
昭和 46年 4月 1日 上白根中学校開校
46年 5月 8日 上白根中学校ＰＴＡ発足
52年 2月17日 正門，通用門完成
57年 6月14日 第1回開校準備委員会開催
59年 4月 2日 上白根第2方面校（旭北中学校）開校

9月 4日 第1期改修工事（窓枠取り替工，塗装）完了
10月12日 第2期改修工事（図書館，保健室，放送室

等）完了
60年 2月12日 第2期改修工事（印刷室，相談室，教材室

等）完了
5月10日 校庭整備工事（スプリンクラー，鑑賞池，

藤棚，第3体育倉庫等）完了
62年 9月30日 特殊学級教室工事完了
63年 10月27日 理科室・調理室改修工事完了

平成 元年 2月25日 視聴覚教室工事完了
10月27日 創立20周年記念式典

3年 3月30日 パソコン教室完成
11月18日 優良ＰＴＡ文部大臣賞受賞

6年 9月19日 放送室（2Ｆ）工事完了
8年 8月30日 耐震強化工事完了
8年 9月 西側校舎耐震強化工事完了
9年 7月 外壁防水改修工事
11年 7月 外壁防水改修工事完了

8月 管理棟・3，4階1，2年教室内環境整備
11月 7日 30周年準備バザー

12年 11月 4日 30周年記念式典・小中合同記念祝賀会
13年 4月 コンピューター改修工事
15年 1月 門扉（正門）改修工事、非常放送設備改修

工事
15年 7月 個別支援学級教室・被服室・被服準備室

・音楽室・音楽準備室改修工事、4階教室
室内環境整備工事

17年 1月 門扉（東門）改修工事
3月 緊急時校内システム装置工事、階段手摺設

置工事
19年 9月 体育館全面改修工事
21年 10月 40周年記念式典（来夢祭にて）
25年 7月 横浜市防災備蓄庫設置
25年 8月 普通教室エアコン設置
27年 3月 横浜市より優良 PTAに推薦

昭和46年5月20日制定

当時の全校生徒に公募を行い、２年生

男子の作品が本校の校章として採択され

た。

この作品に本校の指標である、

(1)「豊かな感情」を左側に伸びた羽状に
(2)「あふれる想像力」を右側に伸びた羽状に
(3)「たくましい生命力」を中央部下部に伸びた太い部分に
それぞれに意義付けを行った。

総合した全体的な形象の中からは、歴史性、法則性、構

造性という現代を象徴し指向したものとしてとらえた。

沿革の概要

校章の由来

学期 月 主 な 行 事
前期始業式、入学式、離任式

4 身体計測、教育相談日、開校記念日

授業参観・懇談会、学校説明会、家庭訪問

家庭訪問、授業参観日、ＰＴＡ総会、学習相談

前
5

日、定期テスト1、3年修学旅行、2年自然教室

横浜市開港記念日(6月2日)

６ 1年鎌倉自主見学、保護者進路説明会

生徒総会、学習相談日、定期テスト2

7 個人面談、夏休み学習相談

期 8 夏休み学習相談、教育相談日

防災訓練、教育相談日、校内漢字検定

9 学年懇談会、体育祭、学習相談日

定期テスト3、個別支援学級合同体育祭

生徒会役員選挙、前期終業式
１０

後期始業式、学校を開く週間、来夢祭

市学力・学習状況調査(3年)、授業参観日、3年

進路説明会、1年福祉体験学習、11
個別支援学級宿泊行事 、学習相談日、

後 定期テスト4

学習相談日、個人面談、2年職場体験、1年福祉
12

体験、3年学習診断テスト

教育相談日、校内漢字検定、校内書き初め展
1

私立推薦入試、学習相談日

授業参観、新入生保護者説明会、1年職業講話

期 私立一般入試、公立共通選抜
2

学習相談日、学年末テスト、3年社会見学、市

学力・学習状況調査(1･2年)

3
卒業証書授与式、学習相談日

大掃除、修了式

①相鉄線「鶴ヶ峰駅」下車
鶴ヶ峰ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ ７番乗場より
相鉄バス旭11「西ひかりが丘」or「中山駅」行きに乗

車し約15分ほど「四季の森小学校」下車。

徒歩５分

②ＪＲ横浜線「中山駅」下車
中山駅前（南口乗り場）１番乗場より

相鉄バス旭11「鶴ヶ峰駅」or旭13「よこはま動物園」

行きに乗車し約15分ほど
・鶴ヶ峰駅行きは「市営集会場前」下車、徒歩3分

・よこはま動物園行きは「上白根入口」下車。徒歩10分

主な学校行事

アクセス

上白根中
宮ノ下

四季の森小
←中原街道

交番ｽﾞｰﾗｼｱ
上白根病院

横浜旭陵高
↓
白根通り

鶴ヶ峰駅

下川井 IC 方面

平成２８年度

横浜市立上白根中学校

〒２４１－０００１
横浜市旭区上白根町８６８番地
電話 ０４５（９５２）２０３３
FAX ０４５（９５１）１３２７

旭区にある本校は、緑区と隣接し緑豊かな場所にあり

ます。ひかりが丘団地、西ひかりが丘団地に囲まれ、ま

た近隣には四季の森公園やズーラシアがあるなど、市民
の憩いの場所としても素晴らしい環境に恵まれています。

創立は昭和４６年で、在籍生徒数２９４名で本校はス
タートしました。昭和５０年代には全校生徒が１０００名

を超える大規模校になりましたが、団地の少子高齢化に

ともなって、現在は２００名を下回る小規模校になって
います。

学区の小学校は「四季の森小学校」です。１小１中の

ブロックであり、さまざまな面での連携を図っています。
地域の児童生徒を９年間で育てていく姿勢をもって、日

々の教育活動に励んでいます。

創 立：昭和４６年４月１日 創立開校

開校記念日：４月１７日

旭区 上白根町 ７１７番地から ９８２番地まで

１１３９番地から１４４７番地まで
特別調整通学区域 緑区武蔵中山 自治会

詳細は学校Ｗｅｂページで

四季の森小学校区域

１ 年 … １ 学 級

２ 年 … ２ 学 級

３ 年 … １ 学 級（２学級）
※３年生は少人数学級編成で 2学級編成です
個別支援学級 … ２ 学 級

平成28年4月5日現在

学校教育目標
生徒の自己実現を図っていくために、

○基礎・基本を大切にし、ねばり強く学び続ける態度

を育てます。【知】

○社会の基本的なルールやマナーを身に付け、自立す

る力を育てます。【徳】

○心と体を健やかに、はぐくみます。【体】

○互いのよさを認め合い、共に生きていこうとする態

度や力を育てます。【公】

○人とのかかわりを豊かにし、社会への視野を広げる

態度を育てます。【開】

【具体目標】

○基礎・基本の習得を目指し、授業、朝学習、学習相
談を充実します。【知】

○心と体を健やかにはぐくむため、道徳教育を充実し

ます。【体】
○体育祭、来夢祭、ボランティア活動、職場体験を充

実します。【徳・公・開】

学 級 数

学校教育目標と経営方針

学 区

学校概要



１年 ２年 ３年 個別支援級

基本的な学 基礎・基本の 基礎・基本の 生活に必要な

習習慣の習 習 得 を 目 指 習 得 を 目 指 知識・技能を

知 得を目指し、 し、主体的に し、ねばり強 前向きに取り

前向きに取 取り組む態度 く学び続ける 組む態度を育

り組む態度 を育てます。 態度を育てま てます。

を育てます。 す。

身近なルー 公 正 に 判 断 社会の基本的 礼儀や節度を

ルを守り、 し、責任ある なルールやマ 身に付け、自

自分の責任 行動をとろう ナーを身に付 立する力を育

徳 を果たそう とする姿勢を け、責任ある てます。

とする態度 育てます。 行動をとろう

を育てます。 とする態度を

育てます。

心身の健康 体験学習を通 自他の生命を 健康に関心を

を考え、望 して、自他の 尊重し、自他 もち、基礎体

ましい生活 生命を尊重し の生き方を大 力の向上を図

体 習慣を形成 ようとする態 切にしようと ろうとする態

する態度を 度をはぐくみ する態度をは 度をはぐくみ

はぐくみま ます。 ぐくみます。 ます。

す。

相手の気持 自他の考え 互いのよさを 思いやりの心

ちを考えて 方や立場を理 認め合い、共 をもって、共

行動しよう 解し、共に生 に生きる社会 に生きていこ

公 とする態度 きていこうと に貢献しよう うとする態度

を育てます。 する態度を育 とする力を育 を育てます。

てます。 てます。

集団生活の 地域の一員と 人とのかかわ 集団生活の中

中で、望ま して、地域に り を 豊 か に で、情緒の安

しい人間関 進んでかかわ し、視野を広 定を図り、望

開 係を築こう っていく態度 げ、社会に進 ましい人間関

とする態度 を育てます。 んでかかわっ 係を築こうと

を育てます。 ていく態度を する態度を育

育てます。 てます。

各教科等の年間授業時数
教科等 １年 ２年 ３年

国 語 １４０ １４０ １０５

社 会 １０５ １０５ １４０

数 学 １４０ １０５ １４０

理 科 １０５ １４０ １４０

音 楽 ４５ ３５ ３５

美 術 ４５ ３５ ３５

保健体育 １０５ １０５ １０５

技術・家庭 ７０ ７０ ３５

英 語 １４０ １４０ １４０

道 徳 ３５ ３５ ３５

特別活動 ３５ ３５ ３５

総合的な学習 ５０ ７０ ７０

合 計 １,０１５ １,０１５ １,０１５

学 習 面

各学年・個別支援学級の目標 各教科等の目標
言語に対する関心や理解を深め、豊かな言語力と表現力

国語
の育成を目指します。

学習の基盤となる基礎的・基本的な知識・技能の確実な
社会

習得を目指します。

基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め、数学
数学

的な表現・処理の仕方の習得を目指します。

目的意識をもって観察、実験を行うことにより、自然の
理科

事物・現象についての理解を目指します。

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽を愛好する心

情を育てるとともに、音楽に対する感性を豊かにし、音
音楽

楽活動の基礎的な能力を伸ばし、音楽文化についての理

解を深め、豊かな情操を養います。

表現及び鑑賞の活動を通して、創造する喜びを知り、美
美術

術を愛好する力を育てます。

保健 運動に親しむ習慣を育てるとともに、自ら課題に向かい、

体育 解決できるよう相互に学びあう学習を目指します。

技術 実践的、体験的な学習活動を通して、生活をよりよくし

家庭 ようとする能力と態度を育てます。

英語を聞き、話し、読み、書く活動を通して、英語に親
英語

しみ、コミュニケーション能力の基礎を養います。

ボランティア活動、体験学習等を通し、思いやりや感謝
道徳

の気持ちをもった、心豊かな生徒を育成します。

望ましい集団活動を通して、一人ひとりの個性を生かし、
特別

集団や社会の一員としての自主的、実践的な態度を育て
活動

ます。

総 合 横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課

的 な 題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よ

学 習 りよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに、

の 時 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活

間 動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自

己の生き方を考えることができるようにする。

教 育 活 動

３年生の英語では、ＴＴで
授業を行っています。

音楽の授業では、三
味線を外部の方をお招
きして教えていただい
ています。

このほかに…
数学では２・３年

生で、一つのクラス
を二つに分け、習熟
度別で授業を行って
います。
理科は２年生で、

一つのクラスを二つ
に分ける少人数や
ＴＴで授業を行って
います。

授業の様子

ダンスパフォーマンス

ふれあいコンサートに参加

【神奈川県民ホールにて】

長野県戸狩の大自然の
中で、さまざまな体験学

習を行います。

事前学習を行い、班ご
とで計画を立て、鎌倉を
見学します。

体育祭・来夢祭

１日半の日程で行わ
れる文化祭。本校では
来夢祭といいます。
上中生の若さいっぱ

いのパフォーマンスは
見どころいっぱい。
２日目の合唱コンク

ールは学級の団結。感
激そして感動もので

す。

京都・奈良の関西方面にて班別自
主行動、体験学習等を行います。

９月に行われる体育
祭は、学級対抗で行わ

れ、上中生の元気いっ
ぱいな取り組みを見る
ことができます。
大縄跳びは全学級一

斉に行います。みんな
で声を掛け合い
心ひとつに飛びます。

個別支援学級
個別支援学級で

は、校内の行事は
もちろん、区合同
行事や横浜市の個
別支援学級の行事
に参加しています。
校内の一般級へ

の交流も行ってい
ます。

旅行的行事
本校では、校外学習、来夢祭の取組、キャリア学習などを中

心に、さまざまな課題学習に取組んでいます。その中で、いろ

いろな課題に目を向け、自らその課題を解決する能力を身に付

ける基礎・基本の定着を図り、自らの生き方をつくることがで

きるよう取組んでいます。

○福祉体験学習 ○職場体験学習 ○進路学習

職 名 人数 職 名 人数

校 長 １ 学校司書 １

副校長 １ ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ １
主幹教諭 ２ ＡＥＴ １

教 諭 １２ 校医 内科 １

養護教諭 １ 校医 眼科 １
事務職員 １ 校医耳鼻咽喉科 １

技能吏員 ２ 校医 歯科 １

非常勤講師 ４ 学校薬剤師 １
総 計 ３２

平成 28年4月 5日現在

男子 女子 小計 合計

１年 ２４ １５ ３９

２年 ２６ ３１ ５７
１４４

３年 ２３ １７ ４０

個別支援級 ５ ３ ８

計 ７８ ６６
平成 28年4月 5日現在

１ 性 格

①学校教育の一貫として、教育効果を高める有効な手段として

位置づけられる。

②活動意欲のある生徒と、それを指導する顧問との自主的な参

加によるものとする。

③活動に関しては全職員の協力・理解のもとに行われる。

２ 目 標

①日常の活動を通して、心身ともに健全で情緒豊かな人格を形

成する。

②部の一員として活動することにより集団生活に必要なル－ル

を守り正しい生活を送る態度を養う。

③自主的に部を選択し参加活動をすることにより自己の個性能

力を伸ばそうとする態度を育成する。

運動部 文化部

野球部 吹奏楽部

サッカー部 美術部

女子ソフトテニス部 情報科学部

女子バレーボール部

男女バスケットボール部 ボランティア部
※ボランティア部は他の部

陸上競技部 活と掛け持ちが可能です。

平成２８年度活動の部

教職員の構成

生 徒 数

部 活 動

総合的な学習の時間


