
１学期 ２学期 ３学期 合　計 教科 １年 ２年 ３年
１年 71 82 52 205 国　語 140 140 105
２年 72 82 52 206 社　会 105 105 140
３年 72 82 39 193 数　学 140 105 140

理　科 105 140 140
音　楽 45 35 35

１ 年 ２ 年 ３ 年 合　計 美　術 45 35 35
１組 27 30 36 保健体育 105 105 105
２組 27 31 技術・家庭 70 70 35
計 54 61 36 151 英　語 140 140 140

総合的な学習 50 70 70
道　徳 35 35 35
学　活 35 35 35
合　計 1015 1015 1015

教 科

主 任 国語

１ 組 英語

２ 組 音楽、数学

副 任 数学

主 任 英語

１ 組 数学

２ 組 理科

社会

保健体育

主 任 保健体育

１ 組 英語

技術、数学

社会

校　長

教　頭 理科

教務主任 国語

養護教諭

非常勤講師 美術

家庭

事務主幹

用務員

介助員

ＡＬＴ

教育相談員

S.ｶｳﾝｾﾗｰ

長谷川 秀夫

横山　 裕香

主な校務分掌・部活動氏　名

石黒 富久美

渡邊　 義宏

阿部　 建太

山本  恵利子

保科　 和美

西野 　　勳

横山　 雅史

本間　 　勇

　　○学習指導要領
　　○県学校教育の重点
　　○町学校教育実践上の努力点

　○基礎的・基本的な知識・技能を習得し、それらを
　　活用して自ら考え、判断し、表現する生徒

梅野　 信浩

伊藤 エリカ

山﨑 　正弘

副 任

副 任
横山　 政佳

　○学校、学年だより等の発行
　○学校ホームページでの発信
　○PTA各種会合での情報交換
　○学級懇談会での情報交換
　○保護者アンケートの実施

情報発信聴取
　○粘り強く取り組み、自分の力で未来を切り拓こ
　　うとする生徒

教育目標
知性を磨き 共に高め合う生徒

地域を生かした学習

佐藤 　和代

髙橋　 　翔

【 職 員 】

○基礎・基本の定着に向けた少人数授業
○「分かる授業」への授業改善の推進
　（定期テスト､NRT等からの分析と対策）
○家庭学習の習慣化と確認テスト
　(自主学習の推進)
○地域の豊かな自然、歴史や文化を活用した
  総合的な学習の時間の充実
○国際社会に生きる日本人としての自覚の育成

○ALTや外国人との交流による異文化理解の
　推進
○キャリア教育の推進
○特別支援教育の充実

・授業等の小テストでの基礎的・基本的学習内
　容の定着と確認
・Webテストを活用した目標の設定と定着度把握
・定期テスト前や長期休業中の個別指導の充実

・家庭や小学校と連携した家庭学習習慣の確立

【 授業日数 】

【 生徒数 】

２
学
年
部

学　年

１
学
年
部

＜全体像＞

＜徳育＞

　○思いやりの心、自立心や公共心、自他を尊重
　　し家族や郷土阿賀への誇りをもつ生徒

保護者・地域の願いや期待

目指す生徒像

目指す学校像

特色と環境
　○通学区が広く６小学校が学区内にある。
　○広大な校区と豊かな自然等、阿賀町特
　　有の環境とそれを生かした行事があ
　　る。

生徒の実態

建学の精神

創造と共生　○生徒が切磋琢磨し、共に生きる学校
　○地域の特性を生かし、新しいことを創造
　　する学校
　○生徒一人一人を大切にする学校
　○地域に開かれ、地域と共に生きる学校

　○志をもって意欲的に学び続けようとする生徒

＜知育＞

【 授業時数 】

PTA副会長

情報教育、サッカー部

道徳教育、卓球部、PTA企画運営

生徒指導主事、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部、PTA1学年

進路指導主事、部活動、野球部、PTA3学年

生徒会、野球部

学習指導、吹奏楽部、PTA校外

国際理解教育、環境教育、卓球部、PTA2学年

特別支援学級、学籍、サッカー部

佐久間  節子

浅沼　 義則

石川　 慶知 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部、PTA事務局

地域連携、教務、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部、PTA事務局

教育相談・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部

研究主任、不登校対応、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部、PTA文化広報

鈴木　 隆士

長谷川 大輔

特別支援学級、人権教育、同和教育、総合文化部

度會 理穂子

３
学
年
部

体力の向上を図り
たくましく生きる生徒

豊かな人間性・社会性を
身につけた生徒

自ら学び自ら考える生徒
学校評価、スクールバス、バレーボール部、PTA幹事

保健主事、給食指導、清掃指導、吹奏楽部・総合文化部

　   ○確かな学力を身につけた生徒
　　 ○思いやりをもって行動できる生徒
　　 ○心身を鍛える生徒

　○進んで運動に親しみ、望ましい生活習慣を身に
　　つけ、健康･安全な生活を送ることができる生徒

小学校との連携の視点

　　・いじめ防止への取組
　　・中一ギャップ解消
　　・学力向上
　　・特別支援教育の充実

○道徳教育の充実と道徳的実践の推進
　（あらゆる教育活動で規範意識や思いやりの
　 心を育てる教育活動の展開）
○心のノート、生活ノートの活用
○人権教育、同和教育の工夫
○教育相談の充実
○中一ギャップの解消
○いじめ見逃しゼロスクール集会など、生徒の
　活動によるいじめ撲滅への取組
○不登校解消に向けた取組
○特別支援教育の充実

・生活ノートの毎日の点検活動
・毎月の生活アンケートの実践
・年間計画に位置づけられた小中交流活動
・特別な支援が必要な生徒へのきめ細やかな支
　援と、全学級のユニバーサルデザインの視点
　に基づく指導の充実

○家庭や地域と連携・協力できる環境の整備
○望ましい生活習慣の定着を目指した「生活
　習慣チェック」の活用
○保健体育の授業を中心にした体力向上の取組

○養護教諭や栄養士との協力的指導による食
　 育の推進
○体力テストによる実態把握と結果を活用した
　 体力向上策の推進
○部活動の充実と安全指導
○安全教育(防災教育、交通安全指導)の全体
　 計画、年間指導計画の立案
○登下校時の安全と交通安全指導

・保健だよりで保護者とともに取り組む健康体力づく
　り
・インフルエンザ、熱中症等の未然防止・早期
　対応への指導の充実
・防災教育、交通安全指導を核とした安全教育
　の推進

重点目標

　○素直で明るい生徒が多い。
　○小さな集団の中で育ってきた。
　○意欲的な生徒が多いが、受け身の姿勢
　　の生徒もいる。
　○学習規律が確立している。

＜体育＞

　・阿賀町学習指導ｾﾝﾀｰの活用
　・学警連等との情報交換や連携
　・JRC青少年赤十字加盟校

関係機関との連携の視点

学校評価を生かした教育活動の改善　（PDCAサイクルの活用)

 
　　　平成２９年度　生徒会スローガン

　　　『　Friendship　～築け最高の友情～　』
　　全校の生徒全員が最高の仲間になろう。

　

　＜重点目標＞

　○阿賀町・会津の歴史学習
　○阿賀町特有の文化や行事を題材にした
　　教育活動
　○小学校との連携・交流
　○地域コーディネーターを活用した地域連
　　携の推進

地域との連携の視点

　・総合的な学習の時間の連携支援
　 体制(地域コーディネーター・人材
　 の活用)
　・校区の理解と安全確保
　・地域への貢献活動

阿賀黎明高校との連携の視点

　・学習指導における交流
　・特別活動における交流
　・生徒指導における交流
　・キャリア教育における交流
　　　　☆平成30年度正式連携開始

級
　
　
外

アリサ・カーティンディッグ

寺門 　洋介

平塚　 小枝

≪いじめ根絶憲章≫
一、お互いを理解するよう心がけよう
一、笑顔と挨拶を大切にしよう
一、相手の嫌がることをしないようにしよう
一、規則を守り、正しい学校生活を送ろう

１ あらゆる場面で自ら声を出し、行動することができる

２ 当たり前のことを当たり前にできる

３ 良い友達関係を築き、楽しく学校生活を送ることができる


