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平成３０年度 学校評価書 
平成３１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 

   ・新学習指導要領の実施に向け、深い学びができる生徒の育成の授業改善に取り組む。 

   ・研究テーマに基づいた研究授業を全教員が実施し、新学習指導要領の理解及び授業力の向上、指導

方法の工夫改善を図る。 

   ・言語活動の充実に取り組み、思考力・判断力・表現力を高める授業に取り組む。 

   ・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 

     ・新学習指導要領「新しい教科 道徳」に対応するために、講師招聘しての校内研修（５月）、研究

授業（７月）、道徳地区公開講座（９月）、講師を招聘しての校内研修（１２月）に取り組み、教

員の理解を深め、授業力を高める。 

   ・研究授業や道徳地区公開講座の授業では、学年全体で授業の組み立てや指導案を作成し、全教員が

道徳の授業に関わっていく意識を高める。 

 (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との横の連携を大切にする。「三中校区生活の約束」「SNS ふっさっ子ルー

ル」の浸透と実践、七五三あいさつ運動に取り組む。 

  ② 教育相談・特別支援教育 

   ・従来の特別支援校内委員会を、全教員が全校生徒を支援していく観点から、名称を校内支援委員会

に変更する。 

   ・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。 

③ 進路指導 

   ・１、２年次の「職業調べ」「職場体験」「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。 

   ・キャリア教育の充実を目指し、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間で、授業の工夫改善

を図る。 

④ 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) 学校運営 

    ① 教職員 

・校内研修、OJT1 などを活性化し、学び続ける姿勢を大切にする。このために積極的に主幹、主任

教諭を活用していく。 

・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）を組織し、直面する課

題や先を見通した学校運営をおこなう。また、運営委員会との関係を大切にする。 

   ・教育公務員の自覚を常に促し、服務事故防止に学校全体で取り組む。 

   ・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。 
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   ② 教員研修・研究 

・新学習指導要領に対応していくために「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 ～ を本年 度の研修テ―マとする。全員が研究授業を実施し、授業

の工夫改善、授業力の向上に取り組む。 

・１０月の都教委訪問で五科は研究授業を実施し、現在までの取り組みの成果と課題について検証す

る。 

   ・都の研修をはじめ外部の研修に参加することを奨励し、教員の資質の向上を図る。 

   ・「新しい教科 道徳」について、校内研修、研究授業を実施し、教員の理解を深め授業力の向上を

図る。 

 (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。 

    ・五小、七小の児童を招いた中学校の体験授業、小学校への出前授業、三中校区のあいさつ運動、五小、

七小の児童の部活動見学等を実施し、子どもの活動を通して小中の連携を強化していく。     

 (5) 地域との連携強化 

     学校支援ボランティア、福生消防署熊川派出所と連携した防災学習教室など、地域との連携を強化する。

特に学校支援ボランティアの方々と校内美化活動を大切にしていく。また、健全育成の取り組みとして、

五小、七小、町会と連携した七五三あいさつ運動を年に３回実行する。 

 

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 

 ○全国学力調査  ・ 家庭学習 平日 1時間～２時間より少ない  30.9% （29年度 33.7%） 

          ・読書時間 平日  ３０分～１時間未満  17.0%  

                ＊漫画、雑誌、教科書は除く            

○保護者アンケート ｢分かりやすい状業が行われている｣  63.0％（29年度 67.0％) 

     授業、朝読書は落ち着いて取り組めている。３年、２年ともに全ての教科で、全国、都学力調査

で都の平均を下回る結果になった。基礎・基本が確実に身に付くようにする。また、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上回

るようにする。 

    ② 道徳 

     本年度は新学習指導要領「新しい教科 道徳」に対応するために、校内研修と研究授業に取り組

んだ。５月に福生市教育員会の指導主事を講師に招き、「新しい教科 道徳」の理解を深めた。７

月に２学年が研究授業を実施した。１学期の実践と反省を踏まえ９月に道徳授業地区公開講座を実

施した。１２月に講師の先生をお招きして、「新しい教科 道徳」の校内研修を実施した。 

 

          

９月の土曜日の午前に道徳の授業公開を実施した。本年度は意見交換会の充実をテーマにしたの

で、講演会は実施しなかった。意見交換会の時間を４５分程度とり、地域の方からいろいろなご意

見をいただき、大変有意義な意見交換会であった。参加者は８０名以上にしたい。 

 (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｣  95％（29年度 94.5%) 

  ｢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｣ 87.0％ (29年度 78.0％) 

   ｢学校には子どもが相談できる教職員がいる｣ 74.0％ （29年度 80.5％) 

     生活の基本を十分指導しているは約 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、９ポイントも昨年を上回った。教職員

の保護者に丁寧接する姿勢が評価されたと思う。逆に学校には子どもが相談できる教職員がいるは

6.5 ポイントも下回った。原因究明と相談体制の充実が大切である。また、生徒が教員に気軽に相

談できる人間関係を醸成していきたい。 

道徳授業地区公開講座参観者  ７６名（29年度 80名） 
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  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％ (29年度 95.0％)  

     ４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 

   

   

 

本年度は１学期から不登校生徒の数が多く、２月末までで昨年度を大きく上回ってしまった。こ

の数値を大変重く受け止める。校内委員会の充実、SSW、SC、市の相談室等と連携を図ってきた

が、効果が現れなかった。生徒の内面の問題があり、非常に難しい。新入生の丁寧な聞き取り、新

たなる不登校生徒はつくらないなど地道な取り組みを今後も大切にしていく。 

  ④ 進路指導 

 ・都立第１志望者の合格率  全体８３％ 男子９１％ 女子７５％    （29 年度全体 80.1％） 

   

        昨年度に比べ、全体は３ポイント上昇した。男子と女子の差が１６ポイントあった。本校は都立

志向が強いので、全体を８５%以上にしていきたい。生徒、保護者と信頼関係に立った進路指導を

来年も取り組んでいく。 

 (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％   (29年度 100.0％） 

      本年度より新しい研究テーマを設定して、研究授業等取り組むことになった。本年度も全員研究

授業を実施することができた。また、「新しい教科 道徳」に対応するために、道徳の研究授業を実

施できたのは大きな成果であった。今後も研究授業を全員が実施することで、授業力の向上、授業の

工夫改善を図っていく。 

   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、保護者アンケーを年間２回実施し、学

校便りで結果と分析を保護者、地域の方々に知らせている。またアンケートで学校経営に反映してい

くものを、学校便りで公表している。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。６年生

体験授業、夏休み前の６年生の保護者会に校長、生活指導主任が出席し、中学入学を見据えた望ましい

生活習慣について保護者に伝えた。９月に６年生の中学校授業体験を実施した。 

 (5) 学校支援地域組織 

   学校支援ボランティアの方々が月に一度定例で、校内美化活動に参加してくださっている。また美し

い生け花は生徒、教職員の心を癒している。放課後学習教室も実施されている。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。 

 

３ 自己評価に対する改善策 
 (1) 学力向上  

  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を実施し、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。 

  ・授業改善の視点のひとつに、わかる授業、主体的な学習活動を展開する授業に取り組むことで、生徒

が授業の中で自己実現をし、自己肯定感、自尊感情が高められるようにする。 

 (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、 

 ・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)8.7％    (29年度 4.8％) 
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自尊感情を高めていく。 

・いじめの未然防止、早期発見、誠実な対応の取組を徹底していく。SNS の問題については「ＳＮＳ 

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。 

  ・進路指導を生き方指導ととらえ、さらなるキャリア教育の充実を図る。 

 (3) 学校運営 

     企画会を充実させることで、円滑な学校運営を目指す。企画会で学校の課題解決、先を見通して学校経

営などについて取り組む。企画会で学校リーダーの経営参加意欲と実践力の向上を目指す。また、企画

会軸にヘッドダウン、ボトムアップを円滑に推進していく。 

 (4) 小中連携事業 

      本年度で２年目になる五小、七小、そして町会と連携した七五三挨拶運動を、学区の学校と架け橋に

して、絆を深めていく。 

 (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。「美校会」「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、３２年度コミュニティー

スクールへの移行に向けて、準備を進めていく。 

 

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 言語活動の充実  ４ ３   

 道 徳 ｢自立｣と｢共生｣を軸 公開講座の充実 ２ ５   

 総合的な学習の時間 ｢出会い・体験・創造｣ 継続性ある指導展開 ４ ３   

 

 生活指導 

 進路指導 

 

 生活指導 校訓「礼節」守るべきルールの徹底 生徒との信頼関係  ６ １   

 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 ４ ３   

 教育相談･特別支援教育 生徒理解 不登校対応 通級指導学級の運営 ５ 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 ３   
 
学校運営

 

 

 教職員 学び合う学校文化 教員研修 法令遵守 ６ １   

 開かれた学校 保護者アンケートの実施と公開 発信の充実 ４ ３   

      小中連携 小中連携事業 中学校体験授業 部活見学  ４ ３   

      地域との協働 学校支援ボランティアと連携 七五三挨拶運動 ５ 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回評議委員会の意見及び２月アンケ

ートより） 

   ・中学生は小学校と異なり進路の問題があるので、学力向上に取り組んでいただきたい 

   ・道徳の授業の意見交換会がよかった。会場に工夫があり、参加者が輪になり意見も出しやすかった。 

   ・評議委員会を日中におこない、生徒の授業の様子なども参観してみたい。 

   ・先生方が忙しすぎるのではないか。教員の働き方改革が必要だと思う。先生方が元気ないと、生徒

が元気になれない。我々にできることがあれば、協力したい。 

   ・美校会は、全生徒にプリントでお知らせすることが必要である。 

      ・昨年度に比べ公共施設である田園児童館の使用のルール、マナーなどがよくなっている。利用 

生徒は学年に偏りが見られるので児童館に多くの生徒に利用していただきたい。 

 ・コミュニティ―スクールに移行する。今以上に学校と地域の関係が大切になってくるのではないか。 

   ・コンビニ、スーパーなどでたむろっている生徒を見ない。夏休み夜にパトロールしても、遊んでい

る三中生を見ない。三中生は地域での生活が落ち着き、安定している。 

・学校として取り組んでいただいていると思うが、不登校生徒が多い傾向にあることが心配である。 

   ・いじめについては重大な問題なので、学校全体で対応していただきたい。いじめが起きた時は、丁

寧に対応していただきたい。 

   ・評議委員会に出席するために三中に来ると、生徒がよく挨拶してくれて気持ちがよい。 

・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。保護者アンケートの回収率が
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低くなっていることが気になる。 

      ・地元の工業高校として、中学校と連携したり交流する機会があればと思う。 

 ・「七五三挨拶運動」はよい。子ども目線に立って、子どもの活動を地域でフォローしていくことが

大切である。 

・「七五三挨拶運動」を地域に広報をすると、地域の人たちの関心が高まってよいと思える。 

     

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３１年度

取り組んでいく。 

 （１）教員研修と生徒の学力向上 

 本年度全国、都の学力調査は両方とも厳しい結果になった。学力向上は授業力の向上に密生に結びついて

いる。学力向上は新学習指導要領の趣旨を理解し、絶えず教員自ら向上していく意欲が必要である。都、市

（福生市以外も）が主催する研修に、教員を参加させるようにしていく。校内では「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。各種学力調査の結果や授業改善推進プラン等も評議委員会の中で提示、話題にしてい

きたい。評議員の方々の勤務があるので難しい面が、たとえば学校評議員の希望者による授業参観、授業評

価なども来年度の検討課題として考えていきたい。 

（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、生徒は挨拶がよくできることが意見で出される。

また、規則が守れ、落ち着いた学校を望んでいる。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

い。本校が不登校生徒の割合が高いことを、評議員の方々が大変心配されている。不登校生徒の減少は本校

の重大課題と改めて認識して、校内委員会、校内研修のさらなる充実、外部機関との連携に力をいれていき

たい。また、相談機能を充実させるとともに、生徒が教職員に気軽に相談できる良好な関係を築いていく。

そして、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。「特別な教科 道徳」を心の教育の柱にして、心

の育成に全教職員で取り組む。また、「特別な教科 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。 

 

(３) 地域との連携 

校区の中でのコンビニやスパーなどで、生徒がたむろっていたり、夏休み中のパトロールで夜間徘徊し

ている三中生の姿を見られない、との意見が第三回の評議委員会で出された。地域の中で生徒は健やかに

成長している。学校生活はもとより、地域の中でも落ち着き、生活できる生徒の健全育成を家庭、地域と

協力して育てていくことが重要である。 

 ３２年度にコミュニティースクールの移行に対応していくために、より地域と小学校と連携を強化して

いくことが大切である。学校支援ボランティア、学習支援ボランティアの方々が取り組んでいくださって

いることをコミュニティースクールでさらに取り組めるようにしていくことが課題である。 

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、

民生委員や児童館等と協働して課題解決にあたり、児童・生徒の健全育成に取り組んでいきたい。五小、

七小、三中 PTA 組織七五三会の連携の強化、町会と連携した七五三挨拶運動、「美校会」、「ほたる祭

りのパトロール」など、継承、発展していく。 

    

６ 総括的な学校評価 
    ３１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、３１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 ～  

都・全国学力調査は厳しい結果が出た。校内研修で教科、意識調査の結果分析をおこなった。分析結果 

や生徒の実態を大切に、分かる授業、個に応じた指導法などにさらに取り組んでいく。新学習指導要領の

実施は目前である。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 ～」を継続して取り組む。全員が研究授業を実施していくことで、新学習指導要領
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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。また、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、分かる授業、主体的な学習活動を展開するこ

とで、生徒が授業の中で自己実現でき、自己肯定感、自尊感情が高められるようにする。 

(２)  基本的生活習慣の確立と自尊感情を高める ～凡事徹底と礼節～ 

   だれもが安心して過ごせる学校をめざす。そのためには、校訓「礼節」を凡事徹底として取り組むこ

とで生徒の規範意識を高める。具体的には、身だしなみ、そうじ、あいさつ、時間を守る・授業規律を

学校生活の基本とする。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。

また当たり前のことが当たり前に指導できる教師集団をつくる。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

に啓発し、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、学級不適応生徒は、解決しなければならない本校の重大課題である。 

①新たな不登校、学級不適応生徒はつくらない。新入生の引継ぎを大切にする。 

②不登校、学級不適応の兆候が見られたら、早期の対応を大切にする。 

③校内委員会、校内研修の充実、SC や外部機関との連携を図る。学年会、生活指導部会、職員会議等

で情報を共有し、学校全体で取り組んでいく。 

④不登校が長期に渡る生徒については、子ども家庭センター、市の相談室等ケース会議を開き、今後の 

指導方針や行政、学校、家庭のできることなど明確にしていく。 

⑤自尊感情、自己肯定感を高める生徒の健全育成に取り組む。 

⑥お互いに認め合い、支え合うよりよい学級、学年づくり 

⑦担任が抱え込むのではなく、学年、学校全体で取り組む。 

以上を改めて教職員に周知し、取り組んでいく。校内委員会を中核に、情報交換、生徒・家庭の対応

方法、外部機関（相談室、そよかぜ教室、子ども家庭センター等）との具体的な連携や、校内研修の推

進に取り組む。褒める指導、認める指導を大切に、生徒の自尊感情や自己肯定感を高め、心の健康の増

進に取り組む。また、生徒や教員に気軽に相談できる関係づくりを大切にしていく。 

 (４) 地域の中の学校 ～ 小学校、ＰＴＡ、地域との連携 ～  

三中校区五小、七小の PTA 七五三会や小中連携を大切にしていく。学校支援コーディネーターと共

に、生徒・児童、教職員、PTA、地域との連携と絆をより強め、地域の中で信頼される学校づくりを推

進する。また、本年度は学校支援ボランティアの方々が「美校会」に参加してくださり、大変ありがた

かった。小中連携では、年３回の小中連携事業を実施できた。これ以外にも、６年生の体験授業、部活

動見学、夏休み前の校長・生活指導主任の６年生の保護者会参加などに取り組めた。２つの小学校が近

い利点を生かし、今後も小中連携に力を入れていく。 

学校評議員会で七五三あいさつ運動（通称：田園通りをあいさつ通りに）生徒会の取り組みで始まっ

たので、①生徒・子ども目線での活動を大切にして取り組んでほしい、②七五三あいさつ運動を地域の

方々に発信するとより効果的である、の２点の意見をいただいた。全くその通りであると実感する。児

童、生徒の取り組み姿勢を大切に、七五三あいさつ運動を小中連携、地域のとの架け橋の柱にしていき

たい。 

本校は３２年度コミュニティースクールに移行する。来年度は準備期間になる。地域の連携は特に大

切にしていきたい。コミュニティースクールの準備期間である３１年度に学校支援ボランティアや学習

支援ボランティア、各支援員の活動を点検し、コミュニティースクールに上手に継承、発展させていく

道筋をつくっていく。 

 


