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平成２５年度 学校経営について
１ 教育目標達成へ

憲法、教育基本法、及びその他法規を遵守し、生徒・保護者の願いを受けとめ、
本校の教育目標達成のために努力する。

２ めざす生徒像
◇ 心身共に健康で、自らを鍛え、生涯にわたって学び続ける力を育む生徒
◇ 夢を抱き、たくましく生き抜く生徒
◇ 思いやりがあり、励まし鍛え合う生徒
◇ 豊かな感性を育み、素直で前向きな考え方ができる生徒
◇ 責任を果たし、喜んで奉仕する生徒
◇ 主体的に学び、基礎・基本を身につける生徒

３ めざす教師像 生徒にとっての最大・最高・最善の教育環境は教師自身である
◇ 常に指導力向上をめざす教師（集団） ［教科・総合的な学習・道徳等］
◇ 基礎学力定着を図り、学びのすすめを推進し、「生きる力」を育む教師
◇ 自他共に大切にする生徒を育てる教師
◇ 生徒の心に響く言動が出来る教師
◇ 研ぎ澄まされた感性をもち、大きな夢と具体的な目標をもたせる教師
◇ 安心・安全な学校作りと教育環境の美化に努める教師
◇ 部活動指導を通して心と体と技を鍛える教師
◇ 危機意識をもち、服務規律を遵守し、生徒・保護者、同僚から信頼される教師
◇ 保護者や地域により良く関わる教師

４ 学校評価を踏まえ
(1) 学力向上
① 「授業の工夫・改善」について、基礎基本がついたかどうかのフィードバックが
大切であるので、年間、または、個々の授業内で理解の確認をする。

② 「朝読書・朝学習」について、学校体制で進める。図書館の有効活用。
(2) 健全育成
① どの生徒ひも声掛けや指導を進める。 ② 親身になったガイダンスをする。

(3) キャリア教育の推進
① 理解を深めていただくため一層の周知を図る（便り等で紹介）
② 保護者に生徒の発表を見てもらう

(4) 魅力ある開かれた学校の推進
① 学校だよりの発行 ② 学校行事、学年の取り組み案内を学年を超えて配布

(5) 小中一貫連携教育実践に向けた指導を図る。

教育目標『健康で心豊か そして よく学ぶ人』

豊渓中だより
平成２５年４月１７日

練馬区立豊渓中学校
４月第２号

発行：校長日下石直美

教 育 目 標

教育基本法の精神に則り、東京都及び練馬区教育委員会の教育目標をふまえ、次の

ような生徒像を目標として、その育成に努める。

Ｈ２５「歌声の響く、笑顔の行き交う、望みの膨らむ豊渓中学校」

健康で心豊か、そしてよく学ぶ人
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平成２５年度 豊渓中学校校内組織 平成２５年４月８日現在

◎学年主任 【】各主任

校長 日下石直美 副校長 根岸 秀夫

分掌主任 相田 真人【教務】 中村 繁【生活指導】 大矢 由季【進路指導】

学年 Ａ組担任 Ｂ組担任 副担任

１年 ◎萩原 浩幸（技術） 中村 繁（数学） 大矢 由季（英語）Ａ
尾尻あやか（美術）Ｂ
武井 貞樹（理科）

２年 関根 洋介（社会） 伊澤 由布（保健体育） 相田 真人（理科）
◎木須 聖子（英語）

３年 宮崎喜代人（保健体育） 近江美奈子（音楽） 佐藤 聖子（国語）
◎深堀 道彦（数学）
矢島 淳子（養護）学年

養護（保健主任・食育） 矢島 淳子

特別支援コーディネーター 近江美奈子

産休 藤木真理子（美術）

講師 尾崎多美穂（国語）宮永 義博（社会）遠藤美津子（数学）
佐藤 京子（英語）酒井由美子（家庭）

学力向上支援講師 三村 玲子（英語）

学校生活臨時支援員 奥秋 篤 スクールカウンセラー 山崎 淑子

心のふれあい相談員 大久保美和 学校図書館支援員 吉岡 陽子

事務主事 遠藤 利昭 事務補助員 原口 直子

給食栄養補助員 浅木 良子

学校医 （内科）麦島 清純 （眼 科）高 英美 （耳鼻咽喉科）鈴木 伸弘
（歯科）中村 直己 （薬剤師）油井 美子

用務業務委託 （有）オルウィッツ

施設管理業務委託 練馬区シルバー人材センター
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新入生歓迎会 ４月10日（水）

吹奏楽部 生徒会専門委員会の紹介 バスケットボール部

英語部 野球部 読書部

美術部 ソフトテニス部 バドミントン部

２・３年生が優しく丁寧に１年生に説明をして
くれました。
１年生の鑑賞態度も立派でした。
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４月の行事予定
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
春季休業日終

7 8 9 10 11 12 13
着任式 入学式 安全指導 定期健康診断始 写真撮影

第１学期始業式 新入生保護者会 授業ガイダンス 特別時間割始

入学式準備 新入生歓迎会 腎臓検査１次

給食始

14 15 16 17 18 19 山﨑 20
朝礼 Ⅰ期時間割始 全校保護者会 腎臓検査予備日

内科検診 ⑤カット 避難訓練

専 門・中央委 員会

特別時間割終

21 22 23 24 大久保 25 26 山﨑 27
国・学力調査(3年) 歯科検診 ①②体力測定

職員会議 ⑤⑥スケアードス

トレート（安全指

導）

28 29 30 5/1 2 3 4
昭和の日 ①②身体計測 ６７回開校記念日 ⑥離任式 憲法記念日 み ど り

⑥生徒総会 の日

数字について
①②③④⑤⑥は、何校時かを示します。

相談室について
スクールカウンセラーの勤務日について：山﨑ＳＣは、金曜日・相談時間 9:00~16:30
心のふれあい相談員の勤務日について ：大久保相談員は、水曜日・相談時間同上
相談室専用予約電話：０９０－４９２４－２０９０

予鈴 ８：１５
時 朝礼・朝の会 ８：２５～ ８：３０ 【出欠確認は８：２５】
程 朝読書 ８：３０～ ８：４０
表 １校時 ８：４５～ ９：３５

２校時 ９：４５～１０：３５
３校時 １０：４５～１１：３５
４校時 １１：４５～１２：３５
給食準備 １２：３５～１２：４５
給食 １２：４５～１３：０５
昼休み １３：０５～１３：２５
５校時 １３：３０～１４：２０ ５時間授業の時
６校時 １４：３０～１５：２０ 帰りの会 １４：２５～１４：３０
帰りの会 １５：２５～１５：３０ 清掃 １４：３０～１４：４５
清掃 １５：３０～１５：４５ 下校 １４：４５
下校 １５：４５


