
【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名
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学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。

3



評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名
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学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。

2



評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名
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学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。

3



評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名
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学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。

2



評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④

5



その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名
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学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。

2



評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名
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学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。
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評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。

3



評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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【最終まとめ】

平成２４年度　校区外部評価

学校評価表（改訂版）

品川区立第四日野小学校

【学校評価表の作成および評価にあたっての留意事項】

○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。
　また、教育委員会事務局が示した「評価指標（黄色い部分）」のほかに、各学校で、
　必要に応じて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。

○この学校評価表の内容については、５月に各学校で行われる「学校評価説明会」において、
　校区外部評価委員の方々にご説明ください。また、その際には、学校経営方針（中期目標や
　今年度の重点など）について詳しく説明するとともに、評価を行うに当たって必要となる資料
　（昨年度の成果や今年度の取組など）を評価委員の方々に提示してください。
　なお、評価の参考となる資料については、年度当初だけでなく、年間を通して、随時
　評価委員の方々に提供するようにしてください。

○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、書式は任意）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、遠慮なく学校にご請求くださいますよう
　お願いいたします。

学校名

1



学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
授業の始まりと終わりの挨拶の徹
底によって児童の学習への態度
が着実に備わってきている。

Ｂ 随分と改善されてきた。今後も継
続した指導を期待したい。

Ａ
子どもたちの反応や授業のねらい
に応じてメリハリの利いた指導が
展開されている。

Ｂ 教科や単元に応じて工夫されてい
る。

Ａ
学校を挙げて取り組んでいる姿が
見て取れる。今後も継続してほし
い。

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

評価項目1 　基礎学力の定着 品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる知・体を、より高い次元で徳と関連付けてバランスよく定着さ
せる。

①児童にとって分かる授業、充実感の得られる授業を展開するため、指導者として常に授業の量
的確保・質的改善を図る。
②授業成立の基盤である「聞く・話す」のけじめを徹底し、授業時間の効果的な活用を図る。
③学習の基礎的内容である「読み」「書き」「計算」を、各学年において確実に定着させる。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①児童・生徒は、学習の構え（学習
するぞという雰囲気、学習の準備）
ができていたか。

◇全体としては、意識して取
り組んだ。学級によって差は
あるが、徐々に定着してきて
いる。

◎すべての学級で、学習規律を確実
に定着させます。
→学力定着のためには、「学習する
ぞ」という確かな心構えが必須です。
全ての学級で、もれなくその心構えを
定着させるために、『学習のきまり５か
条』を作成し、全職員がそれに基づい
て、一致した指導を行います。

◎児童の学習意欲を高める授業を展
開します。
→学力定着のためには、「解いてみた
い・やってみたい・わかるようになりた
い」という主体的学びが必要です。そ
のため、校内研究を中心に、興味・関
心を高める導入や、具体的な活動を
通した指導について教員の研修を深
め、児童の学習意欲を高める授業作
りを推進します。

◎すべての学習で、「言葉をきたえる」
ことに取り組みます。
→「語尾まで話す・はっきりとした声で
話す・ていねいに書く」ことそのものが
学力と考え、すべての学級で繰り返し
指導し、できるようにします。

◎学び続ける教員集団を作ります。
→学力の定着には、わかる授業・考え
る楽しさを味わえる授業展開が必要で
す。２５年度も算数科の指導を重点に
校内研究を深めることで、指導力の向
上を図ります。

②児童・生徒は、授業中、教員や友
達ときちんとした言葉でやり取りをし
ているか。（単語や挙手だけの応答
となっていないか。）

◇発表の都度、指導している
が、語尾の「～です。」「～ま
す。」までなかなか定着しな
い。まずは、授業時間の発表
の仕方を、学年順に系統立て
て明確に指導していきたい。

③教師の指導に、メリハリが感じら
れたか。

◇学級や教員によって差が
ある。「興味・関心を高める導
入」を工夫し、「誉めたり、
叱ったり、諭したり」というけじ
めある指導を今後も徹底した
い。

④教師は、価値のある体験活動を実
施しているか。（見ていて、その体験
活動の意味やねらいが分かるか。）

◇ブロック学年では、単に「遠
足」ではなく、「市民科校外学
習」として、指導のねらいを明
確にして体験させるなどして
いる。今後は、学区域内の体
験教材の開発を、学年ごとに
充実させたい。

⑤「聞く・話す」などの学習規律が徹
底されているか。

◇学級によって徹底に差があ
る。思いつくままに発言した
り、声が小さかったりすること
があるので、統一した指導で
より改善を図りたい。

2



評価項目２ 　社会性・人間性の育成 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 年間計画に従って実施されてい
る。

Ａ 指導の成果が確実に現れている。

Ｂ さまざな活動場面で見られるよう
になってきた。

Ａ 率先垂範の姿勢で取り組んでいる。

Ａ 「よさを見つけよう」という方針のも
とでの取組の成果が見られる。

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

評価項目３ 　小中一貫教育の推進

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
算数の授業研究を通して小中一
貫教育の具体的な取組が見られ
る。

Ｂ さまざな場面や機会で伝えようとし
ているが、分離型の限界もある。

Ａ さまざな場面、機会を活用して伝
えている。

Ａ 教科部会等の活動を通して意欲
的に取り組んでいる。

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

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、

重点的な実践内容など）

◇ 本項目では、生きる力の基盤となる徳を、より高い次元で知・体を関連付けて定着させる。

①統一した生活指導を推進し、社会での基本的マナーやルールを守る態度を育てる。
②市民科授業の量的確保・質的改善を図る。
③「学校に来ることが楽しい、充実している」と感じられる学級経営を展開する。

①学校は、市民科の授業を計画的
に実施しているか。

◇教科担任も授業に参画し、
学校全体で実施する体制で
臨んだ。今後は、教科時数に
上げられている市民科学習
の質的充実を図りたい。

◎温かく、そしてきたえる生活指導を
展開します。
→『地域に誇る、強くやさしい四日野っ
子』を目標として、指導を展開します。
「生活のきまり５か条」に基づいて、あ
いさつや礼儀がいつでもきちんとでき
るよう、全職員で一致した指導に当た
ります。

◎「人との関わり」のある授業作りを推
進します。
→異学年、異校種、異年齢（特に目上
の方）との関わりを通して、場や相手
に応じた適切な行動を学習できると考
えます。日常の市民科授業の質を高
めるとともに、「地域に学ぶ活動・地域
で学ぶ活動」を充実させ、「人と関わ
る」具体的な場面を通して、力を身に
付けさせます。

②教師は、あいさつや礼儀、場に応
じた行動など、しつけるべきことを
しっかりと指導しているか。

◇以前よりは意識して指導し
ている。委員会活動等での定
例化を検討したい。

③児童・生徒は、市民科で学んだこ
とをもとに適切な行動をとろうとして
いるか。（市民科で学んだことが日常
生活の中で定着しているか。）

◇とくに市民科や社会科・生
活科などの校外学習での態
度が改善されつつある。より
日常化へ向けて徹底を図りた
い。

④教師が範を示している様子が感じ
られたか。

◇教員の立ち居振舞いが保
護者から挙げられることはな
くなった。今後も良識ある社
会人として、児童の範となる
よう意識して行動したい。

⑤お互いを認め尊重し合う「受容的
な雰囲気」が学級に培われている
か。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

◇「四日野人権月間」として
の取り組みを充実させた。今
後も「人権感覚」の育成に力
を入れていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、品川区小中一貫教育要領による学校教育の一層の充実を図る。

①荏原一中グループの研究・研修を充実し、学年末へ向けて具体的な成果をあげる。
②保護者や地域が、小中一貫教育のよさをより深く理解するように努める。

①教師は、小中一貫教育の意義を
十分踏まえた指導をしているか。

◇中学校との連携が、自然な
形で進められるようになって
きた。来年度も、算数を核とし
て荏原一中との連携を深め
たい。

◎教員による中学校の授業参観を充
実させ、荏原第一中学校との連携を
図ります。
→教員同士が指導観をぶつけあい、
お互いの指導をリスペクトすること、校
種による状況の違いを理解することが
大切であると考えます。そのために、
積極的に中学校の授業を参観し、教
員同士の交流をさらに促進します。

◎算数・数学を核として、荏原第一中
学校との連携を図ります。
→中学校の数学科教員を、校内研究
に招聘し、７年生に繋がる指導のあり
かたの検討やカリキュラム作りを推進
します。

◎中学校長による本校保護者向け講
話や、中学校教員による柔道教室に
加え、中学校を会場にした小中学生
参加の科学教室を実施します。

②小中一貫教育のよさが児童・生徒
に伝わっているか。

◇柔道教室などで実際に中
学校の教員から指導を受け、
極自然によさを受け止めてい
ると考える。無理のない形で
今後も連携を深めたい。

③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
しているか。

◇今年度も荏原一中グルー
プの一員として、連携ニュー
スを発行し、周知徹底を図っ
た。来年度もより詳しくよさを
周知していきたい。

④職員自身が中学校との連携を前
向きに意識し、具体的な事業に意欲
的に取組んでいるか。

◇連携の各教科部会を中心
に、自然な形で交流し、意見
交換が図られるようになって
きた。今後も「児童の円滑な
進学」を念頭に連携を深めた
い。
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評価項目４ 　保護者・地域との連携 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
学校だより、学校のＨＰなど、さま
ざな媒体を活用して情報を発信し
ている。

Ａ
生活科、社会科、市民科などの授
業において地域人材の積極的な
活用が図れている。

Ａ
地域の活動に積極的に参加し、連
携を図ろうとしている姿が見られ
る。

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

評価項目５ 　環境整備・美化

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ
日々の点検、月ごとの点検、学期
ごとの点検が適切に行われ、対応
のスピードも早い。

Ａ 清掃は行き届き、掲示物も適切に
配置されている。

Ａ さまざな場面で適切に取り組まれ
ている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、第四日野小学校の地域の特性に根ざした保護者・地域との連携を充実する。

①様々な行事を通して、保護者や地域と、本校教職員との関わりを深め、相互理解を促進する。
②ＰＴＡや地域の行事に、より多くの職員が参加し、保護者や地域との関係を円滑にする。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、保護者・地域に対して積
極的にかかわったり情報発信したり
しているか。

◇堪能な職員がおり、活発に
発信した。より組織的・継続
的に発信できるよう、引継ぎ
を図りたい。

◎きめ細かいていねいな指導・対応を
大切に、常に保護者・地域と連携する
学校をつくります。
→日頃から保護者・地域とのコミュニ
ケーションに努め、いつでも「子供のた
めに」協力しあえる関係を作ります。そ
のために、ＰＴＡ活動はもとより、地域
の行事や祭りなど、地域の方々が大
事にしている地域行事へ、教職員が
積極的に参加します。

◎学習支援ボランティアや地域講師
の招聘を一層充実させます。
→本校を大切に思い、応援したいと考
えてくださる保護者・地域の方がたくさ
んいます。その方々の力を得て、教育
活動を充実させ、地域が誇る子供を
育てることで、さらに地域に愛される学
校を目指します。

②学校は、保護者・地域の力を十分
に生かして教育を進めているか。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年へ「学習支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ」の導入を開始し、教員
との円滑な協力関係が構築
されてきた。今後、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の一層の増員を得たい。

③職員は、本校の教育課題を解決
するための第１段階である相互理解
を深めるため、様々な行事に参加
し、連携に努めているか。

◇人により差がある。とくに
PTAの一員として活動へ積極
的に参加するよう努めたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇ 本項目では、施設の安全確保と学習環境の改善、児童の環境教育を推進する。

①児童が安全に過ごせるよう、全職員が「安全確保」の高い意識を持って点検・改善を行う。
②各室が機能的に使用されるよう積極的に整備を図る。
③リサイクル活動など、資源を有効に活用する教育を充実する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①学校は、常に、児童・生徒の安全
に配慮していたか。

◇月１回の安全点検は、組織
的に対応し、迅速に改善を
図っている。安全指導につい
ては、来年度確実に時間を確
保し指導したい。

◎安全な学校を実現します。
→月１回の施設・設備の安全点検を
引き続き確実に実施するとともに、同
日に安全指導（１５分間）を計画・実施
し、安全な行動に対する児童の意識も
高めていきます。

◎清潔な学校をつくります。
→清潔な環境は、児童の心を落ち着
かせます。「きれいな学校ですね」とし
ばしば評価していただいていることに
誇りをもち、職員、児童ともに、さらに
美しい環境作りに努めます。

◎節電や節水に心がけます。

②学校は、ふさわしい環境（掲示、清
掃等）を整える努力をしているか。

◇用務主事の努力により、校
舎は古いが美しい環境が実
現されている。児童も含め、
学校全体で「美しい環境創り」
を継続していきたい。

③学校は、資源（電気や紙など）の
無駄遣いをなくす努力をしているか。

◇「子供ﾘｻｲｸﾙの日」が定着
してきたが、東日本大震災直
後に比べ、無駄遣いが多く
なっている。職員自身が率先
して声かけし、確認していきた
い。
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評価項目６ 　学校独自の特色ある教育活動 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 個別の指導が多くの場面で取り入
れられ、効果も出てきている。

Ａ 積極的に関わろうとする姿が見て
とれる。

Ａ
子どもたち同士の交流と保幼小教
員の相互理解のための機会を設
けるなど、積極的な取組が展開さ
れている。

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

評価項目７ 　いじめ防止に関する取組み 学校名

評価 評定についてのコメント 校長の態度表明

Ａ 教職員間の連携が十分に図られ
ている。

Ａ
大きな問題は発生していないが、
個別対応が必要な家庭には継続
的に関わる体制が構築されてい
る。

Ａ
報告・連絡・相談体制が構築され
ており、早期対応が可能な体制と
なっている。

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

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、特色ある教育活動の充実を図り、本校の魅力を高める。

①小規模校のメリットを生かして、学習指導・生活指導を機動的に展開し、保護者の信頼を獲得す
る。
②本校の歴史や伝統、地域の特色を生かした教育活動を展開し、“四日野は近い”をキーワードに
した「家庭と近い」「地域と近い」「子供と近い」の３項目を実践し、地域の信頼を獲得する。
③保・幼との連携を充実させ、地域・保護者の信頼を獲得する。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①個に応じた指導の充実で、児童の
学習力・生活力を大きく伸ばしている
か。

◇個別学習指導は、学校に
関わる様々な人の尽力で充
実している。今後も「開かれた
学級創り」を基盤として、一人
一人の児童の力を伸ばした
い。

◎一人一人をきたえ、伸ばす指導を
行います。
→講師、指導助手、学習支援ボラン
ティアなど、人的配置を工夫し、児童
の学力定着を図ります。また、学年ブ
ロック制や教科担当制などを強固に
し、複数の目で児童を見る体制を作る
ことで、生活力も確実に身に付けさせ
ます。さらに、学期ごとに大きな行事を
設定し、「出番を増やす」ことで、一人
一人の児童を伸ばしていきます。

◎地域とともに子供を育てる学校を作
ります。
→学校を応援してくださる地域・保護
者の力を総動員した教育活動を展開
し子供に力を付けるとともに、学校の
魅力を高めます。そのために、教員一
人一人が自分を開き、地域・保護者と
関わり、「地域に学ぶ活動・地域で学
ぶ活動」を充実させていきます。また、
行事や日常の集会活動などを地域に
さらに開き、児童や職員のがんばりを
積極的に発信します。

②職員自身が率先して保護者や地
域と関わり、本校の学区域の特色を
踏まえて前向きに連携しているか。

◇各学年１回以上の地域教
材の開発を進めている。今後
も、全学年で開発し、継続す
るよう定着させていきたい。

③近隣保育園・幼稚園との連携を推
進しているか。

◇「小学校への円滑な進学」
を基本にして、とくに学区域
内の幼稚園・保育園との連携
を進めた。今後も無理のない
形で連携したい。

④

品川区立第四日野小学校

本校の基本的な考え方

◇ 本項目では、いじめが発生しても解決できる、温かな人間関係の息づく、本校の風土作りを進め
る。

①学級王国に陥ることなく、全教職員が１５９名の全児童を見取り、育成する体制を作る。
②いじめは人間が集まれば発生するという前提に立ち、迅速な対処に全力を尽くす。
③関係機関と連携・情報を共有して、問題行動を起こす児童の背景や環境の改善に働きかける。

評価指標

校区外部評価委員による評価 学校から

校区外部評価についての
教職員の意見

①職員は、自分の学級・分掌だけに
限定することなく、臨機応変に学校
の教育活動の充実に取り組んでいる
か。

◇ﾌﾞﾛｯｸ学年（低・中・高）に副
担任が設けられ、意図的に協
力体制が機能するようになっ
てきた。教員の力の差はある
が、全力で取り組むことを継
続したい。

◎「いじめは絶対に許さない」学校を
実現します。
→「いじめは起こる」という認識を常に
もち、小さなことでも報告・連絡・相談
する体制が必要です。学年ブロック制
を強固にするとともに、週に１回の学
年会を新設し、迅速な情報交換・対応
ができるようにします。さらに、月ごと
の生活アンケートすべてに管理職・主
幹教諭が目を通し、いじめの兆候や学
級の実態把握を細やかに行います。

◎「いじめは絶対ゆるさない」心を育て
ます。
→「妬み、嫉みはだれの心にもある。」
という認識の上に、しかし「いじめては
いけない」という心を持ち続けられるよ
うにしなければなりません。市民科の
学習はもちろん、四日野人権月間、ふ
れあい月間など様々な機会を通して、
「いじめはしない・許さない」心を育てら
れるよう、繰り返し指導していきます。

②学校は、いじめの発生に関して抱
え込むことなく、関係機関等と連携し
て解決に当たっているか。

◇いじめに限らず、問題行動
に対しては、関係機関との連
携も活発に行った。今後も内
に外に迅速に対処していきた
い。

③児童の問題行動発生時には、学
校は報告・連絡・相談を密にし、迅速
に対処しているか。

◇以前より報告が早くなり、
抱え込む教員が少なくなって
いる。後手に回ることのない
よう、今後も迅速な対処に努
めたい。

④
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その他　お気付きの点を自由にお書きください。
・校長先生を始めとして、穏やかな先生が多く、学校全体がソフトな雰囲気で、子供達もほどよくまとまっている
感じがする。
・授業中の私語は散見されるが、目に余る問題行動を取る子供はいないと思われる。
・以前は、授業時間に廊下を歩いていたり、休み時間に廊下や階段を走ることで出会い頭にぶつかる、というこ
とが多く見られたが、今年度はこのようなことは見られなかった。
・運動会に加え、学芸会、音楽会が充実してきており、それらが子供達の励みになっていると思う。特に副教科
扱いだった音楽に力を入れ始めたことで、子供達の態度によい変化が表れているように思われる。（ｸﾗｽのﾁｰﾑ
ﾜｰｸが向上、参加意識の向上、取り組みの真剣さの向上、上達意識が醸成されてきていること等。但し、音楽会
についての感想文に同じような記述が多いのが気になりましたが。）
・特に6年生では、下級生をﾘｰﾄﾞするなどの行動が随所に見られ、上級生としての自覚が持てるようになってき
た。
・毎年、学芸会や音楽会、ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄなど、他校に比べ教員が少ないのに行事を増やして大変だと思います
が、少ないからこそできることをこれからもやり続けてほしいと思います。
・子供は行事を楽しみにしているし、やる気も出る。小学校だからできること、小学生しかできないことをたくさん
経験させてほしいと思います。
・先生方には感謝、感謝しております。我が娘がいないのが残念なくらい。孫の頃まで続けてほしいと思います。
まだ、孫いないけれど。。。
・様々な課題に丁寧に対応しようと努力されていると思います。
・職員の方の人数的な問題などで余裕のない中、充実した学校生活を提供しようとする姿が窺えます。
・今春の新１年生が一人でも多いことを願っています。
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