
平成３０年度　学校評価表

学校評価の流れ（※平成30年度の学校評価が平成31年度（令和元年度）および令和2年度の教育活動につながる部分のみ表記しています。）

校区教育協働委員会

品川区立浅間台小学校 校長 林　　　誠

浅間台小学校校区教育協働委員会 委員長 成田　國英

　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 平成３０年３月３０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。

　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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平成30年度　学校評価　品川区立浅間台小学校

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

区の学力調査において、全ての教科の結果
が、平均正答率を上回る。

国語と算数においては、各学年平均正答率を上回っている
が、理科・社会科においては平均正答率を下回っている学年
がある。

Ｃ

学力調査の結果をもとに、学年及び専科経
営案に基礎学力定着を図った方策を示して
いく。

学力調査の結果をもとに、各学年復習問題を活用していく。ま
た、記述問題での空欄が目立ったので、書くことを日常化でき
るようにしていく。

Ｂ

学力向上委員会の計画に基づき、東京ベー
シックドリルに取り組み、結果の分析を日々
の指導に生かす。

東京ベーシックドリルの診断テストから、児童の弱点を探り、
普段の授業で補えるようにしている。 Ｂ

主体的・対話的で深い学びの実現を目指し、
５０％以上の児童が資料を参考に自らの考
えを伝えることができる。

全教職員が指導案を作成し、主体的・対話的で深い学びが実
現できるよう授業を行う。

Ａ

思考力・判断力を育てる授業を計画的に取り
入れ、年間指導計画に位置付ける。

授業の中で、考える時間を多く取り入れるようにしている。１時
間の授業だけでなく単元全体で取り組む。

Ｂ

漢字や計算の基礎学習を計画的に実践し、
校内テストで、各々の平均正答率が７０％を
上回る。

土曜チャレンジの時間を活用し、基礎的・基本的な学力を育て
ている。 Ａ

漢字ステージや算数教材を計画的に指導
し、年間計画を作成する。

漢字や計算の力を付けるよう計画を立て、実践している。
Ｂ

【課題】
自分の考えを導き出すために資料を有効活用する
力を身に付ける。
【改善策】
校内研究については、引き続き研究授業を行ってい
く。授業の中で教えるべきところはきちんと教え、考
えさせるところはじっくりと考えさせる。

③

【課題】
児童が「わかる・できる」を実感する授業展開をす
る。
【改善策】
朝学習や土曜チャレンジの時間を活用し、基礎学習
を継続的に行う。

②

①全ての学級で学習規律の徹底を図り、ねらいの達成を図る。
②校内研究で「主体的、対話的で深い学びの実現」をテーマに校内研究を進め、授業改善を図る。
③テスト等の評価を適切に行い、その後の指導に生かすことで基礎学力の定着を図る。
④家庭と連携しながら、家庭学習の定着を図り、基礎基本の学力を確実に身に付けさせる。

【課題】
理科と社会科において、各種テストでの正答率を上
げる。
【改善策】
教材の充実、教材研究を深く行い理科・社会科の授
業の充実を図る。授業の振り返りなど日常的に書か
せる。区の学力調査の分析を行う。児童の課題を把
握し、授業において意図的・計画的に指導していく。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



家庭学習時間（低30分・中40～50分・高60
分）に取り組ませる。

各学年とも、家庭学習に取り組ませるよう課題を設定し、実践
している。 Ｂ

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

【課題】
児童が「わかる・できる」を実感する授業展開をす
る。
【改善策】
朝学習や土曜チャレンジの時間を活用し、基礎学習
を継続的に行う。



平成30年度　学校評価　品川区立浅間台小学校

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

あいさつができる子を目指し、保護者アン
ケートで肯定的な評価が９０％以上得られる
ようにする。

日々の児童とのかかわりにおいて、教員が先にあいさつするよ
う心掛け、児童への啓発を図っているが、児童の自主的なあい
さつはまだ定着には至っていない。引き続き、学校全体だけで
なく各学級でも指導していく。

B

あいさつや礼儀、場に応じた行動など、身に
付けるべきことを具体的に指導する。

各学級、朝の会で生活目標を徹底させるとともに、市民科の授
業などで礼儀の大切さを児童に伝えている。また、日常での児
童の行動を教師が適宜評価し、よい行動を定着させている。

B

人と適切にかかわり合う力、相手を大切にす
る態度を身に付けさせ、生活アンケート「友
達と仲良くしていますか」で肯定的評価が９
０％以上得られるようにする。

生活アンケートでは「友達と仲良くしていますか」で肯定的評価
が９０％だった。継続して相手を大切にする態度を身に付けさせ
ていく。 A

市民科を充実させ、人権尊重に関わる単元
（人間関係領域）の工夫改善を図り、学んだ
ことを日常的に実践できるようにする。

各学級、工夫して人権尊重に関する単元の授業を行っている。
また、外部の方と連携した授業にも取り組んでいる。 B

たてわり班活動を充実させ、児童相互の好ま
しい人間関係づくりを進める。

毎週のあいさつ活動や毎月のたてわり班給食・遊び、全校遠足
などを主として、異学年での人間関係づくりに取り組んでいる。 A

小中一貫教育の取組を進め、６年生全員が
自らの進路についての気付きをもてる児童
の育成を図る。

進路指導計画に基づき、各学年指導を進め、６年生の学習へと
つなげていく。 B

小中一貫教育担当を中心に各教科で研修を
行い、小中のつながりを意識したカリキュラ
ムを充実させる。

東海グループでの小中学校間の研修、指導案作成、授業実践
を通じて一貫したカリキュラムのもと、指導を進めている。 B

市民科を充実させ、職業体験や保幼小の交
流を通じて自分の成長を実感させ、未来を思
い描けるようにする。

通常の市民科の授業の充実に加え、スチューデントシティや保
幼小連携活動、赤ちゃん交流等に取り組んでいる。 B

日本の伝統文化について理解を深め、全校
児童が古典暗唱１０分を達成し、そのよさを
発信できる子の育成を図る。

各学年、全校朝会での発表に取り組んでいる。暗唱１０分に向
けて、様々な古典作品に触れている最中である。 A

古典暗唱を全校で取り組み、美しい日本語
の習得と日本の伝統文化への素養を身に付
ける。

美しい日本語の習得が普段の児童の言葉遣いには反映されて
いない現状である。 C

②

【課題】
相手を大切にする態度を身に付けさせる。
【改善策】
学級での活動、市民科の授業、たてわり班
活動等で、児童がかかわり合う場面を設定
し、相手を大切にする態度を身に付けさせて
いく。

①規律ある生活を送る力や節度ある言動、あいさつ・会釈、思いやりをもって相手と接する態度を育てる。
②人と適切にかかわり合う力の一層の育成と相手を大切にする態度を身に付けさせる。
③個々の発達を踏まえ、自らの進路への意識をもたせる。
④日本の伝統文化を学び、その継承に向けた基礎を身に付けさせる。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

【課題】
自然なあいさつが身に付いていない。
【改善策】
教師が模範になるとともに、場や相手に応じ
たあいさつや礼儀について指導し、児童の人
間性をはぐくんでいく。

④

【課題】
美しい日本語の習得を図る。
【改善策】
古典暗唱や囲碁だけでなく、百人一首も活発
に行われるようになってきた。伝統文化に楽
しんで取り組む児童の意欲を持続させ、今後
も伝統文化に触れる機会を設ける。

③

【課題】
小中一貫教育の取組を行う。
【改善策】
校内の進路指導の充実を図るとともに、外部
の方々との交流の機会を、学級での指導に
更に生かしていく。



教育課程の工夫改善を図り、能、囲碁等の
体験学習を充実させる。

ゲストティーチャーを招き、様々な伝統文化の体験活動に取り
組んでいる。 B

　Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成　

④

【課題】
美しい日本語の習得を図る。
【改善策】
古典暗唱や囲碁だけでなく、百人一首も活発
に行われるようになってきた。伝統文化に楽
しんで取り組む児童の意欲を持続させ、今後
も伝統文化に触れる機会を設ける。



平成30年度　学校評価　品川区立浅間台小学校

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

健康づくりに取り組む姿勢を育て、「早寝、早
起き、朝ご飯」を８０％以上の児童が習慣化
する。

保健だよりや生活目標において、「早寝、早起き、朝ご飯」を促
したことにより、８０％以上の児童が習慣化している。

A

体育、保健、市民科、家庭科の授業内容を
工夫して体力、健康への意識を高める。

体育の学習において、スモールステップの目標を立てさせるこ
とで、達成感を味わわせる。また、食生活の見直しを図る。

A

体力測定では、全ての項目で区の平均を上
回る。

体力測定では、各学年において差がみられ、区の平均を満た
していない項目が多い。

C

しながわスポーツトライアルに取り組み、
様々な運動に触れ楽しむことで運動能力を
高める。

２・３学期に「しながわスポーツトライアル」に取り組む週を決め
る。よい記録が出たらカードに記入させる。

A

健康教育を推進し、自らの健康への意識を
高め、むし歯ゼロを目ざす。

全校でむし歯ゼロを目ざし、保健室前の廊下に掲示したり、保
健だよりを出したりしている。デンタルフェアを年１回開催して
意識を高めている。

B

給食後の全校歯みがきに全員が取り組む。 給食後３分間程、校内に歯みがきの音楽を流している。全校
児童に取り組ませることを徹底している。 A

健康診断の結果を保護者と共有し、日常生
活において健康な生活を送れる基礎を培う。

健康診断の結果を保健だより等で保護者に知らせ、健康な生
活について啓発している。 A

③

【課題】
健康について保護者の協力と理解を得なが
ら、児童の意識を高める。
【改善策】
子供の健康について学校任せになっている
家庭がみられる。保健の授業で活用したプリ
ント等を家庭に持ち帰らせて、家庭への情報
共有と啓発に役立てる。

①運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる。
②健康の保持増進と体力の向上を図るとともに、運動に取り組むことで、協力、公正な態度を身に付ける。
③健康教育を通じて、健康な体つくりへの意識を育てる。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

【課題】
「早寝・早起き・朝ご飯」の考え方を軸にした
体力向上や、健康への意識を高める指導の
工夫が必要である。
【改善策】
「早起き」について意識の低い児童がいるた
め、家庭への働きかけについて検討してい
く。

②

【課題】
各学年、体力測定において平均以下の項目
がある。
【改善策】
運動の日常化を図るためにマラソン週間や
縄跳び週間を設け、児童が意欲的に取り組
めるようにする。



Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成



平成30年度　学校評価　品川区立浅間台小学校

評価項目４　（いじめ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

いじめをなくし、未解決ゼロにする。
現在、継続観察しているケースがあるが、未解決はゼロであ
る。

B

定期的にアンケートを実施して早期発見に
努め、学校いじめ対策委員会で組織的な対
応をしていく。

全校で定期的にアンケートを実施し、いじめの早期発見、早期
解決に努め、学校いじめ対策委員会が中心となり組織で対応
する。

A

スクールカウンセラー制度や目安箱の設置
など、未然防止や早期発見のための取組を
行う。

スクールカウンセラーによる個人面談や目安箱を活用し、児童
の様子を常に把握しつつ、未然防止や早期発見に努めてい
る。

A

日頃より、電話や連絡帳等で、家庭との連携
を図る。

各学級担任が中心となり、必要に応じて家庭と連携を図り、早
期化対応・早期解決するように努めている。

A

週１回の生活指導夕会において、管理職・各
学年・専科・養護教諭間で、情報共有を図
る。

毎週金曜日の生活指導夕会において、各学級担任がその週
の児童の様子を伝え、情報共有を図る機会を設定している。

A

重点目標

①人権を意識した指導を常に行い、いじめ問題の未然防止に努める。また、人権侵害行為に対し、毅然とした
　 姿勢を示し、児童の指導にあたる。
③保護者、スクールカウンセラーを含め、チーム学校を意識して、情報を共有化することで問題行動の未然
   防止を図る。
⑤いじめ根絶宣言を形骸化することなく、児童の活動を通して浸透させる。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

【課題】
・いじめの未然防止・早期発見に努める。
・全ての教科・領域を通して、人権尊重教育
を進める。
【改善策】
・継続観察している児童について、全教職員
で情報共有する。
・たてわり班活動や行事など、他児とのかか
わりに課題がみられる児童に対する配慮や
見守りを強化するとともに、組織で対応でき
るように体制を整える。
・SNSの安全で正しい活用や管理について、
家庭でも話題にするよう学校から働きかけ
る。SNS学校ルールやSNS家庭ルールにつ
いて近隣校と連携を図り、生活指導委員会
が中心となって作成していく。


