
平成３１年度(令和元年度)　学校評価表

学校評価の流れ（※平成31年度の学校評価が令和2年度および令和3年度の教育活動につながる部分のみ表記しています。）

区学力定着度調査

学校

保護者アンケート
児童・生徒アンケート

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３１年３月２８日教育長決定要綱第８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31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

　80％以上の児童が資料等を活用して自ら
の考えを伝えられるようにすることで、主体
的・対話的で深い学びの実現を目指す。

　おおむね80％の児童が資料を活用した学びの場において、
自分の考えを深めるとともに、他者と考えを伝え合えるように
なってきたと考えられる。

A

　思考力・判断力を育む授業を意図的・計画
的に年間指導計画に位置付ける。

　各教科等の年間指導計画の作成に当たり、研究授業等を通
して、学んだことを生かし伝え合う場の設定に努めている。 B

　区の学力調査で全ての教科において平均
正答率を上回る程度の学力の定着を目指
す。

　区の学力調査において、高学年の理科を除く全ての教科に
おいて、平均正答率を上回る結果を得た。 A

　自己申告の学習指導に関する内容に、学
力向上につながる方策を示す。

　各教員は、児童の理解を深めるためにデジタル教科書等の
ICTを効果的に活用した授業の実践に努めている。 A

　学力調査担当、研究推進委員会の計画を
もとに、東京ベーシック等を活用して習熟度
の確認・結果の分析を行う。

　研究推進委員会の計画を踏まえ、個々の児童について習熟
度を確認するとともに結果を分析し、指導に役立てている。 A

　漢字や計算の基礎的・基本的な内容をくり
返し行い、平均正答率が70％を上回ることを
目指す。

　日々の授業において学校図書館を積極的に活用するととも
に、漢字や計算の基礎的・基本的な内容の指導に努めた結
果、平均正答率が70％を上回る成果を得ている。

A

　漢字ステージや計算・算数教材を計画的に
指導する。

　具体的には、「ことのはノート」や計算ドリル等の教材を計画
的に指導した結果と考えられる。 A

　家庭での学習時間を1・2年生30分、3・4年
生40～50分、5・6年生60分を目安とし、取り
組ませる。

　家庭での学習時間の確保については、学習通信や保護者
会等において具体的に説明することに努め、各家庭の理解を
得て実施している。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

【課題】
　高学年の理科については、体験をもとにした授
業展開を行う。算数は、学年ごとの課題を把握し
た指導を今後も行う。
【改善策】
　理科の授業においては、観察や実験などの体
験を取り入れた授業展開や児童の理解が深まる
ノートのまとめ方を検証する。算数については、
少人数指導を充実させて、学習内容の理解の定
着を図る。

③

【課題】
　高学年の基礎的・基本的な学習内容の定
着率を上げる。
【改善策】
　全ての学年において、漢字や計算などの
課題を計画的に取り組ませる。定期的に小
テストなどで定着度を確認する。家庭と連携
を図る。理解や定着度を確認しながら、指導
の方向性を決めたり、修正したりする。

②

①「主体的・対話的な学びを育てる指導法の工夫」を主題とした校内研究を進め、授業改善を図る。
②全教科において単元のねらいを明確にした授業を展開するとともに、適切な評価とその後の指導に生かしたふり
返りをすることで、基礎的・基本的な学力の定着を図る。
③家庭との連携を密にし、家庭学習を充実させることにより、学習内容の確実な定着を図る。

【課題】
　児童が考えをまとめ、他者との伝え合いに有効
な材料と資料を活用する力を身に付ける。
【改善策】
　意図的・計画的に資料を活用する場面を設定し
た授業を展開する。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



平成31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

　場や相手に応じたあいさつや言葉遣いなど
ができる児童を目指し、保護者からの肯定
的な評価が90％以上得られる。

　児童の80％以上が自主的に場や相手に応じたあいさつ、適
切な言葉遣いができるようになってきている。 B

　生活指導目標や学級指導において、具体
的な場や相手をその都度例を示しながら指
導する。

　児童会や児童朝会などにおいて、場や相手に応じたあいさ
つ・言葉遣いなどについて具体例を挙げて指導した結果と思
われる。

A

　市民科の人権尊重に関わる単元の工夫改
善を図り、学んだことを実践できる力を身に
付けさせる。

　市民科の授業の充実に努めるとともに、全教育活動を通じて
人権尊重教育の充実に努めてきた結果と考えられる。 A

　一貫教育の取組から、6年生全員に自らの
進路について気付きや意識をもたせる。

　一貫教育の趣旨を踏まえ、6年間を通じて自らの進路につい
て考え、意識をもたせる指導の充実に努めてきた。 A

　小中学校の連携の充実と市民科の職業体
験や保幼小の交流を通して、児童自らが成
長を実感できる機会を設定する。

　市民科の学習では、キャリアパスポートを活用するなど児童
が自分の変容や成長をとらえ、自己評価する力を身に付ける
ように指導している。

A

　日本の文化・伝統について理解を深め、そ
のよさを発信できるようにさせる。

　わが国の伝統的な文化に触れ、そのよさを大切にしていこう
とする心情を培っている。 A

　全校児童が10分間以上の古典暗唱ができ
るようにし、日本の文化・伝統への素養を身
に付けさせる。

　全校朝会時に、１学年ずつ暗唱発表を行うこととし、年度末
には全児童が10分間以上の暗唱ができるように指導してい
る。

A

　教育課程の工夫改善を図り、茶道や能・囲
碁等の体験的学習を充実させる。

　年間を通じて古典暗唱のほか、学年に応じ茶道・書道・囲
碁・筝、相撲等の体験学習を実施している。 A

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】
　美しい日本語が自然に使える。
【改善策】
　日本の伝統文化や古典暗唱の学習を通し
て、日本語の美しい響きに触れる機会を増
やす。

①規範意識を高めるとともに社会の一員としての自覚をもたせる。
②個々の発達を踏まえ、自らの進路について意識をもたせる。
③日本の文化・伝統を学び、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

②

①

【課題】
　自ら進んであいさつすることが十分に身に
付いているとはいえない。
【改善策】
　教師や保護者などが率先してあいさつし、
範を示す。児童会を活用し、児童自ら啓発す
る機会を設定する。

【課題】
　市民科や社会科を通して、キャリア教育を進め
ることができたものの、系統性をもたせることに
は、課題がみられた。
【改善策】
　キャリアパスポートの活用を通して、系統的に学
習に取り組めるようにする。



平成31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

　休み時間や体育科の指導の充実を図り、
運動に親しむ資質・能力を養う。

　縄跳びやボール運動など基本的な運動については、休み時
間や体育科の授業において指導し、運動に親しむ資質・能力
を培っている。

A

　体育科の授業において、達成感を味わわ
せる指導の工夫をする。目標設定を明確に
し、スモールステップで取り組ませる。

　体育科の授業では、達成感を味わわせるために、最終目標
を明確にし、スモールステップで取り組んでいる。 A

　体力調査の30％以上の項目で、全国の平
均を上回ることを目指す。

　本校の児童は、体力調査において30％以上の項目につい
て、全国平均を上回る結果を出している。 B

　体育朝会を週時程に位置付け、体育の授
業とは異なる側面から児童の運動への関心
を高める。

　本校では、週時程に体育朝会を位置付けることにより、体育
の授業とは異なる視点に立って児童の運動への関心を高めて
いる。

A

　しながわスポーツトライアルに取り組み、
様々な運動に慣れ親しむことで運動能力を
高める機会を設ける。

　本校では、「しながわスポーツトライアル」に取り組んでおり、
様々な運動に慣れ親しむ経験を積み重ねることで、運動機能
を高める機会を多く与えている。

A

　80％以上の児童が「早寝・早起き・朝ご飯」
の習慣を身に付け、健康な体つくりを意識で
きるようにする。

　健康的な体つくりを意識して生活するために、80％以上の児
童が「早寝・早起き・朝ご飯」の生活習慣を身に付けている。 A

　5月・10月の早寝・早起き・朝ご飯月間中
に、児童に生活を見直す期間を設定し、各項
目80％以上の達成を目指す。

　生活指導を見直す機会として、5月・10月の「早寝・早起き・朝
ご飯」月間を中心に指導を重ねた結果、80％以上の児童が
個々の項目を実践している。

A

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】
　健康について保護者と連携を図る。児童自
らが体つくりを意識して運動に親しんだり、生
活を工夫したりする。
【改善策】
　学校で学んだことを家庭で生かしたり、日
常的に取り組んだりできるように、家庭への
情報共有やカード類の共有をしていく。

①運動に親しむ資質・能力を養う。
②体力の向上を図るとともに、協力・公正な態度を身に付けさせる。
③健康教育を通して、健康な体つくりへの意識を高める。重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

【課題】
　基本的な運動に進んで取り組む。
【改善策】
　基本的な運動が滑らかにできるよう、体力
づくり・健康づくりを家庭と連携して進める。

②

【課題】
　持続力・ボール投げに課題がみられた。
【改善策】
　体育の授業の導入時に校庭を数周走った
り、ボール運動を取り入れたりして、それぞ
れの基礎となる体の動きに慣れさせるととも
に、体力向上を図る。



平成31年度　学校評価　品川区立浅間台小学校

評価項目４　いじめの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

　いじめ問題の未然防止・早期発見に努め
る。

　いじめ問題の未然防止・早期発見を図るために、月例の生
活指導部会において、学級担任は児童の生活指導上の実態
を報告し、意見を交換している。

A

　年間3回以上の児童アンケートや授業を行
う。必要に応じて、学級担任による聞き取り
を実施する。

　児童対象のアンケートを年間3回以上実施しており、その結果を教師が共
有するとともに、日常の生活指導に生かしている。また、月例の生活指導部
において、学級担任に聞き取りを継続的に行っている。 A

　いじめは絶対に許されない行為であること
を児童に理解させる。

　市民科での授業はもとより、校長講話、生活指導主任の話
などにおいて、児童に「いじめは絶対に許されない行為」であ
ることを理解させている。

A

　いじめ防止の授業を年間を通して計画的に位置付
け、児童に理解させるとともに、教員への情報提供がし
やすい雰囲気づくりをさせる。

　年間指導計画に「いじめ防止」の授業を計画的に位置付け
ており、児童への徹底を図るとともに、校内で情報交換がしや
すい雰囲気をつくることに努めている。

A

　児童主体の取組を実践して、内発的な防
止に努めさせる。

　いじめの内発的な防止に向け、児童会活動などにおいて児
童が主体的に取り組む機会と場を設け、成果をあげている。 B

　学校・地域・保護者が一体となって情報共
有を行う。

　いじめ問題を解消するために、学校・地域・保護者の三者が
一体となって情報を共有するとともに、対応に努めている。 A

　目安箱やスクールカウンセラーの活用を充
実させる。

　いじめ問題の未然防止・早期発見を図るため、目安箱の設
置と活用、スクールカウンセラー及び他の機関などとも連携す
るなど、早めの対応・解決に努めている。

A

　週1回の生活指導夕会で児童の情報共有
を行う。必要に応じて、保護者に連絡・相談
をし、早期発見・対応に努める。

　毎週行われる生活指導夕会において、生活指導上の諸問題
について教職員間で情報を共有し、必要に応じて保護者に連
絡するなど、早期発見と指導の充実に努めている。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

【課題】
　他者と関わる行事や集会などを通して、他
者との関わりに課題がみられる児童への指
導の充実を図る。教員が組織で対応できる
ように体制を整える。
【改善策】
　児童会によるいじめ防止の啓発集会を引
継ぎ、定着させる。教員研修を年３回行う。

③

【課題】
　スクールカウンセラーの活用や面談しやす
い環境づくり、児童・保護者への周知の仕方
を工夫する。
【改善策】
　毎月、スクールカウンセラー便りを発行す
る。教員と連携を図り、児童が相談しやすい
雰囲気をつくり、相談体制を整える。

重点目標

①いじめ問題の未然防止・早期発見に努める。
②人権尊重教育を充実させ、いじめは絶対に許されない行為であることを児童に理解させる。
③学校・地域・保護者が一体となって情報共有を行い、問題行動の未然防止を図る。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

【課題】
　今後もいじめの早期発見・未然防止に努める。
【改善策】
　年３回行う児童アンケートをもとに、学級担任が
聞き取り、その後生活指導部で確認する。


