
平成28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

A:25%

B:62%

C:13%

A:19%

B:75%

C:6%

A:13%

B:63%

C:25%

A:14%

B:57%

C:29%

A:50%

B:44%

C:6%

A:38%

B:56%

C:6%

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

次年度に向けた
校長の態度表明

（１）特に身に付けさせたい力
　本校では、「自らの生き方を主体的に拓くことができる知恵と能力」を基礎学力ととらえ、特に以下の力を身に付けさせていく。
　・ 考える力－学んで身に付けた知識・技能の中から、解決したい問題に合った知識や技能を選び出したり、関係付づけたりする力
　・ 活用する力－学んで身に付けた知識・技能を生活のいろいろな場面に当てはめて考える力
　・　表現する力－自分の思いや考えを言葉で伝える力
（２）重点的な実践内容
　・知識や技能の確実な定着を図る指導－繰り返し学習や学年に応じた家庭学習の実施
　・課題発見力、思考力・判断力を高める指導－１時間ごとに、学習のめあてを板書
　・表現力を高める指導－新聞づくり、発表や報告などの言語活動の充実
　・学習規律の向上、学習習慣の確立－「市民科」授業の充実、学年目標に基づく一貫した指導

評価項目１ 　基礎学力の定着

本校の基本的な考え方

学校による自己評価

下段：成果指標

上段：取組指標

児童の中に、意欲的に授業に
取り組もうとする雰囲気ができ
ている。

評
価
指
標

①

②

③

提出物提出率９０％以上

どの学級も言葉遣いや、発言方
法などの授業規律がしっかりし
ている。

学校公開のアンケートで授業規
律に関する指摘が無い。

教師が基礎基本の定着を意識
して、授業内容と家庭学習とを
上手にリンクさせている。

家庭学習の実施率が９０％以上
である。

教科によって、取り組み方にばらつ
きがある。教員に、児童の意欲を
高めようと工夫する努力が足りない
と感じる。
提出物の提出率は、８０～９０％で
ある。
授業のねらいを明確にすることで、
児童の意欲は高まっている。
担任の授業と、専科の授業で授業
態度に差が出始めたように感じる。
今の時期だからこそ、担任と専科と
で連絡を密に行って指導に当たり
たいと思う。
ほとんどの児童が意欲的に授業に
取り組んでいる。

意欲的に授業に取り組んでいるか
どうかは、判断が難しい。提出物や
授業態度で見ているだろうが、全
部に意欲的かどうかは、関心の度
合いもあるので難しい。
提出物の提出率が１００％でないこ
とに、家庭の努力も足りないと感じ
る。

ここ3年間の中では、全体的に見て
一番落ち着いた雰囲気で毎日の授
業が行われている。しかし、意欲的
に取り組んでいるという点では、ま
だまだ不十分であると感じる。理解
できず意欲的になれない児童に
は、個別的な対応を今まで以上に
行う。
提出物については、家庭の協力な
くしては改善されない。家庭との連
携を更に高める工夫と努力が必要
であると感じる。児童の提出状況を
定期的に保護者に伝えるなど、具
体的な工夫を行う。

ハイ、立つ、インや始業、終業のあ
いさつは型通りはできるようになっ
てきた。
児童同士、呼び捨てで呼び合う場
面がまだ見られる。友達と話すとき
は、名字に「さん」をつけていくとい
う指導を徹底する。
授業規律の指導は行われているが
徹底していない。
「授業中落ち着かないのでは」とい
う保護者の心配の声も聞かれる。
戸越スタンダードを作ってもなかな
か指導が徹底しない。教師側の足
並みをどうそろえていくかが今後の
課題である。
出来ている学年とできていない学
年があるように見受けられる。

課題のある部分は具体的で分かり
やすいので、教員には判断しやす
い。
小学校の生活指導に対する組織
力は弱い。やはり徹底の度合いが
違ってくる。
小中の生活指導教員が大崎グ
ループでまとまっているが、やはり
差が出てくる。小学校はかわいいと
見がちである。教員の問題意識の
アンテナが違う。
親が子供の友人を呼び捨てにして
いることを聞くため、「さん」付けの
指導は、もしかしたら保護者を含め
ての指導の方が良いかもしれない
と感じる。

その場で指導するかしないかで
は、その後の児童の行動改善に大
きく影響する。このような意識を全
教員がもち、児童指導にあたらなく
ては改善は望めない。児童レベル
で改善しなくてはならないこともあ
るが、教員レベルで改善しなくては
ならないことが多い。まずは教員の
意識改善を行う。
言葉遣いについては、家庭環境の
改善が必要な場合もある。保護者
への啓発活動を行い、学校の指導
に歩調を合わせていただく等の取
り組みを行う。

授業の内容に沿って家庭学習を出
しているが、基礎基本の定着には
至っていない。
戸越スタンダードに「宿題」の項目
があり、全学年ほぼ実施している。
授業内容にそった宿題（漢字・計算
カード）を出している。
９割以上の児童が毎日欠かさず宿
題を提出している。
漢字と計算の宿題を毎日出してい
る。提出率もほぼ１００％がんばっ
ている。

高学年の取り組みはどうか。補習
塾に行かなくてもいいようになって
ほしい。
特別支援を必要とするが、普通学
級に保護者の要望があって入学し
てくる児童もいるので、その子に配
慮する必要がある場合も考えられ
る。その場合同じ指導ができない
状況が生まれるので、担任の苦労
が増えてしまう。特別支援学級に
通学することで、レッテルを貼られ
てしまうと考えている保護者もいる
が、本人の将来を考えて判断して
ほしい。
家庭学習は家庭の理解や協力が
ないと難しい。しかし、やっていない
ないと定着に至らない。家庭への
働きかけは永遠の課題と感じる。
先生方ご苦労様です。

基礎基本の定着に向けて、授業内
でも繰り返しの学習を増やすなど、
定着に向けて努力しているが、基
礎基本の定着には個別的な対応
が不可欠である。現在も家庭学習
や放課後の補充学習など、個別的
な対応は行っているが、更に成果
を上げるために家庭の協力を上手
に得られるよう工夫する。
具体的には、家庭での学習方法の
例示や、学年だよりを使った保護
者同士の意見交換など、様々な形
で保護者をサポートする。



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

A:44%

B:56%

A:62%

B:38%

A:47%

B:47%

C:6%

A:63%

B:31%

C:6%

A:6%

B:65%

C:29%

A:6%

B:47%

C:29%

D:18%

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

児童たちは、良識として物事をとら
え判断することはできる。しかし、そ
れを行動に移すことができない児
童がいる。市民科の特徴である、
実践と振り返りを確実に行わせるこ
とにより更に成果が上がるものとし
ていく。

②

教師が挨拶指導を積極的に
行っている。

「あいさつはやらせ隊」参加率１
００％

児童は集団行動のきまりを守っ
て行動している。

（１）特に身に付けさせたい力
　・ 自己管理領域（第１、２学年）－自己管理能力、責任遂行能力の育成
　・ 人間関係形成領域（第３、４学年）－自他理解能力、集団適応能力の育成
　・ 自治的活動領域（第５、６学年）－道徳的実践力、社会的判断・行動能力の育成
（２）重点的な実践内容
　・ 自己管理領域－あいさつ・返事の徹底、当番や係の仕事の役割と評価
　・ 人間関係形成領域－人に対する礼儀をわきまえた接し方（話し方・聞き方、態度、言葉遣い）の指導
　・ 自治的活動領域－委員会、クラブ、地域班活動における指導

評
価
指
標

次年度に向けた
校長の態度表明

評価項目２　　社会性・人間性の育成

①

市民科の授業を計画的に行っ
ている。

９０％以上の実施率

上段：取組指標 学校による自己評価

本校の基本的な考え方

児童は、「あいさつはやらせ隊」の
当番を自覚して参加している。
指導はしているが、定着に至ってい
ない。
「あいさつはやらせ隊」参加率は良
い。
看護当番で東門に立つ時以外に
も、廊下などですれちがった際に指
導を行っている。
児童の手本となるように教師側か
ら進んで挨拶をするようにしてい
る。
低学年は「あいさつはやらせ隊」の
出席率は１００％である。
教師の声掛けや「あいさつはやら
せ隊」への参加が、活気のある雰
囲気つくりになっている。
自発的に挨拶をする態度の育成は
不十分な点が多い。繰り返し声掛
けをしていきたい。
まだまだ、児童から進んで挨拶は
できていないが、こちらからすると、
声が出るようになってきた。

地域の目で見ると、結構挨拶をして
くれる。ただし、男子よりも女子の
方が挨拶ができないので、昔と違う
と感じる。
学校の前を通りがかると、朝の挨
拶も元気よく取り組めていると思
う。
保護者が挨拶をできないのに、子
供を責められない。大人からするこ
とも大切。
私たち外部評価委員も来校した時
には、積極的に児童に挨拶をして
お手本になれるように努力したい。

児童の中には、日常的に挨拶をす
る習慣のない児童もいる。挨拶す
ることがあたりまえであったり、大
切な事であると全児童が思えるよう
指導を今後も進める。それに加え
て、家庭での挨拶の励行や顔見知
りのへの挨拶など、保護者への啓
発活動も実践する。
見知らぬ人に話しかけないという時
世だが、学校にいるときには教員
や来校した大人に対して挨拶をす
るなど、自然と挨拶ができる雰囲気
作りにも尽力する。それには、まず
教員が率先垂範し、児童たちや来
校者に対して、しっかり挨拶をして
いく。

③

集団行動には課題がある。粘り強
く指導していきたい。学習、生活、
給食、清掃、家庭学習それぞれ意
識的に取り組み、生活しているが、
定着には至っていない。
だいぶ落ち着いてきてはいるもの
の、廊下歩行の際は静かに歩くな
ど、まだ基本的なことができていな
い。（特に上学年）
低学年は守れているように思える
が、学校全体では守れていない児
童もよく見かける。
集合時間や教室移動の歩き方な
ど、もう少し徹底させたい。
日々声をかけているが、守れてい
ない児童もいる。

戸越小５つのきまりを毎回の朝
会・集会で確認する。９０％以上
の達成率。

Aと評価する教員もいれば、Dと評
価する教員もいる。教員の意識の
差の表れではないか。だと思う。
集団行動の決まりを守れる児童
と、守れない児童が二極化している
ように感じる。先生方の粘り強い指
導を期待します。

朝礼の最中に動く児童は少なく
なってきているが、集合した時に私
語をしてしまう児童もいる。まだ指
導が徹底していない部分である。
教員間で再確認し指導を徹底して
いく。
また、列を作って歩く場面では、安
全面とマナーを重視し、常に口を閉
じて歩くよう指導しているが、学年
が上がるにしたがって守れないこと
がおおい。なぜそのような行動が
必要なのか、日常的に話題にし、
児童の意識改善を図る。

下段：成果指標

児童の道徳的な心情や判断力を
促す学習がもっとできるとよいと
思った。
年間指導計画に基づいて、実施し
ている。
ほぼ計画通り行っているため。
年間計画に沿って、教科書を活用
して進めている。

道徳の教科化と市民科をどう関連
付けていくか、今後の区の対応が
気になるところではある。
市民科の授業を見る限り、児童の
言葉による発言を聞くと、それなり
に適応能力はあると感じるが、なか
なか実践に生かされていないと思
うことがある。



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

A:53%

B:47%

A:100%

A:31%

B:44%

C:25%

A:13%

B:63%

C:25%

A:31%

B:69%

A:47%

B:47%

C:6%

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

週に２回以上、Webページを更
新する。

学校は、保護者・地域に対して
積極的に情報を発信するため
に、Webページを週に数回更新
している。

下段：成果指標

次年度に向けた
校長の態度表明

③

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。

学校の教育活動に協力的な保護
者、地域の方がたくさんいてくださ
り心強い。
もっと、学校がボランティアの方を
活用することと、ボランティアの方を
大切することに努力したい。
保護者ボランティアや地域のお年
寄りなどから協力をいただき、教育
活動の幅が広がっている。
３０名以上の地域ボランティアの方
に登録いただき、教育活動の支援
をしていただいている。
図書や英語など、ボランティアを活
用して指導に当たれていると思う。
図書では、読み聞かせやお話会、
図書館ボランティアと、たくさんの方
にかかわってもらっていてありがた
い。

年間で地域ボランティア３０名以
上の参加

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）重点的な取組内容
　連携の基本は、学校、家庭、地域が共通の教育観をもち、協力・共同して地域の子どもを育てていくことである。そのために、学校は地域の核となって、「つな
がり」を創っていくことが大切である。本校は、「参加」「共同」「発信」をキーワードに、家庭、地域の信頼に応える教育を実現していく。
　・　参加－地域行事への参加
　・　共同－「８３運動」「８３プラス運動」の協力依頼
　　　　　　　市民科学習の内容を、学年便りで保護者に伝え、共に指導
　・　発信－教育活動の公開

評
価
指
標

上段：取組指標 学校による自己評価

教員が気付いたことは、こまめに保
護者に伝えるよう努力している。連
絡帳や電話、時には家庭訪問をし
て情報の共有を図っているが、今
後も継続していくことと、さらにタイ
ミングよく伝えることができるよう努
力していく。
学年だよりは、昨年度より形式を変
えて、毎回保護者の皆様から返事
をいただくようになり、さらにそのご
感想やご意見を学年だよりに掲載
することにより、保護者同士の情報
交換の場とすることができているの
で、今後も継続する。

月に１回以上学校だより、毎週
学年便りを発行する

①

教師は児童に関する情報を、保
護者とこまめに交換している。

学校と保護者とのやり取りが密に
なされている。
連絡帳、電話、学年便りを通して、
保護者と密な情報交換を心掛けて
いる。
月に１回の学校だより、週１回の学
年便りを定期的に発行している。
連絡帳や電話をつかってこまめに
連絡をとっている。
保健室での情報は、管理職はもち
ろん担任と共有し、保護者にも伝え
ている。
保健だよりも月1回発行をしてい
る。
何かあった際には、連絡帳や電話
で必ず伝えるようにしている。

学年持ち回りでwebページに学習
のようすを更新することになってお
り、当番学年に担当の札が回って
来るが、１週間以内に更新しない
（更新できない）ことが多い。
Webページの更新が不定期になっ
てしまっている。
更新できない週もあるように思う。
昨年に比べ、更新が滞っていること
が多いように感じる。

保護者会などで、保護者の私語が
止まらない実態があるようだが、地
域の集まりなどでも、私語が多く
なっている。世の中の風潮なのか
もしれない。
保護者だけでなく、Webページは誰
でも閲覧できるので、（唯一学校の
内容を見られる）頑張ってほしい。

概ね成果を上げていると、評価数
値でうかがえる。

読み聞かせや図書ボランティアに
たくさんの保護者の方々が協力さ
れていることを、良く目にする機会
があり、今後も大切にしていって欲
しい。

読み聞かせとお話会については、
地域ボランティアに大勢ご協力い
ただいている。また、今年度は保護
者の英語ボランティアの方々が予
想以上に活躍していただき、授業
のアシスタントや校内掲示の充実
など、本校英語教育の向上に寄与
していただいた。
平成３０年度から実施される、コ
ミュニティースクールに向けて、来
年度以降も準備担当者を中心に
しっかり準備を行い、保護者や地
域の方々の力を学校教育に生か
せるよう尽力する。

②

Ｗｅｂページの更新については、今
年度も課題を残した。輪番で行うこ
とになっているが、タイミングよく掲
載できるよなイベント等がなく、掲
載できないままになるケースが多
い。輪番制を含めて、掲載内容等
の見直しをする。



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

A:61%

B:39%

A:94%

B:6%

A:39%

B:55%

C:6%

A:28%

B:66%

C:6%

A:38%

B:56%

C:6%

A:19%

B:81%

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

学校は清掃を徹底し、掲示物を
工夫するなど環境づくりに努力
している。

月１回以上掲示物を貼りかえる

評価項目４ 　環境整備・美化

本校の基本的な考え方

学習成果が見られる掲示がされ
ている

②

清掃箇所が多いので、徹底してい
ないところがある。
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てくだ
さっている。
掲示物の工夫や貼り換えの頻度に
ついて、他学年の状況把握はでき
ていないが、低学年は確実に行っ
ている。
低学年分科会の中でお互いの掲
示物や内容を見合うようにもしてい
る。
英語の掲示など、時々張り替えて
いるように思う。
今年度も保健朝会で話した内容を
掲示するよう心掛けている。

評
価
指
標

上段：取組指標 学校による自己評価

（１）特に身に付けさせたい力
　子どもを取り巻く学校、家庭、地域の「人・もの・こと」が環境であり、それらの教育効果を高めていくことが学校の役割である。そのために、本校の周囲にある
戸越公園、文庫の森公園、図書館、児童館などを活用した教育活動を創造するとともに、子どもが、心地よく生活することができる学校環境にしていく。
（２）重点的な実践内容
　・　安全な教育環境づくり
　・　快適な教育環境づくり
　・　子どもが相互に学び合う教育環境づくり

次年度に向けた
校長の態度表明

下段：成果指標

①

学校は常に児童の安全に配慮
している。

児童の安全を第一に、気になること
があった際には用務主事や教職員
が声をかけあっている。
安全面で、危険と感じた事例や、報
告などは、教職員全体に周知し、
共通理解を図っている。
毎日、担当の看護当番が休み時間
の校庭と廊下を見回り、安全に配
慮している。
月１回の安全点検は必ず実施し、
管理職および担当に報告をしてい
る。
月に一度の安全点検をすることで、
児童が安全に学校生活を送れるよ
う配慮している。

児童の安全という部分では、学校
の評価もAということで安心が伺え
る。

月１回安全点検の実施

日常的な校内巡回と、定期的な安
全点検を実施し、児童が安全に過
ごせる環境づくりを行った。それに
加えて今年度は、児童の安全を確
保するための東門の改修と老朽化
したジャングルジムの改修を区に
依頼して実施していただいた。
来年度以降も順次改修が必要な部
分は区と相談しながら、児童の安
全確保を行い、日常の点検整備で
カバーできる部分は管理職・用務
主事が中心となって安全確保を行
う。

低学年の先生方の努力は、コメント
より伺える。

清掃が徹底しないことに関しては、
教員や児童の配置について見直し
を行い、確実に清掃が実施できる
体制づくりを行う。
掲示物については、学年で相談し
て行っているが、学校全体として把
握したり、管理したりするところまで
には至っていない。校務分掌に担
当者がいるので、担当者を中心に
管理を行う。

児童の学習してきた内容が一目で
わかるような掲示がなされている。
整理整頓が徹底されていない。
低学年は学習したらすぐに掲示を
するようにし、記憶が新しいうちに
学習効果が上がるように工夫をし
ている。
学習のあとが見える掲示物を心掛
けている。

なかなか難しいと推察されるが、時
間を有効活用してAが増えていくこ
とを期待したい。

③

教師は学習に適した教室環境
づくりに努めている。

どの学年も、学習に関する掲示は
なされているので、個人情報等に
配慮しながら今後もさらに充実させ
てく。
教室の整理整頓については、児童
が下校した放課後か、登校前の時
間に担任が点検を行って、教室整
備を行うようになっている。出張等
で担任が不在のときにも、徹底でき
るよう体制づくりを行う。



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

A:65%

B:35%

A:38%

B:62%

A:38%

B:62%

A:50%

B:50%

A:53%

B:47%

A:82%

B:18%

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

下段：成果指標

いじめ根絶を人権教育に位置づ
け、市民科の授業を中心に指導
を行っている。

各学年、年間で１単元以上実施

評
価
指
標

上段：取組指標
次年度に向けた
校長の態度表明

学校による自己評価

①

児童アンケート等の取り組みを
実施し、いじめの早期発見・早
期解決に努めている。

アンケート等は行っているが、日ご
ろの人間関係や遊びの様子など、
もっと観察し、把握する必要があ
る。
記名アンケートを学期に一度実施
している。合わせて児童と担任との
個人面談も実施し、友人関係の把
握に努めている。また、休み時間
はできるだけ教室や校庭に出向
き、児童の交友関係をチェックして
いる。
いじめの早期発見・早期解決に向
けて、教員間で報告連絡相談の流
れを共通理解した。
アンケートを取り組み、その後すぐ
に聞き取りを行い、解決に励んでい
る。

児童らが発信できる唯一の人間関
係のアンケートを今後も継続して
いって欲しい。

評価項目５　　いじめ防止に関する取組

本校の基本的な考え方

（１）重点的な取組内容
　いじめはどの学級でも起こり得るものであるという考え方のもと、早期発見・早期対応を行い「いじめ解消１００％」を目指す。そのために、以下の取り組みを行
う。
　・生活アンケート及び人間関係アンケートの実施
　・生活指導夕会等における情報の共有
　・専科教諭やスクールカウンセラーと連携した対応
　・校内研修会の実施（ＳＣを講師とした研修会）
　・個人カルテの作成

アンケートからは、児童間のトラブ
ルはあるものの、いじめと判断され
るケースはほとんどない。そのた
め、日常的な教員の見取りを大切
にし、いじめに至る前に対応できる
よう努力している。しかし、いじめで
はないかと、保護者からの訴えも
年間数件あるのが現状である。更
に見取りの制度を高めるために、
教員を対象とした研修や資料提供
を実施していく。

無記名アンケートを隔月、記名
アンケートを学期ごと実施し、２
月以上の継続指導を１０％未満
にする。

②

いじめがどんなものであるかを繰り
返し指導する必要がある。
子どもたちの間に「ふざけて」「つい
調子にのって」など、軽い気持ちで
人の気持ちを傷つける行為が見ら
れる。
市民科の年間指導計画に位置付
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
が起こらないように情報収集にあ
たっている。

いじめは、子供社会の問題である
が、親や大人が介入しすぎている。
大人は何をすべきか、考える時期
にきている。
いじめた方といじめられた方とのお
互いの気持ちについて繰り返しの
指導を徹底してもらい、早期解決を
お願いしたい。

いじめは、非常に卑怯な人権侵害
行為であること、いじめはどのよう
な理由があろうとも行ってはならな
いことを、児童に訴えてきた。発達
段階により、なかなか理解できない
児童もいるが、今後も繰り返し指導
を行う。
また、学年が上がるに従い、自分
たちで考えさせる機会を多くもち、
いじめを根絶させる気持ちを高め
ていく。

③

情報の共有を図り、教職員や保
護者が連携していじめへの対応
を適切に行っている。

それぞれ漏れなく実施しているた
め「Ａ」とした。
保護者からの問い合わせに対して
は、管理職、学年団、場合により生
活指導主任や養護教諭などが入
り、誠意をもって対応している。
児童からの聞き取りも迅速に行うよ
うにしている。
毎週金曜日に生活指導夕会を行
い、生活指導上の情報交換を行っ
ている。
保護者とは、問題があれば電話な
どで対応をし、相互理解と解決に
励んでいる。
児童の様子についての情報はすぐ
に話をし、管理職、担任、SC,養護
教諭などチームを組んで対応を考
えている。

スクールカウンセラーは、どこまで
情報を教員と共有するのか難しい
問題である。
いじめは、子供は自分の中で解決
できても、親がずっと引きずること
がある。
金曜日の生活指導夕会が、良い成
果を上げている。

いじめは根絶については、学校だ
けの努力では成果が上がらず、家
庭や地域と力を合わせた取り組み
が必要である。現在は、保護者に
対する啓発もおこなっているが、更
に保護者と教員が一緒に研修を受
ける機会をつくったり、資料提供を
今以上におこなったりして、いじめ
根絶に向けて取り組みを強化す
る。毎週金曜日に情報交換実施



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

A:63%

B:31%

C:6%

A:19%

B:69%

C:13%

A:24%

B:70%

C:6%

A:70%

B:24%

C:6%

A:35%

B:53%

C:12%

A:24%

B:71%

C:6%

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

学校による自己評価上段：取組指標

下段：成果指標

評価項目６　　学校独自の特色ある教育活動

本校の基本的な考え方

③

戸越スタンダードを活用し、学校
全体で歩調を合わせた指導を
行っている。

評
価
指
標

次年度に向けた
校長の態度表明

①

レベルアップの時間にリタラシーや
ジョイントストーリーてリングをする
ことで、できるようになった子供が
増えてきている。
リタラシー学習、ストーリーベースド
カリキュラムの意義をもっと教職員
がきちんと理解する必要がある。
英語の学習で学んだことを英語劇
という形で発表できたことも、児童
は達成感が味わえたようだ。
昨年度の実績と反省を生かして、
各学年授業を展開できていると思
う。
今後もＡＬＴ、ＪＴＥとの連携を密にし
て指導に当たりたい。
年間を通して全学級で英語の研究
授業を行い、研究に励んでいる。
まだ９０％までは定着を図れていな
い。

大崎グループで、月に１回各校の
英語推進担当が集まって打ち合わ
せを行っている。
小学校と中学校で情報共有がない
と、英語力のアップが見込まれな
い。
小学校で英語の授業が始まったこ
とで、中学校に入学した時にはす
でに英語が嫌いという生徒も出て
いる。
英語教育の変革期である。
小学校の段階でリタラシー学習は
難しいと感じるが、ALT・ＪＴＥの協
力で定着できていけると素晴らしい
と思う。

今年度は学校全体の英語教育の
レベル向上は、かなり行えたと感じ
ている。中学校や他の小学校との
連携も順調に行うこともできた。次
の課題は、教員一人一人の更なる
スキル向上である。自己研鑽しや
すい情報提供や資料提供、研修会
など学校として少しでも多く取り組
む。
英語教育推進リーダーを中心に、
大学の教授とも引き続き連携を図
り、教材の開発などにも尽力する。

児童の９０％以上が、できるよう
になったと感じている

学校は英語カリキュラムモデル
校として、積極的にリタラシー学
習を進めている。

②

学校は、体力向上や健康の保
持・増進のための教育活動に努
めている。

体育部がいろいろな取組を進めて
くれているが、教員も児童も受け身
のところが見られる。
年間を通して体つくり運動などを行
い、基礎体力の向上を目指してい
る。また、定期的にスポーツトライ
アルなども実施している。
姿勢体操および大なわチャレンジ、
縄跳び週間、マラソン月間などは
年間指導計画通りに実施してい
る。
体力向上、健康保持増進の取り組
みは定着してきている。しかし、ハ
ンカチ、ティッシュ調べなどを見る
と、持参率が低いクラスは決まって
きている。特に、高学年が自覚を持
てるような指導を考えていきたい。

朝の姿勢体操やバランスチェック
は、児童の健康維持に良い効果を
表していると感じる。今後も継続し
ていって欲しい。

区が進めている品川スポーツトライ
アルや、オリンピック・パラリンピッ
ク教育、学校独自の体力向上に向
けたイベントなど、児童の体力向上
と健康促進に向けた取り組みは、
年間を通じて実施している。しか
し、他の行事等との兼ね合いで、主
体性に欠ける部分もある。児童の
取り組みに対する意欲が向上する
ような掲示や表彰など、工夫を行
う。

毎朝姿勢体操、月１回体育朝
会、それ以外の取組を15日以上
実施

戸越スタンダードを意識した指導は
してきた。徹底できるようがんばり
たい。
教職員の共通理解をもっと図る必
要がある。
全教員の歩調が合っているとはま
だ言い難い。
補教などで他学級に入ると同歩調
で指導ができていないのでは、と感
じることがある。
スタンダード通りの指導をし、児童
が指導に従わなかった時、次どう
指導をしていくのかが今後の課題
である。
教員間の温度差をどのように埋め
ていけばよいか、内容の再検討も
含めて今後考えていく必要がある。

指導のばらつきをなくすための戸
越スタンダードであるので、教員間
の歩調を合わせ、共通した指導が
できたら良いと思う。

戸越スタンダードを意識した指導
が、教員の中でかなりできるように
なってきたが、まだ不徹底な部分も
あるので教員の意識を高めて確実
に実践させる。
スタンダード通りに指導をし、児童
が指導に従わなかった場合の対応
を気にしている教員もいるが、指導
をして従わないという頃は指導でき
ていないということなので、一人で
は無理な場合は複数で対応した
り、保護者の協力を求めたりしなが
ら、指導の徹底を図る。
戸越スタンダードは今後も毎年見
直しを行い、戸越小の児童により
適応した内容に改善していく。

戸越スタンダードに１００％準拠
した指導を行う

（１）重点的な取組内容
　品川区が小中一貫教育の第４ステージに入ったことを受け、大崎中学校との緩やかな連携を図りながら、本校独自の特色をはぐくんでいく。
　・ 英語力の向上－ＡＬＴ・ＪＴＥを有効活用することにより、単なるコミュニケーションの授業で終わらず、児童に英語を習得させる。
　・ 体力の向上－「外遊び週間」の設置、授業研究会の実施
　・ 健康の保持・増進－朝の１分間「しせい体操」の毎日実施、「早寝・早起き・朝ご飯」チェック月間の設置
　・ 授業規律を定着させるなど、学習環境を整えることにより、児童の学習に対する関心意欲を最大限引き出し、学力を向上させる。



今年度の学芸会はとても見ごたえがあり、先生方の指導力を感じました。
展覧会と学芸会が隔年であるので、今年は６年生が最後の学芸会ということで、盛り上がったが、実は５年生も最後の学芸会となっている訳で、おそら
く５年生の親たちは少し寂しい思いをしているかもしれません。
秋は行事も多く、先生方が大変であると感じるので、毎年は難しいでしょうね。来年の展覧会では、６年生だけ（今の５年生）が自己表現できる舞台物
やビデオ制作等の、６年生が自分たちで演出・出演までできるような発表の場があるといいなと感じます。
いじめはなかなかなくならないものなので、なくすことに主眼を置くのではなく、いじめにどう対応するかに重点をおくことが必要なのでは。
昔からいじめはあったが、子供たちで解決することができた。自分たちで解決する経験が必要。
「遊ぼう」より「今日遊べる？」と聞く子供の人間関係がある。子供がいろいろと忙しすぎるのではないか。
教育は成果が出るのは何十年も先。家庭の教育をしっかりするよう取り組むことが必要。
今は何かあると学校ばかり批判する。保護者に対して踏み込んでいくことは今は難しい。

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。）


