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学校評価の流れ（※令和２年度の学校評価が令和３年度および令和４年度の教育活動につながる部分のみ表記しています。）

区学力定着度調査

学校

保護者アンケート
児童・生徒アンケート

校区教育協働委員会

品川区立伊藤小学校 校長 石出　浩朗

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  令和２年３月17日 教育長決定 要綱第７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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令和2年度 品川区立伊藤小学校 学校評価
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年生はおおむね目標値を上回ることができた。3～6年生は以下の問題以
外は、目標値を上回ることができた。3年生は国語の説明的文章、4年生は
国語の書くこと、理科の光・音の性質、5年生は社会と理科の数問題、算数
の少数、面積、6年生は国語の漢字と説明的文章、社会の食料生産と情報、
理科の物の溶け方と顕微鏡で目標値を下回った。

B

区の学力調査の結果を分析し課題と学力向上に向け
た取り組みを作成し、授業改善や支援方法を確立す
る。また、個票をもとに、個々の児童に対して課題を
見付けさせ、克服のための手立てを考え実践する。

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。

単元を始める前に、何を学ぶのか児童と確認をして学習を進めた。また、新
しい評価の観点について、研修を行ったことで、評価の方法が明確になり、
指導と評価の一体化を図ることができた。また、習熟度別算数少人数指導
により、児童の実態に合った指導を方法を確立することができた。

B

学習内容の定着を徹底するために、日々の授業や単
元末のテスト、各種学力調査の結果を分析し、ポイン
トをしぼった指導をする。また、校内研究において、年
間１回以上の研究授業を行い、授業改善を図る。

②　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6年生にQubenaが導入され、効果的な指導につなげるこ
とができた。個別指導が必要な児童に対して休み時間や放課後など
を利用し、補習の学習の機会をつくることができた。

B

繰り返しの指導や補習をしたことで、単元後すぐのテ
ストにおいては80％取ることができた。しかし、学年末
のテストでは定着が見られない児童もいる。補習等で
は、基礎基本を繰り返し指導する。

③　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。

休校期間中の学習内容の確認について課題が残った。積み上げる
べき内容やICT活用など、家庭学習の適切な方法について今後も工
夫する必要がある。

B
家庭学習の適切な方法について、学年の内容にふさ
わしいような課題になるよう教師が児童に指導してい
く。タブレットを活用していく。また、家庭との連携を強
めていく。

区の学力定着度調査i-checkでは、「好きな教科
や授業がある」の割合が全学年９０％以上にす
る。

6年生：98.8％、5年生：97.4％、４年生：98.9％、3年：96.9％、2年：
95.5％が肯定的な回答をした。 A

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。

振り返りの内容や方法について、統一した方法を確立できなかった。
単元の終わりには児童に振り返りをさせ、次の単元に生かせる意識
をさらに高める必要がある。

B

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。

授業観察や研究授業を通して、教員同士が授業についての情報を
気軽に共有する機会をつくった。教師同士が情報を共有したことで授
業改善につながった。 B

今後も経験年数の少ない教員が増えていく。その教
員に対して、授業観察を計画的に行い、指導助言が
できるような場面をつくる。

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

評
価
指
標

①

②

○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　学習習慣の確立
　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。
３　学習形態の工夫(授業改善)
　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。新学習指導要領にのっとって学習を進める。

今後の課題と改善策

授業の振り返りをすることは課題が残る。単元の終わりに
は授業を振り返りをすることを徹底し、その結果を次に生か
し、授業改善につなげるPDCAサイクルを実施する。



令和2年度 品川区立伊藤小学校 学校評価
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

品川区の学力定着度調査のi-chekで、自己肯定
感に関する質問項目で全国値を上回る。

自己肯定感に関する質問事項をおおむね全国値を上回ることができ
た。 A

引き続き、品川区の学力定着度調査のi-check
で、自己肯定感に関する質問項目で全国値を上
回る。

①　市民科を中心に自己の振り返りをさせ、自己
のいいところや努力しているところを意識させる。
また、将来への希望も持たせる。

友だちに対する思いやりを常にもっている児童が多く、また、他者を
思いやろうとする意識が育っている。市民科で学習したことを日常に
つなげるため日々、振り返る時間を設けたことで学びを生かす態度
ができている。

B
市民科を中心に自己の振り返りを行い、また、学
んだことを日常生活に生かそうとする態度を今後
も培っていく。

②　全学級があいさつ隊を経験し、挨拶の重要性
を体験させ、挨拶ソング等の取組を通して積極的
に望ましい挨拶ができる子を育てる。

あいさつ隊を通して、挨拶の大切さをもう一度実感できる機会となっ
た。また、最後に校長先生から言葉をもらえていたので、あいさつ隊
以降、自分から挨拶する児童が増えたと実感している。

B
あいさつ隊を中心に、挨拶の重要さを今後も指導
していく。

③　毎月１回の学級会活動と２か月に１回の集会活動
を通して全学級で自治活動に取り組む。高学年はクラ
ブ活動や委員会活動を通して学校全体での自治活動
に取り組む。これらの活動を通して、よりよい人間関係
を築いていく基礎を学ぶ。

最高学年の6年生児童が、委員会活動やクラブ活動で活躍し、成長
につなげることができた。また、委員会活動の形式を工夫したこと
で、児童が主体的に活動することができた。

B

休校や新しい生活様式のため、代表委員などの
自治的な活動は今年度、計画通りに行うことがで
きなかった。それらの在り方やできることを考え、
学校全体で自治活動に計画的に取り組んでいく。

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。

教職員の人間性や社会性を子どもたちは見て、まねをし、学んでい
る。手本となるような人権感覚を研修等を通して磨くことができた。 B

教師自らが人権感覚を磨いていくため、今後も研
修を充実させていく。

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。

不登校児童について、どのような困り感があるのかを共有することが
できた。学習の習慣付けについては個別対応の手立てを講じてい
る。 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。

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　自己肯定感の向上
　　市民科を中心に自己有用感・自己存在感を高める指導を行い、自己肯定感と共に将来に希望をもつ児童を育てる。

２　共感的人間関係の確立
　　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。

３　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。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



令和2年度 品川区立伊藤小学校 学校評価
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、全国平均をおおむ
ね上回る。

今年度は体力調査を行うことができなかった。 －

　休校期間や休み時間の外遊びが少なくなったこ
とが、今後の体力低下につながっていくと考え
る。そうならないよう、制限のある中で体を動か
し、体力が向上する取り組みができるようにして
いく。

①　全国体力調査の結果を分析し、児童に体力
向上の実感をもたせる。

今年度は体力調査を行うことができなかった。品川スポーツトライア
ル月間やなわとび月間を通して、昨年度の結果と比較することで体
力の伸びを実感させた。

－
教師と児童が全国体力テストの結果を分析し、体
力向上のための手だてを考え、その手だてを実
践していくことで体力向上の実感をもたせる。

②　オリンピック・パラリンピック教育を通して、運
動することの楽しさや有用性を児童に味わわせ
る。

オリパラ朝学習を行うことによって、児童が世界の国々やスポーツに
関心をもつようになった。 B

オリンピックパラリンピック教育を通して、世界に
興味をもつだけでなく、運動の楽しさや有用性を
指導していく。

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。

自宅にいる時間が増えた休校期間には、家庭で行えるエクササイズ
を提案し、運動習慣の定着を図ることができた。品川スポーツトライ
アル・なわとび月間では家庭でも行う提案を行い、運動習慣につな
げることができた。

B
今年度行った体力向上のためのなわとび月間や
スポーツトライアル月間を家庭と連携させ運動の
習慣化を図る。

④　朝遊びへの積極的な参加を呼びかけたり、
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、マラソン月間を設
定したりするなど、体育授業以外の運動の場を設
定する。

外遊び以外の運動については体力向上員会で様々な提案があり、
子どもの体力向上、健康づくりへの意識を高めることができた。 B

体育の授業で様々な動きを意図的に体験させ、
充実させる。また、外遊びを積極的に行う児童と
なるよう指導していく。

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。

毎月の給食だより等で、食育についての話題に触れ、また、毎日の
給食放送で、食材に対する関心を高めたことで、好き嫌いをせず、給
食を残さずバランスよく食べている児童の育成を行うことができた。

B

給食だよりやお昼の放送、日々の給食指導を通
して、栄養士と教師が連携し、食に対する関心を
高め、健康的な生活につなげられるようにする。

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　振り返り活動の徹底
　体力テストやスポーツトライアルの結果の比較をしながら、体力向上を実感させる。
２　体力の向上
　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だけでなく、様々な場面で設定していく。日常生活の中で体を
動かす楽しさを味わえるよう、家庭との連携を図る。食育の大切さも知らせ、健康な心身を育成していく。
３　最後まで諦めない粘り強さ
　困難なことにも挑戦し、乗り越える体験をさせながら、心身共に健全な児童の育成を目指す。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



令和2年度 品川区立伊藤小学校 学校評価
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。

6年：90.7％、5年：83.1％、4年93.3％、3年：59.8％であった。 B
引き続き、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。

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。

新型コロナウイルス感染症にともなう、差別などの人権侵害
の特別授業を行い意識を高めることができた。生活アン
ケートの結果ではいじめを示唆する内容は見られなかった。

A
日常的な指導はもちろん、おもいやりバッチ、
人権週間の設定等、人権感覚を高める意図的
な指導を続けていく。

②　生活アンケートやＨｙｐｅｒ-QUなどの調査から
小さな問題点を見逃さず、児童が安心して通える
学級を作っていく。

生活アンケートやＨｙｐｅｒ-QUを行ったことで、児童の悩みや
不安感をキャッチし、小さな問題のうちに対応したことで、児
童の安心感につなげることができた。

A

引き続き、生活アンケートを行うだけでなく、その後
の指導にどう生かすのか。また、hyper-QUの結果
の見方とその後の活用方法について理解を深め、
よりよい人間関係形成力につなげていく。

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。

市民科を通して、学級の細かい出来事を細かく取り上げ、ど
のようなケースがいじめなのかを具体的に確認していくこと
ができた。また、クラスでみんなが気持ちよく過ごすためにと
いう視点でも市民科の授業を展開できた。

A

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。

新型コロナウイルス感染症にともなう、差別などの人権侵害
の特別授業を行い意識を高めることができた。生活アン
ケートの結果ではいじめを示唆する内容は見られなかった。

B

児童の不安や問題行動に対して、常日頃から
教師、保護者、地域関係者が連携して対応で
きるようにする。そのために、市民科授業公開
講座やCAP等を通して学校での取り組みを伝
えたり、保護者会で情報を共有したりする。

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



令和2年度 品川区立伊藤小学校 学校評価 公開

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「お子さんの通っている学
校は地域と連携している」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。

区の保護者アンケート「お子さんの通っている学校は地域
と連携している」の「当てはまる」と「どちらかというと当て
はまる」とで95.4％であった。

A

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。

感染症予防のため、委員を学校へ招く活動ができなかっ
た。

―

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。

ＣＳが中心となって地域の方による授業の機会を設けることがで
き、地域と一体となって教育活動を行えていた。 B

③　ＣＳコーディネータを中心に、冨士見台中学校
の研究と連携し、持続可能な社会づくりを目指す
教育を取り入れていく。

感染症予防のため、冨士見台中と連携する活動ができな
かった。

―

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。

CSコーディネーター便り、学校便り、学校ホームページを
通して情報発信を行った。 B

⑤　児童の発達段階に合わせた学習の機会がよ
り多くもてるように外部と連携した学習を（出張授
業も含む）支援する。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。

地域未来塾やCSボランティアの方々に協力いただき、教員の負
担軽減が行われた。また、未来塾の指導では児童の発達段階
にあわせた学習に大きく援助いただけた。出張授業など外部講
師と連携をした学習は開催することが難しかった。

A

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　学校地域支援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

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

　引き続き区の保護者アンケートで、「お子さんの通っ
ている学校は地域と連携している」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。今
ある人材資源やノウハウを引き継ぎ、活用していく。
　また、次年度に向けて、活動ごとに振り返りを行い事
後の情報共有がCS、教職員、地域関係談者とで、でき
るようにする。
　いじめ、不登校対策、学力向上について、など、学校
の情報を地域へも発信していく。
　令和２年度はそれまで取り組んできた課外授業や、
外部講師について見直す年となった。今後、新しい生
活様式の中、外部との連携をどのような形でしていくの
か、検討し実施できるようにしていく。


