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1 今年度の学校の重点的な取 り組み

(1)学力向上

①学力調査等の分析による課題を明確にした授業改善プランに基づく授業改善を推進する。

②グループワークやペアワークを工夫した学習活動及び体験活動等を取り入れた授業を推進

し、主体的に学び確かな学力を身に付ける生徒を育成する。

③数学、英語における少人数・習熟度指導ガイ ドラインに基づく効果的な指導を展開する。

④学習指導補助員等を活用し、授業における学習支援や放課後等の補習の充実を図る。

(2)健全育成 (道徳教育、生活指導・進路指導、特別活動)

①道イ商斗の授業にローテーションによる指導体制を導入するとともに、指導と評価の一体化を図り道徳

教育の充実を図る。また、人権教育講演会を開催し、人権意識の高揚を図る。

②いじめ対策委員会を中心とした組織白敏寸応及び関係機関等との連携による指導の充実を図る。

③不登校対策として、SCや支援員の積極的活用により教育相談室における相談機能と学習機能の充実

ととともに市教育相談室等関係機関との連携による指導の充実を図る。

④「凡事徹底」により、挨拶、身だしなみ、時間厳守、清掃活動の指導等の徹底を図る。

⑤社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育成するため、系統的なキャリア教育を

推進し、「自分を知る」「ネ土会を知る」「未来を拓く」学習の充実を図る。

(3)特色ある学校づくり

①生徒会活動及び学級活動等において、日常的な活動においても生徒が主体的に取り組むよう指導

し自主的 。自治的な集団づくりを一層推進する。

②学習規律と人間関係づくりを重視したスプリングスクール、宿舎での自主 。自律した生活と成就

感を味わわせるスキー移動教室の実施等、生徒主体の学校行事づくりを実践する。

③保護者や地域と連携した安全指導を実施し、安全安心な学校づくりを行う。

(4)健康・体力づくり

①保健体育や部活動及び体力測定 。長縄跳び大会 。東京駅伝等への取組を通じて、体力

の向上を図る。

(5)学校運営 (特別支援教育を含む)

①特別支援委員会における情報共有と対応協議の充実と関係機関等と連携した指導を推進す

る。

②特別支援学級との生徒間交流及び、教員間の出前授業等、支援・協力体制の構築を図る。

(6)家庭 。地域等との連携 (信頼される学校)

①PTAや学校支援地域組織の充実、学校だよりの町会への回覧や学校ホームページ等の充実



を軸に、家庭や地域社会との連携をより強めることによって、安全で安心できる学校づく

り、開かれた学校づくりを推進する。

2 自己評価の総括

(1)学力向上

授業改善を推進するため、授業改善推進プランを9月 に作成した。また、生徒による授業

評価アンケー トを7月 と 12月 に実施 した。ねらいの明確化、教え方や教材の工夫等 6項目に

ついて概ね良好であるが、引き続き生徒の実態等に応 じた授業改善を行 う必要がある。

学校評価アンケー トにおいて、「授業は丁寧で分かりやすい」と肯定的に回答した生徒の割

合が 81%、 保護者 66%(「 わからない」の割合が 19,7%)と なっており、保護者については日

標値 (80%)を下回っている。少人数・習熟度別指導については、「成果が出ている」と肯定

的に回答 した生徒の割合は、数学では、61%、 英語では 62%、 保護者の割合は数学では 72.4%、

英語では 77.6%と なってお り、昨年度の数値を超えておリー定の成果は認められるものの十

分ではない。授業改善の一層の推進を図る必要がある。

補習等については、放課後、定期考査前、長期休業期間等様々な場面で、教科別学年別に

全校体制で実施 している。外部人材を積極的に活用し、諸活動等との調整を図りながら、充

実を図る必要がある。また、家庭学習の習慣化については、 3年生では 「毎日」が最も多く

50.9%、 2年生では「週に 1, 2日 」が最も多く 39.4%、 1年生では「週に3,4日 」が最も

多く46.2%である。「全くしない」は、 1年生が 9.4%である。週に3日 以上の頻度で家庭学

習をしている生徒は、 3年生が 92.1%、 2年生が 48.5%、 1年生が 59.1%である。授業以

外に1日 に 1時間以上学習をしている生徒は、3年生が 86.8%、 2年生が 54.5%、 1年生が

55.2%で ある。家庭学習の習慣化については、学年により差が出ているので指導による効果

があることがわかる。今後も工夫して指導を継続していく。

(2)健全育成 (道徳教育、生活指導 。進路指導、特別活動)

授業や行事等における全教職員の共通認識・共通実践により、一定の成果が見られる。「学

校行事 (合唱コンクールや体育祭等)に積極的に参加 し、達成感を感 じている」と肯定的に

回答 した生徒の割合が 82%、 「部活動を頑張っている」が 73%で あり、諸活動に前向きに取り

組んでいる生徒の姿が浮かぶ。また、「服装、時間、あいさつ等学校の決まりや約束を守って

いる」と回答 した生徒が、90%で ある。多くの生徒が、基本的生活習慣の大切さを意識 して行

動 しているということができる。

今後は、自らの生き方 (進路選択を含む)を視野に入れつつ、様々な場面において生徒が

自ら判断し行動できるよう指導するとともに、学校生活等における自治活動を推進 していく。

いじめ問題について、生活指導部を中心に、いじめ対策委員会等による情報交換・情報共

有を基に、組織的に早期発見、早期対応、継続指導を行 うことができている。

また、不登校生徒については、 1月 末現在 30日 以上欠席生徒発生率が 5.2%、 昨年度の

同時期と比較して 0.7%減少 している。これは、日標 (目 標値 :都平均)を達成できなかった

だけでなく、大きな課題である。 しかしながら、校内委員会で対応策等を検討し、担任が中

心となって関係機関等に連携・協力していただき、 3年生ではほとんどの不登校生徒が相談

室に登校できるようになり進路決定できている。これは、本校の教育相談機能の成果と考え
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られるが、不登校生徒の出現率を減少させる未然防止策が必要である。

(3)特色ある学校づくり

今年度、体育祭及び合唱コンクールを生徒の実行委員会形式とし、生徒が主体的に学校行

事に取 り組めるよう改善を図ったところ、生徒の主体性が発揮され成果が見られた。また、

学校生活においても生徒会本部が中心となり自治活動に取 り組めるようになってきた。

(4)健康・体力づくり

パラアスリー トやラグビーの指導者を講師として招聘 して講演会を開催 し、健康的な体づ

くりの必要性や目標に向かって取 り組む強い意思の醸成を図った。

(5)学校運営 (特別支援教育を含む)

管理職、主幹教諭等による企画経営会議を、毎朝及び週 1回一単位時間を定例化 し、課題

整理と迅速な対応の協議をすることにより、組織体制の強化を図ることができた。特別支援

教育コーディネーターを 3名体制にし、 SC、 SSWと 連携 した校内特別支援委員会の充実

が図られ、支援体制の強化が図られた。

また、通常学級と特別支援学級の教師相互の支援により、支援・協力体制の構築を図れた。

今後も形を固定せず、 8組 と9組の実態に応 じた柔軟な対応を図っていく。

福生市教育委員会研究奨励校として、授業改善推進プランに基づいた授業研究を全教科で

実施 した。また、ペアワーク・グループワークを取 り入れた対話的な授業形態を実施するこ

とにより、生徒にとって魅力的な授業改善を図ることができた。今後も研究を継続 し、指導

と評価の一体化、個に応 じた指導、考える道徳の授業等、一層の質的充実を図りたい。

(6)家庭 。地域等との連携 (信頼される学校)

おや じの会と協働 した校庭清掃、地域支援本部による特別支援学級の校外学習補助等、地

域人材の活用等については、順調に進んだ。また、落ち葉掃きやパ トロール活動においてP

TAと の連携も進めることができた。

小 6に よる中学校訪間、入学前パンフレット配布、三校合同研修による課題共有等を実施、

共通認識・共通実践に多くの成果があった。

学校だよりを町会へ回覧するなど、開かれた学校づくりに取り組むことにより、地域との

連携を推進することができた。今後もこれまでの成果を踏まえて、一層の質の充実を図って

いきたい。

3 自己評価 に対する改善策

(1)学力向上

① 学力調査等の分析による課題を明確にした授業改善プランに基づく授業改善を推進する

とともに、データに基づくきめ細やかな指導を充実させ、指導と評価の一体化を推進する。

② グループワークやペアワークを工夫した学習活動及び体験活動等を取り入れた授業を推

進し思考力・判断力・表現力を育み、主体的に学び確かな学力を身に付ける生徒を育成す

る。

③ 数学、英語における少人数・習熟度指導ガイ ドラインに基づく効果的な指導を展開する。
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④ スクールアシスタント等を活用し、授業における学習支援や放課後等の補習の充実を図

る。

(2)健全育成 (道徳教育、生活指導 。進路指導、特別活動)

① 道徳科の授業にローテーションによる指導体制を導入するとともに、指導と評価の一体

化を図り道徳教育の充実を図る。また、人権教育講演会を開催し、人権意識の高揚を図る。

② いじめ対策委員会を中心とした組織的対応及び関係機関等との連携による指導の充実を

図る。

③ 不登校対策として、SCや支援員の積極的活用により教育相談室における相談機能と学

習機能の充実ととともに市教育相談室等関係機関との連携による指導の充実を図る。

④  「凡事徹底」により、挨拶、身だしなみ、時間厳守、清掃活動の指導等の徹底を図る。

⑤ 社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育成するため、系統的なキ

ャリア教育を推進し、「自分を知る」「社会を知る」「未来を拓く」学習の充実を図る。

(3)特色ある学校づくり (特別活動)

① 生徒会活動及び学級活動等をはじめ、日常的な活動においても生徒が主体的に取り組む

よう指導し自主的 。自治的な集団づくりを行い、自治活動の推進を図る。

② 宿舎での自主 。自律した生活と成就感を味わわせるスキー移動教室の実施等、生徒主体

の学校行事づくりを実践する。

③ 保護者や地域と連携した安全指導を実施し、安全安心な学校づくりを行う。

(4)健康・体力づくり

① 保健体育や部活動及び体力測定 。長縄跳び大会 。東京駅伝等への取組を通じて、体力

の向上を図る。

(5)学校運営 (特別支援教育を含む)

① 特別支援委員会における情報共有及び対応協議の充実と関係機関等と連携した指導を推

進する。

② 特別支援学級との生徒間交流及び、教員間の出前授業等、支援・協力体制の構築を図る。

(6)家庭・地域等との連携 (信頼される学校)

① コミュニティ・スクール委員会を活用し、PTAや学校支援地域組織の充実、学校だよりの

町会への回覧や学校ホームページ等の充実を軸に、家庭や地域社会との連携をより強める

ことによって、安全で安心できる学校づくり、開かれた学校づくりを推進する。

4 学校 の総括

平成 31年度は 3回の学校評議員会議を実施 し、学校経営方針及び学校評価 (ア ンケー ト含む)

等の説明、本校の教育活動に関わる情報提供、授業参観等を行 うとともに、意見交換を実施 し

た。学校評議員及び町会長の皆様に教育活動アンケー トに答えていただき、第 3回の学校評議

員会議において、生徒・保護者・教職員及び学校評議員・町会長の皆様による授業評価・教育

活動アンケー ト等の資料を提示し意見交換を行 うとともに、各項目に対する評価をしていただ

いた。学校評議員の意見及びアンケー ト等をまとめると次のとおりである。

(1)学力向上

① 家庭学習ができない子が多く、保護者も困っていますが、これは学校の指導だけではな
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かなか進みません。子どもたちに「問題が解ける喜び」を感じさせ、家庭学習を習慣づけ

させるため、保護者も一緒に取り組んで欲しいものです。

②  「この公園には、滑り台をする。」漢字が書けない、文章をつくれない、文章・内容が理

解できない等々、国語力危ぶまれています。パソコン等の活用も重要ですが、日常生活で

最も基本となる国語力のアップにも力を入れてください。(パ ソコン、スマホの普及が全て

ではないが、国語力の低下の一因となっていると思います。)

(2)健全育成 (道徳教育、生活指導 。進路指導、特別活動)

① 先生方との信頼関係も深く、落ち着いた環境の中で勉学に勤しんだり、学校行事や部活

動などで主体的に活躍したりする姿は、見ているものに安心と頼もしさを感じさせてくれ

ます。

② 体育祭、合唱コンクール等、学校行事を生徒たちに企画・運営を任せて、生徒の自主性

を重んじ、その達成感を味あわせることは、とても生徒たちの自信に繋がることで、素晴

らしい方針だと思います。

(3)特色ある学校づくり (特別活動)

① 先生方にとって部活動は、無償の時間外労働との認識もあったかと思います。働き方改

革の時代に「部活動による生徒への教育」を正当な教育活動として世間一般に認知してい

ただき、相応の人員と予算を配分していただくよう要望していっていただきたいと思いま

す。

② 各行事の実施に対しては、生徒たちが主体的に一生懸命取り組んでいるのが、素晴らし

いと思います。

③  「一中だより」を毎回読ませて頂いていますので、年間で多種多様な学校行事を行って

いくのは、教職員の皆さまが大変な努力をされていることがよく理解できました。

④ 地域で協力できる事がありましたら、遠慮なく言ってください。

(4)健康・体力づくり

① 東京駅伝に一中からたくさんの生徒が選ばれているのは、部活動の種目が増え、充実してきた

こともあるかと思っています。

(5)学校運営 (特別支援教育を含む)

① 昨年の生徒アンケー トの結果で、「学校のいじめ対応努力に不服 (28%)」 、「生徒の気持

ちを大切にしてくれない (18%)」 、「相談に親身に応えてくれない (12%)」 など、どのよ

うな理由で否定的であったか気になります。 一概には言えませんが、そのような生徒が、
「気持ちよく挨拶できない (14%)」 、「学校に行くのは楽しくない (20%)」 、「主体的に行

動できない (25%)」 と答えた生徒と重なって見えます。たかが 10%と いえども、全校で

約 40人一クラス分の生徒たちです。見逃せる数字ではないと思います。自分の存在に気づ

いてほしいと学校側にサインを出しているような気がします。手前勝手な要望ですが、こ

の機会に、声を上げられない生徒に手を差し伸べて、問題解決に向けてご指導、ご支援い

ただければとお願いいたします。

(6)家庭 。地域等との連携 (信頼される学校)

① 登校時等々、地域の人達にもっと積極的に挨拶ができる生徒に育ててください。
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5 学校関係 に対す る改善策

(1)学力向上

① 家庭学習の習慣化を図るため、生徒へ自主学習の啓発指導を行 うとともに、各教科で計

画的に宿題を出すなどして家庭学習に取り組ませていく。また、各学年で生徒に家庭学習

の時間等を記録させ、その成果を称え意欲の向上を図る。

② 日常的な指導の中で、主語 。述語等の使用について指導を徹底していく。また、行事等

を活用して、レポー トや作文指導の時間を確保する。

(2)健全育成 (道徳教育、生活指導 。進路指導、特別活動)

①いじめ・不登校への対応については、学校の取組等を保護者等へ周知するとともに、未然

防止策についての啓発活動を実施する。また、ひとリー人の生徒に寄り添った対応をして

いく。

② 「凡事徹底」を継続し、生徒の健全育成を一層推進していく。

③相談体制の充実を図り、誰に相談すればよいかわからない生徒を0にする。系統的なキャ

リア教育を推進し、「自分を知る」「社会を知る」「未来を拓く」学習の充実を図る。

(3)特色ある学校づくり (特別活動)

①多くの生徒が活躍できる機会を工夫する。

②日常生活における生徒会活動の推進を図り、生徒の自治活動を一層充実させる。

(4)健康・体力づくり

①保健体育や部活動及び体力測定 。長縄跳び大会 。東京駅伝等への取組を通 じて、体力

の向上を図る。

(5)学校運営 (特別支援教育を含む)

①生徒会活動の活性化を図り、生徒同士でルールや決まりが守れる学校づくりを推進する。

②特別支援学級と通常級の交流を一層推進し、特別支援教育の充実を図る。

(6)家庭 。地域等との連携 (信頼される学校)

①学校 。PTA。 おやじの会との連携を図り、コミュニティ・スクールの指定に向けて地域

との連携を一層推進していく。また、PTAと 町会との関係等について、二小学区・三小

学区の実態を考慮して連携を進めていく。

(7)そ の他について

①教科及び学級活動等を通じて家庭学習の習慣化を図っていく。

②授業参観への保護者の参加数を増やすことについては、広報活動等を通じて啓発を図って

いく。

③生命尊重については、教育活動全般を通じて取り組んでいく。

6 総括的な学校評価

本校は、ここ数午の落ち着いた教育環境を維持 しつつ、学校教育目標のである「健康で思い

や りある人をめざし、進んで学び、よく考えよう、正しく判断し、実行 しよう」の具現化に向

けて、「生徒一人一人を大切に、生徒を中心に据えた教育」「10年後、20年後を展望し、社会の

変化に対応 した教育」を推進 してきた。その結果、生徒の主体的活動や学力向上にその成果が

表れてきている。今後もさらに教育活動の充実を図り、この方針を推進 していく。
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そのためには、これまでのよき手法は着実に踏襲 しつつも、新たな視点からの方策を積極的

に導入するとともに、組織を機能させ学校の総力を挙げて、教育活動を展開する必要がある。

一方、教職員は、本校教職員の最大の良さである機動力を発揮 して、学力、健全育成等に関

わる課題を共有しその解決に向け、取り組んでいるが、ミドル リーダーの不足や経験年数のバ

ランス等組織上の課題は解決されていない。個人の指導力向上はもとより、組織としての力量

をよリー層強化していく必要がある。さらに、働き方改革を推進することにより、より質の高

い教育活動を目指していきたい。

今年度は、体育祭・合唱コンクールを生徒の実行委員会形式で実施するなど、「生徒の自主性、

主体性を育む指導」「考えさせる指導」「配慮のある指導」を一層推進 してきた。また、日常的

な学校生活における自治活動の充実を目指 して、生徒会本部役員が中心となり自治活動を展開

できるようになってきた。さらに、今後も課題に即した実践的な校内外の研修による職層に応

じた教職員個々の力量及び組織としての力量の向上、企画経営会議を中心としたマネジメント

機能の強化、組織体制の強化と組織的対応の充実を図り、関連機関と一層の連携を図るととも

に、「夢や希望を育み、未来を切 り拓く力を育てる学校」を創造していく。
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