平成２９年度 大田区立羽田中学校 自己評価 報告書
○ 本校の概要
本校は大田区の最東南端に位置する羽田と東糀谷の２つの地域を校区に抱え、通常学８学級と特別支援学級２学級の生徒２８１名が通学している。どちらの地域も町
会、自治会のまとまりが強く、生徒は地域行事への参加や協力を通して、郷土愛を深め自尊感情を高めている。学校経営の基本方針は「豊かな心と主体性を育む教育の
推進」「学力向上・体力向上のための取組の推進」「地域と共に子どもを育てる教育の推進」の三本柱であり、外部の人材を積極的に活用し、基礎学力の向上や体力運
動能力の向上に向けての取組を推進している。学習面や生活面の課題も多いが、校区の小学校と連携し、改善に向けての努力をしている。特別支援学級は持久走と和楽
器の演奏に力を入れ、生徒を積極的に校外に出すことにより、自信をつけさせている。校長の掲げるスローガン「笑顔と信頼のあふれる学校をめざして」のもと、教職

○ 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
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、指導
する。

目標に対する成果指標

成果
評価

４：生徒アンケートで「授業は楽しい」と回答し
た生徒の割合が９０％以上
４：生徒アンケートで「授業はわかりやすくよく
理解できる」と回答した生徒の割合が９０％
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：生徒アンケートで「授業は楽しい」と回答し
た生徒の割合が７０％以上
３：生徒アンケートで「授業はわかりやすくよく
学習指導講師等による算数・数学・英語の補習を 理解できる」と回答した生徒の割合が７０％
実施する。
以上
児童・生徒一人ひと
りの学ぶ意欲を高め、
確かな学力を定着さ
外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の
せます。
２：生徒アンケートで「授業は楽しい」と回答し
方々とのコミュニケーション能力の育成等を図っ た生徒の割合が５０％以上
ている。
２：生徒アンケートで「授業はわかりやすくよく
理解できる」と回答した生徒の割合が５０％
以上
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これまでの取組
及び
今後の改善策

・家庭学習の定着を図るた
めの取組がまだ不十分であ
る。学習カルテ・家庭学習
ノートを活用し、生徒が自宅
で取り組める課題を与え、生
徒が主体的に学べるような
意識付けをしていく必要があ
る。
・放課後の補習教室はほぼ
毎日実施したが、さらに多く
の生徒が参加するように、学
習指導講師と連携し、参加
を促していきたい。
・新聞教育については、学校
の特色として次年度も力を
入れて取り組みたい。

授業改善推進プランを、授業に生かす。

文章力、表現力等を高めるために、新聞教育
（NIE、新聞作り）を取り入れた指導を実施する。

豊
か
な
心
を
育
む

3

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。

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
体活動量を増加させ 給食指導及び教科等における指導を通して、食
て意欲や気力の元と 生活の充実・改善をねらいとした「食育」を推進す
なる総合的な体力を る。
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。

授業公開日の授業評価を、その後の授業改善に
生かす。

教
育
環
境
向
上

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

１：生徒アンケートで「先生は自分が努力した
ことを認めてくれる」と回答した生徒の割合が
５０％未満
１：不登校生徒の割合が昨年度より０．５％
以上高くなった。
４：生徒アンケートで「保健体育の授業や部
活動に意欲的に参加している生徒の割合
が、９０％以上
４：保護者アンケートで「教職員は生徒たちの
ために熱心に部活動の指導をしていた」と回
答した保護者の割合が９０％以上
３：生徒アンケートで「保健体育の授業や部
活動に意欲的に参加している生徒の割合
が、７５％以上
３：保護者アンケートで「教職員は生徒たちの
ために熱心に部活動の指導をしていた」と回
答した保護者の割合が７５％以上
２：生徒アンケートで「保健体育の授業や部
活動に意欲的に参加している生徒の割合
が、５０％以上
２：保護者アンケートで「教職員は生徒たちの
ために熱心に部活動の指導をしていた」と回
答した保護者の割合が５０％以上
１：生徒アンケートで「保健体育の授業や部
活動に意欲的に参加している生徒の割合
が、５０％未満
２：保護者アンケートで「教職員は生徒たちの
ために熱心に部活動の指導をしていた」と回
答した保護者の割合が５０％未満
４：保護者アンケートで「わかりやすい授業を
実施するために、様々な工夫をしていた」と
回答した保護者の割合が９０％以上
４：学校公開時のアンケートで「授業規律や
教室の環境整備が徹底され、子どもたちが
落ち着いて学習に取り組んでいた」と回答し
た保護者の割合が９０％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
３：保護者アンケートで「わかりやすい授業を
を充実させる。
実施するために、様々な工夫をしていた」と
回答した保護者の割合が７５％以上
３：学校公開時のアンケートで「授業規律や
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 教室の環境整備が徹底され、子どもたちが
施設の整備や講師・ の授業改善に生かす。
落ち着いて学習に取り組んでいた」と回答し
支援員の配置などの
た保護者の割合が７５％以上
学校サポート体制の
２：保護者アンケートで「わかりやすい授業を
充実に取り組み、学習
環境の向上を図りま 学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣＴ機 実施するために、様々な工夫をしていた」と
回答した保護者の割合が５０％以上
器を活用した授業を実施する。
す。
２：学校公開時のアンケートで「授業規律や
教室の環境整備が徹底され、子どもたちが
落ち着いて学習に取り組んでいた」と回答し
校内委員会等を確実に実施し、学校における特 た保護者の割合が５０％以上
別支援教育を推進する。
１：保護者アンケートで「わかりやすい授業を
実施するために、様々な工夫をしていた」と
回答した保護者の割合が５０％未満
１：学校公開時のアンケートで「授業規律や
授業規律と教室内外の環境整備を徹底し、落ち 教室の環境整備が徹底され、子どもたちが
着いた学習環境を確立する。
落ち着いて学習に取り組んでいた」と回答し
た保護者の割合が５０％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。
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、適正な評価を受け
学校・家庭・地域の果 るよう努める。
たすべき役割や責任
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、地域力を
に相互の連携を深
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
もを育てる仕組みをつ
くります。
小中一貫「生活指導スタンダード」「学習指導スタ
ンダード」を保護者に周知し、校区の小学校と連
携･一貫した指導を行う。

コメント
・学校が楽しい、授業が楽しいが過半数
以上の結果が出た事は喜ばしい事であ
り、学校側の努力の成果と思われます。
・授業態度もいつ見ても良い印象です。
・授業に楽しく取り組めている。これが学
力向上につながると良いですね。
・先生と生徒の授業の掛け合いが良かっ
た。
・補習授業の取り組みは良くしてくれてい
ると思います。
・生徒アンケート「普段の授業について」
からで、Ｄ評価の部分が１・２年生の割
合に対し、３年生が高いのが気になる。
・今年度も生徒アンケートで、授業でわ
からないことを質問しやすいと、多くの生
徒が回答しているが、わからないことを
あとで質問している生徒は少ないようで
す。学ぶ動機付けは様々なので、生徒
への声かけと学習指導講師の配置時間
の有効利用、学習カルテや学習チェック
シート等の活用を学校全体での取り組
み指導をお願いします。

１：生徒アンケートで「授業は楽しい」と回答し
た生徒の割合が５０％未満
１：生徒アンケートで「授業はわかりやすくよく
理解できる」と回答した生徒の割合が５０％
未満

小中一貫による教育の視点に立った生活指導の ４：生徒アンケートで「先生は自分が努力した
充実により、社会のルールや学校のきまりなどを ことを認めてくれる」と回答した生徒の割合が
守ろうとする意識を高める。
９０％以上
４：不登校生徒の割合が昨年度より１％以上
下がった。
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。
３：生徒アンケートで「先生は自分が努力した
ことを認めてくれる」と回答した生徒の割合が
学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果よ ７０％以上
りストレス症状のみられる児童・生徒に対して組 ３：不登校生徒の割合が昨年度より０．５％
子ども一人ひとりの健 織的に対応する。
以上下がった。
全な自己肯定感・自
己決定力を高め、未
来への希望に満ちた
豊かな人間性を育み 学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未 ２：生徒アンケートで「先生は自分が努力した
然防止、早期発見等のための取組を実施する。 ことを認めてくれる」と回答した生徒の割合が
ます。
５０％以上
２：不登校生徒の割合が昨年度ど同程度で
あった。

デイリーライフ（生活ノート）の点検や休み時間・
空き時間の校内巡視を実施し、生徒がいつでも
相談できる環境をつくる。

学校関係者記入欄
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４：保護者アンケートで「開かれた学校づくり
をしていた。」と回答した保護者の割合が９
０％以上
４：ボランティアや地域の行事に参加した生
徒の割合が７５％以上
３：保護者アンケートで「開かれた学校づくり
をしていた。」と回答した保護者の割合が７
０％以上
３：ボランティアや地域の行事に参加した生
徒の割合が５０％以上
2
２：保護者アンケートで「開かれた学校づくり
をしていた。」と回答した保護者の割合が５
０％以上
２：ボランティアや地域の行事に参加した生
徒の割合が３０％以上

・今年度は、小中連携重点
観点及び重点指導事項と定
め指導した。継続して規範
意識の向上を図る必要があ
る。
・不登校対策モデル事業を
展開し、ＳＳＷや関係機関と
連携しながら対応している
が、不登校生徒等難しい
ケースも多く、成果が得られ
ないこともあるが、継続して
関係機関と連携しながら、対
応していく。
・いじめに対しては、気にな
る兆候が見られたら、全教
職員で情報を共有し、早期
発見･早期対応に努めてい
る。さらに、生徒会などを中
心としたいじめ防止のため
の取組も進めていき、生徒
の意識を高めていきたい。
・デイリーライフや空き時間
の校内巡視の取組は、その
意義を教職員全体で共有
し、次年度も継続していきた
い。

・作品展を１時間半ゆっくり見させて
もらい技術の細やかさにびっくりし
刺激を受けました。
・教員の皆さんは、子どもたちを良く
見ていてくれていると思います。
・生徒アンケート「学校全体につい
て」全学年からＡ・Ｂ評価の割合が
多いのは、大変良いことである。
・学校内で有用感や肯定感を感じて
いる生徒が多く、先生方が温かく対
応指導してくださっていることをうれ
しく思いますが、保護者アンケートで
は、いじめや不登校などの課題への
対応にそう思わないと否定的な声が
あります。多様な家庭問題も多く、
対応が難しい場合もあると聞きます
が、引き続き保護者との連携をお願
いします。
・考え・議論する道徳の教科化に向
けて、保護者への周知努力が必要
と思います。

・体力テストの結果では、1
年生は特に「持久走」が低い
傾向がある。本校の一校一
取組の「５分間走」に継続し
て取り組み、日常的に体力
向上を意識した生活をさせ
ていきたい。
・「早寝・早起き・朝ごはん」
月間のチェックシートの集計
から、２学期に生活習慣が
乱れる生徒が増えているこ
とがわかった。保護者と連携
した取り組みが必要である。

・家庭、日常生活環境により学校内
だけの問題ではないので、取り組み
も難しい様な気がしています。
・それぞれの弱点（苦手）をサポート
していって欲しい。
・体力向上のための５分間走は継続
してほしい。
・夏休み明けの２学期に乱れること
はよくあることで、もっと積極的に指
導に取り組んでほしい。
・予算内での栄養を考えた給食の取
り組みに頭が下がります。不規則な
生活になりやすい今の社会では、私
達大人も含めた地域での啓発が必
要でしょうか。

・授業改善セミナー等の研修
の成果を生かし、校内ＯＪＴ
を充実させ、授業力を高める
必要がある。また、継続し
て、平成３３年度の新学習指
導要領の全面実施に向けた
研修を実施していきたい。
・ＩＣＴ機器が導入されたこと
で、教員がＩＣＴ機器を活用
するようになった。今後は、
タブレットの生徒利用などの
効果的な使用ができるよう
に、研修を推進していきた
い。
・特別支援教育については、
特別支援コーディネーターを
中心に、より組織的な取り組
みが必要である。
・授業規律と教室内外の環
境整備は、次年度も継続し
て実施していく。

・今後、英語の授業の中でタブレット
を利用して日本語を一切使わず、英
語だけで会話する時間があったら良
いと思います。
・新しい機器の使い方をマスターし
なくてはいけないのもあり大変でしょ
うが、有効に活用して下さい。
・教員のＩＣＴ機器の研修を強化し、
生徒が効果的に使用できるようにし
てほしい。
・学校公開の参加状況から考えると
先生方の授業の様々な工夫が保護
者には伝わっていないように思いま
す。
・学年便り、学校便り、学校ＨＰ等で
の周知の工夫をお願いします。
・ＩＣＴ機器の活用は多く見られたと
思います。

・ホームページの更新は、定
期的に行うことができたが、
担当者によるＯＪＴにより更
新できる教員を増やし、組織
的に取り組む事が課題であ
る。
・学校支援地域本部の協力
により取り組みは定着してい
る。
・生活指導・学習指導に関し
て、小学校との連携を深め、
一貫した指導が必要であ
る。

・家庭での学校教育にもっと関心を
持って頂けたら良いと思う。
・ボランティアには積極的に参加して
いただき、とても感謝しています。
・昨今、羽田っ子（地元の子）が減っ
てきた今、羽田らしい教育、地域と
のつながりなど、積極的に取り入れ
てほしい。
・保護者アンケートの「開かれた学
校づくり」について９５％近くが肯定
的にとらえています。また、地域ぎょ
うじやボランティア参加も羽中生は
積極的だったと思います。
・学校公開週間、作品展、外部講師
による講演会等地域向けの案内が
少なく、「開かれた学校づくり」から
後退したように感じました。

・外部講師を活用し、オリン
ピック・パラリンピック教育
推進に取り組んでいる。
・ＳＳＷやＳＣ、民生児童委
員、児童相談所や子ども家
庭支援センター等と連携
し、課題の解決にあたって
いる。

・いろいろな方の話を聞く事は励みにな
り人生左右する事もあると思います。な
るべく多くの方の話に感激してほしいと
願います。
・これからも学校と連携して課題解決し
ていけたらと思います。
・おおむね良好であると思われる。
・成果指標が難しいように思います。

１：保護者アンケートで「開かれた学校づくり
をしていた。」と回答した保護者の割合が５
地域の行事やボランティア活動への参加を促し、 ０％未満
生徒に地域社会の一員としての自覚を深めさせ ２：ボランティアや地域の行事に参加した生
る。
徒の割合が３０％未満
外
部
人
材
の
活
用

４：生徒や保護者アンケートで各取組に対す
る好意的な意見・感想が９５％以上

外部の人材を活用し、体力向上・健康増進の
外部の人材を積極 取組や国際理解教育、環境教育などを充実さ
３：生徒や保護者アンケートで各取組に対す
的に活用し、学校 せる。

の課題の解決や生
徒の意欲や能力の
向上のための取組 外部の人材を活用し、いじめや不登校などの問
題行動の未然防止や早期対応、特別支援が必
を推進します。
要な生徒への対応を充実させる。

る好意的な意見・感想が８０％以上

２：生徒や保護者アンケートで各取組に対す
る好意的な意見・感想が６５％以上
１：生徒や保護者アンケートで各取組に対す
る好意的な意見・感想が６５％未満
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○「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。

