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○　本校の概要

学校関係者記入欄

コメント

【学校規模】生徒数２７３名（全学年３学級、計９学級）教員１９名
【学校の特色】
ユネスコスクールに加盟、今年度で２７年目を迎える生徒会主催によるアルミ缶回収運動、１・２年生による修学旅行見送り隊
生徒が毎日１ページ以上取り組む「自主学習ファイル（教科型）」による家庭学習の推進、４名の道徳授業推進教師による道徳教育の推進

平成３０年度　大田区立馬込東中学校　自己評価　報告書

・生徒アンケートでは、わかりやすい授業について
ほとんど90％前後か、それ以上。さらには保護者
からのアンケートでは、教職員はわかりやすい授
業を行っているが、76％→83％と向上しているの
は、子どもさんの様子から、そう思われていると思
いました。
・各教科とも肯定的回答率は高く、指導方の工夫
や研修が成果をあげていると思う。
・電子黒板の準備、操作までに時間がかかり、生
徒達の意欲が下がるとの話を耳にしました。操作
方法のマスターまたは、事前準備のなど改善をお
願いします。

・学校・家庭・地域の協力がすばらしいと思います。
・学校の情報は適切に公開されていると思う。地域
の情報収集も適切だと思う。
・今年度の、生徒の地域行事への参加時の元気度
が、以前に比べ少々下降気味のような印象を受け
ました。学校や地域からの働きかけが弱かったの
か、生徒が内向的になったのかわかりませんが
…。・今後益々、地域力との連携に力を入れて、社
会的な刺激を効果的、教育的に受け入れていくこ
とも大事だと思いました。
・地域の見守り、ご協力には頭が下がる思いです。
とても良い環境で子供達を育てられる事に感謝し
ています。ＰＴＡとしても、連携を深めてゆくことを考
えながら活動を進めてゆきたいと思います。

　生徒アンケートの設問「学校生活に満足して
いる」で肯定的な回答が昨年度より３．１ポイ
ント上昇し、８５．０％になった。また、「学校の
決まりを守って生活している」の肯定的な回答
は、昨年度より０．５ポイント下回ったものの９
６．１％に達している。
　本校では学校行事・学年行事に生徒が意欲
的に取り組めるようにしている。（学校行事・学
年行事に意欲的に取り組んでいる生徒は８
７．７％）生徒が自己肯定感や自己決定力を
高めている。
　全教育活動を通して、豊かな心を育むが、道
徳の授業がもつ役割は大きい。本校では、内
容について自分の考えを深めるような授業を
展開している。（道徳の授業で考えを深めてい
る生徒９０．９％）また、本校では道徳授業に
重点をおいて研修を行っている。今後も研修
を深め生徒が深く考え、行動できるよう教員の
指導力を向上を図る。
　「何でも話せる友達がいる」生徒は９１．
７％。豊かなコミュニケーションにより、豊かな
心を育んでいるのではないだろうか。
　生徒が豊かな心を育むためには、家庭・地
域の連携が大切である。学校から更に情報発
信を行い、また、生徒が地域等の行事に参加
し、未来への希望に満ちた豊かな人間性を育
みたい。

　「体育の授業や部活動など継続的な運
動を通して４月の頃より体力が向上した」
と回答した生徒は、昨年度より１０．０ポイ
ント減少し、７２．８％となった。体育の授
業で毎回３分間走を行ったり、一校一取組
として大縄跳びを行っている。今後も運動
する機会を増やし、身体活動量を増加さ
せ、体力を向上させることが課題である。

　生徒アンケートの設問「教職員は、わかりや
すい授業を行っている」に対しては、肯定的な
回答が昨年度より７．０ポイント上昇し８３．
４％となった。ＩＣＴの環境が整い全教員がＩＣＴ
の使用頻度並びに活用内容が高まっている。
　最大の教育環境は生徒を指導する教員であ
る。計画的な指導、授業の振り返りを通して授
業を改善していく。また、研修を積み生徒に
とって魅力ある授業を行っていく。

　保護者アンケートの結果、「学校が発行する
印刷物（お知らせ・便り）等はわかりやすい」
（９２．２％）。「子どもは学校生活に満足してい
る」（８７．４％）。「子どもは落ち着いて授業に
取り組んでいる。」（９１．６％）になっている。
保護者の学校に対する期待が大きいことを受
け止めこれからも充実した教育活動を行って
いく。
　保護者アンケートの結果「学校の教育活動
は家庭や地域住民の願いや期待に応えるも
のとなっている」（８７．９％）。「学校は、地域の
力（保護者以外）を子どもたちの教育活動に活
かしてる」（９２．０％）とになった。今後も家庭・
地域と協力していく。

道徳『発問を工夫し深く考える道徳』、
教科『基礎学力の定着と学力向上を目
指した指導法の工夫』を研究テーマに、
研究授業を実施し、指導法工夫改善に
生かす。

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：

２：保護者アンケートの該当する項
目でAまたはBと肯定的に答えた保
護者が６０％未満

・生徒アンケートで毎日家庭学習をしていると
回答があったが、昨年より10ポイント近く上
回った。90.5％は驚異的なことだと思います。
また、授業の持ち物など忘れ物がないように気
を付けていたり、落ち着いて授業に取り組んで
いるとの回答も４ポイントずつ上昇し、まじめ
さが更に向上している様子が伺えます。
・生徒が自ら学ぶようになる習慣ができてい
る。
・自主的学習意欲を高めるため、科目別ファイ
ルを用意するなどいろいろ工夫されている思
う。
・先生方のご努力で、確実に前進していると感
じられます。
・もともと、学力の高い生徒が多く、小学校に
よって学習意欲の差を感じました。友人との勉
強会などに参加して刺激を受けています。ま
た、先生方が学習能力を分析し、早期指導の力
は大きいと思います。

　生徒アンケート設問「学習への取組が積極
的になった」での肯定的な回答が昨年度より
３．５ポイント上昇し８９．９％となった。また、
「教職員は、わかりやすい授業を行っている」
という設問に対しては、肯定的な回答が昨年
度より７．０ポイント上昇し８３．４％となった。
本校では、教員の指導力向上のため、東京都
や大田区の研修会に教員が参加したり、校内
で授業力向上のための研修を行っている。ま
た、授業ではＩＣＴ機器を積極的に活用してい
る。
　授業では、基礎・基本の定着と個に応じた指
導を行うことにより、生徒が興味・関心を高め
るよう指導している。
　家庭学習の習慣が身に付き、自主的に学習
することができるよう「自主学習ファイル」の取
組を行っている。生徒アンケートによると「毎
日、家庭学習をしている」生徒は、昨年度よ
り、１１．６％ポイント上昇し、９０．５％に達して
いる。
　生徒たちが更に学ぶことが好きになり、学力
が高まるよう教員の指導力向上にに努める。

１：

・４名の道徳授業推進教師による道徳教育の推進
をされていらっっしゃるということですが、生徒たち
の公開授業のように先生方の取組も公開されると
したら、保護者、地域の方々の更なる信頼が厚くな
ると思いました。また、保護者アンケートにて、教職
員は子どもの悩みなど相談に応じているが、
67.9％→85.1％と大幅に飛躍しているのには驚嘆
しています。
・毎年拝見しているクラス、学年毎の合唱において
も、生徒の結束の素晴らしさを感じます。
・力を入れている道徳教育について、生徒もよく理
解している事が伺える。
・生徒を信頼し、学校生活に満足し通学できてい
る。
・学年の先生方が協力して、細部にわたり目をか
けてくださり、トラブル早期にまた最小限に収めてく
ださる。お陰でわだかまりを残すこともなく、楽しい
学校生活を送ることができていると感じています。

・体力が向上し、心の安定がみられ、生活も落
ち着いている。
・１～２年生の体力は向上しているとの事。全
体の体力向上の取り組みも良いと思う。
・以前に比べ、生徒の朝食を食べる率が改善
されて、生徒の落ち着きぶりがぐっと良くなった
と思います。
・持久走、Ｎ－１グランプリ等基礎体力を育む
取り組みの成果が出ていると考えます。

学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指
し、ＩＣＴ機器を活用した授業を実施す
る。

体育の授業で、毎時間補強運動として
ｻｰｷｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、3～5分走を行う。ま
た、体育的行事（体育祭や大縄跳び大
会）や自主朝練、部活動の取組内容を
充実させ、体力向上に取り組む。

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。

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。

「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。

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。

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。

学習指導講師等による算数・数学・英
語の補習を実施する。

外国語教育指導員を効果的に活用し、
外国の方々とのコミュニケーション能力
の育成等を図っている。

授業改善推進プランを、授業に生か
す。

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。

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。

給食指導及び教科等における指導を通
して、食生活の充実・改善をねらいとし
た「食育」を推進する。

各種研究発表会等の研究・研修の成果
を、自身の授業改善に生かす。

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。

児童・生徒一人ひとり
の学ぶ意欲を高め、確
かな学力を定着させま
す。

子ども一人ひとりの身
体活動量を増加させて
意欲や気力の元となる
総合的な体力を育み
ます。

授業公開日の授業評価を、その後の授
業改善に生かす。

生徒が相談する教員を希望する「相談
週間」を実施する。

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
学校のきまりなどを守ろうとする意識を
高める。

成果評価
これまでの取組
今後の改善策

目標

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、未来へ
の希望に満ちた豊か
な人間性を育みます。

２：

４

４：

４：生徒アンケートの設問「学習へ
の取組が積極的になった」での肯
定的な回答が８５％以上。

学校いじめ防止基本方針に沿って、い
じめの未然防止、早期発見等のための
取組を実施する。

豊
か
な
心
を
育
む

学
力
向
上

家庭学習習慣の確立のため、「毎日の
家庭学習～学習の仕方～」を全員に配
付し、家庭学習のあり方について説明
を行い、「自主学習ファイル（教科型）」
を全学級で実施する。

４

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。

○「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。

生徒会主催アルミ缶回収運動を実施す
る。

体
力
向
上

教
育
環
境
向
上

○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。

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、適正な評価を受けるよう努め
る。

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

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も
に相互の連携を深め、
地域とともに子どもを
育てる仕組みをつくり
ます。

４
学校支援地域本部と連携するなどし
て、地域力を生かした特色ある教育活
動を実践する。

４：

１：保護者アンケートの該当する項
目でAまたはBと肯定的に答えた保
護者が４０％未満

大項目 取組内容

２：生徒アンケートの設問「学習へ
の取組が積極的になった」での肯
定的な回答が６０％未満。

目標に対する成果指標

４：

３：

４：生徒アンケートの設問「学校生
活に満足している」、「学校の決ま
りを守っている」での肯定的な回答
が８５％以上。

３

４

２：

３：

２：

３：

３：

２：

１：

１：

３：

２：

３：生徒アンケートの設問「学習へ
の取組が積極的になった」での肯
定的な回答が６０％以上。

１：

４：

１：

３：生徒アンケートの設問「学校生
活に満足している」、「学校の決ま
りを守っている」での肯定的な回答
が６０％以上。

２：生徒アンケートの設問「学校生
活に満足している」、「学校の決ま
りを守っている」での肯定的な回答
が６０％未満。

１：生徒アンケートの設問「学校生
活に満足している」、「学校の決ま
りを守っている」での肯定的な回答
が４０％未満。

３：生徒アンケートの設問「授業は
教え方がわかりやすく満足してい
る」の肯定的な回答が６０％以上。

４：生徒アンケートの設問「授業は
教え方がわかりやすく満足してい
る」の肯定的な回答が８５％以上。

１：生徒アンケートの設問「学習へ
の取組が積極的になったでの肯定
的な回答が４０％未満。

３：保護者アンケートの該当する項
目でAまたはBと肯定的に答えた保
護者が６０％以上

１：生徒アンケートの設問「授業は
教え方がわかりやすく満足してい
る」の肯定的な回答が４０％未満。

４：生徒アンケートの設問「継続的
な運動を通して体力が向上した」で
肯定的な回答が８５％以上。

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

２：生徒アンケートの設問「授業は
教え方がわかりやすく満足してい
る」の肯定的な回答が６０％未満。

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

４：保護者アンケートの該当する項
目でAまたはBと肯定的に答えた保
護者が８５％以上


