平成２９年度 大田区立館山さざなみ学校 自己評価 報告書
平成29年8月31日

○ 本校の概要
本校は今年開校３５周年となる。開校時の児童数は定員（１２０名）ほぼ一杯の１１９名だった。しかしその後児童数は減り続け、平成２２年度
以降の当初児童数は３０名を下回っている。今年度も入２１名校でスタートしている。本校は病弱の特別支援学校であり、喘息、肥満、虚弱、偏食
等の児童が対象である。しかし現在在籍している児童は、それらの理由の他に不登校を経験している児童が半数以上いる。区内では登校できな
かった児童も本校に入校した途端、普通に登校でき少人数で学習するため休んでいた学習も取り戻すことができる。また３食栄養管理されている
食事、規則正しい生活、１日９０分の運動時間等により、着実に体力がつき健康な体になっていく。特別支援学校としての役割を果たしながら、本

○ 自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策
大項目

目標

取組内容

目標に対する成果指標

成果
評価

これまでの取組及び今後の改善策

学校関係者
コメント
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算数では昨年度より「東京
ベーシックドリル」を活用し、
年間7回の学習診断を行っ
ている。これによって児童の
つまずきを確認し、学習指
導に生かしている。また寄
宿舎の学習時間に宿題以
外に行うステップ学習でも繰
り返し練習して積み重ね、基
礎的基本的な学力の向上を
図っている。来年度も継続し
て取り組む。
少人数指導の利点を生か
し、児童が積極的に学習に
取り組み、それを互いに認
め合える学習指導を行って
いる。

不登校など学習空白期
間があり、基礎学力の
劣る子どもに対して年7
回の学習診断を行うこと
は、自分の理解度が数
字でわかることにより、
励みにもなる。合格率が
目標に到達していなくて
も、学習に前向きに取り
組んでいく大きなきっか
けになっている素晴らし
い取組と考える。子ども
に自信をもつことが自立
への第一歩である。学
力向上に向けての取組
は課題であるが、児童
自身の肯定的評価が向
上しているのは素晴らし
い

４：年度末児童アンケートで「勉
学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一人ひ 強ができるようになった」の項
とりの学習のつまずきや学習方法について、指 目で肯定的評価が９０％以上
導する。

算数・数学到達度をステップ学習チェックシート
で児童・生徒、保護者に知らせる。
３：年度末児童アンケートで「勉
強ができるようになった」の項
目で肯定的評価が８０％以上
学
力
向
上

学習指導講師等による算数・数学・英語の補習
児童・生徒一人ひと を実施する。
りの学ぶ意欲を高
め、確かな学力を定
２：年度末児童アンケートで「勉
外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の 強ができるようになった」の項
着させます。
方々とのコミュニケーション能力の育成等を図っ 目で肯定的評価が７０％以上
ている。

授業改善推進プランを、授業に生かす。

１：年度末児童アンケートで「勉
強ができるようになった」の項
目で肯定的評価が７０％未満

東京ベーシックドリルの合格を目指して、基礎
基本の学習指導の充実を図る。
４：年度末児童アンケートの自
小中一貫による教育の視点に立った生活指導 己肯定感に関する項目で肯定
の充実により、社会のルールや学校のきまりな 的評価が９０％以上
どを守ろうとする意識を高める。

豊
か
な
心
を
育
む

道徳教育推進教師を講師とした研修や、国、都
及び区の資料を活用した授業等を行う等道徳
３：年度末児童アンケートの自
指導充実のための取組を行う。
己肯定感に関する項目で肯定
的評価が８０％以上
学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果
よりストレス症状のみられる児童・生徒に対して
組織的に対応する。

子ども一人ひとりの
健全な自己肯定感・
自己決定力を高め、
２：年度末児童アンケートの自
未来への希望に満ち 学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未 己肯定感に関する項目で肯定
た豊かな人間性を育 然防止、早期発見等のための取組を実施す
的評価が７０％以上
みます。
る。
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毎日朝と夕方に学校と寄宿
舎の引き継を行い、体調の
良くなかったり、トラブルが
あったりした児童の様子を
知らせて情報を常に共有し
ている。特に時間をかけて
話し合う必要がある児童に
ついては定期的にケース会
議を行い、児童理解に努め
ている。
児童に社会性を身に付けさ
せるために、ソーシャルスキ
ルトレーニングを継続して行
い、相手の気持ちを表情か
ら察したり、自分の感情を自
覚してコントロールしたりす
る力を養ってきた。

問題行動・不登校問題等にかかわる児童・生徒
１：年度末児童アンケートの自
に関するケース会議等を実施する。
己肯定感に関する項目で肯定
的評価が７０％未満

コミュニケーション能力
が乏しい子どもが増えて
おり、人間関係づくりが
できずトラブルを起こし
やすい現状がある中で、
ソーシャルトレーニング
等でセルフコントロール
の力を身に付けていくな
どの取組はとても重要と
考える。
さまざまな体験活動を通
して一人一人の子ども
のよさを見出し、称賛す
ることで自己肯定感が高
まるものと考える。

ソーシャルスキルトレーニングやアンガーマネ
ジメントを実施し、児童に社会性を身に付けさせ
ていく
新体力テストの結果を踏まえ体力向上全体計 ４：年度末児童アンケートの体
画を作成し、計画に基づいた体育指導や「一校 力向上に関する項目で肯定的
一取組」運動や「一学級一実践」運動を実践す 評価が９５％以上
る。
「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を通し ３：年度末児童アンケートの体
て、児童・生徒や保護者に対し、望ましい生活 力向上に関する項目で肯定的
習慣についての意識啓発を行う。
評価が９０％以上
体
力
向
上

子ども一人ひとりの
身体活動量を増加さ 給食指導及び教科等における指導を通して、食
せて意欲や気力の元 生活の充実・改善をねらいとした「食育」を推進
２：年度末児童アンケートの体
となる総合的な体力 する。
力向上に関する項目で肯定的
を育みます。
評価が８０％以上
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体育的行事、部活動、休み時間など様々な機
会を通して運動習慣の確立を推進する。

年３回の持久走大会では、都度記録を更新す
ることを目指して体力の向上を図る。

１：年度末児童アンケートの体
力向上に関する項目で肯定的
評価が８０％未満

４：年度末保護者アンケート
授業公開日の授業評価を、その後の授業改善 「学校は、子どもたち一人一人
のよさを認め、伸ばす指導をし
に生かす。
ているか」の肯定的評価が９
５％以上。

教
育
環
境
向
上

授業改善セミナー等の研修成果を生かし、主任
教諭が助言・支援を行う校内研修等を実施し
３：年度末保護者アンケート
OJTを充実させる。
「学校は、子どもたち一人一人
のよさを認め、伸ばす指導をし
ているか」の肯定的評価が９
教員の指導力向上、 各種研究発表会等の研究・研修の成果を、自 ０％以上
施設の整備や講師・ 身の授業改善に生かす。
支援員の配置などの
学校サポート体制の
２：年度末保護者アンケート
充実に取り組み、学
習環境の向上を図り 学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣＴ機 「学校は、子どもたち一人一人
のよさを認め、伸ばす指導をし
器を活用した授業を実施する。
ます。
ているか」の肯定的評価が８
０％以上

今年度は校内研究主題を
「人間関係を深め合う児童
の育成」として話し合う活動
を通して研究をすすめてき
た。全教員が研究授業を行
い、区内校の校長や教育ア
ドバイザーに講師を依頼し
て若手教員の授業力向上も
図ってきた。
4

校内委員会等を確実に実施し、学校における
特別支援教育を推進する。

１：年度末保護者アンケート
「学校は、子どもたち一人一人
のよさを認め、伸ばす指導をし
情緒障害や発達障害について教職員の理解を ているか」の肯定的評価が８
深めるための特別支援教育研修に参加し、児 ０％未満
童の指導に生かす。
教育目標・学校経営方針・学校評価等の基本
情報、児童・生徒の活動情報等をホームページ
等で公開及び更新することにより、積極的に情
報を発信する。
家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

「規則正しい生活、毎日の
運動、バランスのとれた食
事」によって健康課題克服と
生涯にわたり健康な生
体力向上を図っている。
活を送るために、食につ
いての知識や実践的な
毎日90分間の運動時間の
態度を身に付けさせるこ
確保とともに、「1校1取組」
とはとても重要と考え
では持久走に取り組み、学
る。また体力面では持久
期1回の持久走大会記録更
走の記録の伸びが子ど
新を目指して、練習をしてい
ものやる気につながって
る。
いると思う。一人一人に
応じた食事指導等適切
食育については、自立活動
な食育が行われ、肥満
の時間に心身の成長や健
解消が着実に行われて
康の保持促進の上で望まし
いる。
い栄養の摂り方を学び、実
際に食事を通して理解をし
ている。

発達障害の傾向をもつ
子どもがトラブルを起こ
し、いじめに発展するな
ど大きな問題となってい
る。発達障害に対する
今年度は房総半島の研究 理解、傾向をもつ子ども
組織である房養研の授業研 への具体的な対応な
究には全員で参加して研修 ど、職員が研修を通して
を深めた。
意識を高めておくことの
必要性を感じる。
8月に特別支援教室の巡回
指導教員を講師に招き、発
達障害のある児童への対応
について研修を行い、指導
に生かすことができた。

４：年度末保護者アンケートの
「区内ではできない体験がたく
さんできた」の項目で肯定的評
価が９５％以上

地域教育連絡協議会において、児童・生徒の
変容等の具体的な資料を作成して、評価に必 ３：年度末保護者アンケートの
要な学校の情報を適切に提供し、適正な評価を 「区内ではできない体験がたく
さんできた」の項目で肯定的評
受けるよう努める。
価が９０％以上

学校・家庭・地域の
果たすべき役割や責
任を明らかにするとと
学校支援地域本部と連携するなどして、地域力
もに相互の連携を深
を生かした特色ある教育活動を実践する。
２：年度末保護者アンケートの
め、地域とともに子ど
「区内ではできない体験がたく
もを育てる仕組みを
さんできた」の項目で肯定的評
つくります。
自然を生かした体験的な活動を数多く経験させ 価が８０％以上
るために、地域人材や環境を活用し、さざなみ
学校ならではの授業や取組を行う。
１：年度末保護者アンケートの
「区内ではできない体験がたく
さんできた」の項目で肯定的評
価が８０％未満
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児童に区内では経験のでき
ない自然を生かした体験を
数多くさせるために、近隣の
学校や農家の方の協力を
得て活動を行ってきた。また
寄宿舎でも落花生や小麦、
じゃがいもなどを栽培し、菓
子やうどんを作った。
児童の活動の様子をホーム
ページのブログ書き、保護
者や多くの方に見てもらえる
ようにしてきた。より見やす
いHPにするために、今年度
中に新しいHPにする予定。

5年生の合同宿泊学習
は地元の小学校のども
たちにとっても非常に価
値ある活動、学習と評価
しているので、今後も継
続して進めていけるとい
いと思う。教育活動をHP
等で示すことは理解して
もらうだけでなく、協力し
てもらう上でも効果的と
感じている。「家庭の教
育力向上」という項目で
あれば「帰省期間や長
期休業中のお子さんの
様子」を成果指標にすべ
きではないか。

○「成果評価」は、各校が４段階で定めた成果指標によって行う。
○記入にあたっては、各学校で取り組んでいる自己評価項目に照らし、該当する項目を取りまとめて行う。
○学校関係者評価の「評価」は、Ａ：自己評価は適切である Ｂ：自己評価はおおむね適切である Ｃ：自己評価は適切ではない Ｄ：評価は不可能である の４点に
ついて、 評価した人数を記載する。

