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令和４年度 墨田区立錦糸中学校 経営計画書 
 

                                    校長名   和田 浩二    

学 校 目 標 

人権尊重の精神を基調として、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな生徒の育成を目指して、 

次の教育目標を掲げる。 

○基礎学力を身に付け、自ら考える生徒を育てる。【知】 

○情操を豊かにし、他を思いやる生徒を育てる。【徳】 

○心身を鍛え、根気強く成し遂げる生徒を育てる。【体】 

目指す学校像 

「伝統ある名門校としての誇りと進取の気風に満ちた品格のある学校」 

(1) わかる喜びとできる楽しさを実感できる学校 

(2) 教師と生徒が強い信頼の絆で結ばれ、保護者に信頼される学校 

(3) 地域とともに歩み地域が誇れる学校 

目指す子供像 

「未来への夢や希望をもち、こころざし高く歩み続ける生徒」 

(1) 基礎学力を身に付け、自ら考える生徒 

(2) 情操を豊かにし、他を思いやる生徒 

(3) 心身を鍛え、根気強く成し遂げる生徒  

目指す教師像 

「明るく元気でハートがあって夢を語れる錦糸の教師」 

(1) 教科指導や直面する教育課題にも対応できる高い専門性のある教師 

(2) 錦糸中学校の教師である誇りと品格をもち、組織的に協働する教師 

(3) 教育公務員として職責を自覚し、服務の厳正を図ることができる教師 

 

項

目 
取組目標 取組指標 成果指標 

各 

教 

科 

指 

導 

等 

確かな学力を育てるための、分かりや

すい授業を実施する。 

 

①「どの教科でも」学びを深めるた

めにタブレット端末を効果的に活

用して生徒の興味関心を高める授

業を行う。 
②新学習指導要領や高校・大学の入
試改革を意識して授業を改善する。 
③「ふりかえりシート」、「ミライ 
シード」、「家庭学習ノート」を家 
庭学習で取り組ませ、基礎・基本
の定着を図る。 
④卒業までに漢検、数検､英検のい
ずれかで 3級を取得できるよう奨
励する。 

◇全教員が授業改善カードマッ

プのステップ 2のレベル到達

を目指す。            

  

◇英語においてスピーキングの

授業を各学年で実施する。 

◇家庭学習ノートの年間優秀賞生

徒を各学年 40％以上。 

 

◇漢検、数検、英検の３級以上

取得率を卒業時 60％以上をめざ

す。 

特別な支援を必要とする子供に対して

の、組織的な支援等を行う。 

 

①スクールカウンセラー、教育

相談担当者及び特別支援教育

コーディネーターが情報交換

を密に行い、支援が必要な生

徒を把握する。 

②外国につながりのある生徒が

在籍する実態を踏まえ、学校

全体で支援を行い進路保障に

努める。 

◇特別支援教育委員会を毎週実

施して情報交換と対応策の協議

を行う。 

 

 

◇外国につながりのある生徒の

高校進学率 100％を達成する。 

社会的自立に向けた進路指導・キャリ

ア教育・相談活動等に取り組む。 

 

①マイキャリアノートを活用

し、職場体験と錦中ハローワー

クを軸とした、キャリア教育に

関する「錦中スタンダード」に

従い、３年間を見通したカリキ

ュラムマネジメントを構築す

る。 

◇昨年に引き続き、学校支援ネ

ットワークや地域人材を活用し

て、錦中ハローワークを実施し、

生徒たちの満足度 80％以上をめ

ざす。 
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②上級学校や実社会で活躍する

地域の大人と触れ合うことで多

様な体験等「生きる力」の育成

につなげる。 

◇アンケート「将来の生き方を考

えたキャリア教育」を行ってい

るという肯定的な回答 80％以上

を達成する。 

教員の指導力・授業力の向上のための、

組織的な取組等を行う。 

 

①新学習指導要領に対応した授

業力の向上を目指すために、Ｉ

ＣＴ機器の活用とブルームの

「改訂版タキソノミー」を用い

て授業改善に取り組む。 

 

②東京都情報教育研究校の取組

として、全教員で、タブレット

端末を活用した授業実践に取り

組み、その成果を東京都に提出

する。 

◇昨年に引き続き、講師を迎え

て、「改訂版タキソノミー」に関

する研修を２回以上、公開授業

を２回実施して、教員一人一人

の授業力アップを図る。 

 

◇全教職員で取り組んだ実践事

例や授業動画を前・後期各２本

以上作成し、都に提出する。 

生 

活 

指 

導 
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いじめ、不登校等の予防や解決に向けた

組織的な取組等を行う。 

 

①人権教育の推進を通じて「い

じめの防止」に取り組む。 

 

②生活指導に関する教員の共通

理解と共通実践を進める。 

③「SNS錦中ルール」等、生活指

導のルールの周知・徹底を図る。 

 

◇保護者アンケート「わが子の

学校での友人関係は良好であ

る」の肯定的な回答が 80％以上。 

◇生活指導に関する研修会を

前・後期各１回実施する。 

◇保護者アンケート「わが子は

先生を信頼している」の肯定的

な回答 80％以上になるよう取り

組む。 

基本的な生活・社会習慣、人間関係づ

くりのための心の教育等に取り組む。 

 

①時間、挨拶、言葉づかいなど、

基本的生活習慣の確立に向けた

指導を充実する。服装について

は教員自らが範を示す。 

 

②生徒会活動(委員会活動を含

む)では、生徒の自主的・自律的

な態度形成を促し、自尊感情・

自己肯定感をはぐくむ機会とな

るよう、教員がサポートする。 

③学年・学級経営の充実のため

に i-check のデータを継続的に

年 2回活用する。 

◇保護者アンケート「教員は集

団生活のルールなど基本的なこ

とをしっかり指導している」の

肯定的な回答を 80％以上得られ

るよう取り組む。 

◇年間 11回の専門委員会におい

て生徒の課題意識を高め、生徒

同士が自律的に問題解決できる

よう育成する。 

 

◇昨年に引き続き、講師による

i-check データの活用研修会を

年１回実施する。 

危機回避能力の育成や子供の安全を確

保するための取組等を行う。 

 

①災害発生時に対応できる実践

的な避難訓練を実施し、防災意

識を高める。 

②1 年生を対象とした救急救命

講習を実施し、生徒に地域の一

員としての自覚をもたせる。 

◇地震・津波・台風等を想定し

た避難訓練を毎月１回実施す

る。 

◇１年生全員が救急救命講習に

参加し、修了証を受け取り、意

識を高める。 

学 

校 

の 

管 

理 

運 

営 

経営方針に基づいた、組織的な教育活

動・学校運営等を行う。 

 

①校長と副校長、副校長と必置

主任及び学年主任の報告・連

絡・相談を密にして教育課程を

適切に実施する。 

②年度当初の学年経営方針に基

づき、見通しをもって教育活動

を進めるとともに、自己申告の

面接を通じ、教職員の担当する

分掌の到達目標を学校経営方針

に即して設定する。 

 

◇Teamsを活用して情報交換、周

知徹底が１００％となるよう取

り組む。 

 

◇教員によるアンケート「組織

的な教育活動・学校運営」の肯

定的な評価が 85％以上を目指

す。 
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子供の実態に合わせた教育目標設定及

び学校評価等を適切に行う。 

 

①生徒による授業評価を年２回

実施する。 

 

 

②担任２人制により、子供の話

を傾聴し、実態をしっかりとつ

かみながら、学校経営改善に生

かす。 

③学校運営連絡協議会や保護者

からの評価を、教育課程の改善

や学年経営方針の策定に生か

す。 

◇生徒による授業評価「先生は

熱心に教えてくれる」の肯定的

な評価 80％以上をめざす。 

 

◇生徒アンケート「先生は生徒

の意見をしっかり聞き、学校生

活に生かしてくれる」の肯定的

な評価 85％以上をめざす。 

◇学校経営の改善のために、学

校運営連絡協議会を年３回実施

する。また、ＰＴＡ実行委員会

から毎回意見を聴取し、改善に

努める。 

適切な教育活動が行える教育環境・設 

備等を整える。 

 

①施設・設備の安全点検や、薬

品庫、刃物等の確認など、教職

員の危機管理意識を高める。 

②限られた予算の中で最大限の

教育効果を発揮できるよう、教

育環境、設備等を充実させる。 

◇保護者アンケート「教室の環

境整備に努めている」の肯定的

な評価が 80％以上を目指す。 

◇事務と協力し、必要なものは

教育委員会に相談し、教育環境

の整備等を充実させる。 

家 

庭 

・ 

地 

域 

連 

携 

教育方針や日常の教育活動の様子など

を工夫して分かりやすく伝える取組等を

行う。 

①学校だよりや学年通信を活用

して、教育方針や教育活動を発

信する。 

②学校ホームぺージやスクリレ

を活用して情報提供を充実す

る。 

◇学校だよりは月１回、学年通

信は月１回以上発行する。 

 

◇学校ホームぺージは週２回以

上、スクリレは週 1 回以上更新

して、情報を提供する。 

保護者や地域の理解や協力を得た教育

活動を行う。 

 

①学校支援ネットワーク事業夜

学区域の人材を活用し、錦糸中

学校の教育活動に地域の教育力

（ゲストティーチャー等）を導

入し、教育内容の充実・向上を

目指す。 

②教職員が PTA 活動や青少年育

成委員会の活動に積極的に参加

し、保護者・地域とともに歩む

教育活動を推進する。 

③服務の厳正を図る。服務事故

は教員本人だけでなく学校の信

用を失墜させる行為であること

を肝に銘じるとともに、出張、

休暇、職免等の処理を適正化す

る。 

◇すみだ学校支援ネットワーク

や地域人材を活用した新規の出

前授業を各学年２本以上取り入

れ、教育内容の充実を図る。 

 

 

◇保護者アンケート「錦糸中学

校は地域やＰＴＡの活動に協力

している」の肯定的な評価 80％

以上を目指す。 

◇年２回の服務事故防止研修、

年３回の体罰チェックリスト、

月１回の職員会議で講話を実施

し、服務事故ゼロを達成する。 

 

※ 表については、必要に応じて２ページ以上にわたるように加工する。 


