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平成２９年度 学校評価書 
平成３０年３月１日 

福生市教育委員会 殿 

福生市立福生第三中学校 

校 長 尾暮  亮  印 

１ 今年度における重点的な取り組み 
 (1) 学習 

  ① 教科指導 

   ・特別支援教育の手法を積極導入した授業形態「三中スタンダード」をすべての授業で確実に実施し、 

    すべての生徒にとって分かりやすい授業を実践する。 

   ・言語活動を充実させ、思考力・判断力・表現力を高める授業を追究する。 

   ・家庭学習の充実を図るとともに、放課後学習支援活動など補充的な学習機会を充実させる。 

    ② 道徳 

      「自立」（基本的生活習慣、強い意志、個性の伸長 など）と「共生」（思いやり、友情、生命の尊 

    重、国際理解 など）に関する指導を重視する。 

 (2) 生活指導・進路指導 

  ① 生活指導 

   ・校訓礼節を柱とした基本的な生活習慣、授業規律の確立に取り組むことで、生徒の規範意識及び自

尊感情と自己肯定感を高める。「身だしなみ、そうじ、挨拶、時間を守る、授業規律の確立」を凡

事徹底として取り組んでいく。 

   ・学区小学校及びＰＴＡと連携し、「三中校区生活の約束」の浸透を図る。 

  ② 特別活動 

   ・生徒会活動、学級・学年集団における活動において、協力してより良い学校生活を築こうとする自 

    主的、実践的な姿勢を育てる。 

  ③ 教育相談・特別支援教育 

   ・SC、支援員と連携して相談活動の充実を図り、課題のある生徒は組織的な対応に取り組む。 

・校内研修を充実し、全教職員が発達障害や不登校及び学級不適応生徒についての理解を深め、実践

的指導力の向上を図る。また、個に応じた指導の充実を図る。    

   ・不登校問題について、不登校コーディネーター及び特別支援教育校内委員会が中心となり、関係機

関と連携しながらそれぞれの生徒の課題に応じた対応を行う。 

    ④ 進路指導 

   ・１、２年次の「職場調べ」「職業体験」「上級学校調べ」、３年次の「卒業生の話を聞く会」など

を柱に、自らの進路について主体的に考えられるように指導する。 

   ・キャリア教育の基礎的・汎用的能力を高められるよう、これを指導案に明記し、各教科、特別活動、

総合的な学習の時間で、授業の工夫改善を図る。 

 (3) 学校運営 

    ① 教職員 

   ・学び続ける姿勢を大切にする。教職員同士がよく話し合い、新しいアイディアを積極的に試みよう 

    とする学校文化を作る。 

   ・年度当初に各分掌の目標とそれを実現させるための手立てを明確にさせる。それをもとに学校評価 

    を行い、課題を把握し改善策を検討することができるようにする。 

   ・本年度より企画会（生活、教務、進路、特別支援主任、計４人と校長、副校長が参加）を組織する。

毎週時間割の中に設定し、三中が直面する課題や先を見通した学校運営をおこなう。 

  ② 教員研修・研究 

    昨年、一昨年度福生市研修奨励校として取り組んだ、「進んで課題に向き合い考えを深め表現でき

る生徒の育成 ～ 言語活動・キャリア教育の充実を通して ～ 」を本年度も研究テーマにして、全教

員が研究授業を実施し、授業力向上、指導の工夫改善に取り組む。 

 (4) 小中連携事業の実施 

   学区における連携事業を実施する。３分科会を軸とした活動を行い、検討内容を具体的な実践に結び 

    つけ、校区における小中の一貫した教育活動の実現をめざす。 

 (5) 地域との連携強化 
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      学校支援地域組織、避難所運営連絡会の活動を通じて、地域との連携を強化する。学校支援ボランテ

ィアの方々と校内美化活動を展開していく。特に、地元町会・  自治会の災害時避難所としての機能を果

たせるように、避難所運営連絡会を定期的に開催する。また、合 同防災訓練を実施し、連携を強めてい

く。また、町会、自治会と連携した健全育成の取り組みを実行して いく。 

 

２ 自己評価の総括 
 (1) 学習                                      ※ アンケートの数字は肯定的評価の割合  

  ① 教科 

 ・生徒アンケート 「授業が分かりやすい｣ 88.0％  （28年度 86.１％） 

                    家庭学習 ３０分未満 29.3％  （28年度 27.9％） 

 ・保護者アンケート ｢分かりやすい状業が行われている｣ 67.0％（27年度 66.1％) 

     「授業の分かりやすさ」について若干ではあるが数値が上がった。家庭学習３０未満は３年連続

ポインがト上昇し、約３割になった。大きな課題としてとらえていく。３年生は全国学力調査で国

の平均を全て上回ったが、２年生は都の学力調査で全ての教科で都の平均を下回った。新学習指導

要領の趣旨を活かした授業の工夫改善と学力向上に取り組み、各学力調査で国および都の平均をコ

ンスタントに上回るようにする。 

    ② 道徳 

 

 

 

 

     全校道徳年間３回実施。国際理解、障害をもつ方への理解などをテーマに実施している。１学期

はと連携して、１年生は「国際協力出前講座」、２、３年生は「留学生が先生」を実施した。「留

学生が先生」は海外からの留学生が自国の文化や自国から見た日本などを話してくれた。多くの生

徒が海外や国際交流などに視野が広がった。 

 

          

前年度同様土曜日の午前に道徳授業の公開と講演会(意見交換会を含む)を開催した。参加者は昨

年より若干上回った。今年度も学校ボランティアの方も参観及び意見交換会に参加してくださり、

貴重な意見をいただいた。 

 (2) 生活指導・進路指導 

  ① 生活指導 

 ・保護者アンケート 

   ｢学校は服装・時間・挨拶などの生活の基本を十分指導している｣  94.5％（28年度 91.0%) 

  ｢学校は保護者の相談、問い合わせ、意見等に耳を傾け適切に対応している｣ 78.0％ (28年度 79.0％) 

   ｢学校には子どもが相談できる教職員がいる｣ 80.5％ （28年度 82.0％) 

     比較的高い評価を得ている。生活の基本を十分指導しているは 3.5 ポイント上回り、約 95％の保

護者が、学校の生活指導に信頼又は満足していると捉えてよいと思える。保護者の相談等に耳を傾

けているが１ポイント昨年度を下回った。（１学期 76％ ２学期 80％）保護者に適切に対応して

いくように改善を進めていく。学校には子どもが相談できる教職員がいるは 1.5 ポイント下回った。 

  ② 特別活動 

 ・保護者アンケート｢学校行事が充実し子どもは積極的に参加｣ 95.0％ (28年度 95.0％)  

     ３年連続 95％である。これからも生徒が主体的に活動し、達成感、充実感が味わえる行事を実施

していきたい。 

③ 教育相談・特別支援教育 

   

   

 

不登校生徒の出現率は、0.7 ポイント昨年を上回ってしまった。不登校コーディネーターや特別

支援教育校内委員会の取り組みが数字となって表れにくい現状がある。一方で３年間登校できなか

った３年女子が登校した。また、不登校生徒だが、３学期はほとんど欠席をしなくなった生徒など、

◆全校道徳     

「留学生が先生」「国際協力 出前授業」１学期  

◆障がいのある方々の理解と交流 ２学期 

道徳授業地区公開講座参観者  ８０名（28年度 ７７名） 

 ・不登校生徒 ２月末現在３０日以上欠席生徒 

     (そよかぜ教室出席カウントせず、病気生徒は除く) 4.8％  (28年度 4.8％) 
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心の中に良い変化が出ている生徒もいる。このことは地道な組織的な取り組みの成果である。 

  ④ 進路指導 

 ・都立第１志望者の合格率  全体○％ （28年度 90.5％）  男子 84.8％ 女子 95.1％  

        都立第１志望者の合格率は前年に比べ７ポイント上がった。都立志望が非常に高い本校にとって、

第一志望者の合格率が９０％を超えることは、担任と生徒、担任と家庭と意思の疎通がよくなされ、

進路指導が適正及び充実しておこなわれていると評価できる。進路指導について、来年度キャリア

教育充実の視点に立ち、基礎的・汎用的能力の伸長をさらにめざす。 

 (3) 学校運営 

  ① 教職員 

 ・全員が研究授業を実施。  校外での研修への参加率 100％   (28年度 100.0％） 

      昨年度、一昨年度と福生市研究奨励校の研究テーマと同じテーマで本年度も校内研究に取り組ん

だ。年間計画に位置付けた研究授業は、予定者は全員研究授業を実施した。しかしそれ以外の教員の

中には、当初の予定どおりに研究授業ができない教員が出た。 

   ② 開かれた学校 

    外部人材の活用、各種だよりの発行数、良好である。また、保護者アンケートの年間２回実施し、

学校便りで結果と分析で知らせている。またアンケートで学校経営に反映できるものは、学校便りで

次年度取り組むことを知らせている。学校評議員会は年３回実施し、評議員の意見やアドバイスなど

も学校経営に取り入れている。 

 (4) 小中連携事業  

     全体会及び３つの分科会を設定し、校区の児童生徒の課題と改善に向けて話し合いを深めた。昨年台

風の影響で中止になった６年生の中学校授業体験を実施できた。 

 (5) 学校支援地域組織 

   学校支援地域組織の活動において放課後学習支援ボランティアを本年度も実施した。避難所運営連絡

会の開催方法が市の意向で変化した。また避難所設営マニュアルを活用し、危機管理の面から２丁目、

福生団地の町会長や役員とのパイプをさらに強めていきたい。総合防災訓練は、選挙のため中止になっ

た。 

 

３ 自己評価に対する改善策 
 (1) 学力向上  

  ３年間取り組んできた研究テーマは本年度までとし、新学習指導要領の趣旨を生かした研究テーマを以

下のように設定する。 

     ■ 研究主題   

       「深い学び」ができる生徒の育成 

            ～ 「主体的な学習活動」と「対話的な思考」を基として ～  

    研究主題に則した研究授業の実施し、また講師を招いての講演会や校内研修に取り組み、指導と評価方

法の工夫改善と、学力向上に取り組む。 

 (2) 生活指導・進路指導 

   「校訓礼節」を基本的生活習慣の確立になるように、凡事徹底として取り組み、生徒の自己肯定感、自

尊感情を高めていく。現在本校において深刻ないじめは発生していない。しかし、そのことに甘んじる

ことなく、また、「福生第三中学校いじめ防止基本方針」にのっとり、未然防止の取組を徹底していく。

SNS の問題については「ＳＮＳふっさっ子ルール」を生活指導のひとつの柱として、地域、家庭と連携

して取り組んでいく。 

 (3) 学校運営 

     授業時間内に企画会を設定し、これを学校運営の柱になるようにし、主幹教諭の経営参加意欲と実践力

の向上を目指す。また、主幹会を軸にヘッドダウン、ボトムアップを円滑に推進していく。 

 (4) 小中連携事業 

     本年度初めて取り組んだ五小、七小、そして町会、自治会を巻き込んだ「挨拶運動」を、来年度も実施

し、地域とのつながりを強めていきたい。 

 (5) 学校支援地域組織       

     学校支援コーディネーターを中心に、さらに連携を工夫、発展させていく。「花いっぱい運動」「落ち

葉掃き」など、生徒と共に活動できる場を広げていきたい。また、コミュニティースクール（地域運営



 - 4 - 

学校）への移行を視野に入れ活動を活性化していく。 

 

４ 学校関係者評価の総括 
 年度末の学校評議員会において意見交換の後、｢学校評価シート｣により評価 していただいた。 

  結果は下記の通りである。                           

 大項目   小 項 目      取  組  内  容  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

 

  学 習 

 

 教科指導  授業力向上 評価の工夫 家庭学習の充実  ４ ２   

 道 徳 ｢自立｣と｢共生｣を軸 公開講座の充実 ５ １   

 総合的な学習 ｢出会い・体験・創造｣ 継続性ある指導展開 ５ １   

 

 生活指導 

 進路指導 

 

 生活指導 ルール徹底 生徒との信頼関係 部活での人格形成 ４ ２   

 特別活動 生徒集団の充実 学校行事を通して帰属意識等醸成 ５ １   

 教育相談･特別支援教育 生徒理解 不登校問題への対応 ４ ２   

 進路指導 継続的な指導 情報提供 進路決定までの取組 ４ ２   
 
学校運営

 

 

 教職員 学び合う学校文化 運営会議の充実 法令遵守 ５ １   

 開かれた学校 外部人材の活用 学校評価アンケート 発信の充実 ４ ２   

      小中連携 年度内の取組充実 ２８年度への準備  ４ １ １  

      地域との協働 信頼される学校作り 学校支援組織の立ち上げ ４ ２   

      Ａ:十分に満足できる  Ｂ:おおむね満足できる  Ｃ:やや不十分、さらに努力が必要  Ｄ:全く不十分、改善が必要 

 

  また、評議員より次のような意見や指摘があった。（第２回、第３回評議委員会及びアンケートより） 

   ・全国（３年生）、都（２年生）の学力調査結果で、３年生と２年生とでは、学力の差が出ている。

引き続き学力向上に取り組んでいただきたい 

   ・道徳の授業の成果を、地域の中で出せるとよいと感じる時がある。 

      ・「オアシス運動（挨拶運動）」はとても良い。児童館でも取り組んでいきたい。 

   ・体力向上チャレンジタイムの取り組みは大変良い。 

   ・公共施設使用のルール、マナーなど三中と連携して児童館は取り組みたい。また、児童館のイベン

トに三中の生徒も参加してほしい。 

・不登校生徒について情報共有ができているのは良い。 

   ・いじめについては機敏に、学校全体で対応していただきたい。 

・保護者アンケートの結果などを学校だよりで知ることはとても良い。記入した親の励みになる。 

      ・地元の工業高校として、地域の中学生（三中生）に工業高校の良さを知らせたり、出前授業をした

りして交流する機会をつくっていきたい。 

   ・町会、自治会を巻き込んだ「田園通りを挨拶通りに」の活動は大変よかった。 

     

５ 学校関係者評価に対する改善策 

 学校関係者評価について、全体として学校の教育活動、課題解決の方向については一定の評価を得ている

と考える。その上で、以下の３点を学校経営で学校評議員の意見を反映した重要課題として、平成３０年度

取り組んでいく。 

 （１）教員研修と生徒の学力向上 

 「教育は人なり」生徒を教える教員は常に自らの資質向上に取り組むことが重要である。そのことが地域

の学校として、地域の子どもを育てることができる。また、常に教員が向上心をもつことで、地域から信頼

を得ることができる。来年度は 「深い学び」ができる生徒の育成 ～「主体的な学習活動」と「対話的な

思考」を基として～ を研究テーマに取り組み、授業力と学力向上に取り組む。また、「特別な教科道徳」

を先行実施し、道徳の授業の成果を地域の方に感じてもらえるようにしていく。 

（２）校訓「礼節」の取り組みと生活指導部会、特別支援校内委員会の更なる充実と補完強化 

  地域の代表者である学校評議員の方と意見を交えると、挨拶ができ、規則が守れ、落ち着いた学校を望

んでいることがよくわかる。また、地域の子どもの不登校やいじめの問題について関心が高く、また心配

されていることがよく伝わってくる。このような気持ちを真摯に受け止め、「校訓礼節」を生徒、保護者、

地域へ浸透させ、取り組んでいく。生活指導部、特別支援校内委員会のそれぞれの良さを生かし、その機

能を充実させ、そして相互補完、相乗効果が出るように学校経営に生かしていきたい。 
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(３) 地域との連携 

 三中校区における児童・生徒の９年間を、五小、七小及びそのＰＴＡとの連携に加え、町会・自治会、ま

た地域の児童委員や児童館等と協働して課題解決にあたり、児童・生徒の学びを豊かなものにしていきたい。 

五小、七小、三中 PTA 組織七五三会の連携の強化、活性化を考えていく。また、町会と連携した「田園通

りを挨拶通りに」の挨拶運動を継続、発展できるようにしていく。隣の児童館とは「オアシス運動（挨拶運

動）」を架け橋に連携をしていく。地元の工業高校が中学校との連携を希望している。よりよい連携の在り

方などを模索していきたい。 

    

６ 総括的な学校評価 
    ３０年度以降も自己評価、関係者評価で明らかになった課題の解決に取り組んでいきたい。関係者評価 

 は、自己評価および改善策を基本的に支持しており方向性において一致している。これを受けて、３０年 

度においては特に以下の点を重視し学校運営に取り組んでいきたい。 

(１)  学力向上と授業の工夫改善 ～新学習指導要領の理解と実践 新たなる研究テーマの設定～ 

新学習指導要領移行の年である。新学習指導要領の柱である「対話的で主体的な深い学び」、「新し 

い教科 道徳」について理解を深め、実践していく。また、研究テーマを「深い学び」ができる生徒の

育成～ 「主体的な学習活動」と「対話的な思考」を基として ～」とする。そして全員が研究授業を実

施していくことで、新学習指導要領の理解、指導と評価方法の工夫改善、授業力向上と学力向上を図っ

ていく。研究授業と校内研修を OJT の柱にして教職員の資質向上に取り組んでいく。またこれらの取

り組みを通して、「教員が学び続ける姿勢」「教職員同士が学び合い、新しいことに授業に積極的にチ

ャレンジしていく」学校文化を醸成していく。 

(２)  基本的生活習慣の確立と自存感情を高める ～凡事徹底と礼節～ 

   三中を、あたりまえのことがあたりまえのこととしてできる生徒、学校にする。校訓「礼節」を生徒、

保護者、地域に浸透させ、凡事徹底として取り組んでいく。具体的には、身だしなみ、そうじ、あいさ

つ、時間を守る・授業規律の徹底とし、これを指導徹底できる教師集団をめざす。また、生徒が「校訓

礼節」を実践していくことで、自己肯定感、自尊感情を高める。また校訓礼節の実践が教職員、生徒が

お互いに尊重し合う、よりよい人間関係の礎になるようにする。また、「中学生家庭生活１０ヶ条」を

家庭と共に取り組み、学校と家庭の連携の絆を強める。 

 

（３) 不登校、学級不適応生徒の減少  

    不登校、学級不適応生徒について、不登校コーディネーターと特別支援校内委員会を柱に、外部機関

や外部人材を活用して理解と対応について、定例の特別支援校内委員会などで報告、検討などを積み重

ねてきた。担任も家庭との連絡、連携を心掛けている。また、外部人材を活用して校内研修を実施した。

しかし、不登校生徒が減少せず、教員や学校の努力が数値になって表れず、虚しさやを感じる時がある。 

来年度もさらに教職員の生徒理解と対応力を高め、特別支援校内委員会を中核に、不登校、学級不適

応生徒の減少に組織的に取り組んでいく。 

 

 (４)校区小学校及びＰＴＡ、地元町会・自治会との連携 

    三中校区五小、七小とは年３回の小中連携推進教育を柱にして、連携を強化していく。中学生が小学

校を訪問する挨拶運動、町会・自治会を巻き込んだ「田園通りを挨拶通りに」の取り組みを継続し、地

域、自治会と連携を深めていく。また６年生の中学校授業体験や部活見学は、６年生の中学校に入学す

る前の楽しみのひとつになっているので、引き続き取り組んでいく。五小、七小の校長と連携を密にし、

三中校区における児童・生徒の９年間における学びを豊かなものにしていきたい。 

また、五小、七小の PTA と連携して、三中校区 PTA 組織七五三会の活性化を目指す。また、学校コ

ーディネーターを柱に、三校ＰＴＡ、地元町会・自治会との絆をさらに強め、地域の中の信頼される学

校づくりを推進していく。 


