
 

 

 

平成 ３０ 年度 自己評価書 

学校園名  附属竹早中学校          

１ 学校経営計画 

  別紙のとおり。 

 

２ 自己評価 

領 域 重点目標・具体的取組 達成状況・成果と課題 評価 今後の改善方策 
学校関係者評価を踏まえた

今後の改善方策 

学校運営 

Ⅰ．幼小中連携教育の一層の充実の元に、他者

への理解を深め、多様性を尊重し、互いを高め

合う姿勢を育む教育の実践を目指す。 

①幼小中連携について具体的な取り組みと成果 

②「多様性を尊重し、互いを高め合う姿勢」教

育の実践 

③生徒と教員の信頼関係の構築 

④保護者と学校との信頼関係の構築 

⑤いじめ対策と指導 

⑥ホームページの活用と発信 

⑦働き方改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 

①年間１０回実施した幼小中連携研究会を

中心に、昨年度から開始した研究テーマ「

学びを深める場をつくる～自ら学びを深め

る子どもをめざして～」の元、１年間を通

して実践・研究を行い、１２月７日に幼小

中連携授業研究会、１月１８日に公開研究

会を実施した。火災事故のため昨年度は開

催を断念した公開研究会を開くことができ

、500名余りの参加者を得て、成果を上げ

ることができた。 

 

②中学校独自の研究課題として「多様性の

教育」に着目した研究を開始した。今年度

は校内研修において「多様性の教育」とは

何かについて検討し、金沢学院大学での校

外研修、及び校内授業研究会を行った。 

 

③常に学級担任と生徒との面談の機会を作

り、問題が起こった時には学年の教員団が

協力して対応に当たる。必要に応じて養護

教諭・SCとの協力態勢を作るなど、生徒の

状況に迅速に対応する体制ができており、

生徒一人一人を尊重し、教員と生徒が互い

に人と人として対応する状況が作り出せて

B Ⅰ 

①昨年度から開始した新たなテー

マがこれまで継続してきた幼小中

連携の実践・研究の基盤の上にあ

ることについて認識を明確に持ち

つつ、研究テーマの深化を図る。 

 

 

 

 

 

 

②「多様性の教育」について先行

研究の成果を踏まえるとともに本

校の校内状況の中での具体的な事

例について検討し、「多様性」の

内容を具体化する。 

 

③生徒と教員との信頼関係は個々

の教員、学年団、学校全体と常に

作る姿勢と努力をおこなっており

、今後も継続していく。 

 

 

 

・生徒・教師・保護者との

信頼関係をさらにより良い

ものにするために、校内の

組織体制や、連絡体制を一

層緊密なものにしていく。 

・外部への広報活動につい

てホームページの活用の仕

方、運営について検討し、

改善する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．各学年、各クラスにおける活動はもちろん

、諸行事や部活動等を通して中学１，２，３学

年が共に活動することにより、多くの人と人と

の関わり合いを経験し、その中から自分自身を

向上させる意欲を養う体制を一層充実させる。 

①諸行事の指導とその成果 

②部活動の指導とその成果 

 

いる。 

 

④三者面談、家庭との連絡等、教員と保護

者との連絡を密に行っており、養護教諭や

SCによる保護者からの相談にも対応してい

る。またPTA活動もさかんであり、教員と

保護者との信頼関係は構築できている。 

 

⑤いじめ研修や指導主事研修（都，区，大

学主催）に積極的に参加し、資質向上に努

めた。早期発見、早期対応を原則とし、学

年と加害者・被害者双方の家庭、対策委員

会との情報共有を迅速に行って対処した。

経過観察中の案件もあるが、全体的に初期

対応は、迅速に行えた。 

 

⑥本年度ホームページを改訂し学校経営計

画・校長の学校説明などを新たに加えた。

また逐次必要な情報を更新している。 

 

 

⑦業務の実態を把握し、何が重要で、どこ

に問題点があるのかを検証することが必要

であると判断し、教員全員で業務を振り返

り、本校として教育上、重要と考える点に

ついて整理した。 

 

Ⅱ 

①行事の指導に関しては、近隣からの騒音

苦情を十分配慮して行った。 

・特に運動会では、練習時間と回数を必要

最小限に絞って練習した。短時間の中で全

員が集中して練習することで、何とか例年

並みの運営を行うことができた。厳しい条

件の中で、運動会を成功させたことは、例

年以上の指導成果があったといえる。 

 

 

④今後も保護者との連絡を密に取

り、必要に応じた十分な対応を継

続していく。 

 

 

 

⑤加害者・被害者ともに平行して

指導を行っていくこと。両者の保

護者と密に連絡を取り、双方が納

得するような解決方法を相談しな

がらすすめていけるように努力し

ていく。 

 

 

⑥更新を行ったが、必ずしも必要

な情報を発信してはいない点につ

いて、今後一層検討し、より適切

な運用を行っていく。 

 

⑦変更したり縮小することができ

ることは何かを十分に検討する。

本校が目的とする教育内容を矮小

化することのないよう留意する。 

 

 

Ⅱ 

①・運動会に関しては、今年度の

練習計画を基盤とし、さらに安全

面を配慮した運営ができるよう種

目を改訂し、練習計画を工夫して

いきたい。 

・合唱コンクールで、休憩時間に

発声練習を体育館の外で行ったと

ころ、近隣から騒音苦情があった



・文化研究発表会においては、例年規模の

発表ができ、指導の成果が上げられた。 

 

① ②特にグランドで行う部活動は、騒音苦情

に十分配慮して、活動日を月～土に、活動

時間を日中に設定して活動を行った。条件

は厳しくなったが、活動の内容に関しては

、集中して工夫して取り組むことで例年並

みの成果を得た。 

ので、来年は改善策を考えたい。 

 

 

②短時間でより高い成果があらわ

れるよう、練習内容の精選に努め

る。 

教育活動 

Ⅰ．日々の学校生活を通して、さまざまなこと

に興味を持ち、主体的に学ぶ態度を育成する。 

①日常生活の基本的生活習慣を身につけさせる

。 

②公共心や奉仕的態度の育成。 

③総合的学習を通して継続して考察し、探究す

る態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．多様性を認め合う態度を育成する。 

①生徒同士の相互理解を促す指導 

②運動会、文化研究発表会、合唱祭の行事等に

おいて集団で協力して作品を作り出す喜びを体

Ⅰ 

①挨拶をすること、時間を守ることを年間

を通じて指導した。ほぼ全員の生徒が達成

できている。 

 

②正門を出てからの行動の仕方について、

年間を通じて継続的に指導を行った。正門

前にたむろしない。歩道は整然と歩く。バ

ス停では順番を守り、整然と並ぶ。車内で

は、荷物を抱えて持つ。近隣の落ち葉清掃

を３週間ほど行い、同時にご近所の方との

挨拶を励行した。 

 

③自由研究・卒業研究を通して、ものごと

を深く探究し、優れた作品を提出できるな

ど、一定の効果がある。また校外タイムで

は事前指導を中心に郷土や歴史、文化につ

いて調査し、互いに発表することを通して

、知識理解のほか、他者理解や協働の力を

身につけることができた。 

 

Ⅱ 

①各授業の学習活動におけるグループ学習

をはじめとし、常に話し合いや協力を必要

とする活動を取り入れている。また委員会

A Ⅰ 

①②一年間を通じ、全校集会や学

年指導で折に触れて話をし、励行

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③一定の効果が現れているので、

今後も実践を重ねていく。優れた

作品の蓄積は、学校においても大

きな財産になる。 

 

 

 

 

Ⅱ 

①授業の学習活動における学習形

態は勿論のこと、学習の内容につ

いても相互理解の重要性について

・これまで続けて来た伝統

的な行事を、近隣住民の方

々にご迷惑をかけることな

く続けていくための方策を

検討し、実施する。 



験させ、他者との協調、関わりを持てる生徒の

育成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．主体的に判断行動し、自己を律する力を育

成する。 

①部活動・委員会活動を通して生徒の思考力・

判断能力を高める。 

②進路を人生と向き合うことの一つと捉えさせ

、各学年における進路指導を適切に行う。 

活動や係活動、部活動でも相互理解を高め

る活動を実施している。 

 

②運動会においては、演技の中で、係活動

での運営面で、クラスの応援を通じて大い

に成果を得た。 

文化研究発表会では、委員会参加、部活参

加、クラス有志の活動を通じて大いに成果

を得た。 

合唱コンクールでは、クラスでの練習活動

と発表を通じて大いに成果を得ている。 

 

Ⅲ 

①生徒が主体的に取り組めるように支援し

ている。各部活動、委員会活動ともに例年

通りの成果を得ている。 

 

②各学年の段階に応じた進路指導を実施し

ている。 

 

取り上げる授業の開発を目指して

いく。 

 

②より積極的に他者との協力・強

調・関わりを持てるように行事を

改善していく。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

①より短時間で成果が上げられる

ように、活動を精選していく。 

 

 

②今後も１年生の段階から進路を

人生と向き合うことの一つとして

捉えさせる指導を実施していく。 

研究活動 

Ⅰ．幼小中連携教育・研究を土台とし、平成29

年度から開始した「学びを深める場をつくる～

子どもの姿と教師の手立てから探る～」のテー

マの元、現代的教育課題に取り組む。 

①どのように取り組み、どのような成果を上げ

ることができたか。 

 

 

 

 

Ⅱ．平成29年6月自治体と東京学芸大学が締結

した「GSP」について、本校は平成30年度から

「特別連絡進学」によって「学習機会の充実」

プログラムに参画する。本校が担う面接・オリ

エンテーション・対面学習に積極的に関わり、

「GSP」との連携を深めていく。 

Ⅰ 

① 年３回の幼小中連携授業研究会での実

践の実施とふり返り、また毎月行われる連

携研究会の議論を通して、学びを深めるた

めに必要な力につながる視点「学びを深め

る場をつくり、子どもを見とる視点」構築

した。また「学びを深める場をつくる」実

践の枠組みとそれに基づく実践を検証する

視点を竹早地区全教員で共有した。 

 

Ⅱ 

①校内支援体制の構築のために、今年度、

GSPから入学した生徒及びその保護者から

、日々の学習や生活の様子について定期的

に連絡を取り、問題になりうる点や今後の

検討課題を見出すことができた。 

A  

①次年度は、今年度の成果「学び

を深める場をつくり、子どもをみ

とる視点」を「自ら学びを深める

資質・能力」に発展させるととも

に、それを基礎に「学びを深める

場をつくる」手立てを検討する。

また幼小中連携カリキュラムに上

記資質・能力を反映させていく。 

 

Ⅱ 

①次年度は、GSPからの生徒が更

に増えるので、今年度にはなかっ

た事例が出てくることも考えられ

る。従って、引き続き、生徒及び

保護者と連絡を密に取り、今年度

幼少中連携の基盤を一層強

固なものにしつつ、現代的

教育課題を研究テーマとし

て取り上げていく。 



①具体的にどのような活動をし、どのような成

果を上げることができたか。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．「GSP」については平成30年度より入学す

る児童への支援において、研究的側面の深化と

制度の充実部分とを同時に確かなものにするこ

とが求められており、「GSP」との連携を密に

し、多くの知見を広く発信できるよう取り組ん

でいく。 

①どのように取り組み、どのような成果を上げ

ることができたか。 

また本校がもつ多様性の土壌をさらに深

化発展させるために、多様性の教育の研究

にも取り組んだ。初年度の今年度は、本研

究でめざす子ども像を議論し、多様性を生

かす実践について議論することができた。 

 

 

 

Ⅲ 

①入学した生徒及びその保護者から提供さ

れた情報を、集約し、それを定期的に行わ

れる大学とのCCSS委員会で示し、情報の共

有と、研究及び制度開発の方向性を検討す

ることができた。 

の成果を精緻化していく。 

 また、多様性の教育の理論枠組

みを、実践を通して精緻化すると

ともに、今年度の成果を広く全国

に発信し、考えを交流することを

通して、全国の学校現場に還元す

ると共に、研究の深化を図る。 

 

Ⅲ 

①引き続き、大学と連携自治体と

の情報共有や研究の方向性に関す

る議論を密に行い、研究の可能性

を探っていく。 

学生の教

育・支援

活動 

Ⅰ．学生が教育実習の中で、自身の教職志向や

適性を高めていけるような指導を実施する。 

①実習生と共に討論し、考察して教科及び学習

に関する考察と理解を深化させることができた

か。 

 

Ⅱ．教科に関する知識理解の徹底と実践的能力

の向上を目指す。 

①上記の成果を上げることができたか。 

 

 

 

 

Ⅲ．生徒が主体的に参加することができる授業

実践のために的確な事前事後の指導を行う。 

①上記の成果を上げることができたか。 

 

 

Ⅳ．現在の教育現場の諸問題に適応できるよう

な指導を行う。 

Ⅰ 

①授業後には実習生全員で授業考察を行う

など、成果や問題点を共有化し、次に繋げ

る試みが導き出せた。 

 

 

Ⅱ 

①Ａ類の学生の中には中学校の教科指導に

おける知識理解が充分ではない者もいるが

、授業実践を重ねることで、教材研究で知

識を深め、指導法における能力の獲得に向

けた取り組みが行われた。 

 

Ⅲ 

①事前事後の授業考察を通して、ポイント

となる箇所を改めて討論し、各自が提案す

るなどの前向きな姿が見られた。 

 

Ⅳ 

①知識理解の多様性も進んでいるが、それ

B Ⅰ 

①全員で討論すると時間が掛かり

すぎる。働き方改革が叫ばれる中

、どこまで時間をかけずに行うか

は、今後論議される必要がある。 

 

Ⅱ 

①大学とも連携し、事前事後指導

時に重ねて指導を行うと共に、自

覚を高めさせる。 

 

 

 

Ⅲ 

① (Ⅰ①と同じ)。 

 

 

 

Ⅳ 

①現在の教育現場における諸問題

・大学との連携を密にとり

つつ、教育実習生の実態を

把握し、かつ働き方改革と

の兼ね合いについても意識

しながら、実習生の指導の

工夫を行う。 



① 上記の成果を上げることができたか。 ぞれの生徒にふさわしい指導法を指導者か

らアドバイスすることで、実践的な指導法

を習得できた者もいた。しかし保護者対応

などの課題に対しては、学生に経験させる

べきかどうかは判断が難しく（むしろでき

ない）、学級におけるカウンセリングマイ

ンドを持った対応が精一杯である。 

は多岐にわたる。学生ができるこ

とには対応できるが、そうでない

問題が多すぎる。今後は大学も学

生が「諸問題」についてどこまで

適応できるかの方策を提案するべ

きで、一附属の事例として成果を

示させるべきではない。 

社会貢献

活動 

「地域のモデル校」「地域の研究拠点校」とし

ての役割を果たしていく。 

Ⅰ．文京区合同校園長会に年１０回程度出席す

る。 

①上記の成果を上げることができたか。 

 

 

Ⅱ．また文京区教育研究会にオブザーバー登録

し、区内公立中学校との授業公開・研修会等で

の相互交流を実施し地域の中学校に貢献する。 

①上記の成果を上げることができたか。 

 

Ⅲ．幼小中連携研究に関する書籍の刊行。本年

６月を予定している。 

① 上記の成果を上げることができたか。 

Ⅰ 

①文京区合同校園長会に校長・副校長のど

ちらかが原則として毎月出席した。文京区

の幼小中学校の様子や、文京区教育委員会

の方針等も知ることができ、極めて有意義

であった。 

 

Ⅱ． 

①文京区・豊島区の区教研に参加したり、

校内研究授業を参観していただいたりして

相互交流を行った。 

 

Ⅲ． 

①『子どもが輝く 幼小中連携の教育が教

えてくれたこと』東洋館出版社を２０１８

年８月に刊行した。２０１９年３月現在３

版。 

 

B Ⅰ． 

①今後の学校運営に生かすととも

に、こちらからの発信についても

検討していきたい。 

 

 

 

Ⅱ． 

①文京区を中心に、他の地区とも

さらに相互交流を図っていく。 

 

 

Ⅲ． 

①現在校内での新たな研究課題で

ある「多様性の教育」についても

近年中に書籍の刊行を目指す。 

・文京区の教育についても

情報を得ながら、地域との

交流を進めていく。 

・本校の教育実践や研究に

ついて、書籍の刊行化にむ

けて準備を進める。 

 

３ その他特記事項 

  2018年度学校アンケート調査（第3学年の生徒と保護者）の結果は次の通り。生徒・保護者ともに「竹早中学校に入学してよかったと思っている」「学校の雰囲気は非常に良い」に

ついて「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答したのは合わせて９割。また学校行事（校外学習・運動会・文化研究発表会）や卒業研究・自由研究への取り組みについ

ても９割が同様に回答している。保護者からは「特色ある学校作りが行われている」「学校は保護者会や学校・学年だよりを通して、学校の様子を伝えるように努めている」「校

則や生活上のきまりは、無理のないものになっている」「学校は子どもが社会性を身につけるための適切な教育をしている」について「そう思う」「どちらかといえばそう思う」

を合わせると９割にのぼる。一方、学習に関しては「教科の指導では基礎・基本の徹底がはかられている」に関して生徒は「そう思う」「どちらかといえばそう思う」が７割であ

り、保護者では６割弱となっている。また「学習方法や内容を確実に身につけている」「授業が楽しくて分かりやすいと思っている」についても７割に届かず、今後の改善すべき

重要な課題の一つである。 

 

４ 自己評価委員会委員，開催    平成３１年２月２８日（木）


