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令和３年度 古川中学校 学校経営の基本方針 
 

はじめに 
新型コロナウイルス感染症の影響もあって、新しい生活様式を余儀なくさせられ、さ

らに AIの導入・普及も一気に進んだ。青森市においても、１人１台端末の導入が昨年

度中に進み、完備された。これからの教育に欠くことのできないアイテムとなる。教科

書もデジタル化が進み今年度は、国語と地理で導入が決定されている。これからの時代

はまさに、「デジタルで教えて、アナログで育てる」時代に突入した。 
 

【校  訓】 (昭和２６年制定) 

『誠実創造 自律責任 理解協力』 
 

【教育目標】 (平成２８年度改定) 

じっくり考え、はっきり伝え合い、しっかり形にする生徒 
 

《古中生三つの決意》(昭和５７年度全校生徒会設定)を受継ぎ、新たな文化を創造する。 

Ｆair「約束を守り、中学生らしい生活態度を身に付ける（生活や学習のルールを守る）」 

Ｆriendship「友情を大切にし、互いに協力し合う心を養う」 

Ｆight「何事にもファイトを燃やし、積極的に参加する」 
 
 

１ 学校経営方針 
 

    経営の基底『子どもファースト』  

     主役は誰か、全ての考えや行動は子どものためにあるか、学校で学ぶ意義は何か、 

同じ条件下でより効果を上げるためには、を常に考える。 

 生徒が学校に来て皆で学習活動をする理由は、集団で分かち合う、共有する（説明する）

からである。登校させる以上は教育効果を上げなければならない。 
 
【経営にあたっての考え方】 
1 前年踏襲はしない（どこかに変更箇所を考える） 

2 効果を確信したら即座に行動する（素早い実践こそ成功の鍵） 

3 失敗の予感がしたらすぐに方向転換する（過去の成功体験に固執しない） 

4 何をしたいのか明確に意思表示する（今年度どんな成果を上げるかが大事） 

5 ルーティンワークとクリエイティブワークを明確に区別する 

6 優先順位を意識し、計画的に仕事を割り振る（自己責任での業務改善） 

7 常に複数の選択肢を準備する（掛けはしない、批判も想定内） 

8 生徒を巻き込む（理解・納得して積極的に運営に参加させる） 

9 強みを持つ・生かす（得意分野で勝負する） 
 
(1) 目指す学校像  コンセプト「なりたい自分になる」を形にできる学校 
 

  志や夢（目的･目標）を持った生徒の育成を意識した教育活動を推進する学校  

志や目的・目標を持た(て)ない生徒をどうやって育てるのか。 

「将来なりたい職業、就職活動は安定した会社を選ぶ」時代から「世界で生き抜くため 

に“志”を立てさせ、自分で業を起こす」新時代のキャリア教育への転換が必要。 

そのために、次の３つのポイントを重視して指導する。 

 ①失敗から学ばせる  ②答えのない答えを導き出す  ③利己と利他を学ばせる  

本当に必要なことを、必要な時に、必要なレベルで教える（伝える）ことが大事。 

また、「教育効果の高い学校」＆「効果的な学校」であるために次の６点に留意した学 
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校経営に尽力する。 

①管理職や主任・主事が強いリーダーシップを発揮する 

②子どもへの期待に満ちた風土づくりを推進する 

③教授活動に対する促進的な風土づくりを推進する 

④子どもへの基礎的なスキルの獲得を明確に打ち出す 

⑤子どもの到達度をモニターする様々な手段を準備する 

     ⑥何のためにそれをやるのかを明確にする 

 

(2) 目指す生徒像  キーワード「自立 貢献 協働」 
   

自分の頭で考え 自分の心で決め 自分の足で前に進もうと努力する生徒 

そのために育成すべき資質・能力の三つの柱は… 
 

「何を理解しているか、何ができるか」 
見通しを持たせる（生きて働く知識・技能の習得） 

「理解していること、できることをどう使うか」 
横断的である（未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成） 

「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」 
人財を育成する（学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等の涵養） 

 
まずは自立させる（自信をつけてあげる）。次に貢献する喜びを味わわせる。最後に協働に

向けて背中を押してあげる。 また、立派な社会人と成すため「当たり前のことを きっちり 

丁寧に」やらせるスキルトレーニングも必要である。 

 

(3) 本校生徒の課題から 

    昨年度の生徒観察から本校生徒に身に付かせるべき力は… 

①自分の理想や目標、志を明確に持つ。 

②躾を意識して生活する。（返事や挨拶、言葉遣い、立腰等のマナー） 

③人より練習、勉強する。出来ていてもやる。 

（目指すは一流、人より早く取り掛かる、逃げない、あきらめない） 

④仲間を大切にする。（みんなでやろうとする気持ち、人のせいにしない） 
 

その他…不登校・長欠生徒を減らす、新規不登校を生み出さない 
 

(4) 目指す教師像  テーマ『教師が変われば生徒も変わる』 

子どもに自信を持たせる教師、多くの選択肢を与えられる教師 
 

平凡な教師は言って聞かせる。良い教師は説明する。優秀な教師はやってみせる。 

しかし、最高の教師は子どもの心に火をつける。［米国教育学者：ウィリアム‣ウォード］ 
 

できる子は鍛える。普通の子は伸ばす。できない子は育てる。 ［教育者：鵜川 昇 氏］ 

 

  可愛くば五つ教えて三つ褒め、二つ叱って良き人と成せ         ［二宮 尊徳］ 

 

教育の原点は 信頼 である。難しい理論を振りかざすよりも 実践重視 。凡人であっても、

日々実践して結果を出す方にはかなわない。「つかむ・深める・生かす」指導法で「わかった・

できた、うれしい、楽しい」のスパイラルを形成したい。進級や卒業時、「古川中で良かった」

「先生に出会えて良かった」と言ってもらえる学習環境づくりは、我々の責務である。苦労

が一瞬で喜びに変わる、そんな学校を生徒と一緒に創り上げたい。「上手くいった（勝てた）

のは子どもたちのお陰、失敗した（負けた）のは自分のせい」と言える指導者になりたい。 
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 (5) 経営の重点 

①学力の育成（思考力、判断力、表現力の育成） 
学校教育の使命は、①家庭や地域では為し得ない専門的な教育の提供、②現在と未来社

会を生き抜くために不可欠な教育の提供である。その中核は授業であり、授業で子どもた

ちを育てるという意識が必要。 

・学力向上アクションプランの見直し 

年間の到達目標と計画をしっかり立てる 

古中スタンダード（規準）の確立、家庭学習の手引きの活用 
・進路を実現するための学力とグローバル＆ＡＩ社会に必要な学力基盤の育成 

・教員の授業の腕を上げる校内研修の充実 

｢主体的･対話的で深い学び｣の実践、若手とベテランの協働作業 

・｢あおもりしメソッド｣に基づく授業実践の積み重ね 
・小中一貫を常に意識した授業改善 

   ・クロームブックやデジタルドリル・学習ソフトを利活用した授業づくり 

    活用方法の校内(小中合同)研修、推進教師の育成、授業での活用(調査分析､課題解決学習) 

    令和５年度全国学調はペーパーレスの予定 
・「聴く」ことの指導（全ての学びの基本） 

【令和３年度に目指す学習段階】 

1 理解できる（知識として知っている、忘れずに引き出せる）から 

2 企画・応用できる（知識や理解したことを他の分野・領域に活用・応用できる）へ 

3 伝達できる（他人に伝える、教えることができる）が最終目標［今年度］ 
 
②いじめ防止の取組 

・全職員がいじめ防止対策推進法と真摯に向き合う体制づくり 

いじめ対応は優先順位の１番である、スピーディーな初動が必要である、ことの再認識 

いじめの認知をためらわない、手順に沿った確実な対応を心がける 

・指導事項の一番として、３ワークを意識した指導（Net,Team,Foot）Work 

・｢居場所づくり｣｢絆づくり｣を重点にした学級・学年経営の推進 

  ・衝突、摩擦回避のため「事実関係の確認」「児童生徒の指導」「保護者への報告義務」徹底 

・道徳教育を核として、個から集団を育てる指導の推進 

自分のため→人のため→世の中・社会のため、への変容を促す 

・生徒指導の３機能を生かす 

自己存在感、共感的な人間関係、自己決定と可能性の開発援助 
 

③リスクマネジメントとスクール・コンプライアンス 
・「わがこと化」による意識啓発（全職員による状況確認や情報収集） 

・失敗から学び、想像力を磨く。経験主義から科学的対処への転換 

ハインリッヒの法則（ヒヤリ・ハットの法則）で気付きを大切に 

・初動５割（役回りを明確に、引き出しは多く） 

・リスクの確認と排除、残ったリスクのコントロール、管理のルーティン化 

・学校中心主義の排除と子どもファーストの意識付け 

・学級王国や学級監獄の排除（学年経営が主軸） 

・体罰や暴言の根絶（良い学習環境づくりの第一歩は「教師の言葉遣い」） 

 

  ④躾４項目の指導継続（挨拶、身だしなみ、言葉遣い、時間厳守） 
『師弟同行』『時を守り 場を清め 礼を正す』「躾の三原則」 森信三(教育者)の教え 

 

 

 

 

１ 朝、必ず挨拶をする子にすること。 

２ 呼ばれたら必ず、「ハイ」とハッキリ返事のできる子にすること。 

３ はきものを脱いだら必ず揃え、席を立ったら必ずイスを入れる子にすること。 
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    この躾を徹底するためには、必ず身近な大人が模範を示すことが大事である。また、 

「全て最低絶対基本線の確保が大事であって、何か一つ、これだけはどうしても守り抜

き、やりぬく―という心がけが肝要である。」 

・教職員が良きモデル(率先垂範)  

・学級、学年、全校指導の強化  合言葉は「いつでも どこでも 何度でも」 

・係や委員会をはじめ学年、全校生徒会の自治的活動による啓発の推進 

・単発ではなく、次につながる活動を目指す。（感じて動く、気付かせる） 

・やらせっぱなしにしない → やってみせて、やらせてみて、評価する 

・空気を整える（指導は授業と同じ、指導中の教師の私語や無駄な動きを避ける） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤不登校生徒や予備軍を出さない取組 
・｢居場所づくり｣｢絆づくり｣を進める学級・学年経営 

 不登校・長欠生徒の基準は４％以内（病気欠席は除く） 

・手遅れにならないよう、複数教員による観察と情報共有の強化 

兆候が見られたら即面談、家庭との連絡・連携 

完全不登校に移行しないスモールステップの設定 

・足で稼ぐ ・空振りは◎ ・自分だから出来ること（自分にしか出来ないこと）の実践 

 

⑥業務改善と多忙化解消の取組 
・法外な時間外勤務を生まないための勤務環境改善 

本校としての勤務時間に関する指針は次の通り。⇒ 振鈴時間 8:00～16:00 

学校解錠６時５０分以降（最大６時３０分）、生徒登校７時３０分以降・下校１６時 

定時退下１６時２５分、退下目標１８時３０分、学校施錠１９時３０分（最大２０時） 

【諸会議のルール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校閉庁日は原則学校を開けない、部活動指導の工夫と取決めの遵守 

「ワーク・ライフ・バランス」や「ワーク・シェアリング」の気運を高める取組 

・止むを得ず時間外勤務を行う場合の１日３時間、１か月４５時間、年間３６０時間以内 

〇ここぞという時の生徒の集中力や表現力・創造力、自主性、パワーなど、力があり、全体的

なレベルは決して低くない。 

〇指示や指導されたことは理解し、努力しようとする生徒が多い。 

〇帰属意識は高く、集団としての団結力も発揮できる。 

▼周りに流される生徒、見られていない時や移動時のワイガヤが課題。意識付けさせたい。 

教えたことは意識(行動)できるが、教えていないことはできない。 
 
『言われて動く古中生から、言われなくても動ける古中生への転換』 

・開始時刻が勤務時間外となる学年・分掌・運営委・職員会議は設定しない。 

・月曜日の放課後、職員室で職員会議(30分)と学年会議(30分)または校内研修を行う。 

・定例で行う全ての会議時間は３０分を目標とする（休業中やまとめ取りは別）。 

・司会者は目標時間を設定し、調整しながら進行する。 

・資料表紙には分掌（議案）ごとの説明時間を記載する。 

・資料作成者は説明が不要になるようなインパクト・コンパクトな記述を心がける。 

・変更点は見え消しや下線を引くなどの工夫をする。説明、発表者は記述を読まない。 

・起案や分掌部会を通過していない文書を会議に出さない。（確認、根回し） 

・事前に連絡のない「その他」の案件はつくらない。 

・会議資料は前日までに配付する。資料が渡ったらすぐに目を通し、質問や疑問点があれ

ば、会議の前に担当者に確認。必要に応じ会議の場で質問に対して補足説明する。 

・会議開始時刻に遅れない｡（時間通り始める）急用の場合は事前に伝える。 

・会議資料は紙か校務支援システムか、有効な方を準備する。 
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・年次休暇の取得数値目標 ⇒ 一人最低５日以上、職員全体の平均１０日以上 

・修学旅行の行程変更 ⇒ ２泊３日（令和２年度から） 

・部活動数の削減と複数顧問配置の実現、学支ボランティア募集の推進 
 

  ⑦来年度に向けたカリキュラム編成 
・質の保証、指導の平準化、省エネでマネジメントを動かす 

・「課題」の明確化とゴールの設定 

・「評価」から始めるマネジメントサイクルで課題の共有化［CAP-D, D-CAP等］ 

 子ども目線での評価を核としたマネジメントサイクル、常にメモをとる習慣 

・「紙キュラム」や「カビキュラム」の防止、オープンな取組（風通しや同僚性） 

・ベストよりベターを目指して、協働で取り組む（保護者や生徒とも共有） 
 

  ⑧社会参画意識の醸成 
・学校、家庭、地域の三者が一体となって子どもの健全育成に取組む風土づくり 
 評議員会は年２～３回開催、２月の評価委員会は、全職員出席を原則とする。 

 学区の小・中校長会議（古中・古小・千刈小）を年３～５回実施する。 

・奉仕体験を通じ、貢献の尊さや自尊感情、自己有用感を持たせる 

・正しい勤労観や職業観の形成 
 
 

『授業改善 10カ条』 
１ 言わせて、うなづく 

   ・能動と受容の二つが揃って相手の変容が促せます。 
 
２ アイコンタクトと笑顔は最大の武器 

   ・見ることで心や考えを読み取り、表情で信頼を勝ち取りましょう。 
 
３ さん付け、くん付けで雰囲気づくり 

   ・人格尊重もありますが、呼び捨てされて良い気分になる人はいません。 
 
４ 躾は学習習慣の第一歩 

   ・授業にはけじめ（切換）が大事。返事や姿勢、言葉遣いを約束させましょう。 
 
５ 誤答こそが山場なり 

   ・誤答の中にこそ、新しい発見や問題解決の手掛かりがあります。 
   ・正答（自分の気に入る答え）が出るまで当て続けるのは慎みましょう。 

 
６ 論より証拠で具体の提示 

   ・黒板と教科書だけの授業から脱却しましょう。多くの具体で掴ませる工夫を。 
 
７ 授業の古典は七変化 

   ・「読み・書き・話す」の次は、「見る・動かす・考える・話し合う」 
 
８ 明確な発問こそプロの道 

   ・教材研究の第一歩は光る発問を考えることです。 
   ・できる子は発問を手掛かりにして新しい知識や考え方を習得します。 

できる子に育てるのは教師の務めです。 
 
９ 決め手は既習事項 

   ・学習課題は、既知を内包した未知のはずです。 
・未知を新しい既知に変容させるのが教師の腕です。 
・評価を大事に、全員に既知の定着と保障を心がけましょう。 

 
10 楽しく、わかりやすく、より深く 

   ・結局はどういうこと、が大事。 
・ビギナー（アマチュア）相手に論じることは無駄です。 
・わかった・できた⇒楽しい・嬉しい⇒もっとやりたい・勉強になった、のスパイラルを大事に。 
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 参考資料  

1 過去の指導課学校訪問の振り返り 

指導主事からいただいた留意事項あれこれ（下線は複数の事例あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 校内定期テストの起案点検の振り返り 

普段の授業のスタイルがそのまま現れるのがテスト問題です。教育や学習に関心の高い親

は、テスト問題で学校や教師を見定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

テスト実施後は、成績処理だけでなく解答の分析をすることが自身の授業の評価となり、補 

充しなければならない部分を教示してくれます。もちろん、子どもたちの成績にも直結します。 

ぜひ、振り返りの時間を設定してほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

①テスト解答の誤答に傾向が見られないか 

学級や学年の傾向を分析する手間をかける。定着が図られていないところの指導こそ、 

学力向上の（または自身の授業力を上げる）第一歩。 

②空欄や無答はなかったか 

解答に時間がかかる？ 超難問または意味不明？ 生徒が育っていない（育てていな

い？） ＰＩＳＡ調査でも、日本人学生の無回答率はダントツに多い。伸び悩みの一因。 

③作成した問題自体の振り返り 

一問一答式から記述式への転換が図られているか、すでに答えが暗示されている設問 

はなかったか、授業を受けていなくても答えられる問題であったか。 

①授業を受けていなくても（欠席していても）、答えを導き出せる内容や記述であるか。 

②一問一答式が多勢になっていないか。記述式や深く考えさせる問いはあるか。 

③画像や図表は適切であるか。目で見て、容易に理解できるものか。 

④数字や記号、字の大きさ、用語、漢字、大文字小文字、白抜き黒抜きの使用は適切か。 

⑤誤字・脱字はないか。統一された文体であるか。（書きなさい、答えなさいが混合） 

⑥解答欄がわかりやすいか。（段組み、数字・記号、単位） 

⑦一つの学年を複数教師で持っている場合は、事前に問題と解答の確認ができているか。 

 

・落ち着いた授業態度の学級が多い。 

・発表や雰囲気から男子の方が積極的。女子は全体的に元気がない印象。 

・姿勢や座り方、発表の仕方は今後に期待。教えればできると思う。しっかり押さえたい。 

・思考力・判断力・表現力が課題。課題設定や発問に工夫が必要。 

・アイコンタクトはしているが、相互通行できているかという点では、今後に期待。 

・ＵＤを打ち出しているが、板書や資料提示からだけ見ると工夫が必要。 

・家庭学習につなげられるような授業はどうあればよいか、の視点も大事。 

・机間指導やＴＴは何のために行っているか、という視点が必要。 

・暇を持て余している生徒もいた。隙を与えてはいけない。（思考を途切らせない手立て） 


