＜校訓＞ 『考える』『思いやる』『鍛える』

【国の教 育方針】
「生きる 力」の育成

【北海道 教育の基本理 念】
「自立」 と「共生」

【礼文町学校教育推進目標】
礼文型教育連携を充実し，一人一人の
自立をめざす，信頼される学校づくりを

「こん な学校をめざします」
「生徒一人ひとりが輝き
生徒･保護者･地域･教職員の誇りとなる学校」
◆生徒 の学びを大 切にする学 校でありた い
◆保護者にとって安心して任せられる学校でありたい
◆地域とと もに歩み， 貢献する学 校でありた い

＜学校教育目標＞
○真理を追究し，創造性豊かな生徒
○心豊かで，意志の強い生徒
○体を鍛え，生命を尊重する生徒

【知】
【徳】
【体】

＜めざす生徒像 ＞
「自分 の人生 を自分の力 で
切り拓いてい ける生徒」

【 本校生徒の 良さ】
○まじめ で素直。○ おもいやり がある。
○互いに 協力できる 。
○授業へ の意欲が高 い。○地域に愛 着がある 。

【 より一層 伸ばし たい 力】
☆主体性 ・表現力・ 実行力・実 践力
☆家庭学 習の習慣

「 こんな教 師をめざします」
「 香深中学校 の教師である
誇りと責任をもち，組織的に協働する教師」
◆教育に対 する情熱 と使命感の ある教師
◆専門職と しての誇 りをもち授 業で勝負す る教師
◆生徒理解を基盤とし，生徒に愛情を注ぎ関わる教師
◆生徒や保 護者，地 域の期待に 応える教師

＜確かな 学力を 育みます＞

＜豊かな心を 育みます ＞

＜ 健やかな体を育み ます＞

◆ 基礎 的な知 識・ 技能 の定 着のた めに …
・ すべ ての生 徒が 「わ かる 」授業 づく り
（授業が よくわ かる90％）
（わから ないと ころを 丁 寧に教えてく れる100％ ）
・ 個別 学習・ 補充 学習 の充 実と基 礎学 力の 定着
（礼文検 定学 年ブ ロック 合格 100％）
◆ 自分 を表現 する 力を 育む ために …
・ 話し 合い活 動の 充実
（自分の 考えを 発表 できた 100％）
（人の考 えを参 考に考 える ことが できた 90％）
（話し 合いが 学級 や学 校の改 善に役 に立っ た90％ ）
◆ 自ら 学ぶ力 を育 成す るた めに…
・授業－家庭学習－授業のサイクルによる家庭学習の
習慣 化
（90分以 上家 庭学習 をし ている80％ ）
・ 自学 自習に つな げる 「家 庭学習 の手 引き 」の改 善
（教科オリエンテーションの充実・手引きの見直し・配布）
・「礼文学 」の 充実 ，発 展
（総合的 な学習 の時 間の指 導計 画の 見直し ）

◆自他を認め協働できる人間関係づくりを推進するために…
・ 挨拶 指導 の重視 ～目 と心 で挨 拶を
（気持 ちを込 めて挨 拶し ている100％ ）
・ 自己 有用 感，達 成感 を味 わわ せる活 動の 実践
（自分 には良い ところ がある100％）
（学級 や学校 の役 に立つ こと ができ た100％）
・いじめを許さない学校づくり（安心して生活できる100％）
◆生徒に寄り添い，支え，認める体制を強化するために…
・ 計画 ，実 践，振 り返 り， 改善 のサイ クル と支 援
（ 「 よ し ！ や っ て み よ う ！ 」 と 挑 戦 で き た も の が あ る 90％ ）
・個に応じた指導と支援の充実と全校体制による支援
（個別 の指導 計画 ・ 支援 計画作 成）
◆保護者・地域と連携した教育活動を展開するために…
・ HPや通 信等を 通し た定 期的 な情報 の発 信と 共有
（学校 は積極 的に情 報を 公開 している90%)
・地域人材を活用した教育活動や大人と出会う機会の
設定 （機会の 拡充 ）
・ 地域 行事 ･活動 への積 極的 な参 加
（生徒 が地域 へ出 る機会 の拡 大）

◆ 全校 体制に よる 体力 の向 上を目 指す ため に…
・ 体力 テスト によ る実 態把 握と向 上対 策の 実施（年 ３回 ）
・ 運動 部活動 によ る体 力， 運動技 能の 向上
（体力が 向上 した 90％ ）
◆ 望ま しい生 活習 慣や 食生 活を身 につ ける ために …
・ 生活 実態調 査の 実施 （年５ 回）
・ 個別 指導の 実施 （必要 に応 じ て）
・ 保護 者への 啓発 活動 （随時）

経営における
３つの柱

◆香深 中教職員が 方針で団結し ，組織的に機 能するチー ム力
◆学校 ・家庭・地 域のつながり と協働の力
◆香深 地区三校・ 礼文町教育連 携による義務 教育９年間 の一貫性

＜香深地区連携・一貫教育＞
◆小中の連携を充実させ，義務教育９年間で育てます
○香深地区 で育む５ つの力
・「家庭での 暮らし」の 力
・「地域での 暮らし」の 力
・「人との関 わり」の力
・「学習を支 える」力
・「健康・安 全に生きる 」力

＜礼文型教育連携＞
◆ 基礎学力の 保障････基礎学力問 題集・礼文 検定
◆ 郷土愛を育 む教育･･礼文学

