
令和２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。）

校区教育協働委員会

品川区立第三日野小学校 校長 　𠮷川　信次

第三日野小学校校区教育協働委員会 委員長 　矢口　徹也

　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。
　(5) 特色ある教育活動に関すること。

　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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令和２年度　学校評価　品川区立第三日野小学校

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

漢字テストで80点以上を90%以上の児童に達成させる
ようにする。計算テストでは90点以上を90%以上の児童
が達成できるようにする。

達成している。 A

①
マイタイムを中心に２学期末までに、ことの
はノートが終わるようにする。

２学期末までにことのはノートが終わり、３学期は復習に取り
組むことができた。 A

年間１５回程度の品川地域未来塾（寺子屋）
を計画的に実施し、繰り返し学習で計算力の
定着を図る。

年間２２回の地域未来塾を実施することができた。 A

個々の総合的な学力の向上を図り、品川区
学力定着度調査は全国平均より１０点高い
得点を獲得するようにする。

品川区学力定着度調査では、算数科は全国平均より正答率
が１０ポイント近く高い学年が多かったが、その他の教科は６
～９ポイントと高いポイントだった。

B

②
算数科における習熟度別学習および少人数
学習、指導助手を活用し、個々の力を伸ば
す。

少人数担当と各学年との打合せを密に行い、個別支援が必
要とする児童に対して細やかな指導ができた。 A

社会及び理科専科によるきめ細かい教科指
導を行う。

理科では、専科による年間を通して見通しをもった学習計画と
実験及び観察などのスムーズな準備により、児童の実態に応
じた学習活動を展開することができた。

A

図書の通常の貸出数を1回３冊とし、各期間
によって貸出数を増やし、読書を推奨する。

読書週間では、学校図書館スタッフと委員会活動が協力して
「Ｇｏ to　図書館キャンペーン」を開催するなど、児童の主体性
を大切にした読書活動の推進を図った。

A

１-４年生については月６冊、５．６年生につ
いては月２冊以上の読書に取り組ませる。

学級により達成率が異なるが、全体を通して昨年度より一人
当たりの読書冊数は増えている。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

学力定着度調査での平均正答率が概ね高い一
方で、平均正答率より１０ポイント以上低い正答
率の児童が１０～１５％いるので、地域未来塾や
担任の個別指導が必要。理科は、専科の専門性
を生かした学習活動が展開できたが、社会科に
関しては、講師による授業を展開してきたが、講
師対応の為毎年担当者が変わり、児童の実態に
応じた学習活動を展開することが難しかった。

今後も学校図書館スタッフと委員会活動が連携し
て、児童が主体的に読書や学校図書館に親しむ
ことができるような活動を継続していく。コロナ禍
で休み時間の図書館利用が少ない状況だが、授
業時間に図書館スタッフからの読み聞かせやブッ
クトークなどを通して、今後も児童の読書意欲が
向上できるようにしていく。

③

【基本的な考え】
◇児童が生涯にわたって学び続けようとする態度とそれを支える知識、技能を習得させる。
◇身に付けさせたい力：読み、書き、計算の力、及び考える力
【重点的な実践内容】
・個別指導時間のマイタイム、品川地域未来塾、寺子屋などで補充学習を充実させる。
・算数科の少人数習熟度別学習（３～６年・非常勤講師によるサンライト教室１・２年生）、指導助手によるきめ細やかな指導（１～５年生）を行う。
・講師による教科担任制。加配教員による理科（５～６年生）を行う。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

R３年度以降も、マイタイムを活用してことの
はノートを２学期末までに終わるように取り
組み、３学期以降は既習事項の定着及び活
用に向けて学習活動を展開できるようにして
いく。地域未来塾についてもCSを中心に計
画的に実施し、児童の実態に応じた個別支
援を展開できるようにしていく。



令和２年度　学校評価　品川区立第三日野小学校

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

3年生以上の自己評価で遵守率の平均が
70%を上回るようにする。

校内での過ごし方については、おおむね約束を守って生活す
ることができた。 A

「三日野子どもの約束・生活の場面」を守る
よう指導する。

全教職員の共通理解の下に指導を行った。看護当番を中心
に生活の様子を見守り及び問題が起きたときには適切な指導
を行った。

A

学校公開のアンケートで挨拶についての肯
定的な評価が85%を上回るようにする。

上回っている。(88％） A

挨拶や礼儀、場に応じた行動等、しつけるべ
きことをしっかり指導する。

３学期は生活指導部で「あいさつ名人」を表彰したり、各学級
で靴箱の整理整頓に取り組んだりすることができた。 A

教師自らが日頃から手本となる挨拶・言葉遣
いを行い、言語環境を整える。

教員からすすんで児童に挨拶をしたり、丁寧な言葉遣いを心
掛けて児童に接したりしている。 A

市民科で学んだことが日常的に実践でき、
市民科授業地区公開講座のアンケートで肯
定的評価が８０％を上回るようにする。

市民科授業地区公開講座を実施することができなかったの
で、学校便りで各学年の市民科の授業の様子を保護者に伝え
た。

B

人間関係形成領域では友達とのかかわり方
などの授業を計画的に展開する。

２学期、３学期は計画に沿った学習活動を展開することができ
た。 A

自治的活動では、社会的な判断や行動がと
れるように授業で学ばせる。

行事等、学校全体で取り組むことができなかったが、各学年で
自治的活動をねらいとした学習活動を展開することができた。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

市民科授業地区公開講座が実施できなかっ
た為、保護者からのアンケートによる評価を
得ることができなかった。R３年度は、何らか
の形で、保護者から市民科の学習に対する
評価を得られるようにしていきたい。

【基本的な考え】
◇相手を思いやる心、自他の生命や人権を尊重する心、感動する心、自分の生き方を深く見つめさせ、他者を理解し尊重する態度を身に付けさせる。
◇身に付けさせたい力：人権尊重、場に応じた言動、精神的・身体的なたくましさ、表現力、コミュニケーション能力など
【重点的な実践内容】
・規範意識や生活に関するルールを守る行動力の育成（啓発・指導）
・年間指導計画に沿った、計画的な市民科学習の取り組みと指導の充実
・場に応じた礼儀を身に付けるための日常的なあいさつ指導

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

児童がルールを守れていないときに、教員によっ
て指導に温度差がある実態があった。「三日野子
どもの約束」を教職員一人一人が理解し、どの教
員でも同じ認識のもとで指導ができるようにしてい
く。

②

登校時間や休み時間にすれ違うときに、自ら
挨拶できる児童が多いと感じる。「あいさつ
名人」の取組も、児童の意欲付けの一つに
なっている。R３年度は、委員会活動と連携し
た活動にし、児童の主体的な活動として展開
する。



令和２年度　学校評価　品川区立第三日野小学校

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

力いっぱい運動し、楽しんで体育学習に取り
組んでいるという肯定的な自己評価が８０％
になるようにする。

各学年で取り組んでいる体育の学習カードから、「すすんで学
習に取り組んでいる」と自己の取組を肯定的に評価する児童
が多いことが分かった。

A

①
友達とのかかわりをもち楽しみながら運動量
を十分確保した授業を行う。

コロナ禍において、運動量を確保することができたが、従来の
ような教え合い活動を展開することが難しかった。 B

テクニカルアドバイザーを活用し、個に応じ
た指導を展開する。

テクニカルアドバイザーには、一斉指導では理解が難しい児
童について技能面で個別指導を任せ、個に応じた指導を展開
することができた。

A

縄跳びや個人カードの記録が前学年より伸
びる児童が８０％になることを目指す。

今年度から毎年クラス替えを行ったり、学校統一の縄跳び
カードなどでの取り組みができなかったりしたため為、正確に
見取ることはできなかった。

B

②
日常の中で運動に親しむ機会をもたせ、体
力・運動能力向上に努めるスポーツトライア
ルで運動の日常化を図る。

休校中や分散登校時には、ワンミニッツエクササイズを推奨
し、児童の健康安全の向上を図った。 A

縄とび（短・長）や持久走に親しませ、体力向
上を図る。

なわとび週間を設定し、校内統一のなわとびカードを配布した
り委員会活動を通して運動を推進したりして、意欲向上を図っ
た。

A

給食の残飯率を１０％以下にする。
お昼の放送を活用した献立紹介や、各学級での指導の結果、
平均して５パーセント未満となっている。 A

食に関する知識や心構えを高めるための啓
発教材を活用した指導を行う。

低学年ではトウモロコシの皮むきやグリーンピースさやむきな
どが、実施できなかったが、毎月の給食便りで食に関する知
識などを発信することができた。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

【基本的な考え】
◇児童が生涯にわたって、運動に親しむ資質や能力の基礎を育て、体力の向上や健康の保持増進を図る。
【重点的な実践内容】
・テクニカルアドバイザーを活用し、興味・関心を高め楽しさを味わわせる授業を展開し、体力・運動技能の向上を図る。
・ワンミニッツエクササイズやスポーツトライアルを実施し、日常的に運動に取り組ませる。
・食育の学習を通して食や健康に関する知識や関心を高めさせる。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

③

体育科の学習においては、今後も制限があ
る中での取組になることが予想される。低学
年を中心にテクニカルアドバイザーを有効活
用して、児童一人一人の運動量が確保でき
る場の設定を行い、運動の楽しさを味わわ
せる。友達の関わりついては、タブレットで互
いの動きを撮影して教え合ったり、技能習得
についてはお手本動画や自分の動きをタブ
レットで確認するなどして、ICTを有効活用し
ていく。
令和３年度も、なわとび週間を設定し、全校
で取り組むことで、運動への意欲向上を図
る。持久走については、各学年の授業の中
で、一人一人が目標を設定して取り組めるよ
うにしていく。

給食委員会による献立紹介や各学級での指導を
通して、食に関する知識を高めるとともに、給食を
残さず美味しくいただけるようにしていく。



令和２年度　学校評価　品川区立第三日野小学校

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

生活アンケートの「友だちから悪口を言われ
る」「友だちをからかうことがある」の項目を１
０％以下とする。

「友だちから悪口を言われる」⇒９．５％「友だちをからかうこと
がある」⇒７％だが、各学級により状況が異なるので、今後も
児童の様子を把握しながら実態に応じた指導を続ける。

A

市民科を中心に、いじめ防止や正しい人権
意識を育てるよう指導する。

市民科「人間関係形成」領域の学習では、自他理解やコミュニ
ケーション能力を育み、いじめ防止への意識を高めている。 A

生活アンケートや児童観察でいじめの早期
発見・早期対応により、いじめの解消率を１０
０％とする。

生活アンケートや日々の児童観察を通して、いじめにつながる
ような行動を早期に指導している。 A

名実ともに開かれた学校になるようにしてい
じめの芽を摘み、誰もが安心して教室に向か
えるようにする。

教室に行くことに困難を感じる児童には、養護教諭や管理職
が児童の気持ちに寄り添い、教室に行けるように支援してい
る。

A

生活アンケートやHyper-QUを実施し、学級
の人間関係を主観的要素でも客観的要素で
も把握できるようにする。

アンケート結果などを基に、実態を把握している。 A

いじめ対策委員会を組織するとともに児童や
保護者、担任が情報を迅速に共有・相談で
きる雰囲気づくりをする。

スクールカウンセラー、巡回相談員、心理士、ハーツ、児童相
談所、子ども家庭支援センターなどと連携を図っている。 A

スクールカウンセラー、ハーツ等関係諸機
関、PTAとの連携や協力を仰ぎ、早期解決で
きる体制を強化する。

報告・連絡・相談を徹底し、いじめにつながる小さな芽を学年・
学校全体で情報共有している。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

重点目標

【基本的な考え】
◇複数の教員の目で児童の変化をいち早く察していじめを早期に発見する。いじめが生じた際は早期に対応する。
◇地域や家庭と連携し、いじめ根絶の取組をしていく。
【具体的な内容】
・いじめは許されないとの強い意識をもち、日々の教育活動全体をとおしていじめの発見や指導・助言、啓発を随時行う。
・「生活アンケート」などで相談や個別にみていく必要のある児童に対しては、継続的に状況を確認していく。
・学校におけるいじめへの対応やいじめ問題の重要性を地域や保護者に伝え、家庭や地域と連携協力を図る。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

生活アンケートの結果は、各学級の様子を
学校全体で共有し、生活指導部を中心に実
態に応じた指導ができるようにしていく。市民
科では、授業中に学んだことを日常生活で
実践し、児童が振り返り「いじめ防止」への意
識が高まるようにしていく。

児童の日常生活の様子や生活アンケート及
びhyper-QUなどの結果を基に、いじめにつ
ながるような行動を早期に発見し、対応して
いく。どんなに小さいな出来事にも担任は生
活指導主任や管理職に報告し、生活指導夕
会などを通して学校全体で把握及び指導で
きるようにしていく。スクールカウンセラーや
巡回相談員は、児童や保護者と面談した内
容について日常的に担任と情報を共有でき
ているので、今後も継続して児童理解につな
げていく。



令和２年度　学校評価　品川区立第三日野小学校 公開

評価項目５　（特色ある教育活動に関すること）

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

学校地域コーディネーターを中心に校区教育協働委員
会や学校地域支援本部を円滑に機能させ、教育活動
の充実を図る。

２学期以降は、ＣＳコーディネーターを中心に、地域未来塾を
開催し、教育活動の充実を図ることができた。 A

学校支援ボランティアによる教育活動の支
援や教育環境の整備を組織的に行う。

ＣＳコーディネーターが、次年度の１年生の見守りボランティア
の計画を立て、入学初期の１年生の安全指導を支える準備が
できた。

A

校区教育協働委員会は学校運営に参画し、
有効な支援活動を企画する。

コロナ禍における教育活動について、理解を得ることができ
た。 A

自主的・主体的な教育活動の場を設けるよう
指導計画を立て、また豊かな感性と創造性
をはぐくむため芸術教科の充実を図る。

展覧会では、学校全体を開催場所にすることで児童の表現活
動の場を充実させることができた。 A

自主的・主体的に活動する高学年の目標を
全体で共有し、低学年中学年それぞれの段
階の目標が達成できるようにする。

市民科を中心に、各学年の発達段階や児童の興味関心に応
じた自治的活動に取り組むことができた。 A

表現運動発表会、展覧会、音楽会(ビデオ発
表） を実施し、当日の表現だけでなく過程に
ついても評価が得られるようにする。

ワークシートによる自己評価や担任や専科教員による児童一
人一人の変容について見取り、児童にフィードバックししてい
る。

A

オリンピック・パラリンピック教育を通して国
際理解を高める。

インターネットや本などを通して、各学年の発達段階に応じた
国際理解教育を実施することができた。 A

近隣大使館（インドネシア・タジキスタン・コロ
ンビア）との交流や夢・未来プロジェクトを年
間に２回程度行う。

夢・未来プロジェクトでは、車椅子バスケット選手との交流を図
ることができた。 B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

【基本的な考え】
◇一人一人の児童の個性や能力に応じた指導体制や授業方法をとり、適切な学習環境･生活環境を作る。
◇より自主的・主体的な教育活動を進め、児童の創造性を伸ばす。
【具体的な内容】
・感性を育てる、音楽科・図画工作科指導を充実させる。
・異年齢の方々と触れ合う機会を積極的に設ける。
・体力向上のほか国際理解やおもてなしなどバランスのとれたオリンピック　・パラリンピック教育を推進する。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

地域未来塾については、CSコーディネーター
が児童の各担任と連携しながら、児童の実
態に応じた活動を展開することができた。ボ
ランティアについては、学校側で必要感のあ
るボランティア活動については、今後もでき
る範囲で継続していく。校区教育協働委員会
については、管理職だけでなく１年に１回は
教員全員が参加し、教育活動がさらに活発
になるような会にしていく。

コロナ禍においても開催可能な発表の場を
設定し、豊かな感性と想像力が育めるようし
ていく。学習カードなどを通して、児童が自己
のめあてに向かって取り組んできたことや頑
張ってきたことなどを評価し、主体的に学習
に取り組む力を育めるようにする。

直接交流が難しい状況なので、インターネットや
情報誌などを活用して、国際理解教育を推進して
いく。
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③


