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学 校 経 営
これまで本校は，校訓「在平素」の下，保護者や地域と一体となり，たくましく生き抜く力，地域の力に
なる生徒の育成を目指して教育活動を展開し，数々の成果を残してきました。
今年度は，大仙市の中学校では最も歴史ある創立６９年目の年，７０周年を目前にした大事な年に当
たります。そこで，これまでの伝統を継続し，数々の栄光を自信にしながらも，新たな創造への挑戦の年，
３Ｃ(Continue Create Challenge)年と位置付け，新たな目標を掲げ，これまでの教育活動，教育環境等
を点検し，これからの時代を担う子どもたちに必要な資質・能力を，すくすくだけっこ園や神岡小学校，保
護者・地域の皆様との連携・協働を一層強固なものにしながら，教職員全員の総合力で育むよう全力を
注いでまいります。

校

一時的な努力や時流にのって背伸びするのではなく，
日頃から努力と研鑽を重ね，着実にやるべきことをやる

在 平 素

訓

すこやかに むつましく 学びの道に あしたをきずく

教育目標

～平中Pride〈文武に全力

仲間を応援 地域に貢献〉を心に態度に行動に～

【平中Prideを表すために】

平中ism：「『ま・え・む・き』平中」
『ま』…学ぶ
目指す
生徒像

『え』…笑顔

失敗を恐れず挑戦する

『む』…結ぶ

『き』…鍛える

じりつ（自律・自立）した平中生

「しっている」を「している」平中生 「当たり前」を「当たり前以上」にやる平中生
○進んで「学ぶ」生徒

○「笑顔」あふれる生徒

○他と「結ぶ」生徒

○自ら「鍛える」生徒

～『質問』できる生徒～

～『応援』できる生徒～

～『協働・感動』できる生徒～

～『やる気』がある生徒～

信頼の絆で結ばれた

笑顔・歓声・拍手あふれる平中

目指す
学校像 ○深く学ばせ，才能を伸 ○ 豊 か な 感 性 あ ふ れ る ○連携を深め，地域の元 ○体力の向上，健康・安
ばす学校

学校

気の源となる学校

全を支える学校

寄り添い支え導く（支導）平中職員
目指す
教師像 ○生徒の可能性を認め， ○生徒のよさを認め，笑 ○生徒や保護者，地域 ○自らを律し，生徒と共
確かな学力に導く教師

顔で接する教師

に信頼される教師

に歩む健康な教師

平 中 宣 言
「学力向上」を図り
「豊かな心」を育み
「体力の維持・向上と健康づくり」に励み
「地域との関わりを深めながら将来への志」を育て
就学前児童が

“憧れる学校

在校する生徒が

安心できる楽しい学校

卒業生・保護者・地域の人が

誇れる学校”

づくりに努めます

〔重点と施策〕

平中Policy：明確なねらいに基づいた“木も森も見る”ぶれない支導（指導）
『一人一人が活躍する場，他から認められる場，他と関わる場』を設定して

『ま』…学力向上のために～生徒が分かる授業づくり～
「学 び合 う」
平 中生

□基礎・基本の確実な定着
・「神岡スタンダード」「家庭学習の手引き」等による学習習慣・学習
方法の繰り返し指導
・少人数学習等の実施と個々に有効な学習方法・形態の工夫による
きめ細かな指導
・各種調査，テスト結果の分析に基づいた回復指導

□主体的な学習態度の伸長と活用する力の向上
・疑問を大切にし，考えを深める探究型授業の実践
・自己表現力の向上につながる「学び合い」「練り合い」の設定
・外部人財や素財等の積極的活用による学習の深化
・読書活動の推進と図書館やＩＣＴの活用による学習意欲の向上
・全教員による家庭学習指導（習慣化，量の充実，質の向上）

「地 域の力」
を お 借り して

・長期休業，放課後を利用した補充学習・質問教室

『え』…豊かな心を育むために～学校を心の安全基地に～
□自尊感情・自己有用感，人間関係形成能力の向上と挑戦心の高揚
・努力や活躍を認め合う平中ピア・サポートの推進と充実
・生徒を前面に立たせ一人一人のよさを伸ばす生徒活動の実践
・「考え，議論する道徳」を核とした道徳教育の充実
・外部人財に学ぶ機会充実と体験的な学びの重視・充実
・他校（協和中・南外中）との交流，合同行事の実施

□安心を実感できる学校づくり
やる気に満ちた「登校」

心一つに「チーム平中」

・人権教育，生徒指導を重視した規範意識を高め，自他の大切さを認める学
年・学級・部活動経営
・教育的予防（防止）と治療的予防（対応）を使い分けた生徒指導
・日常の観察指導と相談活動体制の強化
・定期アンケート調査による実態把握と適切な組織対応
・家庭，諸機関との連携強化（SNSルール，HANAKIN等）
・ソリューションバンク（成功事例・解決事例）の蓄積と活用

『む』…地域との関わりを深めて将来への志を育てるために～地域に根ざした学校に～
将 来の自分
「 職 場 体 験 学 習」

□家庭・地域と一体となった地域の核となる学校づくり
・将来とふるさととの接点を求めるキャリア教育の継続と充実
・地域と連携した主体的な防災教育の継続推進
・地域素財，人財，施設，共育力，事業等の積極的効果的な活用
・交流活動，ボランティア活動，勤労体験活動の推進
・地域行事への積極的参加の奨励
・各領域での家庭との連携による効果的な指導・支援
・学校評価・外部提言の活用
・積極的で分かりやすい情報発信，学校公開の定期的実施

□幼保・小・中連携の充実と強化
・「地域の宝」神岡の子どもたちの，15年間を見通した目
指す子ども像・培う力の共有，系統的指導と地域への周知
小学生と共に「壮行会」「避難所開設訓練」

・合同・交流活動等の拡大・充実と行事への相互参加

『き』…体力の維持・向上と健康づくりのために～生涯にわたってたくましく～
自分を鍛える「Buildupタイム」

□体力低下をくい止める
・体育授業での効果的な体力づくり
・体力テスト等諸調査の結果に基づいた個に応じた指導と支援
・全校一斉の体力向上活動と各部活動での体力づくり
・体力の維持・向上を促す情報発信

□健やかな体の育成
・各種検診結果に基づいた健康指導と感染症予防対応の徹底
・家庭や地域，専門機関と連携した健康教育，保健教育，食育の推進
・小中合同学校保健員会の実施による情報共有と共通指導
弁当箱に詰まった「想い」

・健全な生活習慣，健康づくりのための情報発信
安全行動を「煙道体験」

□自分の命は自分で守る生徒の育成
・体験的な活動を取り入れた安全教育と系統
的防災教育の充実
・小・中，関係機関と連携したトレーニング的
訓練の計画的実施

毎月の「シェークアウト」

■自ら判断し，チャレンジしようとする気持ち（挑戦心）
■積極的に考えや意見を書いたり，話したり，発表したりする力（自己表現力）
■自ら進んで課題を解決しようとする意欲や態度（自己解決力）
■自他の尊重，認め合う姿勢（自尊感情・自己有用感，人間関係形成力）
■基礎学力及び知識・技能を活用する力（確かな学力）
を育む

神岡地域は～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
●若者が働く職場の減少 ●限られた職種
●人口減少傾向 ●児童生徒数の減少
●地域行事への参加率の低下
●地域住民とのコミュニケーションの減少
●家族や友人のみの狭い人間関係
●近所で小・中学生を見かけない状況

⇓
○地域の子どもは地域で育てる風土にあふれ，学校への協力・支援が手厚い郷土
○地域の小・中学校，児童生徒への期待が大きく，頼りにされる存在
児童生徒は～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
■外遊びから室内遊びへ
■スポ少・部活動等で多忙に
■交友関係が固定化し
■体験や経験が不足して
■自信や自尊感情・自己有用感がもてなくて
■人間関係形成・社会形成能力が低下して
■挑戦や自己表現・自己解決へのためらいが増え
■将来像を描けないことが多くなり
－ふるさとに対する愛情や愛着，地域の一員・担い手としての自覚が希薄に－
地域・外部の力をお借りして
○キャリア講演会
・地域の関係者から学ぶ

○ＳＯＳの出し方教室
○認知症サポーター講習
・オレンジリング取得

【校 訓】

「在平素」

～平中Pride〈文武に全力

仲間を応援 地域に貢献〉を心に態度に行動に～

『学ぶ』『笑顔』『結ぶ』『鍛える』
・愛幸園とのタイアップ

○性教育講座
○救急救命講習
○情報モラル教室
○食育教室
○薬物乱用防止教室
○民生委員との連絡会
○小中音楽祭
○写生会
○租税教室
○図書館支援
○ＳＣ講話会
○大仙市中学生サミット
等
１人１回の外部人材活用授業の実施

大仙教育メソッドを推進し
地域の元気の源となる学校に
□ふるさとを愛し，
社会人・職業人・家庭人として
自立できる人材の育成
～子どもたちの将来と
ふるさととの接点を求めて～
□地域に開き，
地域の力になる人材の育成
～子どもたちを慈しみ育てる
神岡地域の共育力と共に～
未来を見つめる 訪問・体験学習

進んで行う ボランティア活動
○アルミ缶・
古紙回収
○ゆいゆいキ
ャップ活動
○ サマーショートボランティア
○ふれあいサロン祭り
○雪マル除雪隊

結び深める 小中・他校連携

○１年職場訪問
・ＰＴＡでの報告発表会

○２年職場体験学習
・神岡地域で３日間の体験学習
「緊張の１日目」
「慣れる，覚える２日目」
「考え，感動の３日目」
・１年生，保護者，事業者を迎えての報告発表会
○２年企業訪問 ・修学旅行での訪問
○３年上級学校等訪問 ・大学。専門学校の訪問

○３校合同行事
〔平和・南外・協和３校で〕
・陸上記録会（県営陸上競技場）
・合唱祭（和ピア）
・避難所開設訓練，インターナ
ショナルデー（平和中）

○地域と共に避難所開設訓練
・地域住民，小学生，他中学校

○市避難所開設訓練への参加
○１年被災地宿泊学習
・ＰＴＡでの報告発表会

○２年地域防災学習
・ＰＴＡでの報告発表会

○防災学習館の活用

○３年心の支援被災地交流
・グラウンドゴルフ交流会
・平中祭・体験入学での発表

○大仙市シェイクアウト訓練

笑顔・拍手・歓声 絆づくり活動
○努力や過程を認め合う平中
ピア・サポート
○毎朝のあいさつ運動
○自慢の心からの応援活動
・いつでもどこでも全力応援
・郡陸上での全校応援
・お帰り，お出迎え応援
・地域への感謝の応援

○インターナショナルデー
・グローバル人材の育成に
・大仙市内ＣＩＲ，ＡＬＴと
のアクティビティ
・小学生，他中学生も参加

○小学生との交流
・総体激励会
・あいさつ運動
・避難所開設訓練
・インターナショナルデー
・HANAKIN[ノーメディア]活動
（家族と話そう金曜日）
・体験授業，入学説明会
等

○毎月の避難訓練

《教育目標》
すこやかに むつましく 学びの道に あしたをきずく
〔平中ism〕 「ま・え・む・き」平中

○福祉体験・福祉授業

実践力・心を育む 防災教育

・５００歳野球決勝戦応援

地域の一員 触れ合い交流
○グラウンドゴ
ルフ交流会

感謝し鍛え育てる 体験学習

・嶽友クラブ
の皆さんと

○１年被災地体験学習
・三陸の自然に触れて

○全校なべっこ・弁当の日
・地域，家族への感謝
・地元食材を取り入れて

○花壇づくり
・花を育て心を育てる

等

○平中祭ふれあい招待
・地域の高齢者の方々を招いて

○地域行事への積極的参加
・地域の一員，担い手として
・たくさんの要請に応えて

○保育園訪問
・３年生と園児との交流

■大仙教育メソッド（平和中学区）
小中連携

地域連携

Ⅲ：活かす力 (地域に根ざしたキャリア教育，ＥＳＤ)
○被災地（岩手県大槌町吉里吉里地区）との交流
活動による心の支援
○避難所開設訓練による地域貢献意欲の向上

Ⅲ：活かす力
○地域行事・事業への積極的参加

Ⅱ：学ぶ力(基礎・基本，探究・探求，グローバル・多様性)
○９年間で育む「神岡プラン」の共有・実践

Ⅱ：学ぶ力
○「神岡地元学」の推進によるふるさと・キャ
リア教育の充実

・教え学びのガイドライン「神岡スタンダード」
・オール神岡で育てる「神岡型家庭学習の手引き」
・国語力向上「神小・平中 国語ステップアップ」

○授業交流，相互乗り入れ授業，合同研修会等に
よる連携した授業改善
○防災教育と道徳教育を核とした命の教育の推進

Ⅰ：基礎となる力(思いやり，たくましさ，市民性)
○学校・家庭・地域協働アクション「あいさつ向上
プロジェクト」の実施
・ポスター作成，街頭あいさつ運動 等

○家族への感謝の心の醸成
・家族と会話「ＨＡＮＡＫＩＮ」(ノーメディアディー)
・小・中統一「弁当の日」

・５００歳野球大会，神岡文化祭，八幡神社祭典，
音楽拠点整備事業，その他種々の要請 等

・嶽雄館講座等と連携した地域課題解決学習
・嶽雄館小・中コーナーでの児童生徒の作品展示と
学校情報の積極的発信
・地域企業等での職場訪問、職場体験学習
・地域人材，素材，施設，事業の積極的活用

Ⅰ：基礎となる力
○ボランティア活動の推進
・除雪ボランティア，サマーショートボランティア，
古紙，アルミ缶回収 等

○経営者，職員間連携の定期開催
・神岡地域連絡協議会，幼保小中連絡協議会・交流会

○企業・施設の地域貢献活動への協力と参画

■地域と一体となった「防災教育」(第２８回山下太郎地域文化奨励賞受賞）
自助・共助の精神と実践力
を育む，地域防災を中心と
した「守りの防災教育」

両輪

「地域社会で役立つ力」の育成を目指す，地域と連携した系統的学習活動
○全校…避難所開設訓練，体験活動を取り入れた避難訓練，毎月のシェイクアウト訓練
○３年…被災地（岩手県大槌町吉里吉里地区）での心の交流支援活動
○２年…神岡地域防災学習，防災学習館での体験学習
○１年…被災地（岩手県大船渡市，釜石市）宿泊学習

■福祉教育の推進
○認知症サポーター講習
・全校生徒のオレンジリング取得

○愛幸園「地域貢献活動」とのタイアップ
・車椅子操作，福祉車両体験，高齢者疑似体験

等

■グローバル人材育成に資するインターナショナルデー
○大仙市内のＣＩＲ，ＡＬＴとの交流（２０年目）
・大仙市グローバル・ジュニアマイスター事業の推進

■心からの応援活動
○認め合い，励まし合う全力応援
・仲間を，自分を，地域を，被災地を…応援は人を動かす力に

■３校（平和・協和・南外）交流活動
○切磋琢磨しながらダイナミックな教育活動に，人間関係形成能力・自己有用感の向上に
・陸上記録会，避難所開設訓練，合唱祭，インターナショナルデー

