平成２９年度 大田区立大森第六中学校 自己評価 報告書
平成30年3月12日

○ 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月には校庭が一面桜の花で覆われる。校庭の竹林にはたくさんのタケノコは給食の食材として活用して、春の香りを楽しんでいる。区民の憩いの場である周囲を15分ほ
どで歩くことができる風光明媚な洗足池が本校に隣接しており、運動会の長距離走ではここがコースとなる。生徒たちはこの池にホタルを自生させる活動にも取り組み、毎年その風情は地域の方からも喜ばれている。また、落ち葉を集めて作るミミズコンポスト、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。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、環境を保全するための環境教育や､災害に立ち向
かう姿勢をつくる防災教育を中心に､国際理解・交流教育、地域連携教育、人権尊重・平和学習等を行い、生徒の自己有用感、自己肯定感を育んでいる。自らの育った地域への愛着を持ち､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ための基盤をつくる教育実践を行っている。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

これまでの取組
及び
今後の改善策

４：生徒による授業アンケートのうち、生徒の自
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 己評価の項目(１～７)で３または４と答えた生
徒が90％以上
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。
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
力
向
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
着させます。
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。
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
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授業改善推進プランを、授業に生かす。

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91.70％（昨年度は92.47％）と
概ね良好な状況であった。昨年度の達
成率より少し下がってしまったのは、定
期考査期間と研究発表会等の時期が
重なり、「青竹クラブ」を充分な時間を
とって実施できなかったことが一部起因
すると思われる。来年度は土曜補習と
平日の補習をうまく組み合わせて、長
い期間の中で個別指導をより充実させ
ていきたい。

コメント
学力が高い方で学習塾に通わない生徒が多いことに好印象をもちました。限られた時間
を工夫して効果的な補習に取り組まれている成果だと思います。
思考力、判断力、表現力に重点を置いた指導の成果が表れていると思います。
青竹クラブでの補習授業は継続して取り組まれており、塾に行かずとも先生方に見守ら
れていて、引き続き充実させていただきたく思います。
多くの子どもが塾に通うが「青竹クラブ」の意義は大きい。誰もがこの補習を受けられるこ
とを大切にしてもらいたい。
土曜補習に参加する生徒が学期が進むにつれ少なくなる。
わからない所がわからない生徒に対する学校との連携は必要に思う。（チェックシート等）
また今後、外国との交流が増えていくことが考えられることから、色々な国の方と話が出
来るよう学校の前にある東工大留学生寮などとの交流ができると良いのではないかと感
じた。
学校の根元には小学校でどれだけ頑張ってきたかがあると思います。今後も小中一貫教
育に力を入れてほしいです。
行事が重なったとはいえ、90%以上の達成率を示しており、適切な評価がなされていると
思う。

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 １：生徒による授業アンケートのうち、生徒の自
導講師が協力して、国語・社会・数学・理科・英語の五教科の 己評価の項目(１～７)で３または４と答えた生
補充授業実施する。
徒が60％未満
すべての教科で「主体的、対話的で深い学び」に取り組み、ＥＳ
Ｄを推進する。

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。

豊
か
な
心
を
育
む

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
３：生徒学校評価アンケートの該当する項目(1
う。
～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
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 が80％以上
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 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。
みます。

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。

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。

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
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・
せて意欲や気力の元
改善をねらいとした「食育」を推進する。
となる総合的な体力
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。

持久走の記録をチェックシートで、昨年度の記録と比較させる
ことで、生徒の向上心を高める。また、その記録を保護者にも
知らせる。

授業公開日の授業評価を、その後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。

教
育
環
境
向
上

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

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。

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
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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

東京都教育委員会「持続可能な社会づ
くりに向けた教育推進校」としての中間
発表に向けて、ユネスコスクールとして
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
90.22%の達成率になった。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
71.15%（昨年は75.1%）とまだ不充分で
あった。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。今後
は、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
の活動や学習がどのように「持続可能
な社会づくり」に関連し、貢献してする
かを気付かせていきたい。

４：生徒学校評価アンケートの該当する項目
（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90％以上
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
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
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成果指標達成率は77.9%（昨年度79.6％）で
あった。「学校の施設・設備は十分に整って
いる。」（達成率65.6％）や「給食は工夫され
ていて、おいしい。」（達成率68.0％）という設
問の達成率が低調だったことが原因である
思われる。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。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。

学校へお伺いするたびにお会いする生徒さんの多くがしっかりとあいさつをされることに感
心しております。
ボランティア活動は大変よいと思う。人の気持ちを知り、がまんする事も大事、今後も積極
的に参加を。
いじめはとても少ないと思うが、絶対に許さない姿勢と思いやりのある適切な対応をお願
いしたい。
ＥＳＤ教育の成果は生徒たちの様子で伝わっており、教職員の皆様の熱意と努力に感謝
しております。
自己肯定感は小さいうちから養われなければならない。家庭環境も大きい。
前向きに考えることができるのはとても大切で、不登校や問題行動などがどのように変化
していくのか期待している。
豊かな心も学力同様に中学校に入る前にどれだけ思いやりを持って行ったかなどが関係
していると思います。小中一貫教育頑張ってください。
規範意識の高い生徒の様子が伝わって頼もしく感じます。
自己肯定感の達成率の分析がなされており、今後の取組の見通しが明確に打ち出され
ていてよいと思う。

評価としてはもう一つ上げてもよいと感じる。
評価が厳しいと感じています。
評価2は厳しいと思う。あたりまえと思っている事がとても貴重でいかに有難いことである
ということが、生徒の皆さんも保護者の方々も気づけると良いですね。
豊かな自然環境が皆あたりまえではない。地域の中で体力向上につなげるには大変良い
環境だと思う。
「地産地消」が給食に活かされていることに驚きました。こうした独特な取組が続いていく
ことを願っております。
体力向上の取組内容に関し、どう改善していくのか、特に評価の低かった項目について
の改善策を明確に示してほしい。
学校生活で一番大切なことは、物質的なものでなく、勉強する環境、友だちとのコミュニ
ケーション、部活動などである。
体を作る基礎として食べ物は大切、ＥＳＤ教育の中でも生徒に気づいてほしいと感じる。ま
た体力等は二極化していないのだろうか？オリンピック・パラリンピック教育もあるので、
様々なトレーニングに関する情報も出てくるので、うまく活用できると良いのでは？
フードプロジェクトは素晴らしい取組だと思います。今後が楽しみです。
改善策であるフードロスプロジェクトという具体的な方向性が出ていてよいと思う。

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
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

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

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。
２：生徒による授業アンケートのうち、生徒によ
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 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
業を実施する。
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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。
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

タブレットの導入と活用が進み、今後も研鑽を深められることと思います。
非常に多忙な中で、研究発表会への取り組み、タブレットなどのＩＣＴを活用した授業の工
夫などご尽力されていることに頭が下がります。
教職員の皆様の生徒を育てる意識と道徳教育は大切だと思います。成果を認めておりま
すし、さらに期待しております。
今後とも先生方にはご指導いただくわけだが、タブレット活用等、先生方も忙しくなられる
のではと少し心配である。
「ＳＤＧsの達成に向けた学校教育の取 電子黒板も入り、インターネットも気軽にできる、という報告を聞き、将来的には教科書も
組～カリキュラムマネジメントの工夫と いらなくなると考える。
導入されたＩＣＴ機器の活用を期待しています。生徒がプレゼンテーション力を身に付ける
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 ための道具になると良いと思います。
の中間発表を実施したこともあり、成果 90%以上の達成率であり、適切に評価がなされていると思う。
指標達成率は90.2%と概ね満足いく数
値であった。（昨年度は93.4％）特に、Ｓ
ＤＧs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台導入されたことから活
用率も急激に高まっている。来年度の
本発表に向けてよりＳＤＧs達成のビ
ジョンをより明確に描くことが課題であ
る。

研究発表会に向けてのＳＤＧｓを念頭においた、校内の研究授
業を授業に生かした。
４：保護者学校評価アンケートの該当する項目
教育目標・学校経営方針・学校評価等の基本情報、児童・生徒 (21～25)で3または4と答えた保護者が90％以
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 上
り、積極的に情報を発信する。
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 ３：保護者学校評価アンケートの該当する項目
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、 (21～25)で3または4と答えた保護者が80％以
適正な評価を受けるよう努める。
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、地域力を生かした特
もに相互の連携を深
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の該当する項目
め、地域とともに子ど
(21～25)で3または4と答えた保護者が60％以
もを育てる仕組みを
上
つくります。
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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成果指標達成率は85.1%(昨年は89.7%)と概
ね満足いく数値であった。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。保護者の皆様から
のアンケートで「学校の施設・設備は整って
いる。」の項目の成果指標が62.7%（昨年は
64.0％）と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が、学校美化活動を中
心とする環境整備の活動は今後も継続して、
古くても学習活動の環境は「NO.1」となれるよ
うな学校を作っていきたい。今後も「地域は屋
根のない学校」として生徒はもちろん、保護
者の皆様や地域の方々にとっても温かみの
ある学校を作っていく。

学校の老朽化は仕方ありませんが、きれいに整備されていると思います。地域とのつな
がりを大切に取り組んでおり、生徒たちは地域の中で頼もしい存在です。地域の大人の
ひとりとして六中生を応援しております。
これまでも地域との連携が進んでいることを伺っておりました。改めて地域との連携が強
いことを実感しました。
学校防災訓練等において、学校との連携は心強く思い感謝いたします。
地域活動への積極的参加、協調性を大いに評価したい。
成果評価に対しては妥当と思うが、分析については少し意見がある。保護者アンケート
で％が上がっていないのは、設備が古いことが考えられると思う。例えばトイレ。今どきの
男子は洋式でないと出来ない人もいると聞く。そういうことも考えてみてはどうか？また地
域も学校に協力はしたいが、地域の行事と学校の行事が重なることがある。そこの調整
が必要と聞いたことがある。
学校の美化活動は、一人一人が意識をもってきれいにする、これが大切。「古くても」美し
いをkeepしてほしい。
ＩＣＴ機器の導入に並行してＨＰの方も更に進んでいくことを期待しています。
施設の老朽化をカバーすべく取組の方向性が出されていて大いに期待したい。

○「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。

