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　先日、平日に休みをいただいたので、法学部に

入学した娘を連れて、社会勉強という名目で東京

地方裁判所の刑事裁判を傍聴した。たまたま児童

虐待による傷害事件の審理が行われており、その

日は検察側の証人として被害児童を診察した医師

が答弁していた。場面は弁護側からの反対尋問で、

医師の診断「急性硬膜下血腫」というものを、こ

の症状は虐待によるものではなく、単にベンチか

ら転落したような事故の場合でも発症するか否か

という点を尋ねていた。医師はＣＴ画像やＭＲＩ

からの医学的な所見を述べ、過去の研究文献をや

たら引用して説明しているのだが、傍聴者を含め

裁判官や検察官、弁護人にも、あまりにも専門的

見地からの説明のために上手く伝わっていなかっ

た。

　例えば、弁護人はＣＴ画像の脳の出血部分を指

摘して、外部からの衝撃が原因での出血に対して、

どのような衝撃なのかを尋ねているのだが、この

ような出血は遠心力や回転力が脳に加わらないと

発症しない、単にベンチから転落したような衝撃

では起こりえないという所見を導くのに１時間ほ

どかけていた。裁判官からも「今回は検察側の証

人であり、弁護側からの反対尋問なので、簡潔に

結論から述べて、その後に根拠を示してくださ

い。」と再三にわたり注意を受けていた。ちなみ

に遠心力や回転力を受ける事例として、柔道の大

外刈りをあげていた。学校教育の中での事故の多

さと防止の必要性も述べていた。

　確かに医師という職業意識が働き、裁判という

特殊な場面で誤りは許されない、正確に答弁する

必要があるということは十分に理解できるが、分

かりやすく一般人にも理解できる程度の説明でな

くてはならないと感じた。

　これは学校教育の場でも同様である。一般的に

私たち教育者は、管理職を含めて話が長くなるこ

とが多い。私も力が入ると、

たまに長くなることがあ

る。教員からの報告で

も、事実経過を長々と

説明した後に、こう

なりましたと結果を

述べてくる。「結論を

先に言ってよ。」とつ

いつい言いたくもなる。

　また、知らず知らず

のうちに、先の医師と同

様に専門的な用語を多数用いて

生徒や保護者に何気なく説明していることもある。

　人のふり見てわがふり直せという、まさに好事

例であった。話の上手な人に共通する点は、分か

りやすさだと思う。相手の状況に合わせ、論理的

な話と情緒的なものを織りまぜ、具体的にそして、

話の適切な時間を考えている。

　自分が言わんとしていることが相手に伝わらな

ければ、コミュニケーションは成立しない。特に

教職に携わる者にとっては言葉が生命線である。

特別な用語を使わずに、端的に相手を納得させる

ような、そんな力が求められている。校長として

日々、心していかねばと決意を新たにしたところ

でもある。

　裁判の傍聴を終えて、我が娘が発した感想は

「大学の先生の講義は、まわりくどくて難解だと

思っていたけど、今日に比べたらそんなことはな

かった。」というものであった。

　裁判の傍聴は公開の原則があるので、いくつか

の制約はあるものの、出入りを含めて自由である。

大人だけでなく、中学生でも可能であり、多くの

ことを学べる機会である。法教育や人権教育とい

う視点からも一度、検討してみても面白いと思う。
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■７月　地区代表者連絡会報告
日時　令和元年７月９日（火）15時～17時
場所　新宿コズミックセンター５階　大研修室

１　会長あいさつ
○挨拶
　夏季休業日まで２週間余りとなり、成績処
理や評価・評定、通知表の作成とともに、三
者面談や部活動の予定など夏季休業日に向け
た準備に追われていることと思います。
　さて、今学期の東京都中学校長会は、４月
の総会以降、新たなスタッフで、会員皆様の
ご協力を得て、地区代表者連絡会や区市等校
長会長連絡会など、活動を進めてまいりまし
た。さらに、東京都小中学校女性校長会や東
京都公立中学校副校長会等の会議への参加、
東京都教育委員会からの協力要請による、東
京都立高等学校入学者選抜検討委員会や七都
県高校進学問題協議会等への参加など、数多
くの活動を分担して行ってまいりました。
　また、各地で発生した登校中の児童が巻き
込まれる自動車事故や不審者に危害を加えら
れる事件、関係機関と連携した虐待への迅速
な対応、不登校傾向の見られる生徒を中心と
した状況把握や相談機関との適切な連携など、
生徒の安全・安心に向けた対応に組織的かつ
継続的に取り組んでいくことが重要であり、
地区代表者会等の機会を活用し、各学校での
実践や課題を共有していくことで各地区・学
校の対応の充実に寄与することも本会の重要
な役割と思っております。

○当面の課題
(1)令和２年度東京都立高等学校入学者選抜

　入学者選抜検討委員会を重ね、令和２年
度に向けた都立高等学校入学者選抜の改善
を進めています。進路対策委員会からの情
報や配布物の有効飼うように向けて、各学
校での対応をよろしくお願いいたします。

(2)都教育庁人事部との情報交換
　今年度１回目の情報交換会では、①学校
の働き方改革にかかわる課題、②管理職と
再任用教員の確にかかわる課題、などにつ
いて説明をいただき、情報交換を行いまし
た。

(3)都教育庁指導部との教育連絡会
　７月16日、今年度第1回目の教育連絡会を
行います。①道徳授業地区公開講座やセー
フティ教室、②児童・生徒の学力向上を図
るための調査、③東京都中学校英語スピー
キングテスト、④文化部活動の在り方日関
する方針、⑤オリンピック・パラリンピッ
ク教育の推進、などの情報交換を行う予定
です。

○連絡・報告事項
(1)平成31年度教員採用選考
(2)東京都中学校体育連盟の運営について
(3)東京都中学校長会新任校長連絡会

(4)オリンピック・パラリンピック教育の推進
について

２　行政説明
○東京2020大会 中高生ボランティア体験につ
いて　東京都教育庁指導部オリンピック・パ
ラリンピック教育推進課長　伊東　直晃　様

○平成31年（令和元年）度の東京都教育庁人事
　部の人事行政について
　東京都教育庁人事部主任管理主事
　　　　　　　　　　　　　　泉澤　　太　様

３　協議…なし

４　連絡・報告事項
(1)役員会より

平成31年（令和元年）度 東京都中学校長会
の組織と取組

(2)各部・各委員会
【総務部】
・調査報告（欠員調査、転入学に関する調
査）

【教育対策部】
・令和２年度 中学校教育関係要望書（案）

【研究部】
・令和元年度都校長会第一部会調査…全校調
査

・令和元年度都校長会第二部会調査…抽出調
査

【生徒指導部】
・調査研究アンケート作業日程案

【人権教育推進委員会】
・人権教育研修会（７/25木）の案内

【進路対策委員会】
・令和２年度東京都立高等学校入学者選抜検
討委員会（３・４回）報告

・令和元年度七都県高校進学問題協議会記録
・施設見学会（10/21月）の案内

【修学旅行対策委員会】
・令和３年度連合体輸送列車の動向調査結果

【選挙管理委員会】
・組織、選挙日程　　等

(3)関連団体
【全日本中学校長会】
・働き方改革、中学校長会研究大会について

５　事務局より
・令和２年度東京都中学校長会会費予算化へ
の対応について

・全日本中学校長会研究協議会群馬大会につ
いて

・令和２年度の主な行事について　　他

６　情報交換
　東京都教育庁人事部との情報交換会（７／
８）の報告

７月 地区代表者連絡会 報告
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令和元年度　教育対策部　活動概要
教育対策部長　千葉　正法
（多摩市立青陵中学校長）

１　活動の重点
(1) 東京都中学校長会「運営規程」に示された内
容について、調査・研究・要望活動を行う。

(2) 昨年度の調査結果を踏まえ、東京都教育委員
会等に提出する『中学校教育関係要望書』を作
成する。

(3) 研究部の研究発表と重複しないよう、予算・
施設関係と人事関係を重点に調査を行う。

(4) WebアンケートやＥメールなどを活用した組
織的な活動を行う。

２　活動内容
(1) 「令和２年度中学校教育関係要望書」の作成
及び要望活動

(2) 「令和３年度の要望のための調査報告書」の
作成と概要の発表

(3) 上記以外に会長等からの指示に基づき、必要
とする調査・要望活動等を行う。

３　スケジュール
○５月７日(火)第１回部会　部員総会で活動内

容の確認、役割分担及び組織づくり
◯６月７日(金)第２回部会　定期総会で発表し
た「調査報告書」をもとに、教育関係要望書
の原案作成

◯６月21日(金)第３回部会　教育関係要望書の
検討

◯７月22日(月)第４回部会　教育関係要望書の
内容確認

◯８月～９月　都教育庁総務部、人事部、指導
部への説明、都議会各会派への説明を実施

◯８月９日(金)第５回部会　教育関係要望書決
定

◯９月27日(金)第６回部会　次年度要望に向け
ての調査内容の検討及び原案作成

◯10月18日(金)第７回部会　調査内容の修正
◯11月８日(金)第８回部会　調査内容の修正及

び決定
◯12月13日(金)第９回部会　Web調査修正予備日
◯１月31日(金)第10回部会　調査結果の分析
◯３月26日(木)第11回部会　プレゼン資料の作

成、発表準備
◯４月上旬　　第12回部会　発表準備、リハー
サル

◯４月下旬　　第13回部会　定期総会での報告
※　必要に応じて、メール等で効率的に会議を
代替する場合がある。

令和元年度　研究部　活動概要
研究部長　新村　紀昭

（練馬区立上石神井中学校長）
１　活動方針
　東京都の中学校教育の充実と活性化に資する
教育課題等について調査し、調査結果の分析に
基づく研究や先進事例等の発表を通して各地区
の校長会に研究成果を提供する。

２　活動内容
(1)　研究方針

　東京都中学校長会の活動方針を踏まえて、
中学校教育の課題について全都の実態を把握
し、課題を精選して多様な視点から研究活動
を行い課題解決の方途を提示する。

(2)　研究内容
研究主題『教育課程及び学校経営の実施・改
善における課題と対応』
　主題決定にあたっては、東京都中学校校長
会活動方針との関連を明確にするとともに、
教育対策部との重複を避け、学校経営および
教育課程、今日的な教育課題を中心に設定する。
①第一主題：全会員対象の調査研究
・教育課程の改善充実に資する内容や学校経
営からの視点を重視した調査とする。

・東京都中学校長会の活動方針を踏まえて、
調査項目を設定する。

・指導法の工夫改善、外国語教育の充実、オ
リンピック・パラリンピック教育、特別の
教科「道徳」、特別支援教育（教室設置）
の推進等の実態を把握し、今後の学校経営
に結び付く具体的な方向性を示す。

②第二主題：抽出校の校長対象の調査研究
・教育課題の現状と対応に関わる内容の調査
研究を行う。

・「カリキュラム・マネジメント」の推進状
況についての調査研究及び各校の「カリ
キュラム・マネジメント」の充実に結び付
く事例を収集し、紹介する。

(3)　研究発表会
令和元年11月21日(木）なかのZEROホール　
研究成果の発表・都教委講評

３　研究組織
・部会を２部制とし、副部長等が部会長とな
り各部を統括して研究を推進する。

・通信手段としてメール等を活用し、研究及
び情報交換を行うよう工夫する。

４　研究方法
・過去の研究成果の分析による課題の精選
と、先行研究・事例等の情報収集

・全校調査及び抽出校調査の集計・分析と、
課題解決に向けた提言のまとめ

５　スケジュール
　　省略

各部・委員会報告
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国立第三中学校　平成30年度　持続可能な社会づくりに向けた教科等横断的な取組　第３学年 重点目標「自ら考え正しい判断のできる人」

教科等
1 学 期 2 学 期 3 学 期

社会との関わりを伝えよう

・相手や目的に応じたスピーチ

をする

「自立と協調」 ～私と世界～ ひまわりプロジェクト・修学旅行・企業の方との面接練習・生き方学習

創作

・リズムパターンを工夫して構成す

る音楽を楽しむ

名曲の鑑賞とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

・楽曲の特徴や演奏の良さを

言葉で表現する

日本の伝統音楽「雅楽と能」

・日本の伝統音楽の多様性

夢を見つめて

・身に付けた能力や感性、造形経験、 自分のよさなどを充分に生かして、自分の世界観を創造

する

健康な生活と病気の予防

・健康の保持増進に関わる生活習慣や

喫煙、飲酒、薬物乱用の影響を学ぶ

運動とエネルギー

・物体の運動やエネルギーに関する観察、実験から規則性やエネルギ―の基礎を学ぶ

・日常生活や社会と関連付けて運動とエネルギーの見方、考え方を身に付ける

生命の連続性と自然界のつり合い

・身近な生物について、成長とふえ方、遺伝現象について理解し、生命の連続性について考える

・自然界における生物相互の関係や自然界のつり合いについて理解する

・テータや資料から分析し、生産者や消費者のはたらき、食物連鎖について関係を見出す

たいせつなエネルギー資源

・日常生活におけるエネルギーの消費に関心をもつ

・各エネルギー利用の問題点と改善方法を調べる

図形の性質
・図形の相似、円周角と中心角の関係や三平方の定理について、観察、操作や実験等の活動を通して理解し、

それらを図形の性質の考察や計量に用いる能力を伸ばすとともに、図形について見通しをもって論理的に考

察し表現する能力を伸ばす

資料の活用

・コンピュータを用いたりするなどして、母集団から標本を

取り出し、標本の傾向を調べることで、母集団の傾向が読

み取れることを理解できるようにする

学びて時にこれを習ふ

～「論語から」～

・人間の生き方についての孔子の

考え方を自分たちの生活と関連

付けて考える

魅力的な紙面を作ろう

修学旅行記を編集する

・内容や目的にふさわしい文

章の形態や素材を選び工夫

して編集する

夏草「おくのほそ道」から

・古典の文章を，表現のしかたや文体

の特徴に着目して読み味わう

・自分の心に響いた言葉を引用し，

メッセージを書き，読み合う

話し合って提案をまとめよう

・社会生活の中から課題を見つけ，その解決

に向けて説得力のある提案をし，自分のもの

の見方や考え方を深める

・社会生活の中の話題について，相手を説得

するために意見を述べ合う

誰かの代わりに

・現代社会の可能性や困難，自分の生き方

について考え，意見をもつ

・文脈における語句や表現の工夫に注意し

て論理の展開を捉え，内容理解に役立てる

公民学習

・人間の尊重と日本国憲法：個人の尊厳と人権思想の発達を広い視野に立って認識することを通して、民主主義の意義を理解し、民主主義を尊重し国民主権を担う公民としての基礎的教養を身に付ける

・私たちの暮らしと経済：個人と社会のかかわりの中で経済活動のしくみについて理解を深め、国民生活の向上と社会の発展とともに現代の抱える諸問題に着目し、考察する

・地球社会と私たち：相互に深く関わる国際社会のなかで、世界的な視点に立って、世界平和と人類の福祉増大と地球規模の繁栄のために国際協調のありかたを学び、その大切さを自覚する

日本の歴史

・近代日本の歩み：明治以降、人々の生活が大きく変わり、二度の世界大戦による日本の

国際的地位も変化してきたことを知る

・現代の日本と世界：戦後の日本国内の変化や世界の中の日本の立場を世界の歴史と

比較しながら考える

体つくり

・生活の中で体力を

高める

篆刻印の制作

・伝統工芸や伝統文化などから造形的なよさや美しさ、創造力の豊かさなどを味わい、それを生かして豊かに発想し構想

を練る

文化としてのスポーツ

・オリンピック・パラリンピックなど

スポーツ大会が果たす役割を知る

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語

社会

数学

理科

総合的な
学習の
時間

音楽

美術

保健体育

国立第三中学校　平成30年度　持続可能な社会づくりに向けた教科等横断的な取組　第２学年 重点目標「自ら考え正しい判断のできる人」

教科等
1 学 期 2 学 期 3 学 期

多様な方法で情報を集めよう

・多様な視点から構成を捉え、説明の工

夫を考える

「自立と協調」 ～地域で生きる～ ＳＤＧｓ* 立川青年会議所との連携 ・スーパーバイザーによる講演会・100人の村ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

交響曲第５番ハ短調

・根拠をもって批評し、鑑賞する

世界の諸民族の音楽

・音楽の多様性を理解する

日本の伝統音楽「箏」

・日本の伝統音楽の多様性

木で作る工芸

・身近な自然を観察し、効果的な表現方法を学ぶ

健康と環境・傷害の防止

・健康と環境について日常生活をふり返る

・傷害発生についての人的要因、環境要因を理解する

化学変化と原子・分子

・物質の成り立ち：物質の成り立ち、成分について探求、説明する

・いろいろな化学変化：化学変化について自らの考えを導いたりまとめたりする

動物の生活と生物の変遷

・細胞のつくり、生命を維持するはたらき：生物の体を構成するさまざまな細胞に関心をもち調べたり、比べたりする

・行動のしくみ、動物のなかま：動物の動きや体のつくりに関心をもつ。生活の場所などと関連づけ、自らの考えを

導いたりまとめたりする

・生物の進化：進化に関することがらに興味をもち積極的に調べる

電流とその利用 ・電流と回路 ・静電気と電子 ・電流と磁界

電気の利用について関心をもつ。電力量について理解し、環境や省エネルギー

について考える

図形の性質

・平面図形の性質を条件をもとに確かめ、論理的に考察する

・仮定や結論を明らかにして証明の筋道を見通す

・証明したことを根拠に、それを次の新たな証明に活用する

連立方程式

・連立方程式の解き方あるいはそのアイデアを発見、

共有する

・問題解決に連立方程式をすすんで活用する

広がる学びへ

・物語にある、さまざまな

文章に触れ、言葉の豊

かさに気付く

言葉と向き合う：短歌の表現を味わい、

言葉の世界を広げる

読書生活を豊かに：読書と通して時代

や国境を越え、たくさんの人物たちとの

出会いを楽しむ

いにしえの心を訪ねる

・古典作品を通して昔の人のも

のの見方や考え方に触れる

論理をとらえて

・職場体験に関して、根拠を明確にして意見を書く

・討論に参加し、テーマについて具体例やデータをあげながら意

見を述べる

・相手の考えを踏まえてさらに考えを深める

表現を見つめて

・作品について自分の考えを出し合い交流する

・互いの書いた文章を読み合い助言し合う

世界から見た日本の姿

・世界的視野から見た日本の地域的

特色や、日本全体の視野から見た国

内諸地域の特色をとらえる

日本の諸地域

・九州地方 ・中国、四国地方 ・近畿地方 ・中部地方 ・関東地方 ・東北地方 ・北海道地方：

それぞれの地方の特色を歴史的背景、産業、他地域との結びつき、生活、文化、環境問題、などをもとに多面的、多角的に考察しまとめる

・日本をながめて：既習した内容をもとに広い視野から日本全体の地域的特色をとらえ直す

・身近な地域の調査：地域の調査を行う際の視点や方法、地理的なまとめ方や発表の方法を身に付ける

日本の歴史

・近世の日本：武将や豪商などの生活文化の展開について資料収集や適切な情報選択から学ぶ。鎖国政策、身分制度の

確立について考察する

・開国と近代日本の歩み：欧米列強のアジア侵略について理由や背景を多面的、多角的に考察して公正に判断し適切に

表現する。

表現の仕方を工夫して書こう

・付属語(助詞、助動詞)

体つくり

・生活の中で体力を高める

空想からの表現

・感性や想像力を働かせて、作品等の

良さや美しさを深く味わう

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語

社会

数学

理科

総合的な
学習の
時間

音楽

美術

保健体育

国立第三中学校　平成30年度　持続可能な社会づくりに向けた教科等横断的な取組　第１学年 重点目標「自ら考え正しい判断のできる人」

教科等
1 学 期 2 学 期 3 学 期

学びをひらく

いろいろな言葉にふれながら、学習の見通

しをもつ

「自立と協調」 ～私たちのまち谷保～ ひまわりプロジェクト・いじめ防止プロジェクト・車いすバスケットボール体験・校外学習・スキー移動

情景と音楽との関わり

・鑑賞「春」楽曲の雰囲気や味わいを支えて

いる音楽の諸要素を知覚する。

日本伝統音楽

・鑑賞「六段の調」音楽を形づくっている要素の知覚を

通して、日本の伝統音楽の多様性を感じ取る

ひとの形

身近な自然や心惹かれる対象を観察し、感性や美的感覚を

働かせて、よさや美しさを感じ取る

心身の発達と心の健康

・身体機能の発育発達について理解し変化に対応した適切な行動

が必要なことを理解する。

・精神機能の発達と、思春期の自己形成について理解する。

身近な生物の観察

・地域の植物の観察を行い、植物の種類や生育状況を環境条件と関連づけてとらえる。

・いろいろな植物のつくりについて、観察実験を通して、学ぶ。

・植物の特徴を理解し、分類できるようになる。

物質の状態変化

・物質の状態変化について、観察実験を行い、状態変化によって、物質の体積は変化するが、質量は変化しないことを見いだすとともに、

物質そのものも変化しないことを知る。また、物質は粒子でできていることを理解する。

・物質が状態変化するときの温度を測定し、融点や沸点は物質の種類によって決まっていること、融点や沸点の測定により未知の物質の種

類を推定できることを見いだす。

・沸点が異なる2つの液体を分離させる方法を理解する。

光や音の性質 いろいろな力

光や音に関する実験を行って、それぞれの性質や規則性を見いだし、理解する。

色々な力についての実験を行って、それぞれの力の性質や規則性を見いだし、理解する。

資料の散らばりと代表値

表やグラフから全体の特徴をとらえ、判断し、目的に応じ

て表やグラフを作ったり、ヒストグラムや代表値を用いて

全体の傾向をとらえ説明できるようなる。

正負の数

・負の意味を理解し、正の数、負の数の必要性と有用性を知る。

・正の数、負の数の四則について理解し、それらの計算ができるようになる。

言葉に出会うために

～小学校から中学校へ～

新しい視点へ

説明の工夫をとらえながら、ものの見方を広げる

情報の集め方を知る。

話し言葉と書き言葉

楷書で書こう

つながりの中で

文章の展開に着目して、心情や

事象をとらえる。

調べたことを報告する。

いにしえの心にふれる

古典の文章に出会い、現

代とのつながりを考える。

自分を見つめて

作品や生活と向き合いながら、ものの見方を考える。

世界と日本の地域構成

世界各地の人々の生活と環境

・地図と地球儀に親しみ、地球上の位置関係を学ぶ

・地域で異なる自然環境の違いを写真や映像資料、

雨温図、統計資料からとらえる

世界の諸地域

・アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニアの自然環境、産業、生活・文化、歴史的背景などの特色につい

て、概観し、それぞれの基礎的、基本的な知識を身につけるとともに、その地域的特色と課題を多面的・多角的に考察し、その成

果を様々な手法で表現できるようになる。

日本の歴史

・人類の出現と古代文明を他の地域や時代を比較しながら学ぶ。

・飛鳥時代の政治や文化について東アジアとの交流を背景に学ぶ。

・奈良、平安の農民や貴族文化について学ぶ。

・武士の成長と鎌倉幕府の成立と人々の暮らしについて学ぶ。

様々な表現方法

文法・単語の性質を見つけよう

体つくり

・生活の中で体力を高める

論点をとらえて

事実と意見の関係に注意しながら、内容を考える

流れを踏まえて話し合う

日本のすがた

日本の国土の位置及び領域の特色と変

化を世界的な視点から考察し、日本の現

状を大観できるようになる。
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教育課題実践校　Ｈ29・30年度東京都教育委員会 持続可能な社会づくりに向けた教育推進校

国立市立国立第三中学校長　山口　茂

深く考える生徒の育成
～「主体的・対話的で深い学び」による授業改善を通して～
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考える形式（個人・ペア・グループ等）と
考えるための時間の設定は適切であったか

�
④
�

思考を深めるのに適切な課題で、
深く考えさせるための発問であったか

生徒の考えを生かす対応になっていたか
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知識・情報の量や質は適切であったか
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中川雅治環境大臣 鈴木秀生外務省審議官

小田原 潔 元外務大臣政務官

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語

社会

数学

理科

総合的な
学習の
時間

音楽

美術

保健体育

国立第三中学校　平成30年度　持続可能な社会づくりに向けた教科等横断的な取組　第３学年 重点目標「自ら考え正しい判断のできる人」

教科等
1 学 期 2 学 期 3 学 期

社会との関わりを伝えよう

・相手や目的に応じたスピーチ

をする

「自立と協調」 ～私と世界～ ひまわりプロジェクト・修学旅行・企業の方との面接練習・生き方学習

創作

・リズムパターンを工夫して構成す

る音楽を楽しむ

名曲の鑑賞とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

・楽曲の特徴や演奏の良さを

言葉で表現する

日本の伝統音楽「雅楽と能」

・日本の伝統音楽の多様性

夢を見つめて

・身に付けた能力や感性、造形経験、 自分のよさなどを充分に生かして、自分の世界観を創造

する

健康な生活と病気の予防

・健康の保持増進に関わる生活習慣や

喫煙、飲酒、薬物乱用の影響を学ぶ

運動とエネルギー

・物体の運動やエネルギーに関する観察、実験から規則性やエネルギ―の基礎を学ぶ

・日常生活や社会と関連付けて運動とエネルギーの見方、考え方を身に付ける

生命の連続性と自然界のつり合い

・身近な生物について、成長とふえ方、遺伝現象について理解し、生命の連続性について考える

・自然界における生物相互の関係や自然界のつり合いについて理解する

・テータや資料から分析し、生産者や消費者のはたらき、食物連鎖について関係を見出す

たいせつなエネルギー資源

・日常生活におけるエネルギーの消費に関心をもつ

・各エネルギー利用の問題点と改善方法を調べる

図形の性質
・図形の相似、円周角と中心角の関係や三平方の定理について、観察、操作や実験等の活動を通して理解し、

それらを図形の性質の考察や計量に用いる能力を伸ばすとともに、図形について見通しをもって論理的に考

察し表現する能力を伸ばす

資料の活用

・コンピュータを用いたりするなどして、母集団から標本を

取り出し、標本の傾向を調べることで、母集団の傾向が読

み取れることを理解できるようにする

学びて時にこれを習ふ

～「論語から」～

・人間の生き方についての孔子の

考え方を自分たちの生活と関連

付けて考える

魅力的な紙面を作ろう

修学旅行記を編集する

・内容や目的にふさわしい文

章の形態や素材を選び工夫

して編集する

夏草「おくのほそ道」から

・古典の文章を，表現のしかたや文体

の特徴に着目して読み味わう

・自分の心に響いた言葉を引用し，

メッセージを書き，読み合う

話し合って提案をまとめよう

・社会生活の中から課題を見つけ，その解決

に向けて説得力のある提案をし，自分のもの

の見方や考え方を深める

・社会生活の中の話題について，相手を説得

するために意見を述べ合う

誰かの代わりに

・現代社会の可能性や困難，自分の生き方

について考え，意見をもつ

・文脈における語句や表現の工夫に注意し

て論理の展開を捉え，内容理解に役立てる

公民学習

・人間の尊重と日本国憲法：個人の尊厳と人権思想の発達を広い視野に立って認識することを通して、民主主義の意義を理解し、民主主義を尊重し国民主権を担う公民としての基礎的教養を身に付ける

・私たちの暮らしと経済：個人と社会のかかわりの中で経済活動のしくみについて理解を深め、国民生活の向上と社会の発展とともに現代の抱える諸問題に着目し、考察する

・地球社会と私たち：相互に深く関わる国際社会のなかで、世界的な視点に立って、世界平和と人類の福祉増大と地球規模の繁栄のために国際協調のありかたを学び、その大切さを自覚する

日本の歴史

・近代日本の歩み：明治以降、人々の生活が大きく変わり、二度の世界大戦による日本の

国際的地位も変化してきたことを知る

・現代の日本と世界：戦後の日本国内の変化や世界の中の日本の立場を世界の歴史と

比較しながら考える

体つくり

・生活の中で体力を

高める

篆刻印の制作

・伝統工芸や伝統文化などから造形的なよさや美しさ、創造力の豊かさなどを味わい、それを生かして豊かに発想し構想

を練る

文化としてのスポーツ

・オリンピック・パラリンピックなど

スポーツ大会が果たす役割を知る

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語

社会

数学

理科

総合的な
学習の
時間

音楽

美術

保健体育

国立第三中学校　平成30年度　持続可能な社会づくりに向けた教科等横断的な取組　第２学年 重点目標「自ら考え正しい判断のできる人」

教科等
1 学 期 2 学 期 3 学 期

多様な方法で情報を集めよう

・多様な視点から構成を捉え、説明の工

夫を考える

「自立と協調」 ～地域で生きる～ ＳＤＧｓ* 立川青年会議所との連携 ・スーパーバイザーによる講演会・100人の村ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

交響曲第５番ハ短調

・根拠をもって批評し、鑑賞する

世界の諸民族の音楽

・音楽の多様性を理解する

日本の伝統音楽「箏」

・日本の伝統音楽の多様性

木で作る工芸

・身近な自然を観察し、効果的な表現方法を学ぶ

健康と環境・傷害の防止

・健康と環境について日常生活をふり返る

・傷害発生についての人的要因、環境要因を理解する

化学変化と原子・分子

・物質の成り立ち：物質の成り立ち、成分について探求、説明する

・いろいろな化学変化：化学変化について自らの考えを導いたりまとめたりする

動物の生活と生物の変遷

・細胞のつくり、生命を維持するはたらき：生物の体を構成するさまざまな細胞に関心をもち調べたり、比べたりする

・行動のしくみ、動物のなかま：動物の動きや体のつくりに関心をもつ。生活の場所などと関連づけ、自らの考えを

導いたりまとめたりする

・生物の進化：進化に関することがらに興味をもち積極的に調べる

電流とその利用 ・電流と回路 ・静電気と電子 ・電流と磁界

電気の利用について関心をもつ。電力量について理解し、環境や省エネルギー

について考える

図形の性質

・平面図形の性質を条件をもとに確かめ、論理的に考察する

・仮定や結論を明らかにして証明の筋道を見通す

・証明したことを根拠に、それを次の新たな証明に活用する

連立方程式

・連立方程式の解き方あるいはそのアイデアを発見、

共有する

・問題解決に連立方程式をすすんで活用する

広がる学びへ

・物語にある、さまざまな

文章に触れ、言葉の豊

かさに気付く

言葉と向き合う：短歌の表現を味わい、

言葉の世界を広げる

読書生活を豊かに：読書と通して時代

や国境を越え、たくさんの人物たちとの

出会いを楽しむ

いにしえの心を訪ねる

・古典作品を通して昔の人のも

のの見方や考え方に触れる

論理をとらえて

・職場体験に関して、根拠を明確にして意見を書く

・討論に参加し、テーマについて具体例やデータをあげながら意

見を述べる

・相手の考えを踏まえてさらに考えを深める

表現を見つめて

・作品について自分の考えを出し合い交流する

・互いの書いた文章を読み合い助言し合う

世界から見た日本の姿

・世界的視野から見た日本の地域的

特色や、日本全体の視野から見た国

内諸地域の特色をとらえる

日本の諸地域

・九州地方 ・中国、四国地方 ・近畿地方 ・中部地方 ・関東地方 ・東北地方 ・北海道地方：

それぞれの地方の特色を歴史的背景、産業、他地域との結びつき、生活、文化、環境問題、などをもとに多面的、多角的に考察しまとめる

・日本をながめて：既習した内容をもとに広い視野から日本全体の地域的特色をとらえ直す

・身近な地域の調査：地域の調査を行う際の視点や方法、地理的なまとめ方や発表の方法を身に付ける

日本の歴史

・近世の日本：武将や豪商などの生活文化の展開について資料収集や適切な情報選択から学ぶ。鎖国政策、身分制度の

確立について考察する

・開国と近代日本の歩み：欧米列強のアジア侵略について理由や背景を多面的、多角的に考察して公正に判断し適切に

表現する。

表現の仕方を工夫して書こう

・付属語(助詞、助動詞)

体つくり

・生活の中で体力を高める

空想からの表現

・感性や想像力を働かせて、作品等の

良さや美しさを深く味わう

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語

社会

数学

理科

総合的な
学習の
時間

音楽

美術

保健体育

国立第三中学校　平成30年度　持続可能な社会づくりに向けた教科等横断的な取組　第１学年 重点目標「自ら考え正しい判断のできる人」

教科等
1 学 期 2 学 期 3 学 期

学びをひらく

いろいろな言葉にふれながら、学習の見通

しをもつ

「自立と協調」 ～私たちのまち谷保～ ひまわりプロジェクト・いじめ防止プロジェクト・車いすバスケットボール体験・校外学習・スキー移動

情景と音楽との関わり

・鑑賞「春」楽曲の雰囲気や味わいを支えて

いる音楽の諸要素を知覚する。

日本伝統音楽

・鑑賞「六段の調」音楽を形づくっている要素の知覚を

通して、日本の伝統音楽の多様性を感じ取る

ひとの形

身近な自然や心惹かれる対象を観察し、感性や美的感覚を

働かせて、よさや美しさを感じ取る

心身の発達と心の健康

・身体機能の発育発達について理解し変化に対応した適切な行動

が必要なことを理解する。

・精神機能の発達と、思春期の自己形成について理解する。

身近な生物の観察

・地域の植物の観察を行い、植物の種類や生育状況を環境条件と関連づけてとらえる。

・いろいろな植物のつくりについて、観察実験を通して、学ぶ。

・植物の特徴を理解し、分類できるようになる。

物質の状態変化

・物質の状態変化について、観察実験を行い、状態変化によって、物質の体積は変化するが、質量は変化しないことを見いだすとともに、

物質そのものも変化しないことを知る。また、物質は粒子でできていることを理解する。

・物質が状態変化するときの温度を測定し、融点や沸点は物質の種類によって決まっていること、融点や沸点の測定により未知の物質の種

類を推定できることを見いだす。

・沸点が異なる2つの液体を分離させる方法を理解する。

光や音の性質 いろいろな力

光や音に関する実験を行って、それぞれの性質や規則性を見いだし、理解する。

色々な力についての実験を行って、それぞれの力の性質や規則性を見いだし、理解する。

資料の散らばりと代表値

表やグラフから全体の特徴をとらえ、判断し、目的に応じ

て表やグラフを作ったり、ヒストグラムや代表値を用いて

全体の傾向をとらえ説明できるようなる。

正負の数

・負の意味を理解し、正の数、負の数の必要性と有用性を知る。

・正の数、負の数の四則について理解し、それらの計算ができるようになる。

言葉に出会うために

～小学校から中学校へ～

新しい視点へ

説明の工夫をとらえながら、ものの見方を広げる

情報の集め方を知る。

話し言葉と書き言葉

楷書で書こう

つながりの中で

文章の展開に着目して、心情や

事象をとらえる。

調べたことを報告する。

いにしえの心にふれる

古典の文章に出会い、現

代とのつながりを考える。

自分を見つめて

作品や生活と向き合いながら、ものの見方を考える。

世界と日本の地域構成

世界各地の人々の生活と環境

・地図と地球儀に親しみ、地球上の位置関係を学ぶ

・地域で異なる自然環境の違いを写真や映像資料、

雨温図、統計資料からとらえる

世界の諸地域

・アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニアの自然環境、産業、生活・文化、歴史的背景などの特色につい

て、概観し、それぞれの基礎的、基本的な知識を身につけるとともに、その地域的特色と課題を多面的・多角的に考察し、その成

果を様々な手法で表現できるようになる。

日本の歴史

・人類の出現と古代文明を他の地域や時代を比較しながら学ぶ。

・飛鳥時代の政治や文化について東アジアとの交流を背景に学ぶ。

・奈良、平安の農民や貴族文化について学ぶ。

・武士の成長と鎌倉幕府の成立と人々の暮らしについて学ぶ。

様々な表現方法

文法・単語の性質を見つけよう

体つくり

・生活の中で体力を高める

論点をとらえて

事実と意見の関係に注意しながら、内容を考える

流れを踏まえて話し合う

日本のすがた

日本の国土の位置及び領域の特色と変

化を世界的な視点から考察し、日本の現

状を大観できるようになる。
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品川区立鈴ケ森中学校長　黒田　佳昌

～ 社会を生き抜く力をもった、社会を支える人材を育てる ～
『私の学校経営』

１．本校の教育目標

　品川区は、平成18年度から小中一貫教育を

実施していると同時に、平成30年度よりすべ

ての学校（小学校31校、中学校9校、義務教

育学校6校）で「品川コミュニティ・スクール」

として、地域とともにある学校づくりを推進

しています。

　その中で本校は、「社会を生き抜く力を

もった、社会を支える人材を育てる」を教育

主題に置いて、教育目標を

　○自ら学び表現できる人

　○思いやりのある行動ができる人

　○自ら心と体を磨く人

を掲げ日々の教育にあたっています。

２　校長として目指す学校

(1) 地域とともに実現する次代を担う生徒の

育成

　生徒が身近な地域を含めた社会とのつなが

りの中で学び、自らの人生や社会をより良く

変えることができる力を身に付けさせるよう

にしています。それは将来、地域を担い活性

化を図るような人材育成につながると考え、

地域社会の人的・物的資源を活用した教育活

動を意図的・計画的につくり、生徒が地域に

学ぶとともに、地域にできることを見つけ出

し地域貢献を図るようにしています。

(2) 基礎学力の向上と表現力の育成・「社会

に開かれた教育課程」の実現

　「主体的・対話的で深い学び」の実現につ

ながる授業研究を行い各授業で学習の流れを、

めあての提示→問題把握（課題・発問）→自

力解決（思考）→学び合い（表現）→学習のま

とめ→振り返りとして実践しています。また、

特別支援教育校内委員会と校内研修を充実さ

せ、教育的な配慮を必要とする生徒への指

導・支援体制を構築するようにしています。

　生徒が多様で変化の激しい社会に対応でき

るよう、「社会に開かれた教育課程」の実現

に向けて学習活動に地域の人的・物的資源を

活用し、地域や民間企業と協働・連携しなが

ら生徒の学びを深めるようにしています。

(3) 豊かな社会性・人間性の育成

　私は人権尊重の理念を学校教育の柱として、

人権に関するあらゆる偏見や差別をなくし、

生徒が互いに認め合い、尊重し合える学校を

目指しています。

　本校は平成29年度よりオリンピック・パラ

リンピック教育アワード校として、「認め合

い、尊重し合う、みんなの個性 “ Respect 

Each Other の精神 ”」をスローガンに掲げ

「障害者理解」を柱にして、人種、性別、年齢、

障害の有無などの違いを受け入れ、相互の人

格と個性を尊重し合う「共生社会」の実現に

向けた心と態度、実行力の育成に力を入れて

います。また、生徒が自ら創りあげる学校行

事を推進することで、達成感や自己有用感を

育成するとともに互いを尊重（同学年・異学

年）する意識を醸成するようにしています。

３　終わりに

　新学習指導要領に向けての移行期間や働き

方改革をはじめ様々な教育課題が山積してい

る時代であります。この１、２年で教職員が

半数以上入れ替わり、前例踏襲では立ちいか

ない状況です。教職員が主体的に課題意識を

もち教育活動を展開していくために、校長と

しての考えや願いを明確に伝え、教職員が学

校や生徒の課題に気付き思いを受け止める学

校経営を心掛けていく所存であります。
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　先日、ある新聞に紹介されていました、荒

川区の中学校での取り組みを見て心打たれる

思いをしました。あの東日本大震災をきっか

けとした取り組みで、「防災部」を立ち上げ、

地域のために活躍している生徒たちの内容で

した。それを読みながら、思い出すことがあ

りました・・・

　平成24年度の学校だより巻頭言より

　ある日の朝礼のことです。生活指導主任

だった私は壇上へ上がり、あの選手宣誓を再

現しました。日本中に感動を巻き起こした、

全国高校野球選手権大会の選手宣誓です。

　宣誓　　私たちは16年前、阪神・淡路大震

災の年に生まれました。今、被災地では、全て

の方々が一丸となり、仲間とともに頑張っておら

れます。人は仲間に支えられることで、大きな

困難を乗り越えることができると信じています。

私たちに、今、できること。それはこの大会を

精一杯元気を出して戦うことです。

「がんばろう！日本」。

生かされている命に感謝し、全身全霊で、正々

堂 と々プレーすることを誓います。

第94回全国高校野球選手権大会選手宣誓文より

　生徒たちはあまりにも唐突な出来事に、唖

然として私を眺めていました。実は私はこの

日のために一人で何度も練習してきたのです

が、途中で胸が詰まって、声が出せなくなっ

てしまいました。被災地のことを思い浮かべ、

つい感極まってしまったのです・・・

　あの日、ただならぬ揺れに急ぎ職員室へ

戻ったこと、亀裂の入った廊下には賞状やガ

ラス片が散乱していたこと、怯える生徒たち

を無我夢中で守り下校させたこと・・・昨日

のことのように思い出すことができます。

　今東京では、被災の面影を見ることはずい

ぶん少なくなりました。

　しかし、当時被災地にいた方々は今もなお、

その当時の恐怖や悲しみ・変わり果てた環境

や変えざるを得なかった新しい生活と向かい

合って暮らしています。あまりにも多くのも

のを失いながらも、現在の環境や生活、仕事、

学校、人とのつながりなどを頼りに、懸命に

生きているものと思います。

　どうか、自分に命があることを謙虚に喜び、

いつも沢山の人々に支えられて生きているこ

とに改めて感謝してほしいと思います。しか

し、同時に与えられた命や人生をただ受け取

るだけでなくやはり「生きて」ほしいものと

思います。多くの犠牲者の想いをしっかり受

け止め、意味のある人生を送る必要があると

思います。

　自ら考えて自ら前に進み、生きていく・・

その先にあるはずの、明るい未来へ希望を

もって。それが、脈々と受け継がれてきた命

や人との絆への感謝であり、思いがけず志半

ばで命絶たれた犠牲者を悼むことでもあると

思うのです。

　私の選手宣誓が終わると、生徒たちからは

拍手がありました。涙している生徒もいまし

た。今私たちができること、しなければなら

ないことをこのメッセージに託し、朝礼は終

わりました・・・　　　　　あれから８年・・・

　私たちは、改めてあの時の想いをしっかり

とつなぎ留めながら日々を過ごすことが大切

です。

　学校があの教訓をいつまでも忘れることな

く防災意識を強くもつことを次世代に継承し

ていくことが私たちの義務であると考えます。

あの日を忘れない
『随想』

国立市立国立第一中学校長　山上　真哉
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特色等 中学校名 

小中一貫教育の推進 全校、一貫教育校(和泉)

学校支援本部の設置 全校 
地域運営学校(ＣＳ)
の指定(２０校) 

★ＣＳ公募実施 

杉森、向陽、井草、和田
天沼、荻窪、富士見丘、
中瀬、井荻、松ノ木、 
西宮、和泉、東原、神明、
宮前、泉南、東田、大宮、
阿佐ヶ谷、高南

地域教育推進協議会 天沼、高円寺、和泉地域

タブレットＰＣ配置 全校配置、(Ｒ3 までに３
人に 1 台配置を計画)

特別支援教室拠点校 中瀬、東田、高井戸

Ｒ1、2 区研究指定校 泉南(本年度発表)、東田

学校図書館活用実践校 中瀬、向陽、西宮

１　杉並区の概要

　武蔵野台地の上、東京23区の西端に位置す

る杉並区は、昭和７年、杉並町、井荻町、和

田堀町、高井戸町の４町が合併して誕生しま

した。その後、農村的なたたずまいから住宅

地として変貌を遂げ、現在も、人口54万人を

数える良好な住宅都市として発展を続けてい

ます。

　古くは、与謝野晶子、太宰治、井伏鱒二等

の文人・歌人が居住していた事や近年は、交

響楽団やアニメ制作会社の拠点がある事等か

ら、「文化・芸術のまち」としても多くの人々

に認知されています。

　区立学校(園)数は、小学校41校(※小中一

貫教育校１校を含む)、中学校23校(※)、特

別支援学校１校、子供園６園となっています。

２　「共に学び共に支え共に創る」杉並の教育

　杉並区は、教育改革を積極的に推し進める

自治体として、民間人校長の採用、区費教員

の養成・採用、30人程度学級の実施(小学校)、

学校支援本部の設置、地域運営学校(コミュ

ニティスクール)の指定などに挑戦してきま

した。現在、各校長は、それらにより整備さ

れた教育の基盤を土台として、各学校の特色

を生かしつつ、より豊かな教育の実現に向け

た学校経営を続けています。

　そして校長の経営の根本に据えている理念

が、平成24年度に杉並区教育委員会により策

定された「杉並区教育ビジョン2012」に教育

の目標として示されている「共に学び共に支

え共に創る杉並の教育」という標語と井出隆

安教育長が校長に常に語りかける「校長の力

の限界を自校における教育の限界にしてはな

らない。」というメッセージです。それらを

踏まえて、各校長は、学校・家庭・地域及び

区教育委員会等の協働により、以下の取組等

を進めています。

　(1) 子どもの豊かな人間性を育てる、より

質の高い学校づくり

　　　取組例　①　小中一貫教育の推進

　　　　　　　②　学力・体力の向上(学校

司書の配置、ＩＣＴ機器

の整備を含む)　

　　　　　　　③　特別支援教育の充実

　(2) 家庭・地域・学校のつながりを意識し

た、共に支える教育の推進

　　　取組例　①　学校支援本部の設置

　　　　　　　②　地域運営学校の指定

　　　　　　　③　地域教育推進協議会の指

定

３　区の進める施策と学校

　杉並区は、他自治体よりも各学校の教育課

程編成にかかわる校長の裁量が認められてお

り、地域等の実態を踏まえた特色ある教育活

動等が全校で展開されています。また、区の

進める施策を活用した取組が全校で進められ

ています。

わが市

 わが町の

　　  教育 杉並区立和泉中学校長　田中　稔

人を育み共につながる心豊かなまち　杉並

「共に学び共に支え共に創る杉並の教育」


