授業改善推進プラン【様式１】

令和４年度
○日本国憲法 ○教育基本法 ○学校教育法
○東京都教育委員会教育目標
・互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある人間
・社会の一員として、社会に貢献しようとする人間
・自ら学び考え行動する、個性と想像力豊かな人間
の育成に向けた教育を重視する。
○檜原村教育目標
・自ら学ぶ檜原の子供（知）
・明るく素直で、感性豊かな檜原の子供（徳）
・元気な体をつくる檜原の子供（体）
【各教科の指導の重点】
※【様式２】 参照
【道徳科の指導の重点】
・ 生徒相互の豊かな人間関係の構築を目指し、檜原学園としての人権
教育の視点に立った道徳教育の全体計画及び年間指導計画に基づき、
教科書「あすを生きる」や東京都道徳教育教材集の活用しながら、
「考
える道徳」
、
「議論する道徳」を意識した指導方法を工夫・改善して、
道徳的判断力、心情、実践意欲と態度を育む。
・ 檜原学園小中同日開催の道徳授業地区公開講座を通して、授業公開、
意見交換会等を行い、学校・家庭・地域の連携を充実させ、道徳的価
値についての共通理解を深める。

【総合的な学習の指導の重点】
・ 檜原学園で SDGs 達成に向けて「ふるさと檜原学習」をはじめ、探
究学習を９年間を見通し、系統的に行う。また、体験活動を通して村
の未来について考え、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力等の資
質や能力を育む。
・ 生徒が主体的に学び、判断し、よりよく課題を解決することができ
るように、
「学習マップ」を活用して思考を広げていく学習活動を取
り入れる。そのために、正しい「学習マップ」の使い方を学び、学習
活動に生かしていく。
・ 自己の個性や適性に応じた進路選択をできるようにするために、職
業調べ及び職場体験学習、上級学校調べに取り組み、進路に関する講
演会受講による教育を実践する。
・ 修学旅行、職場体験学習、校外学習においてはペア・グループ、ま
た、国際理解教育においては、縦割り学級及び小学生との異年齢集団
等によって、他者と協働する学習を推進する。
・ 檜原村の郷土教育「ふるさと檜原学習」を実施し、地域の人材や施
設等を利用した地域芸能鑑賞会や体験的な活動を通して、伝統・文化
を尊重する態度と健やかな心身を育成する。

【進路指導の重点】
・ 檜原学園としての全体計画に基づき、キャリア教育の視点に立った
学級活動や面談を通して、各学年の発達段階に応じたガイダンスを実
施する。
・ ３日間の職場体験学習実施を通して、望ましい勤労観や職業観を身
に付けさせるとともに、進路について早めの意識付けを図るためにも
２学年から、上級学校への見学を行う。
・ 自己の個性や適性に応じた進路選択ができるようにするために、保
護者を交えた面談を通して、家庭との連携を進める。
・ 第１学年から進路についての関心がもてるように、学年通信の配布
や全校保護者を対象とした進路説明会を行い、新たな入試制度の説明
や、スピーキングテストに関する情報を適切に伝えていき、保護者と
の連携を図る。

学力向上を図るための全体計画

○学校・地域の実態
○保護者・地域の期待や願い ○期待される生徒像
檜原村は、東京都多摩地域唯一の「村」であり、都心から 50 ㎞離れた東京の西に位
置する緑豊かな大自然の中にある。四季折々の彩なす豊かな自然を求め、都内から多く
の観光客が訪れる。村民の学校教育にかける期待も高い。
○檜原村教育員会の基本方針
1．「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成
2．「豊かな個性」と「創造力」の伸長
3．「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実
4．「住民の教育参加」と「学校経営改革」の推進

檜原学園教育目標
○学びをつないで、持続可能な社会の創り手を育てる
学園訓
「つなぐ

つなげる

檜原村立檜原中学校

つながる」

檜原中学校 教育目標
一、学び考える人［主体的に学ぶ力］

【特別活動の指導の重点】

一、心の豊かな人［主体的に判断する力］
一、たくましい人
［健やかな心身を育成するための実践力］
学校経営方針（授業改善推進上の要点）
・

基礎的・基本的な知識及び技能を身に付けさせ、それを定着させる。また、情報活用能力
を高めるために、ICT を活用した授業の研究・推進を行う。さらに、確かな学力を育成する
ために、檜原村学力調査の結果を検証し、指導・評価方法の工夫や改善を行う。
・ 全ての教科等で、４人以下の話し合い活動を実践し生徒同士による学び合いを通して、自
らの考え方の再構築をし、思考力・判断力・表現力等の資質能力の育成に努める。
・ 見通しを立てて授業を進め、最後に何が理解できたかを振り返る学習活動を取り入れる。
・ 道徳科の授業をはじめ、全ての教育活動の中で豊かな情操を培うこと、自他の生命を尊重
し互いに敬愛し合う心を養うこと、また自ら考え、議論しながら行動できる心の教育を推進
していくことで、より良い人間関係を築く人権教育と自己肯定感を高めていく。
・ たくましくかつ健やかな成長を育むため、健康・安全に関する学習や活動を実践し、スク
ールカウンセラーの活用を図りながら、一人一人の生徒に応じた細やかな指導を行う。
・ 避難訓練や防災教育等の充実を図り、安全教育を行い、安全管理の徹底を図る。
・ 国際理解を深め、すすんで平和な社会の実現に貢献できるようにするために、オリンピッ
ク・パラリンピックレガシー教育を推進する。
・ 将来自立した人間になれるよう、職業意識をもたせるためのキャリア教育の充実を図る。
・ 個人の教育的ニーズに対応するため、全教員の共通理解に立った特別支援教育を展開する。
・ がん教育講演会にて、講師を招聘し、がん教育についての正しい理解と、がんと向き合う
人々に対する共感的な理解を深めることを通して、自他の健康と命の大切さについて学び、
共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の育成を図る。

本校における学力観
自ら学ぶことの大切さや、自発的な思考力を重視した学力観
・ 基礎・基本を確実に身に付け、一人一人が自らのよさや可能性を発揮して様々な対象に進
んで関わり、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的
に判断し、より良く問題を解決する資質や能力

・ 主体的に活動する生徒の個性を伸長させるために、学級活動や生
徒会活動の場において、自ら企画・実施、検証する活動を行わせる。
・ 集団への所属感、連帯感に基づく協調性を育むために、学校行事
等での縦割り活動を通して、主体的、集団的な取組の大切さを自覚
させる。
・ 生徒が互いの理解を深め、よりよい人間関係を構築するために、
檜原学園としての全体計画に基づき、生徒会活動、部活動等の様々
な交流活動を行う。
・ 「キャリアパスポート」を活用して、自らの学習状況やキャリア
形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己
評価できるようにする。

【生活指導の重点】

・ 基本的な生活習慣や規範意識を確立させるために、教育活動全体
を通して社会生活の基本的ルール、情報モラル、情報セキュリティ
を身に付けさせ、自尊感情や自己肯定感を育む。また、家庭や地域
と連携して協調性や社会性を養う。
・ いじめの定義を「相手や周囲の人々に不快感を与える言動は全て
いじめである」とし、
「檜原村立学校いじめ防止基本方針」に基づい
た指導を徹底し、学校体制で対応する。そのために、道徳科の授業
や特別活動において、
「いじめ総合対策（第２次・一部改定）
」を活
用した「いじめ」に関する授業を年間３回以上実施する。また、ふ
れあい月間に合わせ、いじめに関する実態調査を年３回実施する。
さらに、スクールカウンセラーによる全校生徒との面接を実施する
ことで、いじめの未然防止と早期発見に努める。
・ 小学校、スクールカウンセラー、教育相談室等の関係機関と連携
しながら、不登校支援コーディネーターを中心とした相談体制の充
実を図り、生徒の心の変化の早期発見と適切な初期対応を徹底する。
また、登校が困難な生徒の登校支援シートを作成し、柔軟な学習支
援をしていくとともに、
「全ての生徒が授業に参加できる」
、
「授業場
面で活躍できる」ための授業改善を図っていく。
・ 連絡ノート等を活用し、生徒一人一人に応じた細やかな指導を行
う。また、指導内容や指導方法の計画を作成し、全教職員の共通理
解に基づく課題解決に向けた実践に取り組む。
・ 生徒の健全育成を充実させるために、セーフティ教室での意見や
情報を有効に活用する。また、家庭・地域との一層の連携を深め、
自殺防止教育（SOS の出し方に関する教育）を推進する。
・ 特別な支援を必要とする生徒の成長・発達を援助するために、特
別支援教育コーディネーターを中心に、スクールカウンセラーや関
係諸機関と連携する。
・ 生徒の安全確保を一層推進するために、檜原学園の防災安全教育
や薬物乱用防止に関する指導の充実、様々な場面を想定した学校危
機管理マニュアルの工夫・改善を図る。
・ 生徒の安全意識を高めるために、安全教育プログラムを基にした
指導を行う。特に、檜原村で起こりうる災害に注目して、より現実
的な視点で安全管理について考えられるようにする。

本校の授業改善に向けた視点
教育課程編成上の工夫
・

基礎的・基本的な内容の確実な定着及び思考
力、判断力、表現力等の育成に必要な授業時数
を確保する。
・ 月時間割を活用し、学習活動に合わせた柔軟
な時間割を設定する。
・ 小中９学年分の時間割を小学校と摺り合わせ
ながら作成し、小中教員や児童・生徒の校舎移
動が効率的に行えるようにする。
・ 小中学校の教員が互いのカリキュラムや学習
指導要領を深く理解するため、指導交流や授業
交流、学園研修会を通して、９年間を見通した
カリキュラムや指導方法の工夫や改善を行う。

指導内容・指導方法の工夫
・

評価活動の工夫

GIGA スクール構想に則り、ICT を積極的に活 ・ 指導と評価の一体化を実現した適正な評価活
用した授業実践を行い、視覚的な理解を深める。
動を行うために、昨年度までの校内研修を参考
・ 身に付けた知識・技能を問題解決に向けて活
に、教員間での意見交換や評価に関する点検な
用する思考力・判断力・表現力等を育むために、
どを実施していく。
主体的・対話的で深い学びを促す授業を取り入 ・ 週案簿を活用し、ねらいと評価規準が明確な
れ、ペアや４人組までの話し合い活動を多く取
授業を積み重ねることで、適正な評価活動を実
り入れることで、生徒同士の学び合い、考え方
践する。
の再構築を実感させる。
・ 教務主任会、学園全体会等において、小中そ
・ 「読む力」を身に付けるための学習活動とし
れぞれの評価規準、評価材料、評価方法等につ
て、朝読書を行い、その力を生かしながら、各
いて情報交換を行い、互いの評価活動を見直す
教科の授業にて、
「書く力」を育成していく。
ことで、適正な評価活動の実践につなげる。
・ 小学校の授業の参観、指導交流、中学校主催
行事への小学生の参加などを通して、適切な指
導方法の検討や児童の理解をし、小中の接続を
図る。
・ 小中共通の研究主題や授業改善推進プランに
基づき、指導方法等の接続や改善に努める。

校内研究や校内研修の工夫
・

一人一人の生徒理解に関する情報交換を含め
た校内研修会を行う。
・ １学期に全員の公開授業研究を実施し、ICT
機器をどのように効果的に活用しているのかを
検証する。
・特別支援教育を理解した上で、授業を実践して
いくために、講師を招聘して、研修を重ねる。
・ OJT を実践し、授業力、組織力を高める。
・ 檜原メゾットを確立するために、小中で研究・
検証授業、協議会等を行い、指導内容、指導方
法、指導計画、教材開発等について、工夫改善
が必要なものを明らかにする。また、指導の中
核に「学習マップ」を位置づける。
・ 「学習マップ」の活用のため、講師を招聘し
て、生徒への具体的な指導につなげる。

家庭・地域との連携の工夫
・

家庭学習を定着させるために、家庭学習につ
いての情報提供や意見交換を保護者会、三者面
談等の重点内容とする。
・ 学校運営連絡協議会での意見を参考に、村の
特性や人材を生かした授業を研究し実践する。
・ 協議会外部委員や保護者による評価を活用し、
分かりやすい授業が行われているかを検証す
る。
・ 学園経営会議を通して、小学校の学校評価を
活用し、児童の実態、保護者のニーズを把握し、
その内容を本校における授業改善のヒントにす
る。

