平成29年3月10日

平成２８年度 大田区立大森第六中学校 自己評価 報告書
○ 本校の概要

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、20年・30年後の持続可能な社会の担い手を育てる持続発展教育（ＥＳＤ）を推進している。

○ 自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策
大項目

目標

取組内容

目標に対する成果指標

成果
評価

４：生徒による授業アンケート
学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一人ひ のうち、生徒の自己評価の項
とりの学習のつまずきや学習方法について、指 目(１～７)で３または４と答えた
導する。
生徒が90％以上

学
力
向
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。
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
学習指導講師等による算数・数学・英語の補習
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
２：生徒による授業アンケート
外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の のうち、生徒の自己評価の項
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 目(１～７)で３または４と答えた
ている。
生徒が60％以上

授業改善推進プランを、授業に生かす。

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５教科の補充授業を実
施する。

豊
か
な
心
を
育
む

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。

体
力
向
上
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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

「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を通し ３：生徒学校評価アンケートの
て、児童・生徒や保護者に対し、望ましい生活 該当するこ項目（１６・１７,２２
習慣についての意識啓発を行う。
～２５）、生徒の生活アンケート
の該当する項目(2～5）で3また
子ども一人ひとりの
は4と答えた生徒が80％以上
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
２：生徒学校評価アンケートの
となる総合的な体力 する。
該当するこ項目（１６・１７,２２
を育みます。
～２５）、生徒の生活アンケート
の該当する項目(2～5）で3また
体育的行事、部活動、休み時間など様々な機 は4と答えた生徒が60％以上
会を通して運動習慣の確立を推進する。
１：生徒学校評価アンケートの
該当するこ項目（１６・１７,２２
持久走の記録をチェックシートで、昨年度の記 ～２５）、生徒の生活アンケート
録と比較させることで、生徒の向上心を高める。 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
またその記録を保護者にも知らせる。

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
３：生徒による授業アンケート
OJTを充実させる。
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
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
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
２：生徒による授業アンケート
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 のうち、生徒による授業評価
の項目(8～18)で３または４と
器を活用した授業を実施する。
ます。
答えた生徒が60％以上
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。

すべての教科で「アクティブ・ラーニング」に取り
組み、ＥＳＤを推進する。
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

・特定の生徒のみならず、全体で向上しているのは素晴らしいと思います。
・朝勉を取り入れたとの報告を聞き、学力向上に向け学校の努力がうかがえる。自分
の希望での補習のみならず、できるだけ学力の格差がうまるようになると更に良くなる
と思う。
・土曜補習教室の参加者が少なく残念です。一方で、講師が大学生の場合、卒業後
の依頼が難しくなる為、新しい人材の確保が急務と思われます。
・塾に行っていない子も多くなっているが、学校で「補習」をすることが大切である。
・昨年度の達成率より少し下がった要因を分析し、適切な改善策を計画していると考
えられる。
・ESDの充実を通して日々の授業の質を高めていくよう小学校と連携を深めていきた
いと思います。
・独自の取り組みである五教科の補充授業は、他の大項目の取り組みも補強する役
割があると思い、とても良いと思います。勉強面で不明な点をしっかり理解できること
で自信に繋がり、他にも良い影響を与えていると考えます。引き続きの取り組みをお
願いします。
・学力向上に取り組んでいると思う。中学校三年間で自分で考え、自分の生き方を見
つけていける教育を行なっており評価します。

国立教育政策研究所教育課程研究指定校であるユネスコスクール
としてＥＳＤを推進した結果、成果指標達成率が90.5％となった。しか
し「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は75.1％と課題があ
る。今後は「振り返り」の中で相互評価にも重点をおき互いのよさがよ
り認識されるための取り組みを進める。

・ボランティア活動を中心に生徒の健全育成に力を入れていることが分かり、生徒の
学校生活の安定につながっていると思います。
・ボランティア活動により、他のために頑張る姿は素晴らしく応援しています。陰で支
えている教職員の日々の行動に感謝します。道徳授業公開講座にて、校長先生が講
師を勤められた事は校長先生の道徳感が伝わり、とても良かった。豊かな人間形成
や社会生活に道徳教育は重要であり、実践に活かされるよう望みます。問題行動、
不登校の生徒には、心の拠り所となる大人が必要ですので、真剣に向き合い、しかっ
たり、思いやりの言葉を掛け続け、救っていただきたい。思いやりを与え続けることで
自分自身を大切に生活できるよう願っています。
・生徒学校評価アンケートの項目１〜8がわずかずつだが全て低くなっているのが、少
し心配です。誤差範囲なら良いのですが。
・別室登校の生徒への指導が気になった。自己肯定感は小学校でも育むので、小中
一貫の教育には欠かせないと感じる。連携の仕方も考えてみてはどうかと感じる。
・多くの行事を通して豊かな心を育む努力を学校は積極的にしてくれていると思いま
す。
・小中一貫教育で規範意識を継続して高めていただきたい。
・文化祭での合唱コンクールは素晴らしく感動しました。
・六中の生徒さんは農援隊や青少対活動へのボランティア参加など、地域の中に入り
溶け込んでいるという印象を受けます。同世代だけのつながりのみではなく、大人や
年下と交流をすることで視野が広がると思います。

成果指標達成率は79.6％であり、昨年度の78.2％からやや向上し
たが数値は十分ではない。持久走の取り組みについては、昨年度の
63.0％から本年度は70.0％と向上した。一方、夏休み以降、雨漏りが
発生したことから「学校の施設・設備は十分に整っている」という設問
の達成率は65.5％に止まった。2学期末に雨漏りの応急的な対策は
完了した。次年度における施設・設備の維持・改善にも配慮する。

・中学生の体力向上は人生の基本であると考える。
・持久走が向上し良かった。
・達成率が低調であった要因に施設面があるとのこと。教育活動としては改善されて
きているところを高く評価してよいと思う
・広い校庭を生かして運動能力の向上に取り組んでいると思います。
・雨漏りを除いては体力向上の取組は生徒の意識を高めていると思います。
・生徒学校評価アンケート23、24はこの項目ではないように思います。あてはまる項
目が無い気がします。
・成果評価の2は、反省を込めてなのだろうが、そこまで悪くは感じない。現代の子は
体力も2極化していると感じる。生活習慣を規則正しくするには、家庭の協力も必要。
指導は外部に頼っても良く感じる。
・成果評価が厳しいと感じますが.....。
・雨漏りが原因で厳しい評価ですが来年に期待します。
・アンケート項目25「持久走記録向上」での数値改善は素晴らしいと思います。走力
はスポーツ全般において基本となることや、筋力がついて姿勢が良くなり集中力向上
にもつながると思います。

「ＥＳＤの推進および授業改善」をテーマとして国立教育政策研究所
の研究指定校としてＥＳＤを推進したことにより、成果指標達成率は
昨年度の91.3％からさらに伸び93.5％と概ね良好な数値であった。特
にクロスカリキュラムの作成と実践、アクティブ・ラーニングの授業へ
の導入に関しては教員からの評価も90.0％と高かった。生徒による評
価では授業アンケートだけでなく、授業改善のために校内で開発、利
用した六中ルーブリックでも高い数値を示した。ICTの活用において
は28年度中に普通教室でもネットワークに接続できる環境が整った。
次年度はさらに教科の特性を生かした活用をめざす。

・ルーブリック調査は興味深かったです。何もないところからアイディアを出すような分
野が教育としても難しい気がします。
・普通教室でタブレットが利用できるのは素晴らしい。体験学習を多く取り入れている
学校であるが、様々なタイプの大人との関わりを増やすことができれば、より多くのア
クティブラーニングにつながる。
・ESDの活動が非常に恵まれていると感じます。 中学の三年間のみなのが惜しい気
がします。
・タブレットを全員個々に使用は難しいが、現状の中で取り組んでいると思う。来年度
に継なげていただきたい。
・授業改善やＩＣＴ活用など、各教員様の努力の結果が表れていると思います。アン
ケート項目14「質問や疑問に丁寧に対応」で９割近い回答を得ており、各教員方の
日々の取り組みが評価されている証拠だと思います。生徒たちも安心して学べる環境
であると思います。

成果指標達成率は昨年の89.9％からやや下がり88.2％となったが、
概ね良好な数値となった。「学校・地域防災訓練」や「まちなか点検」
等の防災関連行事や研究発表会、新入生の募集や美化活動にいた
るまで本校の活動は地域や保護者から多大なるご支援をいただいて
いる。一方、教育環境向上の項目にも関連するが、保護者の学校評
価アンケートにおいて「学校の施設・設備は整っている」は雨漏りの影
響からか昨年度の73.9％から64.0％へと低下したことが残念である。

・地域の方々は本当に熱心に協力してくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。
・地域で育てることの大切さを思う。子どもにもっと「地域」を意識してもらいたい。
・保護者アンケート21はこの項目ではないように思います。あてはまる項目が無い気
がします。
・以前よりは地域向けの学校の案内は減ったが、取組内容はきちんとしていたように
思う。来年度は雨漏りの工事で設備は落ち着くかも知れないが、下校庭の隣の公道
が工事に入るため、続けて地域や学校で生徒の安全や教育を見守っていきたいと思
う。
・校内のみならず、地域の環境などの美化に努めている姿に感服しています。以前は
ごく少数の生徒が義務的に行っていた清掃活動を多くの生徒が今では積極的に関わ
り、楽しんでいる雰囲気が素晴らしいと感じます。地域からも六中生の様々な活躍を
認められていると思います。
・地域と連携した取り組みを積極的に推進していると思います。
・学校防災訓練、まちなか点検等、継続して実施され、地域の中の人として育っており
地域にとって頼もしい生徒たちです。地域連絡協議会では教育活動についてそれぞ
れの担当教諭から直接現状、問題点、改善点等を伺う事により、先生方の熱意、意
欲も同時に受け取れます。先生方は多忙な中でも研究発表等に意欲的に取り組もう
と頑張れるのはそれまでのESD教育の継続により、六中生の成長を実感されていらっ
しゃる現れとも思われます。
・六中生に愛情を持って教育してくださる教職員の皆様ありがとうございます。
・ハード面での保護者からの評価が低いことは致し方ないことだと思います。その分
を、アンケート項目22～25において９割を超えおり、実質的には成果評価としては
「４」であろうと思います。また全般として言えることは、全ての項目において、六中の
独自の取り組みを設定していただき、全教員が一致団結してその取り組みを行ってい
るという点です。その結果、アンケートでの高評価につながっていると思います。日々
の業務において教員の方々は非常に忙しいと思いますが、熱意が生徒達にも伝わっ
ていると思います。健康にご留意いただき、引き続き取組みをお願いします。
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４：生徒による授業アンケート
授業公開日の授業評価を、その後の授業改善 のうち、生徒による授業評価
の項目(8～18)で３または４と
に生かす。
答えた生徒が90％以上

教
育
環
境
向
上

学校関係者記入欄
コメント

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

４：生徒学校評価アンケートの
小中一貫による教育の視点に立った生活指導 該当する項目(1～8),生徒の生
の充実により、社会のルールや学校のきまりな 活アンケートの該当する項目
どを守ろうとする意識を高める。
(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・
道徳教育推進教師を講師とした研修や、国、都 保護者が90％以上
及び区の資料を活用した授業等を行う等、道徳
３：生徒学校評価アンケートの
指導充実のための取組を行う。
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
学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果 (1・14～22）及び、保護者対象
からストレス症状のみられる児童・生徒に対して 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・
組織的に対応する。
保護者が80％以上
２：生徒学校評価アンケートの
学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未 該当する項目(1～8),生徒の生
然防止、早期発見等のための取組を実施す
活アンケートの該当する項目
る。
(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
問題行動・不登校問題等にかかわる児童・生徒
１：生徒学校評価アンケートの
に関するケース会議等を実施する。
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
人と人、人と自然のつながりを体験させるため アンケートの該当する項目(4
に、ボランティア活動に対する生徒の意欲を高 ～6)で3または4と答えた生徒・
保護者が60％未満
めさせ、積極的に参加させる。
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。

これまでの取組
及び
今後の改善策
今年度も定期考査一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日間開催）を実施した。その成果もあ
り、成果指標達成率は92.4％（昨年度は93.2％）と概ね良好な状況で
あった。2学期において「青竹クラブ」と第3回定期考査の日程が近接
したことは次年度への課題である。次年度においては「土曜青竹クラ
ブ」（授業日でない土曜日に実施）とも連携させ、より長いスパンで計
画する。
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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

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

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 ３：保護者学校評価アンケート
要な学校の情報を適切に提供し、適正な評価を の該当する項目(21～25)で3ま
たは4と答えた保護者が80％
受けるよう努める。
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。
２：保護者学校評価アンケート
め、地域とともに子ど
の該当する項目(21～25)で3ま
もを育てる仕組みを
たは4と答えた保護者が60％
つくります。
以上
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。
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
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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。

