
平成29年度　校区外部評価

自己評価表（最終まとめ）

学校名 品川区立　戸越小学校

【学校評価表の作成および評価に当たっての留意事項】 
 
○各学校では、それぞれの項目ごとに「本校の基本的な考え方」を記入してください。 

 各学校で評価指標を設定してください。その際は、各学校の重点的な取組と関連させて評

価指標を設定をしてください。なお、必要に応じて行を増やしていただいてかまいません。 
 
○校区外部評価委員による外部評価委員会が開催される前に、学校は、自己評価結果（取

り組みの状況や変化等）について、必ず説明をしてください。（校区外部評価委員は、その説

明と実際に自分が見た学校の状況等により、評価します。） 
 
【校区外部評価委員の皆様へ】 
☆評価をする際には、実際に授業等を見た内容だけでなく、学校が説明した内容、聞き取っ

た内容も十分に参考にしてください。従いまして、評価のために必要と思われる情報や資料

につきましては、遠慮なく学校に御請求くださいますようお願いいたします。 



校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

A41％
B59％

・全体的にあいさつをする児童が増えてきた。
挨拶の大切さを引き続き指導する。
・挨拶は一学期以上によくなった。自分から進
んで挨拶ができるよう指導を続けていく。
・学習規律に関しては、指示を明確にすること
を意識して行っている。児童にもそれが少し
ずつ定着しつつある。

・様々な学習指導方法を工夫して取り組んだ
結果、学力は安定してきた。個別にみるとま
だまだ伸び悩んでいる子供がいることも事実
である。今後も、個別の指導や補習などを充
実させていくことが必要である。

今年度大きく向上した項目である。全体的に
は定着しつつある項目であるが、今後も個々
の児童にていねいに対応し、学習や生活スタ
ンダードを全教職員がさらに徹底させていくこ
とが大切である。保護者へもここに児童の実
態を伝え、改善への協力をお願いしていくこと
とする。

A66％
B34％

・児童集団の性格によるのか、声を出すこと
ができづらいところと気持ちの良い声を出すと
ころがある。声のだしかたとともに指導した方
が効果が出るのか検討中である。
・言葉遣いに関しては、目上を意識できる児
童が増えてきつつある。

・戸越スタンダードの確認を進めるとともに、
繰り返しの指導、継続的な指導、組織的な指
導を積み重ねることが重要である。

A37％
B53％
C10％

・家庭の協力もあり、毎日8割以上の児童が
家庭学習をきちんと提出できているが、2割の
児童には忘れがある。家庭学習は学年内で
統一し、クラスの実情に合わせて変更をして
いる。
・校内での各ワークテスト等では、確実に学
力の向上が見らてきている。四月に実施する
各種学力定着度調査の結果が楽しみであ
る。

A64％
B30％
他6％

・日々の宿題を丁寧に見とったり、個に応じた
指導を心掛けているので、計算や漢字など、
学習が定着している児童が殆どであり、平均
値は上回っている　項目が多い。しかし、昨年
度と比べると全体的に上がっているとは言え
ない。

・目標を立てたならば、徹底した指導を繰り返
すことが必要である。

A66％
B34％

・学年で統一した家庭学習を出している。提
出率はほぼ１００％を達成できている。

A52％
B48％

・一部家庭学習の課題を忘れてくる児童がい
る。休み時間や放課後などを使い、その日の
うちに提出するよう指導をしてきた。課題は必
ず学年で相談をし、統一している。

・一部の子供たちに生活指導上の課題があ
れば、担任だけでなく、教職員が一体となって
粘り強く指導する体制が重要である。

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

校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

A47％
B53％

・全体的にあいさつをする児童が増えてきた。
しかし、上の学年では、挨拶をしない、挨拶を
されても返さないという児童もまだいる。挨拶
の大切さを引き続き指導する。学校公開で実
施している「あいさつがよくできている」の項目
では、一学期68％であったものが、三学期に
は、９８％となった。

・挨拶に関しては、ほぼできるようになってき
てはいるが、一部の子供たちには不十分な面
も見られる。

今年度大きく向上した。保護者アンケートで
も、大きく数値が向上し、あいさつができるよ
うになりつつあるという評価をいただいた。今
後も今年度実施した取り組みはもちろん、さら
なる具体的な方策を導入し、学校外でもあい
さつができるよう、保護者も含めて啓発してい
く。

A53％
B47％

・挨拶運動では、目を見て挨拶できるように
なってきているので、一人の時でも同じような
挨拶をさせてたい。「さん」付けは、上の学年
にいくにつれて、いい加減になるようである。

・挨拶運動が終わると、元気がなくなるという
課題を払しょくするためには、校長を中心と
し、教職員が一体となって取り組むことが大
切である。
・「です」「ます」の言葉遣いの徹底は、なかな
か難しい面があるが、息の長い取り組みが重
要である。

評価項目２　　社会性・人間性の育成

①

「あいさつをする」(適時大きなこえで、相
手を見て)「正しい言葉遣いをする」(目上
の者に対して適切に。TPOをわきまえ
て。)の項目について８０％以上の児童・
生徒が正しくすることができたか。

「あいさつ運動」(朝のあいさつ当番・学期
に実施するあいさつ運動)は効果的か。
授業中や公的な場では丁寧語や「さん」
付けの呼名をする指導を行う。場に応じ
た適切な言葉づかいができているか。ま
た、教師自ら、手本となるように意識しな
がら指導しているか。

次年度に向けた
校長の態度表明

上段：成果指標 学校による自己評価評
価
指
標

区、都、文科省で実施する各種学力定着
度調査の結果が、昨年度より上がってい
る。または、平均値を上回ることができた
か。

教師は個に応じた指導方法の工夫・
改善に取り組むとともに、放課後や長
期休業期間中に行う学力補充活動を
充実させ、成果を上げることができた
か。

課題として出された家庭学習を九割以上
の児童がきちんと提出しているか。また、
児童の行った家庭学習をていねいに指導
し、一週間以内に返却しているか。

家庭学習において、学校や学年で組
織的に統一して実施することができて
いるか。また、必要があれば個々の
実態に合わせた内容で実施すること

ができたか。

この一年間の結果は、一学期に実施される
区、都、文科省の学力定着度調査の結果に
明らかになるが、どの学年も昨年度より上が
りつつあると考えている。ただ、個々に目を向
けると定着していない児童もまだまだ存在す
るので、これからも規範意識の向上を重点と
して取り組むとともに、教師の授業力の向上
や補修学習の充実を目標に取り組んでいくこ
ととする。特に、補修学習は、CSの新規導入
により、4年生でサタディスクール5.6年生でウ
エンズディスクールを立ち上げ、充実させてい
くこととする。また、算数の定着率が今一歩で
ある5年生は、二学級を４展開して少人数指
導を実施することとする。

今年度大きく向上した項目の一つである。ほ
とんどの児童において家庭学習が定着され
つつある。しかし、一部定着していない児童も
存在しているので、校内委員会や生活指導
委員会でも話題にし、学校全体の課題として
取り組んでいく。

下段：取組指標

（１）本校の学力のとらえ方
○学力を、①基礎的な知識・技能の習得、②知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力、その他の能力、③主体的に学習に取り組むための学習意欲の三つの
観点から捉る。
（２）今年度の実践内容
①規範意識の向上と定着という観点から、小中一貫教育を推進させ、学習規律の徹底、家庭での学習習慣の定着を図る。～学習規律（チャイム着席、あいさつ、学習準備、学習態度、忘れ物
等)について全  教職員で共通実践する。
②基礎的な知識、技能習得のため、ステップアップ学習や補習、反復学習の徹底と放課後、長期休業中、家庭学習等を活発化させ、学力補充の充実を図る。また、ＩCＴ機器を授業等で効果的
に活用し、学習意欲の向上を図る。学力定着度調査等により学力の定着状況を検証しながら授業改善へとつなげる。①文科省、都、区の学力定着度調査の結果を分析して児童の実態を調
べ、指導法やシステムの改善に生かす。児童の実態に応じた指導（習熟度別学習・少人数指導・指導助手・補習教室）
③授業以外での学習を学習の徹底定着を図る場としてとらえ、カリキュラム外の補習や家庭学習の質、量、そして、教師のかかわりを充実させていく。

評価項目１ 　基礎学力の定着

上段：成果指標評
価
指
標 下段：取組指標

本校の基本的な考え方

学校による自己評価

基本的な学習規律（黙って聞く、発言の仕
方、チャイム着席、あいさつ、学習準備、
ノートの取り方、発表の仕方、学習態度・
姿勢、忘れ物防止など）が身に付いてい
るか。（８割以上の児童が身に付いてい
る。）

本校の基本的な考え方

(1)本校の社会性・人間性の育成に関する基本的な考え方
○人権尊重教育を基盤に、自分を大切にするとともに、他者をも大切にする児童・生徒の育成を図る。９年間を通して基本的生活習慣の定着、規範意識の育成を図り、
　　社会の一員として社会や集団のルール、マナーを守る態度を身に付けさせる。
(２)今年度の実践内容
  ①「あいさつをする」、「規則を守る」、「約束を守る」、「役割を果たす」等の項目について、小中の発達段階に応じた指導を展開し、徹底を図る。
　②規範意識の向上と定着が集団生活や社会生活においてはなくてはならないものと考え、市民科、各教科、部活動、校外活動等、あらゆる場面で相手の話をしっかり聞く
態度（傾聴力）、自分の考えをはっきり伝える態度（発信力）の育成に力を入れる。また、相手の立場に立って感じたり、考えたりすることの大切さに気付かせる指導を行い、
正しい言葉遣いや人間関係作りができる児童・生徒を育てる。
  ③様々な人権問題について正しく理解させるとともに、あらゆる差別や偏見を許さない人権意識を高めていく。また、いじめはどの学校、どの学級にも起こりうるとの認識に
たち、小さなサインを見逃さないよう児童・生徒理解に努める。

次年度に向けた
校長の態度表明

①

②

③

教師は学習規律を定着させるよ
う意識して、発達段階に応じた
指導を適時、適切に行っている
か。学習規律や授業実施にお
いてスタンダードを定着させた
り、厳守したりしているか。



A64％
B30％
他6％

・学級の９割の児童は達成できている。 生活、清掃、給食等のスタンダードはほぼ定
着しつつある。しかし、定着していない児童も
少数だが存在しているので、今後も全教職員
が一枚岩となって指導を徹底させていく。

A54％
B46％

・教職員が共通理解し、スダンダードを意識
し、指導をしている。引き続き、指導にあた
る。教職員が共通理解し、スダンダードを意
識し、指導をしている。引き続き、指導にあた
る。

・給食時の私語もかなり減少できてきた。適
切な食習慣を身に付けるためにも徹底させた
い。

A58％
B38％
C4％

・ほとんどの児童は素直に反省するが、素直
に指導を受け入れられない児童が高学年に
まだ見られる。

規範意識の向上とともに、大きく向上した。一
部定着しづらい児童もいるので、保護者とも
協力しながら一人一人の実態と合った指導方
法で対応していくこととする。

A67％
B33％

・１学期から素直に反省をする子が増えてき
た。保護者の協力も得られるようになってき
た。

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

②

戸越スタンダードを身に付けることができた
か。特に、学習、生活。80％以上

スタンダードの指導を行う。(特に、生活、
学習、遊び、給食)
時間・期限を守る指導を徹底する。学年
末にスタンダードアンケートを実施し、定
着度を確認する。

失敗をした児童は素直な心で反省し、改めよ
うと努力しているか。90％以上

だめなものはダメと毅然とした態度で接す
る。チーム戸越として全教職員が同じこと
を徹底して実施する。反省できない児童
は、保護者のご協力をいただく。

③



校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

A75％
B25％

・学校便り、学年便り、ウェブページなどで、
学校の様子を適切に伝えることができた。

・学校便り等で、詳しく学校の教育活動につい
て情報が発信されている。学校の教育活動
の現状がよくわかるとともに、学校が何を目
指しているかよくわかるようになっている。

A76％
B24％

・学校だよりや学年だより、展覧会等のアン
ケートを通して情報の発信や質問の回答など
保護者・地域と関わってできた。

保護者からの要望や意見等については、連
絡を受けた担任どまりにすることなく、現状の
ように、必要があれば管理職までに通じるよ
うな仕組みを作っておくことが必要である。

A65％
B31％
他4％

・図書ボランティアや英語ボランティアの方に
大いに力を借りている。保育園幼稚園とも交
流を定期的に行っている。ＰＴＡ行事には子ど
もに参加を促すとともに、できる限り参加をし
ている。

・地域の方々の学校の教育活動（金管クラ
ブ、図書や英語のボランティア等）に関する理
解と協力体制もこれまでになく充実している。

30年度から実施するコミュニティースクールで
の取り組みとして学習支援ボランティアを充
実させていく。また、PTAや地域と今後も連携
し、児童が参加しやすい活動や形態を工夫す
る。

A35％
B59％
他6％

・展覧会等行事でもＰＴＡの方々、保護者、地
域の方と連携しながら取り組むことができた。

・地域の保育園や幼稚園と定期的に交流を
図るとともに、子供たちの活躍の範囲を拡大
してきている。

A75％
B25％

・保護者からの要望や意見があった時には、
学年、管理職に連絡、相談し、学校全体とし
て対応することができた。

子供たちの社会性の育成や地域を愛する心
の育成のために、地域との交流を拡大させた
い。

今後も各種行事等において保護者や地域の
方々にアンケートを実施する。また、学校公
開時に提出されたアンケートには、個人的な
ものはがはい全て校長が全校へプリントとし
てお返事を差し上げること継続させていく。

A69％
B31％

・連絡帳などで保護者と連絡を取り合い、対
応している。また。「保護者の一言カード」で保
護者から意見を頂き、保護者からの意見を学
年指導に生かしている。
・学校は、管理職や、学年主任の報・連・相を
徹底している。

・連絡帳や電話での問い合わせに対して
迅速な対応や管理職への報連相ができ
ている。
保護者や地域の声にはきちんと対応し、
確実に担任や学校の考えを返している。

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

校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

A75％
B25％

・安全指導では、まもるっちの着用、自転車に
乗る際のヘルメットの着用など、自分の身は
自分の身で守るということを徹底してきた。
・月１回の安全指導や、交通安全指導員とも
に、児童の安全に配慮している。

高学年のヘルメットの着用率が上に行くほど
落ちてきているので、保護者を啓発するととも
に、児童にも安全についての指導を徹底し、
全児童が着用できるようにさせていく。

A69％
B31％

・生活指導夕会で情報共有を行い、共通理解
をして指導にあたることができた。
・月１回の安全指導や、交通安全指導員とも
に、児童の安全に配慮している。

A62％
B38％

・掲示物に関しては、英語ボランティアが環境
づくりの計画を進め、協力している。
・清掃箇所が多く、行き届かない面はあるが、
子供たちはまじめに取り組んでいる。

・学校の広報活動の一端である掲示物が質
量朋の高まり、増えて行っていることを強く感
じられるとともに、統一感を感じることができ
る。

A69％
B25％
他6％

・月に一度の安全点検を行うことにより、児童が
安全に学校生活を送れるように取り組んでいる。
・副校長が朝の見回り点検を念入りに行い、中休
みには看護当番が校庭と廊下を見回り、安全に
配慮している。

・学校長が進める「日本一きれいな職員室」を
目指すことは、大変に興味深いことである。
「まず　隗より始めよ」教職員が先頭に立つこ
とが大切である。最大の教師は環境である。

これからも校長の学校経営方針や、担任の
学級経営方針、学校行事のねらい等、学校
の考え方や、各学級の児童の様子など、保護
者や地域の方々に分かりやすく発信し、常に
保護者や地域の方々が、戸越小学校の様子
をご理解いただけるように努力していく。

「環境は教育に大きな効果をもたらす。」とい
う観点から、用務主事やおやじの会の皆さん
とともに掲示板を作成し、掲示物の充実させ
た。その結果、整理された掲示物は、昨年度
までの８倍となった。また、清掃スタンダードを
徹底させたり、用務主事やおやじの会の方々
とともに、廊下のペンキを各回ごとに色を変え
て塗り直すなど、徹底して環境整備にあたっ
た。今後もさらなる充実を目指していくことと
する。

学校は、学びの場にふさわしい環境(整
備、掲示、清掃等)を整える努力をしてい
るか。

学校だより、学年だより、アンケートの
まとめ等、内容を吟味し、必要な情報
を地域や保護者に伝達する。地域や
PTAの行事には管理職はもとより、関
係職員はできる限り参加する。

地域やPTA行事への児童の参加のを
できる限り多くするよう、配慮する。学
校として呼びかける。さらに、野球や
サッカー等、社会教育団体にも参加で
きるようお願いしていく。

学校は、保護者や地域の力を十分に生
かして教育を進めているか。

交通安全や不審者について児童の発
達段階に応じて指導するとともに、保
護者や地域に必要な情報を適時通知
し、情報を共有する。けがや病気への
対応や保護者への連絡は迅速、的確
に対応する。

評価項目４ 　環境整備・美化

②
安全点検や「教室整備チェックリスト」
「職員厳守項目」等の日々の確認。掲
示物の組織的、計画的な掲示

学校による自己評価

②

次年度に向けた
校長の態度表明

下段：取組指標

①

学校は常に児童の安全に配慮していた
か。

本校の基本的な考え方

１「学校環境の充実」
学校を友達や教職員との信頼関係を深め、児童の心安らぐ場として、学習意欲を高める。そのために、毅然ある整然とした環境を人的物的に整えていく。特に
教室環境の充実には力を注ぐこととする。
（１）言語環境
教員自らが正しい言語の使用者との自覚をもち、児童を指導していく。不適切な言葉の遣い方をしている児童には全教職員でその都度指導する。
（２）学校環境
毎月の安全点検だけでなく、常日頃から危険箇所がないか目を向ける。また、快適さは清潔な居住空間から生まれてくる。日々全職員で環境整備に努める。

③

学校は、保護者や地域からの声に謙虚に
耳を傾け、改善すべきところは積極的に
改善しているか。

連絡帳や電話での問い合わせに対し
て迅速な対応や管理職への報連相。
保護者や地域の声には敏感に反応
し、確実に担任や学校の考えを返す。
児童の学校での様子や不登校、欠席
児童への細かい連絡等。

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。

評価項目３ 　保護者・地域との連携

本校の基本的な考え方

１．「保護者が安心し、信頼して任せられる学校をめざす。」
学校は、児童にとってはもちろん、保護者にとっても大切な我が子を安心して任せられる、信頼される学校でなくてはならない。そのために、すべての教職員
は、安全に対しては「臆病」になり、細心の気配りをすることとする。また、児童の学校での様子を保護者に必要に応じて的確に連絡し、常に家庭と連携しながら
（生活面、学習面ともに）児童の教育に当たる。
２．「地域から信頼され支援される学校を目指す」
地域にとって学校は母校であり、心のよりどころである。地域の学校としての原点に立ち返り、学校情報を積極的に発信し本校の課題解決対策に対する理解を
得るように努めるとともに、地域の有為の人材を指導者として児童の指導に活用し、地域に生きる学校を創造する。

評
価
指
標

上段：成果指標

評
価
指
標

上段：成果指標

学校による自己評価
次年度に向けた
校長の態度表明

下段：取組指標



A58％
B36％
他6％

・丁寧語、敬語を適切な場面で使える児童は
少ない。相手を不快にさせるような言葉を児
童が発したときには、教師がすぐにその場で
言い直させるようにする。

A46％
B50％
C4％

・教職員は、丁寧な口調で指導にあたってい
る。「教師がまずお手本に」を心掛け、取り組
んでいる。
・あいさつ、授業での言葉づかいなど公の場
での話し方を意識して取り組むことができた。

あいさつ、正しい言葉遣いを徹底して取り
組んでいる。児童には、目上の人との話
し方、敬語、公の場での話し方を徹底して
指導している。

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

言葉遣いや机上整理、教室整理については、
「まずは教師がお手本を」を合言葉とし、教師
自らが襟を正し、お手本となるよう心掛けて取
り組んでいる。

③

様々な場面で児童や教師の言葉遣いは
適切であったか。

「まずは教師がお手本に」を合言葉と
し、あいさつ、正しい言葉遣いを徹底
させていく。また、保護者も教師ととも
にお手本となっていただけるよう啓発
していく。児童には、目上の人との話
し方、敬語、公の場での話し方を徹底
して指導する。



校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

A79％
B21％

・市民科の授業や学級指導の際に心を育て
ようと努めている。　アンケートを実施したり児
童の話に耳を傾けたりし、児童同士のトラブ
ルには教師が入り、　随時指導をしている。い
じめに発展する事態は少ない。
・まずは、いじめにつながるような友達への暴
言をなくすように指導するとともに、休み時間
等、ともに遊んだり、話を聞くようにしている。

・いじめ防止は永遠の課題であるとともに、日
常的な取り組みにしていかなければならない
課題である。
・アンケートの実施を初め、学校では、早期発
見、早期の指導に取り組んでいる。
・本校では教職員による共通理解や情報の
共有に努めている。

虐めはどこの学校やクラスにも必ずある。と
全教職員が自覚し、常に意識して児童観察を
することを大前提として取り組んでいる。ま
た、少しでも兆候があると感じた時には、一人
では対応せず、すぐに学年や生活指導主任、
管理職に報告し、校内委員会等組織として対
応することを徹底している。また、家庭にもす
ぐに連絡し、協力していただき対応していくこ
ととしている。そのためには、日々の児童理
解と、報連相、そして、日々の家庭との連携を
徹底して実施する。

A77％
B23％

・生活アンケートを実施、面接をきめ細やかに
行っている。また、市民科をはじめ、人権につ
いて丁寧に指導を行っている。・学校全体で
いじめの早期発見、早期解決に努めている。

・給食の時間や休み時間等、放課後の若干
の時間等、少ない時間を有効に活用する努
力をしている。

A64％
B30％
他6％

・いじめアンケートを実施し、いじめの早期発
見に努めている。また、生活指導夕会を実施
し、教職員で共通理解を図っている。そのた
め、各教員が組織的に協力して、素早い対応
をすることができた。

A39％
B46％
C15％

・市民科の年間計画に位置づけられているた
め、確実に実施している。
・市民科の授業だけでなく、日常の学校生活
の中でもいじめやトラブルが無いよう情報収
集に努める。

・市民科の授業が計画的に確実に実施され
ていることにより、保護者にも市民科の内容
がよく理解されてきている。

A56％
B38％
他6％

・頑張ったことや良い行いに対してはたくさん
褒め、間違ったことには厳しく注意するという
ことを徹底している。また、児童のちょっとした
表情も見逃さず、細かく言葉掛けをしている。

A50％
B38％
C6％
他6％

・一人ひとり丁寧に接し、耳を傾けることで子
どもたちとの人間関係の構築につながってい
る。・休み時間や給食の時間にも児童と交流
ができるよう、積極的に関わるようにしてい
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

校区外部評価委員による評価

評価 評価の説明 自己評価に対するコメント

A76％
B18％
他6％

・今年度新しく取り入れた体験授業（ミニチュ
アホース体験）は、子どもにも保護者にも好
評であった。
・様々なゲストティーチャーを招き、本物に触
れる体験活動を行うことができた。

・本物に触れる学習は、子供たちの歓声を育
むうえで、大変効果的な教育活動である。体
験は子供たちの成長に大きく貢献する。これ
からも継続発展させてほしい。

今年度実施し、効果があった体験学習につい
ては、各教科の年間指導計画に組み込み、
今後本校の特色として毎年実施していく。た
だ、限られた教科時数の中での実施となるの
で、新たな導入については、学年や管理職で
吟味してからとする。

A40％
B54％
他6％

・本物に触れる学習を通して視野を広げてい
る。学習時間との調整が課題である。
・今年度、多くの体験活動をすることができ
た。今後も継続的に行いたい。

A56％
B31％
他13％

・担当者が計画的にカリキュラムを作ってくれ
ているので無理なく進められている。
・英語が分かる、話せるという実感が、児童の
学習意欲につながっている。

・担当者の計画的なカリュキュラム作成による
ところが大きい。

命の大切さや人権について常に意識して市
民科の授業を構築すること、また、保護者に
も市民科の主旨や内容をご理解いただき、ご
協力いただくために、保護者会や学校、学年
の各便り等で説明していく。

アンケートを実施して難に書かれていなかっ
たからと安心するのではなく、アンケートや目
安箱では表れてこない部分にも着目し、常に
丁寧な児童理解をしていく。そのためには、
休み時間や給食、清掃、放課後においても児
童の言動をていねいに見とったり、保護者や
児童、地域、他の教師等からの情報にも耳を
傾けていくことを心がけるよう全教職員に指
示している。また、各主任や管理職への報連
相もすばやく実施するよう、常に指導・助言し
ている。

４５分を１単位時間として７０時間実施する新
指導要領への移行をスムースにするため、次
年度は、移行措置期間であるので、45分を１
単位時間とする新指導要領の内容を50時間
と１５分のモジュールで実施する時間を20時
間実施する。

次年度に向けた
校長の態度表明

次年度に向けた
校長の態度表明

②

英語学習のカリキュラムが無理なく計画的に
組まれているか、また、担任が自らの役割を
自覚し、他併存しないで取り組むことができて
いるか。

本校の基本的な考え方

１．いじめはどの学校にも起こり得り、その芽はいたるところに存在している。だからこそ、教師は常日頃から児童との人間関係を作り、一人一人の児童と心を
開いて何でも話し合える関係を作っておくことが必要である。
２．何があっても、いじめはあってはならない。絶対に許してはいけない。また、いじめらしきことが起こった時には、どんなことをしてでもやめさせなくてはならな
い。
３．いじめはちょっとした事で起こり、深く根を張る。何処にでも起こる可能性があると考え、日々の場面で個や学級、学年全体をよく観察し、児童理解に努め、
早期発見を心がける。 起こったことが恥なのではなく、それに気づかないこと、止められないこと、放置することが教師として許されないことである。以上の３点
が戸越小学校のスタンスである。
☆このスタンスには、「でも」や、「基本的に」「場合によって」「例外もある」等の言葉は一切当てはまらない。基本的人権が阻害されることは絶対にあってはなら
ない。いじめらしきことがあった時には、速やかに徹底して排除するよう行動する。（学年主任や管理職に報告、指示を受けアクション。経過観察。）「様子を見て
対応」とか、「指導の時期や場面を考えて」などの言葉は、一切無用。気がついた時にすぐに教師生命をかけて指導する。
☆いじめは犯罪であり、何度指導しても続くようであれば、場合によっては警察を導入したり、あるいは、出席停止の措置もとる。

③

教師は日ごろから児童理解や児童との人
間関係の構築に努めているか。

分からないところは分かるまで教え
る。児童の悩みや相談には誠実に対
応する。常に公平な姿勢ですべての
児童に接する。休み時間にはできる
限り児童とともにある。

心の教育やいじめの未然防止のために、
市民科を中心にして学びの場を策定し、
指導していく。

市民科の学習が充実して確実に実施
されるとともに、保護者にも市民科の
内容伝え、啓発していく。

評価項目５　　いじめ防止に関する取組

児童の実態に合わせて効果的に導入
することができたか。体験的学習の内
容が偏っていないか。年間指導計画
に組み入れるなど、複数年導入のめ

どが立っているか。

触覚で学ぶ、本物に触れるをスローガン
に体験学習を重視し、多くのゲストティー
チャーや体験的学習を効果的に導入すこ
とができたか。

①

評価項目６　　学校独自の特色ある教育活動
①体験学習の充実
・豊富なゲストティーチャー（ラジオ体操教室、オリンピック選手の授業、剣道教室、茶道教室、落語教室、交通安全教室、ジャズコンサート、ヤクルト野球教室等）
②英語教育の充実
③体力の向上
・スポーツトライアルへの参加、体力向上月間の導入、テクニカルアドバイザーの導入、ワンミニッツエクササイズ、ニュースポーツの導入
④地域や保護者ボランティアの導入(英語、図書、介助、学習支援、クラブ活動、環境整備等)
➄環境を生かした教育活動(戸越公園、文庫の森、大崎高校、消防団等)

下段：取組指標

学校による自己評価上段：成果指標

本校の基本的な考え方

評
価
指
標

学校による自己評価

①

いじめは重大な人権損害であることを児
童が理解し、何があってもあってはならな
いことことを十分自覚して日々過ごすこと
ができたか。また、教師は、いじめの芽は
何処にでも存在することを自覚し、意識し
て児童理解に努めるとともに、いじめの早
期発見、早期解決に向け、組織的な対応
をし、児童や保護者からの訴えに真摯に
耳を傾け、訴えがあった場合は組織的な
素早い対応をし、100％解決することがで
きたか。

日々の休み時間や給食、当番活動等
において児童に寄り添った児童理解

がなされるとともに、生活アンケートや
教育相談等において組織的な対応が
なされていたか。人権標語や市民科
等の授業により、あらゆる差別をしな
い、許さないという意識を育てている

か。

下段：取組指標

評
価
指
標

上段：成果指標

②



A69％
B19％
他12％

・研究授業や自主研修会を通して、英語の学
習における担任の役割や担任の英語力の重
要性を認識し、指導力や指導方法の改善に
努めることができた。

子供たちは英語の学習を「よくわかる」「話せ
る」というような意欲をもって取り組んでいる。

A33％
B53％
C6％
他8％

・ワンミニッツエクササイズでは、チェックカー
ドを活用して、効果的に取り組んでいる。ま
た、ＴＡが体育の時間に入ることで、より質の
高い体育指導ができている。

A18％
B75％
C7％

・今年度から、テクニカルアドバイザーが配置
されたが、勤務日の変更などは難しく、柔軟
な活用が今後の課題である。
・鉄棒などやって見せてくれるので、子供たち
にわかりやすかった。

A48％
B44％
他8％

A50％
B38％
他12％

A62％
B32％
他6％

A44％
B44％
他12％

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

6月に実施した体力調査の結果では、昨年度より
少し向上した。今年度の成果は、今年の６月に実
施される体力調査の結果で明らかになるが、おお
むね向上していると考えている。今年度は、テク
ニカルアドバイザーの効果的な活用が課題であ
る。アドバイザーの授業へのかかわり(使い方)方
の研修会を実施するとともに、水泳や運動会時に
おいても、体育の時間にできるだけ合わせた勤務
の体験を事前に調整する等、工夫していくことと
する。

４５分を１単位時間として７０時間実施する新
指導要領への移行をスムースにするため、次
年度は、移行措置期間であるので、45分を１
単位時間とする新指導要領の内容を50時間
と１５分のモジュールで実施する時間を20時
間実施する。

テクニカルアドバイザーの有効活用。
体力向上月間の取り組み、ワンミニッ
ツエクササイズによる運動の日常化。

研修による体育学習の充実

④

コミュニティスクールの開始により、コーディ
ネーターが前面に立ってボランティアをより効
果的にコーディネートすることができるように
なるので、ボランティアの導入がよりスムース
になると考える。

戸越公園や文庫の森での写生会や生活科の
学習、自然体験、また、ゲストティーチャーに
よる地域の歴史の学習、大崎高校の生徒に
よる運動会のお手伝いや教師による科学の
学習、戸越銀座商店街でのキャリヤ教育な
ど、多くの戸越小学校ならではの学習を導入
してきたが、今後も積極的に取り入れていくこ
ととする。

保護者や地域のボランティアが必要
に応じて適時配置されていたか。ま
た、ボランティアの配置により教育的

効果を高めることができたか。

保護者や地域のボランティアが必要に応じて
適時配置されていたか。また、ボランティアの
配置により教育的効果を高めることができた
か。

・図書ボランティア、英語ボランティア、クラブ
活動ボランティア、読み聞かせボランティア、
水泳ボランティア、行事のボランティア、サ
マースクールボランティア、サタデースクール
ボランティア、おやじの会（ペンキ塗り等）な
ど、たくさんのボランティアが教育活動に参加
し、学習効果が上がった。また保護者ボラン
ティアを通して、保護者全体の協力体制や教
育活動に対する理解が深まった。

②

➄

戸越小学校ならではの環境(戸越公園、
文庫の森、大崎高校、消防団等)を効果
的に活用した学習活動がなされている
か。

・戸越公園や文庫の森公園では、生活科等で
活用している。また、大崎高校の生徒は、学
習ボランティアや運動会での手伝いなど協力
をいただいている。
・職業体験では地域の商店街のご協力をいた
だき、実施することができた。
・サタデースクールでは、保護者の方に入っ
ていただき、個別に見取りをしてもらってい
る。

計画的なボランティアの募集、ボラン
ティア募集や配置の組織的対応。適

材適所への配置

③

体力調査の結果が昨年度の結果を上回る。
または、都平均を上回っているか。

英語の研究、研修会の充実。自主研
修会への参加があるか。多くの児童
が声を出し、児童が楽しく英語に取り
組んでいるか。



校区外部評価委員より（その他、お気付きの点などがありましたら自由にお書きください。）
・いじめ防止のための学校の様々な取り組みは理解するが、いじめはいつの時代にもあり、なくならないもの。なくすことより、どう対応するかの力を育
成することを重点にしたらいいのではないか。このことからも、学校が取り組んでいるように、早期発見、早期対応、解決に向けての継続的な見守りが
重要である。
・いじめは確かに昔からあった。しかし、子供だけで解決することができた。少しずつ子供同士で解決できるように経験を積むことが大切ではないか。
・教育は成果が出るまで何年もかかるもの。学校が取り組んでいるように家庭での教育力を育てることも大切。
・何かあると学校に解決を求めるのでは、学校はきつい。地域も協力して下さっているので、家庭で責任をもって対応していくことも必要である。
・学校全体や各学級が昨年度や4月当初に比べ、落ち着いてきたように見える。
・品川区以外の地域では、4月から「特別な教科　道徳」が完全実施される。市民科の中でどのように教科道徳に盛り込まれている目標や内容等につ
いて実践していくか、成果を期待する。


