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令和２年４月１７日

令和２年度 府中市立府中第三中学校 学校経営計画  
府中市立府中第三中学校 

校 長  持 田    晃 

はじめに（学校経営方針）  

中学校教育の使命は、生徒一人一人の潜在的な能力を引き出し伸ばしつつ、社会において自立的に生

きる基礎を培い、社会の形成者として必要な資質を養うことにある。  
各人が社会の変化を乗り越え、伝統や文化に立脚し、高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者

と協働しながら未来を切り開いていける力を身に付けさせることが必要となる。  
そのため、府中市教育委員会及び東京都教育委員会の教育目標・基本方針に基づき、本校の教育目標

の実現を図る。  

 

 ＜校訓＞       ＜教育目標＞  
 「自他の敬愛」 (１） 自分を大切にし、他人を尊敬し、楽しい学園を作ろう（生活）  

（２） よく運動し、衛生に注意し健康な身体を作ろう（健康・安全）  

（３） よく勉強し、個性を伸ばし、役に立つ人間になろう（学習）  
（４） 勤労をよろこび、苦難にうち勝ち、正しく強く生きていこう（進路）  

 

 Ⅰ 目指す学校  

１ 目指す生徒像（教育目標）  

（１）「自分を大切にし、他人を尊敬し、楽しい学園を作ろう（生活）」を受けて 

「励まし合い、支え合う生徒」 ← ＜自己理解・人間関係形成能力＞  

      感謝と思いやりは、互いの存在を肯定的に受け止め、ともにかけがえのない人間であるこ

との自覚から生まれる。  

      他者の良さは、具体的な発言や行動から理解を深めるものであり、自己をさらに高めるも

のである。そういった点で、生徒の良さや活躍を広めることや生徒の言動に感謝の気持ちを

教職員が率先して表すこと、あいさつに加え一言言葉を交わすことで醸成していく。  

（２）「よく運動し、衛生に注意し健康な身体を作ろう（健康・安全）」を受けて 

「健康・安全に配慮できる生徒」 ← ＜セルフコントロール能力＞  

      他者と自分の違いに気づき、健康面・安全面に配慮できることは、社会をとおして必要な

技能である。また、違いが分かることは自分自身を知ることにもつながる。自己の特性を理

解するとともに、さらに高めようとする姿勢を醸成する。  

そのためには、健康であることが絶対条件となる。  

（３）「よく勉強し、個性を伸ばし、役に立つ人間になろう（学習）」を受けて 

「主体的に学ぶ生徒」 ← ＜課題設定・将来設計能力＞  

        「自ら学ぶ」とは、自主的な学びはもとより、主体的な学びを指す。自主的は、なすべきこ

とを人に言われないで率先して行うこと。主体的は、なすべきことを自分の意志や判断で決

めて行うことである。両者の違いは、自己決定の場の有無である。生徒が学習の対象を客観

的に捉え、数ある選択肢の中から、自分なりの根拠に基づいて、決定しながら学ぶことであ

る。日々の授業においても、こうした学びの場である思考・判断の場面を設定し、表現に結

び付ける授業形態を実施していく。  

（４）「勤労をよろこび、苦難にうち勝ち、正しく強く生きていこう（進路）」を受けて  

「自己実現に努める生徒」 ← ＜社会参画能力＞  

       生徒の自己実現の過程で大きな役割を果たすのが、夢や理想である。生徒の描く将来像に向

けて教師が温かく受け止め、近づけるように励ましていく。  

生徒の自己実現を支え続けるのは、「あせらず」「たゆまず」「おこたらず」の精神である。 

それを支える教師は、「はげまし」「みとめて」「あきらめない」ことを重視する。  
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２ 目指す教師像  

（１）生徒のよさを引き出し伸ばす教師  

教師は、生徒の自己成長力を信じ、話をじっくり聞いて考えを引き出し、そして待つことが重

要である。単元全体や一単位時間の中で、計画的に言語活動の場面を取り入れていくことが、生

徒の思考力・判断力・表現力を高めることにつながる。誠意をもって生徒の話を聞き、関わる中

で自信を深め、自己肯定感を高め、生き生き、伸び伸びとした活動を導き出す。  
（２）率先垂範・師弟同行する教師  

生徒は教師の後ろ姿に学ぶものである。一方、教師は生徒と共に歩むことで教育愛を育み、生

徒理解を深めていく。生徒の指標として、人生の先輩として、自らに厳しくその職責を果たすこ

とである。  

（３）共に学び続ける教師  
生徒と共に、学び続ける教師の姿勢。これこそが生徒の心を動かし、生徒を変え、保護者の信

頼を厚くし、地域社会の共感をも誘うと考える。  

各教科においては、生徒が生涯にわたり主体的に学び続けられるよう、①自ら課題を発見し、

解決する力、②他者と協働するためのコミュニケーション能力、③物事を多様な観点から論理的

に考察する力、の三つを育成することが重要である。こうした力を育むためには、「主体的・対

話的で深い学び」を取り入れた授業づくりを行う。不断の授業研究・教材研究が必要となってく

る。  

（４）組織人としての自覚と連携を深める教師  
学校は、意図的に計画された教育活動を実践していくことで、目指す生徒像に向けた育成を図

るものである。そのためには、常に意識を高め、担当する職務をよりよくするための方策、より

よく機能するための工夫・改善などを視野に組織力を深化させ、組織としての力を高めるととも

に、業務の効率化を図ることも必要である。  

  
３ 目指す学校像  

（１）生徒も教職員も互いに尊重する安心・安全な学校  

人権尊重の精神を基盤とし、特別支援教育の視点を生かした教育実践を積み重ねていくこと

で、誰もが安心でき、互いに助け合える人としてのネットワークを強化する。  
（２）生徒も教職員も学ぶ喜びと自信がもてる学校  

生徒一人一人の自己実現を図るため、各教科で「力の付く授業」を実践し、確かな学力の定着

及び伸長を図る。さらに、教師が常に授業改善の意識をもち、生徒が主体的に学習に取り組み、

よりよい人間関係が築けるよう「学びに向かう力、人間性等」を育成し、生徒の自尊感情・自己

肯定感を高める。  
（３）生徒も教職員も「チーム三中」としての力を生かし、主体的に課題を解決する学校 

学校を取り巻く諸課題に対応するため、保護者、地域、関係団体等との協働体制を推進し、 

「チーム三中」としての対応力を高める。  
そのためには、教職員間での「目標への意思統合」と「コミュニケーションの活性化」を図り、

「目標共有」、「役割分担」、「調整・統合」の三つの機能を重視した組織運営力を高める。  

（４）生徒も教職員も地域から信頼される学校  
創立６０周年という記念すべき年として、学校の教育活動を積極的に発信するとともに、生

徒、保護者、地域、教職員が共に支え合い、地域が誇る学校を目指す。  
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Ⅱ 中期的目標と方策  

１ 生徒一人一人の「生きる力」の育成  

教育目標の育成を目指し、生徒が社会で自立するための基盤となる力である知・徳・体のバラン

スとともに基礎的・基本的な知識・技能、思考力・判断力・表現力等及び学習意欲を重視し、調和

的に育む。  

２ 学校経営力・教職員の資質の向上  
カリキュラムマネジメントを実施する中で、教職員が個人・組織の力量を高め、組織体としての

機能を向上させる。  

３ 学校・家庭・地域との協働  
地域に開かれ、地域とつながる体験的な教育活動を展開し、保護者・地域の信託に応える学校づ

くりを推進する。  

  
Ⅲ 令和２年度の取組目標と方策  

１ 教育活動の目標と方策（１年間の学校の教育活動全般についての指針）  
（１）学力・体力向上の取組  

各種学力調査の定量的データによる分析と系統的な指導、教科の特性に応じた指導、数学・英

語における習熟度別少人数指導による個に応じた指導をさらに充実する。  

（２）チームとしての学校力の向上 
地域と連携した取組の充実を図るとともに、地域と協働した教育活動の実践により、コミュニ 

ケーションの活性化を図る。また、創立６０周年記念行事をとおして協働体制をさらに高める。  
（３）保護者・地域との連携  

地域に根ざし信頼される学校の実現を目指し、地域、ＰＴＡ等と連携したボランティア活動を

推進し、オリンピック・パラリンピック教育としてのボランティアマインドの醸成を図る。  
  
２ 重点目標と方策  

    （ 別 紙 ） 

 

 

    Ⅳ 組織運営の方針  

１ 若手教員（１年目～３年目、４年目～１０年目）の育成、組織及び職層、経験を生かした組織の活

性化と全教職員の学校経営への参画（ＯＪＴと意識の向上）  
２ 教職員が相互に創意・工夫し、専門性を生かし、コミュニケーションの活性化と組織力の向上  

（チーム力）  
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令和２年度 学校経営計画（別紙） 

 ＜今年度の取組目標と方策＞ 

＜重点目標＞ ＜方策＞ 

学 

校 

運 

営 

＜特別支援教育の推進＞ 

〇特別支援教室拠点校としての利点を活か

し、特別支援教育の理解を深め、指導力や専

門性の向上を図る。 

①特別支援コーディネーターを中心に、ＰＤＣＡサイクルに基づ

き、特別支援校内委員会の機能を活かし、通常の学級におけ

る配慮の必要な生徒への支援について組織的に取り組み、共

通理解・共通実践を図る。 

②特別支援教室拠点校としての利点を活かし、校内研修をさら

に充実させ、特別支援教育の視点に基づく環境整備や授業改

善を進め、ユニバーサルデザイン化を推進する。 

③個別指導計画や学校生活支援シートの活用を通して、「情報

の共有化と支援の共通化」を図るとともに、巡回校との連携を

強化し、生活上、学習上の困難の改善に努める。 

＜地域と協働する学校づくりと小中連携一貫

教育の充実＞ 

〇地域・保護者との連携を図った府中版コミ

ュニティ・スクールを推進し、「顔が見える

関係」「立ち話ができる関係」の連携をとお

して、創立６０周年行事を実施する。 

〇情報発信を積極的に行い、「生徒活動の見

える化」を進め、「地域が誇れる三中」を目

指す。 

〇三中学区（矢崎小・南町小・府中三小）と

の小中連携を基盤とし、目指す子ども像の共

有・実践を図り、キャリア教育の充実を図

る。 

①学校評価を生かした学校改善に向け、スクールコミュニティ

協議会や地域コーディネーターを活用して、本校の教育活動へ

の支援・協力体制の進化を図り、創立６０周年記念行事を実施

する。また、地域朝礼を継続し、生徒の「地域の一員としての自

覚」を深める。 

②学校だより、学年だよりやホームページ等を活用して、情報

提供を積極的に行うとともに、学校 PTA との連携を強化する。

保護者・地域・学校が協働するボランティア活動を推進する。 

③三中学区の目指す子ども像を念頭に、年３回「小中連携の

日」の教科別分科会を設定し、「学び」と「育ち」における小中連

携を図る。府中三小とは「生活指導協力推進員」制度を活用し

て、連携を強化する。学区内小学校からの進級率を維持する。 

学 

習 

指 

導 

＜確かな学力の向上＞ 

〇全教科において、「主体的に学び、自ら考

え、個の確立」を目指した授業改善を推進す

る。 

〇個に応じた指導を充実させる。 

〇「自立した学び」に向けて、自学・自習で

きるよう、家庭学習の習慣化を推進する。ま

た、指導と評価の一体化を図る。 

〇読書に関する関心を高め、図書活動を充実

させる。 

①新学習指導要領の主旨を踏まえ、三中生に身につけさせた

い力を全教科において実践し、授業改善を図る。また、法教

育、消費者教育の充実を図る。 

②数学科・英語科において、習熟度別少人数指導を実施すると

とも 

に、数学・理科においては市学習支援員を活用した指導を展開

する。 

③生徒の授業アンケートの肯定度を 80％以上とする。特に「個

の確立」を図るため、「考える」「表現する」授業改善に努める。 

④自立した学びに向け、「放課後学習教室」を活用するととも

に、家庭学習の習慣化を図る。また、新学習指導要領の主旨

を踏まえた評価に関する研修会を実施し、指導と評価の一体

化に図り、次年度の全面実施に備える。 

⑤言語活動の一環として、年間を通して朝読書を実施する。ま

た図書室支援員等を活用して、読書習慣の質を高める。 

＜健康な心と体の育成＞ 

〇保健体育科の授業や運動会などの体育的行

事、部活動を通して、健康教育や体力向上に

学校全体で取り組む。 

①保健体育科の授業を中心に、体力向上の手立てを工夫し、

全種目において都標準を上回ることを目標とする。 

②コオディネーショントレーニング拠点校等を活用し、随時外部

講師を招聘し、生涯にわたって運動に親しむ資質・能力を育て

る。 

＜道徳教育を要とした学校づくり＞ 

〇「特別の教科 道徳」の時間を要として、

生き方を深く考える道徳教育の充実を図り、

「生命の尊さ」「思いやり、感謝」を重点項

目とした指導を展開する。 

①これまでの実践研究の成果を生かし、人権尊重の精神の基

盤である「生命の尊さ」「思いやり、感謝」を重点項目とし、生徒

の道徳的な判断力、心情、実践意欲や態度を育てる「特別教

科 道徳」の時間の充実・改善を図る。 

②ローテーション道徳の実践を通して、全教員で取り組むこと

で、教科指導にも生かす。 



5  
   

 ＜今年度の取組目標と方策＞ 

＜重点目標＞ ＜方策＞ 

生 

活 

指 

導 

・ 

進 

路 

指 

導 

＜伝統ある校風を高める生活指導＞ 

〇学校生活の充実に向けて「身だしなみ」

「清掃」「挨拶」「時間」に重点を置き、本

校の伝統を受け継ぎ、校風を高め、授業を大

切にする指導を充実させる。 

〇学級・学年を超えた指導・支援体制を確立

する。 

〇保護者や関係機関と連携し、学校不適応の

指導・対応の充実を図る。 

①「みそあじ+じ」をスローガンに、「時間」「話を聞く

態度」を重点的に、当たり前のことを当たり前にやり続け

られる基本的な指導を全教職員で徹底する。基本的生活習

慣の確立について、肯定的評価を 80％以上とする。 

②いじめは、「いつでも、だれにでも」起こり得ることと

しての認識を新たにし、早期発見と早期対応に努め、いじ

めの根絶を目指す。 

③受容的・共感的な生徒理解を基盤とした教育相談活動を

充実させる。1年生のスクールカウンセラー面接は個別面

接とする。組織的に不登校の解消に努め、不登校出現率を

3％以下とする。 

＜キャリア教育を中心とした学校づくりとカ

リキュラムマネジメントの充実＞ 

〇生徒一人一人の社会的・職業的自立に向け

て必要となる能力や態度の育成を図る。 

〇生徒一人一人の夢や目標の実現と社会的な

役割や責任に対する自覚を育てる。そのため

に、多様な教育課題の統合を図る。 

①生徒一人一人が自己理解を深め、自己の将来の夢や希望

の実現に向け主体的に進路を選択する力を育成する。3年

生の第一志望進路実現率を 80％以上とする。 

②社会性の確立や自立に向け、地域連携、小・中連携、一

貫教育、各種行事の振り返りをキャリアパスポートの活用

を通して進める。 

特 

別 

活 

動 

・そ 

の 

他 

＜思いやりを大切にした望ましい人間関係の

構築＞ 

〇一人一人の個性や能力を活かし、集団の一

員としての存在感が味わえる指導を行い、帰

属意識を高める。 

〇人とのかかわりや、協力、協働の経験を豊

かにすることで、自分を大切にし、他者も大

切にする人権を尊重し合える望ましい人間関

係を育成する。 

①学級活動や委員会活動等において、意図的・計画的に指

導し、生徒会活動の充実を図る。また、集団活動を重視

し、自己肯定感を育成する。「学校が楽しい」という生徒

を 80％以上とする。 

②正義の通る雰囲気や生徒集団を育成するため、学級活動

や生徒会活動等を活用し、社会や学校のルールを遵守する

指導を全校体制で徹底して共通実践する。 

＜オリンピック・パラリンピック教育＞ 

〇すべての教育活動において取り組み、国際

理解を深め、自ら進んで平和的な社会に貢献

する人材を育成する。 

①国際理解や福祉、伝統文化の総合的な学習の時間等を通

して、外部人材との交流を積極的に図り、オリンピック・

パラリンピック教育の充実を図る。 

②交流ホールを活用し、各教科の学習成果物の展示や和太

鼓部の演奏発表会、我が国の年中行事等の紹介等を通し

て、自国の文化や伝統を知り、それを大切にする心を育

み、潤いと安らぎのある教育環境を創る。 

③防災教育（地域防災スクール、普通救命講習など）を通

して、地域の一員としての自覚や社会に貢献する意識を高

める。 

＊新型コロナウイルス感染症の関係で、今年度に限っては、実施できない場合もあります。 


