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平成３１年度 学校経営計画 足立区立青井中学校 

 

学校長 大瀧 訓久 

１ 学校教育目標 
・みずからを鍛え みずからを伸ばす生徒   

・正しく判断し 責任を持つ生徒   

・人を大切にし 社会に尽くす生徒  
 

２ めざす学校像、児童・生徒像、教師像 

○学校像 

○困難に遭遇した時に、それに立ち向かう勇気の核となる心の体験ができる学校。 

〇よりよい社会を創造する主権者としての知識、資質を身につけられる学校。 

〇一人の人間が家庭から社会集団へと参加するのを促し、支援できる学校。 

○児童・生徒像 

〇生涯にわたって健康で明るい生活ができるよう心身の鍛練に努める生徒。 

〇社会的に正しい判断ができ、自己の思いをしっかりと伝えられるとともに、相手の意

見もしっかり受け止められる生徒。 

〇自立した社会人として成長するための知識、資質を身につけている生徒。 

○教師像 

〇教育公務員としての使命と責任を自覚して、情熱をもって教職の遂行に努める教師。

〇区民の教育に寄せる期待と負託に応えるために、常に資質を磨く努力をし、生徒の成

長や発達を深く理解して、指導できる教師。 
 

３ 学校の現状及び前年度の成果と課題 
＜学校＞ 

[良さ] 少人数の良さを生かし、全教職員で生徒一人ひとりに目を向けきめ細やかな対応を図っている。

生徒との信頼関係を積み重ね、「規律ある学校生活」「心の育成」が築かれている。生徒会もスロー

ガンを揚げ活力ある自治活動を展開し、意欲的に改善を図っている。地域からは笑顔のあふれる

落ち着いた学校と評価されている。          

[課題] ①基礎学力の向上と、個に応じた指導の充実 

 ②自己肯定感の育成  

    ③学校教育と家庭教育の連携 

＜生徒＞ 

[良さ] 純朴で明るい。青井中学校を創るのは生徒自身だ、という意識で生徒会スローガンを掲げ、生徒

自らが課題改善に意識を持ち委員会・部活動に取り組んでいる。 

[課題] ①社会性を磨き、学力の必要性を認識して、学力向上を図ること。 

②自己肯定感・自己表現方法の伸長を図ること 

＜教師＞ 

[良さ] 学校経営方針を踏まえ、「凡事徹底」を図ると共に、生徒の個々の実態を把握・理解し、授業・委

員会活動・学級指導・部活動に、「第一に生徒の育成のため」と受け止め真摯に取り組んでいる。

小中連携・若手教員の育成・校内研修等、意欲を持って取り組んでいる。 

[課題] 指導力の向上 

＜保護者・地域＞ 

[良さ] 保護者・地域ともに協力的である。地域においては、多面的な支援をいただき、多くの方々が生徒

を見守ってくださり、「地域の学校」との思い入れや期待がさまざまの場面で感じられる。 

[課題]  学校外学習を含む家庭教育の意識の強化と、わが子の実態を踏まえ学校と協働して指導にあたる

こと。 

＜前年度の成果と課題＞ 

基礎学力の定着と向上 

区学力調査の通過率は、目標を２ポイント上回った。音読トレーニング、放課後補充教室、家庭学習、朝読書

に生徒はよく取り組んだ。加えて発表活動にも取り組んだ。英・数・国のコンテストは３回、各種検定は計４回

実施した。 

一人ひとりに目標を持たせ、個に応じた指導を補充教室、少人数授業で継続して実施し、基礎学力の定着と向

上を図っていく。 

教師の学習指導力向上 



 ２ 

小中連携は国・数・英・社・理・体・専科の７分科会に分け、３回の指導案検討会及び２１回の研究授業を実

施した。全ての研究授業で、各分科会に講師を招聘して指導を受けた。校内研修では教科指導力向上のために９

回の研究授業を行った。さらに、相互授業見学週間を年２回、ライフスキル研修・公開授業を１１回実施した。

道徳の授業力の向上に向け、道徳授業見学月間を設け、講師を招き研究授業を行った。 

来年度も研究授業に取り組み、学習指導力の向上に力を注ぐ。 

生徒・保護者との信頼関係に基づいた生活指導 

 引き続き「凡事徹底」を図り、授業及び、生活規律の確保に「チーム青井」として全職員で取り組んだ。教

育相談を年３回、必要に応じて面談や家庭訪問を行った。学校、学年便りを定期発行し、生徒の活躍や学校情報

を広報し、家庭との連携を図った。「命の授業」「人権教室」「道徳講演会」「平和を考える授業」「ライフスキル

授業」など、生き方を考えさせる取組にも力を注いだ。毎週の朝礼では各委員会が持ち回りで日頃の活動や今後

の取組について発表を行った。生徒会本部主催の生徒朝礼を定期的に行った。 

今後とも家庭と連携しながら心に響く指導に努め、規範意識、自己有用感の育成を図っていく。 
 
 
 

４ 重点的な取組事項 
番

号 
内容 

実 施 期 間  

29 30 31 32 33 

１ 
 

基礎学力の定着と向上 
○ ○ ○ ○ ○ 

２ 
 

教師の学習指導力向上 
○ ○ ○ ○ ○ 

３ 
 

生徒・保護者との信頼関係に基づいた生活指導 
○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 

５ 平成３１年度の重点目標 
 

重点的な取組事項－１ 基礎学力の定着と向上 

Ａ 今年度の成果目標 
平成３１年度区学力調査目標通過率と年
度末の到達目標 

基礎・基本の定着 
目標通過率５６％（正答率６０％）、
３１年学力調査次の学年分目標正答率
６０％ 

Ｂ 前年度の取組み内容 

項目 具体的な方策 

基礎・基本事項の定着に向けた補
充教室等の実施 
 

補充教室は英語・数学とし、２週間のスパンで内容を設定した。第 1
週の月曜日に単元テストを行い、目標に到達していない生徒を対象に
補充教室を火曜日から金曜日まで実施し、第２週の金曜日に確認テス
トを行った。適宜、学習方法等についてアドバイスを実施。 
サマースクールは、１年は数学、英語で７日間。数学は、勉強合宿で

使用する教材を使用し個に応じた丁寧な指導を実施した。また、指導前
後に合宿で使用するテスト等を活用し評価テストを実施した。２・３年
生も７日、数学、英語、社会等を実施した。 
各検定２回、各学習コンテストを１回ずつ計画的に実施し、補充教室

とリンクさせることで、学習目標を持たせた。 

学力定着状況分析、授業改善 
区調査結果をもとに S-P表を作成・分析し、授業改善、放課後等の個

別指導の改善を行った。 

家庭学習指導 
学習課題を出し、家庭学習ノートを毎日点検した。９割以上の生徒が

毎日提出し、未提出者は、放課後指導を実施。 

英語・数学での少人数授業実施 加配教員を活用し、習熟度別少人数授業を計画的に全学年で実施。 

朝読書による読解力・理解力向上 毎朝 10分間の読書活動を行った。 

英語音読トレーニング 
終学活時に英語科教員の指導の下、毎日英文を音読することで、リズ
ム、正しい発音、語法の習得に力を入れた。 

Ｃ 前年度の成果と課題 



 ３ 

 年度当初の区学力調査の通過率は学校全体で、６０％であり、目標を２ポイント上回った。各教科課題
を分析し、教科指導専門員の力を借りながら授業改善に取り組んでいる。放課後補充教室を毎日実施し、
基礎学力が定着していない生徒に繰り返し指導を行った。家庭学習ノートは、９割以上の生徒が毎日提出
している。前期中間・期末考査前１週間に、３年生が１年生に学習方法も含めた補充教室を行い、生徒が主
体的に学習に取り組む雰囲気を学校全体で作った。また、図書委員会と第 2 学年でビブリオバトルを実施
するなど、主体的に読書に取り組む姿勢を育んだ。落ち着いた授業への導入にも役だった。図書館の利用
者数、貸出数とも昨年度の 2～3倍に増加した。英語音読トレーニングにより、単語やリーディングの力が
伸びている。 
少人数授業の改善を図りつつ、放課後補充教室、朝読書、漢検・数検・英検への取組、漢字コンテスト・

計算コンテスト・スペリングコンテストの取組等を組み合わせて、引き続き基礎・基本の定着に努める。さ
らに学年や個の特徴に応じた指導を工夫し、生徒が主体的に学習や生活にチャレンジする風土を醸成して
いく。 

Ｄ 今年度の目標実現に向けた取組み 

項目 達成基準 具体的な方策 

別紙 
「平成３１年度 学力向上アクシ
ョンプラン」参照 

  

   

   
 
 
 
 
 

重点的な取組事項－２ 
 
教師の学習指導力向上 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準 

 
小中連携・校内研究を通した学習指導力育成 

 
以下の研究授業等の実施 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 
項目 達成基準 具体的な方策 

小中連携研修 

・小中合同研修会において、
授業公開・指導案検討・研
究授業・協議会を実施す
る。 

・年間１８の研究授業・７回
の協議会を開催する。 

 
 

・「小中学校全教科における課題解決型
授業展開の工夫」を青井中・青井小・加
平小３校共通の研究課題とする。 
・教科別分科会において小・中共通の指
導テーマを設定して研究する。 
・第２回から第７回の各協議会日に指
導案検討・研究授業を実施し、８教科年
１８の研究授業を行う。 

自尊感情・自己有用感等の育成研
修、ライフスキル研修の実施 

校内研修・授業研究・公開授
業を６回実施する。 

・自尊感情や自己有用感等を育成する
ため、研修と授業研究を実施する。校内
で指導案・授業を公開し、授業者のスキ
ル向上に努める。土曜授業等の公開日も
活用する。 
・研修は職員会議後に設定するなど計
画的に実施する。 

授業研究の実施 
・成果発表授業・研究授業を 
７回実施 

・授業公開週間を年２回実施 

・教科指導専門員を活用し、授業改善に
日常的に取り組む。公開授業・研究授業
を行い、指導力の向上を図る。 
・道徳授業地区公開授業とリンクさせ
道徳研究授業に取り組み、指導力の向上
を図る。 

 
 
 
 
 
 

重点的な取組事項－３ 
 
生徒・保護者と信頼関係に基づいた生活指導 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準 



 ４ 

生徒を生かす生活指導 
生徒・保護者・地域からの学校評価で肯定
的な回答８０％ 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 
項目 達成基準 具体的な方策 

自他を尊重する規範意識の育成 

・生活指導部会の定期実施 
・生徒アンケートで、「決まり
を守っている」という回答
が、８０％以上 

・生活指導方針に基づき、凡事徹底を図
る。毎週の生活指導部会で認識を共有
し、生徒指導に当たる。 
・「青井中学校を創るのは自分たちだ」
という意識で主体的に委員会・行事を運
営させることで、規範意識の向上に努め
る。 

自尊感情・自己肯定感の育成 

・ライフスキル教育の計画的
実施 
・朝礼時、生徒主体の発表機
会を、年２０回以上実施 

・原則月１回ライフスキル授業を実施
する。行事、ボランティア活動、委員会・
係活動、道徳、学活等を通じて、生徒の
自尊感情や自己有用感の育成を図る。 
・学級・学年で生徒の日常活動や学習活
動の発表機会を定期的に確保する。朝礼
で、各委員会が持ち回りで活動発表を行
う。生徒会本部の企画・運営で定期的に
生徒朝礼を実施し、生徒の発表の場とす
る。活動と発表を通して生徒が主体的に
学校をよりよくしていこうとする意識
を高める。 

家庭と連携した生徒指導 

・教育相談等を年に２回行
う。 
・修学支援委員会の定期実
施。 
・必要な生徒・家庭への特別
な支援の実施。 
・いじめの早期発見と解消 

・三者面談２回、１年は家庭訪問も行
う。 
・修学支援委員会（特別支援委員会、兼
不登校対策委員会）を毎週開催し、情報
交換を行う。SC・SSWと連携して対策を
検討する。 
・連絡なく登校していない生徒へは、朝
の電話連絡を実施し、所在確認を行う。
必要に応じ適宜家庭訪問、面談を行う。 
・担任は、支援が必要な生徒・家庭と随
時連絡・相談を行い、青井ルームの活用、
外部機関との連携等を図り、不登校の発
生・解消に努める。 
・日常の観察と家庭との情報交換、定期
的ないじめに関するアンケートを実施
し、いじめの早期発見と早期解決を図
る。 

学校情報の定期的な発信 
・学校便りを毎月、学年便り
を毎週発行する。 

・生徒の活躍や教員の思いを広報し、家
庭との心の連携を強化できるように、定
期的に発行する。 

 
 
 
 
 


