
平成28年度 校区外部評価

学校評価表（最終まとめ）
学校名 荏原第一中学校

【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。



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

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

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

図書館利用率が高いのは大いに結
構です。教科の授業等でも利用して
いるのも、またよいと思います。

・図書館担当、国語科、図書委員の
活動で、読書習慣の向上は図られた
と考えている。しかし、月に１冊も読
まないと答える生徒の割合を減らす
までには至っていない。調べ学習に
おいて読んでいる本についてはその
印象がないことも考えられる。小説に
こだわらず、新書やビジネス本など
多岐にわたるジャンルの読書につい
ても大いに奨励していく。
・ステップアップ学習において、全校
共通の一斉読書を行い、学級での読
後交流会や保護者、地域を巻き込ん
だ全校読後交流会を企画し、読書へ
の興味・関心を高めていく。また、新
聞コラムのタイトルを考えたり、要約
して感想を書いたり、分からない言葉
を調べる活動を通して、説明的文章
の読解力を伸ばすとともに、読書へ
の興味・関心を高めていく。

・全学年ともに朝のステップアップ学習の時間に、５教科の基礎
を徹底して学習させ、基礎学力の向上に努めた。その成果を通
知表に記載する。

・ステップアップ学習（基礎）の評価テストの合格者は、
７年生、達成率80％で31％が合格。達成率70％で53％が合格。
8年生、達成率80％で18％が合格。達成率70％で39％が合格。
9年生、達成率80％で33％が合格。達成率70％で40％が合格
となった。

・達成率を70％としても、全体で44％しか合格者がいない現状
である。

・テストの形式・内容・難易度、ステップアップの５科の教材の内
容、家庭学習との連携などを研究、検討していく必要がある。

評価テストの中身、難易度を再検討
し、どこに基準を置くか工夫し、検証
をしていただきたい。

・朝の帯時間に行っているステップアップ
学習のテストについては、達成率８０％
に全生徒が入る基礎的内容の確認を目
的にした問題作成を行っていく。それを
ベースに、教科の授業内で深い学習に
なるように工夫するとともに、学力診断
テストでさらに高レベルの問題にも触れ
られるよう、課題や問題の作成の仕方を
工夫していく。
・より一層の学習の基礎となる「読解力
の育成」に焦点を当てて、一斉読書と論
点の整理、読後交流会、新聞コラムの
書き写しと要約、感想を書く取組を導入
し、教科の学習、市民科と連携していく。
・通知表に、「基礎問題テスト」について
は、達成率を、「読解力の育成」は、取組
状況を文章で記載して、保護者と連携し
た上で、家庭学習の習慣を推進してい
く。

・１２月９日時点で、２３名中９名の教師が授業研究を行った。３
月までに全員が行う予定である。

・家庭学習を計画的に実施している生徒は、38％（保護者41％）
であった。９年生は、生徒59％、保護者61％である。７．８年生
の家庭における計画的な学習を支援していく。

・現状として、家庭での学習を後押しするような、生徒が興味・関
心を抱けるような授業づくりには課題が残る。

生徒対象授業アンケートの結果を、
今後どのように教員の授業力向上に
つなげて行くか。その分析をしっかり
行っていただきたい。

・１学期末、２学期末に、「規律」「成
果」「協働」「主体的」の４つの観点で
アンケートを実施し、三者面談で、全
校生徒にその取組を振り返させると
ともに、授業改善のために、各学年、
各教科、領域別に集計して示してい
く。
・全教員が上記４つの観点で、略案
を作成した授業研究を行う。１学期に
８年生、２学期に７年生、３学期に９
年生を目安に、学期に１回は、全教
員が参加できるよう校内研修日を設
けていく。
・家庭学習の習慣化のために、１５分
×（学年）の目安を、１０分×（学年）
と軽減してＰＲしていく。各学年で行っ
ている生活ノートに家庭学習につい
て書かせるなど、学年に応じて指導
していく。また、学年便り、保護者会
等で、保護者への情報提供を図り、
生徒への働きかけを強化していく。

評
価
指
標

①

②

③

ステップアップ学習（基礎）の評価
テストの合格率を、再テストを実施
して、10月までに8０％以上とし、１
2月までに9０％以上にする。

各教科の生徒の課題が改善し、
「家庭学習に取り組みたくなるよう
な授業」づくり等を目指し、全教員
で年度末までに１回以上の略案を
作成した授業公開を実施し、管理
職と参加者等による振り返りを行
う。

家庭学習を計画的に実施している
と答える生徒を５０％以上とする。
（１２月調査）　また、７年生は今年
度４月と今年度３月、８年生は前年
度３月と今年度３月、９年生は前年
度３月と今年度１１月に行う５教科
実力テストの結果において、５教科
合計の分布を下位層から中位層
へ、中位層から上位層に変化させ
る。
読書習慣を向上させるため、各教
科、領域の取組において、調べ学
習の際に出典を書かせる指導を推
進し、学習意欲の向上を図る。ま
た、図書室と連携し、先生方から
の紹介図書を推進する。

一月一人あたりの図書室貸出冊
数を２６年度の1.29冊から1.50冊、
月に１冊以上読書すると答える生
徒の割合を品川区アンケート結果
６２％から７０％に８ポイント増加さ
せる。

下段：成果指標

上段：取組指標

朝の帯時間を利用したステップアッ
プ(基礎)の内容を重点化し、日常
の家庭学習を増加させるために、
追試や学習ガイダンスを行い、通
知表を活用して保護者に成果を具
体的に伝える。

・図書館司書や司書教諭と連携し、各教科、領域において、読
書指導を推進した。

・調べ学習の際に出典を書かせる指導は十分にされていない。

・１カ月に１冊以上読書すると答えた生徒は61％（保護者51％）
であった。７年生が、66％と高く、８年９年と少しずつ下がってい
る。

・今年度４月から１０月までの平均貸出冊数は一人あたり月３．
５冊と増加している。

・保護者アンケートの欄に、「息子が夏頃から読書に目覚め、驚
くほど毎日読書を楽しんでいる。そのためか、色々な知識を持ち
ボキャブラリーが増え、冷静な考えを持つようになった。読書の
効果は絶大だと思った。」との記述があった。

次年度に向けた
校長の態度表明

学校による自己評価

○朝の帯時間に行っているステップアップ学習の結果を集約し、指導改善に生かせるように学力向上担当者を教務部内に設ける。
○検定試験の広報活動をするため、生徒へ働きかけるとともに、進路説明会、保護者会、評価・評定説明会等で周知する。
○年４回の学力診断テストについて「テストを振り返って」を作成し、生徒へ改善すべき点を知らせ、授業改善について周知する。また、全教員で年に１回
以上の略案を作成した授業公開を行い、授業力の向上を図るとともに、教員が学び合う土壌を作る。
○７年生は今年度４月と今年度３月、８年生は前年度３月と今年度３月、９年生は前年度３月と今年度１１月に行う５教科実力テストの結果の分布を考察
し、改善への指標とする。
○昨年度、一月一人あたりの図書室貸出冊数は、1.21冊、品川区生徒アンケートでは、月に１冊以上読書すると答える生徒の割合が６２％であった。教
科の授業と図書室運営の連携を増加させる。

評価項目１ 　基礎学力の定着

本校の基本的な考え方



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
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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

・知人、外来者などに対して93％の生徒が肯定的回答を行って
いる（保護者94％）。挨拶を含む礼儀、マナー、言葉遣いについ
ては、改善の余地がある。

・学校公開アンケートや来校者などから、とても気持ちのいい挨
拶をしてくれて清々しかったという記述が毎回ある。

特に問題はないと思います。ご指導
ありがとうございます。

行事や日々の委員会・係り活動において、自分の役割を果たし
ているかについて、96％の生徒が、肯定回答をしている。一方、
保護者は、家庭での仕事分担・責任など自分の役割を果たして
いるかについて、57％が肯定回答をしている。

特に問題はないと思います。ご指導
ありがとうございます。

・「役割を果たしていますか」の
活動が効果を上げており、継続
していく。また、生徒会、委員
会、学級の係、当番活動、部活
動などのあらゆる場面で、集団
の中での役割の大切さを伝え、
ＰＤＣＡサイクルが確立できるよ
うに、各担当からの働きかけを
工夫していく。

・登下校時刻、チャイム着席など、時間を守って生活しているに
ついて、93％の生徒が肯定回答をしている。

・保護者は、起床、就寝、帰宅時間など時間を守って生活してい
るについて、79％が肯定回答をしている。

特に問題はないと思います。ご指導
ありがとうございます。

・時間を守るだけでなく、早めに
動くことで、準備を手伝ったり、
集団がスムーズに動くように配
慮したりする行動を伴ったもの
に質を向上させていく。師弟同
行での取組にしていく。

③

・ＳＮＳルール、校内の決まりを守るなど約束を守って生活して
いるかについて、91％の生徒が肯定回答をしている。

・保護者はＳＮＳルール、家庭での決まりを守るなど、約束を
守って生活しているについて、78％が肯定回答をしている。

・家庭には、夏休みのしおりを用いてＳＮＳルール作りをした。
１２月実施アンケートにおいて９
０％以上の生徒と保護者が「約束
を守っている」ことについて肯定回
答をし、学校公開の参観者に参加
した方から、アンケートにおいても
約束が守られて安定している状況
についての記述において肯定評価
を引き出す。

ＳＮＳエバイチガイドラインを活用し、
ＳＮＳルールの徹底をより一層図って
いただきたい。ラインのトラブルを減
少し、正しい使い方の注意、喚起をし
ていただきたい。小学校にもラインの
トラブルはありますが、小学校では、
発達段階からいって児童自身での
ルール作りは難しいと感じます。

・校内でのきまりは、生活指導
部を中心に、継続的に更新され
ている。ＰＤＣＡのサイクルを大
切に、生徒会本部や生活委員
会を中心に、ルールついて常に
振り返り、話し合いながら進化
させていく。
・ＳＮＳルールについては、平成
２８年度に行った学級討議と長
期休業日における家庭のルー
ルの話し合いなどの取組を、平
成２９年度も同様に行って定着
を図っていく。

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
事などで約束した時間を守ること
ができるように、師弟同行を大切に
継続的に指導する。

１２月実施アンケートにおいて９
０％以上の生徒と保護者が「時間
を守っている」ことについて肯定回
答をし、学校公開の参加者から、
「チャイム着席している」「時間を
守って行動している」「時間を大切
にしている」など、肯定的なアン
ケート記述を引き出す。

②

④

評価項目２　　社会性・人間性の育成

①

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
遣いや挨拶ができるようにするた
めに、師弟同行を大切に日常的に
指導する。

１２月実施アンケートにおいて９
０％以上の生徒と保護者が「挨拶
する」ことについて肯定回答をし、
学校公開の参観者から、挨拶が
「できている」「気持ちがよかった」
「向上した」などの肯定的なアン
ケート記述を引き出す。

上段：取組指標 学校による自己評価

本校の基本的な考え方

評
価
指
標

次年度に向けた
校長の態度表明

各種の法律、校内でのきまりなど
の約束を守って安定した学校生活
ができるように、生活指導部中心
がになり、校内のルールについて
ＰＤＣＡサイクルにより明確にしな
がら、師弟同行を大切に日常的に
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、毎月１回、全校生徒
対象に「役割を果たしていますか」
という振り返りシートを記入させ、
自分の分担や役割を振り返らせ
る。

１２月実施アンケートにおいて、生
徒、保護者ともに９０％以上が「役
割を果たしている」ことについて肯
定回答をし、運動会、学習成果発
表会などの学校行事において、学
校公開に参加した方から、役割を
果たしていると肯定的なアンケート
記述を引き出す。

・部活動の挨拶指導を中心に全校へ
の波及効果がある。維持するととも
に、より一層、全校生徒が挨拶につ
いての価値を学べるよう、また、感謝
や謝罪の挨拶、相手の都合へ配慮し
た挨拶など、思いやりの心が伝わる
挨拶ができるように指導を続けてい
く。
・市民科学習でも積極的に取り上
げ、学校の中に止まらず、家庭や地
域での挨拶の在り方や問題点につい
ても、ともに考えを深めて、行動を改
善していく方向を見出していく。

下段：成果指標

○「学校生活のきまり」をリニューアルし、校内ルールについて共通理解を明確にして全教員が指導にあたるとともに、家庭との連携をより一層図る。
○信頼され親しまれる人として、「挨拶する」「時間を守る」「約束を守る」「役割を果たす」ことができる道徳的実践力を育成するため、師弟同行で指導す
る。
○国や地域の歴史、伝統、文化などの多様性を理解させた上で、生命、財産、人権に関わる法律に基づき、論理的な思考力・判断力、説得力のある表現
力を育成するために、宿泊行事、各教科、市民科、部活動などの場面を活用して、具体的な行動として育成する。
○生徒会費の予算運用を実践させながら、学校生活の質的向上、課題解決のための組織的な取組など、自治的に活動する力を伸ばす。
○学校外の生活やＳＮＳ関係のルールなどの生徒の健全育成について、ＰＴＡ家庭教育学級や保護者会、三者面談、必要に応じた保護者面談などを通
して働きかけ、保護者からのコメントを回収して確認するなど具体的な連携を図る。



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

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

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

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

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

引き続きよろしくお願いいたします。 ・エコリンク活動を行い、無駄なカラー印
刷を控えるなど、無駄を省いて取り組ん
でいる。私費教材計画のヒヤリングで、
学校全体のコスト感覚が向上しており、
成果が出ている。
・上記のコスト感覚を生徒にも伝えるた
めに、ＰＴＡと連携している古紙回収の取
組や生徒会のボランティア活動、学習成
果発表会、７０周年記念行事などでの取
組を通して伝えていく。

・物を大切に扱ったり、清掃当番の活動をしたり、身の回りの環
境美化に取り組んでいるかについて、90％の生徒が、肯定回答
をしている。
・家庭の環境美化については、保護者は51％の肯定回答をして
いる。
・ボランティアとして、校舎外の清掃活動を生徒会中心に行って
いる。

・掲示板の整備・充実は生徒の学習環境を守るうえで、重要な
要素である。生徒のボランティア活動の一環として定着させるこ
とで、充実、発展している。

市民科学習の上にボランティアがあ
ります。ボランティアの精神を如何に
実生活に生かすかが、重要です。

③

広報委員会、美化委員会、用務主
事などで協議し、校舎外周、トイレ
などの環境美化、掲示板の利用に
よる学習環境の向上を図る。

・破損してしまった場合に、破損届を提
出する仕組みは定着しつつあり、公共物
を大切に扱う意識は高まっている。ま
た、部活動でカバンや靴、活動に必要な
道具を揃えて置くなどの指導効果も出て
いる。一方、他人の所有物に対して不適
切な行動をする嫌がらせがある。すべて
の物を大切にする心を育てていく。
・体育館の清掃、落ち葉清掃、グランド
整備など、環境を整えるための生徒によ
るボランティア活動は今後も大いに奨励
していく。
・学習成果の掲示物は、土曜授業日の
学校公開時などを機会として、より一
層、充実させていく。

次年度に向けた
校長の態度表明

下段：成果指標

①

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、補修を迅速に対応する。

・今年度、現時点で怪我による保健室の来室は７３件。うち、病
院搬送したけが人は２０名である。全校生徒の4％の搬送率で
ある。

・昨年度と比較すると減少はしている。

・今後も安全指導を徹底し、けが人の低減を図る。校内の安全
点検は、毎月実施され、補修箇所は迅速に補修している。

・準備室や特別教室などの整理に課題が残っている。

改善できるところは、改善を図ってい
ただきたい。

・保健体育の授業、部活動等の目的に
沿った活動中のけがはあったが、その
都度、対応策を考えながら、再発防止に
取り組んでいる。その他、目的に沿って
いない場面でのけがは、大きく減少して
いる。今後も安全指導を進めていく。
・準備室や職員室の整理はかなり進ん
だが、未だに整備が十分に進んでいな
い部屋もある。整理するために必要な棚
や箱などを、教科、領域、教務部庶務
係、事務主事ともに相談しながら改善を
進めてきている。業務の効率化のため
にもより一層推進していく。

・第１回（6/20）、第２回（１１/17）と２回行う中で、支援を必要と
している生徒の細かい情報交換、指導の方向性、サポート体制
を確認し合える良い機会となっている。

・サポート会議での情報を共有し、校内外でのサポート実績を次
回につなげている。

・サポート会議では、報告書の書式を変え、現状、今後の展望、
サポート体制の必要性を把握しやすい内容とした。
・マイスクール五反田から週１回メンタルフレンドを要請し、登校
のきっかけづくりを行った。

特に問題はないと思います。ご指導
ありがとうございます。

評価項目４ 　環境整備・美化

本校の基本的な考え方
○毎月１回安全指導朝会を実施し、安全点検を行うとともに、補修を迅速に行うことによって、生徒の安全に対する意識を高める。
○財産を大切にする意識を高めるとともに、学習する机について３年間持ち上がるシステムを構築し、新７年生から新しい物を準備し整備していく。

・自分の住んでいる地区の総合防災
訓練に参加し、そのレポートを書かせ
ていただきたい。部活動の制限をうま
く行って、取り組ませていただきた
い。
・地域に根差した活動を応援してあげ
るのが良いです。区民祭り、地域運
動会、出身小学校の運動会等、それ
らの活動の中で一中の良さをアピー
ルできると思います。
・夜の地域警備活動などに、ボラン
ティアとして活動させるのもいいので
はないでしょうか。夜なら参加できる
生徒もいるのではないでしょうか。
・夏休み中のボランティア体験を、宿
題としてさせるのも一つの方策だと思

・ＰＴＡと生徒会本部役員の懇
談、校長との打合せなど、ＰＴＡ
と生徒会を繋ぐことができた。
小学校時と比較すると、生徒は
自分の住む町会や学校のある
朝会、地域へのボランティアへ
の参加が低くなっている。市民
科学習と連携させて、ボラン
ティア活動や町会行事、避難所
訓練、出身小学校の運動会へ
の協力などを選択して行わせ、
レポートを提出させることで、学
校、学年の学びとして情報を共
有していく取組を行う。

②

・学期に１回のサポート会議（拡大いじめ
防止推進会議）の資料の情報が時系列
で整理され、、継続的にサポートできる
ようになったことは大きな成果であった。
今後も他の生活指導上の関連資料との
情報一元化を図り、作業の効率を向上
させ、より高度な情報交換が可能になる
ように仕組みを考えていく。
・マイスクール五反田、都アドバイザリー
スタッフの活用など、関係機関との連携
で、昨年度から生活状況、登校状況に
大きな進展のあった個の例が２件あり、
成果を上げている。今後は、朝の１校時
の時間帯の対応を強化するために、毎
日の１校時の時間割内に担当教員を配
置していく。

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

・学級担任による三者面談と自己ＰＲ
カードを利用した校長面接を同時に行
い、１２月中に１５１名全員の面接をする
ことができた。平成２９年度の９年生は１
７６名であり、より一層工夫して行ってい
く。教育の成果や進路の希望を直接聞く
ことができたことは、学校経営上有益な
ものでもあった。
・保護者と学校との連携を強め、生徒に
進路助言を行うために、入学前に新入
生集合を行い、荏原一中への志望動
機、小学校での取組、卒業後の進路に
ついて考えさせるとともに、これまで行っ
てこなかった第７学年の夏季の三者面
談を実施していく。

教育の第一義的な責任を有する保
護者に対して、キャリア教育の視
点から進路指導の助言を行うな
ど、生徒が自らの進路を考えること
ができるようにする。

①

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。

・家庭訪問、保護者会、個人面談が生徒一人一人の成長、活
躍、学力向上につながるよう、キャリア教育、進路指導の視点も
踏まえて、保護者・生徒に有効な情報を提供している。

・９年生は、校長面接において、９割の生徒が将来の夢につい
て語ることができている。

評価項目３ 　保護者・地域との連携

本校の基本的な考え方

○学校便り、学年便りにおいて、市民科学習について現状や内容について掲載し、保護者、地域に周知するとともに、３月市民科授業公開講座におい
て、道徳的な価値や心情に訴えるような２ステップに焦点を当てた授業を公開し、心の問題として協議会を開催する。
○地域行事、地域ボランティアを奨励するため、参加状況等の情報を収集し、校務システムを利用して生徒情報を収集し通知表で知らせる。
○ＰＴＡの古紙回収、生徒会の古紙回収について、学校便り、学年便り、生徒会、部活動などからその活動についての発信を工夫する。
○家庭学習が計画的に行える生徒を増加させるため、家庭訪問、三者面談でのアドバイスを具体的に行う。

特に問題はないと思います。ご指導
ありがとうございます。

１２月実施アンケートにおいて、９
０％以上の生徒、保護者が、学習
環境について肯定回答をし、学校
公開の参加者から、生徒の清掃へ
の取組状況、学習環境などについ
て、肯定的なアンケート記述を引き
出す。

電気使用量については、平成２２
年度比で平成２７年度は１０％削
減に止まった。平成２８年度は、生
徒の安全に配慮しつつ１５％削減
する。

生徒の健全育成について、外部の
援助が必要な家庭に、関係機関か
ら適切な援助がなされるようにす
る。

②

・エコリンク活動は引き続き行っている。節電、節約、紙の裏面
使用等で、教職員の意識を高めた。

・電気使用量は４月から１１月まで、前年比－385ＫＷＨ（０．３％
減）、－９３，０００円の削減であった。物を大切にし、環境を守る
という方針で、エコリンク活動が推進できている。

・２２年度比15％削減を目指す。

③

教員のＰＴＡ運営委員会、ＰＴＡ家
庭教育学級、地域健全育成運営
協議会への関わりを強化し、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
ていることや、地域行事での生徒
の活躍やボランティア活動につい
て、積極的に通知表の「学校から
家庭へ」に記述する。

・地域行事（避難所訓練、祭礼、町会行事）に参加したと肯定回
答をした生徒は35％。保護者46％であった。

・PTA運営委員会へ輪番参加を通して、教員の活動への理解を
深めたが、教員が積極的に参加していく体制は十分でない。

・ボランティア活動については、部活動との兼ね合いがあり難し
い。学校として一歩踏み込みきれていないと考える。

１２月実施のアンケートにおいて５
０％以上の生徒、保護者が、ボラ
ンティア活動、避難所訓練、町会
行事などに参加したと肯定回答す
る。

評
価
指
標

上段：取組指標 学校による自己評価

生徒には、生徒会の委員会と連携
し、机、椅子、施設をていねいに使
用させ、教室移動の際に照明を消
すなど品川エコリンク活動を推進
し、財産を大切にする習慣を身に
付けさせる。

学校内外の生徒の健全育成を推
進するために、地域関係機関（主
任児童委員、荏原警察署、児童セ
ンター、スクールソーシャルワー
カー）が参加するサポート会議を学
校主催で学期に１回行う。

安全への意識を高め、病院へ搬送
する必要のあるケガを減少させ、
ケガによる病院搬送率を昨年度の
５．４％以下にする。



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

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｃ
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

・援助希求ができる生徒を育成するため
に、相談へのハードルを下げていく。信
頼して相談できる大人を校内の教員の
中で増やすために、教職員との接点を
作っていく。また、人数の調査に縛られ
ることなく、常に複数の相談相手を確保
するように、保護者と協力して声かけを
続けていく。
・学校内でも、学級の他に、委員会や部
活動などを通して、生徒の居場所づくり
に取り組んでいく。１２月実施アンケートの回答で、生

徒がＳＯＳを出して、信頼して相談
できる大人の人数を３人以上にす
る。

②

・いじめのアンケートのデータを比較してみると、５月１０月で大
きな変化はないが、相変わらず、嫌がらせ、からかい、冷やか
し、悪口などがある。

・人権尊重教育、教育相談体制の工夫・充実、いじめ撲滅キャ
ンペーンバッジの定期的な着用等を通して、生徒と教師が共に
ふれ合いを深め、いじめ防止の取り組みを充実させる。

・学校と家庭の共通認識のもと、家庭
教育の充実を図っていただきたい。
・保護者の意識の中に、わが子がい
じめを乗り越えてほしいという思いが
強いです。

・無記名アンケートの結果より、１回目か
ら２回目は減少させることができずC評
価であった。しかし、３回目の無記名アン
ケートでは２回目より改善されている様
子が数値として現れた。担任、学年のこ
れまでの取組の成果である。しかし、ま
だ、一定数の加害、被害の実態がある。
具体的な保護者の協力を引き出しなが
ら取り組んでいく。

③

人間関係力、スクールカウンセ
ラーへの相談を促すため、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。

・人間関係などに悩んだとき、信頼して相談できる大人は3人以
上いると答えた割合は、生徒56％、保護者41％であった。

・スクールカウンセラーや巡回相談員との連携を深め、生徒が
信頼して相談できる大人を増やし、気軽に相談できる窓口を増
やす。

・子どもに楽しませる場所を提供させ
てあげたいです。
・勉強だけなら塾でも行えますが、人
間関係は学校でしか鍛えられないと
思います。。

評価項目５　　いじめ防止に関する取組

本校の基本的な考え方

○昨年度、深刻ないじめはなかったが、いじめの端緒となるような嫌がらせ行為は存在する。繰り返し指導を続けている。
○いじめに関する疑いがある場合にすぐに報告するとともに、毎週水曜日の生活指導部会において、継続的な指導を組織的に行う。
○いじめの未然防止には、自己有用感をもてるような行事への取組、日常の活動が大切であるとの考えから、日常の全体への指導を大切に行う。
○品川区生徒アンケートによると「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか」の肯定回答は、９３．４％である。

評
価
指
標

上段：取組指標
次年度に向けた
校長の態度表明

学校による自己評価

①

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応する。

・生活アンケート、日々の生徒の行動観察、生活指導部会を中
心とした情報交換により、いじめ対策委員会を核に、いじめ防止
に向け組織的に取り組んでいる。

・いじめはどんな理由があってもいけないことだと思っているに
肯定回答をした割合は、生徒97％、保護者99％であった。100%
にするために引き続き啓発が必要である。

・いじめ報告の蓄積、いじめ指導事例の共有によって、教職員
のいじめに対する指導力が高まりってはいるが、まだ十分では
ない。

・人権教育、冊子等で啓発していただ
きたい。
・７年生のトラブルは、小学校時代の
人間関係が大いに影響します。
・不登校の原因は「いじめ」が多いの
ではないか。

・不登校のきっかけは、「いじめ」である
という認識のもと、いじめ防止に力を入
れていく。新入生に対して、入学前指
導、担任によるアサーショントレーニン
グ、スクールカウンセラーによる全員グ
ループ面接など、具体的な方法を積極
的に導入していく。
・いじめ防止推進条例　教職員のいじめ
へのアンテナを向上させるために、国立
教育総合研究所のいじめ防止リーフな
ど校内研修セットを活用した研修を行っ
ていく。
・朝会、学校便り、保護者会、市民科学
習などで、「いじめ」の定義をしっかり伝
えて、どんな場合でも「いじめ」にならな
いように対処することが大事なことを伝
えていく。

教員がいじめに対するアンテナを
高くし、毎月３件以上のいじめ関連
の指導事例を作成できるようにす
る。また、学習状況調査で、「いじ
めはどんな場合でも許されない」と
１００％の生徒が回答できるように
する。

下段：成果指標

「ふれあい月間」の６月、１１月、２
月を中心に、チェックリストを用い
ていじめ防止への取組を確認する
とともに、生徒同士、生徒と教員の
ふれあい方などを視点とした取組
を実施する。

無記名アンケートのいじめ被害、
加害の割合を減少させる。



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

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

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

・生徒は、教育目標「国際社会で活躍できる生徒の育成」との関
係で肯定的に捉えている。

・大学と連携した英語教育を推進している。理科の授業時に英
語のプリントで学習するなどの取り組みも行っている。

・オリンピック・パラリンピック教育の一環として、発話力を鍛えて
いる。

・英語の学習は好きと答えた生徒は、56％、好きだと思うと答え
た保護者は、48％であった。

・英語の学習が大切だと思っていると答えた生徒は89％、保護
者は91％であった。

特に問題ないと思います。ご指導あ
りがとうございます。

・英語科の研究は、毎週木曜日の５・６
校時に設定されており、充実しているも
のの、より一層、授業力の向上が必要で
ある。また、この研究が、各教科、領域
の指導力の向上に波及するように工夫
していく。固有教員の配置による研究の
メリットを前面に出していきたい。
・英語科の授業の中で、理科の内容を
含む教材を使用するなど、実験的な取
組も行った。コミュニケーションを大切に
しながら、数学・技術・美術などとタイ
アップした合同授業などの取組を始めて
いきたい。AI社会で必要な、STEM（サイ
エンス・テクノロジー・エンジニアリング・
マスマテックス）そしてアート、デザインな
どとの融合も図り、国際社会で活躍でき
る生徒の育成に迫っていく。

品川区生徒アンケートにおいて、
英語の学習が好きと肯定回答する
生徒を８０％、英語の学習を大切
だと思うと肯定回答する生徒を９
５％以上とする。

②

生徒に、社会性を身に付け、個性
を伸長するために、全教員を顧問
として１９の部活動を開設し、顧問
が、保護者の協力の下、経営力を
発揮する。

・部活動は、充実した指導を行っている。7.8年生の生徒数347
人。入部している生徒は314人（5月から7名減）。加入率89.6％
（5月91.7％）である。

・途中退部の生徒は、7年男子が7名（何れも運動部）、8年生男
子±0、7年生女子＋1、8年生女子－１である。

・入部していない生徒はクラブチーム、地域のスポーツ団体等に
属している者が殆どである。今後も部活動の定着率を上げ、3年
間同じ部活で通せるよう、部活動指導に定評のある教員による
ＯＪＴを推進する

・一中の部活動は充実しています。
部員数ではないと思います。
・３年間同じ部活で過ごすのが望まし
いです。
・一方で、クラブチームから高校の全
国大会で活躍している卒業生がいま
す。

・３月に部活動研修を行うことができた。
部活動顧問はこれまで同様に教員全員
で分担して行い、生徒の過重負担になら
ないように、休日を適切に設けるなどを
考慮していく。また、コミュニティ・スクー
ルでの部活動の在り方について研究を
進めていく。
・部活動を部活顧問が私物化することに
にならないように、生徒のボトムアップ、
保護者組織の確立を進めていく。

一人の生徒が、７年で入った部活
動を９年生まで三年間継続して取
り組む部活動定着率を９０％とす
る。

評価項目６　　学校独自の特色ある教育活動

本校の基本的な考え方

○運動会への取組、ティームティ-チングによる保健体育の授業、部活動などで体力向上を図る。
○世界ともだちプロジェクトは、指定されたオランダNetherlands、ウクライナUkraine、ウルグアイ東方共和国Uruguay、南アフリカ共和国South Africa、スリ
ランカ民主社会主義共和国Democratic Socialist Republic of Sir Lankaの５ヶ国について、他の教科や領域と関連付けながら、調べ学習を行う。
○「日本文化・伝統の良さを発信する能力・態度の育成事業」は、小山台高校のＪＥＴに、日本文化の良さを英語で伝える活動を中心に行う。
○英語科は、毎週木曜日の５・６校時を用いて、大学研究者の協力を得て、研究授業、研究会を行う。
○昨年度の品川区生徒アンケートにおいては、英語の学習が好きと肯定回答する生徒が７２．８％、英語の学習を大切だと思うと肯定回答する生徒を９
３．９％で、品川区内中学校では高い数値を示している。

③

大学と連携して、品川区の小学校
英語教育を踏まえた英語の授業を
行い、社会や理科など他教科を英
語を活用して授業を行うなど実験
的な取組を行う。その中で、コミュ
ニケーション力を育成する。

評
価
指
標

次年度に向けた
校長の態度表明

①

・オリパラ教育を各教科等で創意工夫して取り組んでいる。ＪＥＴ
青年との英語によるコミュニケーションでは、書道、生け花など
日本の伝統文化を英語で発信する活動を行った。

・学習成果発表会の英語スピーチの講評、振り返りもＪＥＴ青年
と行うことができた。

・「世界ともだちプロジェクト」において、本校が都から指定されて
いる国を答えるアンケートでは、37％の生徒しか正解を獲得で
きなかった。

・家庭で、生徒が東京オリンピック・パラリンピックが話題にする
と答えた保護者は、58％であった。

・日本の伝統文化に誇りを感じているかについて、生徒は93％
の肯定回答、保護者は71％の肯定回答をしていた。宿泊行事、
校外学習の取組、オリパラ教育担当が、日本文化についての紹
介プリントを発行、７年生に対して行ったイベントなどによる成果
である。

特に問題ないと思います。ご指導あ
りがとうございます。

・世界ともだちプロジェクトについては、
具体的な動きを作り出すことができてい
ない。平成２９年度は、学級で１つの国
を選択し、担当した国について、雑誌、
新聞記事などのスクラップを集める活動
を取り入れていく。本年度同様、他の取
組との一層の融合を図っていく。
・日本の伝統文化に対する活動につい
ては、さらに他教科、領域との連携を
図って取り組んでいく。
・東京オリンピック・パラリンピックに向け
て、７月にオリ・パラ講演会を実施し、ブ
ラインドサッカー体験、車いすテニス体
験活動の他に、各教科領域で行う３５時
間の取組を融合的に行うことで、学力向
上と関連させて取り組んでいく。

１２月実施の確認テストにおいて、
世界ともだちプロジェクトの５か国
についての基本情報を８０％の生
徒が答えられるようにする。また、
１２月実施アンケートにおいて、８
０％以上の生徒が、日本文化、伝
統に対して誇りをもつことができる
と肯定回答する。

「世界ともだちプロジェクト」「日本
文化・伝統の良さを発信する能力・
態度の育成事業」などオリンピッ
ク・パラリンピック教育を、各教科、
領域、部活動を通して、先生方、生
徒の創意工夫を尊重して行う。

学校による自己評価上段：取組指標

下段：成果指標


