
平成２７年度　校区外部評価

学校評価表（最終まとめ）

【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、必要に忚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、その説明と実際に自分が見た学校の状況等により、評価します。）

【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。

荏原第一中学校学校名
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評価項目1 　基礎学力の定着

校区外部評価委員による
評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教

職員の意見
校長の態度表明

① B

○国語については、７年生は
定期的に漢字学習ノートの点
検を行い、三者面談期間に補
習を実施した。８年生は小テス
トやステップアップのテストの前
後に間違えやすい漢字の解説
を行い、小テストの得点が低
かった生徒に対して補習を行っ
たり宿題を課したりした。
○英語については、7年生に対
して１１月より毎週金曜日に補
習を行っている。８年生は定期
考査及び長期休業中に補習を
行った。

○成果指標で掲げられて
いる数値目標の達成に
向けてさらなる工夫をお
願いしたい。文武両道の
学校にふさわしい努力が
行われていると思われ
る。
○ステップアップのため
の小テスト、補習の徹底
は良いと思います。

○国語については、学
習時の答え合わせで、
間違えやすい文字や、
定着度が低いと思われ
る言葉についての解説
を入れるなど、より一層
定着するように取り組ん
でいく。
○英語については、７年
生での学習定着を進め
るため、今後も補習を
行っていく。

朝の帯時間に行っ
ているステップアッ
プ学習の評価テス
トについては、パソ
コンでの入力処理
を組織的に、効率
よく行って、合格者
の割合を共有し、補
習の必要性、指導
の工夫に生かせる
ように、学力向上担
当者を新たに設け
て構築していく。

② B

○今年度２回行われた漢字検
定について、受検者はそれぞ
れ５０人、５８人であった。３級
以上合格率は第１回が３３％、
第２回が３１％にとどまってい
る。
○9年生の受験率は60％を超
えるが、3級合格者は40%にと
どまる。

○漢字がスマホなどで頭
に記憶しにくい時代に
なっている事を広く周知し
て漢字検定の重要性を
告知して欲しい。
○英検、漢検、数検は
もっと積極的に受験させ
てほしいです。

○受検者を増やすため
に、授業での働きかけ
を行っていく。また、朝
礼での取得者の表彰に
よる奨励の仕方も工夫
し、奨励したことで他の
生徒へも好影響が出る
ように働きかけていく。

特に英語検定につ
いては、興味・関心
を引き出し、品川区
で英語検定試験の
助成を広報すること
によって、受験率を
増加させていく。５
月の保護者会にお
いても、検定試験
の現状と価値につ
いて伝え、受験率を
向上させていく。

③ B

○国語については、７年生の４
月のテスト結果の分析から、苦
手領域については、より理解し
やすい指導方法を取り入れ実
践している。
○英語については、各学年の
達成率が高い領域は伸ばし、
低い領域は指導方法を工夫し
て授業の中で実践している。

○取り組んだ成果につい
て、学校としてどのように
評価しているのか、その
点での検討も加えた自己
評価をお願いしたい。教
科の多岐にわたり努力の
姿がみうけられる。

○年４回の学力診断テ
ストについては、「テスト
を振り返って」を作成し、
全保護者に配布してい
る。そこでは、分布を比
較するとともに、定着状
況を分析して課題を分
析し、授業の中で苦手
な部分を強化するなど、
改善に取り組んでいる。
実力テストについては
行えていない。

実力テストにおいて
は、平均の習熟率
での経年変化をま
とめ、教員との面接
時に示して、授業や
学年指導での改善
策について話し
合っている。テスト
が多く、教員の作業
が過重負担になっ
ている部分もある
ので、テストを絞っ
て取り組んでいく。

④ B

○一人あたりの貸出冊数はお
おむね４冊程度であるが、借り
ている生徒には偏りが見られ
るので、多数の生徒が借りると
いう状況になっていないことが
課題である。

○まったく利用していない
生徒への対忚が必要と
考えられる。本を読むと
いう時勢ではなくなってき
ているが、読書習慣の入
り口として、何か工夫が
必要かも。
○忙しい生活の中で本を
読むことは難しいと思い
ます。その中で読書の良
さを伝えてほしいです。

○学期の終わりに図書
室を利用したり、図書を
使って調べ学習をする
時間を設けることで、借
りる人数の増加がみら
れたので継続したい。

平均貸出冊数は、
教科の授業、市民
科の学習など調べ
学習での利用によ
り、達成されてい
る。しかし、品川区
生徒アンケートによ
ると、月に１冊も読
書しないと答えた生
徒が３７％いる。次
年度は新しい指標
で底上げに取り組
んでいく。

自己評価： 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

ステップアップ(基礎)の教科設定
と内容を重点化し、評価テスト合
格率９０％以上となるように追試
および補習を行う。

ステップアップ学習（忚用発展）
で英語検定、漢字検定、数学検
定対策を行うとともに、検定を自
校を準会場として実施し、年間の
受験率を50%、３級以上の合格者
率を80%にする。

７年生は４月と３月、８年生は3
月、９年生は7月と11月に実施す
る実力テストで、経年変化を確認
し、平均の習熟率、生徒の分布
状況における課題を改善してい
る。

全教育活動で学習意欲を向上さ
せ、一月一人あたりの図書室貸
出冊数を1冊以上とする。

学校から

基礎学力の基本的な考え方
　知識理解・技能獲得などテストで把握しやすい狭義の学力、いわゆる基礎学力の育成には、家庭での学習習慣と学習方
法の確立が必要であるが、各種の学力調査・意識調査などからは平均的にはおおむね習得できている状況である。個別
には、「目標達成と課題改善の実践力」の育成に向けた取り組みは今後とも不可欠であるが、情報を収集する力、情報を
適切に判断して取捨選択する力、状況を分析する力、推論や考察をする力、計画立案する力、判断力、態度表明も含めた
表現力などのキーコンピテンシーと学習意欲を含めた学力を向上させていく。

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

評価指標
（成果指標）

自己評価
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成

校区外部評価委員による
評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教

職員の意見
校長の態度表明

① A

○まずは教員自らが挨拶をし、
生徒が能動的に挨拶できるよ
う指導している。
○あいさつの意味を朝礼で指
導している。
○週番でのあいさつ運動（生活
委員・教員３名、週３回）を行っ
ている。
○職員室への出入りの指導を
ていねいに行っている。
○各行事での指導にとどまら
ず、職員室の入退室時の挨
拶、廊下での会釈等日常的に
行っている。

○生徒との接点を多様化
することにより、社会の中
の人間性を自覚できるよ
うに頑張ってほしい。
○あいさつはとてもよくで
きていると思います。

○信頼される人間にな
るために、「挨拶」は最
も重要なものであると考
える。学校公開等の保
護者アンケートからは、
好意的な意見をいただ
いたが、「以前よりはな
くなってきた」という意見
も頂いた。「相手も気持
ちいい」「自分も気持ち
いい」挨拶ができるよう
な指導を継続的に行っ
ていきたい。

来校者に生徒との
挨拶については、
習慣化されていると
の評価をいただくこ
とが多い。個人差
があり家庭教育の
質によるところも大
きい。教員が率先し
て挨拶し、師弟同
行で取り組んでい
く。

② A

○全学年で共通の認識を持
ち、「時間を守る」指導は徹底
してできている。
○各行事での指導にとどまら
ず、登校時の週番による指導、
最終下校時の生活指導部を中
心とした指導、全教員による各
授業のチャイム着席・給食時間
の徹底など日常的に行ってい
る。

○今後も継続して指導に
取り組んでほしい。

○全教員の共通認識を
図ることにより、生徒の
時間に関する意識は高
いと思われる。今何をす
るべきかを考える指導
を引き続き行っていきた
い。

生徒への時間を守
る指導については、
チャイム着席時に
教員がすでに教室
にいる状況をつく
り、日常から進める
ことができている。
保護者会も含め
て、時間通りに開始
し、時間通りに終え
ることができるよう
に確認しながら進
めている。学校全
体として時間を守る
習慣作りを進めて
いく。

③ B

○校内でのルールについて、
年度初めに全教員で確認でき
たが、細かい部分については
曖昧な場面があった。日常的
な指導で、明確ではない点をす
ぐに生活指導主任に報告して
もらい詳細な部分まで明確に
し、明文化していく。
○市民科の時間を使って徹底
をし、日常的な指導も行ってい
る。また曖昧になりがちな事項
については、現在生活指導部
を中心に内規としてまとめてい
る。

○人としての大切な人
格、愛情、思いやりを形
成する大切な時期なの
で、時間をさいてでも重要
視して欲しい。
○約束事やルールを守る
ことは今後もとても大事
なことなので、市民科の
授業で徹底しているのは
とても良いことだと思いま
す。

○教員の共通認識のも
と、組織的に指導が行
えた。課題としては、「ば
れなければいい」という
ような規範意識が育っ
ていない生徒が多いこ
とがある。また、「ふざ
け」からの「からかい」も
多く、いじめにつながる
ような事例も０ではな
い。教育活動全体の中
で計画的に行っていく。

現在、校外におい
ても問題行動を繰
り返す生徒はいな
い。しかし、校内の
ルールについて
は、あいまいな指導
もあり、トラブルに
つながったことも
あった。家庭教育
の質が高く、大きな
問題に発展しない
が、より根拠がある
指導を組織的に進
めていく。

④ B

○教員間の情報交換等で日常
的な指導はできている。
○月１回の専門委員会時に、
全生徒に「役割りを果たしてい
ますか」という振り返りシートを
記入させているが、若干マンネ
リ化してきている。より一層、役
割の大切さを自覚できるような
指導法を検討していく。

○若干マンネリ化という
評価であるので、指導方
法の工夫に期待したい。

○自分の役割を果たす
ことに関しても概ね評価
できるが、学年・クラス
によって違っていること
も事実である。「上級生
が下級生の見本となる」
という荏原第一ブランド
を継承していくために
も、より生徒たちが主体
性をもち、「自分たちで
学級・学年・学校をつ
くっていく」という意識を
持たせられるような指導
を、計画的に行っていき
たい。

マンネリ化を起こさ
ないように、生徒
会、委員会活動に
おいて、校内生活
維持のためのルー
ティンに留めず、自
由度を高める働き
かけをしていきた
い。教員が主体的
に関わり、生徒会
予算の検討やPTA
との連携も推進して
いく。

自己評価： 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

職場訪問、校外授業や宿泊行
事、区民まつりなどで配慮のある
言葉遣いやあいさつができるよう
にするために、日常的に指導す
る。

生徒は委員会活動や係活動に
おいて、自分の役割を果たすこと
ができるように、日常的に自分の
分担や役割を振り返らせる。

各種の法律、校内でのきまりなど
の約束を守って生活ができるよう
に、校内のルールを明確にして、
日常的に指導する。

社会性・人間性の育成に関する基本的な考え方
①「国際社会で活躍できる人間」として、基本的な生活習慣を確立し、高い規範意識をもち、日本および世界の歴史・伝
統・文化などを尊重する「恥を知り、名を惜しむ」品性ある生徒を育成する。
②学校生活では、学習はもとより生徒会活動や学校行事や部活動にねばり強くまじめに取り組み、家庭生活では家族の
一員として、地域では社会の一員として、その責を果たして信頼されるとともに親しまれる生徒となるべく、そして社会に潜
む誘惑や危険から身を守り「自己の人生を全うする」ことができる「文武両道に秀でた」生徒を育成する。

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

生徒は登下校、授業、給食や清
掃活動、委員会活動、朝礼、宿
泊行事などで定められた時間を
守るように、日常的に指導する。

自己評価評価指標
（取組指標）

学校から
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評価項目３ 　小中一貫教育の推進

校区外部評価委員による
評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教

職員の意見
校長の態度表明

① B

○後地小、小山台小、第四日
野小、京陽小の主に６年保護
者を対象として実施した。後地
小は３・４年対象にも行った。

○地道な努力が実を結ん
でいると思います。

○校長から示される各
小学校での講話の内容
を確認している。その内
容から保護者の現状を
捉えている。

校長が各小学校の
保護者会に対して
講話を行っている。
小学校と連携して
その質を向上させ
ていきたい。また、
学校として組織的
に行えるように教員
と共に講話を行って
いく。

② Ｂ

○７・９年各１回「母校訪問」を
行っているが、小学校側にお
願いする対忚を検討する必要
がある。
○年間３回の「小中一貫の日」
のうち６月には小学校の教員
に来校してもらい、小学校での
情報と中学校での様子を、２月
には生徒の出身小学校へでか
け卒業生の中学校での様子と
次年度一中入学予定の生徒の
情報を出身各小学校と交換し
ている。

○一貫教育の鍵を握る点
でもあるので、今後も教
員間の連携や共通意識
の構築に向けて努力して
ほしい。課題はまだまだ
あると思いますが感受性
の高い年代なので、高い
効果が見込めるとおもい
ます。

○７年生の母校訪問に
ついては、部活動で多
忙であることと、小学校
の受け入れも時期的に
負担になることが挙げら
れている。今後、母校訪
問の良さを残しつつ、他
の方法も模索していき
たい。

次年度は、６月の
「品川教育の日」を
活用して、小学校
の先生が７年生に
対して、個人面接
や集団面接を行う
ことができる時間を
確保し、その後、本
校教員と情報交換
を行う。

③ Ｂ

○体育の時間ごとに「体幹ト
レーニング」として行っている。
○体育の授業にて品川スポー
ツトライアルに参加した。

○この年代に入った記憶
や経験自体は一生残る
ので続けてください。
○体幹トレーニングはと
ても大事なことなので、ど
んどん取り組んでほしい
です。

○「腰骨を立てる」指導
については、全校朝礼
や学年集会などの際に
は統一指導ができてい
る。各授業においては
不徹底なところがあり、
定着できていないところ
もある。組織として取り
組んでいく。

「腰骨を立てる」指
導については、平
成２６年度、講師を
招いて、後地小学
校との２校合同研
修会を行った。新年
度の人事異動で主
旨の徹底ができて
いない部分があっ
た。再度、年度当初
に確認して、徹底を
図っていきたい。

④ A

○今年度は、６月２５日・１１月
１９日・２月２６日の３回実施し
た。
○地域の方々からの情報（家
庭環境等）や小学校での様子
等の情報交換が学校での指導
にも生かされている。
○サポート会議の内容は、全
教員で「生活指導報告」のなか
で、共有している。

○この取り組みこそ一貫
教育の根幹と思われるの
で積極的に勧めてくださ
い。

○問題を抱えている生
徒について、学校では
知ることのできない地域
での様子・保護者との
関わり・小学校時代の
詳細な様子などを知る
ことができ、生徒理解を
していく上で、とても貴
重な情報交換の場と
なっている。学校・地域・
保護者が一体となって
今後も進めていきたい。

本年度も３回、主任
児童委員、児童セ
ンター、関係小学校
長と具体的な情報
交換ができた。グ
ループウェアの利
用など、児童・生徒
の変容を効率的に
捉える工夫をして、
担当者の負担を軽
減しながら今後も継
続していく。

自己評価： 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

生徒の姿勢の改善のため、「腰
骨を立てる」指導のために研修
会を行うとともに、保健体育科の
授業の冒頭で「体幹トレーニン
グ」を行う。

小学校の校長も含めた「サポート
会議（ケース会議）」を毎学期実
施して、出身小学校と日常的な
情報交換を促進し、行動連携を
する。

学校から自己評価

１－４年・５－７年・８９年の境目
と環境の変化を考慮し、連携小
学校の３・４年生対象と６年生対
象に、保護者会で講演し啓発す
る。

一貫教育における教員の意識改
革および生徒のキャリア教育の
ため、「７・９年生母校訪問」およ
び「小中一貫の日」の取組を行
う。

小中一貫教育の推進に関する基本的な考え方
①本区の小中一貫教育は、将来の品川はもとより東京、日本、そして世界を創造していく「市民」の育成に向け、生徒の可
能性や能力を伸ばしていくための、そしてそれに関わるなかで、教職員や保護者や地域の意識や指導力も育てていく教育
施策である。
②小学校卒業時の学習・生活・進路における課題と成果を基に、環境の変化に伴う中１ギャップを低減・解消し、義務教育
修了までに生徒が進路を自ら考え実現していけるような力をつけていく。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

評価指標
（取組指標）
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評価項目４ 　保護者・地域との連携

校区外部評価委員による
評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教

職員の意見
校長の態度表明

① B

○昨年度不定期であった学校
便りを毎月定期発行した。市民
科の学習について２回広報し
た。
○学年便りは、年間に７年生が
３２号、８年８８号、９年１４０号
発行し、市民科学習の内容を
発信した。
○保護者会にて市民科授業公
開講座の紹介スライドを作成し
来校を促す工夫をした。Web
ページについては、写真掲載
をせず情報を限定して役割を
絞った。

○市民科学習の内容に
ついて、地域住民の中に
は、心と情緒の教えを期
待している人がいます。

○市民科学習の年間指
導計画を作成して行っ
ている。指導単元につ
いては多岐にわたって
おり、価値付を行うとと
もに、情緒面について
の指導について工夫し
ていく。

市民科授業地区公
開講座の際に、元
品川区小中一貫教
育担当課長の和氣
様を講師に迎えて
市民科創設のねら
いを振り返った。今
後も、教員の研修も
含めて、市民科学
習の内容について
は、分かりやすく広
報していく必要があ
る。

② B

○家庭訪問は６日間実施し
た。
○保護者会は、①4月18日②7
月10日③3月1日の学期に１回
実施した。
○個人面談(三者面談)は、9年
①7月②11月③12月の３回、
７・８年生は１２月に１回行っ
た。

充分な取り組み方と思い
ます。

○保護者に教育活動に
ついて十分に広報でき
ているとはいえない状
況である。

部活動での保護者
の協力が得られて
いる一方、教科授
業については、教
育力の活用、広報
が進んでいない。
学級担任や教科担
任と保護者の関係
を密にできるよう
に、評価・評定説明
会、保護者会を工
夫していく。

③ A

○生徒会の呼びかけやプリン
トでの呼びかけにより、区民祭
りのボランティア活動に積極的
に参加できている。（３２名参
加・収益の３１，４００円をユニ
セフ募金に寄付）

この部分は保護者の
方々にも大いに案内し、
通知表にもそこの評価を
入れる努力をして欲し
い。

ボランティアに参加する
ことが、楽しみであると
いう生徒もおり、生徒の
活躍の場が増えること
はとても大切な事である
と考える。一方では、自
分の利益だけを優先し
てしまう行動や言動が
ある生徒もいるのも事
実である。ボランティア
を通して、「人の役に立
つ」素晴らしさと、その
行動こそが「自分のた
めになる」という精神を
育てていきたい。通知
表への記載は検討して
いく。

通知表等、評価を
家庭に知らせられ
るようにする。その
ために、地域ボラン
ティアで参加、活躍
している情報を収
集できるように、担
任の情報収集力を
向上させる。また、
生徒の情報が担任
に集約されるように
校務システムの利
用を推進していく。
生活指導部にも校
務システム担当を
新しく配置する。

④ B

○生徒会朝礼等で発信はして
いるが、回収は尐ない状況。こ
の活動の意味も含めて、生徒
会を中心にして検討が必要。
○生徒会・PTA役員との会議
○12月5日一斉防災訓練時に
生徒会長が地域へ日頃の御礼
を述べた。

○歴史のある事業なので
大切に引き継いでいって
欲しいです。

○今年度は、回収の呼
びかけ等があまり機能
しなかったと思われる。
生徒会を中心に、この
歴史ある事業の意味を
理解させ、ＰＴＡの方々
の苦労に支えられなが
ら生活できていることを
呼びかけていきたい。

生徒会とPTA役員
との会議やスクー
ルプロモーションビ
デオの作成など、
古紙回収について
取り扱うことはでき
たが、担任からの
説明や部活動から
の発信が弱い傾向
がある。生徒会を
中心に広報活動を
見直していく。

自己評価： 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

生徒を地域行事にボランティアと
して積極的に参加させ、区民ま
つりや避難所訓練、防災訓練な
どに協力する。

保護者、地域に協力を求めるた
めに、学校便り、学年便り、Ｗｅｂ
ページで、成果や課題、市民科
学習の内容等を発信する。

ＰＴＡとの連携を進めるため、
PTAの古紙回収事業の収益金
が部活動等の教育活動の充実
に寄与していることを生徒に発信
し、関係の構築を進める。

評価指標
（取組指標）

学校から自己評価

保護者と情報を共有するため
に、全学年において、家庭訪問
（年１回）、保護者会（年３回）、個
人面談（年１～３回）を行う。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

本校が求めようとしている保護者・地域との連携に関わる基本的な考え方
①学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たし、連携して生徒の健全育成を期する。
②学校の情報は、対象を明確にしてきめ細かく発信し、学校教育の正しい理解がなされるようにする。また、要望や批判
は真摯に受け止め、誠実に対忚していく。
③地域の教育力の活用を一層進め、教育活動の充実と、「地域の一員である」という自覚を育む。
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評価項目５ 　環境整備・美化

校区外部評価委員による
評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教

職員の意見
校長の態度表明

① B

○月１回の安全指導朝礼で、
「自転車事故の具体的事例」を
あげて指導するなど、「危険を
予測し回避する能力」の大切さ
を指導している。
○校内の安全点検が不十分で
あった。月１回の安全指導日に
「安全点検シート」を利用し、確
実に実施していく。
○事故のたびに破損届の提出
と、より迅速な補修を心がけて
いるが、危険な個所について
は対忚中である。
○４・５月当初の週3回ペース
での病院対忚があったが、現
在は減尐した。

○校内の安全点検につ
いては、確実に実施し、
危険個所の対忚に万全
を期してほしい。元気あ
ふれる年代なので、多尐
は怪我もありうると思いま
すが、気配りは忘れず
に。

○学校は安全な場所で
なければいけないという
事を踏まえて、毎月の
安全点検のみならず、
日頃から意識できるよう
に、教員で共通認識を
持って取り組む必要が
ある。また、生徒数も増
えていることも考える
と、校舎での落ち着いた
行動や部活動での安全
な練習環境の整備も
行っていく。

低減してきている
が、不注意によるけ
がを防ぐことができ
ていない。定期的な
安全点検を確実に
行い、意識を高め
るとともに、「腰骨を
立てる」など身のこ
なしを意識的に指
導することで、より
一層、未然防止を
進めていく。
４月当初のけがを
低減させる。

② B

○安全指導朝礼等で、大切に
使うよう指導をしている。意図
的に破損している事例はほぼ
ないものの、「机に傷をつける」
「椅子の破損」等があった。
○机、椅子、施設を丁寧に使
用する指導を継続的に行いま
た可能な限り修繕もさせてい
る。今後机、椅子の持ち上がり
も検討の予定。

○3年間同じ机と付き合う
のは、記憶に残ると思わ
れる。
○机、いすの持ち上がり
は良い考えだと思いま
す。

○自分の使用する机や
いすに愛着を持たせ、
大切に使わせることを
狙いとして、3年間持ち
回りにしていく方向で考
えていきたい。故意に破
損したまたは落書きをし
た等の事例は、今年度
は確認されていない
が、ふざけてしまって破
損する事例はまだある
ので、引き続き指導して
いきたい。

税金を使っている
意識を、生徒、教員
と共にもたせていき
たい。机について
は、３年間持ち上が
るシステムを構築
するとともに、破損
した場合の指導
は、保護者と連携し
てていねいに行い、
公的財産への意識
も高めていく。

③ A

○清掃方法や必要物品など、
日常気づいたことを美化委員
会担当に報告し、用務主事と
検討できている。今年度は、ト
イレ前のマットや清掃時に使用
する長靴などを購入した。

○校舎内、外ともに良好
な環境になっていると思
います。

○比較的、清掃活動は
時間をかけて一所懸命
行っている生徒が多い
ように感じる。ただ、生
徒にやらせるだけでは
なく、教員も一緒に行っ
たり、やることが当たり
前という感覚ではなく、
綺麗にできたことを評価
してあげる指導を行って
いきたい。

次年度から用務主
事が１名体制にな
る。生徒は、３０名
程度増加する予定
である。生徒に本
校に対する凝集性
を高め、校舎に対
する愛着を深めさ
せるとともに、師弟
同行で学習環境を
整えていく意識を高
めていく。

④ B

○掲示板の更新が定期的に有
意義に行われなかった。
○廊下の掲示板掲示について
は毎週月曜に定期的に広報委
員会が取り組んできた。

○担当部署を明確にして
計画的な対忚をお願いし
たい。学校の動きをＰＲす
るものなので気配りをして
ください。

○広報委員会に、正門
の掲示板についても、
年間計画を立て、無理
なく作業できるように分
担していく。

２月に行ったスクー
ルプロモーションで
向上した学校に対
する意識を、掲示
板や学習環境の整
備について具体的
な活動に高めてい
く。

自己評価： 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

生徒には、机、椅子、施設をてい
ねいに使用させ、品川エコリンク
の活動とともに、財産を大切にす
る習慣を身に付けさせる。

美化委員、美化委員会担当教
員、用務主事で話し合いを行い、
校舎外周、トイレなどの環境美化
を図る。

正門わきの掲示板、校舎内の掲
示板などに、学習の成果物を計
画的に掲出し、校内の学習環境
を整備する。

生徒の安全への意識を高め、生
徒の負傷事故を低減するため、
校内の安全点検と安全指導を毎
月行い、補修を迅速に対忚す
る。

評価指標
（取組指標）

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

環境整備・美化に関する基本的な考え方
①生徒の安全と学習環境の整備としての視点から学校の施設・設備の安全点検と補修を行う。
②保護者・地域の方々などの来校者から見ても、落ち着いた学習環境作りを図る。
③特に、外部からの侵入者に対する施設設備の安全確保に向けた機器の整備と警備を行う。
④震災の経験を踏まえて緊急事態での行動に関する意識を高め、自分たちに何ができるかを考えさせ行動を起こさせる。

学校から自己評価
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評価項目６　　いじめ防止に関する取組み

校区外部評価委員による
評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教

職員の意見
校長の態度表明

① B

○区の無記名アンケートや本
校独自の有記名アンケートを
行い、生徒との面談、「生活指
導報告会」で全教員で共有を
するなど、有効に行うことがで
きた。
○区の調査回数と時期の変更
により、当初予定していた有記
名アンケートを実施できなかっ
た。区の調査時期をベースと
し、「生活アンケート」の年間計
画を再検討していく。

○本当にささいな事か
ら、見つけ出すことが大
切なので、数多く実施をし
て欲しい。
○いじめの早期発見のた
めにも生活アンケートは
随時実施してほしいで
す。

○「生活アンケート」の
計画的な実施を行うこと
は、「いじめの早期発
見」だけではなく、「自分
を振り返る」「規範意識
を高める」うえでも、非
常に重要であるととらえ
ている。ただ、形式的に
こなしていくものになら
ないように配慮してい
く。

アンケートに正直に
書けるような、教員
との信頼関係や環
境づくり、またアン
ケートでなくても日
頃から相談すること
ができる関係づくり
を大切にさせる。
日々の生活の中
で、温かい言葉と笑
顔で接する事を基
本とし、信頼関係を
つくっていきたい。

② B

○「人権作文」「人権標語」と
いった取り組みは行っている
が、ふれあい月間にとらわれる
ことなく、実施の時期やより効
果的な取り組みを検討していく
必要がある。

○人権作文も大切ではあ
るが、後輩、幼児、赤ちゃ
んに対する心情も書かせ
て欲しい。

○作文の内容について
は、検討していく。また、
書くだけではなく、お互
いに読みあうことで、
様々な意見に触れるこ
とが生徒の成長につな
がっているように感じ
る。

「ふれあい作文」の
活動は、年度末に１
回表彰することがで
きた。全生徒が書く
ことに意義はある
が、学び合いにまで
は発展させることが
できていない。友人
に対するもので終
わらないように、後
輩、幼児などへ視
点を広げて、実施し
ていく。

③ A

○年３回の「いじめ体罰根絶
DAY」を視点とした学校公開は
行えた。また、校内パトロール
と称して、PTAの方に参観して
いただき、そのアンケート内容
を活用できた。

○良い取り組みと思いま
す。抜き打ちで実行してく
ださい。ＰＴＡのアンケート
には具体的な意見も記載
されているので、次年度
に向けた対忚方策の実
践をお願いしたい。

○学校の様子を見てい
ただいて、客観的に評
価していただけること
は、次年度への課題と
もなり、非常に有効であ
ると考える。アンケート
の中から多く寄せられ
た、「授業中の姿勢」の
課題に関しては、次年
度に向けて、「立腰を意
識した姿勢で授業に臨
む」ことを重点に指導し
ていきたい。

毎月２回の土曜授
業公開での保護者
アンケート内容を全
教職員で共有し、
改善に役立てること
ができた。ここの内
容については、すぐ
に対忚できるもの
は対忚し、次年度
に生かすことができ
るものは計画に反
映していく。次年度
も継続していく。

④ B

○１学年は７月に実施し、生徒
の心の状況を把握し、ＳＣとの
面談をする生徒が出てくるな
ど、効果はあったと思われる。
８・９年生は３学期に実施する。
また、担当を明確にし、授業の
みが単発で終わることがない
ように、つながりを持っていく取
り組みが必要。

○心のつながりを構築す
るのは難しい年代です
が、繰り返しが大切と思
いますので、努力をお願
いいたします。

○全学年実施できた。Ｓ
Ｃの負担もあるが、単発
ではなく、継続的にでき
るとさらに効果があると
思われる。他の内容の
学習や日程調整等の課
題を検討していく。

管理職と生活指導
部が、毎週金曜日
にSCとの継続的な
打ち合わせができ
たことは、人間関係
力を向上させていく
上で効果があった。
授業も継続してい
く。

自己評価： 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

未然防止のために、年２回、６月
と１１月の「ふれあい月間」に人
権尊重に関する作文と意見表明
を行う中で、人権感覚の向上と
生徒相互の意見表明・態度表明
をさせる。

人間関係力の向上をねらい、ス
クールカウンセラーと協力して、
７年生にはアサーション・トレーニ
ングの授業、８・９年生にはストレ
ス・マネジメントの授業を実施す
る。

本校の基本的な考え方

評価指標
（取組指標）

いじめ対策基本方針に則り、有
記名・無記名の「生活アンケー
ト」を行い、生徒の悩みや人間関
係のトラブルを早期発見し、いじ
め対策委員会で組織的に早期
対忚する。

学校から

いじめ防止に関する基本的な考え方
①いじめ防止基本方針を、いじめ防止対策推進法、東京都いじめ防止対策推進基本方針、品川区いじめ防止基本方針に
基づき、いじめ防止にかかる基本事項を定める。
② いじめについては、以下のような認識に立つ
・人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害であること
・すべての子どもに関する問題であり、いじめはどの集団にも、どの学校にも、どの子どもにも起こり得ること
・子どもの生命及び心身に重大な影響を及ぼすこと

自己評価

「ふれあい月間」の６月、１１月、
２月の土曜授業日を「いじめ体罰
根絶DAY」と指定し、生徒同士、
生徒と教員のふれあい方などを
視点として学校を公開する。
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評価項目７ 　学校独自の特色ある教育活動

校区外部評価委員による
評価

評価 評定についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教

職員の意見
校長の態度表明

① A

○学習カルテ・学習カードは学
年教科の実態に忚じて単元終
了後、学期末など提示できた。
学習カードは授業ごとに生徒
に記載させ現在進行形で学び
の実態の自覚を進めている。
○学力診断テスト後ごとに「テ
ストを終えて」を通知している。
○授業改善の報告の意義での
実施だが、生徒・家庭への啓
発にも役立てたい。学期末に
通知表とともに補助簿で達成
率を通知している。

○現在の高評価、高実績
はふだんの努力のたまも
のと思います。今後とも
慢心することなく努力して
ください。

○学習カルテで、自己
評価させているが、概
ね評価にずれがない。
すべての生徒について
コメントを書くことは、負
担になってしまうことも
ある。効果があるので
続けていきたい。

夏季休業日中に、
後地小学校と合同
のグループエンカ
ウンター研修を実
施し、授業力の向
上を図った。「学習
カルテ」「学習カー
ド」については、教
科によって取組の
バラつきがあり、研
修を重ねる必要を
感じている。作業効
率を上げるための
アイデアを出しなが
ら、より一層、生徒
が自己評価する活
動を続け、効果を
高めていきたい。

② (B)

○丁寧な進路指導により校長
面接時、９年生１４０名全員が
夢を話せ、自己の夢の実現に
向けてリサーチするよう指導し
ている。

○名声を聞くような学校
になったので、今後も続
けて下さい。

○都立高等学校を第一
志望にしている生徒が
多かったが、今年度の
入試は都立の実質倍率
が１．４２で１９９４年以
来の高倍率であったこ
とも影響して、第一志望
への合格率は７５％程

度に止まった。

都立高等学校の実
質倍率１．４２で、第
一志望進路決定率
を９０％を実現する
ことは厳しい状況で
あった。セレンデピ
ティの向上も意識し
ながら、目標をもっ
て進路決定ができ
るように働きかけて
いく。

③ B

○音楽では日本の伝統音楽
（歌舞伎、筝、雅楽、勧進帳、
能）、給食では世界の料理とし
て４９回実施した。
○ロンドンオリンピック帯同の
管理栄養士、車いすテニス選
手、パラリンピック日本選手団
監督による講話および体験授
業を行った。

○これらの取組に加えて
部活動との連動なども検
討してみてはどうか。

○車いすテニスにおい
ては、７年生に対する講
話、体験学習後に、硬
式テニス部とソフトテニ
ス部が、小山台高等学
校のテニスコートで体験
学習を行った。今後も部
活動との連携を視野に
入れたい。

各教科で積極的に
取り上げ、工夫した
実践までには至ら
なかった。シンクロ
日本代表の管理栄
養士の方から、７年
と８年の生徒への
講話の後、部活動
生徒対象、保護者
対象の講話を実施
するなど、食につい
て考えを深めたこと
は、次年度に生か
していく。

④ A

○小学校５、６年生との連携を
踏まえた「音と文字のつなが
り」を意識したリタラシー活動を
系統的に行っている。年間指
導計画に基づき、各学年でス
ピーチやプレゼンテーション活
動を積極的に取り入れている。

○しゃべれない英語でな
くヒヤリングを重視した、
世界で活躍するおおもと
として英会話を浸透させ
て下さい。英語を公用語
にする会社も出てきてる
のですから、今日は一日
すべて英語なんて学校は
素晴らしい。

○リスニングを重視した
授業を展開するよう取り
組んでいるが、中学校
の目標がコミュニケー
ション能力の基礎を養う
ことなので、アウトプット
を指導するのは難しい
状況である。粘り強く興
味関心を高めていきた
い。

国際社会で活躍で
きる生徒の育成の
ため、英語を日常
に取り入れていく工
夫をしていく。オリン
ピック・パラリンピッ
ク教育とも連携し
て、校舎内の案内
や表示などを英語
表記にするなど工
夫していく。一日英
語で過ごす日がで
きるように、校長講
話を英語で行える
ようにすることから
進めていきたい。

自己評価： 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

学校は、東京都オリンピック教育
推進校として、各教科、領域にお
いて、オリンピック教育を推進す
る。

学校は、品川区の小学校英語教
育を踏まえた英語の授業を行
い、英語を活用したコミュニケー
ション力を育成する。

評価指標
（取組指標）

学校は、校内研修に励み、指導
力の向上を進めるとともに、「学
習カルテ」「学習カード」「テストを
終えて」「補助簿」等を利用して
学習のガイダンス機能を充実さ
せている。

学校は、進路指導や学習者とし
て自立させる教育を工夫し、第
一志望先への進路決定率を９
０％以上とする。

学校から

特色ある教育活動に関する基本的な考え方
①「文武両道に秀でた学校」の実現を目指し、特色ある教育活動を展開する。
②オリンピック教育推進校として、オリンピック精神を各教科・領域での指導と合わせて行う。「体幹を鍛える」指導を展開
するとともに、連携グループとしても「腰骨を立てる」指導を行う。
③「武」にあたる「目標を達成し、課題を改善する実践力」の育成を、あらゆる活動を通して鍛え、卒業後の進路先で活躍で
きるように指導を行う。
④学習カルテ、学習カードの内容を充実させるとともに、学力診断テスト後の補充・発展学習の授業を計画的に実施する。
⑤生徒による「授業評価」を毎学期実施して、自己申告時に改善を指示するなど、組織的に授業改善を推進する。

本校の基本的な考え方

自己評価
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