
平成28年度　校区外部評価

学校評価表（最終まとめ）
学校名 品川区⽴源⽒前⼩学校

【学校評価表の作成および評価に当たっての留意事項】

○各学校では、それぞれの項目ごとに「本校の基本的な考え方」を記入してください。

各学校で評価指標を設定してください。その際は、各学校の重点的な取組と関連させて評

価指標を設定をしてください。なお、必要に応じて行を増やしていただいてかまいません。

○校区外部評価委員による外部評価委員会が開催される前に、学校は、自己評価結果（取
り組みの状況や変化等）について 必ず説明をしてください。（校区外部評価委員は その説

【学校評価表の作成および評価に当たっての留意事項】

○各学校では、それぞれの項目ごとに「本校の基本的な考え方」を記入してください。

各学校で評価指標を設定してください。その際は、各学校の重点的な取組と関連させて評

価指標を設定をしてください。なお、必要に応じて行を増やしていただいてかまいません。

○校区外部評価委員による外部評価委員会が開催される前に、学校は、自己評価結果（取
り組みの状況や変化等）について、必ず説明をしてください。（校区外部評価委員は、その説
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【校区外部評価委員の皆様へ】

☆評価をする際には、実際に授業等を見た内容だけでなく、学校が説明した内容、聞き取っ

た内容も十分に参考にしてください。従いまして、評価のために必要と思われる情報や資料

につきましては、遠慮なく学校に御請求くださいますようお願いいたします。



校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

・学級により違いがあるが、意欲をもって楽しそう
に学習していた。
・授業には参加しているが、座り方等には課題が
残る。
・チャイム着席は良くできている。
・全児童が目標に達するのは難しいと思うが、頑
張って頂きたい。
・おおむねできていると思うが、各クラス、1,2名で
きていない児童がいると思う。全員に徹底させる
ことは非常に困難だと思う。一部の児童のルール
を守らない行動が他の児童に影響しないようにす
ることがポイントかと思う。
・学級によるばらつきがみられるので、原因と対
策を探る必要がある。

・「源氏前ハンドブック」を基に学習の規律を
定着させるように日々指導している。クラスに
よって児童の学習に対する意識の違いはあ
るが、全教職員が全児童を教育するというス
タンスで同じ指導を継続して行っていく。ま
た、家庭学習にも力を入れ、家庭学習カード
の活用を継続し、児童の学力の定着を図る。

〇概ね良好。出来ていないときには言い直し
をさせている。
○授業中の言葉遣いは意識して丁寧な言葉
遣いをしている。
○乱暴な言葉が聞かれることがある。

・言葉づかいについては、個別の指導が必要なことも
多いと思うが、人権や思いやりなどの指導の中でも取り
組んでいただきたい。
・算数の授業で一人ずつ発表する機会をもっていた。
自分の考えをきちんと相手に分かりやすいように話して
いた。
・児童が発言する際は、必ず立って自身の意見を述べ
るのは、各学年徹底されている。
・主として家庭側の問題かもしれないが、学校側でもで
きるところは努力をお願いする。
・丁寧な言葉遣いを指導することは重要だが、児童の
素直で自発的な発言を制限してしまわないように願う。
・先生方も言葉遣いに気を付けていただくよう希望す
る。
・教室は基本的に一人の先生が主となって授業を進め

・年間の生活指導の重点として、「言葉遣い」
「返事」「あいさつ」を掲げている。児童は、授
業中に丁寧な言葉を使うように心がけてはい
る。しかし、出来ていない場面では、きちんと
した言葉遣いを教え、言い直しをさせている。
また、月別指導目標にも位置付けている。今
後も指導を継続していく。

①

②

学習の準備、チャイム着席ができ
る。

児童は、授業中、教員や友達とき
ちんとした言葉でやり取りをしてい
る。

単語や挙手だけの応答となってい
ないか。自分の気持ちをきちんとし
た言葉で伝えている。

◇学年間の系統性を重視しながら確かな学力の定着を図る。
①基礎基本の時間（昼・漢字道場）、ステップアップ学習、少人数・習熟度別学習、放課後・学期末の補充学習、リソース学
習、計画的な家庭学習等の指導を通して、「わかるまでの指導」「繰り返しの指導」を徹底する。また、各種学力テストや調査
の結果をもとに指導の改善策を立て、保護者にも知らせる。
②ステップアップ学習には、専科（図工・音楽・少人数加配）教員とふれあい教員、管理職も計画的に配置して７つのジャン
ルに分かれて児童の興味関心を高める指導にあたる。また、東京ベーシックドリルを活用した習熟度に分かれた個別学習
も計画的に実施する。
③市民科学習を柱とし、昨年度身に付けた表現力・発信力を生かす指導を展開する。また、校内研究を通して問題解決能
力・意志決定力の向上を目指す児童像に掲げ、その指導法を全教職員で共有化する。
④全校一斉に「朝読書の時間」を設け、年間低学年は５０冊、高学年は５０００ページを目標とした読書活動を推進する。
⑤「学年×１０＋１０分」の家庭学習を啓発し、８０％以上の取り組みを目標とする。また、ＩＣＴを活用した家庭学習も推進す
る。
⑥「漢字ステージ」を中心とした漢字の指導や学期毎の校内定着テストの方法を全学年統一させることで定着率７５％以上
を目指す。
⑦「100ます計算」「繰り返し計算練習」を中心とした計算力向上の取り組みを通して定着率８５％以上を目指す

評価項目１ 　基礎学力の定着

上段：取組指標評
価
指
標 下段：成果指標

本校の基本的な考え方

学校による自己評価

〇概ねできているが、全員が揃うには声をか
けていく必要がある。
○家庭学習について児童・家庭に働きかけた
ことで予習復習に取り組んでいる児童が多く
みられる。
○チャイム着席の意識が高まっている。

児童は、学習の構え（学習するぞ
という雰囲気、学習の準備）ができ
ている。

次年度に向けた
校長の態度表明

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

・電子黒板やタブレットを活用して学習しており、
先生方も使い方に慣れている様子だった。
・ＩＣＴの活用はＡ評価で良いと思う。
・算数の授業でICTを活用していた。映像と紙の
両方を活用して、子どもたちにわかりやすく図形
の授業を行っていた。
・3年目なのでICTの活用法に戸惑いはなくとても
慣れてきていると思う。中学入学時に小学校での
ICT活用の有無が明確に現れるよう頑張ってほし
い。
・導入当初の基礎的な使い方「調べる」「撮る」「演
習」からステップアップして、最近のプログラミング
学習など、ICTを使った本格的な授業が始まった
と思う。今後の展開に期待。
・プロジェクターと実物投影機については、おおむ
ね必要な場面で適宜活用されていた。タブレット
については、運用もやや不慣れで、そこまで至っ
ていない感がある。

・毎時間の指導の中で工夫することは難しい
が、学校として取り組んでいる授業研究の成
果を各先生方が生かせるとよい。
・校内研究授業は教師間の意識を高め合い、
問題提起などに非常に有意義な実践であり、
引き続き充実させてもらいたい。
・各教員自分のやり方でうまく対応できている
と思う。
・きちんと授業を受けることを徹底しすぎると、
逆に自発的な発言がしにくくなることもあるの
ではないかと思うので、そのバランスに注意し
てほしい。

・学習内容に合わせ、板書や電子黒板を活用
していた。
・基礎・基本の板書、分かりやすい板書は即
ち「レイアウト」。ますますの創意工夫を。
・達成できているのではないかと思う。

教室は基本的に 人の先生が主となって授業を進め
ていただけるように希望する。

・学校として補習の時間をどのように確保するの
か具体的に設定できるとよい。
・習熟度別学習を行っていた。子ども３人に対して
教員１人で丁寧に学習していた。
・ステップアップや補習については個別学習の意
味でとても大切なところだと思う。教員にかかる負

・年間を通して計画的に補習体制を取って全
教職員で指導している。今後も、数値目標達
成に向けて指導していく。

・今年度も昨年度に引き続き研究主題を「主
体的に学習する児童の育成」と掲げ、収集・
編集・発信の３ステップを意識した授業設計を
仕組んでいった。次年度は、学力の向上を目
指し、教師の指導力を上げる研究を進めてい
く。

・本校職員は、学習の目標とゴールを意識し
た分かりやすい板書に心掛けている。デジタ
ル教科書を映し出すスクリーンの活用も視野
に入れながらより一層工夫していく。

・教員は、ＩＣＴ機器の操作にも慣れ、授業の
どの段階で使用すると有効なのか考えながら
進めることが出来ている。今後は、プログラミ
ング学習を含め、さらに研究を進めていく。

基礎基本の定着を図るためにス
テップアップ学習や補習授業を行
う。

③

〇まだ、基礎基本が定着していない。補助授
業の時間が取れていない。

⑤

教師は、ＩＣＴを活用した教育を積
極的に推進している。

ICTを活用し、収集・編集・発信の３
ステップを意識した授業設計に取
り組む。

教師は児童の考えを引き出す発問
や教材の工夫をしているか。（表現
力・発信力を生かし、問題解決力・
意思決定力を高める指導）

年間３回の研究授業を行い、全教
員が校内研に参加し、主体的に学
習する授業を実践する。

〇研究推進委員会提案を含め、４回の校内
研究授業を行った。
○思考力、表現力を意識した授業実践をして
いる。

〇学習の目標とゴールをイメージして発問や
板書の工夫をしている。

○タブレット活用（プログラミング学習を含め）
の幅を広げていきたい。
〇研究授業をするしないに関わらず、どの学
年も３ステップの単元開発をしている。

④

教師は、学習内容の意味やねらい
が分かる板書をしている。

全教員が、毎週の週案にねらいを
記入し、分かりやすい板書を行う。



Ｂ

A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

①

学校は、市民科の授業を計画的に
実施している。

市民科授業地区公開講座や児童
集会で市民科学習の発表会を行
う。

次年度に向けた
校長の態度表明

・市民科カードを活用し、実践を積み重ねてい
ただけるとよい。
・良く出来ていると思われる。
・計画通りにうまくいっていると思う。
・実践されていると思う。

上段：取組指標 学校による自己評価評
価
指
標

味でとても大切なところだと思う。教員にかかる負
担を考慮すると、うまく運用できていると思う。
・全体的には基礎・基本の教育がなされていると
思う。多忙な中難しいと思うが、基礎が身につい
ていない児童のケアの充実がポイントだと思う。
・少人数については、授業を一方的に進めるので
はなく、児童の興味関心と学習内容をうまくつな
げる必要があるのでは。

⑥

品川区学力定着度調査では、４教
科全てにおいて習熟基準を８５％
以上達成させる。

②

教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導している。

・生活指導目標の重点項目に揚げ、全校朝
会、学級指導等で年間を通して指導してい
る。まだ、十分とは言えない状況であるので
継続して指導をしていく。

○実態を見て全校でのルール確認を随時
行っている。
〇指導はしているが、まだ、児童に身に付い
ていない。
○全体指導をした後の各学級での見届けが
不十分である。

・学校を訪問したときなど、挨拶ができている
児童が多い。
・廊下ですれちがった時などにも、子どもたち
が挨拶していた。
・よくできている教職員が多いと思う。
・全員に身に付けさせるのは困難だと思うが、
指導は適宜行っていると思う。その一方で、
教師にもばらつきがあるように感じる。全校朝会で生活指導の時間を設

〇市民科授業地区公開講座は１学期に実施
した。児童集会では、６年生が「公正公平」に
ついて発表をした。
○市民科カードを作って実践している。

本校の基本的な考え方

◇子ども一人一人に豊かな社会性と人間性の育成を図るために、「いじめ」「不登校」はゼロをめざし、以下の取り組みを実
施する。
①各学年の系統性を意識した市民科授業を行う。（挨拶、無言集団行動の徹底指導等）
②配慮を要する児童に対する情報交換・指導検討会を定期的に開催する。また、必要に応じて適宜開く体制を整える。
③毎週木曜日の生活指導夕会で児童の情報交換をし、全教職員で情報共有のもと指導にあたる。
④縦割り班を１～６年で組織し、異学年での活動を常時活動（縦割り班清掃等）に取り入れ、心の繋がりを広め、豊かな人間
関係を育てる。
⑤特別支援コーディネーターとスクールカウンセラーと情報を共有しながら、支援の要する児童の指導にあたる。
⑥全教職員が当事者意識をもち、模範的な姿を見せる。

下段：成果指標

・市民科授業地区公開講座で学習の様子を
公開したり、児童集会などで市民科学習発表
会を行ったりしている。また、体験的な学習を
中心に年間計画に取り入れ活動している。今
後も継続していく。

評価項目２　　社会性・人間性の育成

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

・いじめ根絶などの活動につながるとよい。
・こどもまつりの準備では、子どもたち一人ひとり
が考え、発言し、グループ等で力を合わせて作成
していた。
・まちたんけんでは、事前に質問等の準備をする
など、積極的に取り組んでいた。
・確かに個人差は大きいと思うが、よくできている
児童も多いように思う。
・市民科は、テキスト外のこと、児童の心に響くこ
とをいかにできるかについて、さらに工夫が必要
だと思う。
・市民科は、児童だけでなく、保護者も一緒に学
べると 効果が高まると思う・具体的にどの部分が定着していないのか明
確にし、改善していけるとよい。
・源氏前ハンドブックは、年度当初に全家庭
に配布されてはいるが、各家庭が理解し、子
どもに一貫した指導ができるか鍵。
・各家庭に理解度・認識のズレに左右される
ことが課題であり、一層の工夫が必要だと思
う。
・全教員ハンドブック通りの指導をしようとして
いる点が伺える。

４月当初に配布し、全児童全家庭
に周知徹底している。

④

児童は、市民科で学んだことをもと
に適切な行動をとろうとしている。
（市民科で学んだことが日常生活
の中で定着しているか。）

・源氏前小の学校生活の基本となる「源氏前
ハンドブック」である。全教職員、全校児童が
内容を把握し、同じ指導を徹底している。ま
た、４月当初に全家庭に配布し内容の把握を
お願いしているが、さらに徹底するよう、その
周知の方法を次年度は考えていく。

教師にもばらつきがあるように感じる。全校朝会で生活指導の時間を設
け、全校児童に指導を行う。

「源氏前ハンドブック」をもとに、教
師が範を示し、全教職員で指導を
している。

市民科の学習で学んだことを子ど
もまつりや縦割り活動で生かして
いる。

○市民科で学んだことを日々声かけして意識
させている。
〇個人差がある。
○自分自身の行動をコントロールできるよう、
身近な体験と結び付けて指導をしている。

・源氏前小の児童は、明るく元気で素直であ
ると保護者会や学校行事でも言ってくださる
方が多い。また、縦割り清掃や花プロジェクト
では、異学年の交流を通して高学年が進んで
低学年の面倒をみている。今後も、児童が、
市民科で学んだことを学校生活の中で生かし
ていけるような活動の場を設けていく。

③

○日々、指導は行っているので意識はできて
きている。しかし、まだ定着まではいたってい
ない。



校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

・保育園・幼稚園との交流がよくできている。
さらに充実した活動になるとよい。
・保育園と学校の担任同士でこまめに連絡を
とりあい、計画的に交流をすすめている。ま
た、職員による授業体験や保育体験を行って
意見交換を行っている

◇保護者・地域の授業協力者ととも授業する機会（英語、伝統文化、昔遊び、地域探検、地域清掃等）を積極的に設け、地
域の方々に対する感謝の気持ちを児童にもたせる。
◇保護者からの相談や苦情に対しては即日返事を返し、少なくとも３日以内に学校としての対策を説明する。主幹教諭･主
任教諭を中心とする全職員に「児童に関わることは必ず報告・連絡・相談」を徹底する。生活指導は素早く確実に見取る。
◇学校の情報を地域に広く提供し、特に就学前指導機関（幼稚園・保育園等）と連携する。さらに、年３回実施する学校公開
はもちろん、それ以外の日にも積極的に学校を公開することで地域や保護者からの信頼を得、新年度入学生の増加を目指
す。
◇スクールステイモデル校として、近隣の保育園・幼稚園との交流活動を進め、児童だけでなく教職員も保育体験を行うこと
を通して保幼小の滑らかな接続を推進する。
◇学校だより、掲示板、ＨＰ、ツイ ィッター等を通して校内の情報を発信する。
◇教職員は防犯、地震、火事等に対して、その予防に全力をあげて取り組み、常に危機意識を高くもって勤務する。特に地
域とともにこの地域を守る防災意識を高くもち、防災訓練には区内在住教員も積極的に参加する。

②

・地域、保護者の皆様には、本校の教育活動
を十分にご理解いただいて温かいご支援をい
ただいている。心から感謝いたします。
来年度から、品川コミュニティ・スクールが始
まりることを踏まえ、地域とともに育てる義務
教育９年間を強化していく。

評
価
指
標

上段：取組指標 学校による自己評価
次年度に向けた
校長の態度表明

下段：成果指標

評価項目３ 　保護者・地域との連携

・本年度は、学校便り、学年だよりに加え、
ホームページでの情報発信を充実させてき
た。さらに、個人情報の保護にも配慮しなが
ら、できる限りの多くの情報が皆様に伝えら
れるような工夫を続けていく。

本校の基本的な考え方

①

学校は、保護者・地域に対して積
極的に情報発信している。（学校だ
より、学年だより、掲示板、ホーム
ページ等）

○宿泊行事などＨＰや配信メールを活用し、
児童の様子を知らせることができた。
〇更新が遅れがちなものがあったが、管理職
からの指導や前期学校評価の話し合いによ
り、改善している。

〇図書ボランティア、花プロ、体力テストなど
で気持ちよく協力していただいている。

・学校・ＰＴＡ・町会との連携出来ている。
・縦わり班活動で、花プロジェクトを行ってい
る。
・協力関係が散漫にならないように内容を
絞ってうまく対応できていると思う。
・地域の力はもっと活用できると思う。しかし
そのためにはマンパワーが必要。

・活動の様子がＨＰで常に更新されていてよいと思う。
・毎月の学校だよりは保育園にも届いている。５歳児ク
ラスの家庭に配布している。
・町会の掲示板は一町会10カ所ほどある。学芸会・運
動会だけでなく、「学校だより」なども掲示されると地域
住民によく分かると思う。
・公表可能な内容に関しては十分に外に出していると
思う。
・プリント類が多すぎて、整理に困ったり、回答が遅れ
たり、未回答となってしまったりすることもある。他の伝
達手段も検討して最適化できないか。各家庭で環境に
ばらつきがあることは理解しているが、連絡手段もIT化
できないか？

毎月の学校便りで情報発信し、HP
の更新をスピーディーに行う。

学校行事や図書館、花プロなど協
力体制を整える。

学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めている。

近隣の源氏前保育園・旭幼稚園・
亀田幼稚園等とのスクールステイ
を生かした教育を進めている。

○保育園とこまめに連絡を取り合い、交流活
動を進めている。夏休みには、意見交換会を
実施した。

・本年度も保幼小連携を計画的に進め、充実
させることができた。今後も、より一層情報共
有をしながら推進していく。

Ｂ

Ａ

Ａ

A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

Ａ

意見交換を行っている。
・保育園・幼稚園とうまく付き合うことはとても
大切だ。これからも重点事項としてよろしくお
願いする。
・保育園、幼稚園との連携は充実していると
思う。（運動会やこどもまつり、学芸会や展覧
会への参加、スクールステイなど）

・毎月の安全点検はもとより、安全指導を意
図的計画的に実施している。また、実施後
は、振り返りを直ぐに行い、常に改善に努め
ている。今後も継続していく。

・本校職員は、地域の行事に積極的に参加
し、地域と共に進める学校教育を理解してい
る。来年度も教職員が負担になることがない
ように配慮しながら、地域の理解を得られる
ようにしていく。

次年度に向けた
校長の態度表明

下段：成果指標

学校は、常に、児童・生徒の安全
（避難訓練、不審者対策等）に配
慮している。

○地域合同引取訓練は、町会と打ち合わせ
を行い実施することができて良かった。
〇避難訓練は計画通りに実施できている。

・９月の合同引取訓練では町会の協力のもと旗台
小、荏原五中とも連携して実施し成果をあげてい
る。
・良く出来ている。
・計画的に避難訓練を実施している。
・通学している学校に関わらず、決められた避難

評価項目４ 　環境整備・美化

・地域行事に教員がよく参加しており地域との連携が深
まっている。
・地域行事に積極的に参加している姿に感謝している。
・区民まつりには、全教員が参加していた。
・地区夏まつり・地区マラソン大会は開催校であるが、
教員の参加は子どもたちにとっても「うれしい」ことでも
あり、また励みにもなると思う。
・学校側はとてもよくやっていると感じるときが多い。
・拠点校のため、休日出勤が多く、教職員の方には負
担となっていて申し訳ないと思うが、地域の行事に先生
方がいらっしゃると正直安心する。ただ、強制であって
はいけないので、先生の働き方、休み方を尊重できる
よう、保護者の意識づけも必要だと思う。

④

学校は、地域の行事（祭礼・スポー
ツ活動等）に積極的に関わり、児
童と地域の連携を高めている。

○地区ドッジボール大会、第４地区夏祭り、
旗が丘神社の祭礼などほとんどの教員が参
加している。

教員が祭礼・スポーツ活動に積極
的に参加する。

評
価
指
標

上段：取組指標

③

年間を通して保育園・幼稚園と行
事や給食の交流を行う。

本校の基本的な考え方

◇児童の安心・安全を最優先に考え、質の高い学習環境づくりに取り組む。
①児童に身に付けさせたい言葉や知識を校内掲示や展示物に取り入れる。
②節電に対する意識を高め、環境に配慮したり震災復興に対する社会貢献したりする態度を育てる。
③児童が学習しやすい環境づくりに心がけ、教職員と児童が一体となって校内美化に努める。
④愛校心を育てる環境づくりに取り組む。

学校による自己評価



Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

・地域の方々の源氏前小学校へ愛校心は大
変深く、様々な場面でご支援をいただいてい
る。全校朝会では、６年生が校旗掲揚を行っ
たり、６年生を送る会で校旗の引継ぎ式を
行ったりして愛校心を育てる活動を行ってい
る。また、学校行事の前には校歌斉唱の指導
を十分に行い、児童は、入学式、運動会、卒
業式などで、自信をもって歌うことができてい
る。今後も継続していく。

・教員の評価も高く、よくできていると思われ
る。
・上級生と下級生の良い結びつきとなってい
る。
・式典等でも効果を元気に歌っていた。
・間近の90周年を迎え、ますます重要な取り
組み。
・よく指導できています。
・源氏前の由来から、鎌倉時代(源氏平氏)の
学習を取り上げたり、歌舞伎鑑賞をする等、
愛校心を育てるために源氏前ならではのプロ
グラムができるのではないか。

教職員による毎月の安全点検や
縦割り清掃の反省会の実施を行
う。学校の施設による事故０を目指
す。

④

学校は、プラン21に掲げた花いっ
ぱいプロジェクトを推進し、小屋上
や花壇の整備等、緑化に努めてい
る。

・今年度も「花いっぱいプロジェクト」に全校児
童が縦割り活動を中心に取り組むことができ
た。時期によって活動が消極的になることが
あるが、来年度は、地域のボランティアを募っ
て活動の幅を広げていく。

・校内がよく整備されている。
・良く出来ている。
・自己評価通り実施できていると感じる。
・掲示は適切にされていると思う。掃除を縦割
り班で行うことはよいと思う。

・毎月の安全点検はもとより、安全指導を意
図的計画的に実施している。また、実施後
は、振り返りを直ぐに行い、常に改善に努め
ている。今後も継続していく。

〇花プロは実施できている。１年生も作業に
張り切って参加している。
○年度初めの計画がきちんと立てられていな
かった。見通しをもたせて活動させたい。

・計画的に取り組み、花いっぱいプロジェクトを今
後も継続して推進してほしい。
・地域と連携が出来ている。
・縦割り班で「花プロジェクト」を行っており、高学
年の子どもたちが中心になって積極的に行ってい
る。
・花プロは良く実施できている。さらに家庭菜園の
活用で、地域のボランティアを募って野菜作りが
できたらベスト。
・よく実施できています。
・花プロ、開始当初と比べると最近はおとなしい印
象がある。活動はできていると思うので、活発化
のために、児童にアイディアを出させて、実行させ
てはどうか？

縦割り活動での「花プロジェクト」の
実施をする。

②

○計画通り実施できている。
○毎月の安全点検の実施や気付いたときに
管理職に報告し、対応できている。学校は、ふさわしい環境（掲示、清

掃等）を整えている。

①

通学している学校に関わらず、決められた避難
場所に避難するという認識を、引取訓練などを通
して周知させるようにしてもらいたい。
・教職員全員がとてもよくやっている。
・定期的な避難訓練により児童は非常時の対応
方法が身についていると思う。たとえ訓練時に真
剣に取り組んでいない児童がいたとしても繰り返
し行うことにより、自然と覚えている。

毎月の避難訓練を計画通りに実施
し、児童の防災意識を高める。

③

学校は、校旗を掲げたり、校歌指
導や学校の歴史指導を行ったりす
ることを通して、愛校心を育ててい
る。

全校朝会での校旗掲揚や行事毎
の校歌斉唱を行い、愛校心を育て
る。

〇６年生が毎日、校旗の掲揚を行っている。
また、行事や式のときには校歌を元気よく歌
うことができている。



校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

・本校職員は、何か問題が起きた時は、大小
に関わらず、管理職に報告・連絡・相談をする
ように心がけており、早期に対応している。今
後も一人の教員が問題を抱え込むことがない
ように管理職として教職員の監督管理を行っ
ていく。

・今後も管理職のリーダーシップのもと教職員
が共通理解を図って指導していただきたい。
・生活指導で、自分の命、心を大切にしながら
モラルを育てている。
・学校という組織としてきちんと対応できてい
ると思う。

本校の基本的な考え方

◇単に「いじめ」が「ある・ない」という考え方をするのではなく、問題とされる行動が、人権侵害行為ではないか、という認識
をもち、問題の未然防止に努める。
①管理職が先頭に立ち、人権侵害行為に対する学校としての断固たる姿勢を児童に伝え、指導にあたる。
②全教職員で日常の教育活動を通じ、教師と児童、児童間の好ましい人間関係を醸造するために、毎月の生活アンケート
をもとに面接を実施する。
③市民科「人間関係形成領域」「自己管理領域」を柱に教育計画を見直し、児童の実態に即した指導を徹底する。
④保護者・地域と同じ目線・同じ意識・同じ気持ちで児童の指導にあたれるよう、積極的に啓発し、情報を共有化することで
問題行動をの未然防止を図る。
⑤源氏前小学校いじめ根絶宣言（平成26年1月27日制定）を形骸化することなく、児童の活動を通して浸透させる。

②

〇計画的に、また、必要に応じて臨機応変に
指導している。

・学年や学級の実態に合わせて市民科の授
業を活用して指導してほしい。
・生活指導では、人と人とのコミュニケーショ
ンを大切にしてモラルを育てている。
・市民科の授業の利用はよくできていると思
う。
・市民科の授業をやっているから大丈夫とは
言えないと思う。普段から児童一人ひとりへ
の目配りができるようお願いしたい。

・児童会の取組として、いじめ根絶バッチ「そ
のことば本当にいいの．．．」を作成し、毎週
月木土にお互いが目に付きやすい左胸に
バッジを付け、積極的に啓発活動を行った。
また、人権教育においても年間２回（７月、１２
月）の人権月間を設け、各教室にポスターや
標語の掲示をしたり、正面玄関にふわふわ言
葉の木をおいたりして環境づくりに努めた。今
後も未然防止に努める。

・子どもの変化生活指導をとらえ、早期発見・対
応するために、夕会で共通理解することを今後も
継続していただけるとよい。
・「いじめの芽はぜったいに摘む」というスローガン
で児童にアンケートを年６回行っているのはよい。
・全職員での情報の共有は大事、良く取り組んで
いると思う。
・中にはたいへん難しいクラスもあると思うが、全
教員頑張っているので学校全体としてはとてもよ
いと思う。
・個々の問題としてではなく、学校の対応や方針
について、保護者に周知、説明する方法を検討し
てほしい

次年度に向けた
校長の態度表明

評価項目５　　いじめ防止に関する取組

児童・生徒アンケートや、その他の
取組みを具体的に実施して早期発
見に努め、発見時は組織的な対応
をしている。

〇全職員で共通理解し、必要に応じて組織的
に対応している。児童にも、全職員で見守っ
ているのだということを伝えている。
○毎週金曜日の生活指導夕会で情報共有が
できている。

・今年度も生活指導夕会、校内委員会におい
て情報共有を具体的に行い、早期発見に努
め、全教職員で取り組んでいった。また、いじ
めであると判断したものにおいては、校長の
指示の基、早期に手立てをうち、解決に向け
て全教職員が一丸となり、保護者の理解を得
ながら解決に向け進めていった。今後も早期
発見に努める。

学年団会、生活指導夕会、校内委
員会を毎週定期的に開き職員全
員での共通理解のもと丁寧に対応
していく。

下段：成果指標

評
価
指
標

上段：取組指標

管理職が先頭に立ち、全教職員が
一丸となって人権侵害行為に対す
る学校としての断固たる姿勢を児
童に伝え、指導にあたっている。

報告連絡相談を管理職に行い、早
期対応を行う 明らかになったいじ

①

未然防止のために、市民科を中心
にした指導を展開している。

〇問題を一部で抱え る込まず、全職員が共
通理解し、指導に当たっている。

③

市民科での授業「人間関係形成領
域」「自己管理領域」を柱に指導を
行う。

学校による自己評価

Ａ

Ｂ

Ｂ

A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない

校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

Ｂ

上段：取組指標

本校の基本的な考え方

学校は、オリンピック・パラリンピッ
ク教育を推進するために「スポーツ
トライアル」や「世界ともだちプロ
ジェクト」に取り組んでいる。

評
価
指
標

④

児童は「人権侵害行為」に対して
自分の行動を見直し、言葉遣いを
正したり、社会のきまりを守ろうとし
たりする等、正しい行動をする努力
をしている

〇一貫した指導は行っている。しかし、全児
童が正しい行動ができているとは言えない。
感情的になったり、衝動性が抑えられなかっ
たりする場面がある。家庭ともよく連携を取っ
ていくことが大切である。

・ハンドブックを基に指導を継続するとともに、学校だけ
でなく家庭とも連携を図っていくことが大切だ。
・源氏前ハンドブックは年度当初に各家庭に配布し、家
庭と連携しながらすすめている。
・全職員で情報の共有・指導はできていても限界はあ
る。各家庭の共通理解と各家庭では社会のルールなど
一貫した指導ができるかが鍵。
・個人対応の部分が大きいが、全体としてよくやってい
ると思う。
・教員が児童に対して、共通の態度、見解を示してもら
いたい。
・すべての児童が「正しい行動」をとるのは難しいとして
も、例えば、困り感のある児童が輝ける場を作って、自
己有用感を感じられるようにする、ということはできない
か。

・全校朝会、児童集会、縦割り活動などあら
ゆる教育活動の場で、全教職員が一貫した
指導を行っている。また、源氏前ハンドブック
を全家庭に配布し、児童が出しい行動ができ
るように、ご家庭にもご協力いただいているこ
とが大変ありがたい。今後も学校と家庭で連
携を行っていく。

源氏前ハンドブックを基に全職員
で一貫した指導を行う。

次年度に向けた
校長の態度表明

①

評価項目６　　学校独自の特色ある教育活動

〇チャレンジタイムや体育の授業でスポーツ
トライアルを実施している。世界ともだちプロ
ジェクトはこれから実施予定。

・今後の取組状況を保護者や地域に知らせて
ほしい。
・オリンピック・パラリンピックに参加する国や
競技について調べたことを廊下に掲示してい
た。
「世界ともだちプロジ クト」について保護者

・年間を通じて、スポーツトライアルを計画的
に実施し、各教科においてオリンピック・パラ
リンピック教育を行ったきた。１２月には、「トッ
プアスリートとの交流会」、１月には、「障がい
者トップアスリートとの交流会」、２月にハンガ
リ 大使館職を招いて「世界ともだちプロジ

◇知・徳・体のバランスよい発達の基となる健康教育を進めると共に、基礎的な学力の向上を目指す決め細やかな指導を
行う。
①健康教育として効率的な活動を継続して進める。また、いきいきカルテや学校保健委員会を通して家庭と地域の協力を
得、体づくりへの関心をもってもらい、運動に親しみ、実践する力を育てる。
②基礎的な学力の向上と児童ができる喜びや分かる楽しさを味わえるように、基礎的な学力、特に読み・書き・計算の力の
徹底のための時間を土曜日に設け、学力の定着を図る。
③学校の歴史を学習したり環境を整えたりすることを通して、児童に愛校心を育てる活動を行う。
④縦割り班で、給食や清掃、ドキドキなかよしタイム等の活動を行い、異学年交流を積極的に推進する。

下段：成果指標

学校による自己評価

期対応を行う。明らかになったいじ
めは、解決するまで丁寧に対応す
る。



Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

・タブレットＰＣを活用して、校外学習支援や家
庭学習支援を行った。また、今年度は、新学
習指導要領を踏まえ、教員に対して「プログラ
ミング学習」の研修を行い、９月には、児童向
けに（２年生以上）でプログラミング学習の基
礎となる授業を専門の先生を招いて実施する
ことができた。次年度は、教科の中でプログラ
ミング学習を取り入れていく。

・今年度は、４年生が、市民科の学習で源氏
前小学校のことを調べ、開校記念日に合わせ
児童集会で、全校児童に向けて発表を行っ
た。また、５年生が、新一年生に向けての学
校説明会において、ＩＣＴ機器を活用し、学校
紹介のプレゼンをすることができた。次年度
から開校90周年に向け取り組みを進めてい
く。

・愛校心が子どもたちの自尊感情を高めるこ
とにつながるとよい。
・学校の歴史は教職員だけでなく地域の卒業
生が語るものだが、源氏前小にはしっかりと
した同窓会組織がなく、学校側も大変なこと
は理解している。
・学校の歴史だけでなく、学校の名前の由来
の時代の勉強や、地域の歴史の勉強を深め
るとさらによいのではないか。

・本校に整備されたＩＣＴを活用し、今後も学習意欲や学
力向上につなげられるとよい。
・算数や国語の授業でICTを活用していた。
・学力向上についてICTの活用の効果はかなりあると思
う。
・タブレット学習は、きめ細かな個別対応により、各児童
の理解度や進捗に合わせた学習をさせることができる
ことがメリットの一つなので、それにより基礎学力がアッ
プしたデータがあるとよい。
・アプリケーション操作の習熟ではなく、それを使って何
ができるか、教えられてできるのではなく、自ら組み合
わせて何かを作ったりできるようになるとよい。
・情報リテラシー（著作権等）の教育もしてほしい。

・主体的に学習するために実践してる工夫に
ついて具体的に知らせてほしい。
・「主体的に学習する児童の育成」というテー
マで研究授業を行っている。
・校内対応がしっかりと取られていると思う。

②

学校は、表現力･発信力・意思決
定力を生かし、主体的参加型の学
習を展開させるべく指導を工夫し
ている。

〇校内研究で研究推進委員会提案授業と中
学年研究授業を実施した。日々の授業でも主
体的に学習する児童の育成を目指し指導の
工夫をしている。

○異学年で様々な交流活動が計画されてい
る。
〇計画通り、積極的に実施している。児童の
取り組みの様子も良好である。
○どきどきなかよしタイムが雨で実施できな
いことがある。雨の時でも実施できるように工
夫する。

・異学年交流で子どもたちの社会性や優しさ
をはぐくんでいってほしい。
・６年生を中心に行事をすすめたり低学年の
エスコートしたりしている。縦割り班で清掃活
動を行っている。
・単クラスの学年では、異学年交流は重要で
良く取り組んでいる。
・縦割りの活動もよくやっていると思う。
・縦割り班活動はとても良いと思う。小規模校
のよいところで、皆が皆を知っている。お行儀
は悪いかもしれないが、他学年でも呼び捨て
で呼び合うほど距離が近いのはよいことだと
思う。また、6年生を大きく成長させるよい取り
組みだと思う。

・縦割り活動は、源氏前小学校においては特
色の一つであり、日常化している。高学年が
リーダー性を発揮しながら活動を進めている
ことが、低学年にとっては、よい見本となって
いる。その事が良い伝統、よい校風を生み出
し、毎年、引き継がれている。また、教員が全
校児童を知り、教育活動を進めていることが
源氏前小学校の強みである。今後も保幼小
の連携、１～６年生の交流、小中の連携を進
めていく。

・今年度は、「主体的に学習する児童の育成」
を研究主題において４回の研究授業を実施
し、校内研究やＯＪＴ研修を通して、教員が、
主体的参加型の学習指導を推進していった。
次年度は、教師の指導力向上に向け研究を
進めていく。

校内研究において年間３回（低中
高）の研究授業を実施する。

年間計画に沿って実施する。

〇開校記念日に合わせて取り組む予定。

⑤

学校は、縦割り班で、給食や清
掃、どきどきなかよしタイム等の活
動を行い、異学年交流を積極的に
推進している。

④

学校は、ＩＣＴを活用した教育活動
（課題提示・表現方法等の工夫）を
通して、学習意欲の向上、学力の
定着を図っている。

ICTを活用した授業展開を行い、家
庭学習にもつなげる。

学校の歴史を学習したり環境を整
えたりすることを通して、児童に愛
校心を育てる活動を行っている。

① ・「世界ともだちプロジェクト」について保護者
や地域へ説明をしてほしい。
・これからです。学校で時間をかけてすること
の内容を考え、そして計画及び実施を行って
ほしい。
・良いと思う

リー大使館職を招いて「世界ともだちプロジェ
クト」を実施することができた。来年度も計画
的にオリンピック・パラリンピック教育を推進し
ていく。

年間計画に沿って取り組むことが
できた。

市民科の授業を通して学校の歴史
を学習する。

〇授業、家庭学習、校外学習でICTを活用
し、学習意欲と学力向上につなげている。１
年生でもトータル学習システムやカメラ機能
はスムーズに使えるようになっている。

③

A=よく当てはまる　　B＝概ね当てはまる　　C=どちらかというと当てはまらない　　D=当てはまらない



校区外部評価委員より（その他、お気付きの点などがありましたら自由にお書きください。）


