
平成３０年度　学校評価表

学校評価の流れ（※平成30年度の学校評価が平成31年度（令和元年度）および令和2年度の教育活動につながる部分のみ表記しています。）

校区教育協働委員会

品川区立戸越小学校 校長 矢田　雅久

戸越小学校校区教育協働委員会 委員長 藤田　祐介

　校区教育協働委員会は、品川区校区教育協働委員会設置要綱（改正 平成３０年３月３０日教育長決定要綱第７号）
に基づき、次に掲げる事項について、学校評価を行っています。
　(1) 学力に関すること。
　(2) 人間性や社会性に関すること。
　(3) 体力・健康に関すること。
　(4) いじめ防止の取組に関すること。
　(5) 特色ある教育活動に関すること。

　学校評価を行う際、評価項目ごとに「成果指標」と「取組指標」を設定し、取組状況と取組によって表れた成果に
ついて把握しています。学校評価により浮き彫りになった学校の課題を委員会で共有し、改善策を考えました。
　学校評価の結果を公表するとともに、今年度の取組の見直しや来年度の教育課程の編成に生かしていきます。
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平成30年度　学校評価　品川区立戸越小学校

評価項目１　（学力に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

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。）

個人差はあるが、どの学年も９割以上の児童が基本的な学習規律が身につ
いている。 A

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、適切に行い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、厳守したりする。

教師は様々な手立てを用いて学習規律を意識して指導し、学習スタンダード
の定着を徹底させている。 A

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。

各種学力テストの結果が、全学年ほぼ昨年度を上回るか、国や都の平均を
超えることができている。ただ、国語において課題があり、今後の対策が必
要である。

A

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
る。

教師は指導法を工夫、改善し授業を行うとともに、夏休みのサマースクールにて算数
を中心に補修を行い学力定着に努めた。また、ＣＳの地域未来塾を活用し、サタディス
クール、ウエンズディスクール、木曜補習教室と、算数においての補習学習も充実さ
せることができ、大きく学力を上げた要因となっている。

A

各教科で電子黒板を活用し、視覚教材を効果的に活用し、創
意工夫のある授業を実施する。

日常的に電子黒板を利用し、ICT機器を活用して授業を行っている。 A
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丁寧に指導し、
一週間以内に返却しているか。

９割以上の児童が家庭学習を提出することができており、チェックした後に１
週間以内に返却し振り返りを行わせている。 A

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
る。

家庭学習は各学年にて統一している。また、学校全体としてもスタンダードの
一環として計画的に実施している。 A

家庭学習において必要があれば個々の実態に合わせた内容
で実施する。

学習内容が未定着な児童に対し、個別に指導をしている。 B
Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

☆後期から下記のことを実施する。
①国語（２年生以上は毎週火曜日の昼のレベルアップ
の時間に、簡単な読解的文章問題を実施する。）
②算数（２年生以上＝授業の最初の３～５分程度、ベ
イシックドリルを用いた四則計算を実施する。）
③社会（週一回、グラフの読み取り学習を必ず実施す
る。）（社会科用語集を作成し、用語検定を実施する。）
④理科（理科用語集を作成し、用語検定を実施する。）
○補習や地域未来塾をさらに充実させていく。

③

家庭とも情報を共有し、個々の実態に合った家庭学習
の方法や宿題の分量を適時指導していく。

②

（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とらえる。
（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。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）を実施する。
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。

今後も日々さまざまな場面で丁寧に丁寧に指導し、さら
に定着させていくこととする。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



平成30年度　学校評価　品川区立戸越小学校

評価項目２　（人間性や社会性に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

基本的な学習（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）と生活(廊下の歩行、サイレントゾーン)、
給食、清掃のスタンダードがが身に付いているか。（８割以上
の児童が身に付いている。）

各種スタンダードは、９割以上の児童に徹底させることができている。ここ２～３年で変
革したこの状況が、戸越小の伝統として引き継がれていくよう今後も指導に当たる。 A

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厳守し、定着させる。

学習用具の準備から下敷きを敷くといった細かいルールまで徹底させること
ができている。 A

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。

ほとんどの児童が、各種スタンダードを守って学校生活を送ることができてい
る。しかし、自分に甘く規律や決まりを守れない児童も数名いる B

相手の目を見て大きな声で適時あいさつをしているか。(9割
以上)正しい言葉遣いをする。(目上の者やTPOを考えて)

あいさつチャンピオンの実施やあいさつはやらせ隊の実践をとおして、徐々
にあいさつをする習慣が身に付いてきている。 A

あいさつ隊、教師のお手本、高学年がまずはお手本、いつで
も、どこでも、誰とでも。授業や公的な場での言葉遣いを丁寧
に教える。

以前は、地域住民の方やシルバーの交通指導員の方に自分からあいさつできない児
童もいたが、ここ最近は、交通指導員やシルバーの方々、朝会や交番のお巡りさんに
至るまで、多くの方が「あいさつがよくできるようになった」とお褒めの言葉をいただい
ている。

B

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。95％以上 失敗した児童はきちんと反省をし、改めようと努力することができている。 A
ルールや約束を守る。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。

ルールや約束を守れない児童には、全職員で徹底して指導することができ
た。必要に応じて保護者へも連絡をし、家庭と協力して指導に当たった。 A

まずは教師がお手本を見せる。 まずは教師がお手本を見せることができていた。 A
Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

常識的な人権感覚を求めつつ、いじめはどこにでもあ
るという意識を常にもち、指導に当たる。

(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理解に努める。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

②

徐々にあいさつの習慣が浸透しつつあるので、これま
での取り組みを継続していく。

①

今後も引き続き、様々な場面で丁寧に指導をしていく。
まだ社会性の身に付かない児童には、具体的にスタン
ダードを守る重要性を説き、個別に対応する。



平成30年度　学校評価　品川区立戸越小学校

評価項目３　（体力・健康に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

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。

令和元年度の体力調査の結果では、１０８項目中９７項目においてと
平均を上回ることができた。ここ、２～３年で大きく向上させることがで
きた。しかし、個人差も大きく下位の児童も存在している。 A

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

TAの活用や体力向上月間、ワンミニッツエクササイズの取り組みに
より、運動の日常化を図ることができた。体育の実技研修会も年６回
行い、授業に還元させることができていた。

A

体力調査週間において児童の運動の理解を図り、事
前の反復練習をする。

体力調査週間において児童の運動の理解を図り、事前の反復練習
をすることができた。 A

健康の増進と、運動の日常化を図ることができたか。

20分休みは原則全員校庭に出て、元気に遊ぶことができていた。

A

児童が良い姿勢で授業を受けるよう、教師は意識して
指導する。姿勢体操を丁寧に実施させる。

毎朝姿勢体操を実践することで、意識して姿勢をよくする児童が増え
た。 A

休み時間に校庭や体育館で体を動かす児童が多くみられる
か。マラソン、縄跳びカード、スポーツトライアルへの取り組み
の定着。ワンミニッツエクササイズの実施。

マラソンや縄跳びカード、スポーツトライアルへの取り組みは定着し
ていた。 A

虫歯、耳鼻科等の治癒率の向上・うがい、手洗いの定
着・早寝、早起き、朝ご飯の定着

虫歯や耳鼻科等の治癒率は向上している。
B

体育科において教師が授業力を向上し、児童にとって
魅力ある体育学習を実施することができているか。

年６回の体育の実技研修を行い、授業の充実に努めた。

A

年６回の研究授業と各種実技研修会を充実させて実施
する。

校内研究授業では、毎回指導主事を講師に招いて研究の充実と指
導への還元を図ることができた。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

31年度は教師も児童も苦手意識が高い器械運動
領域に絞って研究や実技研修を行い、教師の授
業力と児童の体力の向上に努める。

☆自らの体に関心を持ち、「体力の向上『健康の保持増進』に取り組むことができる児童の育成。」
①体力テストの結果、昨年度までの記録や全国平均と比較して上回ることができたか。
②健康の保持増進と運動の日常化(体育の授業の充実<日々の授業・年間指導計画>・体育的活動の充実<縄跳び、マラソンカードの活用と日
常化>・スポーツトライアルへの積極的な参加・帯の学習の有効活用・行事での取り組み・一学級一取組等の活動、休み時間の工夫) (虫歯、
耳鼻科等の治癒率向上・うがい、手洗い等の定着・早寝、早起き、朝ご飯の定着)
③教師の体育科の授業力指導力の向上

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

②

毎週木曜日の朝の開門を１０分早め、外遊びの
時間を確保する。水曜日の教育会の日なども放
課後遊びの時間にし、なるべく児童が安全な校庭
で走り回れるように配慮する。休み時間には教師
も校庭に出て児童と一緒に遊び、運動への意欲
喚起に努める。

校内研究の教科を体育にして２年目を迎える。今
後は、コオ－ディネーショントレーニングの考え方
も取り入れ、さらなる体育科の授業内容を向上さ
せていく。鉄棒やジャングルジム、雲梯等の固定
施設遊びの例示を各固定施設のそばに掲示した
り、校内の体育科の掲示を工夫するなどして、運
動に興味をもって、取り組みやすい環境を作る。



平成30年度　学校評価　品川区立戸越小学校

評価項目４　（いじめの防止の取組に関すること）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

いじめ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。

いじめは絶対にあってはならないことを、児童は十分に自覚して日々
の学校生活を送ることができていた。 A

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。

学期に一度、生活指導アンケートを実施し、児童理解に努めた。ま
た、人権標語を考えたり、市民科の授業で人権の大切さについて考
えたりすることで、人権意識を涵養することができた。

A

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し
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。

例月のいじめ実態報告では、年間を通して１件もいじめと認定する事
例はなかった。しかし、児童や保護者から訴えがあった場合には、校
長が先頭に立ち組織的な対応を迅速に行えるよう体制を整えておく。

A

学年、管理職、全体への報連相の徹底。校内委員会やいじめ
根絶委員会の活用。校区教育協働委員会へも相談する。

月に一度の校内委員会にて、特別な支援を要する児童の情報と合
わせて、いじめにつながる児童の行動について細かく情報交換を
行った。

A

市民科や日々の教育活動における人権教育が、効果
的に行われていたか。

市民科のカリキュラムだけでなく、日頃の学校経営、学級経営をとお
して人権教育を実践した。 A

市民科において教科となった道徳を教科書を使用して
効果的に実施する。授業や給食、清掃、休み時間、ま
た、行事等の日々の教育活動において人権教育、心
の教育を徹底して実施する。

市民科において教科となった道徳を教科書を使用して効果的に実施
した。また、授業や給食、清掃、休み時間、また、行事等の日々の教
育活動において人権教育、心の教育を徹底して実施することができ
た。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

これまで同様、どんな小さな案件でも報連相を徹
底し、児童の些細な変化も見取れるよう意識を高
めておく。

③

市民科だけでなく、日々の授業や全ての学校生
活のなかで、常に高い人権意識をもてるよう指導
に当たる。

重点目標

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。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

今後も頻繁に人権教育プログラム（学校教育編）
を活用し、職員夕会などでミニ研修会を実施す
る。



平成30年度　学校評価　品川区立戸越小学校 公開

評価項目5　（保護者・地域との連携）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

学校は、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。

学年便りを毎週発行し、児童や保護者の声も載せることで、学校と家
庭とで相互の交流の場とすることができた。また、学校HPを毎日更
新した。

A

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。

学年末の保護者アンケートのまとめなど、情報をできるだけ丁寧に伝
えた。また地域やPTAの行事にはできるだけ多くの職員が参加する
ことができた。

A
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。 朝の読み聞かせや各種ボランティアなど、コーディネーターが積極的

に募集をかけて保護者や地域の力を活用した。 A
地域やPTA行事への児童の参加をできる限り多くする
よう、はたらきかける。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。

地域やPTA行事への児童の参加をできる限り多くするよう、はたらき
かけた結果、前年度よりも多くの児童が参加した。 A

CS事業として、地域や保護者の人材を生かし、体験学
習やボランティア、地域未来塾等で活用する。

CS事業として、地域や保護者の人材を生かし、60以上の体験学習を
実施。地域未来塾も大変な充実ぶりであった。 A

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。 校庭の人工芝化、校舎内の壁のペンキ塗り等、施設設備の改善に

取り組んだ。 A

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。

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
連相を行った。保護者や地域の声には敏感に反応し、確実に担任や
学校の考えを返すことができた。

A

児童の学校での様子や不登校、欠席児童への細かい
連絡等を確実に実施する。

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を確実
に実施することができた。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

関係機関の都合等で、体験学習ができなくなるも
のもあるので、児童にとって必要な体験学習があ
るかどうか、常にアンテナを張っておく。また、あ
まり多く取り入れて、過負担にならないよう新規導
入は、実施時期や内容をよく吟味して導入する。

③

これまでどおり、どんなささいな事でも、迅速に、
丁寧に対応をする姿勢を管理職から常に職員に
発信し、全職員で共通理解、共通実践させてい
く。

重点目標

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

今後の課題と改善策

①

情報の発信については大変充実しているので、
引き続き各種便りやHPなどでお知らせをしてい
く。また、保護者メールの活用方法を考え、災害
時の連絡などよりよいものを実践していく。



平成30年度　学校評価　品川区立戸越小学校 公開

評価項目6　（特色ある教育活動）

最上段：成果指標 　最上段：成果指標の達成状況の説明 評

２段目以降：取組指標 　２段目以降：取組指標の達成状況の説明 価

ボランティアが適時配置されるとともに、外部講師の授業や体
験学習が、児童の実態に合わせて計画的に実施され、児童
の興味関心が高まったり、学力が向上したりと成果を上げるこ
とができたか。

CS１年目であったが、校長の経験とコーディネーターをはじめ地域の方々の
協力により、４年目５年目以上の実践をすることができた A

コミュニティスクールの主旨や活動内容について地域や保護
者にできるだけ具体的に伝える。そのためにCSだよりを発行
したり、PTA広報誌等で啓発活動を実施する。

コミュニティスクールの主旨や活動内容について地域や保護者にできるだけ
具体的に伝えた。またCSだよりを発行し、啓発活動を実施することができ
た。

B

ボランティア(学習支援、介助)や外部講師を必要に応じて配
置する。また、CSの導入により、コーディネーターにより、いく
つかの体験学習がスムースに実施することができる。

CSの導入により、コーディネーターが担任業務を請け負うことで、多くの体験
学習がスムースに実施することができた。 A

学校公開時の保護者アンケートにおいて、「環境整備」の項目
が、「よい」「だいたいよい」合わせて95％以上であったか。

学校公開時の保護者アンケートにおいて、「環境整備」の項目が、「よい」「だ
いたいよい」合わせて95％以上であった。 A

校舎内外の環境整備(清掃、整備、掲示物)を組織的に徹底し
て実施する。清掃スタンダードの徹底。教室内外の掲示物の
整備。

定期的に、教室整備チェックリストを用いて校長と生活指導主任を中心に校
内を見回り、環境整備に努めた。 A

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。

公園写生会や１・２年生の生活科見学、４年生の消防団見学等では周辺の
環境を大いに活用することができた。 A

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、水泳、家庭科、校外学習の引率など、多くの保護者の皆様にボラン
ティアとして手伝っていただき、教育効果を大幅に高めることができた。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

①コミュニティスクールの導入により、より体験学習やゲストティーチャー、各種ボランティアの導入がしやすくなるとともに、さらに体験学習を
充実していく。
・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）
・地域や保護者ボランティアの導入(地域未来塾の補習授業、英語、図書、介助、学習支援、クラブ活動、環境整備等)
②校舎内外の環境用整備
・清掃、計画的な校舎内外の掲示
③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)

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

戸越小学校校区教育協働委員が、様々な施策の提案
だけでなく、実際の教育活動に携わっていけるような内
容を考え、実践していく。ＣＳだよりの発行回数をさらに
増やしていく。

②

引き続き、保護者アンケートにおいて本校の教育活動
が認めていただけるよう、児童の目線に立った施策の
立案やハードとソフト両方の環境整備に努める。

保護者や地域だけでなく、今後もサマースクールや運
動会などで、近隣の中学校や大崎高校の生徒にもボラ
ンティアを募り、さらに多くの生徒に手伝いをしていただ
けるようお願いをする。市民科の一貫プランにおいて、
地域教材を生かした学習を計画的に導入する。


