
平成３１年度（令和元年度）　学校評価表

学校評価の流れ【※平成31年度（令和元年度）の学校評価が令和2年度および令和3年度の教育活動につながる部分のみ表記しています。】

区学力定着度調査

学校

保護者アンケート
児童・生徒アンケート

　校区教育協働委員会は、品川区校区教育協働委員会設置要綱（改正 平成３１年３月２８日教育長決定要綱第８号）
に基づき、次に掲げる事項について、学校評価を行っています。
　(1) 学力に関すること。
　(2) 人間性や社会性に関すること。
　(3) 体力・健康に関すること。
　(4) いじめ防止の取組に関すること。
　(5) 特色ある教育活動に関すること。

　学校評価を行う際、評価項目ごとに「成果指標」と「取組指標」を設定し、取組状況と取組によって表れた成果に
ついて把握しています。学校評価により浮き彫りになった学校の課題を委員会で共有し、改善策を考えました。
　学校評価の結果を公表するとともに、今年度の取組の見直しや来年度の教育課程の編成に生かしていきます。
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平成31年度（令和元年度）　学校評価　品川区立宮前小学校

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

区学力定着度調査では各学年・各教科の平
均正答率が区の目標値を上回る。

ほとんどの学年、教科で目標値を上回った。
【達成率８１．３％】 A

算数の習熟度別授業における基本習得クラ
スの指導改善と各学年の漢字ステージの繰
り返し学習により、基礎学力の確実な定着を
図る。

今年度、校内研究を算数科とし、より具体的に指導法の検討
ができた。習熟度別クラスを２年生から実施し、効果を上げて
いる。基礎習得クラスでは、指導助手・学習支援員等を活用し
ている。漢字学習では、漢字検定の合格率が９３．５％と、昨
年度より５．２ポイント向上した。

A

デジタル教科書やタブレットＰＣ、電子黒板等
のＩＣＴ機器を効果的に学習に活用する。

タブレットＰＣや電子黒板等は効果的に活用できている。今
後、デジタル教科書を更に活用していく。 A

家庭学習に関し、「児童アンケート調査」で肯
定的な評価を８０％以上とする。

肯定的な評価が８０．７％であった。 A

家庭学習のチェックは毎日行い、保護者から
の確認印をもらう。未提出者には、家庭への
連絡を必ず行い提出を促す。

保護者会や学年便り等を活用し、家庭学習の取組の重要性を
伝え、保護者からの協力を得られた。一部、自学できない児童
や児童に支援できない保護者へも働きかけた。

B

児童１人あたり貸し出し冊数（１ヶ月）の平均
を5.0冊以上にする。【前年度4.52】

目標値は越えなかったものの、平均４．８１と前年度を上回る
ことができた。 B

読み聞かせや読書月間等、児童が様々な分
野の本に親しむ機会を設定し、読書への興
味・関心を高める。

図書担当教員と図書館スタッフが連携し、今年度も新たな企
画を立ち上げることができた。 A

図書館スタッフと連携し、本の紹介や展示を
工夫する等、読書を奨励する。

工夫しながら奨励できている。 A
Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

引き続き、保護者会や学年便り等を活用し
て、家庭学習の必要性を訴えていく。取組の
難しい児童に対しては、個に応じた課題を用
意したり、地域未来塾を活用したりしていく。

③
年々、図書の貸し出し冊数が増えてきてい
る。引き続き、本に親しむ活動を計画し、読
書の啓発活動を推進していく。

②

・基礎・基本の時間を計画的に活用し、学力の定着を図る。
・家庭とも連携し、毎日の家庭学習を定着させる（学年×１０分）。
・年間を通しての未来塾放課後学習や長期休業中の補習授業を行い、基礎・基本の学力の定着を図る。
・算数は２年生以上で、習熟度別学習を実施し、基礎的な学力を定着させるとともに、発展的な学習も行う。

国語・算数は、少人数指導やステップアップ
学習、朝学習等の効果が見られた。理科・社
会は、実験や観察、資料の読み取り等の活
動をさらに効果的に授業に取り入れる。身に
付けた知識が確実に定着するよう、定期的
に復習していく。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



平成31年度（令和元年度）　学校評価　品川区立宮前小学校

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

児童の公共ルール・マナーに関し、「ｉ-
Check」での肯定的な評価を８０％以上とす
る。

肯定的な評価が８３．０％であった。 A

校外学習、地域行事で場に応じた行動がと
れるよう、事前指導と事後の振り返りを徹底
する。

事前・事後の指導は徹底できた。子どもたちも意識して行動で
きた。繰り返すことで、実践力を高めたい。 A

市民科の授業を計画的に実施し、礼儀やマ
ナーを身に付けさせる。

市民科学習はカリキュラム通りに行われている。
実践の場面では、家庭と連携を図りたい。 A

児童の挨拶・言葉遣いに関し、「保護者アン
ケート調査」での肯定的な評価を８０％以上
とする。

挨拶９７．６％、言葉遣い９２．１％という肯定的な評価を得ら
れた。 A

校内にとどまらず、地域や保護者の方々に、
自ら挨拶する意識を高めるよう、日常的に指
導を行う。

必要な場面に応じて指導を行ってきた。頑張っている児童を称
賛し、校内全体に広まっている。 A

あいさつ運動や地域清掃、委員会活動な
ど、目的や他者との関わりを考えてすすんで
取り組ませる。

各取組を計画通りに進めた。地域清掃の取組方法を変え、よ
り児童の意識が高まった。 A

勤労・ボランティア活動に関する「ｉ-Check」で
の肯定的な評価を８０％以上とする。

肯定的な評価が８３．１％であった。 A

係や当番、地域清掃、委員会活動など、目
的や他者との関わりを考えてすすんで取り
組ませる。

係や当番、委員会の指導は、各担任や担当教員が継続的に
行った。代表委員会の自発的な活動が増え、校内全体によい
効果を与えた。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

他者のために働くことや自分の責務として働
くことを大切にできる児童がほとんどである。
今後も、いろいろな場面を設定し、その意義
を学ばせ、価値付けていく。

・市民科を中心に、心の教育に焦点をあてた授業の充実を目指す。
・あいさつ運動や日常の生活指導で、挨拶や礼儀、言葉遣いを中心に指導していく。
・縦割班活動を通して人間関係を作り、豊かな心を育てていく。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

児童一人一人が公共ルール・マナーを守ろう
という意識が育っている。他者意識を育て、
社会の一員という自覚がもてる指導をしてい
く。また、児童同士で注意し合える雰囲気を
大切にしていく。

②

立ち止まって挨拶をする児童が増えてきた。
挨拶をすること自体は、習慣化されてきてい
る。校内だけでなく、地域でも、一人でも挨拶
ができるよう日常化を図っていく。



平成31年度（令和元年度）　学校評価　品川区立宮前小学校

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

体力テストの結果が昨年度までの記録や都
平均と比較して上回る。

体力テストの合計得点は、６年男子と５年女子以外は、都の平
均と同水準か上回っている。 A

スポーツトライアル、ワンミニッツエクササイ
ズを実施し、学年に応じて取り組ませる。

体育部を中心に様々な取組はできた。児童全員に広げるため
の改善策を検討していく。 B

体力テストの意識調査で「運動が好き」「体
育が楽しい」と回答する児童が８０％以上と
する。

「運動が好き」９４．３％、「体育が楽しい」９５．０％と目標値を
大きく上回った。 A

体育部が中心となって教材、教具の整備を
し、指導資料を作成して担任に配布する。

年間を通して、きちんと行うことができた。 A

全学年、全単元、全時間の年間指導計画を
作成し、それに沿ってテクニカルアドバイ
ザーと協力し指導を行う。

テクニカルアドバイザーを活用した授業を展開できた。テクニ
カルアドバイザーと学習指導への共通理解を図ることができ
た。

A

健康診断の結果、治癒率が前年度より上回
る。特に虫歯の未処置児童を10％未満にす
る。

健全歯の児童は昨年度より０．８ポイント上がったが、治癒率
は昨年度より２ポイント下がっている。 B

保護者会等で呼びかけ、保護者に協力を促
す。また、歯磨き指導を実施し、児童の意識
を高める。

給食後の歯磨きタイムを実施し、児童への意識付けができ
た。家庭で連携が取れるよう、保護者にも働きかけていく。 B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③
今年度の取組を改善し、次年度も歯磨き指
導に力を入れる。特に、未処置児童の保護
者には強く働きかけていく。

・体育の授業改善を行い、指導力の向上を目指す。
・児童の運動意欲の向上を図る。
・児童の運動習慣の定着を図る。
・家庭と協力し、児童の健康増進を図る。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

体育部が企画したスポーツトライアルは休み
時間の設定のため、児童の参加が任意に
なっている。今後、体育の授業にも取り入
れ、全児童が取り組めるようにしていく。

②

自分の成長を実感できる授業を展開してき
たことで、運動することに対して肯定的に捉
えている児童が多い。引き続き、友達との協
働的な学びを通して、運動の特性に触れさ
せていく。



平成31年度（令和元年度）　学校評価　品川区立宮前小学校

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（もしくは、いじめにつながる可能性の
ある事案）の早期発見による年度内解決を
図る。

いじめ疑いとして、１学期に１年生の案件を認識し、早急に対
応した。その後の経過観察では、特に何もなく、解消と判断す
る。

A

生活アンケートを毎月確認し、いじめの早期
発見に努める。発見時は組織的な対応を行
う。

実施できた。アンケートの内容について生活指導主任と担任
が連携し、情報交換を行った。必要に応じて、校内全体で情報
共有した。

A

いじめの可能性がある際は、児童への聞き
取りを行い、情報の共有を確実に行う。

状況に応じて、担任や管理職、カウンセラーが適切に聞き取り
を行った。その後は教員間で情報の共有を図った。 A

スクールカウンセラーと連絡を取り、客観的
な立場からの見方を大切にする。

スクールカウンセラーと連携した対応ができている。 A

必要に応じて、区巡回相談員やHEARTS（学
校支援チーム）と連携し、児童への聞き取り
や支援を行う。

区巡回相談員には、積極的に児童の様子を観察してもらって
いる。HEARTSにつなげる案件は無かった。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

重点目標

・いじめは、いつでもどこでも起こりうるものであるという前提に立って指導することを全教員が認識する。
・スクールカウンセラーや区教育委員会と連絡を取り合いながら、児童の変容を見る視点を明確にし、洞察力・観察
力を高めながら素早く対応していく。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

小規模校の良さを生かし、引き続き、職員全
体で児童の情報共有を徹底する。児童のサ
インや保護者の相談を見逃すことなく、関連
機関と連携しながら迅速に対応していく。



平成31年度（令和元年度）　学校評価　品川区立宮前小学校 公開

評価項目５　特色ある教育活動に関すること（自己肯定感の向上）

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

児童の自己肯定感に関し、「i-Check」での肯
定的な評価を８０％以上とする。

肯定的な評価が７８．８％であった。あと少しで目標値に達す
る状況である。 B

小規模校の利点を生かし、行事での一人一
人の活躍の場を多く設定し、成功体験を多く
積ませる。

運動会や学芸会などの行事で、児童一人一人の出番を多く設
定することができた。事後の感想などから多くの児童が成功体
験を味わえたことを確かめることができた。

A

縦割り班活動（遊び、清掃、挨拶隊、給食）を
充実させ、特に上級生に対し、下級生との関
係性を価値付ける。

十分に活動や交流ができた。高学年の自主性や責任感が
育っている。 A

教職員が積極的に児童の良さを見付け、伝
え、褒めて伸ばす指導を心がける。

褒めて伸ばす指導を十分に行うことができた。 A

学習において、学び合い活動を多く取り入
れ、児童の相互評価を通して自他の良さに
気付かせる。

主体的で対話的な学習活動を多く取り入れた。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

重点目標

・褒めて伸ばす教育理念のもと、児童一人一人の個性を大切にする。
・「自分を好きになること」を通して、他者理解や人権意識の育成を図る。
・小規模校の良さを生かし、あらゆる教育活動において、児童全員に成功体験を味わわせる。
・特に高学年は、委員会活動や異学年交流、地域活動を通して自己有用感をもたせる。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

「先生は認めてくれる、気持ちを分かってくれ
る」と回答している児童は、全体で９０％を超
えているのだが、その一方で、なかなか自分
の良さや長所を認められない児童がいる。
引き続き、児童一人一人が輝ける場面を教
育活動に多く取り入れるとともに、その後の
自己評価や他己評価を効果的に行い、自信
につなげる。



平成31年度（令和元年度）　学校評価　品川区立宮前小学校 公開

評価項目６　特色ある教育活動に関すること（オリンピック・パラリンピック教育）

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

オリンピック・パラリンピックへの興味・関心
に関する「児童アンケート調査」での肯定的
な評価を８０％以上とする。

区の平均値を超えたものの、肯定的な評価は、オリンピック
７８．３％【区より∔2.2】、パラリンピック７０．１％【区より∔3.6】
であり、目標値には満たなかった。

C

オリンピアン・パラリンピアン等の話を聞いた
り、交流したりすることを通して、自分自身の
目標や生き方を考える機会とする。

今年度は、フィールドホッケーの選手との交流の他、和文化体
験として和太鼓や日舞の体験教室も設定した。高学年はオリ・
パラノートを活用し、振り返りを行った。

A

スポーツ競技を通じて、運動の特性に触れ
た楽しさを味わい、競技への理解を深める。

フィールドホッケー教室での体験学習の他、体育科の授業を
通して、運動することの楽しさやオリンピック・パラリンピック競
技への理解を深めた。

A

ボランティアや応援での参加に関する「児童
アンケート調査」での肯定的な評価を８０％
以上とする。

応援での参加への数値は高いものの、ボランティアへの関心
が目標値に満たなかった。 C

パラリンピアンや障がい者およびそれを支え
る人々との交流の機会を設定し、ボランティ
アマインドを育成する。

視覚障がいランナーの伴走者をお招きし、パラリンピックへの
興味を高めるとともに、サポートする方の思いを学ぶ機会を設
けた。

A

ペルー留学生との交流を通し、異文化理解
を深めるとともに、おもてなしの心を育む。

ラ・ウニオン学校（ペルー現地校）との交流を本格的に開始す
ることができた。次年度に向け、さらに交流内容を検討してい
く。

B

「もったいないキャンペーン」の一環として、
節電・節水・給食の残菜低減に取り組む。

節電・節水・給食の残菜低減に取り組んだ他、ふくのわプロ
ジェクトにも参加した。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

上記同様に、コロナ禍での延期の影響も大
きい。また、東京大会に対しては、年齢的に
自分がどのようにボランティア活動するかの
イメージがもてないことも課題である。様々な
活動や体験談を紹介していく中で、自分が大
きくなった時に参加したいという思いが育て
られるような学習活動を展開していく。

・体験活動やアスリート・ボランティアの方々との交流を通して、東京2020大会への関心を高める。
・世界ともだちプロジェクトの国を中心に、交流や調べ学習を通して、異文化理解を進める。
・環境問題にも取り組み、東京2020大会後のレガシーを見据えた教育を推進する。重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

コロナ禍で、開催が１年先送りになったことも
あり、子どもたちのモチベーションが下がって
いる。引き続き、様々な教育活動の中で、オ
リンピック・パラリンピック教育を展開し、子ど
もたちの興味・関心を高めていきたい。改善
策として、オリンピック・パラリンピックノートの
積極的な活用やオリンピック・パラリンピック
コーナーの充実、校長講話を通しての指導
を図っていく。


