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令和３年度 学校経営計画・自己評価書       足立区立青井中学校 

 校長   大瀧 訓久   

１ 学校教育目標 
・みずからを鍛え みずからを伸ばす生徒 

・正しく判断し 責任を持つ生徒 

・人を大切にし 社会に尽くす生徒 

２ めざす学校像、児童・生徒像、教師像 

○学校像 

〇困難に遭遇した時に、それに立ち向かう勇気の核となる心の体験ができる学校。 

〇よりよい社会を創造する主権者としての知識、資質を身につけられる学校。 

〇一人の人間が家庭から社会集団へと参加するのを促し、支援できる学校。 

○児童・生徒像 

〇生涯にわたって健康で明るい生活ができるよう心身の鍛練に努める生徒。 

〇社会的に正しい判断ができ、自己の思いをしっかりと伝えられるとともに、相手の意見もしっかり受け止められる生徒。 

〇自立した社会人として成長するための知識、資質を身につけている生徒。 

○教師像 
〇教育公務員としての使命と責任を自覚して、情熱をもって教職の遂行に努める教師。 

〇区民の教育に寄せる期待と負託に応えるために、常に資質を磨く努力をし、生徒の成長や発達を深く理解して、指導できる教師。 

３ 学校の現状及び前年度の成果と課題 
【学校の現状】 

〇学校について 

［よさ］少人数の良さを生かし、全教職員で生徒一人ひとりに目を向けきめ細やかな対応を図っている。「規律ある学校生活」が築かれている。 

［課題］①基礎学力の向上と個に応じた指導の充実 ②自己肯定感の育成 ③学校教育と家庭教育の連携 

〇生徒について 

［よさ］純朴で明るい。穏やかに生活している。 

［課題］①社会性を磨き、学力の必要性を認識して、学力向上を図る ②自己肯定感・自己表現方法の伸長を図る 

〇教師について 

［よさ］学校経営計画を踏まえ、教員数が少ない中、授業・委員会活動・学級指導・補充教室・特別活動・部活動などに真摯に取り組んでいる。 

［課題］①指導力の向上 ②人権尊重意識の向上 

〇保護者・地域について 

［よさ］PTA役員・地域ともに協力的である。「地域の学校」との思い入れや期待がさまざまな場面で感じられる。 

［課題］保護者の学校支援（PTA活動、授業参観・保護者会等の出席者数など）が減少している。 

【前年度の成果と課題】 

〇基礎学力の定着と向上  区学力調査の通過率は、目標を約８ポイント上回った。様々な行事や校外学習が中止になった分、教科の授業時数を確保

し、単元テストや復習テスト等を活用し、基礎学力の定着に集中することができた。放課後補充教室、家庭学習、朝読書に生徒はよく取り組んだ。今

後は、一人ひとりに目標を持たせ、個に応じた指導を補充教室、少人数授業を継続実施し、さらなる基礎学力の定着と向上を図っていきたい。 
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〇教師の学習指導力向上  コロナ禍における長期にわたる臨時休業や新しい生活様式等で小中連携での濃厚な研究は実践できなかったが、校内で授業見

学月間や授業見学週間を設定し、統一の「授業相互参観カード」を活用して授業力向上に努めた。今年度から新学習指導要領が中学校でも全面実施されるた

め、生徒の学習改善や教師の指導改善につながる学習評価になるよう「指導と評価の一体化」を確実に進めていく。また、今年度も小中連携と教科指導専門

員の活用、「道徳」を中心に指導技術の向上にも取り組んでいく。 

〇生徒・保護者との信頼関係に基づいた生活指導  「凡事徹底」を図り、授業および生活規律の確保に「チーム青井中」として全教職員で取り組んだ。

生徒は落ち着いており、委員会・行事等を通じて自分たちでより良い学校を創ろうと活動している。面談、家庭訪問等は計画以外にも適宜実施し、家庭と連

絡を密にして信頼関係に基づいた指導を行っている。道徳、キャリア教育、ライフスキル等、心に響く指導に努め、落ち着いた中にもリズムのある学校生活

を過ごすことができるよう、継続して指導を進める。 

４ 重点的な取組事項 

 内    容 
実施期間（年度） R:令和 

R1 R2 R3 R4 R5 

１  学力向上アクションプラン ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 教師の学習指導力の向上 ○ ○ ○   

３ 生徒・保護者との信頼関係に基づいた生活指導 ○ ○ ○   
 

５ 令和３年度の重点目標 
 

重点的な取組事項－１ 学力向上アクションプラン 

Ａ 今年度の成果目標 
達成基準 

（目標通過率） 
実施結果 

（通過率結果） 
コメント・課題   

達成度 
◎〇△● 

学力向上アクションプラン 
（基礎学力の定着と向上） 

区学力テスト 
目標通過率 ６０％ 

令和３年度 区学力テスト 
通過率 ６３．４％ 

年度末到達度確認テスト 
正答率   ５７．２％ 

転入生・不登校を除くと通過率は６５．４％ 
「思考・判断・表現」向上が課題である。 
文章・資料問題を丁寧に解説・説明し、読み
取りと記述の力を身につけさせる。 

〇 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 

新
・
継 

アクション 

プラン 

対象・ 

実施教科 

頻度・ 

実施時期 

具体的な取り組み内容 

(誰が、何を、どのように) 

達成確認 

方法 

達成目標 

（＝数値） 
(いつ・何を・どの程度) 

実施結果 コメント・課題 
達成度
◎〇△● 

１
新
規 

ICTの活用 全教員 
年 間 ２

回実施 

・５教科はデジタル教科書

の活用 

・単元内でタブレットを複

数回活用 

・アンケート 

・活用確認調

査 

・肯定的回答

80%以上 

・実施 80%以上 

現在５教科の授業で

は、ほぼ毎時間 ICTを

活用している。 

コロナ禍、生徒一人

一台タブレットの政

策もあり、あっとい

う間に ICT の活用が

広まった。 

◎ 
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２
継
続
改
善 

家 庭 学 習

と リ ン ク

し た 補 充

教室 

全生徒 

国数英の 

３教科 

毎日 

放 課 後

２０分 

【指導体制】全教員 

【目的】基礎的な内容に課

題がある生徒を絞りこみ、

個別指導を通じて定着を

図る。 

【使用教材】プリント教材 

前の週の家庭

学習の確認テ

ストを週初め

に行う 

確認テストの

内容の約 70～

80%を合格点と

し, 生徒の 80%

以上が合格。 

家庭学習の内容とリ

ンクさせた確認テス

ト（国・数・英）を週

初めに実施し、不合

格者は補充教室に参

加させた。 

翌週初めの確認テス

トによる補充教室と

家庭学習内容をリン

クさせたのが良かっ

た。80%以上が合格。 

〇 

３
継
続 

朝読書 
全生徒 

国語 

毎日 

登 校 後

朝 10分 

【指導体制】担任 

【目的】読書を習慣化する

ことで、集中力や語彙力、

読解力を養う。 

【使用教材】各自持参の本 

委員会生徒が

読書記録を集

計 

各学級におい

て、毎日全生徒

が静かに集中

して本を読む。 

意欲的に取り組むこ

とが出来た。読書週

間の貸出数・利用者

数もここ５年間で最

高の数字を出した。 

現在の取組をしっか

りと評価・称賛して

来年度も継続してい

く。(106冊→150冊) 

◎ 

４
継
続
改
善 

コ ン テ ス

ト や ド リ

ル を 活 用

した「ふり

かえり」の

強化 

全生徒 

５ 教 科

（コンテ

ストは３

科） 

各授業 

（ コ ン

テ ス ト

は １ 回

ずつ） 

【指導体制】全教員 

【目的】基礎的な内容の習

得。個別指導を取り入れ、

定着を図る。コンテストは

プレテストを行い、課題把

握と学習意欲向上を図る。 

【使用教材】プリント教材 

コンテストは

長期休業前後

に実施 

コンテストは

最終合格者を

75％以上にす

る。 

コロナ禍もあり、今

年度は、取りこぼし

がないよう、授業中

に漢字・英単語の小

テストを行い、数学

は単元テストや AIド

リルで振り返りを強

化した。 

来年度は AIドリルも

活用し、計画的に実

施していく。 

△ 

 
 
 

重点的な取組事項－２ 教師の学習指導力の向上 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準 実施結果 コメント・課題   達成度 

小中連携・校内研究を通した学習指導力の
育成 

以下の研究授業等の実施 
アンケートで８１．４％が授業の教
え方や説明がわかりやすいと回答。 

教員は小中連携研修、
授業研究に下記のよう
に取り組んだ。引き続
き学習指導力の向上を
目指す。 

〇 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 

項目 達成基準 具体的な方策 実施結果 コメント・課題 達成度 
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小中連携研修 

小中合同研修会におい

て、授業公開・指導案検

討・研究授業・協議会を

実施する。年間１８回の

研究授業・７回の協議会

を開催する。 

「小中学校全教科における課

題解決型授業展開の工夫」を

青井中・青井小・加平小３校共

通の研究課題とし、指導案検

討を行い７教科、年間１８回

の研究授業を行う。 

・年度当初分科会ごとに「目指す児
童・生徒像」を見直し、その実現を
目指して指導案検討、研究授業を重
ねた。 
・コロナ禍で一回だけ中止になって
しまったが、計６回の研修会の中で
７教科１４の研究授業、全体講演会
を 1回行った。 

・全ての研究授業に講

師を招き指導、助言を

いただいた。同じ講師

に指導していただける

よう工夫したことで、

分科会が充実した。 

・小学校低学年の指導

方法について、協議す

る難しさがあった。 

〇 

自尊感情・自己有用

感等の育成研修、特

別支援教育研修の実

施 

校内研修・授業研究・公 
開授業を６回実施する。 

・自尊感情や自己有用感等を
育成するため、ライフスキル
教育だけではなく、特別支援
教育や人権教育・キャリア教
育の研修にも取り入れ、授業
者のスキル向上に努める。 
・研修は職員会議後に設定す
るなど計画的に実施する。 

・「レジリエンス」についての校内研
修を１回、年９回の公開授業（教員
間）を行った。 
・生徒理解・生徒とのよりよい人間
関係作りについて、SCによる特別支
援教育に関する研修会を実施した。 
・職員会議後も活用し、工夫して研
修会を実施できた。 

・教員が広い視野を持
って生徒の行動を観察・
理解できる力を身に付
ける。 
・コミュニケーション
スキル不足から、友人関
係がうまく構築できな
い生徒が多い。コミュニ
ケーションスキル、自尊
感情、自己肯定感の育成
力を図っていく。 

〇 

授業研究の実施 

・成果発表授業・研究 

授業を７回実施する。 

・授業公開週間を年２

回 

実施する。 

・ＩＣＴ活用教員 

１００％を目ざす。 

・教科指導専門員を活用し、授
業改善に日常的に取り組む。
公開授業・研究授業を行い、指
導力の向上（ＩＣＴ活用含む）
を図る。 
・道徳授業地区公開授業とリ
ンクさせ道徳研究授業に取り
組み、指導力の向上を図る。 

・教科指導専門員とともに授業改善
に日常的に取り組んだ。成果発表授
業・研究授業を年間９回実施した。 
・道徳の授業についての授業見学月
間を設け、互いの授業を見学し意見
交換を行った。講師を招き研究授業
を行い、道徳の授業力向上を図っ
た。 
・年２回の授業見学週間実施。互い
に授業を見合う機会を設け、各教員
の意識の向上につながった。 

・道徳を含め年９回の
研究授業に取り組ん
だ。 
・道徳授業見学月間の
取組により、互いの授
業を見合い、協議し合
う機会が増加した。 
・授業見学週間では、
公開や見学の方法の工
夫をし、より効果的な
研修になった。 
・上記 3 つの取組によ
り、授業研究への意識
が高まった。次年度も
引き続き実践する。 

〇 
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重点的な取組事項－３ 生徒・保護者との信頼関係に基づいた生活指導 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準 実施結果 コメント・課題   達成度 

生徒を生かす生活指導 
生徒・保護者・地域からの学校評価で 
肯定的な回答８０％ 

９０％の保護者が「学校は生活指導
面で適切な指導をしている」と回答 

全体的に穏やかに生活
できているが、生徒の愛
校心、積極性、向上心を
高める取組を継続して
いく。 

〇 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 

項目 達成基準 具体的な方策 実施結果 コメント・課題 達成度 

家庭と連携した生徒

指導 

・教育相談等を年に２

回行う。 

・修学支援委員会の定

期的に実施する。 

・必要な生徒・家庭への

特別な支援を実施する。 

・いじめの早期発見と

解消を図る。 

・三者面談２回、１年は家庭訪

問も行う。 

・修学支援委員会（特別支援委

員会、兼不登校対策委員会）を

毎週開催し、情報交換を行う。

SC・SSWと連携して対策を検討

する。 

・担任は、支援が必要な生徒・

家庭と随時連絡・相談を行い、

青井ルームの活用、外部機関

との連携等を図り、不登校の

発生・解消に努める。 

・日常の観察と家庭との情報

交換、定期的ないじめに関す

るアンケートを実施し、早期

発見と早期解決を図る。 

・教育相談を年 3回、実施し、連携
を図った。 
・コーディネーター・SC・SSW・生活
指導主任管理職が参加して修学支
援委員会（特別支援委員会、不登校
対策委員会を統合）毎週実施した。
さらに、生活指導部会、職員会議で
も情報交換を密に行った。支援が必
要な生徒の課題・方策を全教員で把
握し、取り組んだ。 
・連絡なく登校していない生徒には
毎朝電話で確認をとり、随時家庭訪
問を行うなど、家庭との連携を図リ
ながら指導を行った。 
・上記のように情報の収集・連絡・
相談を日常化し、いじめの早期発見
に努め、早期解消を図ることができ
た。 

・次年度も引き続き家
庭と連携して課題の解
決を図っていく。 
・生徒一人ひとりの家
庭環境にも配慮しなが
ら、それぞれの生徒や保
護者に合った、愛情のこ
もった対応を心がけて
いく。その実践を通して
生徒指導力を向上させ
ることが重要である。 

 

〇 

自他を尊重する規範

意識の育成 

・生活指導部会を定期 

的に実施する。 

・生徒アンケートで、

「決 

まりを守っている」とい 

う回答が、８０％以上 

・生活指導方針に基づき、凡事
徹底を図る。毎週の生活指導
部会で認識を共有し、生徒指
導に当たる。主体的に委員会・
行事を運営させることで、規
範意識の向上に努める。 

・週１回の生活指導部会において、
情報交換を密に行い、共通理解を図
ることができた。 
・生徒アンケート・保護者アンケー
トともに「きまりを守っている」の
回答が９０％を超えている。 
・生徒会の活動において、生徒が中
心になって挨拶、清掃、服装、規律
の向上キャンペーンを行った。 

・特別な支援が必要な
生徒の状況変化に素早
く対応できる力を向上
させていくことが課題
である。 
・学校生活に充実感を
持たせ、愛校心を向上に
努める。 

〇 
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６ まとめ 
（１）今年度の成果と次年度に向けた課題及び解決の方向性 

基礎学力の定着と向上 

４月に行われた区学力調査の通過率は６３．４％であり、目標を上回ることができた。しかし、学年が上がるにつれて通過率が下がっている。学習意欲向

上と基礎・基本の定着に向けた取組を強化していく。次年度はより一層キャリア教育に力を入れ多くの生徒に目標を持たせ、課題解決型の授業を展開す

ることによって学習意欲を高めていく。また、各種検定（英検、数検、漢検）を各２回以上計６回企画し資格取得を大いに奨励する。基礎学力の定着は、実力

テストの結果をしっかりと分析し、毎日の授業、家庭学習とリンクした放課後補充教室、AIドリル、サマースクール、朝読書等、計画的に実施する。 

指導技術の向上 

小中連携では、青井小学校・加平小学校との共通テーマとして、「小中学校全教科における課題解決型授業展開の工夫」とし、研究と授業実践を行ってきた。

１４回の研究授業、年６回の合同研究協議会を実施した。校内研修として、指導力向上を目標に研究授業を４回、相互授業見学週間を年２回、道徳授業研修及

び研究授業を５回実施した。習得・活用・探究という学習プロセスの中で、課題解決型授業展開を取り入れている。小中連携や授業力向上など校内研修の中心

となっている教員が異動・産休に入ってしまうが、小中連携と教科指導専門員の活用、「道徳」を中心に来年度も教員の指導技術の向上に取り組む。 

生徒・保護者との信頼関係に基づいた生活指導 

「凡事徹底」を図り、授業および生活規律の確保に「チーム青井中」として全教職員で取り組んだ。生徒は落ち着いており、委員会・行事等を通じて自分たち

でより良い学校を創ろうと活動している。面談、家庭訪問等は計画以外にも適宜実施したが、コロナ禍もあり、家庭との信頼関係に基づいた指導は今後の課題

である。部活動については、複数顧問制を取りながら、活動機会を確保した。道徳、キャリア教育、特別支援教育等、心に響く指導に努め、落ち着いた中にも

リズムのある学校生活を過ごすことができるように、継続して指導を進める。 

（２）保護者や地域へのメッセージ 
今年は、朝礼や全校集会だけでなく、道徳の授業を中心に、全校で一緒に命の大切さや人権について考えることができました。 
本校は、生徒が明るく仲良く元気な学校生活が過ごせるよう、職員がチームとなって一人ひとりの生徒を大切にした指導を行っています。英語・数学

では習熟度別の少人数授業を実施するなど個に応じた指導を重視し、基礎学力が身に付くよう学習指導しています。放課後は基礎学力定着をめざし、毎
日補充教室を実施しています。また、青井小学校、加平小学校と連携し９年間のスパンで生徒を指導する研修を行うとともに、教員の指導力向上にも努
めています。 
生活指導では、規律と愛情を重んじ、家庭と連携した信頼関係に基づく指導を丁寧に進めています。「ライフスキル教育」や生徒が主体的に取り組む委

員会活動・行事を通して、自尊感情や自己有用感を育成しています。部活動は可能な限り複数顧問制を取り、活動機会を確保しています。 
今年度は、コロナ禍の影響で保護者・地域の方々には毎月学校を公開できず申し訳ございませんでした。コロナ収束後は、生徒の学校での様子をご覧

いただき、ご家庭での指導の参考にしていただきたく、多くの方のご来校をお待ちしています。 

（３）その他（学校教育活動全般について） 

コロナ禍でもボランティア活動や学校行事に生徒は積極的に取り組んでいる。委員会活動や学級活動に力を発揮する生徒も多い。しかし、一部に自分の居場

所がなかなか見つけられず、学校生活に充実感が持てない生徒もいる。学校行事だけでなく日頃の委員会活動や部活動に、より多くの生徒が意欲的に取り組め

るよう活性化させていきたい。一人ひとりを大切にした、習熟度別少人数授業、放課後補充教室を実施し、基礎学力の定着を図っている。生徒は落ち着いて授

業に参加している。さらに、主体的・対話的で深い学びを実現させるために、授業でも活性化を図り、基礎学力向上と教師の指導力向上に引き続き努力する。 

 修学支援委員会（特別支援教育兼、不登校対策委員会）を設置し、SC,SSW,関係諸機関と連携し、個に応じた丁寧な指導を行っている。人権教育、心の教育、

平和教育、道徳、キャリア教育にも力を注ぎ、家庭と連携した生徒指導に取り組んでいる。 

 ８９．８％の保護者に「教育目標達成のために、教員が一致協力して教育活動に取り組んでいる」と答えていただいている。 
 


