
学校名 各校の特色(児童生徒数は、令和4年5月1日現在）

本校のイチオシ～子どもが主役の学校づくり

　現在市の推進事業である「読書活動の推進」と「地域の探究活動の推進」に取り組んでいます。毎週木曜日を「よむよ

むＤＡＹ」として全学年で朝読書を行っています。図書委員会を中心とした子どもたちの取り組みや地域ボランティアの

方のお力をお借りしての読み聞かせ等を通して、たくさんの本と出会い、語彙力や表現力、思考力を高めるきっかけづく

りに努めています。また、本校は秦野駅からほど近い市の中心部に位置しており、地域の探究活動を進めるうえで非常に

恵まれた環境にあります。各教科の学習や総合的な学習の時間で、地域の方々とのふれあいや、ふるさと秦野について知

り、良さを実感できるような体験型の学習を多く取り入れています。

　保護者・地域の皆様と一緒に主体的に学ぶ場・環境を大切にした学校づくりを進め、「子どもが主役の学校」を目指し

ています。

本校のイチオシ～あいさつプロジェクトに取り組みます！

　本校は令和4年度に創立１３０周年を迎えました。児童数は１１００名を超える大規模校です。校庭の真ん中に１００年

超と言われる大きな桜の木が２本、そして、その桜の木から挿し木をして育った桜の木が２本の計４本があります。例年

４月にはこの桜の木を囲んで「お花見給食」を実施しています。この３年間はコロナの関係で実施できていませんが、終

息後は再開したいと考えています。

　本校の重点目標の一つに「あいさつが響きあう温かい学校」を掲げています。挨拶は人間関係づくりの根本ととらえ、

自ら挨拶することが習慣化されることにより、学校が明るくなり、みんなが安心して過ごすことができる雰囲気につなが

ると考えています。また、気持ちのすれ違いによる児童間のトラブルやいじめをうまない学校にもつながると考えていま

す。２年前より児童の運営委員会が「あいさつプロジェクト」を企画し、全校児童で取り組んでいます。今年度は、あい

さつミッションをクリアし「あいプロロード」にシールを貼ってコマを進めるという取り組みをおこなっています。地域

での挨拶がまだ少ないという課題はありますが、保護者・地域・学校で連携し、あいさつが響きあう学校をめざしていき

ます。

　学習面では、ICTを積極的に活用し、自分や友達の意見や考えを視覚的に捉えられるようにして、楽しみながら自分の

考えを深めていけるような授業づくり、驚きとワクワクがある授業づくりを進めていきます。また、読書活動の推進をめ

ざします。朝の「読みましょタイム」、水曜日の「読みましょデー」の設置、学校図書館の貸し出し冊数の増加など、さ

まざまな工夫をしながら本に触れる機会を増やし読書習慣の定着をめざします。さらに家庭学習の充実に向けて自主学習

ノートの取り組みを進め、子どもが抱いている興味関心のあるものへの取り組みを後押ししていきたいと考えています。

本校のイチオシ～「人を大切にした学校づくり」学びの基盤プロジェクト・小中一体型コミュニティ・スクール実践校

　本校は、「人を大切に」と学校教育目標を掲げています。ですが、「人を大切に」は、どうやって子どもたちに教えて

いったらよいか、日々向上を目指しています。教え合い、学び合い、助け合い、話し合いで、もめごとが起こっても、そ

のことを通じて、対話しお互いの違いを尊重することを学んでいます。

　令和３年度からスタートさせたコミュニティ・スクールなどの取組も通じて、地域とともに子ども達のより良い育ちを

考え、その最適解を見つけようと試みています。また、現在市の重点事業となる学びの基盤プロジェクト（非認知能力に

着目した授業改善）に東中学校と学びの連続性を確保するため学びのカルテを作成して、全国学力学習状況調査の結果と

ともに、教育活動全般について振り返りと改善を行い、小中一貫した子どもたちの成長につなげています。

　子どもたちが「人を大切にし、主体的に学ぶ」ことができるよう「教え合い」「学び合い」を積極的に行い、毎日毎時

間の授業で、子どもたち同士が主体的にかかわり合う活動を重視することが大切と考えています。一方で、GIGA端末の積

極的な利活用によって、情報モラルの育成と個別最適な学びの充実を進めています。

本町小学校

全校児童

７３４人

南小学校

全校児童

　１１８１人

東小学校

全校児童

５５４人



本校のイチオシ～読書活動の推進・学びの基盤プロジェクト参加校

　 本校では、読書が好きな児童が多く、非認知能力の育成や読解力向上の観点からも、教職員等による読み聞かせの読書

活動を推進しており、本に触れる機会を多く作っています。特に学校長による給食時間を活用した「お話のプレゼント」

は、黙食の必然性を高めたり、読書への興味関心の幅を広げたりするきっかけとなっています。本から学んだことや、興

味をもったことから、家庭での学習も深まっていくと考え、保護者の皆様には児童の家庭学習を応援していただくようお

声かけをしています。

　また、現在市の重点事業となる学びの基盤プロジェクト（非認知能力に着目した授業改善）により学びの連続性を確保

するため学びのカルテを作成して、全国学力学習状況調査の結果とともに、教育活動全般について振り返りと改善を行

い、子どもたちのよりよい成長につなげています。引き続き、全校一斉休み明け漢字テストやキュビナを活用した算数認

定ライセンス（サンライズ）に取り組み、学びの基礎・基本の下支えとしつつ、子どもたちに寄り添った教育課程の創造

に着手していきます。

本校のイチオシ～主体的に考えることを楽しむ　おおねっ子の育成

　本校は児童の「確かな学力の定着と向上」を図るため「神奈川県学びづくり推進地域研究委託」を受け、横浜国立大学

からの助言をもとに、「主体的に考えることを楽しむおおねっ子」の姿を目指した授業づくりに取り組んできました。

「話すこと」や「聞くこと」の成長過程をイメージ図として作成した「おおねっ子の花」を活用しながら、「子どものこ

とばでつながる」ような授業実践によって、主体的に考えることを楽しむ子どもが育ち、その結果、各教科の「思考力」

が向上すると考え、取り組んでいます。授業では、全学年において、「一人時間」「友達時間」「全体時間」を設定して

授業を展開し、考えを深めたり、考えを共有したりすることを大切にしています。また、秦野市教育員会が実施している

「学びの基盤プロジェクト」に参加し、学習意欲を支える非認知能力に着目した新たな学びのスタイルの実現を目指し研

究を進めています。

　本校は令和２年度に創立１２０周年を迎えました。これからも地域とともにある学校を目指して、学校運営協議会を設

置し、コミュニティースクールとして地域との連携の充実、大根中学校区の園・小・中との連携の充実を図りながら取り

組みを進めています。

本校のイチオシ～コミュニティ・スクール実践校・読書活動の推進・福祉教育指定校

　平成３０年度より、学校運営協議会を設置し、市内3校目のコミュニティ・スクールとして、家庭や地域との連携を深

め、地域力を生かした地域とともにある学校づくりを進めています。令和２年度には、創立１００周年を迎え、西小学

校・ふるさと秦野を愛する心情をはぐくむシンボルとして、地域の方や卒業生などのご協力をいただき「歴史の門」を復

元しました。また、福祉教育指定校として、社会福祉協議会と連携しながら互いを尊重し合える児童の育成に取り組んで

います。

　子どもたちの自己肯定感が高められるよう、そして一人一人のよさを伸ばしていくことができるように、児童理解に努

め、励ましながら、分かる・楽しい授業実践に努めています。さらに、読書活動の推進として、保護者の協力のもと、読

み聞かせや朝読書の時間を設け、子どもたちが進んで読書に親しむ環境づくりに努めています。

北小学校

全校児童

７０８人

西小学校

全校児童

６４１人

大根小学校

　全校児童

４６７人



本校のイチオシ～少人数による特色ある学校づくり推進（小規模特認校制度導入）・コミュニティ・スクール実践校

　令和元年度より学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして、地域と共に特色ある学校づくりを推進して

きました。小規模特認校として、家庭や地域との連携を深め、明るく爽やかな「開かれた学校」づくりに努め、地域やさ

まざまな分野の外部講師を活用した教育活動を進めています。全国学力学習状況調査において「地域の行事に参加してい

るか」という質問に対して、ほとんどの児童が肯定的に回答しています。相撲大会、真鶴岩海岸での水泳教室、お茶摘

み・さといも堀り・ぶどう狩りなどの農業体験活動、「生き物の里」での環境教育、幼小合同運動会など、地域・家庭・

学校とが一体となって、子ども達の健やかな成長のために、教育活動を進めています。また、市の特色ある学校づくりの

研究校として、ICTを活用した授業や教育活動を推進し、その成果として「コンピューターなどICTを意見交換や調べると

きに活用した」について非常に多くの児童が肯定的に回答しています。今後も、主体的・対話的で深い学びの実現に向

け、ICT機器を活用しながら、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実を図っていきます。

本校のイチオシ～「小さな学校」の強みを生かして子どもを育む地域の学校

   本校は、全学年単級で児童数が133名という小さな学校です。しかし、「小さな学校」であるという強みを生かして、豊

かな体験や人と人のかかわり合いを大切にした教育活動に取り組んでいます。

　多くの学年は、クラスの人数も少ないため、学校生活の中で教師の目も隅々までいきわたります。また、学習場面では

話し合い活動を活発にすることで、個人や集団としての学びを深めています。

　学校行事の運動会では、異学年交流の「なかよし種目」を行い、表現や運動の成果を発表する中で、１人１人の子ども

が活躍することができまました。

   PTA行事の「広フェス」は、役員だけでなく多くの保護者がボランティアとして協力し、さらに地域の方の協力を得

て、ゲーム大会が行われました。参加したみんなの笑顔から、学校全体の一体感を感じ取ることができました。

　 子どもたちを地域のみんなで育てる学校として、多くの方に見守られながら、子どもたちはのびのびと育っています。

本校のイチオシ～渋沢小学校「元気」「やる気」「根気」「本気」を合言葉に

　渋沢小学校では、子どもたちが4つの気を合言葉に学校生活を送っています。4つの気とは、「元気」「やる気」「根

気」「本気」です。日頃の生活から学校行事まで、この言葉を意識して、明るく元気いっぱい、やるときは本気で、最後

まで粘り強く取り組むことを目指しています。また、4年生以上は教科担当制を行い、担任だけでクラスを見るのではな

く、学年全体ですべての子どもと関わる体制をとっており、チームとして子どもたちの支援に当たっています。令和3年度

より、渋沢中学校と合同の学校運営協議会を立ち上がり、コミュニティ・スクールとして、子どもたちにとっての魅力あ

る街づくりを地域や家庭とともに目指しており、生活科や総合的な学習でも積極的に地域の資源を活用し、家庭、地域と

連携を深め、地域とともにある学校づくりをしています。特に生産量日本一を誇る「八重桜」については、様々な取組の

集大成として、地域の方のご協力を得て2月に八重桜祭りに参加します。

　　　　　　　　ウチのイチオシ～コミュニティ・スクール実践校・マスコットキャラクター

　令和2年度より学校運営協議会を設置し、市内１１番目のコミュニティ・スクールとして、地域と共に特色ある学校づく

りを推進し、家庭や地域との連携を深め、明るく爽やかな「開かれた学校」づくりに努めてきました。学校目標として

「地域を笑顔にする学校」を目指し、「笑顔」をキーワードに児童にとって学校での学習・生活が笑顔となるような教育

活動に取り組んでいます。学習では自ら進んで取り組むことができる学習活動を進め、学習が好きになる子の育成という

面において一定の成果が見られています。生活においては落ち着いた気持ちで過ごすことができる学級づくりを進めるた

め、金曜日朝の外遊びや定期的な学年交流活動など、異学年との交流を通して自己肯定感の育成に取り組んでいます。そ

の他、昨年度に学校キャラクターとして「ミライチョウ」「ハピスマくん」を策定し、笑顔であいさつできる学校づくり

を目指し、学校あいさつ運動や笑顔であいさつの花を咲かそう運動を行っています。

　また、同じ敷地内に県立秦野養護学校末広校舎があり、各種行事への参加や共同展示、相互学習参観など、様々な交流

活動を行っていることも本校の大きな特徴となっています。

広畑小学校

全校児童

１３３人

上小学校

全校児童

７４人

渋沢小学校

全校児童

７３３人

末広小学校

全校児童

５２３人



本校のイチオシ～テーマは「幸せな学校」・小中一体型コミュニティ・スクール実践校

  春には桜が咲きほこり、学校周辺の立野緑地では木々の緑が輝きウグイスなどの野鳥の声が聞こえ、近隣には沢山の公園

があるなど、自然環境や生活環境に恵まれた学校の中で児童は伸び伸びと学んでいます。

  本校のテーマは「幸せな学校」。児童にとって、保護者にとって、地域の方にとって、教職員にとって、南が丘小学校で

学び関わることで幸せな思いを感じられるような学校を目指しています。

  学習面では「書く力を育み表現力を高める」ことを全校で目指し、１年～６年までの全児童・教職員が毎月テーマに沿っ

て短作文を書くなど、一緒にチャレンジしています。

  また、本校は近隣にこども園、中学校、高等学校、短期大学等があるため交流を大切にするとともに、令和元年度より南

が丘中学校と合同の学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして、一貫教育や地域とともにある学校づくり

を推進し、地域力を生かした学校づくりを目指しています。

本校のイチオシ～堀っ子スマイルレインボー、コミュニティ・スクール実践校

　本校では「意欲的に学ぶ子を育てる授業づくり」をテーマにICTの活用に焦点を当てて授業研究を進めています。「教

師の提示」「思考の可視化」「瞬時の共有」の３つのキーワードを念頭に置いて、ICTの活用を図り、日々の学習が主体

的・対話的で深い学びとなるよう取り組んでいます。

　また、学校運営協議会の機能を活かし、地域の方に学習支援や地域を教材にした学習の講師を依頼したり、学校の課題

について熟議したりすることを通して、学校と地域が連携し子どもの育成に協働して取り組むコミュニティ・スクールの

運営を進めています。

本校のイチオシ～算数チャンピオン実施中・新たな学校づくりに挑戦します！

　学校経営方針「学校経営の具体方針　学習指導の充実」の中では、自己学習力の育成を掲げています。児童の発達段階

に応じ、「ノート指導の充実」や「チャレンジノート（自学ノート）の活用」に取り組むことで、主体的な学習態度が育

成されていると考えられます。また、平成20年度より「算数チャンピオン」という取り組みを行っており、計算プリント

を自学自習形式・自由進度制で解き、「がんばりカード」の達成度に応じ、メダルやシールがもらえるというものです。

児童の算数に対する興味関心を高め、計算の技能を向上させるだけでなく、学習意欲の向上にもつながっています。

　令和5年度は、新たな学校づくりを目指して、学びの基盤プロジェクトと開かれた学校づくりのコミュニティ・スクール

に挑戦します。

本校のイチオシ～活発な生徒会活動と自己肯定感や課題解決力の向上

　春には本校の庭園にあるしだれ桜や校庭の桜が咲き誇り、北に丹沢連峰、西には富士山を眺めることができる商業地に

あり、生徒たちは伸び伸びと落ち着いた学校生活を送っています。

　本町中学校の生徒会活動の特色でもある水無祭（みなせさい）では、学校教育目標に基づき、水無祭（運動の部・合唱

の部）を学校祭として位置づけ実施しています。学年縦割りブロックを作ることにより、異年齢集団を構成し、生徒の自

治的能力を伸ばし、学校全体のまとまり・望ましい縦の学年関係を築くようにしています。また、生徒一人ひとりに活躍

の場を設定し、存在感と感動を与えるようにしています。さらに、生徒一人ひとりの自主性やリーダー育成を図るピアサ

ポート活動を取り入れ、自己肯定感や課題解決力の向上を目指しています。

＜このほかに次のような取組を目指しています＞

　◎ＩＣＴマイスターを中心にＩＣＴの活用を積極的に行い、より良い学びにつなげていく取組

　◎ＳＤＧｓ教育として持続可能な社会の構築を目指す担い手を育成

　◎園小中一貫教育として地域とともにある学校づくりを推進

堀川小学校

全校児童

４８６人

鶴巻小学校

全校児童

７６０人

本町中学校

全校生徒

７０３人

南が丘小学校

全校児童

５５９人



本校のイチオシ～心身ともに健康な生徒の育成・読書活動の推進

　学校教育目標の重点目標である「心身ともに健康で、しっかりあいさつする生徒を育てる」を意識した実践をしていま

す。生徒会による挨拶運動、スクールカウンセラーによる悩みやストレスへの対応の仕方についての心の健康に関する講

演会、命や自分の大切さを再確認する性教育講演会等に取り組んでいます。また、図書委員会の活動としてビブリオバト

ルを実施し、図書委員のおすすめの本を紹介しながら読書に親しむ環境つくりに努めています。

本校のイチオシ～学びの基盤プロジェクト参加校・ＩＣＴ活用実証校・小中一体型コミュニティ・スクール実践校

　本校は、ＩＣＴ活用実証実験校に指定されており、ICT推進委員会を組織して学習支援や校務に取り入れるとともに、

授業や指導・評価において活用を進めており、生徒が自主学習や家庭学習に取り組みやすい環境が整いつつあります。ま

た、生徒主体によるICTを利用した生徒会活動も進んでいます。

　現在市の重点事業となる学びの基盤プロジェクト（非認知能力に着目した授業改善）に東小学校ともに参加し学びのカ

ルテを作成しています。全国学力学習状況調査の結果とともに、教員の指導力向上、生徒の学習活動につなげ、教育活動

全般について振り返りと改善を行い、小中一貫した子どもたちの成長に生かしています。

　また、東小学校と合同の学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして、地域とともにある学校づくりを推

進し、家庭や地域との連携を更に深め、地域力を生かした学校づくりを目指しています。特に、「部活動スタートアップ

2025プラン」の推進校として部活動の地域移行に向けた取り組みを進めています。

本校のイチオシ～ 豊かな自然と地域力を生かした教育活動

　四季の移り変わりを丹沢の山並みの色の変化で感じることができる、豊かな自然に恵まれた学校です。学校農園では地

域の方々のご協力を得て、毎年さつまいもなどの野菜を育て、秋には収穫の喜びを体験することができます。また、地元

消防団による初期消火訓練や地元企業のＯＢによる学習支援事業など、地域・家庭・学校が一体となって、子どもたちの

健やかな成長と自立に向けた教育活動を進めています。令和５年度には北小学校と合同の学校運営協議会を設置し、コ

ミュニティ・スクールとして、さらなる一貫教育の推進や地域力を生かした活動を模索しながら、地域とともにある学校

づくりを目指していきます。

　学習面では、ICTを有効に活用する場面と生徒同士の学び合いの場面を設定した授業研究をおこなっています。それら

を通して、一人ひとりが自分の意見を持ち、さらに考えを深め、また、多様な意見や考えを受け止め理解できるよう継続

した支援を行っていきます。今後も、さまざまな教育活動においての「個別最適な学び」と「協同的な学び」の実現に向

けて努力していきます。

南中学校

全校生徒

５４７人

東中学校

全校生徒

２６５人

北中学校

全校生徒

３６８人



本校のイチオシ～自立と共生

　本校の教育目標は「自立と共生」です。「自立」には「学力・自律・責任・健康」への思いがあり、「共生」には「あ

いさつ・感謝・思いやり」の願いがあります。

　主な具体的取組みとして、「自立」の面では「制服の自由化」があります。1998年（平成10年）から、「学校生活にふ

さわしい服装を自らが考えることのできる生徒の育成」を目指して取り組んでいます。「自由化＝何でもよい」ではあり

ません。子どもも大人も、学校生活において何が大切かを考えるための取組みの一つです。

　また、「共生」の面では、生徒会を中心に「ピアサポートプログラム」の充実を目指しています。「仲間同士による支

え合い」をテーマに、学年を超えた活動を定期的に行っています。新入生見学会の時には、中学生の主導で小学生とグ

ループワークなどを行います。学級づくりや学校行事とも結び付けて学校全体の意識向上に努めています。

　《このほかに次のような取組を目指します》

　　　●授業・学校生活におけるICT活用を推進していきます。

　　　　（生徒による「ICT委員会」の新設等の新規事業を検討中）

　　　●秦野市「学びの基盤プロジェクト」に参加し、学力向上を図ります。

　　　　（一人ひとりに「学びのカルテ」を作成し生徒の学習活動と教員の教育活動の改善に活用）

　　　●秦野市「部活動スタートアップ2025プラン」に参加し、地域部活動のあり方について研究します。

　　　　（東海大学との協働により地域クラブチームと部活動との融合）

　　　●コミュニティ・スクール（2小学校･1中学校合同）の充実した運用を図ります。

　　　　（地域とともに学校の新しい可能性を模索）

本校のイチオシ～コミュニティ・スクール実践校・ピアサポート・学び合い高め合う授業づくり

　平成28年度より市内で最初に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして、地域とともにある学校づくり

を推進し、「開かれた学校」づくりに努めてきました。地域との連携も進み、地域の力を生かした教育については着実に

成果をあげています。ボランティア活動にも熱心に取り組み、ＰＴＳＣＡボランティア（保護者、先生、生徒、地域の

方々による学校美化活動）や西中学校サポートクラブの方々、自治会の方々と生徒による花植えボランティアなどを定期

的に行っています。また地域の行事や小学校等のボランティアにも生徒が積極的に参加しています。特に令和２年度に

は、体育館が公民館との複合施設として新設され、図書ボランティアや公民館まつりでの吹奏楽部の演奏など、西公民館

との連携事業も始まっています。その他にも東海大学生による学習ボランティアや学区にある企業のＯＢによる学習支援

などもあり、今後も地域との連携を深めていきます。

　生徒会活動も盛んで、同年代の生徒たちが助け合い、支えあうピアサポート活動により、仲間づくり絆づくりが進んで

います。長期休業中にはピアリーダー研修会を行い、生徒リーダーの育成にも取り組んでいます。

　また、本校ではピアサポートを基盤として長年「協働的な学び」を研究テーマに掲げ、学校の教育活動全体を通じてグ

ループ内での学び合い、高めあう授業を継続的に行ってきました。そして、その学び合いの中で、自分の意見の主張や他

グループへの発信活動も併せて行っています。今後も「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて努力していきます。

　一方、ＩＣＴ教育にも取り組み、タブレット端末を活用した授業について研究を進めています。生徒会活動や学校行事

等でも、アンケートやダンス動画の共有など、教育活動における効果的な活用を目指しています。

大根中学校

全校生徒

３８７人

西中学校

全校生徒

６１２人



本校のイチオシ～「ありがとうと笑顔のあふれる南が丘中学校」・小中一体型コミュニティ・スクール実践校

　本校では、「ありがとうと笑顔のあふれる南が丘中学校」を目指しています。長年「学び合い 高め合う」授業づくりと

して学校教育活動全体を通じて、話し合い活動やグループワーク、クラス発表、学年発表を継続しています。市の重点事

業となる学びの基盤プロジェクト（非認知能力に着目した授業改善）に南が丘小学校と学びの連続性を確保するため学び

のカルテを作成しています。全国学力学習状況調査の結果とともに、教育活動全般についての振り返りと改善を行い、小

中一貫した子どもたちの心豊かな成長につなげていきます。

　また、本校は近隣にこども園、小学校、高等学校、短期大学等があるため交流を大切にするとともに、令和元年度より

南が丘小学校と合同の学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして、一貫教育や地域とともにある学校づく

りを推進し、地域力を生かした学校づくりを目指しています。

本校のイチオシ～小中一体型コミュニティ・スクール実践校・日本一の八重桜の里

　緑豊かな渋沢丘陵地の一画を切り開き、西中学校より分離した本校は、もうすぐ４０年目を迎えます。四季折々の自然

の営みとともに、生徒たちは伸び伸びと学習や部活動に取り組んでいます。平成30年度より学校運営協議会が設置され、

地域とともにある学校づくりを推進する一方、しぶさわこども園・渋沢小学校との一貫教育を柱に、様々な交流が行われ

ています。

　また、日本一の生産量を誇る八重桜は渋沢地区のシンボルであり、毎年４月には、校舎を囲むおよそ２０本の八重桜の

花摘みボランティアとして、地域の方が大勢参加してくれます。

　さらには、アメリカ合衆国テキサス州パサデナ市立トンプソン中学校の姉妹校として、オンライン交流も行われてお

り、ICT授業はもちろんのこと、生徒の多様性を尊重しながら、一人ひとりを大切にする教育を心がけています。

　　　　　　　　　　　　本校のイチオシ～学校行事・広島平和学習

　本校では、毎年修学旅行で広島を訪れており、平和学習に力を入れています。生徒の生活習慣は、規則正しい習慣

が身についています。学校での出来事も家でよく話し、学校行事である舞鶴祭運動の部と文化の部（合唱コンクール）で

は、多くの生徒が様々な取り組みに対する達成感を感じています。また、学校の決まりを守る等の規範意識を持っている

生徒が多く、地域の行事への参加や地域をよくするための取り組みにも興味を持っています。外国のことや外国の方との

ふれあいにも興味を持っています。

鶴巻中学校

全校生徒

３９９人

南が丘中学校

全校生徒

３４５人

渋沢中学校

全校生徒

３７７人


