
平成28年度　校区外部評価

自己評価表（最終まとめ）

学校名 浅間台小学校

【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
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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

・年間指導計画に基づいて市民科
の授業が行なわれている。学級掲
示などを活用し指導の実際を知ら
せる工夫も考えられる。
・学年を追う毎にレベルが上がるよ
うに設定され工夫されている。ま
た、たて割り活動は多様な人間関
係を学ぶ場となっている。

・校内で互いに声を掛け合い、休み
時間には一緒に遊ぶ場面が見ら
れ、よりよい人間関係が築けている
と思われる。
・個々の特性により、人間関係の構
築が難しいと思われる児童につい
ては、教師が間に入って道筋を立
てるなど支援を行って、対応してい
る。

生活アンケートの結果から人間
関係にかかわる項目の平均が７
５％となるようにする。

・校庭で異学年で遊ぶ姿がみられ
る。単学級には長期間かけて児童
同士が試行錯誤を繰り返して人間
関係を最適化していける良さがあ
る。
・たて割り活動、学年合同の行事等
を通じて他学年とも親しく交流し、
学年を超えて遊ぶ姿がみられる。

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

・浅間台小学校の教員は、児童の
見本になっていなければならないと
常に考え、模範を示している。率先
して挨拶を行い、児童の挨拶にも
答えている。

・「登下校時のあいさつ」「廊下での
会釈」などについても率先して範を
示している。児童も教師を見習い礼
儀正しく元気にあいさつができてい
る。
・部外者に対しても丁寧にあいさつ
をしてくれる。
・家庭のしつけの重要性を感じる。

②
③

授業規律が守られ、教師は必要
に応じた対応をしている。

統一した授業のきまりを作成し、
６５％の児童ができているを基
準とする。

下段：成果指標

　集団となれば個性も様々であり、また、
支援を要する児童も一緒に生活する。自
分を大切にするのと共に相手を尊重して
いくことが求められる。自己有用感をもた
せていく機会を工夫すると共に他人を思
いやる心が育まれるよう、様々な交流の
機会を意図的に設けていく。

・６年生はチャイムのなる前から自主
的に学習の構えができている。低学年
においても学習の構えが習慣づけら
れるように教員が工夫指導している。
・児童は授業内容にも関心が高く教員
の話を聴こうとしている。
・廊下から授業を見る限り、児童は落
ち着いた授業態度で学習に臨んでい
る。

　楽しく学習することが大切であるが、前
提として授業規律の徹底が必要である。
各学級の個々の児童への対応により全
体の指導が止まってしまうことが常態化
することがないよう、校内での体制を整え
ていく。

評価項目２　　社会性・人間性の育成

①
②
③

学校は、市民科の授業を計画的
に実施している。

　学校においては、児童は教師の言葉遣
いや行動を常に見て、聞いて、それを範と
して育っていく。感情に左右されることなく
常に教師としての冷静さとけじめを意識
し、常識ある言葉遣いや行動を示してい
く。
　また、挨拶は教師自ら率先して行い、明
るく元気な教職員というイメージが醸成さ
れるよう心掛けていく。

・児童はチャイムと同時に着席し学習
用具を出して教師を待つ習慣が身に
ついている。また、各学級では授業開
始時に授業中の姿勢・挙手・応答など
規律を確認する指導が徹底している。
・今後、古典暗唱等の取り組みを通じ
て言語能力が高まることを期待する。

　言語能力の向上は日々の積み重ねに
よって身につくものであるため、各学年、
専科の授業において各教師が同様のス
タンスで児童への指導に当たっていくこと
を心掛け、学校全体で歩調をそろえた指
導を心掛けていく。
　また、保護者会や学校便りなどを通して
家庭でもけじめのある言葉遣いができる
よう協力を呼び掛けていく。

・授業を行う際、ねらいに即して授業を
することは、重要なポイントと認識して
行っている。すべての児童の意欲を高
めるために、研究授業に取り組んだり
研究会に参加したりして工夫を重ねて
いる。

・教師間で毎時のねらいを明確にして
授業に臨む申し合わせが徹底してい
る。また、学習意欲を高めるための発
問､資料提示､板書などの工夫に加
え、積極的に研究授業や研究会に取
り組み授業に反映させている。

　今年度は校内研究でもねらいを明確に
することを意識してきた。しかし、教師の
力量にも差があるのは事実であり、校内
研修を重視し、学校全体としての授業の
質を高めていくように努める。

各教科で言語能力向上を意識し
た授業を行い、基礎基本の学習
を身に着ける。

・浅間台小学校のすべての教員は、
授業規律を守ることは、よりよい授業
を成立させるための土台作りであると
考え、授業に取り組んでいる。
・毎週金曜日の夕会等は、各学年の
児童の様子を報告し合いながら、学習
規律の徹底についてのアイデアが紹
介されたり、アドバイスを求めたりする
場ともなっている。

・学校全体の雰囲気として、日々の生
活指導で、根気強く指導し、自然な形
で学習規律ができあがってきている。
しかし、基礎基本の学習と言語能力の
向上の具体的な指導方法については
今後も工夫が必要と考える。古典暗唱
は学校の特色として根付き、子供たち
の意識の中にも浸透している。

次年度に向けた
校長の態度表明

　国では道徳の教科化が決まっているが
品川区においては市民科を通じて道徳性
や道徳的な心情、実践力を育てている。
年間計画に基づいて体験的な活動などを
取り入れながら確実に市民科の授業を実
施していく。児童は、市民科で学んだことを

生活に生かそうとしている。

よりよい人間関係が児童間に構
築されている。

全ての児童が10分の古典暗唱
に取り組み、言語能力を高め課
題意識を持った学習に取り組む
ことができる。

下段：成果指標

・教育計画の年間指導計画に基づ
いて授業を計画的に行っている。市
民科授業地区公開講座等を通し
て、各学級の実践を公開している
が、ステップの段階をふんだ指導の
様子を、学級の掲示を利用していく
など更にくふうできると考える。

○乳幼児、異学年、高齢者、障害者、外国籍の人達との交流等、様々な人と関わる体験学習を多く取り入れ、直接交流する体験によって人の思いや立場を正
しく理解させる。また、発達障害の児童とのかかわりを通して、様々な人と共に生きる「共生」の心を持ち実践できる力を育てたい。
○市民科の学習を通じて、望ましい学習規律の中で、共に学級目標の達成を目指して、一人一人違いを認め合い、心を合わせて共に生きる「共生の学級集団
づくり」を進める。また、一人一人の人権を大事にし、態度で示せる力を身に付けることによって、思いやりのある児童の育成を目指す。
＜重点＞
①人と関わる体験学習や交流活動を通して、コミュニケーション能力を向上させ、出生・年齢・性別・人種の違いや障害のある人たちと差別のない共生社会を共
に作る意識や態度を身に付ける。
②異学年での交流、保護者・地域と共に学ぶ学習、異文化交流、幼稚園・保育園や高齢者との交流を積極的にすすめる。
③学校行事においては、児童に人と関わる力が付けられたのかを行事毎に検証し、取り組み方を振り返る。

次年度に向けた
校長の態度表明

あいさつに加え、言葉遣い、礼
儀、場に応じた行動などをとるこ
とができる。

学校による自己評価評
価
指
標

①
④

②
⑤

③

上段：取組指標

評
価
指
標

教師は、ねらいを明確にし、基
礎基本の定着を図り、個に対応
した授業を工夫している。

毎時のねらいをビジュアル化し
た分かる授業の工夫、習熟度に
応じた授業を行うことができてい
る。

○各教科の基礎・基本の内容を押さえ、個に応じた繰り返しの指導と評価を継続し、一人一人の基礎学力の定着・向上を図るために、組織的に対応する。
○問題解決的な学習や体験学習を重視し、課題意識をもって意欲的に挑戦する学習態度や学んだことを活用する力を身に付けさせる。
＜重点＞
①言語能力向上拠点校として、教科学習において図書館を活用した調べ学習を重視し、分かったことや調べたことを豊かに表現できる児童の育成を目指す。
②第１・３土曜授業日の１・２校時は「土曜チャレンジタイム」の時間とし、全学年で年間２０時間程度、国語や算数の習熟度に応じた課題別の学習を行う。
③学年の発達段階に応じて、東海グループの学習のきまりを徹底し、学習習慣に関する指導を全校で統一し、東海グループの小学校と情報を共有しながら指
導を継続する。
④毎週（火）（木）（金）の１５分間を「朝学習」の時間として古典暗唱指導を行い、毎朝１０分間を１・２年生は「サントレ学習」、３年生以上は「読書タイム」を設け
て言語能力向上のための取組を推進する。
⑤時間割編成を工夫し、専科教員や習熟度別学習指導助手を配置して、複数の教員で各学級の教科指導を進める時間を設ける。また、３年生以上の算数に
おいては、担任と加配教員による１学級２分割の習熟度別少人数指導を行う。
⑥学習に特別な支援を要する児童には、学習支援員や介助員を配置し、落ち着いて学習に取り組める環境を整える。また、通級学級とも情報交換を密にして、
個別の学習課題にも双方で対応していく。

評価項目１ 　基礎学力の定着

本校の基本的な考え方

①
②

社会性、人間性の育成の基本
にあいさつに重点ををおき、教
育活動の場で適切に指導してい
る。
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③
④

学校は、校内外の掲示板を有効
に活用して、環境整備を進めて
いる。

　校内環境を整えていくことは児童の学
校生活の安定にも大きく影響する。各掲
示板の活用計画を年度当初に確認し、1
年を通じて工夫して掲示していくことがで
きるようにする。

　日常の生活を送る学校施設の安全点検
はもちろん、火事、地震、津波などの災害
を想定した避難訓練に加え、不審者の侵
入に備えた訓練も年間計画に入れて、子
供たちの安全に配慮をした教育活動を
行っていく。

・「きれいで過ごしやすい環境整備」を踏
まえ全教職員が率先して環境美化に努め
ている。今後は職員室・印刷室などの先
生が使う部屋の美化にも努めてもらいた
い。
・主事さんが一人にもかかわらず隅々ま
で清掃が行き届いている。

　学級数、児童数が少ないため清掃箇所
には限りがあるが各学級の受け持ち場所
については担任の指導の下、児童が熱
心に清掃を行っており、様々な機会を通じ
て児童の姿勢や取組の様子を認めてい
く。教育活動後の後始末についても責任
をもって果たしていかれるようにお互いに
声をかけていく。

・年間計画に沿って計画的に掲示が分担
されている。校外への展示を含め掲示板
を有効利用することができている。
・校内掲示板活用計画と実態とがうまく
合っていないところもある。来年度はさら
に見直しを進めていきたい。

・校内掲示板活用計画を作成しており、月
毎の生活目標の掲示をはじめ、日々の教
育活動を取り上げ掲示するなど意識の継
続かを図り環境整備に努めている。
・校内掲示物は常に更新されており、学
校で取り組まれている現在の様子がよく
伝わる。保健室前の掲示は毎回楽しみで
ある。

月毎の担当者を決めて定期的
に学習内容・生活目標の掲示内
容を変えることができた。

②

・市民科を通じ、自ら使うところの環境を
整えていくことを学び、教育環境を整える
ことができている。その活動の一部として
たてわり班清掃を取り入れ、６年生がリー
ダーシップを取って環境整備にかかわる
ことができた。

学校は、清掃指導を適切に行
い、環境美化の努力をしてい
る。

　小中一貫の教育要領や、東海グループ
としての小中一貫に基づいた教育課程等
は保護者や地域にとってはわかりにくい。
取組内容について保護者会やホーム
ページ等を通してわかりやすく説明するよ
うに努めていく。

①
②

小中一貫教育の制度的な意味を児童が
理解することは難しいが、同じ東海グ
ループの小学校同士で、また中学校と一
緒に等の学習活動が児童にとって有意義
で楽しみなものとなるように内容を充実さ
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
②

学校は、常に、児童・生徒の安
全に配慮している。

・登下校の安全指導や交通安全指導を品
川警察のスクールサポーターと連携をし
ながら進めることができた。また、災害に
備え、火事・地震・津波を想定した避難訓
練を行うことができた。

・毎月の避難訓練は、大幅な見直しを行
い、実際の災害に備えたものとなったこと
聞いた。継続してＰＤＣＡを行い安全指導
を図ってもらいたい。

施設安全点検、避難訓練を毎月
行うことができた。

下段：成果指標

・保護者会や学校説明会、ホームペー
ジ、学校便り等を通して小中一貫教育の
よさを発信し、理解してもらうように努める
ことができている。

・東海グループでの活動の様子や成果、
小中一貫教育のよさを積極的に発信して
いる。今後、保護者会や学校便りなどで
積極的に話題として取り上げ、さらなる理
解を促したい。

評価項目４ 　環境整備・美化

・PTA実行委員会や父親の会（ダディー
ズ）、地域センターや町会の方々との協
力体制ができている。
・地域行事に学校施設を開放するだけで
はなく、多くの教員が参加し行事を盛り上
げてくれる。
・ＣＳに向けて人材の確保が進んでいると
聞いた。

③

ＰＴＡ、地域人材と協力した学校
運営ができている。

・保護者会や学校説明会、ホームペー
ジ、学校便り等を通して小中一貫教育の
よさを発信し、理解してもらうように努める
ことができている。

コミュニティスクールの推進を具
体的に進められている。（学校
地域コーディネーター等の人材
確保）

評価項目３ 　保護者・地域との連携

本校の基本的な考え方

【東海グループ】の基本方針・指導の重点
○「論理的に考える力」を基盤とした学力を育成する。
○「礼節」を重んじる態度を形成する。
＜重点＞
①9年間を見通した教育の取組を東海グループで構築して子供たちの育成に取り組む。
②社会の一員として､礼儀作法の習得(対人関係、自己の確立)､正しい言葉遣い(規範意識、他者尊重)､節度ある生活習慣づくり(自己責任)を育成していく。
③教員、保護者、地域は、信頼関係を築き互いに協力して子供たちの育成に取り組む。

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

上段：取組指標 学校による自己評価

たてわり班清掃を取り入れ環境
美化の意識を高めることができ
た。

・日々の指導は小中一貫教育要領を踏ま
えて進めている。今後、指導内容や重点
項目などについて教員が共通理解を更に
深めるための研修が期待される。
・区独自の教科書や副教材を充分に活用
して小中一貫教育カリキュラムに沿った
指導が行われている。

①
②

小中一貫教育要領に基づいた
指導をしている。

・概ね小中一貫教育要領に基づき指導を
進めている。指導内容や重点項目など、
教員の共通理解をさらに深めていく。
・小小交流、部活動交流、クリーンレン
ジャー等を通して、小中一貫教育は伝
わってきている。よさを実感するまでには
至っていないところがある。

学校便り、学年便り、ホームペー
ジを活用して取組の内容を伝え
る。

学校は、保護者・地域に、小中
一貫教育のよさを理解してもらう
努力をしている。

小中一貫教育のよさが、児童に
伝わっている。

本校の基本的な考え方

<方針＞
児童が安心して学校生活が送れるよう、校内外を清掃が行き届いた綺麗で過ごしやすい環境に整備していく。また、毎日安心して学校に通えるよう、温かな人
間関係のある環境作りに努める。
＜具体策＞
①毎日の職務内容として用務主事には校内安全点検での重点箇所を知らせ、隅々まで清掃が行き渡るようにしていく。
②副校長の毎日の安全点検の他に、毎月教職員全員で安全点検を行い、危険な箇所等については即修繕をして児童の安全を確保する。
③校内には、児童が授業で取り組んだ内容や絵画等の作品を計画的に掲示し、常に学習の様子が分かる環境を整える。
④全校朝会での週目標の提示や生活指導目標を掲示して意識の継続化を図る。

評
価
指
標

　市民科を含め本校の教育課程は品川
区の小中一貫教育要領に基づいて作成・
実施されている。品川区独自の教科や取
り組みがあるため他区から異動してきた
教員に対しては校内において研修を実施
し、理解を深めるようにする。



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

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

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

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

・年間を通しての保護者の図書ボラ
ンティア活動や地域の方の専門性
を生かした出前授業など、本年度も
多くの方の協力を得て、教育活動
を展開することができている。

・図書ボランティア、出前授業などの協力
体制ができている。
・学校の雰囲気がよく、教職員の誠意と熱
意が感じられる。保護者、地域がすすん
で協力したくなる雰囲気がある。
・市民科や行事で十分に活用できてい
る。子供たちも目先が変わることで集中
力が生まれる。

　保育園や特別支援学校との交流活動
は年間を通じて実施しており本校児童に
とっても温かな心を育むうえで大切な機会
である。今年度は交流会に高齢者をお招
きしたが今後は高齢者施設や保育園・幼
稚園を訪問するなどして更に交流の機会
を増やしていく。

年間の計画の中に外部と連携し
た教育活動を行う工夫すること
ができている。

○小規模校の良さを最大限に生かし、質の高い教育を推進することで、自ら考え実践し正しく判断できる児童の育成を図る。また、たてわり班活動と以下の活
動により、本校で目指す児童（学力向上、社会性・人間性の育成、コミュニケーション力）の育成を図る。
〈重点〉
①副担任制を取り入れ、教員が協力して児童一人一人をきめ細かく見取ると共に、教員の資質や指導力の向上を図る。
②地域の方の専門性を生かした出前授業や地域での勤労的体験活動を通して、家庭・地域の教育力の向上を図る。
③古典暗唱に取り組み言語活動の充実を図る。
④校内作品展は、児童・保護者・地域と共に作り上げる内容を継続する。
⑤赤ちゃん交流やあいさつ運動を通して、児童の社会性・豊かな人間性の育成を図る。

下段：成果指標

②
③
④
⑤

学校は、児童一人一人の良さを
生かすために学校独自の教育
活動を展開している。

・みんなの交流会をはじめとした学
校全体としての交流や、各学年ごと
の交流を年間通して行い、近隣の
園や学校との連携した教育活動の
充実に努めることができている。

・「みんなの交流会」の取組はとても良
い。継続発展を願う。
・多種多様な近隣校をもつ立地の強みを
教育活動に生かしている。児童は互いに
よい刺激を受け、人間関係形成を学ぶよ
い機会となっている。教員同士も教育活
動のヒント発見の機会となっている。

　本校独自の保育園や特別支援学校と
の交流活動は、児童一人一人が温かな
心を育むことのできる教育活動である。他
校にない独自性を大切にしながら、さらに
高齢者をお招きしたりして交流活動の発
展を図りたい。学校独自の取り組みを継続して

取り組んでいる。

③
④
⑥

・保護者への連絡が必要な時は、
しっかりと伝え連携を行ってきた。

・アンテナを高くして子供の変化を素早く
察知して、各関係機関や保・幼とも積極的
に情報交換を行い早期発見に努めてほし
い。
・児童、保護者からの相談に素早く丁寧
に対応している。先生方の連携もとれて
いる。

　様々な問題行動やいじめは複雑な要因
が絡んでおり学校や家庭単独では解決
することが難しい。スクールカウンセラー
や関係機関の協力を得ながら保護者と共
通理解を十分に深め、連携して課題の解
決を図っていく。

⑤

児童は、「いじめは許されない行
為」であると認識している。

・個々の自尊感情を高めながら、自
分の言動や行動を客観的に感じた
り、他社の思いを考える時間を意図
的にもつ必要がある。

・日々の指導を通じて児童に「いじめは許
さない」との意識が育成されつつある。し
かし、友人関係にかかわる問題行動、放
課後における遊びの実態などをみると今
後、家庭・地域とも協力して指導の充実に
努めたい。そして、「いじめはダメだ」と言
い続ける指導の共通行動が必要。

　学習理解と同じくいじめが許されない行
為であるという認識は個人によって差が
ある。いじめ防止の指導と並行し、みんな
で仲良くすることで楽しい学校生活を送る
ことができることをより多く体験・実感させ
ていく。いじめに関するアンケート等を

通して児童が許されない行為で
あるという認識を９０％以上にす
る。

○いじめは人間として絶対に許されない行為である。しかし、どの子ども・学級・学校にも起こりうることであるという認識にたち、条例に基づき、一人一人児童に
いじめ防止への理解を深めさせ、よりよい人間関係を築くようにさせる。
＜重点＞
①日々の児童観察や情報交換を全教職員で行う。
②アンケートを定期的に行い、気になる児童へは、管理職を含め複数の教員で聞き取りを行う。
③いじめではないかと疑われる段階で、その情報を管理職を含め全教員で共有する。
④いじめの防止・解決のために、家庭と情報を共有し、家庭の協力も得て対応を進める。
⑤いじめ解消にむけて、市民科学習・全校朝会・児童会活動等で取り組み、いじめは許さないとする学級・学校を築く。
⑥スクールカウンセラー、関係機関とも連携を取り、早期発見を図り、いじめ解消につなげる。

　いじめに関するアンケートを実施したり
目安箱を設置したりしていても問題行動
やいじめについて早期発見できるとは限
らない。日常的に児童に寄り添い、相談・
情報共有の体制をしっかりと調えて組織
的として対応することを重視していく。6月、11月のふれあい月間、生

活アンケートを行うことができ
た。

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
②
③
⑥

評価項目５　　いじめ防止に関する取組

学校は、副担任制の良さを生か
して指導にあたっている。

本校の基本的な考え方

②
④
⑤

外部人材・近隣の幼稚園・保育
園・特別支援学校と連携して教
育活動を工夫している。

評
価
指
標

次年度に向けた
校長の態度表明

①

・特別支援教室が本格実施された
こともあり、複数担任制から副担任
制となったが、以前と同様連携し指
導にあたっている。
・特別支援教室の教員は、校内に
いることが少ないため、物理的に連
携できないこともあった。

・担任一人で悩みを抱えることがないよう
にすることが、子供との信頼関係構築に
つながる。人材の組み合わせの工夫が必
要である。
・通級を利用している児童にとって、通級
学級の先生が副担任となってくれることは
指導上の利点も多い。

　通常学級に在籍する児童に求められる
支援の必要性が増しており、担任一人で
は対応しきれない状況を副担任が補助し
ていく体制を継続していく。特別支援教室
担任は時間的に難しい面もあるが、事務
面での補助や支援を必要とする児童への
対応等を行っていく。

朝の会、帰りの会、給食等で2人
で指導にあたっている。

学校は、児童アンケート等の実
態調査を行い、問題行動の早期
発見や組織的対応を行ってい
る。

・毎週金曜日に行われている生活
指導夕会で、子どもたちの情報交
換を行っている。

・毎週金曜日の情報交換に加え、児童・
保護者を対象としたアンケート調査等を
実施して、問題行動の早期発見や組織的
対応に努めたい。
・気になることを取り上げて、子供の小さ
な変化を全員で協議する場面を毎週持つ
ことは、いじめ未然防止につながってい
る。

下段：成果指標

上段：取組指標

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

評
価
指
標

学校は、保護者と連携しなが
ら、児童の指導にあたっている。

学校による自己評価

問題行動を共有し、保護者と連
携を行った。週1回の生活指導
夕会を開き情報共有した。



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。）

・品川区としても重要な課題と思われる。しかし、小中一貫教育のよさを評価する場合の「小中一貫教育の推進」に示されている具体的な視点が不明確
である。そのため「小中一貫教育のよさが児童に伝わっているか」について、児童のどのような｢行動、意識、姿」を捉えて評価するかについて、まだ小・
中の教師間での共通理解が不十分ではないか。
　浅間台小学校と東海中学校は直線距離で約1.2ｋｍあり、その間に第一京浜国道、私鉄京浜急行線が走っている。そのような地理的な面で両校間の
児童生徒の日常的な交流接触は密ではなく疎遠になりがちと想像される。学校間の連携は地理的・外的条件に左右されるものではないとも考えられる
が、時々の両校の教師間の交流児童生徒の行事などを通しての交流のみでは地理的・外的条件の克服は難しいと思われる。

・特色に古典暗唱を入れておかれるとよい。

・浅間台小学校は、地域の中心としてその存在感を充分に発揮している。

・在園保護者のなかには、“安心”という観点から遠くの一貫校より近くの単独校を選択する保護者が増えている。また、少人数で教員が児童一人一人
を丁寧に見てくることを評価する保護者も多い。

・みんなの交流会での全校児童による古典暗唱は圧巻であった。正しい日本語を発生する行為は、その作品の意味を読み取る他に、日本語の響きの
美しさを感じ、母国を大切に思う気持ちにつながると思われるので、ぜひ続けてほしい。

・福島からの自主避難者が学校でいじめにあうという報道がありました。浅間台小学校にも数人の児童の転入がありましたが、学校でリーダー的存在と
して活躍の場を得て、卒業をしていったと記憶しています。浅間台小学校の日頃の指導の賜物が上述の件に表れている。いじめ防止に関する取組成果
ともに十分の物がある。

・学校の努力は保護者地域に伝わるものの、子供は変化、成長するものである。変化する子供と同じ活動や視点（不易は除く）で成長させることは限ら
れている。今、物前にいる子供に即した教育活動が必要。いかに「今」を大事にするかが勝負だと思う。


