を目指すものだけでなく、教師自身の資質の向

上となることを理解し、積極的に取り組む

＜本年度学校経営の努力点＞

■「誇れる西中」づくりの推進

■学力保障(学習、学力面)

○「確かな学力」の育成と向上

・言語活動を工夫した授業改善 ・校内研の充実と全教員の授業公開

・県教委の進める「一校一実践」と「一人一実践」の充実

○家庭学習の習慣化への取組強化

■成長保障(生活、生徒指導面)

○いじめ・問題行動等の未然防止と早期発見・早期対応

○不登校生徒数の減少

■教育環境(教室環境・校内環境・言語環境等)整備の推進



○整理整頓、掲示物、清掃の行き届いた生活環境、言葉遣い、情操教育等生徒を

取り巻環境整備

■小中連携による教育の推進

○指定校として取り組んだ成果を生かした学区内小学校との更なる連携教育の推

進

■生徒会活動の活性化

○委員会活動・学年生徒会活動による日常活動の活性化と生徒全員参加の意識醸

成

○ボランティア活動への積極的参加

■危機管理体制の充実

○危機管理マニュアルの改善・充実と安全教育・防災教育の推進

○実効性のある避難訓練等の実施と生徒の危険回避能力の育成

■組織としての職務遂行

○全教職員の共通理解による指導体制の構築と報告・連絡・相談の徹底

２ 学校の現状（成果と課題等）

（１）【教育課程編成上の工夫】

・学習内容・授業時間・週時程等については、教務主任を中心に毎月授業時数や

教育課程の進行状況の管理をして計画通り実施してきている。３年生の授業時

数の確保が難しくなってきていること等を受け、３年生のみ平日の５校時の日

を６校時にする期間を設けるなどの取組を実施し授業時数の確保に努めている。

また、来年度に向け、学校行事実施後の反省や学期毎に実施した教育課程評価

を集約する中で成果と課題を明らかにし、行事精選や実施時期の検討をはじめ

授業時数の確保のための工夫などの検討を進めている。

（２）【生徒指導面】

・生徒指導上の大きな問題は生じていない。３年生は高校進学を目標に真剣に学

習に向かってきている。１・２年生も比較的落ち着いた生活を送っている生徒

が多い。一部にささいなことでの友人関係のトラブル等の問題もおきるが、生

徒指導については学年･全校体制で指導を行ってきた。

・本校の生徒指導上の課題は不登校の問題である。１月末現在で欠席日数３０日

以上の生徒は１５名(昨年度１６名)である。欠席日数が改善されて少なくなっ

てきた生徒もいるが、本年度新たに欠席数が増加した生徒も増えている。本人、

保護者のスクールカウンセラーとの面談を積極的に勧めている。また、市や県

の関係機関と連携しながら、本人や家庭に対応している。

・いじめについては生徒へのアンケート調査等で発見に努め、面談等で把握した

ものに対しては、個別に対応し解決を図っている。いじめは誰にでも何処でで



も起こりうるという前提で、今後もアンケートや生徒との面談等を行う中で早

期発見に努め迅速な対応を図っていきたい。

・基本的な生活習慣の形成、環境整備への意識付け等にも継続的に取り組んでい

る。本校の実践項目である「あいさつ・時間・清掃」や小中連携指導事項であ

る「あいさつ･ききかた･おもいやり」を意識させる中で指導している。あいさ

つについては校内では積極的に行えているが、校外で地域の人に対しての対応

や毎日の学校生活の中での丁寧な言葉づかいが課題である。また、教室の美化、

ロッカーの整頓、下駄箱の靴そろえ等なかなか定着しないが、教職員の意識も

喚起しながら、継続的に粘り強く取り組んでいる。

・学区内にある児童養護施設「あいむ」から通学している生徒もおり、施設職員

と連携を深めている。

（３）【学習指導】

・本年度、３年生が実施した「全国学力・学習状況調査」の結果は、国語・数学

ともに国・県の平均正答率よりわずかではあるが上回っている。２年生で実施

された県の学力把握調査でも同様の結果がでた。本校の特徴としては、Ａ問題

（知識）よりもＢ問題（活用）の正答率が全国、県平均を上回っていた。、この

結果から本校の生徒がこの調査に粘り強く、よく問題を読みながら、思考力や

判断力を発揮して臨んだのではないかと考察することがでる。しかし、国語は、

「漢字の読み書き」や「文章の内容理解」。数学は「自然数の意味を問う問題」

「グラフを読み取る問題」に課題があるという結果が出ている。地道に努力し

基礎的な知識を身に着けた上で活用し「思考力・判断力・表現力」を高める取

り組みが必要となる。本校では、校内研究のテーマをこれに設定し、教職員全

員で取り組んでいる。具体的には、毎時間の授業の目標や課題を明確にしたり、

課題解決的な学習を取り入れたり、物事の意味や理由をわかりやすく表現でき

るようにするための班活動や全体への発表の場を設けている。また、成績低位

者の学力保障に対しては、緊急に取り組む必要がある。さらに、家庭学習の習

慣化については県･市と同様に本校においても課題の一つであり、毎日の家庭学

習時間と内容の報告や自主学習ノートの取組など家庭学習の充実について、保

護者や各区の小学校とも連携しながら取り組みを始めている。

・校内研究では教科指導に重点を置き、授業の中に言語活動を取り入れる工夫と

して西中伝統の「小集団」と「学びの記録」を活用することに取り組み、生徒

に「思考力・判断力・表現力」を身に付けさせることに少しずつ成果が現れて

きている。また、教員全員が授業公開に取り組むとともに、県や市の指導主事

等を招聘しての全体での授業研究会や研修会を実施して教員の授業力の向上を

図っている。

（４）【安全管理】

・毎月の安全点検の実施を通して施設・設備の状況を把握し、至急改善の必要が

ある事案については、市教育委員会教育施設課等と連携して対応している。市



教委のご理解のもと危険箇所等については早急に改善できた。

・危機管理マニュアルや防災安全マップ、避難訓練の見直しと改善などに取り組

んだ。課題である生徒の危機回避能力を高めるため、「交通安全講話」「情報モ

ラル講座」等を外部講師を招いて実施したり、予告無しの避難訓練等を複数回

実施したりするなど安全指導の徹底を図った。また、小・中学校連携で同一日

同一時間での児童・生徒の引取訓練の実施や地域の防災・避難訓練への参加な

どにも取り組んだ。

・本校は校地内に公道が通っている関係で、外部からの侵入等については心配が

ある。防犯カメラ等の設置についてのガイドラインもでき、市教委と相談しな

がら設置等について検討をはじめるとともに、防犯訓練等学校側で対応できる

ことについてはしっかりと対応していかなければならない。

・薬物乱用への対応として「薬物乱用防止講座」を実施し生徒に啓発･指導するこ

とができた。食のアレルギーへの対応については、状況を把握をさらに厳重に

進めるとともに、教職員や生徒の研修や指導など適切に対応していく必要があ

る。

（５）【その他】

・甲府市における小中連携教育の先進校として、学区内にある２つの小学校(舞鶴

小・池田小）と学習指導や生徒指導での共通した具体的な取り組みを継続発展

させている。毎月開催した校長の３校連絡会や教務主任の定期的な会議で連携

を推進してきた。特に交流活動としては、３校教職員の合同研修会、複数回の

オープンスクール(小学６年生とその保護者対象：授業参観と部活動見学)、陸

上による競技指導、合同あいさつ運動、作品交流、職員の授業参観、中学１年

生による小学校訪問、中学校教師の出前授業等を実施してきた。９年間を見通

した指導ということに関しては、３校共通指導事項として「あいさつ・ききか

た・おもいやり」を掲げ、３校連携して指導の徹底を図ることに取り組んだり、

学力調査等の分析や家庭学習の習慣化に向けての自主学習ノート等にも取り組

んできた。

・保護者との連携については、学級・学年・学校だより等の発行や学年・学級懇

談会等を実施するなど積極的に情報を発信し、共通理解を図る取り組みを進め

てきている。しかし、なかなか通知やたよりが保護者の手元に届かなかったり、

懇談会等への保護者の出席が少なくなるなど情報共有が難しい現状が見られる。

保護者との意思疎通を円滑に行うためさらなる工夫や努力が求められている。

・地域との繋がりを強めるため、積極的に地域の行事や自治会等の会合に管理職

や担当者が出席するように努めている。また、「西中だより」を学区内の全ての

自治会（池田・穴切・春日・相生）にお願いして全戸回覧していただく取り組

みを行って、学校理解に繋がる情報発信に努めている。



第２回学校評議員 意見聴取概要
Ｈ２９．３．１

西中学校校長室

【参加者】髙橋敏夫評議員・牛奥博信評議員・高橋俊徳評議員・時澤知寿子評議員

荻野校長・大塚教頭・加藤教務主任・室伏秀一評議員

◆学力向上について

◎家庭学習が課題であるという説明があったが、リビング学習を大切にしたい。自

分の部屋に入ってしまうと何をしているかわからない。スマホなどを持つ生徒が多

くなり、長く使用をしている事も考えられる。みんなで一つの部屋にいればルール

ができる。また、いじめなどのシグナルも早くキャッチできる。部屋にこもってし

まうと見えないいじめや学習習慣を形成する対策にもつながる。

◎全国学力状況調査の状況が、西中学校は改善したということであるが、まだまだ

課題はそれぞれの分野であると思われる。毎日の基本は授業である。今まで通り、

学習目標の表示や言語活動などを取り入れた「わかる授業」をしっかり実践してい

くことが大切である。

◎地域の力を生かしたい。西中学区には県立大学がある。立地条件をうまく利用し

てボランティア学生を募り、きめ細かな学習指導に結びつけ学力向上につなげたい。

◆心の教育・生徒指導について

◎アンケートのなかで「誇れる西中として（あいさつ 時間 清掃）を常に意識し

ている」が教職員は、少しもりたらなさがあると感じている。「おはようございま

す」「さよなら」の挨拶は大変良くできていると思われるが、部屋への入り方「失

礼します」「・・・先生はいらっしゃいますか」「・・・の鍵をおかれします」など、

日常の中で思いやりのある挨拶や礼儀を重んじた挨拶に、少し不満を感じている。

社会に出たとき自然に心を込めた挨拶ができるように、粘り強く日々実践指導をし

たい。

◎あいさつをしても、目を見れない子がいる。これは、家庭での会話の減少が影響

しているのではないか。心のこもったあいさつをしたい。目上の人にあいさつがし

っかりできるような人間に育てたい。家庭でも学校でも指導をし続けることが大切

となる。

◎学園祭で全員リレーを見ていた時、バトンを落として最下位になってしまったが、



みんなでバトンをい一生懸命つなぎゴールした。そして落とした生徒を励ましてい

た。心温まる光景であった。学校だからできる思いやりの心の成長がある。

◆小中・地域との連携について

◎小中学校の連携は小学校にも中学校にメリットがある。小学生にとっては、不安

が取り除かれ、中１ギャップの軽減につながる。中学生にとっては、中学校の楽し

さを伝えようとする主体的な交流活動を通して成長する場となっている。

◎地域活動への中学生の参加が少ない。もっと参加してもらいたい。このことはア

ンケートからも読み取れる。特に３年生の参加が低い。部活動の中心であったり、

受験があったりと時間がないのはわかる。しかし、中には積極的に夏のキックボー

ル大会やお祭りで活躍している子供もいる。

◎地区によっては子供の数が激減しており、球技会等のチームを組むのも単独では

難しくなってきた。池田地区は参加率が高いが、他地区は子供が少なく単独でチー

ムが作れない。合同チームを作ることも考えなければならない。

◎親の協力が求めにくい。親自身も忙しく、地域の活動へ参加できなくなっている。

子供たちによい見本を見せることができない。

◎地域には、若者にとって魅力ある企業が少ない。どんどん若者が東京へ流れてい

く。行政と協力して、良い企業を誘致したりするなどして魅力ある街づくりをした

い。

◎地域と子どもをつなぐ方策として、市の育成部会でジュニアリーダーを育てよう

としているが希望者が少ない。また、地域も高齢化に伴いジュニアリーダーを育て

る人材がいない。そのような状況の中で夏の球技大会には、朝、５：３０から中学

校３年生が参加してくれた。出てこない家庭では、親が疲れ休みたいために早起き

ができずに、子供の肩を押してくれない。

◎夏の防災訓練に子供の参加者が少ない。中学校としても、訓練の日は部活動を停

止したり、事前に参加への呼びかけを行ったが思うほど増加しない。東日本大地震

の例を見ても、中学生の力はすごい。災害等があったときは大きな力となる。防災

訓練だけでなく、大雪の時など地域の雪かきなどを自主的にするように地域貢献へ

の具体的なしなりを作成したい。

◆その他

◎塾で学んでいる生徒数を想像するとアンケート結果の家庭学習に費やす数字が

低い気がする。家庭学習に塾で学んでいる時間は入っているのかがはっきりしない。

誤解を生まないように明確にしたい。


