
東 中 学 校

【目指す児童像】
○考える子ども
○進んで行動する子ども
○健康な子ども

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

ねらい・活動・振り返りの学習サイクルを大切にし

た深い学びのある授業づくりを推進。

ユニバーサルデザインの環境を維持し、特支教

室担任と連携し、指導方法を工夫。

指導体制を一層工夫し、より良い人間関係作り

や個に応じた指導を充実。

 「横沢入」での自然体験活動や米
作り、地域の方との「あいさつ運動」
や「のらぼう」栽培。「安全ボラン
ティア」の活動など学校と地域が一
体となって取り組んでいます。

【目指す生徒像】
○よく考えて、本気でやる。（本気）
○明るく元気に進む。（元気）
○根気よく成し遂げる。（根気）

◆学力向上対策の強化

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆特別支援教育の推進

「ねらい・見通し・振り返り」が分かる授業の工夫をし、

更なる「思考力・表現力、言語活動の向上」を目指す。

より良い人間関係構築をめざす。「思いやる心

と認め合う心を育成」

「ユニバーサルデザイン化」を礎とし、一人一人を大切

にする指導。「あきる野学園との交流事業」の実践。

　生徒の自治活動を積極的に推進さ
せ自己肯定感を高める。道徳授業の
充実を図る。
　全校体制による、オリンピック・
パラリンピック教育の推進。

【目指す生徒像】
○自ら学び自ら考え実行する生徒（自主）
○理想に向かって向上努力する生徒（努力）
○美しい心たくましい体の生徒（健康）

◆学力向上対策の強化

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆スポーツの推進

毎週月曜日の放課後と長期休業中に全学年対象に補習

教習の実施　e-ライブラリー、マイルノートの活用

ＳＣによる１年生の全員面接　いじめによる不

登校ゼロ　年３回の三者面談の実施

オリンピック・パラリンピック教育　アスリートによる講演会

TT（*3）による体育の授業　夢未来プロジェクト指定校

【目指す生徒像】
○夢を持ち続ける人
○進んで努力する人
○思いやりのある人

◆学力向上対策の強化

◆いじめ・不登校ゼロへの挑戦

◆特別支援教育の推進

小中一貫した視点で、主体的・対話的で深い学びのある授業による、学

ぶ意欲・知識の定着・技能の向上を重点とした実践と家庭学習の定着

小中一貫した視点による情報交換、SC・SSW

も活用した組織的対応と「心の教育」の充実

小中一貫した視点によるユニバーサルデザイン

を意識した取組

　昨年度の研究発表に基づいた、小
中一貫教育を推進します。小学校・
中学校の９年間で「どこへ行っても
やっていける人間」の育成を目指し
ます。

【目指す生徒像】
○よく考えて行動する生徒
○すすんで協力する生徒
◎思いやりのある生徒
○心身共に健康な生徒

◆学力向上対策の強化

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆スポーツの推進

朝学習・週末課題、補習学習の実施、長期休業中のジャンプアップ講座、

家庭学習の定着、授業力向上のための全ての教員による研究授業の実施

いじめ防止基本方針の徹底、生徒主体の「五日市中人権宣言」啓発の

取組、文部科学省人権教育研究推進校の取組を通した教育活動の充実

オリンピック・パラリンピック教育により関心を高

め、保体の授業でＴＴを行い基礎体力向上を図る

　生徒が毎日行きたい、保護者が毎
日子女を通わせたくなる、地域が協
力したくなる｢伝統と誇りと信頼の
五日市中学校」と｢明るく 賢く たく
ましい子供の育成｣を目指します。

◆学力向上対策の強化

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆特別支援教育の推進

OJTや授業研究による教師の指導力向上、ユニ

バーサルデザインの指導、補充の時間等。

「特別の教科」道徳の指導やSCの活用を推進しな

がら、保護者との密接な連携に努める。

ひまわり学級、特別支援教室、校内組織を生か

し、個性に応じた細やかな指導を充実する。

◆スポーツの推進

◆学力向上対策の強化

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

オリ・パラ教育アワード校【２年目】とスーパーア

クティブスクール【３年目】としての取組の推進　

－２０２０年へ向けて－
主体的・対話的で深い学び　－活用と探究－
共通理解・共通実践 －アンテナを高く－

「夢が抱ける学校」
　生徒、学校職員、地域全体が互い
に信頼し合い、自ら学ぼうとする生
徒の育成につとめます。

 開校明治６年。今年で６０周年を
迎える鼓笛隊は、記念パレードで五
日市の町を行進します。「心を磨
き、頭を鍛え、たくましい体をつく
る」をテーマに邁進します。

「チーム御堂」で助け合い、一丸とな
り全力を傾ける学校を目指します。
生徒が誇りとするのは
　・挨拶は御堂の顔　
　・御堂スピリット

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

単元のねらいを明確にし、基礎的・基本的知識・技能の定着

を図るとともに、能動的・協働的な学習活動を推進する。

特別支援学級と通常学級の交流給食や共同学習の取組を継続

するとともに、ユニバーサルデザインの教育を推進する。

いじめ防止基本方針や不登校対策マニュアルの活用を図ると

ともに、心の力を育む教育を推進する。

　すべての教育活動において、生徒の
主体性を尊重した学習指導及び生活指
導を推進する。また、生徒一人一人に
ついて、学力向上に向けた効果的かつ
効率的な指導と支援の充実を図る。

【目指す児童像】
○自分で考える子
○進んで人とかかわる子
○最後までやりとげる子

【目指す生徒像】
○自ら学び考える人
○ゆたかな心をもてる人
○たくましい体をつくる人

【目指す生徒像】
○よく考え最後までやり抜く人
○豊かな心をもち思いやりのある人
○常に自分を高めようと努力し創造力のある人

増 戸 小 学 校西 中 学 校

校　長
木下　美彦

副校長
吉峯　理惠子

副校長
高橋　康則

増 戸 中 学 校

五日市小学校

校　長
川杉　稔

副校長
友部　薫

校　長
遠藤　裕孝

副校長
寺内　雄一

秋 多 中 学 校

校　長
望月　一広

副校長
齋藤　弘圭

五日市中学校

校　長
田島　弘之

副校長
大澤　秀吉

御 堂 中 学 校

校　長
飯室　治夫

副校長
山本　芳安

校　長
曽我　有二

副校長
沼田　博明

あきる野市立小・中学校

校　長
山﨑　雅司
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前 田 小 学 校

東秋留小学校 【目指す児童像】
○豊かな学び
○すこやかな体
○ひろい心

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

補充の時間と校内研究の充実を図りながら、児童が

主体的に学ぶ「分かる・楽しい」授業を展開します。

保護者との連携を図りながら特別支援教室を機能

させ、個に応じた組織的指導を推進します。

道徳教育の充実を図りながら、笑顔や思いやりや

明るい挨拶があふれる学校風土を醸成します。

　毎月１７日の「いいなの日」（東小
タイム）を中心に、「頑張るっていい
な」等を実感できる体験を数多く味わ
わせ、児童のよさや可能性を引き出す
教育を推進します。

【目指す児童像】
○自ら課題を設定し論理的に解決を図る児童
○自他の生命を大切にする児童
○自らすすんで心や体を鍛える児童

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

◆スポーツの推進

主体的・対話的で深い学びの授業の実現。基礎

的・基本的な知識及び技能の確実な定着。

保護者・地域と一体となった特別支援教育の理

解促進。個に応じた指導及び支援の充実。

保護者・地域と一体となったオリ・パラ教育の

充実。体育の授業及び体育的活動の充実。

　プログラミング教育・小中一貫教育研
究推進校として、「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けた授業改善に校内
研究等を通じて取り組み、一人一人の児
童の確かな学力の定着を図ります。

【目指す児童像】
○思いやりをもって、自分と友達
　を大切にする子
○よく考え、進んで学ぼうとする子
○あきらめず、粘り強く取り組む子

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

「おもいやりの日」を重視して「いじめ撲滅三

原則」の徹底を図る。

「あきる野市授業スタンダード」を活用し、児

童が主体的に取り組む授業を展開する。

ふたば学級や特別支援教室と通常の学級との交

流活動等による特別支援教育の充実。

　本校では、外国語活動・外国語科について
全校で研究に取り組む。活動を工夫し、外国
語に親しみ、外国語によるコミュニケーショ
ンを楽しむ児童を育むことを目指す。

【目指す児童像】
○よく聞いてよく考える
○やさしい心をもつ
○最後までがんばりぬく

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

◆スポーツの推進

補充的な学習の時間(めきめきタイム)の充実。家庭学習

の時間(学年×10分)の定着、個に応じた指導の充実。

ユニバーサルデザイン化、関係諸機関との連携のも

と、特別支援教室を軸とした特別支援教育の推進。

『ぐんぐんすくすく大作戦』などのスポーツに親しむ取

組の実施。オリンピック・パラリンピック教育の推進。

　獅子舞・お囃子、ほたるの育成やヤマメ
の稚魚の放流など、地域の人・文化・自然
と関わりながら学びを深め、豊かな人間性
を培う。少人数指導の充実と、きめ細やか
な指導により、確かな学力を身に付ける。

【目指す児童像】
いのちを大切にし、ともに輝き生きていこう
○かしこく（知）
○なかよく（徳）
○たくましく（体）

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

「思いやりの日」の内容を充実させ、SNS学校

ルールを浸透させて、児童の健全育成を図る。

授業のユニバーサルデザイン化と伝え合いの研究

実践、学習サイクルの構築で、学力向上を図る。

ことばの教室や特別支援教室、SCや関係機関と連

携して、特別支援と教育相談を充実させる。

　特別支援教育を基にした優しい学
校づくりと、児童一人一人の学力向
上のための授業改善を継続し、基礎
基本の定着と、思考力・判断力・表
現力の育成を目指す。

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

ハートフル委員会を活性化し、月２回のハート

フルデーを利用した指導を実施する。

国や市の事業を活用して支援員を増加し、個に

応じた指導を充実させる。

コミュニケーションクラスの充実に加え、他機

関との連携を強化し、きめ細かな指導を行う。

　「ハートフル多西」教育を掲げて
10年目。地域の文化や鼓笛隊など
伝統の継承と新しいことへの挑戦を
バランスよく行い、みんなの多西小
学校を創造していきます。

◆学力向上対策の強化

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆特別支援教育の推進

発問や板書の工夫、ノート指導の充実を図り、自

ら学ぶ意欲を高める授業を行います。

一人一人の良さを認める学級経営をし、子どもた

ちに思いやりのある心を育てます。

ユニバーサルデザインに基づいた環境、授業を構

築し、児童一人一人に合った支援を行います。

　「みんなでつくるみんなが楽しい学校」の
実現を目指します。「一人一人に合ったこと
を丁寧に教え、できるまでやる学校」を目指
し、「自分のめあてに向かって根気強くやり
抜く子ども」を育てます。

◆いじめ不登校ゼロへの挑戦

◆学力向上対策の強化

◆特別支援教育の推進

学校いじめ防止基本方針に基づく具体的実践と組織

的対応、心の教育の充実、バランスのよい道徳授業

授業のユニバーサルデザイン化と授業改善、低学年からの国語

辞典の活用、週５回の補充の時間、算数学力アップスクール

コミュニケーションクラスと連携した特別支援教育

ＳＣ、ＳＳＷ（*2）や関連機関と連携した教育相談体制

　「子供が主役」「法の遵守」「チーム屋城」
「信頼力の向上」４つの基本方針で『これか
らの社会を創り出していく子供たちに自分の
人生を切り拓いていくための力が身に付く、
楽しく暖かい学校づくり』を目指します。

【目指す児童像】
○心豊かでおもいやりのある子
○よく考え進んで行動する子
○ねばり強くやりぬく子

南秋留小学校

校　長
高橋　志夫

副校長
石井　幸惠

校　長
中島　靖二

副校長
江原　光紀

多 西 小 学 校草 花 小 学 校

校　長
田中　雄二

副校長
榎戸　記宏

校　長
浅野　正道

副校長
竹西　宗晴

西秋留小学校一の谷小学校

校　長
清水　晃

副校長
中野　哲郎

【目指す児童像】
○他人の痛みのわかる子、人にやさしくで
　きる子　
○自分のめあてに向かって粘り強く続けて
　行う子、できるまで行う子
○丈夫な体になることをめあてをもって続
　けて行う子

校　長
遠藤　桂一

屋 城 小 学 校

校　長
森　真二

副校長
早川　恵介

【目指す児童像】
○自分で考える子（知）
○思いやりのある子（徳）
○たくましい子（体）

校　長
永曽　久美子

副校長
小原　太一

平成30年度の取組

＊１　ＳＣ…スクールカウンセラー
＊２　ＳＳＷ…スクールソーシャルワーカー

＊３　ＴＴ…チームティーチング

副校長
　川　有子


