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    ２６瑞二中発第６３号 

平成２７年１月２２日 
瑞穂町教育委員会 
教育長  鳥 海 俊 身 様 
                                                   瑞穂町立瑞穂第二中学校長 

                                                                             渡 辺  政 彦 (公印） 
                                          

 

平成２６年度 学校評価報告書 

１ 自己評価 

（１）評価及び成果と課題 

 
評価項目 

２５年度 

評価結果 

２６年度 

評価結果 
成 果 課 題 

１ 学力向上 B B 

・学習のねらいの明確化 

・教室整備と授業規律の確立 

・朝読書の定着 

・家庭での学習習慣の定着 

・校内研究を軸とする授業改善 

・計画的な学習の進め方の指導 

２ 健康・体力 B B 

・体育大会等体育的行事の充実 

・始業前の準備体操の定着 

・保健分野の指導の充実  

・部活動の充実 

・・食育と健康管理 

３ 道徳教育 B B 

・全校道徳の実施 

・尐人数での話し合い活動の定着 

・瑞穂二中人権の日弁論大会へむ

けての取組みと実施 

・・・教育活動全体（全教科・領域）

にわたる道徳教育への教員の

意識付け 

・自己肯定観の育成 

４ 特別支援教育 B B 

・通級指導学級と通常学級との連

携 

・校内委員会を通しての生徒理解

の深化 

・特別支援学校との連携 

・通常学級に在籍している生徒

のスクーリング。 

・特別指導学級適の生徒が学級

に所属。特別支援教育の保護

者の理解 

５ 生活指導 B B 

・いじめの早期発見と対応 

・不登校対策室の機能の充実。 

・生活指導、不審者の組織的対応 

・生徒会活動の充実 

・諸機関・地域・PTAとの連携 

・不審者対策 

・ＳＮＳや携帯電話など情報通

信機器によるいじめ防止対策

と指導 

 

６ 研修・研究 B B 

・全学級で公開授業の実施 

・年次研修による指導力向上の取

り組み 

・校内研修の継続・発展 

・習熟度授業・個別指導の推進 

・次年度の研究発表の対応 

７ 
家庭・地域の連

携 
B B 

・学校・学年学級便りの発行 

・ホームページの更新 

・あいさつ運動など地域との連携 

・保護者メール（マメール）の活

用 

・地域行事への参加 

・地域の学校への協力 

・教職員の地域行事への参加 

８ 経営・組織 B B 

・役割職責に基づいた職務行動 

・経営方針の具現化に向けた教育

活動の実施 

・各分掌の組織的な対応 

・OJTの充実 

※ 評価は、A・B・C・Dから選択すること 
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（２）保護者に対するアンケート結果から成果と課題 

  ①成果 

・学年によって多尐差はあるものの生徒は楽しく学校生活を送っている（今年度１年84％、２年93％、３年95％） 

・学校でのルールを守るなどの規範意識も見られる。（今年度１年90％、２年91％、３年96％） 

・前後期の２回の保護者に対してのアンケートの提出率は前期53％で後期が62％と増加した。 

   ・家庭であいさつをすることや朝食をとることなどの基本的な生活はできている。（全学年8割以上） 

 ・家庭での読書している生徒の割合は昨年度比較で微増。（昨年は全体で27%に対して今年度12月は1年25%、

2年32%、3年30%、全体29%） 

  ②課題 

   ・家庭で学習する時間が尐ない。 

 昨年度 
平成26年度1学年 平成26年度2学年 平成26年度3学年 

7月調査 12月調査 7月 12月 7月 12月 

2時間以上 3％ 2％ 2％ 3％ 5％ 7％ 19％ 

1時間以上 21% 18% 13% 7% 14% 42% 35% 

30分以上 41％ 44％ 44％ 43％ 41％ 15％ 28％ 

全くしない 32％ 36％ 41％ 47％ 41％ 36％ 19％ 

      7月と12月を比較すると家庭での学習時間は1学年が減尐。２，３年生は増加している。 

   ・生徒にとって授業が分かりやすいものになっていない学年がある。（昨年は全体で 64%に対して今年度は 1年

48%、2年63%、3年70%） 

   ・いじめ対応については学校としては組織的に対応しているが保護者の意識としては不十分であると考えている

学年がある。（昨年は全体で64%に対して今年度12月は1年52％、2年63％、3年74％） 

   ・先生と生徒のコミュニケーションについても学年で差が生じている。（1年55％、2年70％、3年85％） 

・昨年と比較して学校だよりなどの各種たよりが届かない家庭が増えた。（昨年は全体で88%に対して今年度は 

1年75％、2年71％、3年80％） 

    

（３）児童・生徒に対する学校評価・授業評価から成果と課題 

①成果 

   ・普段の授業で授業のねらいや学習内容が示されるようになった。（１年93％、２年87％、３年83％） 

   ・忘れ物をしない、チャイム着席などの授業規律についてはほとんどの教科でできている。 

  ②課題 

   ・家庭で予習・復習をしている生徒は教科によって差はあるが約４割。 

 

２ 学校関係者評価 

（１）委員の構成  

 職 名 氏  名 所属等 

１ 評価委員長 石川 任 民生児童委員 

２ 評価副委員長 井上 一也 武蔵野地区青尐年協議会 

３ 評価委員 小山 和英 瑞穂第二中学校ＰＴＡ会長 

４ 評価委員 川杉 俊光 長岡地区青尐年協議会 

５ 評価委員 清水 育代 主任児童委員 

６ 評価委員 鈴木 孝依 第二小学校ＰＴＡ会長 

７ 評価委員 前田 哲宏 第四小学校ＰＴＡ会長 

８ 評価委員 栗原 光太郎 箱根ヶ崎地区青尐年協議会 

９ 評価委員 小野 静江 保護司 

（２）主な活動 

     月 日 会  場 協議会内容等 

平成26年  7月17日 瑞穂第二中学校 第一会議室 学校の現状について 

平成26年12月18日 瑞穂第二中学校 第一会議室 学校評価について 

平成27年  3月  日 瑞穂第二中学校 第一会議室 学校評価と来年度に向けて 
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（３）評価及び次年度の改善策（９名中７名 回答） 

 
評価項目 

２５年度 

評価結果 

２６年度 

評価結果 
今年度の状況 次年度の改善策等 

１ 学力向上 B B 

・全国・都の学力定着度調査で

は調査平均値に達していな

い。引き続き学力の定着は課

題となっている。 

・教室整備と授業規律の確立（授

業中の姿勢・忘れ物・提出物

など） 

・授業改善（授業のねらいの板

書・話し合い活動など）の徹

底により落ち着いて授業を受

けている。 

・家庭的にも課題のある生徒が

多く、家庭学習の時間は尐な

い。 

・学力向上に向けて更に取り組んで

いってほしいと思いますが、この数

年か５～６年でようやく学習環境

が落ち着いてきたところだと思い

ます。このペースで取り組んでいた

だきたいと思います。 

・家庭学習の時間をどのように設け

るかが課題 

・生徒に授業に対して好奇心を持た

せ、ペースに巻き込んでいければよ

いのですが。 

・授業などを見ている限り落ち着い

ていて良いと思いますがやはり学

力が低いということは改善してほ

しい点である。 

・当校に子供が在籍しているわけで

はないので前回の協議会の話から

の評価になるが、先生方の熱心な取

組は評価している。学力の付いてい

る生徒と付いていない生徒の差が

あるのかなと思う。全体的に落ち着

いて取組めている点ではよいと思

う。 

 

２ 健康・体力 A A 

・体育大会には積極的に参加し、

生徒はよく頑張っている。 

・部活動も活発で都大会への出

場があった。 

・各自の目標に向かって頑張っ

ており、生徒の意欲的な参加

の姿勢が多くみられる。 

 

 

・生徒の意欲が見られて、体育大会

はよかった。 

・体育大会でも部活動でも中学生ら

しい活発さが見られ、とても好まし

いと思います。 

・よく頑張っていると思います。 

・行事や部活には積極的に取り組む

姿が見られ、とても評価できる。何

より生徒が楽しそうにしている。 

３ 道徳教育 A B 

・年間３５時間の道徳授業を年

間計画に基づいて実施してい

る。 

・いじめ問題については、学期

ごとに全校同じ教材で道徳を

実施している。 

・道徳授業地区公開講座では、

学年別のテーマに沿って実施

している。 

・いじめについては先生方がとても

取り組んでいるように思う。 

・道徳授業地区公開講座および人権

についての作文発表もあり、着実に

進んでいると思う。人権教育につい

ては今後も力を入れていってほし

い。 

・いじめ等もなく、生徒達は仲良く

学校生活を楽しんでいる印象であ

る。 

・特に地域的に問題ありとのうわさ

を聞かない。 
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４ 
特別支援 

教育 
A B 

・校内通級学級が開級して４年

になり、生徒・保護者への特

別支援教育が知られるように

なった。 

・通常学級と通級との連携が図

られている。 

・特別支援教育についての保護

者への理解が難しい。 

 

・情報の提供をもっとあるとよいの

では。通級、特別支援というのは保

護者の理解をどのようにしたらよ

いか課題である。 

・特別支援教育への保護者の理解が

更に深めてほしいところです。地域

としても、理解を進めていかなくて

はいけないと思う。 

・通いやすい通級を創り上げてくだ

さい。 

５ 生活指導 B B 

・生活指導部・学年を中心に日々

の生活指導をおこなってい

る。 

・放課後の地域からの生徒の苦

情には現場に駆けつけるなど

丁寧に対応している。 

・不審者対応では、生徒の下校

時間に地域パトロールを実

施。 

・不登校生徒については家庭の

課題も多いが、不登校対策室

を中心に個別に原因を分析し

不登校を減らす取り組みがみ

られる。 

・自転車の乗り方や地域での放

課後の生活に一部問題が見ら

れる。 

・二中人権の日弁論大会を通し

て人権教育への取り組みを推

進している。 

・先生方の細心の指導があると思

う。一人一人の生徒たちに目を配っ

ているように思います。 

・学校が段々と落ち着いてきている

のは嬉しい。以前に生活指導主任の

意見として、「卒業生が来校して悪

さをしたり、影響を断ち切ることが

できるようになればいいのだが」、

と言っていたが次第に良い状況に

なってきていると思う。先生方の団

結に連携して取り組まれているの

がよい結果になっていると思う。 

・自転車マナー、あいさつ等とても

良くなっていると思います。 

・全体的には評価できる。不登校や

自転車事故などは改善していない。 

・この年齢においてはやむを得ない

と思うが、自転車を並走してしまう

マナーの悪さは時々目につく。教師

の努力はあると思うが仲間意識の

強い年代特有の難しさと思う。 

・自転車の乗り方の指導を行ってい

ただいているが、現状まだまだ生徒

達の意識が低いと思います。また、

事故に遭うだけでなく、自分が加害

者になりうると思ってほしい。 

６ 研修・研究 A B 

・「見通しを立てたり、振り返っ

たりする学習の重視」として

校内研修を実施した。 

・言語活動の充実を学校教育に

生かしている。 

 

・５年ほど前に行った人権教育の研

究授業の取組は素晴らしかった。あ

れ以来、二中は良い方向に向かって

きたと思う。クラスでの４人１組で

の話し合いのワークなども良い方

法を取り入れていると思う。 

７ 
家庭・地域

の連携 
B B 

・あいさつ運動・交通安全キャ

ンペーンとＰＴＡや福生警察

と連携している。 

・生徒がよくあいさつをするよ

うになり校内の雰囲気が改善

した。 

・ＰＴＡ活動への教員の参加が

増えてきている。 

・生徒が自ら進んで参加しているよ

うです。 

・先生方がとてもあいさつをしてく

れると感じます。とても嬉しく好ま

しく思います。 

・教育に対し、家庭のサポートは大

切であるが、それをいかに引き出す

かが難しいところ…。 
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 ・以前に比べて保護者が学校に来る

ように感じる。先生方の連携がとれ

ている印象がある。 

・二小でも同じだが、学校から離れ

るにつれて挨拶度は下がると思う。

不審者対策として知らない人は無

視をするという面もあると思うの

で、時代の難しさはあると思う。 

８ 経営・組織 A B 

・今年度から教務・進路指導主

任が代わり体制を整備した。 

・引き続き頑張って進めていただき

たいと思います。地域でもお手伝い

できることがあればしたいと思っ

ています。 

・校長先生、副校長先生を中心にう

まく組織を動かしてください。 

※ 評価は、A・B・C・Dから選択すること 

  

３ 昨年度、自己評価や学校関係者評価において評価が高かった項目及び改善を求められた項目の取組について 

（１）平成２６年度の取組状況 

 項目 取組計画 取組状況 成果 

１ 

学力向上 朝読書の推進し、全員が学

期に 2冊以上の本を読む。 

毎朝、静かに読書を実施。

読書目標にした冊数につ

いてはクラスで差が生じ

た。 

家庭で読書をする生徒が増

加。 

多くの学級で落ち着いた学

習環境をつくることができ

た。 

２ 

学力向上 

生活指導 

授業規律の確立と学習習

慣の定着。 

始業のチャイムとともに

授業を開始。休み時間でも

教員が見回る体制を作っ

た。 

授業妨害もなく静かな環境

で授業を実施できるように

なった。全く授業について

こられない生徒への支援が

課題。 

３ 

地域との連携 地域の教育力を活用し連

携を深める。 

若手教員を中心に親睦旅

行などＰＴＡ行事に積極

的に参加。 

学校だよりも昨年度以上

に発行。 

若手教員が積極的に関わる

など意識が高まったことは

良い。 

（２）次年度に向けての課題と改善策 

 ・保護者会への参加者が非常に少ないので、保護者に少しでも参考になる話題が提供できるように保護会の開催方法

を工夫する。 

 

４ 昨年度、第三者評価において評価が高かった項目及び改善を求められた項目の取組について 

（１）平成２６年度の取組状況 

 項目 取組計画 取組状況 成果 

１ 

研修・研究 授業改善と分かる授業を

目指した授業研修を推進

する。 

平成２６．２７年度の研究

テーマを「見通しを立てた

り振り返ったりする学習

の重視」として研究を推

進。 

 

全学年クラスで研究授業を

実施。本時の目標や評価に

ついての意識するようにな

った。 
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２ 

学力向上 単元の初めに何を学ぶか

を説明する。 

授業の最初には本時の目

標を生徒に示す。また、ICT

機器の活用により生徒の

興味関心を高める。 

教員アンケートの結果、９

割の先生が授業の最初に見

通しを立てさせる工夫をす

るようになった。 

また、プロジェクターなど

の機器を使用する教員も増

えた。 

３ 

不登校・いじめ 不登校対策室を中心に不

登校生徒の出現を未然に

防ぎ、具体的な方策を検討

して学校復帰に向けて組

織的に取組む。 

会議の効率化を図るため

に、検討する生徒の重点化

を図る（それ以外は資料で

報告）。また、生徒の外部

機関との関係を明確化。 

・会議の時間短縮ができ、

状況に変化が起こった生徒

についてケース会議を開

催。外部機関について明確

になったことで教員間の共

通理解が深まった。 

 

（２）次年度に向けての課題と改善策 

  ・学力向上を図るためには家庭の理解と協力が不可欠であるので、家庭学習のポイントや各教科の評価の仕方など

配布資料等を作成して丁寧に説明を行う。 

  ・ＩＣＴ機器の活用は良いが、他人を思いやる古典的なコミュニケーションのあり方も重要。ＩＣＴのみに頼らず、

生徒とのコミュニケーションを重視した授業を展開する。 

 

５ 今年度の学校経営計画について 

（１） 今年度、特に重点をおいた経営事項とその理由 

① 重点項目 

不登校と基礎学力の定着 

② 理由 

学校に登校していない（出来ない）生徒が多い。 

基礎学力の定着が図られていないため、全国・東京都・瑞穂町の学力定着度調査結果がそれぞれの平均を下

回っている。 

 

（２） 解決を迫られた課題等とその取組状況 

① 課題等 

・不登校対策室の機能を充実させ、不登校生徒の状況把握と不登校を未然に防止する。 

・家庭学習や定期考査への取組をしていない生徒が多いため、校内研修会を推進するとともに授業改善を図る。 

② 取組状況 

不登校対策室の機能の充実 

・不登校加配教員を中心に不登校対策室を運営し、今年度は３年目を迎えた。 

・生徒の登校状況を一覧表にまとめるとともに生徒の不登校の状況と不登校になっている原因・傾向を分析し

た。 

・生徒の状況に変化が生じた場合についてはケース会議を開き、詳細な分析を行った。 

・個々の生徒がどの外部機関とかかわっているのかを整理し、教員間の共通理解を図った。 

 

校内研修会の推進と授業改善 

・昨年まで研究した言語活動を生かしたうえで、平成２６．２７年度の研究テーマを「見通しを立てたり振り

返ったりする学習の重視」として研究を推進した。 

・全学年クラスで研究授業を実施した。 

・授業の最初には本時の目標を生徒に示す。また、ＩＣＴ機器の活用により生徒の興味関心を高める。 

・全校で授業の最初に見通しを立てさせる工夫を行った。また、指導方法の工夫としてプロジェクターなどの

ＩＣＴ機器を使用するなどを工夫を行った。 
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 （３）次年度に向けての課題と改善策 

    本校は依然として、基礎学力の定着と不登校の課題がある。基礎学力の定着や不登校は自校だけの取組だけで

は成果をあげることが出来ないので保護者や近隣小学校とも連携し、計画的・組織的な取組みをおこなう。学校

関係者評価では、以前比較すると学校は落ち着きをみせているので、評価をいただいているが学力については今

後も重要課題として取り組んでいく。 

    

・組織的な対応 

   分掌・学年については、主任を中心に取り組んでおり、運営委員会などでの報告、連絡等で学校全体としての共

通理解や共通実践へと連携が深まりつつある。今後の人事異動により、中心的な役割を担っていた教員が欠ける場

合も想定し、この組織的な対応が継続するように個々の教員の意識と資質を向上させる。 

   

・不登校について 

   これまでは不登校加配教員を中心に不登校対策室を運営してきたが、次年度は加配が取れなかったために、生活

指導主任に不登校対策室長を兼務させて推進する。今年度は、資料の整理や生徒の連携先の明確化、個々の現状分

析からケース会議など具体的な指導計画まで検討することができた。不登校は、本人だけの問題だけではなく複雑

な要因が絡んでおり、小学校・教育委員会・子ども家庭支援センターなど関係諸機関との連携を図りながら計画的・

組織的に指導を継続する。 

 

・基礎学力の定着 

   今年度は、校内研修での研究をもとにして授業改善を進めてきた。来年はさらに研究を進めるともに、授業のね

らいを明確にすることや学習した内容を振り返る場面を確実に設けるとともに、話し合いの場面や発表する場面を

意図的に取り入れた授業が展開できるように授業改善を推進していく。また、年間指導計画において継続的にドリ

ル学習など繰り返し学習を取り入れ、学習の習慣化を図るとともに、来年度から始まるフューチャースクールにお

いて教育委員会と学習塾との連携をしつつ学力向上を目指す。  


