
平成３１年度（令和元年度）　学校評価表

学校評価の流れ（※平成31年度（令和元年度）の学校評価が令和2年度および令和3年度の教育活動につながる部分のみ表記しています。）

校区教育協働委員会

品川区立伊藤小学校 校長 宮崎　朋子

伊藤小学校・冨士見台中学校校区教育協働委員会 委員長 鞍馬　裕美

　校区教育協働委員会は、品川区校区教育協働委員会設置要綱（改正 平成３１年３月２８日教育長決定要綱第８号）
に基づき、次に掲げる事項について、学校評価を行っています。
　(1) 学力に関すること。
　(2) 人間性や社会性に関すること。
　(3) 体力・健康に関すること。
　(4) いじめ防止の取組に関すること。
　(5) 特色ある教育活動に関すること。

　学校評価を行う際、評価項目ごとに「成果指標」と「取組指標」を設定し、取組状況と取組によって表れた成果に
ついて把握しています。学校評価により浮き彫りになった学校の課題を委員会で共有し、改善策を考えました。
　学校評価の結果を公表するとともに、今年度の取組の見直しや来年度の教育課程の編成に生かしていきます。
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平成31年度 学校評価 品川区立 伊藤小学校
評価項目１ 学力に関すること

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

区学力定着度調査では、全問題において目
標値をおおむね上回る。

２～４年生は、観点別に見ると目標値をおおむね上回ったが、
５・６年生は、多くの観点で目標値を上回ることができなかっ
た。また、２～４年生でも、小問ごとでは目標を達成できていな
い問題があった上回っている問題と上回っていない問題が混
在していて、全問題において上回るためには、更なる手立て
が必要である。

C

・2年生以上の品川区学力定着度調査では、
高学年が目標値に届かない教科が目立つ
結果だった。引き続き基礎基本の定着を図
る。
・ｅ－ライブラリなど、ＩＣＴを活用することで基
礎基本の定着を図る。

①　各種学力調査・単元テスト・日々の学習
状況を分析し、特に算数の習熟度別少人数
学習では、課題と評価を明確にして、各コー
スに応じた指導を行う。

習熟度別コースのメンバーの検討や教員同士の打ち合わせ
など実態に合った指導を行えた。特に算数加配教諭を中心に
単元計画が立てられ、児童の情報の共有もできていた。 A

・算数習熟度別学習では教職員間の打ち合
わせが常に行われ、児童理解や授業準備を
行うことができている。基礎基本が身に付い
ていない児童に対して、個別支援の手立て
を講じていく。

②　学年×１０分の家庭学習の内容を学年
にふさわしいものとなるよう、状況を把握し、
適切な内容に取り組めるよう、適宜指導す
る。

家庭での学習習慣を身に付けることを家庭にも理解を求め、
実践に努めている。児童一人一人に合った課題を設定するこ
とや家庭学習の状況把握ができていない現状がある。 B

・家庭学習の習慣がない児童に対して、家庭
学習をする意義を理解させ、繰り返し指導
し、チェックをしていくPDCAサイクルの定着
を行う。また、未来塾を活用して宿題の方法
を定着させる。

③　未来塾や夏季休業中のサマースクール
を実施し、学力の定着が不十分な児童に個
別指導を行う。低学年においては、６校時を
利用して個別指導に取り組む。

未来塾では、個別指導が必要な児童に対し、家庭と連絡をし
本人に動機付けをして学習に臨むことができている。

A

・未来塾やサマースクールを実施する。家庭
と連携を密にとることや塾の先生と連携をす
ることで、個別の課題に即した学習内容にし
ていく。

○よく考える子…自分の考えをもち、獲得した知識やスキルを積極的に活用したり判断したりする。
１　基礎学力の定着
　児童一人一人の学習状況を的確に把握し、それを基に個に応じた指導を行うなど、児童が「授業の内容がよくわ
かる」と実感できるようにする。
２　学習形態の工夫
　獲得した知識やスキルを生かす場を設けるために、学び合い活動を取り入れたり、ゲストティーチャーなどを積極
的に活用したり、学習形態を工夫する。
３　家庭学習の徹底
　家庭学習を児童自らマネジメントし、自学につなげていけるよう、保護者への啓発を行いながら、家庭学習の質を
高める。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



平成31年度 学校評価 品川区立 伊藤小学校
評価項目１ 学力に関すること

区の学力定着度調査i-checkでは、「授業の
内容がわかる」の割合が全学年９０％以上に
する。

２年生は、「授業が分かる」ではなく「授業が楽しい」となってお
り、それは90%に満たなかった。他に、５年生の国語、理科、社
会で90%を下回ったが、それ以外のすべての学年・教科は90%
以上になっている。

B

①　単元の終わりには、児童に振り返りをさ
せ、教員が授業評価をする。結果を次の単
元に生かしていくようにし，ＰＤＣＡサイクルを
意識した授業にしていく。

単元後の授業評価は行われ、次に単元に生かすことができて
いる。児童の振り返りと教員の振り返りが計画的に行われて
いないことがある。

B

・授業の振り返りをすることはまだ課題が残
る。子どもも教員も授業を振り返ることで、学
習内容や効果的な指導方法が定着していく
と考える。週案等に振り返りを記載させるな
どして、取り組んでいく。児童にとってより分
かる指導を目指して単元末評価だけでなく形
成的評価を行っていく。

②　５年目以下の教員は年間５回の授業観
察、その他の教員は年1回以上の授業観察
か研究授業を行う。

授業観察は管理職だけでなく、教員全体にも呼び掛けており、
職場全体が経験の浅い教員を支える環境がある。授業観察
については１学期中に病休者が３名出て人手不足となったた
め、指標の回数に達することができなかった。

B

・授業に関しては、若手教員対象の授業観
察を行い、フィードバックによる授業力改善を
図っていく。今後も若手教員の割合が増えて
いくことが予想されるため、分かる授業作り
ができる教員の育成をしていく。

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②



平成31年度 学校評価 品川区立伊藤小学校
評価項目２　人間性や社会性に関すること

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

品川区のアンケートの「現在通っている学校
に満足している」の項目での割合が９０％を
超える。

ほとんどの児童の規範意識が高く、きまりを守ろうとする土壌
がある。 A

①　生徒指導の機能を生かした生活指導を
推進し、「伊藤小のきまり」を全校で徹底す
る。

折りにふれそのきまりを確認するようにしている。おおむねき
まりは守れている。 A

・週番による週の生活目標に「伊藤小のきま
り」を入れていくことできまりへの意識をさら
に高める。

②　ｈｙｐｅｒ-ＱＵ、学力定着度調査のｉ-
check、生活アンケート等の分析を行い、学
級風土理解児童理解を客観的にすることに
より、改善に向けて適切な手立てをとる。

あらゆる角度から児童理解を行っている。また、アンケートは
定期的に実施し、各担任の児童理解につながっている。

B

・ＨｙｐｅｒーＱＵ、i-check、生活アンケートの結
果により客観的な視点での要配慮の児童を
明らかにしている。生活指導部や特別支援
コーディネーターを中心に個別支援計画を立
て、実施していく。

③　生活指導夕会などを活用し、配慮を要す
る児童や、生活指導上の課題についての情
報を共有し、様々な問題の未然防止を目指
す。

具体的な名前と事柄を出し合い、共有できるように努めてい
る。情報共有を行うことで配慮を要する児童に対する手立てを
講じることや、問題の未然防止に対する教職員の意識も高
まっていると感じる。

B

・配慮が必要な児童や生活指導上の課題が
ある児童の現状把握だけでなく、今後の手
立てや願いなども共有していく。

④　教員自ら、人権感覚を磨き、児童・保護
者の手本となるように行動する。

児童に敬称をつけること、丁寧語を話すことを心がけるなど、
人権への意識が高まりつつある。

B
・人権感覚を磨く研修を行っていく。

⑤不登校対策として、校内委員会で対応の
共通理解をし、学習の保証についても手立
てを講じる。不登校傾向の強い児童に学習
の習慣を付ける。

一人一人についてよく検討し、その児童にあった対応を実践し
ている。定期的に不登校対策委員会を実施し、経過を見なが
ら対応を考えることができている。学校に来ていない児童への
学習の保証は十分でははない。

B

・不登校対策委員会では、保護者や各関係
機関との連携についても話し合いを進め、対
応策を講じていく。
・学習の保証をするため、学習内容や支援
の仕方について保護者と共有し実践につな
げていく。

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

○人を思いやる子…自分の良さを知り、友達の良さを認め、互いに集団として高めようとする。
１　信頼関係の構築
　教員と児童、児童同士の望ましい信頼関係を育成し、認め合う学級集団を作っていく。
２　自治的活動の工夫
　共感的人間関係を作っていくために、市民科を中心として自治的活動の場を多く取り入れていく。
３　生徒指導の機能を生かした生活指導の推進
　規律を守ることを全児童に徹底させ、挨拶の励行・伊藤小の決まりの遵守など、全校で統一した指導に当たる。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



平成31年度 学校評価 品川区立伊藤小学校
評価項目３ 体力・健康に関すること

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

全国体力調査において、全国平均を概ね上
回る。

今年度はどの学年でも結果がよかった。
A

①　全国体力調査の結果を分析し、課題を
明確にして、授業改善に取り組む。

体力向上部を中心に計画・取り組みを行っている。
B

・体力向上部を中心にスポーツトライアルの
取組や授業改善を行っていく。

②　体育授業の指導方法について、体育部
を中心に研修会を年3回以上行い、体育授
業の指導力向上を図る。

体力向上部を中心に研修会を企画した。年間計画通り行えな
かった。 C

・体力向上部を中心に授業改善のための授
業研修を計画的に行っていく。

③　家庭で気軽に行える運動（ワンミニッツ・
エクセサイズ等）を保護者に紹介し、家庭で
の運動習慣を定着させる。

体力向上部の指導のもと、家庭でできる運動についての呼び
かけが行われ長期休みも継続して運動に取り組めている。 A

・普段できることや長期休み等に家庭ででき
ること、また、様々な運動の紹介を今後も
行っていく。

④　朝遊びへの積極的な参加を呼び掛けた
り、休み時間には全員が外遊びをするよう指
導したり、体育朝会を充実させたりするなど、
体育授業以外の既存の運動の場を十分に
活用する。

外遊びは盛んに行われていて体力向上につながっている。休
み時間には外に行くように週番が指導している。安全に配慮し
ながら、児童が安心して遊べるよう、遊び場や、マラソンの日
程を分けるなど工夫できた。

B

・朝遊び、休み時間等の外遊びを継続して促
す。様々な遊びができるよう、体育の学習で
行った動きも日常化できるようにしていく。

⑤　健康な生活を維持するために、食育指
導の充実を図る。学校便り・給食便りで食育
の大切さについて知らせ、保護者会等でも
話題にする。給食試食会を通じて、栄養士が
指導をする。

もぐもぐ通信で毎日の給食でも食育が行われている。給食だ
よりなど家庭に配布する便りの他に、給食の献立の紹介を記
載した食育メモを毎日各クラスに配布している。また、授業で
の野菜の皮むきの指導や、掲示物の工夫などを行っている。
これらだけではなく、お昼の放送での献立紹介など給食を通じ
て、食物の産地、栄養素に関心を持つよう工夫をしている。

B

・給食時の放送で献立の紹介、食材の紹介
をしている。また、食材のメモを教室に配布
し、学級担任より紹介をすることで、さらに食
に対する関心をもたせるようにしていく。

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

○健康で粘り強い子…自分のめあてに対してねばり強く努力する。
１　授業力の向上
　体力向上に直結する体育授業について、全教員の指導力の向上を図る。
２　家庭との連携
　日常生活の中で体を動かす楽しさを味わえるよう、家庭での運動習慣を定着させるため、家庭との連携を図る。ま
た、食育の大切さも知らせ、健康な心身を育成していく。
３　遊びの場の保障
　朝遊びや休み時間など、児童一人一人が、楽しみながら体を動かす習慣を体育授業以外の様々な場面で設定し
ていく。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



平成31年度 学校評価 品川区立伊藤小学校
評価項目４　いじめの防止の取組に関すること

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

　区の学力定着度調査i-checkでは、「いじめ
を見たり聞いたりして心を痛めることがある」
の割合が全学年８０％以上にする。

３～５年生に該当する項目があり、80%を達成していたのは５
年生のみであった。

C

・いじめとして取り扱った案件が、一件あっ
た。いじめ対策委員会を開いて対応を考え、
組織的に解決を図った。今後もいじめられた
児童の友人関係の情報を集約し共通理解を
図ることで未然防止を行っていく。

①　「いじめは犯罪であり、人権侵害行為で
ある」と位置付け、人権についての意識を高
めて、いじめ0を目指す。

朝会での校長先生の話、担任による指導、目撃したその場で
指導するなど、随時指導を行っている。 B

・朝会の講話、おもいやりバッチ、人権週間
の設定等、人権感覚を高める活動を今後も
続けていく。

②　　ｈｙｐｅｒ-ＱＵ、学力定着度調査のｉ-
check、生活アンケート等の分析を行い、学
級風土理解や児童理解を客観的に行うこと
により、早期発見と早期対応につなげる。発
見時は組織的な対応をする。

あらゆる角度からいじめの芽がないか気を付けている。各調
査を定期的に実施していることで、いじめに対しての教職員の
意識が下がることなく、早期対応につながっている。 A

・ＨｙｐｅｒーＱＵ、i-check、生活アンケートの結
果により客観的な視点での要配慮の児童を
明らかにしている。いじめ対策委員会により
早期発見や組織的な対応をしていく。

③　未然防止のために、市民科を中心に、い
じめ防止の指導に取り組む。

計画委員会の提案で、「いいことの木」など、新しい取り組みが
できた。

B
・市民科で道徳の教科書を用いた心の教育
を行い、実際の行動につながる指導を行う。

④　いじめは絶対に行ってはいけないことを
保護者・地域関係者にも機会があるごとに確
認し、学校・家庭・地域が連携して、いじめ撲
滅に取り組む。

保護者会を通して学校と保護者、地域が連携していじめを撲
滅することについて確認をすることができている。

B

・いじめの未然防止、早期発見などの研修を
学期に1回計画的に行い、保護者会等で確
認する内容について共有をする。

A＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

重点目標

〇「いじめはどこにでも起こりうる」という現実を理解し、児童生徒理解を第一として徹底していく。
１．情報の共有
　スクールカウンセラーや区のハーツなどの手を借りながら、全教職員が、学習活動、生活面、部活動や課外活動
なども含めたあらゆる個人情報を集約し、常に「いじめ」や「不登校」など、心の実態を考察していく組織的取組を行
う。
２．組織的対応
　①特別支援の体制作り　②校内委員会の活性化　③毎週定期曜日の生活指導夕会の活用　④生活アンケート実
施　⑤臨時の校内委員会など、児童生徒の立場、保護者の立場から、「いじめはしない　させない　ゆるさない」を
モットーに、安心、安全をイメージできる学校体制を作って行く。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①
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評価項目５　（特色ある教育活動に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

区の保護者アンケート「品川コミュニティ・ス
クールは良い取組だと思う。」の「当てはま
る」と「どちらかというと当てはまる」とで９０％
以上にする。

「品川コミュニティ・スクールは良い取組だと思う。」のアンケー
ト結果が93％だった。

A

・ＣＳ導入後、教職員にはＣＳの良さが伝わ
り、定着がみられる。保護者や地域に対し
て、学校便り等で、ＣＳの活動報告を入れる
など、周知方法に工夫をしていく。

①　校区教育協働委員会委員長の指導の
下、一人一人の委員が主体的に活動を行
う。

委員の欠席が目立ち、委員会自体が機能していないことも
あった。 C

・校区教育協働委員が参加でき、学校改善
を図るための活動を計画していく。

②　学校支援地域本部は、充実した教育活
動実現のため、教員一人一人のニーズを把
握し、その実現に努め、指導の充実を図る。

ゲストティーチャーに関しては、引き継ぎがうまくいかず、中止
となってしまった学年が出てしまった。 B

・ＰＴＡの広報誌を活用してＣＳの活動報告を
載せることも検討する。

③　地域教育力の効果的な活用を図るた
め、地域の教育資産をより発掘し、授業に活
用できるよう教材化する。

未来塾の講師に関して、地域の回覧板の活用により、教員免
許をお持ちの未来塾指導員の発掘に成功した。地域の方の
協力をいただいて工夫された授業が多く行われている。

A
・地域の方がさらに参加できるよう、学校便り
やホームページ、ＣＳの告知文書により、更
なる人材確保に努める。

④　学校と地域との連携についての情報発
信を積極的に行う。

学校便りや学年便りなどで呼びかけや活動の様子の報告をし
ている。

A
・学校便りや学年便り、学校ホームページに
て活動の様子を発信していく。

⑤　教員が生き生きと仕事ができる学校とな
るよう、コミュニティスクールを最大限活用し
ていく。

CSのボランティアに家庭科や品川スポーツトライアルの計測
など積極的に参加していただけた。学校地域コーディネーター
のおかげで、自分だけでは取り組みにくい活動もできている。
様々な行事やスポーツトライアルの取り組みに対して、CSに
積極的に協力していただいた。印刷事務ボランティアを前年度
以上に活用し、業務改善につなげることができた。

A

・家庭科補助、スポーツトライアルなどCSボ
ランティア活動がより充実するよう今後も活
動を継続していく。

A＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

○義務教育9年間の学びを充実させる持続可能な学校教育を実践する。
１　校区教育協働委員会の主体的な活動
　学校運営の基本方針を承認し、教育活動を評価する。
２　学校支援地域本部の主体的な活動
　学校が必要とする教育活動の支援ができ、地域の教育力の活性化を図る。
３　CS制度の十分な周知
　家庭・地域・学校でCSについて認識を深める。

重点目標
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価
指
標

今後の課題と改善策

①


