
■学校協議会の趣旨・目的と役割
・原山台中学校学校協議会は、保護者や地域住民の意向を把握し、学校運営に反映

させることにより、開かれた学校づくりを推進するために設置されています。

・学校協議委員は、多様な観点から意見交換や提言を行い、学校評価を行うことにより、

学校運営の改善に資することを目的として活動していただいています。

・役割は、学校運営全般に関すること、学校教育自己診断及び診断結果に基づく学校運営の改善の方策等に関する

こと、学校運営に対する評価、その他、教育計画を実現するために必要なことを協議いただいています。

学 校 評 価 ～学校協議員による学校関係者評価～

　Ｍ　氏

O

■学校協議会メンバー
M氏(原山台連合自治会会長)   N氏(栂自治会副会長)
A氏(主任児童委員/福祉委員会副会長)  N氏(原山台中学校  PTA  元  会長/スポーツ推進委員)
氏(原山台中学校 PTA 参与役員)     I氏(堺人権擁護委員/ ）

S氏　(原山台中学校 PTA 参与役員
　　　(少年指導委員/保護司/防犯協会支部長)
N氏　(原山台中学校 PTA 参与役員)

「観点別学習状況評価」から「評定」への総括

授業などにおける
評価資料

観点別学習状況評価 評 定

定期試験 実力試験
小テスト ノート
ワーク プリント
実 技 作 品
授業態度 等

知識・技能 ＡＢＣ

５４３２１思考力･判断力・表現力 ＡＢＣ

主体的に学習に
取組む ＡＢＣ

■授業などにおける評価資料をもとに、全教科３観点ごとの学習状況をＡＢＣの３段階で評価します。

■観点ごとの学習状況をもとに総括し、評定を５４３２１の５段階で評価します。

■また、公立高校の入試で用いる調査書には、すべての学年の評定を総括し記載します。

※各学年の調査書評定には比率を設けて合計することとなっております。⇒ 1 年生:2年生:3年生＝１:１:３

※なお、各学年の評定の確定には、各学年のチャレンジテスト結果による関係性があることを申し添えます。

① ②

評価について ～自分の学びを見つめ、目標に準拠した絶対評価!～

※アルトリコーダーの販売は4/2（金）のみ。

※ご購入の際は、

未購入の場合は、音楽科までお問い合わせ下さい。

買物袋などをご持参ください。

準備が必要な学用品 

■筆記用具（定規・コンパス等も必要な場合があります。）

■ノート（授業で種類や使い方などの説明があります。）

■小学校で使っていたソプラノリコーダー

■入学後に使用する補助教材【参考：令和 2 年度１年生実

績 11,218円】は、ほとんどを 4月中旬～下旬に業者が直接

販売する予定です。

¥3,870 ¥270

¥3,160 ¥5,450

¥2,190 ¥2,040

¥2,290

¥2,040

¥2,750 アルトリコーダー ¥1,600

¥1,650

¥5,340

体育館シューズ

半袖シャツ

販売日

サイズ交換日

長袖シャツ

ハーフパンツ

岡本スポーツ（241-4369） 奥村スポーツ（261-2159）

マツモト楽器（227-2811）

名札

通学カバン

通学サブバック

トレーニングパンツ（長ズボン）

トレーニングシャツ（長袖ジャージー）

4月2日（金）

4月5日（月）

始業式の日

上履き

10：00～12：00

10：30～13：00

 8：00～ 8：25

ウインドブレーカー（※１１月頃販売予定）

種　類 冬服 夏服・合服

・黒標準学生服 ・白開襟半袖シャツ

・紺セーラー型 ・白長袖スクールシャツ

（水色襟カバー、白線2本、紺色三角タイ） ・白ブラウス型標準服（紺色リボン）

・黒標準学生ズボン ・黒標準学生ズボン

・濃紺スカート（24ヒダ） ・濃紺スカート（24ヒダ）

通学鞄

頭髪

上

防寒具
・本校指定のウインドブレーカー
・マフラー・ネックウォーマー・手袋・ひざ掛け

・目にかからないような清潔な髪型

・運動靴

・本校指定の体育館シューズ

下

靴

・上履き

・本校指定の通学鞄・本校指定の通学サブバッグ

販売する学用品身だしなみ進路先一覧 〜本校では「調整期間」は設けておりません〜

【参考：令和 2 年度１年生実績】

■学習教材費など

・・・・・・・・1,490円(14,900÷10）

■宿泊訓練、修学旅行などの積立

・・・・・・・・4,750円(47,500÷10)

■PTA 会費［300 円以上］※令和２年度に限り 11か月分を徴収。

・・・・・・・・・330円(300×11÷10)

合計 1回あたり 6,570円

学校徴収金［ ［諸費・積立・PTA会費

PTA活動

～年 10 回に分納
（5月～2月）～

■総 会・・・ＰＴＡ全員

■役 員 会・・・会長・副会長・書記・会計

校長・教頭・（会計監査）・生指

■運営委員会・・・会長・副会長・書記・会計

各委員長・校長・教頭・生指

■学年委員会・・・学年から選出された学年委員全員が所属する

■各種委員会・・・文化・研修委員会、広報委員会、生活委員会

※入学後に「原中生の心得」を配布しますので、保護者の方もご覧ください。

学校給食について

■選択制の中学校給食を実施しています。予約は１か月単位です。

■主食、副食（おかず 3～4品）に牛乳がつきます。

■給食費は、標準 310円、大盛 330円・小盛 300円です。（主食の量が

違います。）

■体調不良等、急に欠席した場合や、暴風警報などによる臨時休校時

は給食をキャンセルすることができません。

■急に弁当が持参できない時、当日申し込みができるランチサポート

ミニ(250円)も実施しています。

■アレルギー対応

・除去食や代替食の対応はできません。

・献立表でアレルギー情報をご確認いただき、予約の判断をお

願いします。

～選択制で予約は 1か月単位～

※その他詳細は、小学校で配布されるパンフレットをご確認ください。

総 会 役員会 運営委員会 会計監査

〒590-0132 

堺市南区原山台４丁２番１号 

TEL 072-299-5135 FAX 072-299-5141 

堺市立 原山台中学校

3学年 京阪方面修学旅行〈令和２年 11月 8日(日)～10日(火) 〉

第４７期生 京都班別研修

ユニバーサルスタジオジャパン

万博公園ニフレル・クラスマッチ・あべのハルカス

～ 学ぶこと全てが働くことに繋がります ～

販売場所 生徒昇降口付近



原中の一年 ～with ｺﾛﾅ 情報発信で"見える学校から見せる学校"づくりを進めます～

４
・入学式/始業式
＊スポーツテスト/PTA 総会/家庭訪問
＊全国学力テスト (3 年)

5
＊校外学習
＊中間テスト
＊避難訓練

6

7
・期末テスト
・三者懇談/終業式
＊原中なかまの集い
＊PTA 校区巡回、夏季授業 (3 年)

8

9

10

11

＊原山台夏祭り
・PTA 校区巡回
・始業式
＊堺市中学校総合体育大会

＊大阪府チャレンジテスト(3 年)
・体育大会

＊堺市民オリンピック
・中間テスト
＊保育体験(2年)
＊青健協フォーラム

＊いのちの授業
＊連合音楽会/文化活動発表会
・あいさつ運動/PTA 花の植替え

12

1

2

3

・始業式/新入生保護者説明会
・大阪府チャレンジテスト(1，2 年)
＊スキー実習(１年)、百人一首大会
・卒業テスト(３年)

・私立高校入試
・公立高校特別選抜入試
・学年末テスト

・あいさつ運動/PTA 花の植替え
・公立高校一般選抜入試
・卒業式/予備召集/修了式

（＊R2.ｺﾛﾅ禍のため中止および内容変更）

＊水泳授業
＊修学旅行
＊あいさつ運動/PTA 花の植替え
＊福祉体験(2 年)

・期末テスト/避難訓練
・三者懇談
・小中交流会/終業式

Aisatsu(あいさつ) Bell(ベル着) Clean(クリーンな心づくりと教室環境)

人との絆づくりの基盤 時間の概念は社会人の基礎 人権を尊重した心づくり 

愛 心リズム
□挨拶のできる生徒 
□ありがとう、ごめんなさいが
 言える生徒 
□大好きな友達、先輩後輩、先生
 と繋がることのできる生徒 

□将来の夢や目標を
　持てる生徒

□決めた目標に向かって

努力できる生徒 

□いじめをしない、許さない 

 生徒 

□自分のよさ(得意や自慢)や他

 者のよさを認め合える生徒 
出会いと気づきで 
自らの行動ができる生徒

学 学習リズム □授業号令とともに

 学習に向かえる生徒 

□学びあい、教えあい

 の学習ができる生徒 

□８時 25 分の登校とともに朝

学習のできる生徒 

□ベル着、次の授業時間の準 

備ができる生徒 

□家庭学習時間が持てる生徒 

□好きな授業があり、自分で 

 考え、学習ができる生徒 

□不得意の教科にも諦めない学

習ができる生徒 

学ぶことを働くことにつ
なげ、自ら考える力を身に
着けた生徒

健 生活リズム □TPOをわきまえた言葉づかい、

 敬語がきちんと使える生徒 

□好きな部活動に熱中できる 

 生徒 

□8時 25分の予鈴までに遅刻を

せず登校できる生徒 

□時間を大切にした計画が立 

てられる生徒 

□ルールの守れる生徒 

□TPOをわきまえた服装ができ

 る生徒 

□仲間と協力して清掃活動をや

り遂げる生徒 

社会で通用する基本的生

活習慣を身に付けた生徒

平常日課

予 鈴 8：25

朝学活 8：30

1 限 8：45～9：35

2 限 9：45～10：35

3 限 10：45～11：35

4 限 11：45～12：35

昼食・休憩 12：35～13：05

予 鈴 13：05

5 限 13：10～14：00

6 限 14：10～15：00

清 掃 15：00～15：10

終 礼 15：10～15：20

部 活 動

めざす生徒像

～令和 3年度の募集については顧問等の関係から異なる場合があります～

文

音

楽

文

美

術

～原中スタンダードで生きる力の基礎・基本を磨きます～

文

茶

華

道

日 課 表

■午前 8時 30分、教室で出欠確認。

■欠席・遅刻される場合は、午前 8時 20分までにご

連絡下さい。

■下校時間は、一般生徒は最終午後 4時 30分。

※部活動時の下校時間(令和元年より改訂しました)

・ 4月〜9月 午後 6時 30分

・10月・3月 午後 6時 00分

・11月〜2月 午後 5時 30分

※その他の部活動については、堺市ドリームクラブがあります。
(例/柔道、剣道、水泳等詳細は担当にお尋ねください。）

～学校生活の７割は授業です～教育目標 ～"愛・学・健"の精神を基盤とした、調和のとれた人間の育成を図ります～

本校の学校教育目標は、昭和 49 年学校創設時の愛・学・健の精神を基盤に、

調和のとれた人間の育成を図るとし、重点目標を「主体的・対話的で深い学び

による思考力を育てる、見せる学校づくりの推進」としております。

子どもたちが未来社会で活躍する頃、世の中は益々厳しい挑戦の時代だと言わ

れています。

そんな中での、中学校 3か年の大切な成長の証でもある「進路選択」に対して

は、特に、一人ひとりの学力向上に強い思いと、本気をもって取り組んでいく所存でございます。

本校のめざす生徒像としている、「愛・学・健」の精神を土台とした、「心」の成長、基本的「生活習慣」の安定、

努力を怠らない「学習習慣」による一人ひとりの成長、加えて、地域・保護者の皆様に「信頼」される学校づくりを、

全職員の熱い教師力とチーム力を持ち、学校力を揚げて、進めて参ります。
校 長 小牟田 啓

堺市の教育理念 「ひとづくり・まなび・ゆめ」・・・原中の教育理念・目標にも重なる!!

①ひとづくり・・・自分を律し自分のよさを知り、ひとと「つながる力」の育成 ⇒ 愛

②まなび・・・・・自ら学び、自ら未来を拓く、「学び続ける力」の育成 ⇒ 学

③ゆ め・・・・・自分の夢や希望の実現に向かい、ねばり強く「努力する力」の育成 ⇒ 健

自分が大好き、家族が大好き、友だち大好き、先生も大好きの原中生

■自己有用感に裏付けされた自尊感情とコミュニケーション・表現能力の育成

■自分の良さ(得意や自慢)や他者の良さを認め合える生徒の育成

学びの質を高め、学び続ける力を身に着けた原中生

■学び直し・復習・家庭学習の強化、少人数授業・GIGAスクール構想による

　「学習のオンライン化」を進めます。

■主体的・対話的・協働的、考えさせる学習(アクティブ・ラーニング)の授業計画(シラバス)と授業改善

規則正しい生活リズムと、夢を実現する目標の持てる原中生

■生徒会活動等による ※ ABC原中スタンダードの推進　※別掲載

■日常的な学びと生活ルールの徹底、部活動の活性化、教育相談の充実

あてにされる教職員と信頼される原中 "見える学校から 見せる学校へ"

■地域・保護者・小中連携、積極的な情報発信(ホームページ)、学校評価、PTA 活動等、見せる学校づくりの推進




