期待され信頼される
学校をめざして
今年度は全校生徒４４９人でス

生徒の夢をはぐくむ三芳東中学校
学校教育目標

地域に根ざした学校づくりのために
本校は今年度も学校教育目標を
し、めざす生徒像を「自ら考え意欲

「自ら考え進んで行動する生徒」と
的に学ぶ生徒・心豊かで思いやりの

・心豊かな生徒
・意欲的に学ぶ生徒

タート。教職員一同、伝統ある三芳
中の教職員としての自覚と誇りをも
・たくましく生きる生徒
ある生徒・健康でたくましく生きる

ち学校教育目標「格好いい中学生」
の達成をめざし、家庭・地域の支援・
生徒」としました。教職員総勢 人

と信頼に応える教育活動を推進しま
成するとともに、生徒の夢をはぐく

力で道を切り拓いていく生徒」を育

ンスのとれた教育を展開して信頼さ

いきます。

に、よりきめ細かな指導を充実して

で全校２３６人の生徒一人ひとり

三芳東中学校は「自らの意思と能

す。
「格好いい中学生」とは、
「学ぶ
み、その実現に向けて全力で支援す

れる学校をめざすことなど７つの経

協力のもと、連携を一層深め、期待

生徒／貢献する生徒／優しい生徒／
育祭、けやき祭、合唱祭）を基軸に
営方針を掲げ、学力の向上をテーマ

自慢は、生徒全員が学校教育目標を
点目標として取り組み、家庭や地域

と「清々しいあいさつの励行」を重
協力の充実など の指導の重点・努

教育の推進、保護者・地域との連携・

小学校との連携を柱とした小中一貫

とする学校研究委嘱の推進、藤久保

本年度は、
「知・徳・体」のバラ

健康な生徒」の総称で、知 徳
･ 体
･
のバランスの取れた生徒の育成をめ
三芳東中学校の誇りと伝統を受け継

る学校です。生徒達は、
３大行事
（体

ざし、
「生きる力」をはぐくみます。
いでいきます。

理解し、達成に向けて取り組んでい
の支援・協力のもと、期待と信頼に

今 年 度 は、
「 学 力・ 体 力 の 向 上 」

ることです。今年度も「学力向上」

うな生徒の育成を図ります。本校の

また、誰からも格好いいと思えるよ
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や「いじめ撲滅を含めた生徒指導や
す。

応えられる教育を推進していきま
活動を展開していきます。

力点を掲げ、組織的・継続的に教育

が「心の居場所」となるような充実
した学校づくりに取り組みます。

信頼関係を深め一人ひとりを
伸ばす教育の推進

笑顔と活力に満ちた竹間沢小学校

チームワークをつくる子・ベストを

学校教育目標
「ルールをまもる子・

タートしました。

新入生を迎えて、元気に新学期をス

大切にする教育」をめざし、 人の

久保小学校 一人一人の学びと夢を

潤いの中、児童・教職員一人ひとりが

教職員が一丸となって『安心・安全・

たくましく」を学校教育目標に、全

する学校です。
「きよく・かしこく・

ト（全力で学習する）
、
ルール（ルー

のある子・たくましい子です。ベス

育目標は、よく考える子・思いやり

周年の節目を迎えました。学校教

の調和のとれた教育を推進します。

み、学力と体力を高め、
「知・徳・体」

とし、感謝と思いやりの心をはぐく

ふれる きれいな学校」を経営方針

づくりをめざしたユニバーサルデザ

むこと」
「書くこと」の領域指導をと

す。平成

輝く学校づくり』に取り組んでいま

きます。

人ひとりを伸ばす教育を推進してい

を合い言葉に、信頼関係を深め、一

ルを守る）
、チャレンジ（挑戦する）

皆さんから学ぶ「人・自然・伝統文

をめざし、ホタルの放流や藍染め、

で学ぶ、
健康で心豊かな児童の育成」

また、
「ふるさとを愛し、ふるさと

た授業を展開します。児童・保護者・

います。子ども達の目が輝く、生き

の交流、農作物の栽培など、地域の

ねらいとまとめを明確にした授業等

今年度は、どの子にも分かる授業
インの視点に立った授業実践につい

おして、思考力・判断力・表現力等

具体的な取り組みを進めます。

②豊かな心を育てる教育の推進

地域の皆さんが、
「竹間沢小で学ん

年度から、国語科で「読

本年度も、学校・家庭・地域が連
て研究に取り組みます。また、算数

をはぐくむ研究に取り組みました。

化の体験活動」を本校の特色として

童を育てるため、
「一人ひとりが輝き、

挨拶と返事ができる児童の育成等

学校づくりを推進します。
携し、人間関係づくりの基本となる
授業では昨年度に引き続き個に応じ

平成 年度は、より一層、自己の考え

車人形、福祉、外国出身の皆さんと

あいさつができる子を育てるため、
たきめ細かい指導を充実させるた

①確かな学力をはぐくむ授業の推進

よりよい人間関係を築く児童の育成」

③健康安全と健やかな体づくりの推進

今年度は、次の４つを重点とし、

「元気なあいさつ日本一」プロジェ

や思いを自分の言葉で主張できる児

日々の実践を通して、
「豊かな人

話し合い活動の充実を図ります。ま

をテーマに、互いの良さを認め合う

また、学校研究では、国語の授業
改善、言語環境の整備、読書推進等
間性」
「確かな学力」
「健やかな体と

かってたくましく生きる意欲と力を

体力」を育成し、子どもたちの生き

体育授業の充実等

高め、笑顔いっぱいの元気な学校づ

に取り組み、様々な生活場面で生き

④開かれた学校づくりの推進

てはたらく言葉の力を育てます。

た、
「縦割り活動」や「花壇・とめっ

学校応援団の計画的な取り組み等

で よ か っ た！ ｣と 誇 り を 持 て る よ
う、全教職員で子ども達の未来に向
習を充実させ、家庭・地域と共に豊

こ農園を活用した活動」等の体験学

くりを進めます。

保護者、地域の皆さんに信頼される

上富小学校

【開校年】
昭和 47 年
【校長】
佐藤 千代美

竹間沢小学校

かな心をはぐくむ教育を推進します。

【開校年】
昭和 56 年
【校長】
柿沼 秀樹

学校づくりを進めるために、全教職員

る力をはぐくんでいきます。
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を合言葉に、全教職員のチームワー

【開校年】
昭和 45 年
【校長】
中村 賢一

クで、ベストを尽くして活気のある

藤久保小学校

が一丸となって教育活動を展開します。

ていきます。

め、少人数指導の工夫・改善を図っ

40

クトに取り組みます。

88

「 すべては子どもたちのために 」

27

にあふれ、自分の成長を実感できる

つくす子」をめざし、
「まなびあい」

花（優しさ・思いやり）と
緑（伝統・文化）の上富小学校

「あいさつと歌声の響く 笑顔あ

藤久保中学校

あいさつと花と笑顔
あふれる藤久保小

三芳東中学校

【開校年】
昭和 59 年
【校長】
藤本 直己

道徳教育の充実」に取り組み、学級

10

昨年度、地域の学校として、開校

【開校年】
昭和 52 年
【校長】
吉澤 勲

本校は自然豊かな上富地区に位置

【開校年】
昭和 22 年
【校長】
千代田 栄

（写真：昨年の連合運動会）

問い合わせ
学校教育課 内 522・523

「あいさつと花と笑顔あふれる藤

三芳中学校

豊かな知性と感性をはぐくむ三芳教育の実現へ
今月号では各小中学校の目標と取り組みをお伝えします。

教育だより

の教育で、できる楽しさや学ぶ喜び

三芳小学校

「元気なあいさつ日本一」の

町内小中学校の目標と取り組み

教育活動を展開します。

【開校年】
明治 22 年
【校長】
古川 慶子

唐沢小学校

【開校年】
昭和 50 年
【校長】
齋藤 光一
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平成 27 年度
三芳小学校

