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１、本校の教育目標 

（主体的に生き、豊かで逞しい人間の育成を目指して） 

○自ら考え、学ぶ人（自学） 

○理解しあい、協力する人（共生） 

○健康で心の豊かな人（健全） 

八王子市立恩方中学校 

校 長 尾暮  亮 

 

２、組織的に機能し、教育公務員としての使命感の高い恩方中学校に 

（１）学校運営 校内組織の充実と活性化 

 ★組織的な指導体制 ３つの徹底をお願いします 

  ①報告→連絡→相談の徹底 

  ②担任→学年主任→分掌主任・主幹教諭→副校長・校長 ラインの徹底 

  ③担当者→主任→主幹→副校長→校長 事案決済の徹底 

   職員会議資料、教職員、家庭、外部に配布する文書は必ず起案を 

★常に学校は組織であることを意識し、教育活動に取り組んでください 

①学年→学年経営方針の充実 年間・月間計画にそって進行を 

  ②分掌→各分掌の運営方針に基づき、教育活動を推進を 

  ③各委員会→各員会の特色を生す・生徒を育てる、より良い学校づくり 生徒会と連携して 

 ★外部には誠意と丁寧に対応を  重大な事案の窓口は副校長 

  ①地域からの苦情など 初期対応が重要 丁寧、相手の立場に立った誠意ある対応を 

   電話を受けた教職員は要件を確認→副校長（又は生活指導主任）→校長 

②重大な事案、事故 窓口を副校長に一本化 

（２）教育公務員の職責と使命の自覚を 今年も服務事故ゼロの学校を目指して  

 ★生徒、保護者、地域からの信頼の根本は服務の厳正 法を守れば法が我々を守ってくれます 

  ①体罰の根絶   ②勤務時間の厳守  ③生徒・保護者と私的メール・ラインなどの厳禁 

④車通勤届・車通勤願いの提出 適正な出張命令簿の記載と交通経路・手段の明記 交通事故時

の速やかな管理職への連絡・報告（休日や私的な旅行時でも） 

⑤出勤簿の押印 休暇・出張命令簿、引率届等の事前提出・副校長の事前承認と決裁 

  ⑥明朗な私費会計 単年度決済 お金の徴収及び会計報告は文書で 生徒派遣費を部活会計処理

にする場合は必ず文書で保護者の了承を 外部への公開  通帳管理の徹底  

  ⑦電子データ・紙データの個人情報の保護徹底  USBの持ち出しと自宅採点のためのテスト持

ち帰りは所定の手続きを 

  ⑧週案簿記入と週案簿の提出（昨年度教育委員会から是正を指摘） 

  ⑨公簿管理の徹底 出席簿、指導要録 記載漏れ誤記のないようお願いします  

保健関係（養護教諭） その他の文書（副校長・事務） 昨年度市教委から是正を指摘 

（３）期待する教師像 ひとりひとりの生徒に目を向け、顔を向け、心を向ける教師 

①フットワークの軽い教師  

②組織の一員としての自覚をもち、授業規律、生活規律、集団の規律に立ち向かえる教師 

③生徒や保護者の心を受け止めて、生徒ひとりひとりの夢や目標の実現を支援し、生徒の成長

を心から喜べる教師 

 ④豊かな人間性と高い専門性をもち、厳しさをもって職務を遂行できる教師 

 ⑤恩方地区の特性を理解し、地域と共に歩める教師 

（４）育てたい生徒像 



①主体的に学び、自らの進路選択ができる生徒 

②心身ともに健康で、責任ある行動がとれる生徒 

③基本的な生活習慣を身に付けた生徒 

④お互いの良さを尊重し、協力できる生徒 

⑤学校や社会のきまりが守れる生徒 

３、本年度の重点目標と方策 

（１）基礎学力の向上と指導方法の工夫改善 

①年間計画に沿った確実な教育課程の実施と年間授業時数の確保 

②正しく読む、丁寧に書く、正確に計算できる 

③授業規律の徹底 授業の中の生活指導 授業でより良い人間関係をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

④研修テーマを理解した授業の展開 

思考力・判断力・表現力の基盤になる言語活動の基礎を身に着ける 

⑤生徒の実態に合った指導の工夫改善 

  個に応じた指導 学力にあった指導の工夫改善 習熟度別少人数指導の検証 

⑥魅力ある授業と正しい評価・評定 

 ・意欲・関心を高める教材・教具の研究・開発 導入の工夫 考える時間の確保 

 ・１単位時間の目標を明示し、学習の見通しがわかるようにする 

 ・客観的な多様な評価方法 

⑦各調査結果の分析と学力向上・学習状況改善計画と授業改善推進プランの反映 

⑧相互授業参観の実施 １，２学期３回、３学期２回を目標に 

⑨宿題の奨励 家庭学習の習慣・充実 

（２）基本的な生活習慣の確立と組織的な指導体制  

①生活指導部の方針の共通理解と組織的実践 

②本年度の変更したきまりの指導は生徒の実態に応じて柔軟、臨機応変に対応を 

 

 

 

 

 

 

 

 

③朝読書の徹底 朝読書の時間は読書をする 宿題をやらない、プリントを読ませない 

④チャイム着席の徹底 

⑤ルールを守った自転車の登下校 

 ・二人乗り・ノーヘル・並走・禁止、違反者カードの活用  ・組織的な下校指導体制（テス

ト一週間前など） ・地域からの苦情には誠意をもって迅速に対応を 

⑥清潔な教室環境と創造的な掲示物 

⑦人権尊重、生命尊重の基盤に立った生活指導 

 ・生徒の心のサインを機敏に察知 内面に迫る指導 体罰の厳禁  保護者と連絡を密に  

１、携帯、スマホは防犯上の観点から 恩二、美山、乙津地区のみ 

  その他の生徒は緊急性及び重大性のある時のみ、保護者が生徒手帳にその都

度書いてくる 

２、ペットボトルは禁止 

３、整髪料使用の禁止 

４、女子は校外学習、集会の時は髪を束ねる 

５、夏服の時、ポロシャツをズボンに入れる。 

 

 

 

・本時の目標の明示 ・教科書、ノートを机に出させる ・寝かせない ・ノ

ートに書かせる ・勝手に立ち歩かせない ・耳と目で話しを聞く ・提出

物を出させる ・落ち着いた学習環境の整備 ・指示と指導 

 →机間巡視お願いします  

・授業の約束を４月初めに生徒に明示してください 

・授業の中で規範意識を育ててください。 

 



 ・ふれあい月間、自殺予防月間の全校的な取り組み 

⑧規範意識の育成 だめなことはだめ、 当たり前のことを当たり前にできる生徒 

⑨外部機関と積極的に連携 

  高尾警察署 子ども家庭センター 児童相談所など 

 ⑩校内委員会（教育相談・特別支援）の推進・充実（毎週定例化）と情報共有 

(３)健やかな心と体の育成 

①道徳教育の充実と心を育てる教育の推進 

 ・年３５時間道徳の授業の確実な実施と年間指導計画に基づいた指導 

・道徳の資料を起案して事前に校長・副校長に提出してください（本年度より） 

②福祉体験、介護施設訪問、職場体験など道徳の授業の関連性を大切に 

③体育的行事、文化的な行事を通した道徳的実践力の育成 

④各種地域行事の参加とボランティアの奨励 

⑤授業の中で健康な心の育成 分かる授業 授業の中での自己実現 自己有用感・達成感 

⑥ひとりひとりを大切にする学年・学級経営 教室に自分の居場所がある 学級の帰属感 

⑦より良い集団づくり 学年集会の実行 いじめを許さない 被害者の立場に立つ指導 

⑧自己肯定感、自尊感情を高める だれもが学級に必要な生徒 良いことを認める、褒める 

 分かる授業・個に応じた指導方法 授業の中で自己実現・達成感 

⑨体力テストの結果分析と保健体育の授業の充実 

⑩食育の充実 

⑪部活動の奨励 体力の向上と豊かな情操の育成 

⑫特別支援教育の充実と外部機関との連携 

 

４、中長期的な目標  教育目標を具現化するために(３年～５年） 

（１）だれもが安心して過ごせる学校  

 ①人権尊重生命尊重の基盤に立った学校づくり 

 いじめ・暴力・暴言の排除 弱い生徒を守る 生徒の心のサインを機敏に察知  

 担任が抱え込まない・抱え込ませない 組織で対応 保護者と連携 

 ナイフ・危険物の持ち込み厳禁 生命尊重に毅然とした指導 

②基本的な生活習慣の徹底と組織的な生活指導体制 

 規範意識の高揚と規律ある生活 だめなものはだめ 孤立した教員をつくらない 

③施設・設備の安全管理 学校は生徒にとって最も安全な場所に 

・ 鍵の管理の徹底 鍵は必ず保管場所へ  ・火元責任場所の適正な管理 

・破損・危険個所の速やかな連絡   ・放課後の活動に死角を作らない 

④ひとりひとりを大切にする学年、学級づくり  

・正義が通る学級、学年 ・だれもが学級で大切な人 ・正しい意見を言える雰囲気   

・不正を学級で、学年で許さない ・だれもが学級への帰属意識がもてる 

⑤正しい土壌を育てる 

 ・リーダーの育成 一般の生徒の心が学校・教員に向く 生徒が生徒の不正を許さない 

⑥清潔で掃除が行き届いた教室、校舎 創造的な掲示物 廊下の掲示物の管理 

⑦家庭や地域のへ積極的な情報発信 ホームページの充実 各種便りの発行 

 学校の取り組み、課題、生徒の様子など、学校・学級でなにをしているかわかるように 

 ⑧保護者や地域の願いや期待に応える学校 

⑨特支援教育の充実 

  （２）落ち着いて授業が受けられる学校 

①教育課程の確実な実施と指導方法の工夫改善 小学校との連携 

②校内研究の沿った授業の展開と検証 OJTによる授業相互参観 

③魅力ある授業と分かる授業の推進 



 授業の中で達成感・自己有用感を 授業で生徒とより良い人間関係づくり 個に応じた指導 

指導方法の工夫改善 意欲関心を高める教材・教具の研究 生徒心待ちにする授業 

④基礎学力の確実な定着 各種調査結果の分析を学力向上・学習状況改善計画への反映 

⑤授業規律の確立 指導が困難な兆候が出たら情報を共有して複数で教室に入る 

⑥着実な朝読書の取り組みと実施 落ち着いた学習環境の基盤・バロメーター 

（３）生き生きと自己実現ができる学校  楽しく魅力ある学校づくり 

①系統的・計画的なキャリア教育の推進 自分の未来に夢と希望をもつ 

②読書１万ページの推進 生涯学習の礎 

③行事に躍動する学校、学年、学級 

 ・行事を通してより良い集団づくり ・行事を要とした学年・学級経営 ・生徒の活動を重視 

 ・生徒を前に出す ・どの生徒にも出番を ・終えた後の成就感と反省 

④部活動に躍動する学校 

 ・授業では経験できない体験を  ・エネルギーを部活動で発散  ・苦しくても部活は楽し

い ・３年間続けた部活は大きな財産 ・外部指導員との連携 ・生徒派遣費の適正な処理 

⑤学年集会の定例化 

 ・教師の夢や思いを伝える ・課題を共有する、考える ・良いことは学年全体で喜ぶ 

 ・リーダーを育てる ・正義の土壌をつくる 

⑥自尊感情を高める 

  ＊各調査結果より、褒められた経験や自己肯定感が全国・都の平均より大きく下回っています。 

   生徒の良い所を積極的に認め、褒めてください。保護者に伝えてください。自尊感情を高める

指導方法の工夫改善を学年会、生活指導部会等で検討してください。 

（４）小中一貫教育 （恩一、恩二、元木小と共に） 

①９年間で育てたい児童・生徒像  恩方地区３校の小学校と本校の共通目標   

 ・良く考え、学ぶ児童・生徒 

 ・心身ともに健康で逞しい児童・生徒 

 ・自らの進路を切り拓く児童・生徒 

②９年間で育てたい児童・生徒像に迫るための具体的な取り組み 

③授業交流などを通して、生徒理解・指導方法の工夫改善 

④お互いの学校の立場を尊重して、円滑な小中一貫教育の推進 

⑤特別支援教育面での積極的な連携 

（５）特別支援教育の推進と充実 

①SCと連携して校内委員会の充実と情報共有 校内研修の充実 

②浅川中学校と通級とペア校 浅川中学校との連携を通して特別支援教育の理解と実践を高める。 

③八王子特別支援学校との副籍交流を積極的に推進する。 

④特別支援教育の手法を理解し、個に応じた指導を通して、生徒理解を深める。 

 

５、事務経営    迅速・安心・透明な事務室    と環境美化  

①会計管理と計画的な予算の執行 月ごとに執行状況を明示 

②節電、節水、省エネに努める 前年度並み又は前年度より低く抑えることを目標に 

③公文書管理 提出文書は正確にそして期日に余裕をもって 

④備品の管理及びチェック（備品チェックは台帳と照らし２年毎に） 

③文具・物品の適正な管理 

④校舎は老朽化しているが、校舎内外の美化を推進し生徒の心を育てる 

⑤破損個所・修繕要望は萩澤さんに連絡してください。 

⑥萩澤さんがこまめに動いていだだいているので、環境美化に手が行き届いています。全教職員

で、美しい環境が維持できるようにしてください。 

 


