
令和２年度　学校評価表

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

品川区立東海中学校 校長 黒田　佳昌

東海中学校校区教育協働委員会 委員長 望月　重信

　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 学校評価 品川区立東海中学校
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

来年度実施の区学力調査の結果で区の平
均値を上回る。

7，9年生では区の平均値に達することができたが、8年生で
は、努力が必要な教科も見られた。 C

本年度実施の調査結果を確実に分析し、分
析結果を授業に反映させる。

調査時期が遅くなったが、結果を参考にしたうえで、令和3年
度より完全実施の学習指導要領を意識した授業改善を進めて
いる。

B

生徒は授業規律を守り、しっかりとした授業
態度で授業に臨んでいる。

授業態度に課題が見られた場合には、学年担当教員等が中
心となって、複数での指導にあたるなど状況に応じた指導を継
続した。

B

チャイム着席の徹底や学習準備の指導をと
おして、学習・授業規律を更に確立する。

学級委員会や生活委員会など生徒による学習態度の評価を
継続的に実施し、授業に対する意識の向上を図ってきた。 B

教員は、主体的対話的で深い学びをねらう
授業展開を工夫し、授業改善に努める。

全教員に授業評価シートに基づく公開授業を課し、次年度の
新学習指導要領の完全実施に向けた授業研究を行った。 B

校内美化が徹底されている。
新型コロナ感染防止対策の一環による、清掃方法の改善を通
して、特に拭き掃除の徹底がなされた。校内美化にもつなげる
ことができた。

A

生徒と共に教員が率先垂範して毎日の清掃
活動を展開する。

消毒作業の徹底を通して、清掃活動への取組が強化された。 A

教員は、生徒に対し、授業の始まりに机の整
頓や各自の足元のゴミ等を拾わせことを定
着させ、よりよい学習環境を確保する。

鞄の置き場所の工夫やロッカー内の荷物の整頓など声をか
け、校内美化に対する取組を工夫した。継続して指導したい。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

授業改善に関する取組は今後も継続して
行っていく。学年会での生徒の指導に関する
情報共有をさらに充実させ、複数の教員で
指導にあたる体制を更に整える。

③

必要な消毒作業は今後も継続して行う。生
徒の校内美化に対する活動を充実させ、委
員会の活性化を図りながら、校内美化にも
取り組んでいく。

②

○基礎学力を十分に見に付けさせるために「できる授業」「わかる授業」を進め、確かな学力を身に付けさせる学習
指導を徹底する。主体的・対話的で深い学びを実現する授業の研究を推進する。
○きれいで落ち着いた環境での学習は生徒の学力を向上させるとの認識のもと、生徒の学力の向上のために、豊
かな心の育成を目指す美化活動を推進することで、学習環境を確保する。

タブレット端末を活用した学習を多く取り入れ
ることによって、個に応じた指導の充実を図
り、学力の向上につなげる。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



令和２年度 学校評価 品川区立東海中学校
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

規律と秩序ある生活態度を堅持している。
おおむね落ち着いた学校生活を維持しているが、授業態度等
に課題が見られるクラスもあり、学年担当教員を中心に複数
で指導にあたる場面もあった。

B

学習・授業規律の確立を維持するために、
チャイム着席や学習準備の指導を徹底す
る。

生徒による授業態度評価を各学年学級委員や生活委員の取
組として継続して行っている。 B

「時と場をわきまえた態度、行動、礼儀、言葉
遣いの実践」がなされている。

生徒の挨拶は、年度当初に比べても多くなってきている。日頃
からの指導の継続が大切である。 A

ＴＰＯの重要さを十分理解させる学級指導を
展開する。

市民科の授業で道徳の教科書を使用した指導や、職業体験
を意識したマナー講座を企画しするなど、時と場面に応じて継
続的に実施した。

A

日常生活で態度や礼儀について言及する。
普段の学校生活や修学旅行等の学校行事
において特に意識した教育活動を行う。

本校の伝統である全校生徒による「礼法指導」を実施できず、
上級生が新入生の各教室でクラス単位で実施した。全体指導
の良さを体感する機会が少なかった。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

○これからの日本を支えることのできる「良き市民」の育成を目指す具体的な教育課程の構築を推進し、本校を選
択してくる生徒自身が、地元意識をもち、地域の期待に応え、地域に貢献できる東海中学校の確立を目指させる。
○すべての教育活動で「時と場をわきまえた態度、行動、礼儀、言葉遣いの実践」を意識した教育活動を展開し、生
徒自ら「15歳のあるべき姿」の追求をさせる。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

落ち着きのある学校生活を送るための環境
を整える。場に応じた適切な態度が取れるよ
う子どもたちに考えて行動させる指導の充実
を図る。

②

コロナ禍で、外部との関わりに関して制限が
多く、直接のかかわりをもつ場面が少なく
なっているが、オンライン等の活用によって、
代替案を工夫しながら外部の方とのかかわ
りを多くもてるよう今後も工夫していく。



令和２年度 学校評価 品川区立東海中学校
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

体育の授業に積極的に参加している。
見学者が常態化する傾向は見られず、十分に保健体育の授
業に参加している様子が認められる。 A

運動の意味を理解させながら、楽しく運動で
きる、運動している実感がもてる体育授業を
提供する。

新学習指導要領の完全実施に向け、今年度より男女共習で
授業を実施している。生涯にわたり運動に楽しむ習慣づくりを
今後も意識したい。

A

生徒一人一人のオリンピック・パラリンピック
についての意識が高まっている。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の実施が延期
となり、やや停滞した感は否めない。次年度実施に向け意識
の向上を図りたい。

B

世界ともだちプロジェクトにかかわる本校の
交流対象国についての取組を継続発展させ
る。

新7年生においても、フィンランド、ルクセンブルグ、グアテマ
ラ、マラウイ、キルギスの5か国に関する国調べを実施し、理
解を深める活動を行った。

B

各教科において、オリンピック・パラリンピック
教育のねらいに迫る授業を構築する。

オリンピックの起源について調べる学習や、市民科学習にお
ける障害者理解教育など、各教科で年間計画に基づいて実施
した。

A

給食ではよく噛みながら残さず食べるなど、
食事の重要性を理解している。併せて、残菜
も減少している。

残菜量をクラスごとに知らせることで、生徒の意識の高まりが
みられた。残菜量も前年度より減少させることができた。 A

給食で硬い食品を多く提供するよう学校栄養
職員との連携を図る。また、残菜を減らす取
組を実践する。

給食献立の工夫や、残菜量のグラフ化を行い掲示するなどの
活動を通して、給食に対する意識の向上が見られた。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

給食をしっかり食べることの指導が浸透して
きている。すべての生徒が食事の重要性を
意識できるよう取組をさらに発展させる。

○「確かな学力と豊かな心」は「健康と体力」が支えていることを強く意識させ、「健康と体力」について生徒自ら向上
させようとする学習内容や学習環境を構築する。
○オリンピック・パラリンピック教育をとおして、一日一日を大切に生きることや夢をもつこと、どんなに苦しくても諦め
ないで努力することの大切さを学び、自分事として考えさせる。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

保健体育の授業では、男女共習で実施し、
工夫した授業を展開することができた。運動
の楽しさを伝える場としての授業展開をこれ
からも工夫していく。

②

オリンピック・パラリンピック開催に向け、連
携観戦に伴う事前事後指導の充実と、オリ
パラ教育をきっかけとした環境に関する取組
のとしての「クリーンレンジャー」の活動を今
後も継続していく。



令和２年度 学校評価 品川区立東海中学校
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

生徒が自らの心を戒め、生徒会を中心に「い
じめ０運動」を展開し、いじめの未然防止に
努める。

人権標語・ポスターの作成や、「いじめ０運動」をきっかけに、
いじめの未然防止に努めた。 B

生活アンケートを定期的に実施し、いじめの
発見・指導体制を常に整える。

生活アンケートや日常の指導の中で、いじめの早期発見・指
導に取り組んだ。学年・生活指導部を中心に継続的に指導し、
職員全体で情報を共有している。

C

思いやりのあふれる各学級・学年の経営が
なされている。

コロナ禍で、多数の行事で変更が生じたが、他学年とのクラス
単位での交流を図ることができた。 A

変化を見逃さないよう、一人一人の生徒をよ
く観察できる情報共有の場を設置する。

生活指導部会での情報を企画運営会議、職員連絡会でも時
間をとって情報共有するように努めた。 B

生徒一人一人の存在感・自己有用感を確保
した学校行事を展開する。様々な場面で援
助希求できることの大切さを伝える。

各教科、市民科の授業を通じて繰り返し指導の場面をもった。
行事の変更が多い中でも生徒の活動を最大限生かす指導を
心がけた。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

コロナ禍で、これまでと同様な行事の実施が
困難な状況が続いている。コロナ禍でも実施
可能な行事等の工夫が望まれる。
生徒についての気付きをささいなことでも教
職員間で常に話し合える雰囲気作りが望ま
れる。

③

重点目標

○全校生徒一人一人に関する情報を全教職員が常に共有するとともに、生徒一人一人に対する観察眼をしっかり
と身に付け、いじめは絶対に起こらないよう努める。
○市民科や各教科等の全教育活動を通した心の教育を充実させるとともに、思いやりのあふれる各学級・学年の経
営に努める。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

アンケートの活用が十分でない場面もあり、
実施方法の見直しを更に図る必要がある。
今後もいじめの未然防止に尽力する必要が
ある。


