平成２９年４月

東員第二中学校

教育ビジョン

●東員町教育施策大綱
○基本理念
①自律的に活動する力と、他者と協働して新しい社会を創造していく力を育
む
②自他の人権を尊重し、正義・公正・共感・思いやり・責任といった規範的
な力を育む
③健康で心豊かな生活を営み、地域に根ざした文化を誇れる人を育む
○基本目標
子育てを楽しめるまち、東員
３感を育む教育のまち、東員
住み続けたくなるまち、東員
○基本施策
子育てを楽しめるまち、東員
３感を育む教育のまち、東員
（１）子どもの権利を守る環境づくり 主な取組内容
（２）自己実現と社会の発展に貢献する力の育成 主な取組内容
（３）３感（基本的信頼感・自己肯定感・自己有能感）の育成
（１６年一貫教育プランの推進）
（４）教育環境の整備

◆ 本年度研修目標 ◆
「仲間と関わり合い、主体的に課題に向き合う生徒の育成」
「３感を感じられる生徒・集団の育成」
（＊東員町教育の３感…（基本的信頼感・自己肯定感・自己有能感））
「学級・学年・学校に誇りをもてる生徒の育成」
「進路実現を切り開いていける生徒の育成」
「仲間と関わり合い、３感を感じられる生徒の育成」
「自分たちへの誇り」を持てる生徒・集団の育成
（こんなことができる！という意識）
「自尊感情の高まりが進路を切り開く大切な要素」
「この学校・この学年で良かったと思うことができる姿」
研修目標達成のための視点
「アクティブラーニングを手段として」
・お互いの違いを認め、仲間と関わり合いながらともに高まりあう生徒を育てる
・仲間と対話しながら、主体的に課題に向き合い解決していく生徒を育てる
・進路実現に向け、基礎学力の定着をはかり、粘り強く課題に向き合う生徒を育てる
新学習指導要領の目的「主体的・対話的で深い学びの実現」

東員町教育基本方針
◇東員町学校教育目標
確かな学力と豊かな人間性をもとに社会に参画する力
（自己実現と社会の発展に貢献する力）の育成
◇学校教育 １ 確かな学力の育成
２ 豊かな心と健やかな体の育成
３ 人権を尊重し差別をなくす実践力の育成
４ 地域に開かれた特色ある学校づくり
５ 環境の整備と小・中学校の連携
◇３つの提言
★「書く力」の育成★ ★運動能力の向上と社会性の育成★ ★１６年一貫教育プランの実践★

「子供の現状を見極め、子どもたちがより主体的に課題
に向き合う授業の構築を目指す」
研修の柱
「アクティブラーニング」による主体的に活動・学習できる集団づくり
関わり合い課題にしっかり向かえる集団づくり
豊かな心
心と心をつなぐ仲間作り

◆一人ひとりが大切にされる

◆ 本校教育目標◆
知性豊かで、響き合い、喜び合い、ねばり強くやり抜く生徒を育てる
◆ めざす生徒像 ◆
一人ひとりの生徒が

仲間集団

（２）豊かな人間性を培い、人権意識を高める。

学び合う楽しい授業

人権意識の向上

・授業力の向上〔アクティブ・ラーニング〕授業
・班（4人を基本）学習やペア学習授業

・毎日のあゆみ等を通して

・少人数学習やＴ・Ｔ学習の活用

思いを共有する
・室長会・班長会活動の

・放課後の復習ドリル・テキスト学習

活性化
・生徒会行事による集団

（１）学習権を自覚し、生きる展望を持つ。

確かな学力・健やかな体

（絆）づくり

（３）自主・自立・自治と共同の活動を充実する。

・家庭学習の充実、毎日のあゆみ、作文
・体育や部活動等による体力・運動機能向上
◆３年間を見通した人権教育の構築
・人権教育カリキュラムの作成
・仲間づくりの取り組み・いじめ防止の取り組み

誰もが真剣に走る、
マラソン大会

・学力保障・進路保障・授業づくり
・人権フォーラムに向けての取り組み
＊次ページに続く
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・学校生活全ての場での道徳・人権教育
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基礎学力の定着と基本的生活習慣作り
朝の１０分間読書
東員町全小中学校の
共通の取り組み
（読書登山）

基本的生活習慣作り

基礎学力の定着

三重県人権教育基本方針
「人権についての理解と認識を深める」

東員町１６年一貫教育プラン
「基本的信頼感」

「人権を尊重する意欲や態度を育てる」

「自己肯定感」

の育成

（１年；小学校復習ドリル）

毎月１回の保護者による「おはようTue

「一人ひとりの自己実現を可能にする」

「自己有能感

２年；中学１年生分小テスト

sday」（あいさつ運動）

人権教育ガイドライン

東員町子どもの権利条例

３年；中学校復習小テスト

メディアに関して、家庭のルール作り

◆ 平成２９年度行事予定 ◆
４月

◆ 人権教育（道徳教育）の全体イメージ像 ◆

本校人権教育目標

入学式、生徒会・部活動紹介・部活動の決定・新入生歓迎会、新体力テスト、
家庭訪問、授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会

仲間を認め合い、共に高まりあう生徒を育てる
目指す子どもの姿

５月

家庭訪問、修学旅行（沖縄）、校外学習、中間テスト、ＱＵ調査、生活実態調査、防災訓練

・温かい思いやりのある子ども

６月

中体連員弁大会、公開授業研修 、期末テスト、救急法１年、生徒学校生活アンケ

・あらゆる差別を許さない子ども

・道徳的実践力のある子ども

ート１回目、交通安全教室
７月

期末テスト、救急法２年、中体連桑員大会、県大会・コンクール、終業式

８月

部活動各種目毎の大会、中体連東海大会、全国大会、地域祭りソーラン

９月

始業式、中体連競技表彰式、体育祭、防災訓練

１０月

桑員新人大会、中間テスト、生徒会選挙、ＱＵ調査、生活実態調査、情報教育（メ
ディアに潜む危険）、・授業参観・３年進路説明会、保護者学校アンケート

１１月

桑員駅伝大会、校外学習、２年チャレンジワーク（職業体験）、公開授業研修、２年
桑名工業高校出前授業、薬物乱用防止講話、３年思春期保健事業、生徒学校生

具体化
人権教育カリキュラム＝活動方針の柱
「知識的側面」
「価値的・態度的側面」

育てたい資質

「技能的側面」

能力の３側面

２月

合唱祭、３年生を送る会、３年生懇談会、期末テスト

３月

卒業式、修了式

◆ 生徒会・室長会活動 ◆
スローガン；「星空パズル～２９５ピースの絵～」
５つの柱・・・仲間・生活・授業・行事・地域
生活・授業の取り組み：時間を意識（Ｉ＆15＆CPS週間）、校則チェック
行 事；体育祭 合唱祭 ３年生を送る会
文 化；ソーラン踊り 合唱
委員会； ボランティア活動 環境整備 図書貸出 服装チェック 健康チェック

更新

始業式、中体連表彰、校内マラソン大会表彰、入学説明会 、ＱＵ調査、生活実態調査

道徳教育全体計画

各年度実践化

個別懇談会、マラソン大会、期末テスト、終業式

１月

整合

人権教育推進計画

活アンケート２回目
１２月

二中校区人権教育カリキュラム

全校集団づくり

学力保障

人権・道徳授業

学年集団づくり

進路保障

集中人権学習

学級集団づくり
いじめ防止の取り組み

授業づくり・教科指導

総合学習

Ｒ(現状分析・把握)
Ｐ(推進計画、１年間のカリキュラムの立案

◆ ＰＴＡとの連携 ◆
平成２９年の重点課題
①「『おはようTuesday』保護者から進んであいさつの声かけ
をしよう。」
②「『みまもりたい』による防犯活動を進めよう。」
③「メディアについて学び、家庭でのルールづくりを進めよ
う。」
④「防災に関しての知識について、親子で身につけよう。」
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Ｄ(推進計画・カリキュラムの実践と記録)
Ｃ(学期ごとの各取り組み・子どもの姿の評価、年度末総括)
Ａ(学期ごとのカリキュラムの追加・修正、次年度のカリキュラム案策定)
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◆ キャリア教育 ◆（平成２９年度）
将来の展望を持ち、自分の進路を粘り強く実現しようとする生徒の育成
～自分を知り、社会を知り、将来の夢を持つ～

付けたい力；◇人間関係形成能力・社会形成能力
◇課題対応能力

１年

将来の自分

◇キャリアプランニング能力

デイキャンプ（５月）

社会見学「信楽焼体験」（昨年度）

仕事調べ（冬休み）

２年

自分と職業

自分の夢・将来の仕事（３月）

社会見学「京都大徳寺 座禅・和菓子体験」（５月） 職業人に聞く
チャレンジワーク（１１月）

３年

◇自己理解・自己管理能力

将来を見つめて

将来の職業・進路について考える

修学旅行（５月）

高校一日入学（８月～１０月）

進路を考える（１１月）

高校進路説明会・社会見学（１１月）

面接の心得（1２月～）

受験の心得（1月）

◆ 今後の生徒数と学級数の見込み ◆
年

度

２８

２９

３０

３１

３２

１年生徒数

１００

９０

１００

８５

７３

全校生徒数

３１７ ２９５

２９４

２８２

２６４

１２

１２

９

総学級数

１０

１１
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