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教育目標

徳「思いやりと助け合う心をもとう」
知「自ら学ぶ人になろう」
体「心と体を鍛えよう」

子供の在籍数は命の数である。
子供一人一人の命に「生きる力」を育む教育活動を

実践するため、次の教育目標を定める。



１． 「徳」
思いやりと助け合う心をもとう。

【具体的な子供の姿】

○話を聴く・・・聴き合える集団づくり

相手の想いを聴くこと、聴くときの姿勢、相手意識、自分の想い

○あいさつ・・・おはようございます。こんにちは。さようなら。

「ありがとう」「ごめんね」

⇒互いを認め合い、自己有用感を感じられる集団づくりへ

「あなたが大切です」というメッセージ



【人間関係のトラブル】について

○集団生活にはトラブルはあって当たり前

○指導におけるキーワード

①「事実確認」

②「納得」

○トラブルを学びに変える指導の充実



【学校いじめ対策委員会】の設置

○構成メンバー

校長、副校長、生活指導主任、各学年主任等、SC他

○取組⇒未然防止、早期発見、解決・週１回及び臨時開催

・未然防止・・⇒子供たちの自治を育むための継続指導

・早期発見・・複数教員による観察、対話、月１回のアンケート

・早期解決・・事実確認・指導体制の確立・指導・事後指導



いじめ防止等に向けた取組

観察・・・複数の目で子供を観察する。

・休み時間、昼休みに学年フロアーに教員が滞在

・担任ローテーション（週１回程度）

対話・・・「トーキング・タイム」の実施

・学級の全生徒と担任が短時間で１対１で対話をする

調査・・・一行日記等の交換日記、連絡帳等

いじめアンケート（月１回）



特別支援教育・不登校等対策について

・校内委員会・不登校対策委員会の充実

毎週、全ての生徒の対応策を検討・確認している。

・登校再開・授業内学習・放課後学習教室

・地域学校協働本部と連携し、ボランティアによる学習

支援

・やまなみルーム、かわなみルームの充実



２． 「知」
自ら学ぶ人になろう。

【具体的な生徒の姿】

○一人一台タブレッド端末や思考ツールの活用ができる。

○「見通し」があり、教科等の特性を学び「振り返り」のある学習活動

⇒「何ができるようになるか」を目指す（新学習指導要領）

学びに向かう力・人間性等

知識・技能 思考力・判断力・表現力



【学力の３要素】

（１）基礎的な知識・技能

（２）課題の解決に必要な思考力・判断力・表現力等

（３）主体的に学習に取り組む態度

○学習方法 ・・

「主体的・対話的で深い学び」の実践

「できるようになる」体験⇒さらなる高みへ



五中授業スタンダードによる授業改善

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

①自ら学べるよう学ぶことの見通しがあり、ねらいを明確にする

②何ができるようになったかを確認する「振り返り」を行う

③定期的に「思考ツール」を活用する

④タブレット端末の活用等により、思考力・判断力・表現力の場面

を設定する

⑤話し合い活動は「４人以下」で行い、対話する場面を増やす

⑥評価規準を明確にし、生徒・保護者に説明し「指導と評価の一体

化」を行う。

校内研修会年間６回 講師 田村 学先生 高橋康一指導主事



３．「体」
心と体を鍛えよう。

【具体的な生徒の姿】

○健康教育による規則的な生活習慣の確立

食事・休養・運動等

○運動習慣から体を動かすことの楽しさの実感

⇒保健体育、健康教育、学校行事、部活動等

自ら進んで取り組む体育的行事をはじめとする学校行事

「学校には感動がある」



【目指す学校像】

生徒一人一人に居場所があり、

安心・安全で

自分の力を伸ばせる学校



ご清聴ありがとうございました。

生徒一人一人を大切にして、
みなさまとともに一緒に育ん
でいきたいと考えています。

【五中教職員一同】
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1年 ４ ３ ４ ３ 1.3 1.3 ３ ２ ４ １ １ 1.4 ２９

2年 ４ ３ ３ ４ １ １ ３ ２ ４ １ １ ２ ２９

3年 ３ ４ ４ ４ １ １ ３ １ ４ １ １ ２ ２９

職員打ち合わせ ８：１５
朝読書 ８：２５～ ８：４０
学 活 ８：４０～ ８：４５
１校時 ８：５０～ ９：４０
２校時 ９：５０～１０：４０
３校時 １０：５０～ １１：４０
４校時 １１：５０～ １２：４０
昼 食 １２：４０～ １：１０
昼休み １：１０～ １：３０
予 鈴 １：３０

５校時 １：３５～２：２５
６校時 ２：３５～３：２５
学 活 ３：２５～３：３５
清 掃 ３：３５～３：５０

下校（一般） ２：５５（５校時まで）
３：５５（６校時まで）

(部活動） ６：３０（ ３～１０月）
６：００（１１～２月）
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4月 始業式 入学式 新入生歓迎会
部活動ガイダンス 保護者会 評価説明会
市学習状況調査(１年)
調布市防災教育の日 前期生徒総会
部活動保護者会

10月 3年修学旅行 生徒会役員選挙 学校公開
避難訓練 安全指導 ３年進路説明会
第1回新入生保護者説明会
合唱コンクール

5月 PTA総会 PTA合同美化活動
避難訓練・安全指導
全国学力学習状況調査(３年)
体育大会

11月 ふれあい月間 あいさつ運動
進路面談(３年) 期末テスト
後期生徒総会 避難訓練 安全指導

6月 ふれあい月間 あいさつ運動
期末テスト 携帯電話教室
避難訓練・安全指導

12月 いのちと心の教育月間 三者面談週間
避難訓練 安全指導
1年古典芸能鑑賞教室 中学校音楽鑑賞教室
道徳授業地区公開講座 終業式

7月 学校公開週間 ３年進路説明会
避難訓練・安全指導 終業式
三者面談･補習教室・プール指導

1月 始業式 １年移動教室
市学習状況調査(1年) 避難訓練･安全指導

8月 2月 ふれあい月間 第２回新入生保護者説明
会 避難訓練 安全指導 校外学習(２年)
学年末テスト 小中連携体験授業
PTA合同美化活動

9月 始業式 中間テスト セーフティ教室
普通救命講習会(３年)
避難訓練･安全指導

3月 学習成果発表会 避難訓練･安全指導
保護者会(１･２年) 卒業式 修了式

















運動部 文化部

・陸上競技部
・野球部
・サッカー部
・女子ソフトボール部
・卓球部
・男子/女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部
・男子/女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部
・男子/女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部

・吹奏楽部
・美術部
・合唱部
・英語部
・ハンドメイキング部
・理科・報道部
・ボランティアダンス部
・演劇部



















キャリア教育
～個性を伸ばし、

将来を生き抜く力を養うために～

【1年】 自己理解、職業調べ、進路学習

【2年】 職場体験(に代わる活動)、進路学習

【3年】 進路学習

【全学年】キャリア・パスポートの活用



令和２年度卒業生 進路状況

高等学校全日制

（国公立）

47%

高等学校全日制

（私立）

44%

その他

8%

高等学校全日制（国公立）

高等学校全日制（私立）

高等学校定時制

高等学校通信制

専修学校等



主な進学先
●都立高校など

荻窪 小金井北 小平南 狛江 駒場 桜町 産業技術高等専門 昭和
新宿 神代 世田谷泉 総合芸術 第一商業 第五商業 立川
田無工業 千歳丘 調布北 調布南 豊多摩 中野工業 永山 農業
八王子桑志 八王子東 深沢 府中 府中工業 府中西 府中東
松が谷 松原 南平 雪谷 芦花 若葉総合

●私立高校など

岩倉 N NHK学園 桜美林 大竹高等専修 鹿島学園 関東国際
共立女子第二 クラーク記念国際 慶應義塾 佼成学園 佼成学園女子
國學院 国際基督教大学 国士館 駒沢学園女子 駒澤大学 駒場学園
下北沢成徳 自由ヶ丘学園 聖徳学園 昭和第一学園 昭和鉄道
星槎国際 成城学園 専修大学附属 大成 大東学園
中央学院大学中央 帝京大学 帝京八王子 東海大学菅生
東京工業大学附属科学技術 東京多摩調理製菓専門 東京立正
桐光学園 日本学園 日本大学櫻丘 日本大学鶴ヶ丘 日本大学明誠
八王子 八王子実践 法政大学 堀越 明治学院東村山
明治大学付属中野 明治大学付属明治 明星 目黒学院 立教新座
和光 早稲田実業



令和３年１０月２２日(金)

調布市立第五中学校


