平成２９年 月 日

平成２９年度 大田区立蓮沼中学校 自己評価 報告書
○ 本校の概要
【本校の状況】行事・部活動・ボランティアかつどうに積極的に参加する生徒が多く、素直な生徒が多い。一方、家庭環境に問題があり、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。学校生活は落ち着いている。家庭学習の定着によって、達成感や自
己有用感が持てるような景観をさせ、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、生活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かく見守ってくれている。

○ 自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策
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取組内容

取組指標

４：対象となる全学級（全教員）で行った。
学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一人ひと ３：８０％以上で行った。
りの学習のつまずきや学習方法について、指導
２：６０％以上で行った。
する。
１：６０％未満であった。
４:学期に２～３回知らせた。
算数・数学到達度をステップ学習チェックシート ３：学期毎に知らせた。
で児童・生徒、保護者に知らせる。
２：年度間に１回は知らせた。
※数学科のみ回答
１：お知らせできなかった。
４：対象児童・生徒への出席を全教員が働きかけた。
学習指導講師等による算数・数学・英語の補習 ３：８０％以上の教員が働きかけた。
を実施する。
２：６０％以上の教員が働きかけた。
児童・生徒一人ひと
１：６０％以下の教員が働きかけた。
りの学ぶ意欲を高
め、確かな学力を定
４：「おおむねできた」と全教員が回答した。
着させます。
外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の
３：８０％以上が回答した。
方々とのコミュニケーション能力の育成等を図っ
２：６０％以上が回答した。
ている。
１：６０％未満であった。
４：「おおむねできた」と全教員が回答した。
３：８０％以上が回答した。
授業改善推進プランを、授業に生かす。
２：６０％以上が回答した。
１：６０％未満であった。
４：全教員が行った。
アクティブラーニングに取り組み言語活動を充実 ３：８０％以上の教員が行った。
させるために、４人組を活用した授業を推進す
２：６０％以上の教員が行った。
る。
１：６０％未満であった。
４：全教員が行った。
小中一貫による教育の視点に立った生活指導の ３：８０％以上の教員が行った。
充実により、社会のルールや学校のきまりなどを
２：６０％以上の教員が行った。
守ろうとする意識を高める。
１：６０％未満であった。
４：学期に２～３回（年間６回）以上行った。
道徳教育推進教師を講師とした研修や、国、都 ３：学期に１回（年間３回）以上行った。
及び区の資料を活用した授業等を行う等道徳指
２：年度間に1回以上行った。
導充実のための取組を行う。
１：実施しなかった。
４：「組織的対応ができた」と全教員が回答した。
学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果よ ３：８０％以上の教員が回答した。
りストレス症状のみられる児童・生徒に対して組
２：６０％以上の教員が回答した。
子ども一人ひとりの 織的に対応する。
健全な自己肯定感・
１：６０％未満であった。
自己決定力を高め、
４：「組織的対応ができた」と全教員が回答した。
未来への希望に満ち
た豊かな人間性を育 学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未 ３：８０％以上の教員が回答した。
然防止、早期発見等のための取組を実施する。
２：６０％以上の教員が回答した。
みます。
１：６０％未満であった。

取組
評価

目標に対する成果指標
４：「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８５％以上。

・１学年の道徳では４人組の話し合い活動をベースとした授業展開をしている。
・アクティブラーニングの研修をおこなうことで、その意義や成果について教員が学ぶことができた。今
後は、どの教員も授業において実践できるようにしていく必要がある。
・４人組の活動を授業に取り入れることができた。
・学習方法については定期考査の取り組みについての指導が十分にできなかった。
・道徳の授業を中心に４人組での活動を取り入れ、主体的で対話的な深い学びの時間を設定し、実
践した。
・学年の道徳の授業では、４人組学習を実施している。・学習面で遅れがある生徒に声をかけ、補習
３：「集中して学習に取り組んで
を勧めたり、個別指導につなげた。
いる」とアンケ－トで回答した生
・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
徒の割合が６５％以上。
た。
・理科の実験の班を用いて４人組での活動を取り入れた。また、道徳の授業でも４人組を取り入れて
授業展開を行った。しかし、クラスによっては道徳の活動を行っておらず、学年全体での取り組みとは
ならなかった。各教科での取り組みを道徳などの学年での取り組みにつなげていけるようにする。
3
・面談して生徒一人一人に対して学習方法の指導はできなかったが、授業中や授業外の時間に個別
83.0
２：「集中して学習に取り組んで
に学習方法の指導はできた。ただし全員にはできなかったため、来年度は全員を目指したい。
いる」とアンケ－トで回答した生
・4人組活動に関して、1年生はゲーム等で活用したが、2年生はできなかった。来年度はすべての学
徒の割合が５０％以上。
年で活用したい。
・学習カルテをもとに三者面談の中で、生徒一人一人の現状について話を聞き、アドバイスを行った。
また、授業改善推進プランで挙げた改善点を意識し、言語活動を通して話す・聞く力の向上に努め
た。・道徳において、２学期後半からは毎回、４人組の話し合い活動を取り入れている。・ステップ学習
では、たしかめプリントを授業中や家庭学習課題として使用した。それ以外のプリントがあまり使用で
きなかったので、今後は習熟度に合わせて適宜使用していく。・体育授業「武道」にて３人組の活動を
１：５０％未満。
実施。・３学年の道徳では、４人組での取り組みを基本としている。
・ALTと昼休みにも英語カフェで交流できた
・ALTの先生による授業や昼休みの英語カフェが行われた。
・特別支援学級なので取り組み内容と教育課程が一致していないため、実施できませんでした。
・ALTに特別支援学級の授業も持ってもらった。
・積極的に４人組の活動に取り組もうとしたが、取り組む回数をもっと増やせればと思う。
４：「校則やきまりを守って生活
している」とアンケ－トで回答し
た生徒の割合が９０％以上。

・評価がとても高いです
ね。素早い対応がとても
よいです。
・いじめの早期発見や
対応について、教員全
体が意識を高め組織的
に取り組めてと買ったと
思う。さらに継続しても
らいたい。
・生徒の明るい笑顔に
ほっとします。

・基本的な生活習慣についての呼びかけを、継続的に行うことができた。
・生活リズムが整わない生徒に対するケアをどうしていくか考えていく必要がある。
・給食指導の時間に食事の大切さを話すことで意識を高めた。
・保健便りを活用し、早寝・早起き・朝ごはんを推進した・。
・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ることを指導した。また、嫌
いなものでも一口は食べるという指導を心掛けた。
・さらに給食指導に力を入れていきたい。
３：「家庭で規則正しい生活を
・学年だより等で望ましい生活習慣について意識啓発を行った。
送っている」とアンケ－トで回答
・給食指導については引き続き力を入れていきたい。
した生徒の割合が６０％以上。
・全校朝礼にて「早寝・早起き・朝ごはん」月間実施、推進のための呼びかけを行った。・給食指導に
おいて、生徒一人一人に個別に声かけを行い、食育を推進した。家庭への発信が不十分であったの
で、学年だより等を利用して発信していく。
3
・教科や給食指導を通して、食事の大切さを伝えている。
64.7
２：「家庭で規則正しい生活を
・特別支援学級では、食事中のマナーについても指導している。
送っている」とアンケ－トで回答
・きめ細かく行った。
した生徒の割合が５０％以上。
・毎日の体育の授業やＩ組バスケットボールの活動を増通して、運動習慣の確立に努めた。

・正しい姿勢を保つよう
に声かけをしたり、興味
を持ち誰にでもすぐにで
きるトレーニング方法を
生徒に伝えてほしい。
・根気強く働きかけてく
ださることを期待してい
ます。

３：「校則やきまりを守って生活
している」とアンケ－トで回答し
た生徒の割合が７０％以上。

２：「校則やきまりを守って生活
している」とアンケ－トで回答し
た生徒の割合が６０％以上。

１：５０％未満。

１：必要な事案に対してほとんど会議を実施せず、組織的な
対応をしなかった。

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。
「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を通し
て、児童・生徒や保護者に対し、望ましい生活習
慣についての意識啓発を行う。
体
力
向
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、食
せて意欲や気力の元 生活の充実・改善をねらいとした「食育」を推進
となる総合的な体力 する。
を育みます。
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。

４：月1回以上行った。
３：学期に2～3回行った。
２：学期1回以上行った。
１：実施しなかった。
４：全教員で行った。
３：８０％以上の教員で行った。
２：６０％以上の教員で行った。
１：６０％未満であった。
４：全教員で行った。
３：８０％以上の教員で行った。
２：６０％以上の教員で行った。
１：６０％未満であった。
４：全教員で行った。
３：８０％以上の教員で行った。
２：６０％以上の教員で行った。
１：６０％未満であった。
４：全教員で行った。
３：８０％以上の教員で行った。
２：６０％以上の教員で行った。
１：６０％未満であった。

教
育
環
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向
上

１：５０％未満。

４：「先生の教え方はていねい
でわかりやすい」とアンケ－トで
回答した生徒の割合が８０％以
上。

4：月1回以上更新した。
3：学期に2～3回更新した。
2：学期1回以上更新した。
1：更新しなかった。
地域教育連絡協議会において、児童・生徒の変 ４：毎回情報を提供した。
容等の具体的な資料を作成して、評価に必要な ３：おおむね情報を提供した。
学校の情報を適切に提供し、適正な評価を受け ２：あまり情報を提供しなかった。
るよう努める。
１：情報を提供しなかった。
学校・家庭・地域の果
たすべき役割や責任
４：学期に2～3回行った。
を明らかにするととも
学校支援地域本部と連携するなどして、地域力 ３:学期１回以上行った
に相互の連携を深
を生かした特色ある教育活動を実践する。
２：年１回以上行った。
め、地域とともに子ど
１：実施しなかった。
もを育てる仕組みを
つくります。

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６０％以
上。

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。
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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８０％以上。

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。
３：８０％以上の教員が回答した。
２：６０％以上の教員が回答した。
１：６０％未満であった。
４：学期に２～３回（年間６回）以上行った。
授業改善セミナー等の研修成果を生かし、主任 ３：学期に１回（年間３回）以上行った。
教諭が助言・支援を行う校内研修等を実施し
２：年度間に1回以上行った。
OJTを充実させる。
１：実施しなかった。
４：「おおむねできた」と全教員が回答した。
教員の指導力向上、 各種研究発表会等の研究・研修の成果を、自身 ３：８０％以上の教員が回答した。
施設の整備や講師・ の授業改善に生かす。
２：６０％以上の教員が回答した。
支援員の配置などの
１：６０％未満であった。
学校サポート体制の
４：全教員が月1回以上活用した。
充実に取り組み、学
習環境の向上を図り 学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣＴ機 ３：８０％以上の教員が月1回以上活用した。
ます。
器を活用した授業を実施する。
２：６０％以上の教員が月1回以上活用した。
１：６０％未満であった。
４：月1回以上行った。
校内委員会等を確実に実施し、学校における特 ３：学期に2～3回行った。
別支援教育を推進する。
２：学期1回以上行った。
１：実施しなかった。
授業公開日の授業評価を、その後の授業改善
に生かす。

コメント
・少人数での授業への
取り組みや補修などを
行い、学力向上に頑
張っていると思いまし
た。
・四人組が羽州を通じ
て、主体的で充実した
学びになるようにさらに
工夫してほしい。
・さらなるご努力を心よ
り期待しています。
・これまでの取り組み及
び今後の活動の推進さ
れることを期待します。

・道徳地区公開講座を効果的に行うことができた。
・生徒指導について、教員が協力して取り組めた。
・道徳についてさらに研修を深め、教科化にむけての準備が必要である。
・ＱＵを活用し生徒理解を深めた。
・道徳では、新聞や映像などの様々な記事や動画を活用することで、豊かな人間性を育むような取組
をした。
・ＱＵ後に校内研修を行い、情報共有を図っている。
・ＱＵでの結果を参考に、個々に声がけを行ったり、目を配ったりなど配慮ができた。
・欠席や遅刻が増える生徒などチェックし、不登校の早期発見・早期対応出来るよう、校内委員会で
検討した。
・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。
・ 不登校生徒については、担任の関われる会議の実施が望ましいと考える。
・ケース会議を行い、具体的に動き始めることができた。もう少し早く行ってもよかったと思う。
・小中一貫による教育の視点からは意識していなかったので、来年度は意識したい。
・いじめに関して早期対応ができたのでよかった。未然防止に力を入れていきたい。
4 ・朝礼や学活を使って、学校の決まりの徹底を呼びかけるとともに規範意識の向上を目指し、日々の
92.3 学校生活の中で指導を行った。また、学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果をもとに特に「こ
れ以上頑張れない」という項目に印を付けた生徒との二者面談を行った。
・いじめに関しては、いじめの定義について教員全員が共通理解を図り、学校体制で早期発見・早期
解決に重点を置いて組織的に取り組んだ。・不登校対策委員会を定期的に開き、情報を共有し、必要
な時にはケース会議を実施した。。・生徒の問題行動については逐一報告をあげ、情報共有を行っ
た。
・QUについては報告を行ったが、学級経営へのいかし方についての研修が不十分であったので、次
年度は充実させたい。・ハイパーＱＵのまとめを夏季休業中に担任の先生に行って頂いた。研修会を
３月に実施予定。・生徒間トラブルに発展する危険性がある事象については、素早くアンケートを取り
その結果を受けての指導を実施している。
・研修での資料を配付する程度だった
･QUを特別支援学級では実施しなかった
・子供達は毎日学校に来ることを楽しみにしていて、心豊かに成長しているように思う。
・ＱＵは質問の意味狩りが回できない生徒であるため実施していない。
・ＱＵは特別支援学級では行わなかった。

４：必要な事案に対して必ず会議を実施し、組織的に対応し
た。
３：必要な事案に対しておおかた会議を実施した。

問題行動・不登校問題等にかかわる児童・生徒
２：必要な事案に対してあまり会議を実施しなかった。
に関するケース会議等を実施する。

これまでの取組
及び
今後の改善策

成果
評価

・研究授業や研究発表を積極的に協力していく。様々な機会で研修を活かして、授業に活かすこ・と
ができた。
・ICTの研修を続け、活用できるようにしていきたい。・ＩＣＴ機器を活用し、生徒に視覚的に示すことで
理解を深めさせた。
・保護者アンケートを参考にし、その後の授業に生かした。
・学校公開時に参観にきてくださった先生にご指導いただき、その後の授業に生かした。

・授業改善に向けてよく
取り組んでいると思いま
す。これからも工夫され
るようお願いします。
・よりいっそうの研修・研
究にご努力されることを
期待します。

・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。
・新しく入ったICT機器を活用し、これまでと違った授業が展開できるようになった。理科巡回指導員の
先生からの助言もいただきながら授業力向上に努めていきたい。
・授業改善セミナーや初任研研究授業を通して授業作りの基礎を深く学んだ。ここで得たものを引き
続き普段の授業に生かしていきたい。
・若手教員に対する指導を適宜行った。また、ＩＣＴ機器など視覚教材を積極的に使用し、意欲・関心の
4 喚起を図った。・夏季休業中の英語研修などで学んだことを授業に生かすことができた。・ICT機器を
84.1
多く活用することができた。
２：「先生の教え方はていねい
・研究発表会や、自校の研究授業を参観する機会が少なかったので、自身の授業を調整し機会を増
でわかりやすい」とアンケ－トで
やしていく。・授業公開日の保護者アンケートを見て、授業改善にあたった。
回答した生徒の割合が５０％以
・研修会をいかして授業改善、生徒指導にあたった。
上。
・書画カメラを使用し、導入時の視覚的効果を高めている。
・ICTの利用はしているが、もっと詳しくならなければ、と思う。
・ICTの活用がまだ不十分であるため、今後より活用できるようにしていく。
・積極的に活用できる物を活かしていった。
１：５０％未満。
・タブレットや電子黒板の導入により、ＩＣＴを活用する機会が増えた。視覚的に分かりやすい授業を行
える様になった。
３：「先生の教え方はていねい
でわかりやすい」とアンケ－トで
回答した生徒の割合が６０％以
上。

３：「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４０％以
上。

・道徳授業地区公開講座をはじめとして、地域の方々に協力していただいた。
・授業改善プランを掲載するなど、情報発信を行っている。
・地域活動に参加する機会を増やす
・職場体験の依頼訪問で地域の方と情報交換した以外には機会がなかったため、地域活動に参加に
する機会を増やしたい。
・地域教育連絡協議会において学校の関勝史どう状況について報告を行い、地域生活の情報提供の
呼びかけを行うとともに、情報の交換を行った。・職業人講演会などの総合的な学習や、地域のボラ
ンティア活動などで、地域と連携することができた。今後も家庭や地域と連携し、教育活動、部活動等
に取り組んでいく。
・パトロールに今年度も参加した。

3
２：「地域の一員として地域活動 57.2
に参加している」とアンケ－トで
回答した生徒の割合が３０％以
上。
１：３０％未満。

４：全教員が行った。
講演会や実践的活動を行うとともに全教育活動 ３：８０％以上の教員が行った。
を通して、オリンピックパラリンピック教育を推進
２：６０％以上の教員が行った。
する。
１：６０％未満であった。
○「成果評価」は、各校が４段階で定めた成果指標によって行う。
○記入にあたっては、各学校で取り組んでいる自己評価項目に照らし、該当する項目を取りまとめて行う。
○学校関係者評価の「評価」は、Ａ：自己評価は適切である Ｂ：自己評価はおおむね適切である Ｃ：自己評価は適切ではない Ｄ：評価は不可能である の４点について、 評価した人数を記載する。

・地域の行事にたくさん
の生徒さんたちに参加
していただきありがとう
ございます。中学生の
力は「すごい」です。頼
もしく、うれしいです。
・地域の一員としての意
識を持つのは、なかな
か難しいと思いますが、
地域のイベントなどに積
極的に参加してほしいと
思います。
・地域のボランティア活
動への参加がしやすい
よう連絡を密にし、生徒
が楽しく充実した活動が
できるよう家庭･地域と
協力していくことが大切
だと思います。
・PTAや地域からの理
解･協力を促す働きかけ
を期待します。
・地域との連携をより密
にして活動を深めたい。

