
学校名

平成２６年度　校区外部評価

自己評価表（最終まとめ）

品川区立東海中学校

【学校評価表の作成および評価に当たっての留意事項】

○各学校では、それぞれの項目ごとに「本校の基本的な考え方」を記入してください。
　各学校で評価指標を設定してください。その際は、各学校の重点的な取組と関連させて
　評価指標を設定をしてください。なお、必要に応じて行を増やしていただいてかまいません。

○校区外部評価委員による外部評価委員会が開催される前に、学校は、自己評価結果
　（取り組みの状況や変化等）について、必ず説明をしてください。
　（校区外部評価委員は、その説明と実際に自分が見た学校の状況等により、評価します。）

【校区外部評価委員の皆様へ】
☆評価をする際には、実際に授業等を見た内容だけでなく、学校が説明した内容、
　聞き取った内容も十分に参考にしてください。従いまして、評価のために必要と
　思われる　情報や資料につきましては、遠慮なく学校に御請求くださいますよう
　お願いいたします。



校区外部評価委員による評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての

教職員の意見
校長の態度表明

① B

・落ち着いてきた
が、意欲に欠ける。
・机の整頓、ゴミ拾
いなどして、授業前
に気づかせている。

落ち着いた雰囲気の中で
授業が進行できてきた。

授業規律の確立のた
め、全教員による共通
の取組（チャイムが鳴
ると同時に授業を開始
する）を実践している。

２６年度に引き続き、２
７年度も重点週間を適
切に定め、教師の共通
実践を強化していく。
家庭に協力を依頼す
る。

② B
・授業妨害など減尐
した。

特に８年生が目に見えて
授業規律が良くなってき
た。

なかなか指導が行き届
かない生徒もいるので
個別指導を繰り返し実
施している。

さらに教師の意欲を
高める。

③ B

・実物拡大器の有効
利用をした。
・図表を読み取る力
を意識し、教材を作
成した。

小中の教員が指導内容
の実際のつながり、具体
的な指導方法を協議し、
実践を深めている。

教材の提示の仕方、資
料の活用の仕方、ノー
ト指導、板書（色や図
式）の工夫など丁寧な
指導ができるように努
めている。

ＩＣＴの活用を促す。

④ B

・前向きであるが７
０％の達成した。遅
れている生徒の指
導が課題である。

単元の漢字テストで７０％
の達成が見られている。
達成できなかった生徒の
個別指導の徹底、繰り返
し指導をしてほしい。

再テストを繰り返し実施
することにより８０％以
上の正答を達成させて
いる。

継続していく。

⑤ Ａ

・全教員で取り組ん
でいるが、成果が出
ている。

全教員に意識が高まり、
始業前に教室に出向く、
始業と同時に授業が開始
できる体制がとれている。

学校長が保護者への文書、
全体集会等の機会を利用す
るなどして学校全体で共通実
践しやすいように取り組んで
いるので、指導の効果が現わ
れている。

６月、２月の実践を
継続して行い、授業
規律の確立を図っ
た。

⑥ B

・音楽では主体的に
取り組ませている。
継続したい。細かな
やりとりをして共通
理解・共通実践して
いる。

ほぼ全生徒がチャイム着
席、チャイムが始業がで
きるようになった。

授業規律の確立に向
けた学校全体での共通
実践が具体的に示され
ているので、教師は指
導が実施しやすい。

チャイムで始まる授業、
教師の話を聞かせる指
導、居眠りをさせない、忘
れ物としないなどの教科
指導を共通実践を継続
する。

自己評価：A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

単元の漢字テストで各回と
も８０％の正答を達成させ
る。

学級は授業規律が整ってい
る。

授業規律を確立するため
に、教師は必要に応じて適
切に、個別指導、集団指導を
している。

評価指標
（成果指標）

自己評価 学校から

生徒は、学習の心構えがで
きている。(雰囲気・準備な
ど）

授業中生徒は、教員や生徒と適
切な言動、態度でやりとりしてい
る。
（単語や挙手だけの応答になって
いないか）

図表等教材、題材を有効活
用し効果的な学習が展開し
ている。

評価項目1 　基礎学力の定着

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

（１）本校の基礎学力に関する基本的なとらえ方
　
  本年度、東海グループでは、義務教育終了時の目指す生徒像を「自信をもち、将来
像を語れる子」と定め、小中でこのような子に育てていこうという教育指針を打ち出し
ました。この指針に基づき、生徒一人一人に身につけさせたい学力を｢社会の中で自
立して生きていくために必要な力｣と捉え、「論理的に考える力を基盤とした学力の育
成」を指導の重点の一つとして、各教科・領域での学習指導を進めてまいります。

（２）そのための今年度の基本方針
　①学習規律を確立させ、学ぶ基礎をつくります。
　②｢意欲｣｢興味｣｢関心｣の高揚を図り、自ら学ぶ姿勢を築かせていきます。
　③図表写真、実物などを活用するとともに、体験的に学ぶ教材や題材を準備し、
      授業の工夫改善します。
　④全教科で｢論理的思考力｣を育成する単元を設定し、重点的に取り組んでいきま
す。
　⑤意識的に日常生活と教科学習をリンクさせ、理解の深化を図っていきます。
　⑥個に応じた指導を充実させながら基礎基本の定着を図ります。
　⑦理解の早い生徒の力を発展的に伸ばしていく工夫をします。
　⑧衝撃の導入、劇的な展開、納得の終結を指導案にもりこみ、魅力的な授業を
      試みます。



評価項目２ 　社会性・人間性の育成

校区外部評価委員による評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての

教職員の意見
校長の態度表明

① B

・道徳的内容につい
て、計画的に行って
いきたい。

それぞれの行事における
目的が明確になってい
る。

昨年度に比較して、各
学年とも計画通りに進
行するようになってき
た。

１年間の具体的計
画を学年ごとに立
案し、校長が確認
し、教師の意識を高
める。

② B

・授業前に指導して
いる。
・活動の場面を的確
にとらえ指導してい
るが、あいさつは生
徒の意識が薄くなっ
たとなった。

生徒同士の言葉遣いは
以前より良くなってきたよ
うに思われるが、まだ十
分ではない。

時と場に応じた態度礼
儀を実践できるように、
東海グループの小学校
とも連携して指導の定
着を推進している。

あいさつ運動の指
導方法について
は、生徒が日頃か
ら実践できるように
検討していく。

③ A

・ボランティアなど実
践力がついた。

市民科で学んだことがボラン
ティア活動を通して、時と場に
応じた態度、行動、礼儀、言
葉遣いが適切にとれるように
なってきた。

地域行事のボランティ
アの参加人数が増加し
ている。地域に貢献し
ていくという意識をさら
に向上させていきた
い。

市民科の計画や指
導内容を改めて計
画的に実践させる。

④ A

・音楽祭、学級の時
間等の場面で実践
されている。

本年の音楽祭での校長
の話が生徒によく伝わっ
たようである。校長自ら教
職員に心に迫る指導の範
を示した。

学級活動や特別活動を教
員が生徒と共に活動する
中で、生徒の心に迫る指導
を実施し、お互いの信頼関
係を深めている。

教師も時と場をわき
まえた服装言動を
もって範を示してい
く。

⑤ B

・物が壊れたときなど正
直に名乗り出ない。
・行事、委員会、係り活
動等よく活動する。

物が破損したときに自ら
名乗りでないという件に関
しては、根気強く指導して
ほしい。

物が壊れたときに名乗り出
る生徒とそうでない生徒が
いるなど、個人差に留意し
て指導を手厚くしていく。

教師の気づきの感覚を
研修で高める。

自己評価：A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

各学年は、市民科の授業を
計画的に実施している。

教師は、あいさつや礼儀、時
と場に応じた態度行動、礼
儀、言葉遣いを適切に指導
している。

生徒は市民科で学んだこと
をもとに適切な行動や活動を
やろうとしている。

教師は生徒の心に迫る指導
をしている

「思いやりの心」「うそをつか
ない心」「骨身惜しまず活動
する心」が生徒に理解されて
いる。

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

・時と場をわきまえた態度、行動、礼儀、言葉づかいのできる生徒の育成
・心のよい生徒の育成
  (思いやりの心・うそをつかない心・骨身惜しまず活動する心）

評価指標
（取組指標）

自己評価 学校から



評価項目３ 　小中一貫教育の推進

校区外部評価委員による評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての

教職員の意見
校長の態度表明

① B

教科連携で小中の
教員の結びつきが
強くなっている

カリキュラムマネジメントモデル
校の取組を通して、小中間の相
互理解が進み、共通の課題を連
携して解決していこうという機運
が高まり、教員の小中連携に対
する意識が各段と高まった。

３年間のカリキュラムマ
ネジメントモデル校の
取組を通して、小中一
貫教育の意義が深まっ
た。

教科指導の連携を
継続する。

② B

生活指導について、
一部は効果的だが、
情報不足もある。

小中の交流（中学校の部活動
体験、卒業式の見学等）を通
して、中学入学時の６年生児
童の不安感を軽減することが
できた。

小学校との連携をより
深め、小中での連結し
た円滑な指導に努めて
いく。

実践を通じて伝え
る。児童会生徒会
の交流など。

③ A

行事や活動をよく見
てもらっている。

教科間の連携が多くなり、小
中教員の結びつきが強くなっ
た。外部評価委員から中学校
は大変努力しているという意
見も出された。

学校便りなどで小学校
との取組を保護者・地
域に伝えている。

豊かな心の醸成、
学力の向上など成
果を伝える工夫を
する。

④ B

・十分な時間がな
い。
・機能的な組織体制
を模索中である。

小中一貫教育の推進に
おいて、教員の連携に対
する意識が以前より高
まってきた。

分離型一貫教育では、物理
的な制約の解消が難しい。小
中の先生の交流については、
さらにそれぞれのアイディア
を生かして活用していく必要
がある。

カリキュラムマネジメント
の取組の４年目を踏み出
す。

自己評価：A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

評価項目４ 　保護者・地域との連携

校区外部評価委員による評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての

教職員の意見
校長の態度表明

① A

・家庭訪問が役立っ
た部分もあった。 学校と保護者・地域の

人々との関係は良好であ
る。地域と連携したボラン
ティア活動は盛んである。

地域行事に対しては、全教員
での参加を試みるなど、地域
との一体化が図れるように努
めた。地域や学校の課題を共
通認識できるようにはたらき
かけている。

引き続き、学校を開
く。学校便り、学校
公開、地域人材の
活用等で情報発信
する。

② A

・生徒ボランティアの
参加が増えた。喜ば
れている。

定期的な清掃活動、高齢者福祉
施設での活動、旧東海道宿場祭
りへのボランティア、町会主催の
運動会、連携小学校のサマース
クールに生徒がアシスタント
ティーチャーとなり指導にあたる
等の教育を推進している。

地域行事のボランティ
アなどに積極的に参加
している。職場訪問、職
業体験で地域の方々
から働くことの大変さ、
大切さを教えてもらって
いる。

ボランティア活動から地
域との交流を進める。

③ Ｂ

・日立ソリューション
ズの情報モラルの
授業、卒業生の話を
聞く会。２学期には
宿場通りの池上さん
の講演が有意義
たっだ。

地域の人材を活用した
「情報モラル授業、卒業
生の話を聞く会、地域の
人の講演会等地域との結
びつきも良い。

地域の街づくりを推進
する市民科授業に地域
の方々を講師とした講
演会を実施したり、

市民科の時間を工夫し
やすくすれば、人材の
活用も可能だが、時間
調整が厳しい。工夫し
ていく。

自己評価：A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

学校は、保護者・地域に対し
て積極的に関わったり情報
発信したりしている。

学校は、保護者・地域の力を十
分に生かして教育を進めている。
（保護者の行事支援の力、親子
懇親会などＰＴＡ活動の力、、地
域の祭り、福栄会祭りへの参加
など）

学校の中に、授業など外部
の人材等を生かした教育活
動を行っている。

小中の教師が相互に交流
し、意思の疎通が円滑にでき
るようになっている。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

・プラン２１に基づき、開かれた学校を目指す。
・保護者・地域との信頼関係を深め、生徒の健全育成を目指す。

評価指標
（取組指標）

自己評価 学校から

評価指標
（取組指標）

自己評価 学校から

教師は、小中一貫教育の意
義を十分踏まえた指導をして
いる。

７年生の指導に小中連携指
導が活きている。

学校は、保護者・地域に、小
中一貫教育のよさを理解し
てもらう努力をしている。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

カリキュラムマネジメントモデル校として実践をしながら小中一貫の教育活動の効果を高めていく



評価項目５ 　環境整備・美化

校区外部評価委員による評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての

教職員の意見
校長の態度表明

① A

・宿泊行事中の災害
対応には配慮した。 美化コンクールを実施してい

るので、その際にふさわしい
学校環境を考える機会をもつ
ともっとよくなると思う。

休み時間の見回りなど
を重視している。

防災については教
師の意識をさらに高
める。

② B

・教師の意識に差が
ある。 生徒の清掃活動だけでな

く、教職員も清掃活動に
参加している。

大掃除、拭き掃除の取
組など美化活動には力
を入れている。

粘り強く生徒指導する。
ふき掃除は己を鍛えるた
めだけでなく、学校をきれ
いにする心であると修正
し、環境の美化意識を高
める。

③ B

・教師の指導がなか
なか生徒に定着しな
い。
・美化コンクールは
有効。

教室内後方にあるロッ
カーの整理整頓が十分で
ない。

日々の清掃活動にも力を
入れ、美化コンクールの取
組などを実施し、学校をき
れいにいていこうとする取
組を充実させている。

生徒に一層の美化
意識を高めていく。

自己評価：A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

評価項目６　　いじめ防止に関する取組み

校区外部評価委員による評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての

教職員の意見
校長の態度表明

① A

・教師が敏感にアン
テナを広げている。

休み時間、放課後の活動
時、給食時間の巡回を実
施し、いじめ等の早期発
見、早期対応に努めてい
る。

早期発見、早期対応が
的確に実施できること
に努め、組織的な対応
がとれるようにしてい
る。

早期発見、早期対応につ
いては、教師自らの意識
と感性を磨き、同時に行
動力を習得させたい。継
続していく。

② A

・１１月に工夫を凝ら
した「いじめ０行動宣
言」を実施。

市民科を中心に講話やＤＶＤ
視聴を通した指導を通して心
温かな学級づくりを実践して
いる。

成果が見えづらいので
地道に繰り返し継続指
導する。

市民科で人間関係づくり
や思いやり、道徳的要素
を明確に計画し効果的に
実践させる。継続してい
く。

③ A

・生徒主導で宣言を
行ったので意識は高
まった。

昨年同様にＮＨＫ１００万人の行
動宣言を生徒主導で行い、いじ
めに関する生徒の問題意識を高
めた効果が出ている。

学級活動において生徒で決
めたクラス目標の達成に向
け、日々活動している。いじ
めゼロ行動宣言の取組で作
成した各自のポスターを廊下
等に掲示するなどして意識の
向上に努めている。

子どもたちが教師を触
れ合う時間を日常の中
で工夫し、確保する。

④ A

・生活指導部を中心
に早期に共有できて
いる。

週１回の生活指導部を中心にいじ
めに関する情報を全教職員で共有
し、あらゆる場面で、人権尊重の精
神に基づき、思いやりの心を育み、
差別・暴力・いじめを許さない指導を
全教職員の共通理解事項としてい
る。

毎日の朝の会、毎週の生活
指導部会等において生徒の
人間関係などに十分に注意
を払っている。

いじめ防止基本方針に
基づき教員の意識を高
める。

自己評価：A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

生徒アンケートや、その他の
取組みを具体的に実施して
早期発見に努め、発見時は
組織的な対応をしている。

未然防止のために、市民科
を中心にした指導を展開して
いる。

日頃から、生徒が相談しや
すい雰囲気はできている。
いじめ０行動宣言の効果が
みられる

いじめに関する生徒の情報
は、全教職員で共有できて
いる。

学校は、常に、生徒の安全
に配慮している。

学校は、ふさわしい環境（掲
示、清掃等）を整える努力を
している。

学校の玄関、教室、廊下に
対する生徒の美化意識が高
まっている。

本校の基本的な考え方

・休み時間、家庭訪問、放課後の活動、給食時間等の巡回、相談を通していじめ等の早期発見、
    早期対応に努める。
・市民科による心の教育に力を入れるなど、全活動を通じた温かな学級づくりを目指す。
・１１月には昨年同様、ＮＨＫ１００万人の行動宣言、いじめ０行動宣言活動を行う。

評価指標
（取組指標）

自己評価 学校から

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

・教職員自ら校舎内外の整理整頓に努めるとともに、校舎・教室や教材･教具を大切にする心を
育てる。
・美しい環境づくりや清掃活動の大切さを生徒に学ばせる。

評価指標
（取組指標）

自己評価 学校から



評価項目７ 　学校独自の特色ある教育活動

校区外部評価委員による評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての

教職員の意見
校長の態度表明

① A

・運動会に続き音楽
祭でも、生徒の主体
的活動がたくさん見
られた。
・リーダーシップ、
フォロアーシップの
意識が高まったと期
待したい。

運動会、音楽祭で生徒主
体の学校行事を通して、
リーダーシップとフォロ
アーシップを育み生徒主
体の活動を多く見ることが
できた。

特別活動を通して、
リーダーシップとフォロ
ワーシップを学ばせて
いる。

本校の特色なの
で、継続していく。

② A

・ボランティア年間活
動予備調査の成果
があり、参加者が増
加している。
・ボランティアの参加
意識が高まった。

地域と連携したボランティ
ア活動には積極的に参加
している。

参加する人数が増加し
ている。生徒の意識は
確実に向上している。

年間を通じてボランティ
ア希望調査を４月にと
る。活動させながらボラ
ンティアの意義を学
ぶ。継続していく。

③ A

・７年ではリーダー
シップの育成、８年
移動教室では集団
活動の規律を学ぶと
ころに大きな成果が
あった。
・９年では実行委員
の成長と望ましい集
団づくりの意識の高
まりを感じた。

７年生ではリーダーシップ
の育成、８年生では集団
活動の規律、９年生では
望ましい集団作りの効果
が確認された。

各学年で実施されてい
た宿泊行事は、来年度
から７年の移動教室と
９年の修学旅行となる
が、行事の目的を意識
してリーダーシップや
フォロワーシップの育
成を目指している。

教師が意図的に生徒
活動の重点として、主
体的に活動する生徒を
育てる。

④ A

・時と場をわきまえ
て生徒は実践するよ
うになった。
・目的をもったふき
掃除となっていた。

「生徒による礼法指導」
「全校ふき掃除」を通し
て、我慢する力、学校を
美しくする心を身に付けら
れるようになってきた。

日頃の行動から自然と
できるように指導を充
実させたい。

実践させていく。

⑤ A

・意欲的に取り組ん
でいる。

資格取得に参加するすべ
ての生徒が意欲的に取り
組むことができた。

小学校時代の資格取
得をもとにして、基本級
はもとより、より上級を
目指すように指導を重
ねていく。

資格取得を学習意
欲の向上につなげ
ていく。

自己評価：A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

その他　お気付きの点を自由にお書きください。

本校の伝統的取り組みである「生
徒による礼法指導」や[ふき掃除」
を継承し、我慢する力と学校を美
しくする心を身につけさせてい
る。

英語検定・漢字検定・数学検
定・パソコン検定等の資格取
得に向けたはたらきかけを
行い、チャレンジ精神を養っ
ている。

評価指標
（取組指標）

自己評価 学校から

運動会や音楽祭等の生徒主体
の行事を通して、リーダーシップ
とフォロアーシップを育み、チーム
ワークのすばらしさを学ばせてい
る。

子どもたちに、地域行事への
関わりをもたせ、地域に根ざ
したボランティア活動を積極
的に推進している。

各学年で実施する宿泊行事
については、段階を踏みな
がら生徒の主体性を伸ばし、
成就感を高めさせている。

本校の基本的な考え方
・活動を通じてリーダーシップ、フォロアーシップを育成する。
・礼法指導、ふき掃除などの実践から心を育て、美化、奉仕の意識を高める。
・ボランティア活動の参加意識を高める。


