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１ 学校経営の基本構想 
（１）学校の教育目標と育てたい生徒像 

    人間尊重の精神を基盤として、自分の良さを知り、未来を拓き、地域や国際社会の一員として人間性

豊かな生徒の育成を目指す。 

「ゆたかな人」（情） 

公徳心に立った礼節を弁え、寛容や博愛など豊かな心をもつ生徒 

 「ねばり強い人」（意） 

目標に向かって真剣さと本気をもって取り組み、努力を惜しまず最後まで成し遂げる生徒 

  「たくましい人」（体） 

    たくましく生き抜く力を備え、生きる喜びを素直に感じる健康で健全な生徒 

  「よく考える人」（知） 

将来、自分自身と社会に役立つための知識と教養を主体的・積極的に身に付ける生徒  

 

 （２）学校の行動指針 

   「挑む」「拓く」「和」 

   本校で学び、生活する生徒と共に、教職員の行動指針として『挑む・拓く・和』を新しく掲げる。この

行動指針は、新しいことに「挑」み、自らの可能性を「拓」く、生徒（教職員）たちとなることを期待し

ている。また、日々の生活の中で、他者を尊重し、他者と手を携え、互いに協力していくこと、つまり、

生徒も大人（地域・保護者・教職員）も「和」をもって、共に歩んでいくことを願って、この行動指針を

掲げた。 

 

（３）学校経営の基本理念 

    生徒一人一人の人格形成と、将来の社会を形成する人間を育てるために、 

   ①日本国憲法等の法令及び学習指導要領を遵守した学校経営を行う。 

   ②地域運営学校として、地域の輪を大切にし、地域の発展に寄与する学校経営を行う。 

   ③教育課程、経営計画に基づいた組織的・計画的な学校経営を行う。 

   ④ＰＤＣＡサイクルを活用した開かれた学校経営を行う。 

 

（４）特色ある教育活動 

①コミュニティスクール地域運営学校（学校支援本部との連携） 

 

②「アンネのバラ」を生かした諸活動 

 

③学力向上策（授業改善、朝学習、補充教室） 

 

④高井戸図書館との連携（昼の開放、特別授業、等） 

 

⑤キャリア教育と「生きること」の学習 

 

⑥生徒の自主的な活動（ボランティア活動の推奨も含めて） 

 

⑦小中一貫教育と中高連携 

 

⑧特別支援教育の推進（理解のための授業、高井戸学級〈学びの教室・きこえの教室〉設置） 
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２ 入学式及び４月当初の予定 

（1）入学式について ※ 詳細は小学校を通して宿題の配布時（３月上旬）に、文書を同封します。 

    ① 日 時   令和３年４月７日（水） １０：００～１０：４０ 

    ② 場  所    本校体育館 

    ③ 持ち物      保護者：就学通知書、上履き（スリッパ等）、自動払込利用申込書（お客様控） 

          アレルギー疾患への対応に関するアンケート調査票（未提出の方） 

                   新入生：上履き、筆記用具、通学用カバン 

    ④ 当日の時程   新入生登校時間   ９：００～  ９：２０（９：３０より学活） 

           保護者受付    ９：００～  ９：４０ 

                      入学式       １０：００～１０：４０ 

 諸連絡         １０：４０～１１：０５（体育館にて） 

 クラス写真     １１：１０～１１：４０（体育館にて） 

※ 保護者の参加は各家庭２名までとします。２名の場合は密を避けるため、体育館と多目的ホール 

（ライブ配信）に分かれていただきます。咳や発熱等の症状がある場合の参加はご遠慮ください。 

   ※ 受付後、新入生は入学式に向けた事前指導がありますので、上級生の案内にしたがって、 

すみやかに教室へ移動して下さい。 

   ※ 入学式後、新入生は教室に戻り学活となります。その後、保護者と一緒にクラス写真撮影を 

行い、下校となります。（最終下校 １1：40 頃） 

  ※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、変更となる場合があります。学校ホームページまたは 

  「すぐメール」（登録方法は別紙参照）よりご確認ください。 

 

（2）新学期当初のおもな予定 （変更となる場合もあります） 

    ４／８（木）  ４／９（金）  ４／１２（月）  ４／１３（火） ４／１４（水） 

  6 時間授業   6 時間授業  5 時間授業    ６時間授業   ４時間授業 

教科書配布      学級活動     朝礼                        （杉教研） 

  給食開始      身体計測      保護者会(14：00～) 

 

    ☆詳しい予定は、入学式当日にお知らせいたします。なお、各教科のノートなどについては、 

   教科担任の方から指示がありますので、授業開始後にご準備下さい。 

 

（3）来年度１年生の行事  ※暫定の日程です。変更することがあります。 

  ４月  入学式(７)、保護者会(１２)、歯科検診(１６)、土曜授業(１７)、 

学校公開(１７～２３)、離任式(２3） 

  ５月    内科検診(６)、区特定課題調査(１２)、体育大会(29) 

  ６月    耳鼻科・眼科検診(１)、道徳授業地区公開講座(５)、１学期期末考査(１６～１８) 

  ７月    土曜授業(１７)、ICT公開、１学期終業式(２０) 

  ８月  ２学期始業式(３０) 

  ９月    土曜授業(１１)、ICT公開(１１)、学校公開(６～1１)、２学期中間考査(2８～２９) 

 １０月    学芸発表会(１６) 

 １１月    土曜授業(１３) 、２学期期末考査(１６～１８) 

 １２月    教育相談(１～８)、土曜授業(１１)、２学期終業式(2４) 

   １月    ３学期始業式(１１)、土曜授業(１５)、ICT公開授業(１５) 

   ２月    土曜授業(１９)、学年末考査(２２/２４/２５) 

   ３月    保護者会(４)、土曜授業(１２)、卒業式(１８)、修了式(2５) 
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３ 高井戸中学校の生活の決まり 

（1）登校・下校  

  1）8：25 の予鈴で朝学習を始める。8：30 の本鈴以降は遅刻となる。予鈴が鳴る前に教室に入る 

ことを心がけ、時間に余裕をもって登校する。 

2）登校後の外出は、原則として認めない。 

  3）欠席する場合は、8：１５までに保護者が学校に電話連絡する。事前に欠席が分かっている場合は、 

生徒手帳の連絡欄に欠席理由を記入して押印し、学級担任に提出する。 

  4）遅刻の場合は、職員室で遅刻者カードを記入して、授業担当の先生に遅刻者カードを渡す。 

体育の授業等の見学は、生徒手帳の連絡欄に理由を記入して押印し、学級担任と授業担当の先生に 

提出する。また、体調不良等で早退する場合は、学校から保護者に連絡をして迎えにきていただく、 

もしくは症状により可能な場合は、一人で帰す（帰宅後に学校へ「無事帰宅」の連絡を必ず入れる）。 

  5）下校時刻は 15:55、水曜日は 14:55 とする。最終下校時間は 18:１５とする。 

  6）登下校時の買い食い等は、禁止する。 

  7）登下校または再登校時も、自転車の使用を禁止する。 

  8）塾や習い事は、原則として自宅に帰宅してから行く。 

  9）高井戸図書館に限り、帰りに寄って学習したり調べものをしたりしてもよい(18：１５まで)。 

【※現在は中止中】 

10）部活などの再登校のときは、時間まで高井戸図書館で図書館の利用規律に従って読書や学習等をして 

もよい。【※現在は中止中】 

1１）再登校で部活動を行う場合の服装は、標準服または部活の服装とする。 

 1２）部活動で試合などに行く場合は、標準服または各部活で指定された服装とする。 

 

（2）頭髪及び服装について 

  1）頭髪 

  学習活動に支障がなく、他人に不快感を与えないように適切な長さにし、常に清潔にしておく。 

  ① パーマ・染色・脱色等はしない。 

  ② リボン・色ゴム・ヘアーバンド等の髪留めは紺、黒、茶等の細め、無地で目立たないもの。 

    ③ 髪の毛 

    前髪は、目にかからない程度まで。極端な変形や奇抜な髪形にしない。ワックスなどは使用しない。 

肩にかかる長さの場合は、束ねる。エクステなどはしない。 

④ 眉毛は剃らない（化粧はしない）。 

  

2）冬服 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一つとして、当面の間、学校指定の体育着（・ジャージ） 

での登校を許可している。毎日清潔な物を着用しましょう。また、体育の授業がある日は、更衣室 

の密を避けるため、体育着（・ジャージ）登校とする。 

① 男子・女子ともに、高井戸中標準服とする。（上着の丈の長い物、短い物、スカート丈を極端に 

長くしたり、短くしたりしない。スカートは、膝が隠れる程度の長さとする。ズボンは、幅の極端に 

広い物、狭い物は禁止とする。 

  ② 冬服の下は、ワイシャツまたはブラウス（半袖可、ポロシャツは不可） 
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  ③ ベストは、標準服の物、または紺、黒、茶、灰色、白、緑、の無地で、派手でないもの。 

また、セーターやカーディガンの色もベストに準ずる。 

  ④ 校内でセーター、カーディガン（ボタンをはずして着ない）を着用してよい。ブレザーを上に着る 

ときは、セーターやベストが裾や袖口からはみ出さないように着る。 

  ⑤ コートの色はベストに準じる。（部活動のウィンドブレーカー着用可） 

  ⑥ マフラー・ネックウォーマー等は、派手でない物は着用可とする。 

  

3）夏服 

  ① 男子は、白のワイシャツまたはポロシャツに標準服のズボン（ポロシャツのワンポイントは可）。 

  ② 女子は、白のブラウスまたはポロシャツ、標準服のスカート。開襟シャツ等は禁止。スカートの 

つりひもは、はずしてもよい。ベストを着用する場合は、標準服の物とする。 

  ③ 夏服の場合は、ベスト（標準服のベストは可）、カーディガン、トレーナーは禁止。 

  ④ 長袖の Y シャツは、可とする。 

  

4）靴下 

  男女ともに白の靴下とする（ワンポイント可、色物、柄物ははかない）。アンクルソックス（くるぶし 

までの短いタイプ）は不可とする。防寒のためタイツ、スパッツを着用してもよいが、黒・紺の無地 

のみとする（ただし、体育の時は必ずソックスをはく）。 

 

5）靴 

  ① 登下校時の靴は、特に指定しない。サンダル等は禁止。 

  ② 校内履きのラインは、学年カラーとする（令和３年度の１年生は青色）。 

 

（3）持ち物について  

   ※学校は学習の場であることから、学校生活に関係のない物は持ってこない。学校から配布される 

タブレットは、必ず毎日持ち帰る。その他の学習道具は、授業の先生からの指示や、生徒自身の 

判断で、必要に応じて持ち帰る。 

  1）携帯電話、電子機器（iPod など）、雑誌、マンガ類、化粧品類、ゲーム類、お菓子、ＣＤ、 

ＤＶＤ、制汗剤等、学習活動に関係のない物は全て禁止とする。 

    → 不要物は担任が預かり、保護者に返却する。 

  2）カイロは可とするが、学校で捨てずに家に持ち帰る。 

  3）リップクリームや日焼け止めは、色やにおいのない物のみ許可する。 

  4）ひざ掛けは許可するが、自己管理とする。 

  5）うちわや扇子は、使用禁止とする。授業中に下敷きであおぐこともしない。 

  6）行事や儀式の時であっても、カメラは禁止とする。ただし、校外学習や宿泊行事などで可とする 

場合もある。 

  7）電子辞書は、授業の先生の指示に従うこととする。 

  8）現金は、持ってこない。ただし教材費や部費などを持ってきたときは、登校後すぐに担任や部活動 

の顧問に預ける。 

  9）水筒は、持ってくる。ただし、中身は水、お茶、スポーツドリンクのみとする。（※水道の蛇口や 

冷水機から直接水を飲むことは、杉並区学校薬剤師会からの指示で、当面の間禁止となっている。） 
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（4）その他  

  1）生徒手帳は身分証明書を兼ねているので、取り扱いに注意すること。紛失した場合は、ただちに 

担任に申し出て、再発行してもらう。 

  2）校内の公共物を破損した場合は必ず届け、器物破損届を担任の先生に提出すること。故意に壊した 

場合には、弁償する。 

  3）朝礼のある朝は、8:20 までに登校、荷物を教室に置き各教室前廊下に整列、担任先導のもと 8:25 

までに体育館に整列、8：30 には朝礼を開始する（※当面の間、教室でのオンライン朝礼とする。）。 

  4）部活の公式戦や練習試合等に一般生徒が応援に行く場合は、事前に顧問の先生に応援に行くことを 

連絡し、指示に従う。 

  5）部活動の朝練は、7:30 からとする（※当面の間、週１回程度とする）。 

6）校舎内のベランダは、立ち入り禁止とする。ただし、掃除などで必要なときは、担任や授業の 

先生に申し出る。 

   7）制服・校内履き・体育着等は、指定の業者で購入する。校内履きは、体育館履きとしても使用する。 

 
 

 
 
4 健康管理・保健室の対応について 

（1）ご家庭での健康管理について 

１）生活習慣について 

早寝・早起きを心がけて規則正しい生活を送り、必ず朝食を食べましょう。 

２） 家庭における健康観察 ※新型コロナ対応で、取組を強化しています。 

毎日登校前は必ず検温して、健康観察表に記入して持参してください。毎朝学級で回収して、教員が 

チェックをします。発熱や体調不良の際は無理な登校は控え、医療機関にて受診する、家庭で休養 

するなどの対応をお願いします。なお、体調不良や通院などにより遅刻・欠席をする場合は、 

保護者が８時１５分までに電話連絡をしてください。 

 

（2）保健室の対応について 

１）保健室の利用に際して 

① 休み時間であっても授業にかかる場合は、次の授業の教科担任の許可が必要です。 

② 副作用等の危険性を考慮し、内服薬を与えることはできません。持病や体質により必要な薬がある 

生徒は、各自で持参してください。 

③ 保健室で行う救急処置は、原則として医療機関または家庭にお渡しするまでの処置であり、継続した 

処置（つけ替え）や学校外でのけがは処置の対象ではありません。 

④ 保健室での休養が必要な場合は、原則として１時間までとし、回復が見られない場合は、早退の措置 

をとります。 

※ けがの処置や体調不良時の休養・早退については、諸事情やその時の状況に応じて、場合により 

保護者と相談の上、最善の方法を考えて対応します。 
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２）緊急時の連絡体制について 

受診が必要なけがや体調不良の際は、学校から保護者へ連絡いたします。保健調査票へ記入して 

いただく緊急時の連絡先は、携帯電話や勤務先等、必ず絡がつく所を記入してください。また、 

変更がある場合はその都度お知らせください。 

① 早退について 

体調不良により学校での学習や活動が困難な場合は、学校から保護者へ早退の連絡をいたします。 

症状（高熱やひどい腹痛など）によっては、保護者の迎えをお願いすることがあります。また、 

保護者の迎えが困難な場合は、生徒のみで帰宅させる場合もあります。その際は帰宅後、本人 

またはご家族の方から学校へ、無事帰宅の電話連絡を入れてください。 

 

② 医療機関への搬送について 

緊急度の高いけがや疾病等により、直ちに医療機関にて受診が必要な場合は、保護者に連絡後、 

学校から直接医療機関へ搬送いたします。もし保護者に連絡がつかない場合は、保健調査票に記入 

されているかかりつけの医療機関、または学校近隣の医療機関へ搬送します。あらかじめご了承 

ください。 

 

（3）感染症にかかった場合 ⇒ 新型コロナも含めて、小学校と同じ対応です。 

 

（4）独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金について 

小学校と同じく、お子さまの学校管理下における負傷で、医療機関にて受診した際に支払われる 

災害共済給付制度のことです（掛金は全額区が負担）。保護者の申請（書類提出）後、給付金の支給 

までに、２～３ヶ月かかります（支給方法については、７ページ参照）。申請については任意です。 

申請を希望される方は、保健室までお知らせください。 

 

（5）食物アレルギーのある生徒への対応について 

小学校と同じ対応です。アンケート調査の回収等については、別紙をご覧ください。 

 

（6）その他 

教育相談室があります。週に１日（今年度は月曜日）、生徒または保護者にスクールカウンセラー 

（臨床心理士）が対応します。ご相談は予約制になります。開室日に直接カウンセラーへお電話いただくか、

副校長、学級担任、養護教諭を通しても予約ができます。℡(直通)：０３－５３１６－９１２１ 

 

◎ 定期健康診断や健康管理に必要な書類・調査票は、入学式当日にお子さまへお渡しします。

よくお読みになり、必要事項をご記入の上、期日までに学級担任へ提出をお願いします。 

 

◎ お子さまの健康面のことでお知らせやご相談、配慮が必要なことなどがございました 

ら、随時、保健室までご連絡ください。 
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5 教材費・ＰＴＡ会費の納入の手続きについて 

 

   給食費・教材費・ＰＴＡ会費は、ゆうちょ銀行の保護者名義の口座から自動引き落としで納入 

していただきます。つきましては、ゆうちょ銀行に口座を開設してください（本人確認のため、 

証明書が必要。すでに口座がある方はその口座で結構です）。 

「自動払込利用申込書」に記入・押印（別紙参照※『ご契約者』欄には入学する生徒の氏名、 

フリガナを記入）し、ゆうちょ銀行窓口で３月５日（金）までに手続きを済ませてくだ 

さい。手続き時に返却される『お客様控え』を、入学式当日に学校に提出してください。 

 

【注意点】 

①手続きは各自がゆうちょ銀行でおこないます。学校への提出は『お客様控え』のみです。 

②他学年にきょうだいがいる場合でも、改めて手続きが必要です。 

③双子等、新入生が複数いる場合は２枚提出してください。 

 

◎ 給食費・教材費・ＰＴＡ会費の自動引き落しの際、生徒一人あたり 1 回１０円の手数料が 

かかります。給食費・教材費・ＰＴＡ会費の引き落し日は５月～１月の毎月７日です。 

（引き落とせなかった場合、その月の１７日に再引き落としします） 

 

◎ 給食費については、学級閉鎖が実施された場合には状況に応じて返金します。食物アレルギーや 

体質により牛乳を摂取しない場合は、牛乳代を返金します（ただし、入学時に診断書を提出して 

いただきます）。また、５給食日以上の長期欠席の申し出があった場合、その申し出日を含めずに 

６給食日目から給食を止めることができ、返金対象となります。 

 

◎ 学校管理下における負傷時に日本スポーツ振興センターより支給される災害給付金（掛金は毎年 

区が負担、給付には保護者の申請が必要）は、こちらの口座に入金いたします。その際、手数料 

１００円を給付金より差し引きますので、予めご了承ください。なお、給付がある場合は、事前に 

プリントにてお知らせいたします。 

 

その他、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。 

 

 

【問い合わせ先】℡：０３－３３０２－１７６２ 

学校全般に関すること   ： 武智（副校長） 

学習・学校行事に関すること： 西尾（教務主任） 

生活に関すること     ： 高橋健（生活指導主任） 

保健・給食に関すること  ： 近藤（保健主任） 

事務手続きに関すること  ： 今井（事務主事） 
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ＳＮＳ高井戸ルール 
 

 

1.スマホ・携帯の使い方は保護者とよく話し合う。 

  ① 使用時間 

  ② 使う場所 

  ③ アプリの取得 

  ④ 設定 

  ⑤ 試験前のルール 

 
 

2．自分や他人の個人情報（写真なども含め）を 

ＳＮＳに載せない。 
 

 

3．スマホ・携帯は、自分も他人も幸せになるために使う。 

    ① 相手の気持ちを考える。 

  ② あやしいサイトに入らない。 

  ③ 事故防止。歩きスマホはしない。 
 


