
品川区立荏原第一中学校

平成29年度 校区外部評価

自己評価表（12月）
学校名

【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

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

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

本校の基本的な考え方

上段：成果指標 学校による自己評価
次年度に向けた
校長の態度表明

評
価
指
標 下段：取組指標

学力向上を図るための調査（８
年）の読み解く力の問題、全国
学力・学習状況調査（９年）のＢ
問題への回答分布を上位に移
行させる。

○ステップアップ学習の朝の帯の時間は、読解力の養成、読書習慣の確立、家庭学習支援に特化したプログラムに変更して実施する。
○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。
○品川区学力定着度調査、都学力向上を図るための調査、全国学力・学習状況調査について、各教科で分析し、考察し、改善への指標として、学校全体の課
題を明らかにするとともに、授業改善に生かす。
○検定試験の広報活動（英検の公費負担）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。
○昨年度、一月一人あたりの図書室貸出冊数は、1.01冊は、一昨年度と比較して0.2冊減少している。月に１冊以上読書すると答える生徒の割合が６１％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

①

②

③

ステップアップ学習を活用し、新
聞コラムの書き写しとタイトル、
要約、用語の確認などを行う。コ
ラムの内容との関連を図りなが
ら、各教科の授業、市民科、部
活動などあらゆる活動を通して
言語活動を充実させる。

家庭学習習慣を確立し、家庭学
習を計画的に実施していると肯
定的に答える生徒を全校の５
０％以上とする。

全教員が、家庭学習がしたくな
るような授業を目指して、「規律」
「成果」「協働」「主体」の４つの
観点で、略案を作成して授業公
開を行う。ステップアップ学習で
学力診断テストの予習復習の指
導を行う。

図書室の一月あたりの貸し出し
冊数を1.20以上、１ヶ月に１冊以
上の本を読むと答える生徒を７
０％以上とする。

全教員で、各教科、領域の授業
において、読書習慣の確立を目
指して、図書室を活用する。ま
た、読書の楽しさを実感させ、表
現力の育成を図るために、全校
ビブリオバトル、一斉読書と読後
交流会を実施する。

生徒の学力は、学年が上がるに従い、着実に
向上しており、学校の取組の成果が現れてい
るといえる。今後も、組織的・計画的に取り組
んでいってほしい。

３月に行う新入生集合の際に、今回の課題を
振り返る問題を予告、出題するなど、小学生
段階で復習をしておくように促す。また、次年
度は、本年度の方法を発展させ、読解力の養
成についての方法について担当教員で議論
を深めていく。さらに、計算、漢字、スペリング
などの基礎的な知識・技能を伸ばすためのコ
ンテスト、各種学力調査の標準点数を明らか
にして取り組ませたり、優秀な成績を収めた
生徒を表彰したりするなど、中位生徒への学
習意欲喚起策を計画していく。

・前年度より7％上昇したが、45％と、50％に
は僅か満たない。・略案による研究授業の
12/6現在の実施率は3割弱である。

・朝のステップアップ学習を利用して、全校体
制で、学力診断テストの予習復習について指
導することができた。

家庭での学習習慣の確立は、基礎学力の定
着に向けて不可欠の取組であり、その割合を
高めてくための工夫をさらに進めていっていた
だきたい。なお、略案による先生たちの研究
授業の公開についても、その効果を検証しな
がら継続していっていただきたい。

家庭学習は、定期考査前の計画についてだ
け取り組むのではなく、日常の個人ノートと連
動させて、生徒の学習状況を見取っていく方
法を考えていきたい。それにより、授業改善の
視点である「家庭学習をしたくなるような授業」
の効果を図りながら、授業改善の方向を示し
ていく。定期考査前後を強化週間として取り組
んでいく。家庭学習の時間のデータ処理、主
な学習内容、学習方法などを共有させていく。

目標はおおむね達成されており、今後も計画
的な取組を期待したい。また、読書の楽しさと
それを活かした表現力、読解力の向上を図ろ
うとする工夫が行われており評価される。今
後もさまざまな工夫を加えながら取り組んで
いっていただきたい。

全校ビブリオバトルで紹介された本は、昨年
度の９年生の校長面接時に聞き取った本の
題名より、明らかに多岐に亘り、ジャンルが多
様化した。次年度は、学習成果発表会でビブ
リオバトルの決勝を行い、地域、保護者への
啓発を行っていく。教員の意識を向上させる
ために、四校連携の教員研修でビブリオバト
ルの導入、学級担任にょる学級図書推進な
ど、アイデアを具体化していく。

・7年は70％、全体で64％と70％に僅か満たな
い。図書室の4月から１０月の平均貸出冊数
は、４冊である。

・５月に「走れメロス」の一斉読書と学級での
読後交流会、７月には、全校での読後交流
会、全校ビブリオバトルを行った。
・図書室を利用を推進するために、読書以外
に調べ学習においても図書室を利用した教科
があった。

８月の学力向上調査の読み解く力の問題は、
国語と数学以外は都の正答率を下回る。
・９年生全国学力・学習状況調査の結果、Ｂ問
題について回答分布は、７年入学当時の学力
調査の分布と比較すると、上位に移行させる
ことができた.

・朝のステップアップ学習で、新聞コラムの書
き取り、タイトル、要約、用語の確認などに取
り組むことができた。
・各教科、領域などすべてにおいて、言語活
動を充実させていくことは、全体として共有で
きつつある。



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
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Ｂ

Ａ

Ｂ
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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

自分の役割とは何か、何を目的にした役割な
のか、常に振り返りながら、思考力や判断
力、表現力を総合的に働かせる場面を作って
いく。日常の係活動、当番活動、運動会、学
習成果発表会、合唱コンクールの取組の中
で、役割を果たす上では、創意工夫をすること
が大切さなことを踏まえながら、ねらいを明確
にして指導していく。次年度は、委員会活動
を、日常の取組から地域に広げていく視点を
伸ばしていく。、

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。

④

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。

全体で95％の肯定回答を得ている（保護者
54％）。学校行事において役割を果たしている
ことに保護者、地域共に肯定的評価である。

・毎月の振り返りシートで自己認識を深めてい
る。

さまざまな活動場面において生徒は自らの役
割を果たすことができるようになっており、学
校での指導の効果を確認することができる。
今後も、継続して取り組むことを期待したい。

・全体で95％の肯定回答を得ている（保護者
70％）。学校公開参観者からも、安定した生活
をしているとの肯定評価を得ている。

・校内ルールを教員と生徒の両方が確認し、
生徒が納得できるように理由を伝えながら指
導を継続している。

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「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。

②

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
部が中心となり、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。

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。

ルールの確認は、年度当初だけでなく、折に
触れて、各学級、各教科の授業の中でも粘り
強く行っていく。生活委員会の週番目標を
ルールについての確認と達成状況の確認、達
成状況を向上させるためのアイデアを考える
場として設定するなど、生徒が主体的にルー
ルを守って生活することができるように進めて
いく。また、その意義を振り返りながらも不必
要になったルールについては手続きを踏みな
がら変えていく。発達段階を踏まえ、守ること
ができなかった場合の社会的なリスクについ
て、生徒に実感させる指導を工夫して、単に
守らせることにならないように指導を進めてい
く。

チャイムが鳴る前に授業の準備ができている
状況をつくるために、まずは授業に対して意
欲が持てるように、指導力を向上させる。生徒
の行動を主体的にするために、４つの授業改
善の視点をすべての教員が共有し、受けたく
なるような授業づくりを進めていく。

・全体で90％を超えている。参観者からは、挨
拶に関して肯定的なコメントをいただいてい
る。

・教師が自ら先に挨拶をしたり、正しい言葉遣
いをするなどのことを師弟同行で、連日取り組
んでいる。また、生徒が挨拶の励行に関して
主体的に取り組むための手立てを工夫してい
る。

・全体で94％を超えている（保護者78％）。時
間へのけじめは定着している。

・授業開始前の休み時間に授業場所に行き
「着席チャイム」を促している。
・学校生活のあらゆる部分で、師弟同行で、
時間を守ることに取り組んでいる。

学校での指導の成果が確実に現れ、目標は
達成されている。今後も継続して取り組んで
いくことを期待しております。

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。

評価項目２　　社会性・人間性の育成

①

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。

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、学級、学年、全校で日常的
に指導する。

次年度に向けた
校長の態度表明

学校での指導の成果が確実に現れ、目標は
達成されている。今後も継続して取り組んで
いくことを期待しております。

上段：成果指標 学校による自己評価

下段：取組指標

朝会や学活等で、あいさつの必要性について
の話を重ねていく。また、生徒会本部役員、生
活委員会等、学級でどのようにすると挨拶が
増加するのかなど、自らの問題として捉えさ
せるための工夫を考えていく。教員と生徒の
信頼関係の構築が、挨拶の指導につながっ
ていくように、また、挨拶に見返りを求めない、
自律的な心の在り方についても伝えていく。
中学生になったら、知らない人にでも、その場
所で判断して挨拶したり、挨拶を返したりする
ように、生徒の意識、指導の意識を変えてい
く。

評
価
指
標

本校の基本的な考え方

○「学校生活のきまり」をＰＤＣＡのサイクルで見直しながら、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。

③

学校での指導の成果が確実に現れ、目標は
達成されている。今後も継続して取り組んで
いくことを期待しております。



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

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

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

保護者と情報を共有するため、
全学年において、家庭訪問（年
１回）、保護者会（年３回）、進路
説明会（２回）、部活動保護者説
明会、評価・評定説明会、三者
面談（１～３回）をねらいを明確
にして行う。ＳＮＳルールについ
て、長期休業中に家庭での話し
合い活動を推進する。

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、連携小学校）が参
加するサポート会議を学校主催
で学期に１回行う。

評
価
指
標

上段：成果指標 学校による自己評価
次年度に向けた
校長の態度表明

①

家庭訪問時に保護者と直接話
をする割合、保護者会等への参
加率を７０％以上とする。土曜日
学校公開時の参加率を上げる。

・保護者会、家庭訪問時に直接話をすること
ができた割合は７０％程度で指標を達成して
いる。
・土曜学校公開については、数名の参加に止
まっている。

・ほぼすべてを予定通り実施することができ
た。
･7年生については、今年度より７月の三者面
談を実施し、ＳＮＳなどのトラブルについて保
護者と話し合うことができた。

評価項目３ 　保護者・地域との連携

本校の基本的な考え方

○第一義的な責任者である保護者に、生活指導上の加害、被害の状況について、迅速に事実と指導状況を伝える。
○平成３０年度から品川コミュニティ・スクールとして学校運営するために、理解、協力を進める。
○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、１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、保護者会、説明会、家庭訪問、三者面談などでのアドバイスを具体的に行う。
○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。

下段：取組指標

・ほぼすべての援助が必要な家庭に、ＳＣやＳ
ＳＷとつながりながら関わることができた。今
後も１００％を目指していく。

・1.2学期と２回のサポート会議を行った。取り
上げた生徒は、７年生１１名、８年生１８名、９
年生１６名。関係機関に生活指導上の情報を
公開することによって指導の成果と課題を投
げかけ、協力支援体制を構築している。

生徒の健全育成に向けて関係機関との連携
が必要な家庭の支援体制が機能している。ま
た、サポート会議が計画的に実施され、生徒
の健全育成に向けた体制が整備されており、
今後も継続的に取り組むことを期待したい。

保護者との情報共有を図る取組は、計画通り
実施されており、目標はおおむね達成できて
いると評価される。なお、土曜日の学校公開
については、その参加率をあげる工夫を進め
ていただきたい。

問題行動時ではない、担任による帰りがけの
家庭訪問を推進していく。特に、保護者会など
の参加率が低い家庭に対して、学校への心
理的なハードルを下げていく工夫を考えてい
く。そのために、土曜日は学校公開日として位
置づけ、PTAパトロールとしては継続してい
く。学校としては、学期に１回、重点的に取り
組む日を設定して、授業内容や授業の見どこ
ろなどの広報活動を積極的に行い、授業を公
開する日と時間を限定的に設定して取り組ん
でいく。

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割
合を増加させる。

生徒は積極的にボランティア活動に参加して
きており評価される。今後は、さらに生徒が参
加しやすい場の工夫に取り組むことで、生徒
の地域への貢献意欲を高めていくことを期待
したい。

③

１２月実施のアンケートにおいて
９０％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回答
し、その活動に意義を感じられ
るようにする。

・全校で78％の肯定回答を得ている（保護者
82％）。参加意欲を高めることと活動の意義を
明確にし、90％の肯定回答を目指す。

・生徒の地域への貢献意欲は高まっている。
２学期の地域貢献レポートを、生徒の活動意
欲高揚のために有意義にフィードバックしてい
く。

連携小学校の行事運営へのボ
ランティア参加を促し、一斉防災
訓練、避難所訓練への参加、町
会行事の手伝いなどへの参加
を促すために、夏季休業日前に
指示し、２学期末に地域貢献レ
ポートを作成して提出させる。積
極的に通知表の「学校から家庭
へ」に記述して奨励する。

生徒の地域貢献活動については、スタートさ
せることができた。地域の行事、ボランティア
活動の日時などの情報を収集し、生徒に知ら
せていく方法の確立が必要である。学校支援
地域本部との連携により進めていく。まずは、
１０月の荏原第一地区一斉防災訓練、１２月
の区一斉防災訓練、各町会の避難所訓練へ
参加率を向上させるために、部活動、専門委
員会での参加を糸口に広げていく。

②

連携活動を推進してきたが、支援が必要な生
徒、家庭は増加している。学校としてできるこ
とを精査しながら、本年度、たくさんの場面で
活躍していただいたスクール・ソーシャル・
ワーカーとの連携を組織的に推進していく。今
後は、これまでのサポート会議での報告内容
に加えて、地域貢献活動のプラス情報を交換
して、学年、学級担任が生徒個々にフィード
バックできる体制づくりも進めていく。



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

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

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

上段：成果指標

安全への意識は向上してきているが、未だ
に、突然後ろから押したり、飛びついたりとい
う、軽率な行動が無くならない。廊下を走る行
動と共に、学校を安全・安心な場所にするた
めにどうしていくか、委員会を活用して生徒が
中心になって考えていく機会を増やし、意識を
高めていく。
　ふざけによる怪我は減少しているが、特に
身体的な接触が多い運動部活動において、７
年生の怪我が多い状況である。次年度に向
けて、夏季休業中の練習など、新チームでの
練習内容ついては、発達段階を考えた指導計
画について、研鑽を続けていく。

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。
○学校の施設、設備、備品などの共有財産、自他の持ち物などの私有財産を大切にする意識を高める。
○環境は学習効率、作業効率に影響することから、身の回り、執務室の整理整頓、倉庫の有効活用などを組織的に行う。

学校による自己評価評
価
指
標

評価項目４ 　環境整備・美化

次年度に向けた
校長の態度表明

下段：取組指標

①

ふざけなどから起こる活動目的
外の負傷を０にする。また、保健
体育、運動部活動等の病院搬
送事故者を４％未満にする。

ふざけによる事故者は、１学期４件、２学期３
件の計７件であった。昨年同時期は２４件で
あったので減少している。運動部活動等の病
院搬送事故者は約3％である。

・校内の安全点検、安全指導は毎月行い、補
習等は破損届を出させ、本人立会いの下迅
速に修繕している。今後は、廊下を走らせな
い指導を更に工夫する。

学校の安全指導にかかわる効果が出ており、
目標はおおむね達成できていると評価でき
る。今後も、生徒の安全に関する自覚と責任
を促す指導を期待したい。

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、安全指導を毎
月行い、補修等を迅速に、適切
に行う。

比較の基準である22年度とは、生徒数の違い
や気象条件の違いなどもあり、目標の達成に
は難しい部分もあるが、小さな取組の積み重
ねが目標の達成の第一歩でもあるので、生徒
会・委員会と連携した取り組みを進めていって
ほしい。

　生徒会本部役員が、古紙回収コンテストを
実施して、生徒の意識を高めることができた。
生産性の向上を目指して、しながわエコリンク
活動を推進していく視点を大切に、教職員の
働き方の改善を進めていく。
　公共物を大切にすることについては改善し
ているが、筆記用具、配布された教材など、
自他の物を大切に扱わない事例がある。連携
小学校と相談しながら、物の扱い方について
工夫して指導していく。

全体で88％の肯定回答を得ている（保護者
52％）。もう一歩である。学習掲示物の内容を
高めていく。

・理科室の整備は進んでいる。周年行事を機
に、校内外の掲示物は充実した。賞状の整備
も進んだ。掲示物を貼るスペースを増加させ
ていきたい。

学習環境としての校内整備が計画的になされ
ており、評価される。今後も、広報委員会や美
化委員会などを活用した環境整備に取り組ん
でいってほしい。

教科準備室、執務室の整理、広
報委員会による掲示、美化委員
会による意識の向上、用務委託
業者との会議を定期的に行い、
学習環境を向上させる。

②

平成２２年度比で７％減である。当時とは生徒
数も多少違うので単純に比較はできないが、
エコリンク活動を更に推進し15％減を目指す。

・物を大切にする指導、エネルギーを大切に
する指導を継続していく。

電気使用量について、クーラー
の使用など生徒の安全に配慮し
つつも、２２年度比１５％減を目
指す。

生徒会、委員会と連携して、椅
子、机、施設をていねいに使用
するよう取り組み、教室移動の
際の照明を消すなど品川エコリ
ンク活動を実施する。

③

１２月の実施アンケートにおい
て、９０％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、
肯定的なアンケート記述を引き
出す。

美術科の作品、市民科学習の成果物、獲得し
た賞状等を掲示することができた。特に、７０
周年記念行事等を通して整備が進んだ。これ
を機に、広報委員会による、教員の意識も向
上させていく。さらに、教科の指導内容などの
掲示物に力を入れ、家庭学習がしたくなる授
業改善と合わせて、総合的に進めていく。
理科室、印刷室の整備については進んだ。職
員室の整理整頓の状況については改善が十
分でなく、今後も係を中心に、不要物の廃棄
を進め、整備に取り組んでいく必要がある。



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

Ｂ

Ｂ

Ｂ

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

下段：取組指標

上段：成果指標

生徒のいじめに関する認識を高めていくため
には、それが人権侵害に相当する行為である
という人権教育の観点からすすめていくことが
必要であり、その効果は着実に現れていると
いえる。今後は、それが行動レベルにつなが
る指導の工夫が求められる。

いじめはどんな理由があろうといけないことだ
との認識は96％の生徒が持っている。しか
し、いじめの事案は、なかなか0にはならな
い。

・教職員のいじめ認知においては、温度差が
あったが、いじめ事件発生時に、都教委発の
「生活指導研修資料」や「荏原一中いじめ防
止基本方針」に則って、研修を行いいじめ防
止の啓発を行った。

学校による自己評価評
価
指
標

記名アンケートの利用を進めていく。生徒のス
トレス・マネジメント力を向上させるために、教
育相談的な視点をもって、問題行動に対して
「ダメなものはダメ」と伝えるとともに、その背
景にある心情に寄り添う指導を同時に行って
いく。その中で、生徒の活動場面を通して、学
級担任、教科担任、部活動顧問、委員会担当
などが、信頼して相談できる大人の一人にな
るように、生徒との関わりを「師弟同行」で進
めていく。

行事、市民科学習などで自己有
用感を高め、援助希求できるこ
との大切さを伝え、いじめ被害、
いじめ加害を減少させる。

②

・いじめの認知度に差が出ぬよう、生活指導
部会での報告の精度を高める。また、学級担
任だけの判断でいじめ対応をしないよう、組
織化を図る。アンケート実施後の学級ごとの
分析を急ぎ、原因を探り、情報交換を密に行
い、いじめ防止に全員で取り組む。

・運営委員会、職員会議で情報を共有し、無
記名アンケート、学級風土調査の結果をみ
て、今後の対応策を考え、取組を修正できて
いる。

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

○いじめを端緒とする不登校事案がある。嫌がらせ行為は存在していることを前提に粘り強く指導する。
○いじめに関する疑いがある場合は、抱え込まずに、直ちに担当に報告するとともに、毎週月曜日の生活指導部会、火曜日の運営委員会において、情報交換し
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」の肯定回答が１００％になるように、市民科学習を通して、いじめ
の定義への理解を進める。

いじめの定義について考える市民科学習を、
各学年の単元指導の中で意識させていく。意
識調査では、９０％まで、どんなときもいじめ
はしてはいけないと答えているが、実践につ
ながっていない場面やそれを許さないという
姿勢に欠けている場面もある。いじめだと思っ
ても、声を上げることができないという課題も
指摘されている。人権教育をより具体的な行
動の変化にまで高めて行けるように、学校風
土を改善していく。

いじめ対策基本方針を地域、保
護者に周知し、教職員のいじめ
に対する感覚を高める。

次年度に向けた
校長の態度表明

①

生徒が自らもいじめに加担して
しまう可能性があるという考えを
もつ人権意識を向上させる。

いじめ問題は、早期発見・早期対応が基本で
あり、そのための取組は計画的に実施されて
いる。今後も、組織的に取り組んでいってほし
い。

１１月の無記名アンケート結果を６月の結果と
比較すると、加害、被害ともに減少している。
しかし、件数は減っても、より事態が深刻化す
ることがあることを念頭に、生徒の様子を注
視、もしくは他機関と積極的に連携しながら指
導を継続していく。どのような指導が効果的で
あったのか、教員同士での学びにつなげ、荏
原一中いじめ対策基本方針について改善を
繰り返していく。

③

１２月の実施アンケートにおい
て、生徒が信頼して相談できる
大人の人数を３人以上と答える
生徒を増加させる。

75％の肯定回答を得ている（保護者82％）。
援助希求できる自己肯定感を持った生徒は、
かなりいる。

・多くの人間が関わって自己有用感を高め、
援助希求ができる環境を整えている。担任を
中心に、人権尊重の精神を高める指導を推進
していく。

これまでの取組の結果、その効果が着実に現
れており、今後も継続して取り組んでいってほ
しい。

ふれあい月間の６月、１１月、２
月を中心に、チェックリスト、無
記名アンケートの分析や学級風
土調査などの取組を通して、い
じめ防止への取組を確認し、修
正する。

年３回の無記名アンケートを継
続して学級ごとに分析し、いじめ
被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

Ａ

Ｂ

Ｂ

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

③

自分の将来について、具体的に
イメージできる生徒を増加させ
る。

評
価
指
標

次年度に向けた
校長の態度表明

①

・7年生の2学期終了時点での部活動定着率
は、
　８７％を超えている。現9年生で3年間の同部
活継続定着率は、７２％である。

・部活動運営が、教員にとって過度の負担に
ならぬよう、ライフワークバランスを整える。

鎌倉校外見学、京都・奈良修学旅行での外国
人観光客等へのインタビューについては、す
でに伝統となり継続していく。「国際社会で活
躍できる生徒」を具体化する行事として、次年
度は、英語そのものを学ぶのではなく、英語
で他の教科等の内容を学ぶ機会を作ってい
く。各教科の授業改善と連動させて、卒業時
に東京グローバル・ゲイト・ウェイ（ＴＧＧ）での
体験学習を計画し、「国際社会で活躍できる
生徒の育成」に迫っていく。、

英語科での他教科との連携を図
りながら、鎌倉、修学旅行で、外
国人旅行者へのインタビュー活
動など、ネイティブとの日常会話
の機会をつくり、コミュニケーショ
ン能力を高める。

評価項目６　　学校独自の特色ある教育活動

部活動で育てる資質や態度等の観点から、そ
の取組の在り方を絶えず検討しながら進めて
いく。なお、教員にとっての部活動指導が、
ワークライフバランスの観点から問題視され
ていることを踏まえて、部活動の休みの在り
方や土曜・日曜日における活動の在り方の検
討を進める。

働き方改善への取組として、業務改善のアン
ケート、水曜日を定時退勤日として具体化し
た。部活動については、校内での議論を高
め、保護者の協力やコミュニティ・スクールの
取組などと連動させながら、本校の特色であ
る部活動の質を維持した上で、改善を進めて
いく。東京都のガイドラインを注視しながら、
検討を進めていく。

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。

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９
０％とする。

・７０周年記念行事に発行した記念誌に、一人
ひとりの生徒が将来の具体的な夢を掲げ、そ
の実現に向けて努力をする気運は高まってい
る。

・オリパラ教育、日本の伝統文化育成事業を
通して、日本の伝統文化を理解し、尊重し、発
信する能力を育てている。また、それらのキャ
リア教育を通して、将来に向けて、自己の生き
方を考える機会を与えている。

これまでの学校の取組により、将来について
のイメージを具体的に描いている生徒が増え
ている。今後もキャリア教育の観点から取り
組んでいってほしい。

キャリア教育の視点に立って、連携小学校長
の協力を得て、８年生の全員集団面接、９年
生の集団討論練習を行うことができた。７０周
年記念誌の「１０年後の私」と連動させ、夢を
叶えるためという視点での活動ができた。次
年度は、地域貢献活動との連携を図り、学校
支援地域本部での取組を通してさらに取り組
んでいく。
知徳体と芸術の融合としてのオリンピズムの
視点に立って、各教科において、オリンピッ
ク・パラリンピック教育を推進していく。

夢の実現に向けた取組としてＤ
Ｒ－ＰＤＣＡを身に付けさせるた
め、オリンピック・パラリンピック
講演会、日本の伝統文化につい
て学び、１０年後の自分につい
て考え、将来に向けた展望をも
たせ、キャリア教育を具体的に
進める。

国際社会で活躍できる生徒の育成を目指して
○７０周年記念行事を通して、自分の将来について深く考える機会を創出する。
○部活動では個性を伸長し、目標に向かって粘り強く取り組むことができるように指導する。
○英語科を中心に、実際に英語を使ってコミュニケーションをとる機会を増やして指導する。
○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。全教科、領域で、オリ
ンピック・パラリンピック教育をクロスさせて、生徒の学習への関心・意欲を高めるように指導する。
○「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。

下段：取組指標

学校による自己評価上段：成果指標

本校の基本的な考え方

②

英語でのコミュニケーションに意
欲をもち、学習が好きと肯定回
答する生徒を７０％以上に増加
させる。

英語が好きとの肯定回答は、全体で60％であ
る（保護者46％）。英語でのコミュニケーション
は好きである。

・校外学習、学習成果発表会で英語によるコ
ミュニケーション能力を高めている。日本文化
の尊重・理解をも同時に高めている。

英語でのコミュニケーション能力を高める工夫
がさまざまになされており評価される。今後も
様々な場面や活動を工夫しながら取り組んで
いってほしい。



校区外部評価委員より（その他、お気付きの点などがありましたら自由にお書きください。）


