平成２８年度 大田区立蓮沼中学校 自己評価 報告書
○ 本校の概要
【生徒の状況】行事・部活動・ボランティア活動に積極的に参加する生徒が多く、素直な生徒が多い。一方、家庭環境等に課題があり、生活習慣の乱れや学習の基礎が不十分で、問題行動を起こす生徒もいる。学校全体は落ち着き
いている。庭学習の定着によって、達成感や自己有用感がもてるような経験をさせ、意欲的に何事にも取り組ませ、向上心を高めることが課題である。
【保護者・地域の状況】保護者は協力的と非協力的の二極化の傾向がある。学校に対する支援を惜しまない保護者もいれば、ＰＴＡ活動に消極的で、生徒指導にクレームをつける保護者もいる。地域やＯＢは学校に対し協力的で温

○ 自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策
大項目

目標

取組内容

目標に対する成果指標

４：「集中して学習に取り組ん
学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一人ひ でいる」とアンケ－トで回答し
とりの学習のつまずきや学習方法について、指 た生徒の割合が８５％以上。
導する。

算数・数学到達度をステップ学習チェックシート
で児童・生徒、保護者に知らせる。
３：「集中して学習に取り組ん
でいる」とアンケ－トで回答し
た生徒の割合が６５％以上。
学
力
向
上

学習指導講師等による算数・数学・英語の補習
を実施する。
児童・生徒一人ひと
りの学ぶ意欲を高
め、確かな学力を定
２：「集中して学習に取り組ん
着させます。
外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の でいる」とアンケ－トで回答し
方々とのコミュニケーション能力の育成等を
た生徒の割合が５０％以上。
図っている。

授業改善推進プランを、授業に生かす。

１：５０％未満。

アクティブ・ラーニングに取り組み言語活動を充
実させるために、４人組を活用した授業を推進
する。
４：「校則やきまりを守って生活
小中一貫による教育の視点に立った生活指導 している」とアンケ－トで回答し
の充実により、社会のルールや学校のきまりな た生徒の割合が９０％以上。
どを守ろうとする意識を高める。

豊
か
な
心
を
育
む

道徳教育推進教師を講師とした研修や、国、都
及び区の資料を活用した授業等を行う等道徳
３：「校則やきまりを守って生活
指導充実のための取組を行う。
している」とアンケ－トで回答し
た生徒の割合が７０％以上。
学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果
よりストレス症状のみられる児童・生徒に対して
組織的に対応する。

子ども一人ひとりの
健全な自己肯定感・
自己決定力を高め、
２：「校則やきまりを守って生活
未来への希望に満ち 学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未 している」とアンケ－トで回答し
た豊かな人間性を育 然防止、早期発見等のための取組を実施す
た生徒の割合が６０％以上。
みます。
る。

問題行動・不登校問題等にかかわる児童・生
徒に関するケース会議等を実施する。

１：６０％未満。

ＱＵについて研修を深め、生徒理解および学級
経営に活用する。
新体力テストの結果を踏まえ体力向上全体計
画を作成し、計画に基づいた体育指導や「一校
一取組」運動や「一学級一実践」運動を実践す
る。

体
力
向
上

４：「家庭で規則正しい生活を
送っている」とアンケ－トで回
答した生徒の割合が８５％以
上。

「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を通し ３：「家庭で規則正しい生活を
て、児童・生徒や保護者に対し、望ましい生活 送っている」とアンケ－トで回
習慣についての意識啓発を行う。
答した生徒の割合が６５％以
上。

子ども一人ひとりの
身体活動量を増加さ 給食指導及び教科等における指導を通して、
せて意欲や気力の元 食生活の充実・改善をねらいとした「食育」を推
２：「家庭で規則正しい生活を
となる総合的な体力 進する。
送っている」とアンケ－トで回
を育みます。
答した生徒の割合が５０％以
上。
体育的行事、部活動、休み時間など様々な機
会を通して運動習慣の確立を推進する。
１：５０％未満。

これまでの取組
及び
今後の改善策
・三者面談等を利用し、学習の躓きを本人だけでなく、保護者とも情報を共有し、生徒に指導に当たった。
・学習カルテでは、内容の理解不足などが挙げられていたので、内容の精選を改めて行い、学習の定着を図る。
・全教員による働きかけをできた。今後は補習を受ける生徒がきちんと受けられる環境を整備する。
・今以上に優しく接してあげて、つまずいている所を丁寧に説明して解決させていく。
・補習に欠席しないよう、声かけを行った。
・夏季の三者面談を通して、学習カルテを用いて現状の課題確認、今後の取り組みに対する具体的な相談を生徒一人一人行った。
・国語科として基礎基本の定着に重点を置いて取り組み、学校統一漢字コンテスト、漢字小テスト、学年による漢字１００問テストな
どを実施した。また、意欲向上のため、ＩＣＴ機器などを用いて生徒の興味を引きつけるような授業の工夫を行った。
・学習カルテを三者面談の資料として活用した。
・外国語教育指導員を効果的に活用し、コミュにケーション能力の育成に努めた。
・道徳や英語の授業において、４人組を活用した、言語活用を行った。今後はさらにアクティブラーニングを取り入れ、４人組活動を
充実させていきたい
・学習カルテを三者面談の資料として活用した。
・教科、道徳などで４人組を活用した授業をさらに展開していく。
3 ・授業改善推進プランを、授業に生かして取り組んだ。学年では、４人組を活用した授業を学期に一回以上取り組んだ。今後も四人
78.0% 組を活用した授業に取り組んでいきたい。
・授業改善推進プランを、授業に生かして取り組んだ。４人組を活用した授業を二学期に一回取り組むことができた。今後も活用し
た授業に取り組んでいきたい。
・学習カルテは無くならないものか。
・4人組の活動を道徳に取り入れ、継続的に話し合いを行うことができた。授業でも話し合いの機会を作り、主体的な活動時間をつ
くった。より話し合いが充実するような、テーマの設定やどの時間で取り入れるかなどを、研修し工夫する必要がある。
・道徳の授業を中心にして、教科でも４人組での活動を取り入れ、アクティブ・ラーニングを行った。
・英語カフェへの取り組み
・授業改善プランを活かした校内研修
・保健分野においては、単調な知識伝達授業にならないよう、学習意欲を高める導入の工夫を行った。今後は、意欲を引き出しなが
ら、すべての範囲をしっかり網羅できるようにしていきたい。
成果
評価

・小中一貫教育の日に、授業の中での生活指導、授業規律についても話し合った。
・メンタル面が弱いので、生徒の話しをよく聞いてあげて、アドバイスをあたえる。
・年間指導計画をもとに、学年および学校単位で道徳教育の充実を図る。
・いじめ・不登校対策委員会を定期的に実施し、早期発見、早期対応出来るよう、情報交換し、対応にあたった。
・学校生活調査やＱＵの結果より、生徒の悩みや不安、やる気などを把握し学級経営にいかすことができた。しかし、それが一時的
なものになってしまうことが多かったので、さらに多くの場面で活用できるようにする。
・ルール、きまりについての話を行ったり、考えさせる時間などをもった。今後も事が起きる前にいろいろな話を通して考えさせる場
面を作っていく。
・道徳について講師の先生をお招きし、道徳教育について深めることが出来た。
・いじめについてはアンケートを通して指導にあたった。
・問題を抱えている生徒についてケース会議を定期的に開くことが出来た。
・ＱＵについて二度全体で取り組み研修を行った。来年度も実施していきたい。
・学校生活調査やＱＵの結果から、生徒の不安ややる気などを把握し教科指導や学年の生活指導にいかすことができた。
・小中一貫で連携した学校生活のスタンダードを昨年作成した。今年度はそれを使い、小中一貫した生活指導を行った。生活指導
主任レベルでは共通意識をもつことができたが、全教員という点では不十分だった。今後は、新年度のスタートに合わせて、全教員
3
への周知徹底を行っていくべきである。
89.2% ・道徳指導のための研修や国、都及び区の資料を活用した授業等を行う等道徳指導充実を図る取り組みはできていたが、生徒へ
の定着に疑問が残る。生徒に定着する道徳指導を行っていくことが課題である。
・学校生活調査を基にした面談、情報共有を行うことで生徒理解に役立っていた。
・いじめ･不登校対策委員会を中心に情報共有を２週間に１回行い、いじめの未然防止、早期発見に役立てることができた。
・今年度は２名の生徒に関してケース会議を行うことができていた。
・学校生活調査やQUの結果を受けて、生徒が何に悩み、不安を抱いているかなどを理解し、一人一人の自己肯定感を高めること
に努めることができた。
・問題行動、不登校問題等に関わる生徒に関するケース会議を開き、生徒理解を深めることができた。
・今後はさらにいじめ等の未然防止、早期発見のための取り組みを充実させていきたい。
・小学校の生活指導に対する意識に疑問を感じる。
・道徳の話し合い活動を通して、自己肯定感を高める取組をした。
・継続的な道徳教育・豊かな心を育むうえで最も大切なことは挨拶だと考えているので、特に挨拶や返事など当たり前のことができ
るように指導している。しかし、一部の生徒はまだそういったことができていないので、これからも継続して関わっていきたい。
・給食指導の書かで、食生活の充実・改善を目的に、まず全員に平等に配り、嫌いなものでも一口は食べるという指導を心掛けた。
・全校朝礼や保健便り、給食便り等で「早寝・早起き・朝ご飯」の呼びかけを実施した。
・望ましい生活習慣についての意識啓発は、全校朝礼・学年集会での話や学校便り・学年便りの発行で行えていた。
・食生活の充実・改善をねらいとした「食育」は主に給食指導を通して行えていたが、改善にいたっかは疑問が残る。今後は改善に
つながるさらなる取り組みが必要である。
・運動会、部活動、昼の校庭開放で意欲的に運動習慣の確立には取り組めていた。
・「早寝、早起き、朝ごはん」についての意識啓発、給食指導を通しての「食育」については、年間を通じて行うことができた。
・運動習慣の確立について部活動などを通して、さらに推進していければと思う。
・食育や運動習慣を確立するための声かけは、学級や部活動で行ってきた。保護者にも面談や学年だより等で伝えられるよう、来
年度は計画していく。
・保健体育の授業内で、継続的に体力トレーニングに取り組み、体力向上に努めた。今後も継続して取り組んでいく。
3 ・生徒の健康状態の把握に務め、家庭連絡や保護者の来校時に情報交換する機会を積極的に作った。
65.9% ・体育の授業内では、毎回基礎的なトレーニングを取り入れ、体力向上に向けて取り組んでいる。しかし、体力・運動能力が向上し
ているという実感はあまりないので、もう少し工夫をして、トレーニングの大切さを理解させたうえで取り組ませていきたい。・毎日の
体育の授業を行ったことで体力を向上させることができた。
・休日等に自ら運動する習慣が身についていないことが課題。
・保護者会や学年だより等を通じて、保護者や生徒に早寝早起きの規則正しい生活をするよう、呼びかけを行った。
・毎日の体育の授業を行ったことで体力を向上させることができた。
・休日等に自ら運動する習慣が身についていないことが課題。
・家庭科の授業で「好きな物だけ食べていると」をテーマに授業を行った。
・毎日の体育の中で体力の向上や、技術の行動に努めており、定着してきている。

４：「先生の教え方はていねい
授業公開日の授業評価を、その後の授業改善 でわかりやすい」とアンケ－ト
で回答した生徒の割合が８
に生かす。
５％以上。

教
育
環
境
向
上

教員の指導力向上、
施設の整備や講師・
支援員の配置などの
学校サポート体制の
充実に取り組み、学
習環境の向上を図り
ます。

・主任教諭が助言・支援を行う校内研修等を実施してもらえるよう、教諭職から声を上げるようにする。
・ＩＣＴ機器を積極的に取り入れるよう、心がける。
・授業公開の授業評価を回覧し、授業改善に生かすことができたが、授業公開の授業評価の数が少なく、不十分であった。授業公
開に保護者や地域の方が来校する工夫をする必要性がある。
・校内研修で授業観察を行ったが、年間に１回では不十分であった。今後、は授業の相互観察など回数の確保が必要である。
・ＩＣＴ機器の活用した授業を昨年度より多く取り入れた。しかし、全教員で行っていくためにはＩＣＴ機器の不足が大きな課題である。
授業改善セミナー等の研修成果を生かし、主任
・学校における特別支援教育を推進は生活指導部会やいじめ不登校対策委員会での情報共有等で行えていた。
教諭が助言・支援を行う校内研修等を実施し
・研究発表会等の研究、研修の成果を授業改善に生かすことができた。
３：「先生の教え方はていねい
OJTを充実させる。
・今後は学ぶ意欲の伸張のために、ICT機器を活用した授業を取り入れていきたい。
でわかりやすい」とアンケ－ト
・授業公開のアンケートを意識して改善し、その後の授業を行った。教科や総合の授業でＩＣＴ機器を活用する場面を増やすことがで
で回答した生徒の割合が６
きた。
５％以上。
・授業公開のアンケート内容に目を通し、意見を参考に授業改善を行った。生徒の立場に立った授業となるよう検討を重ねている。Ｉ
各種研究発表会等の研究・研修の成果を、自
ＣＴ機器の十分な活用には至っていないので、使いこなせるようになることが今後の課題である。・ＩＣＴ機器が使いにくい。
身の授業改善に生かす。
・学校公開のアンケートを参考にして授業改善をした。
3 ・初任者研修の一環として」研究発表や授業観察の機会は数多くあったので、自らの指導に生かしている。これからも、様々な研修
70.6%
２：「先生の教え方はていねい
等に積極的に参加をして、授業力向上に努めていきたい。
・若手教員に授業や学級経営、生徒対応について常時アドバイスを行った。
学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣＴ機 でわかりやすい」とアンケ－ト
で回答した生徒の割合が５
・積極的にICTを利用する教員が増えてきた。普段の授業で気軽に取り入れられるようになると良い。
器を活用した授業を実施する。
０％以上。
・NHKの視聴覚教材を使い、国語や道徳の授業を進めた。
・区教研や他校の学校公開等で授業参観する中で自分の授業研修に活かしていく。
校内委員会等を確実に実施し、学校における
特別支援教育を推進する。

・地域活動に参加する機会を増やすなし
・ホームページでの公開、学校便り・学年便りの発行や学級掲示で随時行えていた。
・地域教育連絡協議会において、児童・生徒の変容等を口頭での情報提供は行えたが、資料での提供はできていなかった。今後
は、場合によって資料での情報提供も行っていく。
・学校支援地域本部と連携はまだまだ不十分である。・学年通信を毎週発行して、学校および生徒の様子を発信した。
・外部機関への積極的な協力要請
地域教育連絡協議会において、児童・生徒の
・防犯パトロール等に参加し、ＰＴＡとの関わりをもち、地域の一員として活動をした。これからは、さらにいろいろな活動に参加をして
変容等の具体的な資料を作成して、評価に必 ３：「地域の一員として地域活
いきたい。
要な学校の情報を適切に提供し、適正な評価 動に参加している」とアンケ－
・家庭と連携して、連絡帳を通して、毎日、生徒の情報交換を行った。
トで回答した生徒の割合が６
を受けるよう努める。
学校・家庭・地域の
・週１回発行される学年だより等を通して、生徒や学校での取り組みの様子を保護者へ発信した。
０％以上。
果たすべき役割や責
・不登校の生徒は、電話連絡や面談を通通して情報を収集した。
任を明らかにすると
学校支援地域本部と連携するなどして、地域力
1 ・保護者や医療機関を通して連携を図り不登校の生徒をなくすことが課題。
ともに相互の連携を
・毎日の連絡帳や週１回発行される学年だより等を通して、生徒や学校での取り組みの様子を保護者へ発信した。
を生かした特色ある教育活動を実践する。
２：「地域の一員として地域活 35.3%
深め、地域とともに子
・週１回の学年便りを通して、学級の様子を保護者へお知らせした。
動に参加している」とアンケ－
どもを育てる仕組み
・ 家庭と連携して、連絡帳を通して、毎日、生徒の情報交換を行った。
トで回答した生徒の割合が５
をつくります。
・週１回発行される学年だより等を通して、生徒や学校での取り組みの様子を保護者へ発信した。
０％以上。
・不登校の生徒は、電話連絡や面談を通通して情報を収集した。
・保護者や医療機関を通して連携を図り不登校の生徒をなくすことが課題。
教育目標・学校経営方針・学校評価等の基本
情報、児童・生徒の活動情報等をホームページ
等で公開及び更新することにより、積極的に情
報を発信する。

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

１：５０％未満。

４：「地域の一員として地域活
動に参加している」とアンケ－
トで回答した生徒の割合が７
０％以上。

１：５０％未満。

講演会や実践的活動を行うとともに全教育活
動を通して、オリンピックパラリンピック教育を
推進する。

・トランポリンの選手による実演鑑賞や体験授業を行った。
・オリンピアンをお招きして実技体験、講演会を行うことができた。教科の授業でも映像などを用いて教育に当たることが出来た。今
後も計画的に取り組んでいきたい。
・「Welcome to Tokyo」の活用

