
○　本校の概要

○　自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策

学校関係者記入欄

コメント
４：対象となる全学級（全教員）で行った。

３：８０％以上で行った。

２：６０％以上で行った。

１：６０％未満であった。

４:学期に２～３回知らせた。

３：学期毎に知らせた。

２：年度間に１回は知らせた。

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。

３：８０％以上の教員が働きかけた。

２：６０％以上の教員が働きかけた。

１：６０％以下の教員が働きかけた。

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。

２：６０％以上が回答した。

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。

２：６０％以上が回答した。

１：６０％未満であった。

４：毎回五教科すべて実施した。

３：８０％以上の実施率であった。

２：６０％以上の実施率であった。

１：６０％未満の実施率であった。

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：全教員が行った。

３：８０％以上の教員が行った。

２：６０％以上の教員が行った。

１：６０％未満であった。

４：学期に２～３回（年間６回）以上行った。

３：学期に１回（年間３回）以上行った。

２：年度間に1回以上行った。

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。

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：「組織的対応ができた」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：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。

２：必要な事案に対してあまり会議を実施しなかった。

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。

４：ボランティア活動を月1回以上実施した。

３：ボランティア活動を学期に1回以上実施した。

２：ボランティア活動を年1回以上実施した。

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。

４：９０％以上行っている。

３：８０％以上行っている。

２：５０％以上行っている。

１：５０％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。

３：学期に１回（年間３回）以上行った。

２：年度間に1回以上行った。

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。

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：全教員が月1回以上活用した。

３：８０％以上の教員が月1回以上活用した。

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。

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：「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：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。

４：毎回情報を提供した。

３：おおむね情報を提供した。

２：あまり情報を提供しなかった。

１：情報を提供しなかった。

４：学期に2～3回行った。

３:学期１回以上行った

２：年１回以上行った。

１：実施しなかった。

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：実施できなかった。

２：生徒による授業アンケートの
うち、生徒による授業評価の項
目(8～18)で３または４と答えた
生徒が60％以上

３：生徒による授業アンケートの
うち、生徒による授業評価の項
目(8～18)で３または４と答えた
生徒が80％以上

４：生徒による授業アンケートの
うち、生徒による授業評価の項
目(8～18)で３または４と答えた
生徒が90％以上

１：生徒による授業アンケートの
うち、生徒による授業評価の項
目(8～18)で３または４と答えた
生徒が60％未満

「ＳＤＧsの達成に向けた
学校教育の取組～カリ
キュラムマネジメントの工
夫と主体的・対話的で深
い学びの実践から」を
テーマにして東京都教育
委員会の研究発表を実
施したこともあり、成果指
標達成率は90.31%と概ね
満足いく数値であった。
（昨年度は90.21％）特
に、ＳＤＧsを念頭におい
たクロスカリキュラムの作
成と実践、主体的・対話
的で深い学びの授業へ
の導入に関しては教員側
の成果評価も高い評価を
示している。ＩＣＴの活用
に関しても、すべて普通
教室にも電子黒板が入り
教師用タブレットも一人１
台導入され、生徒用のタ
ブレットも40台導入された
ことから活用率も急激に
高まっている。研究発表
は一段落を迎えたが、Ｓ
ＤＧs達成へのビジョンを
描き続けていくことは本
校の永遠の課題である。
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４：生徒学校評価アンケートの
該当する項目（１６・１７,２２～２
５）、生徒の生活アンケートの該
当する項目(2～5）で3または4と
答えた生徒が90％以上

２：生徒学校評価アンケートの
該当するこ項目（１６・１７,２２～
２５）、生徒の生活アンケートの
該当する項目(2～5）で3または4
と答えた生徒が60％以上

１：生徒学校評価アンケートの
該当するこ項目（１６・１７,２２～
２５）、生徒の生活アンケートの
該当する項目(2～5）で3または4
と答えた生徒が60％未満

３：生徒学校評価アンケートの
該当するこ項目（１６・１７,２２～
２５）、生徒の生活アンケートの
該当する項目(2～5）で3または4
と答えた生徒が80％以上

成果指標達成率は
88.89%であり、昨年度
（77.90％）より11ポイント
上昇した数値になった。
それでも、「学校の施設・
設備は十分に整ってい
る。」（達成率65.5％）や
「給食は工夫されてい
て、おいしい。」（達成率
71.0％）という設問の達成
率は低調であった。校舎
そのものの老朽化は事
実であり、どうにもならな
いことであるが、大田区
の２８中学校の中でも自
然の豊かさや地域の
方々の温かさ、「地産地
消」で作られる給食の安
全性は心では理解してい
ると思う。家庭科の授業
ともリンクさせたフードロ
スプロジェクトも開始した
ので、今後生徒自身が持
続発展のために一番大
切なものが物質的なもの
ではないことに気付いて
くれることに期待したい。

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。

体
力
向
上

教
育
環
境
向
上

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。

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。

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。

○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。

成果指標達成率は85.48%(昨
年は85.08%)と概ね満足いく数
値であったといえる。防災関
連の行事を始め、研究発表
会、新入生の募集から美化活
動にいたるまで、地域や保護
者の皆様に多大なるご支援を
頂いた。ただ、保護者の皆様
からのアンケートの回答から
「学校の施設・設備は整って
いる。」の項目の成果指標が
58.6%（昨年は62.7％）と昨年
度に引き続き、極端に低かっ
たのが残念であった。「体力
向上の」の項目でも考察した
が、施設の老朽化はどうにも
ならない。ただ、学校美化活
動を中心とする環境整備の活
動はこれからも続けていき、
古くても「安全・安心」をモッ
トーに、学習活動の環境は「Ｎ
Ｏ．１」になれるような学校を
作っていきたい。そのために、
「地域の中の屋根のない学
校」として保護者の皆様や地
域に方々の理解を得るための
努力を惜しまずに行っていき
たい。

朝礼、講演会、まちなか点検、学校防災訓練等
の地域と連携した教育実践を実施する。

４：保護者学校評価アンケート
の該当する項目(21～25)で3ま
たは4と答えた保護者が90％以
上

大項目 取組内容

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。

豊
か
な
心
を
育
む

３：生徒学校評価アンケートの
該当する項目(1～8),生徒の生
活アンケートの該当する項目(1・
14～22）及び、保護者対象アン
ケートの該当する項目(4～6)で3
または4と答えた生徒・保護者が
80％以上

学
力
向
上

基礎学力の定着を目指し、定期考査前に、専任
教員と学習指導講師が協力して、国語・社会・数
学・理科・英語の五教科の補充授業実施する。

これまでの取組
及び

今後の改善策
目標 目標に対する成果指標取組指標

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。

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。

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。

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。

「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。

すべての教科で「主体的、対話的で深い学び」に
取り組み、ＥＳＤを推進する。

研究発表会に向けて、ＳＤＧｓを念頭においた校
内の研究授業を授業に生かした。

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。

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。

体育の授業中において、筋肉・体幹等のトレーニ
ングを行う。

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。

２：生徒学校評価アンケートの
該当する項目(1～8),生徒の生
活アンケートの該当する項目(1・
14～22）及び、保護者対象アン
ケートの該当する項目(4～6)で3
または4と答えた生徒・保護者が
60％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。

人と人、人と自然のつながりを体験させりため
に、ボランティア活動に対する生徒の意欲を高め
させ、積極的に参加させる。

４：生徒学校評価アンケートの
該当する項目(1～8),生徒の生
活アンケートの該当する項目(1・
14～22）及び、保護者対象アン
ケートの該当する項目(4～6)で3
または4と答えた生徒・保護者が
90％以上

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。

１：生徒学校評価アンケートの
該当する項目(1～8),生徒の生
活アンケートの該当する項目(1・
14～22）及び、保護者対象アン
ケートの該当する項目(4～6)で3
または4と答えた生徒・保護者が
60％未満

２：保護者学校評価アンケート
の該当する項目(21～25)で3ま
たは4と答えた保護者が60％以
上

１：保護者学校評価アンケート
の該当する項目(21～25)で3ま
たは4と答えた保護者が60％未
満

東京都教育委員会の研究発
表にむけて、ESDの活動をよ
り活性化させ、「主体的・対話
的で深い学び」の実践を積み
上げてきた結果、成果指標達
成率が90.56%と充分満足でき
る達成率になった。その成果
として「自分にはよいところが
ある。」「難しいことでも、失敗
を恐れないで挑戦している。」
という自己肯定感を問う設問
の達成率が79.05%（昨年は
72.15%）と上昇してきている。
しかし、この達成率はけして
高いとはいえない。客観的に
見ても六中の生徒はたいへん
頑張って活動している。学校
としての研究発表は一段落を
迎えたが、これからも継続し
て、具体的な数値目標である
SDGsを有効に活用し、生徒
一人一人がそれぞれの活動
や学習がどれくらい世界に貢
献しているかを気付かせてい
きたい。さらに、これは六中の
教職員全員の自戒として、
「学校いじめ防止基本方針に
沿って、いじめの未然防止、
早期発見等をのための取り組
みを実施する」の項目の取組
評価を３（昨年度は４）と評価
した。研究発表や、国内外か
らの要人の来校などで多忙で
あったことは事実であるが、
「もっと、生徒と深いコミュニ
ケーションをとる時間を作れた
のではないか。」という気持ち
の表れであると同時に、「生
徒は学校の宝である」ことを
来年度も忘れないようにする
ための反省であると理解して
いただければ幸いである。

・生活上のきまりごとを
しっかりと意識した指導を
進めている。
・小中一貫教育により、小
学校との交流や連携が密
になり、地域で安心して学
び育つ環境が形成されて
いる。
・進路指導では将来社会
で貢献できる人に育つよ
う取り組まれている。
・道徳教育は自身と向き
合う大切な教育なので充
実させてほしい。
・いじめは絶対に許さず、
愛情をもって指導してほし
い。
・小学校ではなかなかボ
ランティア体験ができない
ので、中学での取組に期
待する。
・道徳教育の充実のみ2
ではあるが評価する。
・他校では体験できない
外部との取り組みをする
ことができ幸せである。
・生徒の心についても力
を入れていることを理解
できた。
・自分を評価するのは難
しい。
・達成率が十分満足で
き、今後の課題まで十分
分析されており、適切な
評価である。
・思いやりある生徒を育
成してほしい。
・家庭と学校との連携の
強化

・食育に力を入れられて
いる。体力向上、食育に
さらに取り組まれることを
期待する。
・体育で筋肉、体幹トレー
ニングを取り入れたことは
良い。
・フードロスに目を向け、
六中の給食から残食の多
い材料での献立を作成す
る体験学習につなげたこ
とに感心した。
・日々の給食が安心安全
にいただけることが、あた
りまえのようで、どれ程有
り難いことかと再認識し
た。
・楽しみながら運動習慣
づくりをして、大人になっ
ても健康に過ごしてほし
い。
・成果指標達成率が11ポ
イント上昇しており、取組
が適正であった。
・家族で食事をする割合
が低いのが気になる。
・男子トイレの洋式が少な
いことに対し、区に対応し
てもらえる日が待ち遠し
い。
・豊かな自然環境の再認
識を！！

・ＩＣＴ機器を活用して授
業を積極的に進めてい
る。今後もこうした機器
を工夫・活用され、生徒
の習熟度向上につなげ
ていただきたい。
・よく取り組まれてい
る。ＩＣＴの活用も充実し
ている。今後も楽しみで
す。
・研究指定校を受ける
など、積極的に指導力
向上に努めている。
・研究発表に関しては
本校の取組にも多大な
るご協力をいただき感
謝あるのみです。あり
がとうございました。
・生徒による授業評価
がどれも高く、中学校で
このレベルを維持する
のは先生方のお力だと
思います。
・ＳＤＧｓに力を入れ成
果を出されていることを
知り、感服いたしまし
た。
・家での予習・復習は大
変そうです。
・各クラスのテーマへの
取組みに変化・工夫が
ほしい。

・学校防災訓練等に生徒が積
極的に関わっていることに好印
象を持った。今後も家庭や地
域と連携した学校運営をお願
いいたします。
・学校防災訓練、まちなか点検
は、地域との連携が良好に継
続されている。学校を訪問する
と、きれいに整備され、掲示物
を見ても安心感がある。地域
教育連絡協議会にて教育活動
について、それぞれ丁寧に説
明・報告していただき、先生方
の教育への熱意と生徒たちを
思うお心が伝わってまいりま
す。
学校防災訓練等、地域と力を
合わせて取り組んでいる。
・施設・設備に関しても建設年
度の割によく維持されてる。
・学校・保護者・地域の連携が
しっかり取れている。ボランティ
ア（保護者等）も積極的に参加
してくれ、素晴らしい。
・もっと児童館も地域の中学校
と関わりをもっていきたい。
・学校の情報は積極的に発信
されています。生活の基本を
学んでほしい。
・ホームページの更新がもう少
しあると学校の様子や取り組
みがわかりやすい。
地域としては学校防災訓練等
において生徒さんとの交流が
でき充実してます。ありがとう
ございます。

３：保護者学校評価アンケート
の該当する項目(21～25)で3ま
たは4と答えた保護者が80％以
上

今年度も定期考査１週間
前の部活動停止期間に
「青竹クラブ」（５教科の補
充授業を１日１教科で５
日間実施）を実施してき
た。その成果もあり成果
指標達成率は92.66％
（昨年度は91.70％）と概
ね良好な状況であった。
昨年度の達成率より少し
上昇させることができた
要因は、今年度も11月1３
日に実施された研究発表
会と第三回定期考査期
間が重なったり、試験期
間に祝日が入ったりして
「青竹クラブ」の実施日数
を十分に確保できなかっ
たが、時間を延長して、1
日に2科目実施するなど
の工夫により、生徒の要
望に応えていけた成果だ
と思われる。また、土曜
補習も年度当初に希望を
取る形から、毎回参加希
望を取る形に変えて、参
加率が上がったことも要
因と考えられる。来年度
もいろいろな工夫を重ね
て個別指導をより充実さ
せていきたい。、

・生徒が真面目に授
業を受けている印象
を持ちました。引き続
き生徒の学力向上に
取り組まれることを
期待する。
・青竹クラブへの熱
心な工夫が参加者
の達成感を上げてい
る。素晴らしい。今後
も期待する。
・全教科、全教員が
ＥＳＤを行っており、
一貫性があり良い。
・どの子も向上心を
持った大人となれる
よう小学校でも連携
していく。
・自己評価を適切と
考える。学校として
の工夫が実を結んで
いる。
・90％以上が学習の
取り組みに満足して
いるのは素晴らし
い。
・土曜補習の参加者
も学習意欲が感じら
れた。
・ＥＳＤの活動の豊富
さに驚きました。
・授業評価は高い。
・青竹クラブの取り組
みは素晴らしい成果
があった。
・補習授業を本当に
必要な生徒のために
実施するよう考慮さ
れたい。

１：生徒による授業アンケートの
うち、生徒の自己評価の項目(１
～７)で３または４と答えた生徒
が60％未満

２：生徒による授業アンケートの
うち、生徒の自己評価の項目(１
～７)で３または４と答えた生徒
が60％以上

３：生徒による授業アンケートの
うち、生徒の自己評価の項目(１
～７)で３または４と答えた生徒
が80％以上

４：生徒による授業アンケートの
うち、生徒の自己評価の項目(１
～７)で３または４と答えた生徒
が90％以上

 本校は昭和22年に開校し、私鉄の4駅に囲まれた交通至便な住宅街にあり、現在は12学級、全校生徒361名の中学校である。敷地は風致地区内にあり、自然に溢れ、4月には校庭も一面桜の花で覆われる。校庭の竹林にはたくたくさんのタケノコが生え、給食で

春の香りを楽しんでいる。隣接して区民の憩いの場である周囲を15分ほどで歩ける風光明媚な洗足池があり、運動会の長距離走ではここがコースとなっている。生徒たちはこの池にホタルを自生させる活動に取り組み、毎年その風情を地域の方から喜ばれている。

また、落ち葉を集めて作ったミミズコンポスト、夏の陽射しをさえぎるゴーヤのグリーンカーテン、さらに近隣の大岡山駅の駅前花壇作り等も行っている。教育目標は○気品のある生徒の育成 ○実力のある生徒の育成 ○健康の優れた生徒の育成の３つを揚げて

いる。教育活動は、２０１１年にユネスコスクールに加盟し､地域を「屋根のない学校」として捉え、地域の人としてをモットーに地域の中で､地域の人々と共に､地域のために、環境を保全する環境教育や､災害に立ち向かう場所としての防災教育を中心に､国際理解・

交流教育、地域連携教育、人権・人命尊重・平和教育を行い、生徒の自己有用感、自己肯定感を育んでいる。自分の育った地域に愛着を持ち､郷土愛を育み、将来の日本、世界の様々な課題を考え解決して､心豊かに生きていく基盤となる教育実践を行うことで、


