平成２７年 月 日

平成２７年度 大田区立大森第三中学校 自己評価 報告書
○ 本校の概要
◆教育目標

◆学校規模
◆本校特色

社会の一員としてたくましく生き抜く人間性豊かな生徒の育成をめざし、以下の目標を掲げる。
○人権尊重の精神と態度を育てる。 ○豊かな情操と健全な心身を育てる。 ○自主性を伸ばし創造性を育てる。 ○自ら進んで学ぶ態度を育てる
生徒数４８２名、学級数１３学級
・数多くの地域行事・ボランティア活動への参加（新井宿福祉園運動交流会、敬老の日手紙ボランティア、ガーデンパーティ、日赤フェスタ、地域清掃など）
・生徒会や各種委員会を中心とした生徒主体の活動（生徒会朝礼、いじめ撲滅運動、学校行事や学年行事での実行委員会組織による企画・運営など）
・スクールサポート三中（学校支援地域本部）を中心とした学校と地域の協働体制による充実した教育活動の展開（図書室ボランティア、職業講話講師、職場体験受入先、土曜補習教室講師、部活動支援など）

○ 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

成果
評価

これまでの取組
及び
今後の改善策

学校関係者記入欄
コメント

2

各学期末三者面談時に学習カウン
セリングを実施し、区学習効果測定・
国学力学習状況調査・教科評定及
び数学チェックシート等を資料に個
に応じたアドバイスを行った。
「学習に積極的に取り組めている」と
肯定的に回答した生徒は８６％に達
し、前年度より５％上昇した。ただ
し、学習効果測定の全校平均正答
率は前年度より０．２％上昇し５９．
４％となったが未だ６０％に届かない
状況であるため、学力向上にむけて
教員の授業力向上と家庭学習のさ
らなる定着を図る。

・昨今英語力の必要性を実感していま
す。リスニング・スピーキングの充実を切
望します。
・さらなる御指導をお願いします。
・学習意欲と学力の向上への取組及び
定着を望みます。
・生徒の「積極的に学習に取り組めてい
る。」の評価が、成績に結びついていな
いようです。学習に対して苦手意識を
もっている生徒を、保護者や地域で支え
ていける工夫も考えたいです。

全国学力学習状況調査「自分にはよ
いところがある」との質問に肯定的に
回答した割合は７２％で、全国・都の
平均と比して４％高く、自尊感情を高
める結果を得ることができた。さら
に、学校生活調査とともにＱ‐Ｕ調査
を分析することによって、諸問題を抱
える生徒への個別の支援を行った。
併せて、「学校の決まりを守ってい
る」との質問に肯定的な回答をした
生徒は９３％に達している。今後も集
団の質を高める取組を継続してい
く。
不登校生徒（欠席数３０日以上）出
現率は３．７５％で昨年度比－１．
５％となったが都・区と比較すると約
１％高い。また、不登校生徒（１８名）
を対象に、週２日以上登校できるよ
うになったことを指標と定めたとこ
ろ、学校復帰率は４４．４％（８名）と
なった。今後はより一層、不登校傾
向を示す生徒への早期対応と相談
体制の充実を図る。

・不登校生徒への取組を引き続き頑張っ
てください。
・「学校が楽しい」「友達とおしゃべりした
い」生徒みんなが学校に来れるようにい
つでもお手伝いします。
・素晴らしいと思います。
・いじめや不登校を未然に発見し、組織
的に早期対応することを期待します。
・前年度の研究推進・発表の成果が出て
いると思います。不登校の問題などにつ
いては、保護者や地域でも学習機会を
設定するなど、生徒や家庭をサポートし
ていけるとよいと考えます。

4

生徒の８３％が「継続的な運動を通
して基礎体力が向上した」と肯定的
に回答した。ただし、中学校の教員
特性として教科担任制ゆえに、運動
会以外では全ての教員が体育的指
導に携わることにつながっていな
い。今後は基本的生活習慣の定着
促進とともに、校区における小中一
貫した体力向上の取組を行い、補強
トレーニングや一校一取組に全教員
が関わることを通してさらなる健康・
体力向上を図る。

・「早寝・早起き・朝ごはん」保護者への
意識啓発を今後とも推進してください。
・素晴らしいと思います。
・成長期にある子供たちのためには、食
事・睡眠が重要だと思います。
・中学校の場合は教科担任制をとってい
るので、全ての教員が体育に関わるの
は難しいと考えます。東京オリンピック・
パラリンピックに絡めて、障害者スポーツ
の体験などを増やすとよいと思います。

4

タブレット端末や電子黒板等ＩＣＴ機
器を効果的に活用した授業を展開す
るため、ＩＣＴ教室の計画的使用管理
を綿密に行い、効率よい教室稼働を
促進するとともに、教員の指導技術
向上を目指す。
「わかりやすい授業が多く満足して
いる」と肯定的回答した生徒は、昨
年度比＋７％の８７％となった。また
授業以外の学習環境の満足度も８
４％となり、土曜補習教室への参加
生徒数も昨年度比＋１０％となった。
生徒の学力向上を重要課題ととら
え、区学習効果測定及び国・都の学
力調査の結果を分析し、各教科の年
間指導計画・評価評定基準を見直
すとともに、さらなる教育環境向上と
教員の授業力向上を推進し授業改
善に努めていく。

・ＩＣＴ機器の活用については、工夫して
増やす努力をしてほしい。授業の優先順
位付けや計画的に競合を調整するなど
して、今あるものを有効に活用してほし
いと思います。視聴覚にうったえることで
授業理解が進むこともあると思います。
・家庭学習時間が増えたことはよいこと
だと思います。
・素晴らしいと思います。
・学校公開日にうかがったおり、引き込ま
れる授業があります。実技教科の授業で
は思わず聞き惚れました。

4

学校支援地域本部と緊密な協力体
制を構築し、年間のべ３０名ほどの
学習支援ボランティアを手配し、個
の習熟の程度に応じた手厚い補習
教室を実施することができ、土曜補
習教室への参加生徒数も昨年度比
＋１０％となった。今後も図書館ボラ
ンティア・園芸ボランティアの充実も
含め、地域力を生かした教育環境整
備を図るとともに、ＰＴＡや地域教育
連絡協議会・学校支援地域本部との
連携をさらに深めていく。
「学校は教育活動の様子をよく伝え
ている。」と肯定的回答をした保護者
は９１％であったが、「学校からの配
布物等が保護者にわたっている。」
への否定的回答は３５％に達してい
る。家庭の意識変革を啓発するため
にも、生徒指導を通して学校からの
情報が確実に家庭に届く方策を行っ
ていく。

・ボランティア活動を通した地域と生徒の
かかわりについて、地域が三中生への
見方を変えてきました。素晴らしいことで
す。
・素晴らしいと思います。
・学校・地域・家庭などの各団体が核とな
り、協力して生徒の活動を支えていま
す。次は、生徒に地域が行っている活動
などを理解させることが必要だと考えま
す。
・地域の学校活動への協力はもちろんで
すが、生徒たちの地域行事へのボラン
ティア参加も増えており素晴らしいと思い
ます。次年度も、この傾向が続くとよいと
思います。

学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一人ひ
とりの学習のつまずきや学習方法について、指 ４：学習に積極的に取り組めている生徒の割合と学習
導する。
効果測定の校内平均正答率が区内平均正答率を上
回っている割合がそれぞれ80％以上
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。

学
力
向
上

３：学習に積極的に取り組めている生徒の割合と学習
効果測定の校内平均正答率が区内平均正答率を上
学習指導講師等による算数・数学・英語の補習 回っている割合がそれぞれ60％以上
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
外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の
着させます。
方々とのコミュニケーション能力の育成等を図っ ２：学習に積極的に取り組めている生徒の割合と学習
ている。
効果測定の校内平均正答率が区内平均正答率を上
回っている割合がそれぞれ60％未満
授業改善推進プランを、授業に生かす。
１：学習に積極的に取り組めている生徒の割合と学習
効果測定の校内平均正答率が区内平均正答率を上
回っている割合がそれぞれ40％未満

小中一貫による教育の視点に立った生活指導
の充実により、社会のルールや学校のきまりな
４：生徒へのアンケートの設問「学校の決まりを守って
どを守ろうとする意識を高める。
いる。」での肯定的な回答が80％以上
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
指導充実のための取組を行う。

豊
か
な
心
を
育
む

３：生徒へのアンケートの設問「学校の決まりを守って
学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果 いる。」での肯定的な回答が60％以上
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、
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
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
みます。
る。
２：生徒へのアンケートの設問「学校の決まりを守って
いる。」での肯定的な回答が60％未満
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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：生徒へのアンケートの設問「学校の決まりを守って
不登校出現の未然防止を図るとともに、不登校 いる。」での肯定的な回答が40％未満
問題に係る取組を実施し不登校傾向を示す生
徒の学校復帰率を伸ばす。
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 ４：生徒アンケートの設問「継続的な運動を通して基礎
体力が向上した」で肯定的な回答が80％以上
る。

体
力
向
上

「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。
３：生徒アンケートの設問「継続的な運動を通して基礎
体力が向上した」で肯定的な回答が60％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、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。

２：生徒アンケートの設問「継続的な運動を通して基礎
体力が向上した」で肯定的な回答が60％未満

１：生徒アンケートの設問「継続的な運動を通して基礎
体力が向上した」で肯定的な回答が40％未満

教
育
環
境
向
上

授業公開日の授業評価を、その後の授業改善 ４：生徒アンケートの設問「わかりやすい授業が多く満
に生かす。
足している」及び「補習教室・英語カフェ等授業以外の
学習環境が整えられている」で肯定的な回答がともに
80％以上。
授業改善セミナー等の研修成果を生かし、主任
教諭が助言・支援を行う校内研修等を実施し
OJTを充実させる。
３：生徒アンケートの設問「わかりやすい授業が多く満
足している」及び「補習教室・英語カフェ等授業以外の
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 学習環境が整えられている」で肯定的な回答がともに
60％以上
施設の整備や講師・ 身の授業改善に生かす。
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 学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣＴ機 ２：生徒アンケートの設問「わかりやすい授業が多く満
器を活用した授業を実施する。
ます。
足している」及び「補習教室・英語カフェ等授業以外の
学習環境が整えられている」で肯定的な回答がともに
60％未満
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。

基礎基本的な学習内容を確実に定着させるた
め、精選した課題を与えて家庭学習時間の増
加を促す。

１：生徒アンケートの設問「わかりやすい授業が多く満
足している」及び「補習教室・英語カフェ等授業以外の
学習環境が整えられている」で肯定的な回答がともに
40％未満

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 ４：保護者へのアンケートの設問「保護者会、学年通信
等で公開及び更新することにより、積極的に情 等で学校の様子がよくわかる。」での肯定的な回答が
報を発信する。
80％以上

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

地域教育連絡協議会において、児童・生徒の変
容等の具体的な資料を作成して、評価に必要
な学校の情報を適切に提供し、適正な評価を受
３：保護者へのアンケートの設問「保護者会、学年通信
けるよう努める。
等で学校の様子がよくわかる。」での肯定的な回答が
60％以上

学校・家庭・地域の
果たすべき役割や責
任を明らかにするとと 学校支援地域本部と連携するなどして、地域力
もに相互の連携を深 を生かした特色ある教育活動を実践する。
め、地域とともに子ど
２：保護者へのアンケートの設問「保護者会、学年通信
もを育てる仕組みを
等で学校の様子がよくわかる。」での肯定的な回答が
つくります。
60％未満

１：保護者へのアンケートの設問「保護者会、学年通信
等で学校の様子がよくわかる。」での肯定的な回答が
40％未満

○「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。

