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学期制 人

：

人材育成・
組織運営

、相互理解を基盤とした職員のチーム力を
高める。校内ＯＪＴが円滑実施されるよう方
法や内容をくふうして実践する。

①校内ＯＪＴの組織を確立し、年２回以上の自主研修を行い、教員の力量の向上を図る。
②校内研修を時機に応じた課題とするなど内容を充実させる。
③マネジメント研修受講者がリーダーとなりメンター研修の企画・運営を行い、経験の浅い教員の
育成と中堅教員の力量向上を図る（ＯＪＴ推進協力校）担当 教務部

いじめへの対応
生徒のつらい思いや悩みを早期に発見す
る仕組みや環境づくりを推進する。

①二者または三者面談を定期的に実施する。
②生徒へのアンケートを定期的に実施する。
③学習相談などあらゆる機会を利用して、生徒の状況把握に努める。

担当 いじめ防止対策委員会

特別支援教育
校内委員会の充実を図り一人ひとりに合っ
た支援を組織的に行い、個に応じた指導を
実践する。

①スクールカウンセラーを交えた情報交換会を月に１回以上行う。
②教室環境や指導方法などの職員研修を年１回以上行う。

担当 特別支援教育委員会

児童生徒指導
基本的生活習慣の充実と「いじめと暴力」
のないだれもが安心できる学校生活を実
現する。

①菅田中ブロックで策定したスタンダードを実践する。
②関係機関との連携に努め、保護者・家庭と協働した指導を図る。
③人権尊重を基盤としたいじめ・暴力を否定する学校風土の醸成のため、生徒会活動を推進す
る。担当 生徒指導部

キャリア教育
学ぶこと・働くことの意義や役割を理解し、
情報を活用して、自己の進路選択や生き
方を考えるようにする。

①指導案や行事等の要項の「ねらい」にキャリア教育の視点からの内容を書き加える。
②職業体験や全校対象で経済同友会の協力を得て職業講話を年２回以上行う。
③菅田中ブロック全校で自己有用感を高める授業実践を行う。

担当 キャリア教育委員会

学校運営協議会
学校・地域・保護者が一体となり、小中一
貫ブロックの児童生徒の育成に取り組み、
地域とともにある学校づくりを進める。

①ブロック内各校で授業参観を含む協議会を開催する。

②学校運営協議会の記録を公開し、地域・保護者にブロック各校や地域の課題を周知する。

担当 教務部

健やかな体
自己の心や体の健康に関心をもち、自らの
健康を管理し、スポーツに親しみ日常の体
力向上の取り組みを進める。

①新体力テストの結果をもとに自分の課題を見つけ、自らの体力や健康増進に生かす。
②体育の授業前にランニングと筋力トレーニングを行い体力向上を図る。
③家庭科における食育など保健体育以外の教科との関連を図り、健康について関心を高める。

担当 保健安全指導部

学習指導部

豊かな心
道徳教育の充実を図り、ルールを守る規範
意識や礼儀を大切にする態度、自分の行
動に責任をもつ姿勢を育てる。

①各担任は年間１回以上道徳指導案を作成し授業を行う。
②朝読書の時間を年間２０日程度設定し、豊かな情操の育成を図る。
③毎月一週間「あいさつ運動」を実施する。

担当 学習指導部

重点取組分野 取　組　目　標 具　体　的　取　組

確かな学力
身に付けさせる力を明確にした授業改善を
図り、自他と協働して課題解決を図る力を
育てる授業改善を進める。

①小中の系統性を重視した学習指導の工夫。
②身に付けたい力を授業者と生徒が共有する授業を展開する。
③言語活動を多く取り入れ、他と協働しながら課題を解決する学習を進める。
④家庭学習の機会を増やし、進んで学習する習慣を身に付けさせる。担当

９年間で育てる
子ども像

豊かなかかわり合いや学び合いを通して、自他の良さを認め合える子。自分の課題に粘り強く取り組む子。

自校の
具体的取組

○授業力向上と児童・生徒指導の充実を目指してブロック合同研修会や教科部会、授業公開などの教職員交流、児童・生徒間交流
など、一層の情報のい共有化と連携を図り、児童・生徒に寄り添った指導の実現。
○日常的な児童・生徒理解を基盤として児童・生徒指導の充実を図り、中一ギャップ解消や不登校の早期発見・早期対応の充実。
○学習状況調査結果をもとに学習のつまずきを分析し学習方法の改善。

○生徒一人ひとりが生き生きとした学校生活を過ごすよう、教職員が組織的・重層的な指導を進めます。
・教師が常に授業改善に努め、他と協働・協力し、正しく考え、判断し、行動する力を伸ばす授業を実践します。
・生徒が社会で生活するために必要な礼儀や正しい言葉づかいを身に付けさせます。
・社会の一員として、人との触れ合いを大切にし、地域や社会と積極的に関わろうとする生徒の育成を図ります。

小　中　一　貫　教　育　の　取　組

菅田中 ブロック 菅田中学校・菅田小学校・羽沢小学校・池上小学校

学校の特色

□周囲を農業専用地域に囲まれ、横浜市中心部近郊でありながらも豊かな自然環境に恵まれている。
□ブロック小学校との連携が組織的・計画的・継続的に進められている。
■学習習慣や生活習慣に課題のある生徒が多い。
■思考力・判断力・表現力を高めるための指導の工夫が一層求められる。

学　校　経　営　中　期　取　組　目　標

主な関係校： 菅田小学校、羽沢小学校、池上小学校

学　校　教　育　目　標

すこやかな心と体を願って・・・
　（１）互いを認め合い、自らの生き方を切り拓く力を育てます。
　（２）社会のきまりを大切にし、責任をもって行動する姿勢を育てます。
　（３）進んで課題を見つけ、よりよく解決する力を育てます。

学級数 一般級： 13 個別支援級： 3

（平成28～30年度）

学　校　概　要

　　　　寺岡　徹 学期 3 児童・生徒数 489副校長創立 40 周年 学校長 　　小田　智子

横浜市立 菅田中学校 平成30年度版 中期学校経営方針

３，中期学校経営計画                                   
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③集団生活でのルールの必要性や大切さを

理解する心の育成を図ります。（徳・体）

学校教育法

日本国憲法
教育基本法

横浜版学習指導要領
横浜教育ビジョン

横浜市立菅田中学校全体計画構造図

学校教育目標
すこやかな心と体を願って

○社会の決まりを大切にし、責任をもって行動する姿勢を育てます＜徳・体・公＞
○互いを認め合い、自らの生き方を切り拓く力を育てます＜徳・公・開＞

○進んで課題を見つけ、よりよく解決する力を育てます＜知＞

教職員の願い
生徒の実態

地域・保護者の願い

市民力・想像力を兼ね備えた

”横浜の子ども”を育てる過程で身につける３つの力
◇学ぶ楽しさと創り出す喜びを原動力に、夢や希望に向けて努力する力
◇お互いの違いを認識したうえで、協働・共生する力
◇進取の精神と多様性を認める柔軟さをもち、変化する社会を生き抜く力

中
学
校

具体的な取り組み目標

①体験的な学習の充実を図り、自ら心と体を健やかに育む学習を進める

②さまざまな学び合いを通して、地域と関わりながら社会に積極的に貢献できる力を身につけさせる

③集団活動を通して、ルールを大切にする態度を育てる

④日常生活から課題を見いだし、さまざまな情報を活用して解決に当たる主体的な学習活動を進める

・わかる楽しさ

・達成する楽しさ

・わかり合える楽しさ

重点目標

小中一貫教育

課題解決に向け粘り強く取り組む力

分からない事に挑戦する力
積極的に学び続ける力

徳
他者を思いやり、感謝の気持ちがもてること
善悪を判断しし、正直に生きる力

礼儀や規律を正しく理解する力

体規則正しい生活を守ること

健康でたくましい体をつくること

公社会の役に立つ行動をすること
社会の一員としての資質を身につけること

社会にかかわり貢献すること

開日本と世界の違いや共通点を理解すること
コミュニケーションを通して社会への視野を広げること

環境を守り実践すること

人づくり

①学級を中心に、お互いの良さを認め合い、

体験的な活動にも取り組みます。（徳・公）

④自分たちの力で、よりよいものを作り上げ

ようとする自主的な活動を推進します。（知・公）

①達成感や感動を他と共有する喜びを実感でき

る行事や体験的な活動を推進します。（知・開）

②自分を取り巻く人々と積極的に関わる体験的

・実践的な活動を推進します。（公・徳）

③日常生活で責任をもって役割を果たす心の

育成を図ります。（徳・公）

④自分を振り返り、自らの課題解決に向け、ねば

り強く取り組む姿勢づくりを推進します。（知・体）

学年指導方針
１年 ２年 ３年

・基礎学力の定着を目指し、互いの意志を尊重し合い、

聞く力、伝えあう力を養う姿勢を育てます。

・社会的事象や歴史・文化の中にあるさまざまな生き

方や考え方を学び、公正に判断する能力を育てます。

・基礎的な概念や原理・法則の理解を深め、技能を習

得しながら数学的活動の楽しさを実感し、それらを活

用して考えたり判断したりしようとする態度を育てます。

・問題解決の楽しさを味わい、自然事象への興味と関

心を広げ、積極的に学び続ける力を育てます。

・表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音や音楽に対

する感じ方、考え方などを高め、音楽活動をする喜び

を分かち合う心を育てます。

・表現や鑑賞の幅広い活動を通して、美術の創造活動

の喜びを味あわせて感性を豊かに働かせて美術の基

礎的能力を伸ばし、豊かな情操を養う学習を進めます。

・積極的に運動に親しむ資質や能力を育て、健康の保

持増進と体力の向上を図ります。

集団の中で協力し合って学び合う能力を高めます。

・生活に必要な基礎的・基本的な知識及び及び技術の

習得を通して、生活と技術との関わりについて理解を

深め、進んで生活を工夫し創造する実践的な態度を育

てます。

・さまざまな形の実践的なコミュニケーション活動を通し

て、自分を見つめ相互理解を深める学習を進めます。

①道徳教育の充実

②人権教育の充実

③規範意識や礼儀を大切にする指導

の充実

④豊かな感性や情操の育成

⑤学校環境の整備

①健康教育や食教育の充実

②目標を設定し、その現実に向けた体

力の向上

①「読む」「書く」「話す」指導の徹底

②基礎的・基本的な知識・技能の確実

な習得

③思考力・判断力・表現力の育成

①心豊かな人間関係づくりを目指した、

体験的な活動の充実

②国際理解教育、多文化理解と共生

の充実

豊かな心の育成

健康でたくましい体の育成

国語力及び学習の基礎的能力の育成

コミュニケーション能力の育成

情報社会を生き抜く能力の育成
①情報モラル・マナーの育成

②情報活用能力の育成

③図書館の整備
社会の変化に対応する能力の育成

①環境教育、安全教育（防犯・防災）、

キャリア教育、福祉教育の充実

・体験的な活動

・問題解決的な学習

・地域の人材活用

横浜の時間 小中学校英語教育

・コミュニケーション

能力の育成

読解力向上に向た指導

・全教科における読解力の

育成

・読書活動の推進、朝読書

一人ひとりのニーズに対応した教育

・知識･技能の習得と活用に

向けた授業改善

・特別支援教育の充実

４つの具体的取り組み

国語

社会

数学

理科

音楽

美術

保体

技家

英語

各教科
・基礎・基本、・基本的な学習習慣の確立、・体験

的、問題解決的な学習の導入、・個に応じた指導の

充実、・学習状況調査等による事態把握と指導法の充実、

・少人数、習熟度別指導による学習意欲の向上

個別支援級
生徒個々の個性や特性に十分配慮した教育を行い、基礎的能力を身につけさせるとともに、可能な限り積極的に社会参加し

、自立する能力と態度の育成を図る。

特別活動
・全体計画、年間計画の整備

・学級活動の充実

・生徒会活動の活性化

・進路指導の充実

道徳・人権教育
・道徳の時間の充実

・人権意識を高める指導の充実

総合的な学習の時間

・環境教育の推進･･･自然体験活動

・安全教育の推進・・・交通安全教室

・キャリア教育の推進・・・職業体験活動

・福祉教育の推進・・・福祉体験活動、

介護体験活動

しっかり教え、しっかり引き出す指導 学

校

評

価

・１年遠足（飯ごう炊さん）、福祉理解

教育（１年）、１年自然教室（スキー教室）

・２年遠足（鎌倉）、職業体験学習（２年）

・３年修学旅行（関西方面）、３年遠足

（社会見学）、保育体験活動（３年）、

・国際平和スピーチコンテスト、

人権作文、人権の木

①さまざまな体験活動を通して、「生き方」につ

いての学習を推進します。（徳・体・公）

②まちや社会に広く目を向け、その一員とし

て取り組む姿勢づくりを推進します。（公）

③将来の生き方を具体化するために、情報を適

切に活用する能力の育成を図ります。（知）

④自信を持って自己実現できるようコミュニケー

ション能力の育成を図ります。（開）

安心で生き生きと

した義務教育９年

間を目指して

６つの重点課題

自分や他者の生命を大切にすること

小
学
校
の
教
育
目
標

・
わ
か
る
楽
し
さ

・
達
成
す
る
楽
し
さ

・
わ
か
り
合
え
る
楽
し
さ

②身近な人々の様々な生き方にふれ、自分

の特性や可能性への理解を推進します。（徳・体）

知

４，全体計画構造図                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


