
平成30年度　学校評価　品川区立東海中学校

評価項目１　（学力に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明
評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明
価

生徒の知的好奇心が高まる
各教科で生徒の知的好奇心が高まるように授業に取り組んで
いる。生徒からの積極的な質問や意見が多いと感じる。 B

教科指導はもとより、すべての教育活動に
明確な「ねらい」を設定する。

明確な「目的」「ねらい」を伝えることで、生徒の学習内容の把握が高まる教
科が増えてきている。しかしながら、理科と社会科での区の学力調査の低迷
が回復できていない。 B

生徒は授業が良くわかり楽しく受けてい
る。

生徒が良くわかる授業を心掛けている。授業に興味を持って
取り組む生徒が多い。 B

教員は、生徒が主体的で対話的に深い学
びのできる授業構築に励む。

調べ学習を取り入れている。また、多くの授業でグループ活動を取り入れ、
主体的で対話的な学びが展開できる指導法を模索しながら、教え合うことを
奨励している。

B

チャイム着席の徹底や学習準備の指導を
とおして、学習・授業規律を更に確立する。

教員は授業規律の確立に努め、ほとんどの生徒が自らチャイム着席を実施
している。しかし、一部の生徒には教員の指導が必要である。 B

生徒が心豊かに生活している。
生徒が心豊かな学校生活を送れるような学習環境の整備に
注意している。 B

校舎内外の美化に励み、特に生徒の学び
の場である教室や廊下の美化を徹底す
る。

美化委員を中心に、週１の黒板クリーナーの掃除、月１のリサイクルペー
パーの整理、モップの交換を行っている。しかし、学校全体として清掃が徹底
されているレベルではない。

B

拭き掃除を始めとする心を磨く清掃活動を
展開する。

事前指導・事後指導と併せて、生徒が自分の心に正対する時間になってい
る。しかし、毎学期の取組には至らなかった。 C

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

②

重点目標

評
価
指
標

①

教員は楽しい授業と共に、分かりやすい授業
展開を工夫する。
　各授業で、適時性があり、生徒間での適切な対
話の時間を確保する。デジタル教科書の有効利
用法を研究し、より興味関心を高めた授業を展開
する。何よりもチャイム着席等の授業規律の確立
を徹底し、授業に向かうことへの意識化を促進す
る。
　学力調査の誤答分析を確実に進める。

教員は、生徒共に教室の清掃を徹底し、教室
の学習環境を整備することで生徒の心の安定
を図る。
　美化委員会の取組を全生徒に認識させ、何のための
美化活動なのかを生徒に共有させる。また、教員も生
徒と共に清掃活動に励み、学習環境の整備に尽力す
る。各教室のロッカーの整理整頓に心がけさせる。ふき
掃除月間を設けるなど、「己に向き合う時間」のスロー
ガンの下、「東海中ふき掃除」の重要性を生徒と共に再
認識する。
※「ふき掃除」とは、清掃を目的とせず、廊下等をひたすらふきあげることを通して自分と向き合う
時間を確保するもの。

知的好奇心の高まりをさらに求め、特に、理
科と社会科についての学力の伸長に励む。
　各教科の授業では、毎時の「ねらい」についての
提示を確実に実践する。毎時の授業で「何を学ぶ
か」「今何を学んでいるのか」「今日何を学んだの
か」を明確にできる授業やもっと知りたくなる授業
を展開する。

　基礎学力を十分に身に付けさせるために知的好奇心を高めるとともに、「できる授業」「わかる授業」を確実に実施
する。
　教育環境を整備し、生徒の基礎学力の定着を図るとともに、豊かな心の育成を目指し、「心を磨く」「心を育くむ」美
化活動を展開する。

今後の課題と改善策



評価項目２　（人間性や社会性に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明
評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明
価

規律と秩序ある生活態度を堅持している。
適切な生活態度の持続と先をイメージした継続的指導を行っ
ている。規律は概ね守られていると感じる。 A

すべての学校行事に明確な「ねらい」を設
定して、自主・自律の心を養う。

ねらいを設定し、達成するための手立てを生徒に考えさせている。わかりや
すく学校行事の意味を伝えることで、多くの生徒が理解し、行動している。 A

生徒自ら「15歳のあるべき姿」を追求して
いる。

学校の中で、日々自分の将来に向けて自己研鑽に努めてい
る。今あるべき姿を生徒が外れてしまったときにはその都度の
指導を行っている。

B

すべての教育活動で「時と場をわきまえた
態度、行動、礼儀、言葉遣いの実践」を意
識した教育活動を展開する。

言動をわきまえる教育活動を展開し、日常生活で態度や礼儀について言及
している。普段の学校生活や修学旅行等の学校行事において特に意識した
教育活動を行っている。

A

ボランティア活動を拡大するとともに、東海
グループとしての活動を具体化し、一貫教
育実践校としての機能を強化する。

クリーンレンジャーの価値を具体的に共有できるよう、児童会、生徒会役員
会の内容を精査し実施した。各校、多くの児童生徒が参加し、有意義なク
リーンレンジャーが展開された。もう少し地域からの活動に対する認知度を
高めたい。

B

規律と秩序ある生活態度を堅持している。
落ち着いて生活できており、規律と秩序が保たれている。ま
た、その堅持を目指して指導を持続している。 B

チャイム着席の徹底や学習準備の指導を
とおして、学習・授業規律を更に確立する。
（再掲）

教員は授業規律の確立に努め、おおむねの生徒が自らチャイム着席を実施
している。しかし、一部の生徒には教員の指導が必要である。（再掲） B

挨拶が響きわたる学校づくりのために、挨
拶の励行を強化する。

教員自ら挨拶を行うことで、生徒の挨拶の励行に努めている。挨拶をする学
年としない学年があるが、生活委員による朝の挨拶運動はとてもよい活動と
なっている。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

これからの日本を支えることのできる「良き市民」の育成を目指す具体的な教育課程の構築を推進し、本校を選択し
てくる生徒自身が、地元意識をもち、地域の期待に応え、地域に貢献できる東海中学校の確立を目指させる。
○規律と秩序ある生活態度を堅持しつつ、すべての学校行事に明確な「ねらい」を設定して、自主・自律の心を養
う。
○規律と秩序ある生活態度を堅持する。
○すべての学校行事に明確な「ねらい」を設定して、自主・自律の心を養う。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

③

落ち着いた学校生活を、一層、堅持する。
　チャイム着席については一部の生徒ではあるが
教員が指導を継続する。また、教員もチャイム着
席への認識を再確認する。
　「挨拶はするもので、求めるものではない」ことを
積極的に伝えていく。また、教員自ら挨拶を行うこ
とで、生徒の挨拶の励行を強化する。

①

自主・自立を目指し、すべての学校行事に具
体的かつ明確な「ねらい」の設定付けを徹底
する。
　今後も、具体的かつ明確な「ねらい」を設定し、
達成するための手立てを生徒に考えさせるため
に、わかりやすく学校行事の意味を伝える。

②

日常生活で態度や礼儀について必要性を伝
え、わきまえた言動を実践できる教育活動を
展開する。
　すべての教育活動で「時と場をわきまえた態
度、行動、礼儀、言葉遣いの実践」を意識した教
育活動の展開を徹底する。
　互恵性を踏まえたボランティア活動を拡大する
とともに、東海グループとしての活動を具体化し、
一貫教育実践校としての機能を強化する。



評価項目３　（体力・健康に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明
評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明
価

「健康と体力」について考え、生徒が自ら
「健康と体力」を向上させようとしている。

ＳＡＳの学年での取り組みなど、生徒は積極的に取り組んでい
る。身近にできるストレッチ等を実践している。 A

運動の合理的実践を通して生涯体育の重
要性を理解させていく。

体育授業はもとより、ＳＡＳの活動等を通し、生涯にわたって運動に親しむ姿
勢を育てている。発表会では、具体的な成果が発信でき、高い評価を得た。 A

運動の合理的実践を通して生涯体育の重
要性を理解している。

体育授業はもとより、ＳＡＳの活動等を通し、生涯にわたって運
動に親しむ姿勢を育てている。 A

毎回の保健体育の時間に、必ず筋力ト
レーニングの指導内容を入れ、筋力を高め
る。

体育の補強に馬跳び、柔軟、ビブス振りを取り入れ、自己の運動課題に応じ
た種目に取り組むことができるよう指導している。 A

運動会や秋の区連合体育大会に向け、ス
ポーツトライアル等に工夫を加えて活用し
ながら体力向上強化月間として位置付る。

週末を活用して、家庭へのワンミニッツエクササイズの提供をとおして家庭で
の運動実践につなげている。スポーツトライアルの取組は不十分であった。 B

生徒一人一人のオリンピック・パラリンピッ
クついての意識が高っている。

校内の展示・掲示などに注意を払っている。ビーチバレーなど
の体験を通じて興味を持ち始めている。 B

東京都配布のオリンピック・パラリンピック
読本を活用した教育を充実させる。

体育理論の単元において、都や区のオリンピック読本を活用しながら授業を
行うとともに、市民科で活用している。一方で、オリ・パラ読本を活用した教育
は充実していない。

B

様々な競技の特性を活用して、生徒の健
康と体力の向上に努める。

体育授業において、各競技特性を理解し、運動に親しむ姿勢を育てている。
毎週末にワンミニッツトレーニングを実践中である。 B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

「確かな学力と豊かな心」は「健康と体力」が支えていることを強く意識させ、「健康と体力」について生徒自ら向上さ
せようとする学習内容や学習環境を構築する。
ｽｰﾊﾟｰｱｸﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙの実践を意図的・計画的に積み上げ、生徒の主体的な体力づくりの一助とする。重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

③

「４×４」を強く意識させながらオリンピッ
ク・パラリンピック教育を展開する。
　体育の授業や市民科の学習以外での読本の活
用を促す。また関心をより一層高めるための講演
会を計画する。パラリンピアンが提唱する「発想の
転換をすれば障害者の可能性は無限に広がる。
可能性に目を向け、障害者に自信をもたせ、イン
クルーシブに目を向ければ社会変革が引き起こさ
れる」という概念を定着させる。

①

ＳＡＳの研究推進は健康の維持増進と共に、
協働することの楽しさを理解させるものと
なったため、研究推進は終了した今後も、そ
の良さの継続を図る。
　朝の運動実践を定期的に設定するなど、協働す
ることへの喜びを継続して与える。また、週末の
ワンミニッツエクササイズは継続する。

②

研究推進は終了したが、その良さの継続を図
る。
　効果的な運動実践とは何か、ＳＡＳで獲得した
体育科での効果的な体つくり運動の在り方とは何
かを今後も継続して追求する。
　週末を活用して、家庭へのワンミニッツエクササ
イズの提供をとおして家庭での運動実践につな
げ、家庭を巻き込んだ運動実践の継続を図る。



評価項目４　（いじめの防止の取組に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明
評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明
価

生徒が自らの心を戒め、生徒会を中心に
「いじめ０運動」を展開している。

ポスターや標語等を作成し、生徒会が主体となる「いじめ撲
滅」の取り組みなど頑張っている。 A

市民科や各教科等の全教育活動を通した
心の教育を充実させる。

心に働きかけるような言葉がけや指導に努めている。また、やさしい人にな
れるよう、授業内外で生徒に話をし、いじめの事案は発生していない。 A

生徒会が作成した「いじめ根絶宣言」が生徒に
強く浸透され、つつがなく遂行されている。

いじめはいけないという気持ちはあると感じるが、根絶宣言は
完全に生徒には浸透していない。 B

生徒会朝礼で、昨年度提示された「宣言」
を毎回紹介し、いじめ撲滅意識を共有す
る。

生徒会朝礼では様々な伝達事項が多くあり、宣言を毎回、紹介することがで
きない実情がある。年に１度の生徒会での発表に留まっている。 C

アンケートを１学期に１回実施し、いじめのもとになる
生徒同士のトラブルを早めに見つけて、未然防止に
努める。

アンケートの実施や、気になる生徒への個別のヒアリングを実施している。そ
の他、多くの観察や対話を通して、生徒同士のトラブルに気を配り、トラブル
を未然に防いでいる。

A

思いやりのあふれる各学級・学年の経営
がなされている。

各学級共に際立った問題もなく、ほとんどの生徒にとり居心地
の悪い場ではないと思う。笑顔にあふれる学級が多い。 B

ＯＪＴの機能を強く意識し、組織としての教
員間の連携を強化する。

若手教員は、先輩教師の指導を見たり、アドバイスを受けることで、自らの指
導力向上に努めている。職員の和がなくして組織強化はできないが、「組織
とは何か」もっと意識する必要がある。

B

変化を見逃さないようにするために、一人
一人の生徒をよく観察できる情報共有の
場を設置する。

常に情報共有し、生徒理解に努めている。毎朝の打ち合わせ時や職員連絡
会で生徒情報を共有している。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

生徒が安心できる学級環境を提供する。
　ＯＪＴの機能を強く意識し、組織としての教員間
の連携を強化する。
　変化を見逃さないようにするために、一人一人
の生徒をよく観察できる情報共有の場を設置す
る。
　毎朝の打ち合わせ時や職員連絡会で生徒情報
を共有し、単独で問題を抱え込むことのないよう
に体制をつくることも含め、常に情報共有しながら
生徒理解に努める。

①

いじめ「０」を継続する。
　教員は、関わる人が「その行為はいじめである
と認知すれば、それはいじめである」との認識を
様々な場面で生徒に発信する。
　これからも心に働きかけるような言葉がけや指
導に努めている。

重点目標

全校生徒一人一人に関する情報を全教職員が常に共有するとともに、生徒一人一人に対する観察眼をしっかりと
身に付け、いじめは絶対に起こらないよう努める。また、市民科や各教科等の全教育活動を通した心の教育を充実
させるとともに、思いやりのあふれる各学級・学年の経営に努める。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

②

生徒会は効果的な「いじめ根絶宣言」を提示
し、生徒に強く浸透させ、いじめ「０」がつ
つがなく遂行される。
　５．１１．１月のアンケートの実施や、気になる生
徒への個別のヒアリングを実践する。その他、教
員はアンテナを高くし、多くの観察や対話を通し
て、生徒同士のトラブルに気を配り、トラブルを未
然に防いでいく。

（ＳＮＳ東海中ルールの改定実施）



評価項目５　（学校独自の特色ある教育活動）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明
評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明
価

生徒主体の学校行事が運営されている。
教員の指導のもと、生徒が主で運営されている。各学校行事
では、それぞれの実行委員が活躍するなど生徒は積極的であ
る。生徒が主体的に活動できるような状況を整えいると思う。

A

・生徒会、実行委員会による運動会、音楽
祭等が主体的な運営方法を模索させる。

生徒が自主的に動けるような事前準備を心がけている。運動会や音楽祭
等、すべての学校行事では、生徒の実行委員が中心となった主体的な運営
がなされた。

A

ボランティア活動精神が発揮され、ポンプ
隊として地域の期待に応えようとしている。

祭礼や地域行事を盛り上げようという意欲は高いと感じる。ポ
ンプ隊はこれからの活動となる。 C

・地域祭の参加４回７０名以上。
・地域行事参加４回１００名以上。

生徒会朝礼や学級活動等で周知を行い、ボランティア活動の活性化を図っ
ている。しかし、数値目標はなかなか達成できずにいる。 B

・ポンプ隊練習を強化する。
助けられる側ではなく助ける側であることを伝えて、ポンプ隊を組織したが、
意欲の高い生徒とそうでない生徒がいることから、全校的な気運の高揚とま
では至っていない。

C

スーパーアクティブスクールの指定校とし
て生徒の体力が向上している。

研究・実践のもとに、体力の向上をめざしている。体力は向上
しているとは感じられないが、週に１回はランニング等の運動
は当たり前にやるという習慣は身に付いている。

A

・朝のステップアップ時の運動を確実に実
施する。

現在進行形で、学年の教員も参加し、精力的に取り組んでいて、確実な実施
を見ている。 A

・筋力を高めるための毎回の体育の時間
の効果的な筋力トレーニングを導入する。

直接的な体力向上には至らないものの、体育の補強に馬跳び、柔軟、ビブ
ス投げを取り入れ、自己の運動課題に応じた種目に取り組むことができ、体
育授業における効果的な筋力トレーニングの定着を見ている。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

ボランティア活動がやや形骸化されてきた今
だからこそボランティア活動精神が発揮さ
れ、ポンプ隊として地域の期待に応えようと
する生徒を育成する。
　目標値である生徒の地域祭の参加４回７０名以
上、地域行事参加４回１００名以上を達成する。そ
のため、生徒会朝礼や学級活動等でボランティア
の意味や価値の周知を行い、ボランティア活動の
活性化を図っていく。

③

ＳＡＳの研究推進は健康の維持増進の機会で
あったと共に、協働することの楽しさを理解
させるものとなった。研究推進は終了した
が、良さの継続を図る。
　朝の運動実践を定期的に設定するなど、協働す
ることへの喜び、人と関わることへの楽しさを継続
して与える。また、週末のワンミニッツエクササイ
ズは継続する。（再掲）。

重点目標

〇すべての教育活動に具体的な目標を設定し、「時と場をわきまえた、態度、行動、礼儀言葉遣いの実践」を励行
し、卒業時までに誰からも認められる本校生徒の「１５歳のあるべき姿」を確立する。
〇「確かな学力と豊かな心」は「健康と体力」が支えていることを強く意識させ、「健康と体力」に対し、生徒が自ら向
上させようとする学習内容や学習環境を構築する。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

参加することに留まらず、参画することの重
要性を伝え、生徒が生き生きとした主体性の
ある学校行事を運営していくよう支援する。
　生徒会や実行委員会等が、運動会や音楽祭等
に対し、生徒同士で、主体的で能動的な運営をし
ているとの達成感や充実感を味わえる方法や、そ
のための教員の適切な支援の在り方を模索す
る。


