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１・基本理念 

（１）ねらい 

    現在、生徒たちを取り巻く環境や学校が抱える課題が複雑化・多様化している中、教育改革、 

  地方創生等の動向からも、学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されています。この点につ 

  いて新しい学習指導要領では、学校運営上の留意事項として、「家庭や地域社会との連携及び 

  協働と学校間の連携」の重要性を明記しています。すなわち、生徒や学校の抱える課題の解決、 

  未来を担う生徒たちの豊かな成長のためには、社会総掛かりでの教育の実現が不可欠です。 

   本校は、これまでも地域に根ざした学校づくりを目指してきましたが、今後は教育活動に必 

  要な制度、組織、人的・物的体制を家庭や地域の人々と連携しながら整え、生徒の成長と幸せ 

  のための「社会に開かれた学校づくり」を進めていきます。この取組みは、すでに国が施策 

  として打ち出し、今後、横須賀市でも始まる「コミュニティスクール」を念頭に置いたもの   

  でもあり、近い将来、コミュニティスクールが開始される際、本校ができる限りスムーズに 

  移行できる基礎づくりを行うことも目指しています。 

（２）これまで行ってきた地域連携との違い 

   輝く生徒たちの未来の創造に向けて、これまで以上に、学校と地域がパートナーとして連   

  携・協働による取組を進めていくためには、学校と地域住民等が「今、大楠地区の生徒たち 

  ちに求められる（必要な）力は何か」「中学校生活３年間（地域）でどのような生徒たちを   

  育てるのか」という目標やビジョンを共有することが重要です。そのために、本校では、 

  「社会に開かれた学校」づくりのために、学校と地域の連携を推進する新たな組織を立ち上 

  げ、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進め 

  ていきます。 

（３）大楠中学校スクールプラン 

        「人・地域との共生・共育を目指して」 

             ～共に学び、共に誇れる学校をつくる～  

   ２年目となる、本校スクールプランの柱です。「共に学び、共に誇れる学校」とは 

   生徒にとって ・・・「大楠中学校で勉強できて良かった」という愛校心が持てる学校 

   教職員にとって・・・「大楠中学校で生徒と共に勉強できて良かった」という自信を持って 

             生徒の教育にあたれる学校 

   地域にとって・・・・「大楠中学校に生徒を通わせて良かった」という厚い信頼を寄せる 

              ことができる学校 

      このスクールプランを実現するためにも、「社会に開かれた学校」づくりを積極的に進めて 

   いきます。 



 

（４）「社会に開かれた学校」推進委員会の設置 

  《主な役割》○ 校長（学校）が作成する学校経営の基本方針を承認し、育てたい生徒像や   

          目指す学校像等に関する学校経営ビジョンを共有化します。 

        ○ 学校経営について学校を中心とする諸課題を検討して学校に諮問します。 

  《メンバー》〇校長 〇教頭 〇教務管理 Gリーダー 〇連携推進Ｇリーダー  

        〇学校評議員(5) 〇いじめ防止等問題対策員(1)   

        〇保護者代表＝ＰＴＡ会長（１） 

        〇町内会代表＝連合町内会長(1)＋町内会代表(1)  

        〇小学校校長(2)             計１５名 

        ※ 町内会代表の人選、人数は、連合町内会長と相談して決定します。 

        ※ 小学校校長は、案件によって出席を依頼します。      

        ※ 横須賀市教育委員会より教育政策課内田貴雄主査指導主事、教育指導課 

          渡辺真也指導主事が毎回、参加します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（５）相互理解を深めるために 

   これまで、多くの学校は、学校が 

  家庭や地域に対して「お願い」をし、 

  それに対して家庭や地域が学校に 

 「協力する」「支援する」というかたち 

  の関係（ある意味、「貸し借り的な関 

  係」）が一般的でした。今後は、学校・ 

  家庭・地域で情報や課題・目標・ビジ 

  ョンを共有化することで、相互理解を 

  深めながら、学校と地域住民等が力 

  を合わせて学校の運営に取り組むこ 

  とが可能な「地域とともにある学校 

  づくり」への転換を図ります。本校は 

  学校運営に地域の声を積極的に生かし、 

  地域と一体となって特色ある学校づく 

  りを進めていきます。そこで、社会に開かれた学校推進委員会では、熟議・協働・マネジメ 

  ントの３つの視点をもって、右図のような共有サイクルを大切に取り組みます。 

 

 

  「社会に開かれた学校」イメージ図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会に開かれた学校推進委員会の開催 

社会に開かれた学校 



２・第Ⅰ期 取組計画 

（１）期間 

   令和２年４月～令和４年３月（２年間） 

（２）達成目標 

  ① 社会に開かれた学校推進委員会の活動を軌道に乗せます。令和４年に始まる横須賀市の 

    コミュニティ・スクールへ移行するための基礎づくりを行います。 

  ② 大楠中学校（大楠地区）の生徒の課題を確認するとともに、「中学校生活３年間（地 

    域）でどのような生徒たちを育てるのか」という目標やビジョンを共有します。 

  ③ ②に基づき、本校の教育課程（教育活動）を見直し、具体的な方策を検討します。 

（３）検討課題 

    ① カリキュラムマネジメント・・・教育課程の再編 

      ・「中学校生活３年間で、どのような生徒を育てるのか？」「今、大楠中の 

        生徒に求められる力は何か？」を意識した、一貫した３年間の教育課程 

        を編成 します。 

      ・ キャリア教育を軸に、地域と連携した教育課程を整理、統合 します。 

      ・ 総合的な学習の時間の学習内容と行事 を見直します。 

      ・ 「９年間の学びの継続」を意識した、より効果的な小中一貫教育のあり方 

        を見直していきます。 

    ② 地域と連携した取り組みを見直します。見直す主な取り組みは以下の通りです。 

 

      ・ 三校連絡会 

      ・ 地区懇談会 

      ・ 落書き消し隊 

      ・ ワークショップ 

      ・ 地域防災デー 

      ・ 避難所運営委員会、避難訓練 

      ・ 救護所設置訓練 

      ・ 学区パトロール   

 

３・大楠中学校教育課程編成要項 

    新学習指導要領の完全実施まで残り1年、今後１０年以上にわたる本校の確固たる教育活動  

  を構築するために、新しい学習指導要領の趣旨をしっかりと反映させ、「中学校生活３年間  

  でどのような生徒たちを育てるのか」という目標やビジョンを地域社会と共有しながら、諸  

  課題を解決するための教育課程を編成する必要があります。そこで、できる限り、多角的な 

  視野に立ち、また長期的な展望を持って本校の新たな教育課程を編成します。 

（１)新しい教育課程編成の基本的な考え方 
      本校の新しい教育課程を編成するにあたっての基本的な考え方を、以下の２点とします。 
 

     ① 統一性・一貫性のある教育を再構築します。 
        「学校教育目標」と「めざす生徒像」を達成するために、３年間を見通した教育活動を再   
   構築します。１年－２年－３年という「縦の指導」、教科指導を中心とした「横の指導」の 
   両面で、カリキュラムマネジメントを行います。 
          



  

   ② 「チーム大楠」として組織的に取り組みます。 
          上記①の教育を再構築するためには、全教師が、その趣旨をしっかりと理解し共通認識 
   の中で、指導計画を作成する必要があります。すなわち「教科指導」「道徳」「総合的な学 
   習」「特別活動」「行事指導」など、それぞれの担当者が生徒の成長（学校教育目標にそっ 
   た変容）につながるような実践的計画を責任もって作成することが大切です。 場合によっ 
   て、これまでの指導法や指導内容を見直す必要に迫られることもあると思います。そのよ 
   うな課題を克服するためにも地域を含めた「チーム大楠」として、広い視野で柔軟に一つ 
   のものをつくり上げていきたいと思います。 
 
（２）研究推進組織（教育課程推進委員会）  ※企画調整会議が代行します。 
 
 
 
 
 
 
 
（３）学校教育目標とめざす生徒像の確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）スクールプランの確認 
    あらためて、スクールプランの柱となる「教育テーマ」を確認しておくと・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇自ら学び自ら考え、豊かな知識を求める生徒の育成 

〇他人を想いやり、正しく判断し自律的に行動する生徒の育成 

〇たくましい体力と気力を持ち、粘り強くやり抜く生徒の育成 

〇勤労を尊び、協力して実践活動のできる生徒の育成 

〇自ら学び、共に成長する生徒       『授業を大切に』 

〇自他の良さに気付き、思いやりのある生徒 『人を大切に』 

〇責任感を持ち、礼儀正しい生徒      『礼儀を大切に』 

〇夢の実現にむけて、一生懸命努力する生徒 『夢を大切に』 

人・地域との共生、共育を目指して 

～共に学び、共に誇れる学校をつくる～ 

校長、教頭、委員長（学校管理運営ＧＬ＝中島☆） 
学習指導ＧＬ・２年主任（関☆）、生活指導ＧＬ（村田） 
支援ＧＬ（星野いすず☆）、連携ＧＬ・３年主任（掛波☆）  

１年主任（本田）                                         ☆総括教諭 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

重 点 課 題 

（１）生徒の学びを豊かにする学習指導・生活指導（学びづくり） 

（２）信頼される学校づくりの推進（信頼づくり） 

（３）組織的・機能的な学校運営体制（組織づくり） 

（４）健全な教育環境の整備（健康・安全づくり） 

 

  令和２年度 大楠中学校スクールプラン    

 人・地域との共生、共育を 

 目指して 

～共に学び、共に誇れる 

学校をつくる～ 

学校教育目標  〇自ら学び自ら考え、豊かな知識を求める生徒の育成                                           
           〇他人を思いやり、正しく判断し自律的に行動する生徒の育成 
          〇たくましい体力と気力を持ち、粘り強くやり抜く生徒の育成 
             〇勤労を尊び、協力して実践活動のできる生徒の育成 

  

・学力の向上にむけた恒常的な授業改善 

・ユニバーサルデザインを基盤とした授業づくり 

・個々の教育的ニーズに応じた支援教育の充実 

・言語活動（聞く力、話す力）の充実を図る授業づくり 

・きめ細かな生徒指導の推進 

・道徳教育、いのちの授業の充実 

・いじめ防止、不登校・問題行動などの早期発見・早期対応 

・挨拶・善悪の判断・社会的ルールや礼儀など規範意識の育成 

  めざす学校像 

・学ぶ喜びを味わうことが 

 できる学校 

・思いやる心が育まれる落ち

ついた学校 

・自然や地域とのふれあいが 

 活発な学校 

・未来を見据え、健康、安全

教育を積極的に推進する

学校 

  めざす教師像 

・生徒の関心を高めるアク 

 ティブな授業をする教師 

・常識を持ち、職場における和

を大切にする教師 

・保護者や地域との連携を 

 大切にする教師 

・健康、安全に留意し、教師と

しての力量の向上に努める

教師 

・家庭・地域との連携のもと地域に根ざした学校づくり 

・学校評価を活かした学校づくり 

・小中一貫教育における学びの連続性を意識した教育の推進 

・地域教育資源や学習環境の活用 

・教育活動のねらいや実践の積極的な発信 

・地域行事への参加 

・組織的・機能的な学校体制の確立 

 （グループ間、学年間の連携強化） 

・実践的な校内研究・研修の推進と 

教育活動の改善 

・人権意識の向上と危機管理の徹底 

・組織的、計画的な人材育成の推進 

・安全・安心して生活できる教育環境の整備 

・防災計画、防災訓練などの防災管理・組織活動の充実 

・規則正しい生活習慣の確立 

・健康教育、食育の推進と充実 

・メンタルトレーニングの実施と効果的活用 

・体力運動能力の向上と部活動の充実 

めざす子ども像 

〇自ら学び、共に成長する生徒 『授業を大切に』 

〇自他の良さに気付き、思いやりのある生徒『人を大切に』 

〇責任感を持ち、礼儀正しい生徒『礼儀を大切に』 

〇夢の実現にむけて、一生懸命努力する生徒『夢を大切に』 

 
 
 

人との共生、共育 

・社会のルールを守る規範意識 

 や礼儀、あいさつの定着 

・学び合い活動の充実 

・言語活動の重視 

・思いやりの心の育成 

・インクルーシブﾞ教育の推進 

地域との共生、共育 

・地域との連携を強化した開か  

  れた学校づくり 

・地域の小学校との小中一貫教

育の推進 

・学年段階に応じた地域学習の 

  編成  

  

 

 

信頼づくり 
健康・安全

づくり 

学びづくり 組織づくり 



（５）新しい教育課程編成の柱 
    学習指導要領の基本理念、本校の学校教育目標やめざす生徒像等を考慮すると、本校の新   
   しい教育課程編成の柱は、これまでも取り組んできましたが、「キャリア教育」とすること 
   が妥当であると考えます。あらためて、「キャリア教育」の定義を確認しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 本校における教育活動は、すべて「生きる力」を育む教育＝キャリア教育です。例えば、 

  ４つのめざす生徒像（授業を大切に、人を大切に、礼儀を大切に、夢を大切に）は人として 

  成長し、社会で生きていくために欠かすことができない大切な力（まさに生きる力）です。 

  基本的にキャリア教育は大きく、見える学力（教科による知識や思考）と、その土台となる 

  見えない学力（優しさ、思いやり、責任感、向上心など）に分けられ、後者は総合的な学習、 

  道徳、特別活動等で計画的・総合的に育成していきます。 

（６）各学年の指導テーマ 

    ３年間で生徒の「生きる力」を育成するために、計画的、段階的に各学年の指導テーマ  

   を設定して、一貫した教育プログラムを編成します。 

 

      【１年生】   

         

 

 
      【２年生】 
         
 
 
 
 
    【３年生】 

                  

 

「キャリア教育＝生きる力を育む教育」     

「今を生きる」 （学び方を学ぶ） 
  家族や地域という身近な集団とふれあいながら、共に生きる基礎を 
 身に着けることを目指します。 

 

「社会を生きる」 （学びを応用する） 
   職業や社会体験を通して自己の視野を広げ、社会でたくましく生きる力を     
  高めることを目指します。 
 

 

「未来を生きる」 （学びを発展させる） 
   進路や夢の実現にむけて、３年間学習した内容を活かして、自己の生き方 
  を見つめ直し、前向きに生きていく力を高めることを目指します。 
 

 
 



 

（７）教科指導 

       ① 授業の構想・計画（指導計画の作成）をどうするか？ 

            各教科、指導計画の作成にあたっては、「確かな学力」を育成するために、以下の５点  

     を考慮して授業を構想し、指導計画を作成します。 

    ○ 生徒の関心を高め、主体的な学習意欲を引き出すとともに、「意見を交換する」「教え 

      合う」「深める」等、学び合う学習環境を成立させます。 

        ○ 教科において基礎的・基本的な知識及び技能を活用した思考力・判断力・表現力等 

      の能力に関する目標を確認して各単元指導計画に、これらの能力を位置づけます。 

      ○  学習習指導要領から各教科の指導内容の系統性や発展性を把握し、指導計画に位置 

          づけます。状況によって、小学校の指導内容（既習事項）を把握し計画作成に活用す 

      ることも必要です。 

    ○ 国語の「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の指導内容の系統を把握し、 

      他の教科等での言語活動（聞くこと、話すこと）の充実に生かすよう指導計画に具体 

      的に位置づけます。 
        ○ 各教科間の相互の指導内容の関連を検討し、関連ある内容や活動できる指導内容、 

      活用できる学習活動を他の教科において活用するように指導計画に位置づけます。 

      また、他の領域（特に総合的な学習）との関連性を検討し、指導計画に積極的に位置 

      づけます。 
      ② 授業の実践・指導をどうするか？ 

       以下の「大楠スタンダード」を意識した授業実践を行います。 

 

  ○ 授業中は机の上をなるべくすっきりさせる（必要なもの以外は机の中にしまわせる） 

 ○ 黒板には、プリント等を貼ったり、連絡を書いたりしておかない。 

    ○ 黒板周りは常にすっきりさせておく。（注意がそれることもあるので、プリント等はな 

      るべく前方の壁には貼らない） 

  ○ ３・４人の学習班によるグループ学習を積極的に取り入れる。 

  ○ 授業のめあてを必ず提示する （授業のはじめに学ぶべきことをイメージさせる） 

 ○ 授業の見通しを持たせる （その授業で学ぶことをイメージさせる） 

 ○ 教師の話、説明はできるだけ短く、少なく。（教師が話しすぎない） 

 ○ 生徒の意見をつなぐ授業づくりを行う。 （キャッチボール型からバレーボール型へ） 

 ○ グループ内の少数派に目線を向ける。（きめ細かな支援を行う） 

 
        ③ 授業の評価・改善をどうするか？ 
       新学習指導要領に対応した「評価基準」と「評価計画」を作成し、「指導と評価の 
      一体化」という観点から、生徒の学習のようすをしっかりと見取り、評価へと反映さ 
      せます。なお、その際には、以下の３点を考慮します。 
     ○ 本時のねらい（めあて）を明確にし、それに準じた課題の設定を適切に行うととも 
       に、それを見取る方法を工夫します。 

     ○ 必ず、一時間や一単元の学習をのふり返りを行う機会を設け、主体的に学習にのぞ 
       めたか、学び合い、深め合うことができたかを自己評価させ、その成果や課題を 
       次時や次単元に生かすように指導します。 

           ○ 生徒が基礎的・基本的な知識や技能を身につけることができているかを教師が把握 
       し、生徒自身が確認する機会を設け、その後の指導方法や指導計画などを検討して 
       改善します。 

            



          今後も、積極的に校内における授業研修（研究授業・研修）を実施し、生徒の「主体的   

     で対話的な深い学び」を実現させるために、授業実践力の向上を目指したいと思います。 

 

（８）道徳指導 

            今後も、授業を中心とした「道徳」指導の流れを継続していきます。その際、以下の 
        ４点を考慮します。 
      ○ これまで通り、道徳の授業時数をしっかりと確保し、一年間で２２の内容項目を 
       全て扱うように計画し実践します。また、各学年で定期的に「エンカウンター」を 
       実施します。 

          ○  道徳教育推進教師を中心とした指導体制をさらに充実させていきます。学年や全校        
       体制で授業づくり研修会を定期的に実施します。                    
     ○ 授業づくりにおいては、「共通理解」と「自己理解」を指導の柱として位置づけ、 
       それに応じた適切な発問や課題を設定します。 

           ○ 授業においては、「大楠中学校の道徳授業の約束」を常に生徒に意識させ、生徒 
       による対話を重視し意見をつなぐ授業実践（バレーボール型授業）を行います。 
         
             大楠中学校の道徳授業の約束  
      
            ① 自分の意見を持って、みんなに発信しよう！  
       ② 人の意見をしっかりと聞いて、自分と比較しながら、 
         考えを深めよう！  
              ③ 自分のことに置きかえて、考えてみよう！ 
 
          

 （９）総合的な学習の時間の指導 

           「生きる力の育成」と本校の教育テーマ「人・地域との共生」を達成する中心的な教育 
    活動として、本校では、この総合的な学習の時間を位置づけます。これまで総合的な学習 
    の時間として取り組んできた内容を、すべて見直し、そこにある問題点を整理・解決しな 
    がら、キャリア教育における各学年の指導テーマを強く意識した統一性・一貫性ある教育 
    へと再構築していきます。すなわち、３年間を見通した連続性ある指導（縦の指導）、各 
    領域との関連を意識した指導（横の指導）を効果的に実践することを目指します。 
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「今を生きる」  
  家族や地域という身近な集団とふれあいながら、共に生きる基礎を 
 身に着けることを目指します。 

 

「社会を生きる」  
   職業や社会体験を通して自己の視野を広げ、社会でたくましく生き  
  る力を高めることを目指します。 
 

 

「未来を生きる」  
 進路や夢の実現にむけて、３年間学習した内容を活かして、自己の生き
方を見つめ直し、前向きに生きていく力を高めることを目指します。 
 

 
 

 

学び方を学ぶ 

学びを応用する 

学びを発展させる 



（１０）特別活動 
     日常の学校生活、学級で生きる力を高めるために、「集団や社会の一員として、人との 
   コミュニケーションを大切にして、よい良い生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的  
      な態度を育てます。その際は、以下の３点を考慮します。 
    ○ 「自分たちで考え、責任をもって行動する」機会を設けて丁寧に指導・支援するこ 
      とを通して、生徒一人ひとりの問題解決力と集団としての自治力を高めます。また、 
      生徒に活動を通して成功体験をさせることで、リーダーの育成を図ります。 
        ○  道徳の授業との有機的な関連を図り、道徳の授業で学習した内容をできる限り、意 
            図的・計画的に実践する機会を設けることで、生徒の行動・態度に反映・定着させ 
            ていきます。 
        ○ 体験活動と言語活動を充実させていきます。特に、学校行事においては、体験活動 
       が中心となりますが、その際には、それらの活動を通して気づいたことを振りかえ 
       り、まとめたり、発表しあったりするなどの活動を充実するように工夫することが 
       大切です。 
 
（１１）行事指導 
     上記、キャリア教育の各学年指導テーマを意識した行事（全校行事、各学年行事）を計画 
   し実践します。これまでの行事を上記の観点に基づいて見直し、より、本校にとって教育的 
   効果が高い内容を検討していきます。 
 
（１２）役割分担 
     具体的な準備作業は、原則として、教育課程推進委員会（企画調整会議）が中心となっ 
    て行いますが、内容によっては各学年、各グループ、各自に仕事を依頼します。基本的な 
    考え方で示したとおり、今回の取り組みは「組織的に取り組み、全職員の共通認識の下で 
    取り組んでこそ意義のあるもの」です。とにかく職員全員で、未来の大楠中学校をつくり 
    上げていきましょう。 
 
          委員長（アドバイザー）          校長 
         副委員長（アドバイザー、渉外関係）    教頭  
         全体企画、調整（コーディネーター）    中島（教務管理Ｇリーダー） 
         教科指導                           関（学習指導Ｇリーダー） 
         道徳指導                      本田（道徳推進）  
                         星野いすず（支援Ｇリーダー） 
     特別活動                                 村田（生活指導Ｇリーダー） 
         総合的な学習の時間（１年）          本田（１年主任） 
                           （２年）         関（２年主任） 
                           （３年）        掛波（３年主任） 
     行事指導     （体育祭）       中島、村田 
                          （合唱祭）           星野いすず、村田 
                  （学年行事）            本田、関、掛波 
             （地域）        掛波（連携Ｇリーダー）、中島 
          教科時数、ＴＴ、小人数         学校長、教頭 
         教科年間指導、評価計画作成        教科会＆全教師                    
                              
  （１３）準備日程 
 
          【４月】 「社会に開かれた学校づくり」 大綱承認（２０日 職員会議） 
          【５月】  「社会に開かれた学校」推進実施要項提案（１４日 企画会） 
              「社会に開かれた学校」推進実施要項提案（１８日 職員会議） 
           各パート準備作業開始 
      【７月】  第１回社会に開かれた学校推進委員会（   日）  
      【１２月】 中間報告（   日 企画会）  
            中間報告（   日 企画会）      
           【１１月】 各パート準備作業→中間報告（１９日 企画調整会議） 
      【１月】  各パートの指導計画完成、検討（企画会） 
            各パートの指導計画提案   （職員会） 
           【２月】  第２回社会に開かれた学校推進委員会（  日） 
 


