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平成２３年度 自己評価書 足立区立西新井中学校 学校長 笹 子 隆 雄

１．総評

(1) 年度初めの学校の状況 【学校の現状及び前年度の成果と課題】

＜学校の現状＞

新学習指導要領の主旨を生かした、確かな学力の定着と向上

研究授業をとおし授業力の向上を図るための研修を定期的に実施している。また、他校では見られないよう

な研修取組もある。しかしながら、生徒の授業評価では、わかる授業工夫に満足している生徒は４０％にとど

まり、授業規律を含めた生徒指導に課題を求める。授業と連動した家庭学習の充実が必要。

平成24年度完全実施に向け、各教科でその趣旨を生かした研修を深め、学習指導と生活指導を両輪
として「話を聞く態度」「規律を守る態度」「挨拶」の指導は、今後も不可欠と考える。

子どもの信頼に信頼関係に基づく生徒指導の充実

問題行動を未然に防止するため、日頃の規律を徹底しながらも生徒との信頼関係を地道に築いている。信頼

関係づくりには「構成的グループエンカウンター」や「教育相談研修」を通して研修している。

「悩み事アンケート」や、生徒の声に耳を傾ける教育活動は今後も重要。構成的グループエンカウンター

など、教育相談に軸を置いた生徒指導は今後も推進する。広汎性発達障害等、教育相談のレベルをこ

えた対応は、学校外の諸機関との連携、さらには医療関係に広げたネットワークが課題である。

教職員の専門性・資質・人間性の向上

「生徒の意欲を引き出すための授業改善」をテーマに校内研修を実施。「教員自己診断」も、自己能力の達成

度を確認する機会となっている。本校では教科を越えた授業改善プロジェクトチームで、研究授業を実

施する前に｢事前検討会｣を開く。教科をこえた検討会は、教員の授業改善への意識高揚にもつなが

り、今後も広げ、常に課題をもって資質向上にあたる研究態勢を整える。

教育環境の整備

学校図書館の整備・学校図書館支援員の配置・新刊本紹介コーナーの設置など、読書環境の充実については

着実に進んだ。朝読書実施に向けた環境整備も進み朝読書活動に対応している。掲示の工夫などの学習環境の

整備、生徒作品の掲示など、落ち着いた校内環境の実現に努めた。学校外壁の塗装を１６８名参加の校内美化

ボランティア活動で行ったことは、地域・保護者・生徒・教員による教育環境の整備に取り組む学校の姿勢を

広く示すことができた。活動後の合同反省会では、地域の方々の紹介もでき、意義は大きい。各学級で

の整備は、整備状況や作品展示など良く配慮されたものであった。

豊かな成長を図る地域協働型の学校経営の推進

生徒の豊かな心をはぐくむため、数多くの地域行事や校内でのボランティア活動に取り組み、延べ９７４名

の生徒が参加した。生徒に奉仕の精神を学ぶ場として教育的効果は大きいと思われる。また、新たな取り組み

として町会と西新井警察署共催の｢足立区ビューティフルウィンドウ作戦｣を２回実施し、環境浄化の啓発に資

することができた。地域連携型の各種ボランティア活動は、生徒に｢良かった｣と思える成就経験をさせ

たい。保護者の協力をあおぎ生徒会担当教員の負担配慮を課題とし、生徒の活動範囲を確保していく。

(2) 今年度の重点目標とそれに向けた取組みの概要

重点的な取組事項－１ 新学習指導要領の主旨を生かした、確かな学力の定着と向上

○24年度使用教科書を研究用資料とし常置し、各教科で活用し新年度教育計画に活かした。

○電子黒板が１台配置され社会科を中心に活用した。夏季休業中は臨時研修会を設けたほか校内研修等で

も多用した。年度末には、後付け式の電子黒板２台が追加配置された。次年度の活用を推進する。

○校内研修は年間６回の他、授業改善プロジェクトチームを中心に年間５回の研究会を設けた。都や全国
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の各研究会参加者は他職員への報告をしている。

○言語活動指導では、国語科を中心とし、各教科でも言語活動をすすめるほか、構成的グループエンカウ

ンターの授業を各学年で実施し、生徒間の交流の在り方を指導した。

○家庭学習・放課後学習では、学習支援員を中心に毎週水曜日に｢放課後学習教室｣を学校図書館を活用し

開室している。ほかに定期考査１週間前は毎日開室している。

重点的な取組事項－２ 子どもの信頼に信頼関係に基づく生徒指導の充実

○「事後の生活指導より、未然防止の生活指導を」を合い言葉に各学年で指導を進めた。毎週の朝礼で

は、無言入場・礼法の徹底を図り、規範意識の向上にあたってきた。校内巡視は、全教員を週時程の中

に配置し、校内美化を兼ね年間を通し実施した。また記録日誌により共通理解を図った。挨拶指導につ

いては、毎朝、教員・保護者・生徒による挨拶運動を通年行うことができた。

○教育相談態勢の強化・不登校生徒の登校復帰については、「悩み事アンケート」を年2回実施したほか、

必要に応じ｢いじめアンケート｣を実施し、その未然防止と解決にあたってきた。スクールカウンセラ

ー、子ども家庭支援センター、児童相談所、教育相談センターとは常時、連絡を欠かさず、本校コーデ

ィネーターを中心に教育相談委員会が中心に取り組んだ。

○特に、１月以降は教育相談センター登校支援担当係からは、筑波大学のスーパーバイザー派遣を受け、

３０日以上の欠席生徒全員の個別指導計画に基づき、個別対応への指導を受けた。

重点的な取組事項－３ 教職員の専門性・資質・人間性の向上

○教科・領域の授業研究については、年間計画に位置づけた研究授業の他、｢相互授業観察週間｣を設け、

日々の授業の工夫・改善にあたった。新学習指導要領をふまえた授業改善として、先行実施の教科を中

心に研究を進めた。

○分科会形式研修では、確かな学力や達成感のある学習指導を目指す｢学力向上部会｣、道徳､特活、総合的

な学習の時間を見直す｢道徳・特活・総合部会｣、予防的生活指導や問題発生時対応を研究する｢生活指導

部会｣、教育相談や生活基盤整備をめざす｢健康と安全部会｣にわかれ､各視点で課題と対応を研究した。

○電子黒板の特別配置に対応し活用方法の校内研修を臨時に企画した。電子黒板、書画カメラ、大型テレ

ビの活用が社会、理科、数学から始まった。指導の１ツールとして、次年度は活用法を研究していく。

重点的な取組事項－４ 教育環境の整備

○学校図書館の充実では、学校図書館支援員の配置により格段にその環境は向上した。本校の学校図書館

の課題は図書館自体の面積が狭く座席数が24席しか確保できないことである。３名の学校図書館ボラン

ティアと図書館支援員は、業務日誌の他、校長・副校長との昼休み打合せで連携態勢を図っている。

○施設･設備･校内掲示の充実については、美術科担当教員が中心となり、生徒の作品掲示が絶えることの

ないよう配慮した。学習意欲を喚起する学習資料を配置するなど、学習環境の整備にあたった｡

○放課後学習教室は、毎週水曜日の他、試験１週間前は連日開室した。夏季休業日には、４週間を｢学習教

室｣として開室し、大学生の学習支援員を配置した。利用生徒は、延べ828名(2月末現在)に至る。

重点的な取組事項－５ 豊かな成長を図る地域協働方の学校経営の推進

○小中連携は、「西一小まつり」「西二小フェスタ」への参加」「生徒会による学校説明会(３回)」｢職場

体験学習(３校)｣、｢部活体験｣、｢少年消火隊の演示｣を実施し、円滑な連続をめざした。中高連携では、

都立足立工業高校での｢ものづくり体験学習会｣(５回)を実施した。

○地域連携ボランティアの推進については、｢西新井住区まつり｣｢親と子のふれあい音楽祭｣｢第五地少協運

動会｣｢環七浄化作戦｣｢西新井中学校避難所訓練｣｢保護司会社明パレード｣｢西一小まつり｣｢西二小フェス

タ｣｢フラワーボランティア｣｢全校美化ボランティア｣ ｢消防合同点検訓練｣等に参加し参加数は延べ928名

(２月末)により、青少年委員､地区対､地元消防団等との連携を深めている｡なお、本年度は、年度当初主

催者から中止･延期の措置が続き､７月頃から例年の開催が見られるようになった。

○学校関係者評価については、校開かれた学校づくり協議会会長、ＰＴＡ会長・副会長、同窓会長、青少

年委員、体育指導員、地域協力者、および校長・副校長の計10名による学校関係者評価部会を設け、学

校経営計画の説明、自己評価書の提示、評価部会の意見集約を行う。
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(3) 今年度の成果と次年度に向けた課題及び解決の方向性

重点的な取組事項－１ 新学習指導要領の主旨を生かした、確かな学力の定着と向上

○新学習指導要領完全実施を受け、実践とともに検証が必要となる。また時数縮減となる総合的な学習の

時間は、その効果的な指導と実施の検証を行う必要がある。また、学習指導と生活指導を両輪として

「話を聞く態度」「規律を守る態度」「挨拶」の指導は、今後も不可欠と考えている。

重点的な取組事項－２ 子どもの信頼に信頼関係に基づく生徒指導の充実

○教育相談センターの多大な協力を受けることができた。コーディネーター及び教育相談委員会による細

やかな分析と対応が必要である。構成的グループエンカウンターやコーチングなど、教育相談に軸を置

いた生徒指導は、今後もすすめていかなければならない。

重点的な取組事項－３ 教職員の専門性・資質・人間性の向上

○今後、増加してくる若手教員への指導･支援として、｢学習指導力｣｢生活･進路指導力｣｢外部連携･折衝能

力｣｢学校運営・貢献力｣の観点で、組織として進めていく。同時に、各キャリアに応じた年次研修を、校

内ＯＪＴとして位置づけ課題解決にあたっていく。教科をこえた授業改善プロジェクトチームは、今後

も校内研究の中核として推進していく。

重点的な取組事項－４ 教育環境の整備

○「学校図書館の整備」「展示作品の充実」を進めてきたが、今後は、教員がいつでも必要に応じ活用で

きる落ち着いた雰囲気の｢教育相談室｣を、複数設けていく。各学年や学級担任による環境整備を進める

一方、生徒会による校内美化活動も重要な指導として位置づける。

校環境を目指す。

重点的な取組事項－５ 豊かな成長を図る地域協働型の学校経営の推進

○地域連携型の各種ボランティア活動では、生徒に｢良かった｣と思える経験をさせたい。そのためにはど

うしても事前・事後の周到な指導、引率が必要になってくる。特に生徒会担当教員の負担への配慮をし

ながら、生徒の活動範囲を確保していく。

○３月１１日の大震災を受け、運動会当日およびその前後で生徒会を中心に支援募金活動をはじめ、生徒･

保護者･地域の方々に訴えた。募金総額は101,768円に達し近藤やよい区長をとおし日本赤十字社へおく

られた。

○学校関係者評価については、今後も研究を重ね、目標の重点化、取り組みの可視化を図り、学校の組織

的・継続的な取り組みをめざす。なお、マークシートによる質問紙調査は、今回で３回目となった。経

年変化を見てきたが、次年度は質問項目を新たに設けていく必要がある。

(4) 保護者や地域へのメッセージ

本校では、休日開催の授業参観や２００名を越す生徒・保護者・地域・教員が参加した「全校美化ボラ

ンティア」、「親睦ソフトボール・バレーボール大会」等、保護者や地域の皆様が学校に関われる企画を

準備しております。また、「学校だより」は町会・自治会の回覧板を活用させていただき、ホームページ

も毎日更新しております。どうぞ、学校行事や保護者会、イベント等には、積極的にご参加ください。

新年度も、本校では、「学校」「家庭」「地域」による協働態勢を推進し､教育課題その他、学校運営

上の諸課題に対応していきたいと考えています。「知」「徳」「体」のバランスのとれた生徒の発達のた

めには、家庭での生活習慣の確立が欠かせません。各ご家庭では、引き続き早寝・早起きや朝食の摂取な

ど基本的生活習慣の確立に向けて、ご協力をお願いします。

一方、継続的な家庭学習の習慣化は、次年度の本校の重要な課題であると考えています。各学年で指導

している｢家庭学習｣、日々の記録・励ましである｢デイリーノート｣には、ぜひ保護者の皆様のご協力をお

願いしたいと考えます。次年度も、ご理解、ご支援のほど、お願いいたします。
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２．平成２３年度の重点的な取組事項

＜達成度 ◎:十分に達成 ○:おおむね達成 △:達成せず ●:課題が残る＞

重点的な取組事項－１ 新学習指導要領の主旨を生かした、確かな学力の定着と向上

今年度の成果目 達成基準 実施結果 コメント・課題 達成度

標

分かる授業・達 「授業内容は理解」でＡＢ 分かる授業ではＡ・Ｂ評価合計

成感のある授 評価計 70％以上 1年 62.0％ が 65.1％である。 △

業・次が待ち遠 2年 67.6％ (平成２３年度足立区学力向上に

しい授業。 3年 65.5％ 関する総合調査)

全体 65.1％ 次年度実施に向け、各学年毎の

目標を達成する。

目標実現に 達成基準 具体的な方策 実施結果 コメント・課題 達成度

向けた取組み

授業改善の推進 各教科内研修 新学習指導要領対応の最 年 11回 言葉の在り方指導は今 ○

の推進 終確認、最終準備｡ 後も課題

朝読書の実施 静寂と集中 学校図書館との連携 本年度より朝の打合せ

朝打合せの工夫。 概ね達成 を 8:10 とし教員がつ ○

き朝読書を実施。

家庭学習の指導 授業と連動し 家庭学習の計画・実施・ 全学年で家庭 3年ではﾃﾞｲﾘｰﾉｰﾄ 86％
徹底 た家庭学習推 評価・改善 学習とデイリ 家庭学習 81%の提出率 ●

進 ーノート実施 を示す。家庭学習指導

は今後も続ける。

重点的な取組事項－２ 子どもの信頼に信頼関係に基づく生徒指導の充実

今年度の成果目 達成基準 実施結果 コメント・課題 達成度

標

安全･安心･充実 不登校生徒数の半減｡ 1年 5名､ 2年 10名 30日以上欠席生徒は、不登
の学校生活の基 3年 9名、計 23名｡ 校要件に関わらず全て個別指 △

盤整備 前年度比+28％｡ 導計画を作成し対応をした。

目標実現に 達成基準 具体的な方策 実施結果 コメント・課題 達成度

向けた取組み

授業規律の向 授業遅刻ゼロ運 校内コンクール､教員授業 全教員で週時程 記録日誌の記録によ

上 動 前待機､空き教員協力 に位置づけ実施 り教師間の意識の共 △

し実施できた。 有化を図った。

未然防止の生 各学年での実施 エンカウンター実施。 年２回実施｡ 特に登校支援員の働

活指導の強化 コーチング等の研修会 新たに登校支援 きは大きい。不登校 ◎

員も連携｡ 生徒の半減は未達成

教育相談態勢 不登校生徒の登 悩み事相談実施｡ 2回実施。その センター連携で、チ ◎

の強化｡ 校復帰 ＳＣ･諸機関と連携強化。 ほか、いじめア ャレンジ通級、登校

ンケートも実施 支援員、学習支援員、

し未然防止にあ スーパーバイザー派

たった。 遣で個別対応を推進
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重点的な取組事項－３ 教職員の専門性・資質・人間性の向上

今年度の成果目 達成基準 実施結果 コメント・課題 達成度

標

実践的課題解決 校内研修組織の改善・充実 教科をこえた授業改 ｢学習指導力｣｢生活･進路指導

に取り組み、自 善プロジェクトチー 力｣｢外部連携･折衝能力｣｢学 ○

らの職能成長を ムは、今後も校内研 校運営・貢献力｣で組織とし

図る 究の中核として推進 て推進。各ｷｬﾘｱに応じた年次

していく。 研修を校内OJTとして位置づ

け課題解決にあたっていく。

目標実現に 達成基準 具体的な方策 実施結果 コメント・課題 達成度

向けた取組み

分科会形式で編 小グループで 各グループリーダーを中 ４課題で班分 学力向上､道徳特活総

成 の研修推進 心とした研修推進｡ けをし実施。 合､生活指導､健康と安 ○

全で課題･対応を研究。

教科及び領域の 日々の授業の 新学習指導要領をふまえ 相互授業観察 校内研修の他、教育指

授業研究 工夫・改善 授業改善の実施｡ 週間年２回。 導室教育調査員による ○

先行実施教科 授業指導を受けること

で研究授業。 ができた。

経験や職層に応 西新井中教員 ４能力育成をＯＪＴ推進 初任研、年次 人事考課により個々の

じた研修 として職務従 担当を中心に推進。 研の他、校内 課題を見据え、主幹教 ◎

事 プロジェクト 諭、主任教諭の役割を

も継続実施。 自覚させ、推進する

重点的な取組事項－４ 教育環境の整備

今年度の成果目 達成基準 実施結果 コメント・課題 達成度

標

潤いのある学校 未使用スペースの整備と積 本年度は教育相談室 備品整理をとおして、教育相

環境づくり 極的活用｡ を整備でき、ＳＣの 談用の環境整備については、 ◎

ほか学年でも活用。 更に増室していきたい。

目標実現に 達成基準 具体的な方策 実施結果 コメント・課題 達成度

向けた取組み

花いっぱい西新 年間を通し花 夏季には、日常の花の植 夏季の育成が 今夏の異常高温により、

井中 を絶やさない 栽の他に、生徒会発案に 難しかった｡ 花の植栽は夏休中に３

より、ゴーヤによる屋上 生徒参加は毎 回植え直しをしたが根 ◎

緑化を進めた。 回 100名超。 付かず秋に持ち越した。
うるおい掲示 年間を通し、 掲示担当を中心に、各教 教室掲示の工 教室掲示には良く工夫

生徒作品を掲 科作品を掲示。 夫｡少人数教 をしているが、共有面

示 室の整備がで 掲示については、さら ◎

きた に工夫が必要。

放課後学習教室 活用生徒年間 支援員､ボランティア､教 利用生徒は、 夏季休業中利用は定常

の推進 1000人以上 員の連携態勢｡ 828名 的に生徒利用があった。 ○

(2月末現在) 周知と学習支援員指導
力向上を課題とする。
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重点的な取組事項－５ 豊かな成長を図る地域協働型の学校経営の推進

今年度の成果目 達成基準 実施結果 コメント・課題 達成度

標

保護者・地域と 地区対等での顕彰対象とな 昨年度の地区対顕彰 地区対での顕彰式には、本校

ともに歩む学校 る｡ 対象生徒数を上回る 生徒会を中心に３団体の表彰 ◎

予定(1月は顕彰式) を受けた。

目標実現に 達成基準 具体的な方策 実施結果 コメント・課題 達成度

向けた取組み

小中連携･中高連 具体的方策の 生徒会 西一まつり、 円滑な連続をめざした。

携の推進 実施 部活動交流 西二ﾌｪｽﾀ、生 中高連携では、都立足

職場体験 徒会学校説明 立工業高校での｢ものづ ○

授業交流。 会(３回)、職 くり体験学習会｣(５回)

場体験３校、 を実施した。

部活体験、消

火隊の演示。

地域連携ボラン 参加生徒数 青少年員 住区まつり､ 左記の他、環七浄化作

ティア推進 延べ 1000 人 地区対 地区対親と子 戦､西新井中学校避難所

以上 地元消防団等との連携｡ のふれあい音 訓練､保護司会社明パレ ◎

楽祭、第五地 ード､全校美化ボランテ

少協運動会、 ィア等により青少年委

消防合同点検 員､地区対､地元消防団

訓練等、参加 等との連携を深めてい

生徒数 928 くことができた。保護
名 者の協力をあおぎ生徒

(2月末) 会担当教員の負担配慮

も課題としたい。

学校関係者評価 学校関係者評 文科省･区教委ガイドライ 協議会会長以 学校経営計画の説明、

の実施 価の実施 ンに基づき実施｡ 下１０名で学 自己評価書の提示、評 ○

校関係者評価 価部会の意見集約を進

部会を設けた めていく。

３．学校活動全般について

○基礎的・基本的な学力の定着に向け、授業力の向上を図るため定期的に校内研修に取り組んだ。教科は

異なっても組織一丸となって取り組む教職員集団は、本校の貴重な財産である。これを生かし、更に研

究・研修の充実を図るとともに、継続的な家庭学習の習慣化を進めていきたい。

○部活動では、運動・文化の各部活動が目に見える成果をあげてきた。今後は、部活動の教育的役割をふ

まえ、組織的に取り組んでいきたい。

○新学習指導要領で明らかにされた学力観をふまえ、本校の学校教育目標を見直していくとともに、生徒・

保護者・地域の方々にも分かりやすい啓発を進め、それぞれの学校運営の参画を得ていく。


