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学校評価の流れ（※令和２年度の学校評価が令和３年度および令和４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

品川区立宮前小学校 校長 齊藤　直彦

宮前小学校校区教育協働委員会 委員長 西谷　尚徳

　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  令和２年３月17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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令和２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。

すべての学年、教科で目標値を「上回る」もしくは「同程度」の
評価を得た。 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ことのはノートの繰
り返し学習により、基礎学力の確実な定着を
図る。

算数科の校内研究が２年目となり、学力調査の結果を丁寧に
分析し、児童の実態に即した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。漢字検定
の合格率は83.3％であった。

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、GIGAスクール構想の展開を全職員で推進していく。 A

学校再開後の行事の見直しや授業時数確
保の工夫、指導計画の見直しを行い、学び
の保障を行う。

今年度に履修すべき学習内容は、全学年で実施することがで
きた。３学期末には復習問題に取り組み、定着を図っている。 A

４０分授業および２０分の短時間授業を効果
的に活用し、総合的に年間授業時数を確保
する。

充分に授業時数を確保することができた。また、行事を精選す
ることで、ゆとりある学習を展開できた。 A

児童１人あたり貸し出し冊数（１ヶ月）の平均
を４冊以上にする。

平均５．５４冊であった。目標を達成できた。 A

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緊密に連携し、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

③

臨時休業期間もあったが、昨年度より０．７３
ポイント増加し、年間貸出冊数も前年度を上
回った。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。

・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。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①

国語と算数に関しては、１００％の達成率で
あった。社会科の４,５年生、理科の５,６年生
は「目標値と同程度」という評価であった。

理科・社会ともに、「活用問題」ができている
のに対し、「基礎問題」でのミスが目立った。
課題解決学習を展開したり、iPadを活用した
りしながら一人一人が的確に課題を捉えら
れるように指導していく。

②

コロナ禍で「学びの保障」を目指し、指導計
画の見直しや指導法の工夫を行うことができ
た。令和３年度の学力定着度調査の結果か
らその成果が分かる。この経験を次年度にも
生かしていく。



令和２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９４．３％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。

コロナ禍で、校外に出る機会が少なかったが、全校遠足など
で適切な行動が取れていた。 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、引き続き、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。

学校公開アンケートの結果から81.3％の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。マスクを着用している
分、相手に気持ちが伝わるよう、会釈などの作法を指導した。 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。

感染症対策を取りながら、それぞれの活動を実施することが
できた。 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８５．７％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。コロナ禍で工夫して実践した、松葉会（敬老会）との交
流が東京都教育委員会HPで紹介された。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

高学年を手本として、低学年でも立ち止まっ
て挨拶する児童が増えた。またどの学年も、
廊下歩行のすれ違い時に、気持ちのよい挨
拶ができる。

引き続き、マスク越しにも気持ちが伝わる挨
拶の仕方を指導していく。

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。また、地域ボラン
ティアは、コロナ禍でできることに取り組んで
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

市民科等の授業を通して、公共な場面での
行動については、意識も知識も高まった。

コロナ禍のため、校外学習等ができず、実践
的な学習に取り組めないので、家庭との連
携を図っていく。



令和２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。

体力合計点を経年変化で比較すると、どの学年も前年度より
プラスとなっている。ただし、同学年で比較すると、点数がマイ
ナスになっている学年もある。

B

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。

コロナ禍のため、体育委員会中心の取組は例年より回数が
減ってしまった。その代わり、体育の授業を中心に展開した。 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。

東京都の調査結果から「運動が好き」が86.7％、「体育が楽し
い」が91.3％であった。 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。

コロナ禍に対応した指導事例集や縄跳び・マラソン等の学習
カードを作成し、教員間で共通理解を図った。 A

感染症予防を考慮した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。

体育主任より、コロナ禍での新たな指導計画を提案し、安全に
指導を行った。 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。

未処置児童は14.8％であった。目標値には届かなかったが、
昨年度より3.9ポイント減った。また、虫歯（健全歯）の児童が
73.9％と15ポイント上がった。

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。

感染症予防のため、歯磨き週間における校内歯磨きタイムは
行わなかった。その代わり、家庭で実施してもらったことで、か
えって意識付けが図れた。。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③
未処置児童の保護者には引き続き、強く働
きかけていくとともに、児童にも積極的に保
健指導を行っていく。

・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

コロナ禍の影響で、児童の体力低下が懸念
される。体育の授業で計画的に指導を行うこ
とと、放課後遊びや校庭開放等で、児童に体
を動かせる場所を確保していく。

②

「体育が楽しい」と感じられる要因として、「で
きるようになる」ことと「友達と関わる」ことが
考えられる。

「できるようになった」ことが実感できるため
にも、iPadの動画機能を効果的に活用し、自
己評価を工夫する。また、「友達との関わり
方」に関しては、感染症対策を取りながら、
新しい学習展開を考えていく。



令和２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。

３学期にトラブルがあり、早急に組織的な対応した。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。

子ども家庭支援センターやHEARTS等の外部機関とも積極的
に連絡を取れている。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

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

コロナ禍は、児童にとっても相当のストレスを
与えていると考える。また、児童同士の関わ
りが制約される中で、ささいな事から児童の
心理的不安やトラブルに発展することも想定
される。

継続的に生活アンケートを実施していくととも
に、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。



令和２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７０％以上とする。

肯定的な評価が７７．４％であった。 A

感染予防に伴い行事が縮小された中でも、
小規模校の利点を生かし、児童一人一人の
活躍の場を工夫して、成功体験を多く積ませ
る。

全校遠足や体育授業公開、展覧会等の行事を通して、多くの
成功体験を積ませることができた。 A

感染予防中の縦割り班活動（遊び、清掃、挨
拶隊、給食）を模索し、特に上級生に対し、
下級生との関係性を価値付ける。

感染症対策を取りながら、２学期中旬より、縦割班活動を展開
することができた。改めて、高学年のリーダーシップを育成す
るのに効果的だと実感できた。

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、感染予防に配慮しながら学
び合い活動を工夫して展開し、児童の相互
評価を通して自他の良さに気付かせる。

緊急事態宣言の発令に伴い、活動を制限されてはいたが、可
能な限り、主体的で対話的な学習活動を取り入れた。 B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

・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。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

「先生はほめてくれる」９６．９％、「ほめられ
てうれしかったことがある」９０．５％と高い数
値であった。「褒めて伸ばす」という本校の教
育方針が実現できている。

「勉強やスポーツ、習いごと、しゅみなどで、
今がんばっていること・自信をもっていること
がある。」と回答した児童が８５％であり、成
功体験や向上心、充実感が得られている。
その一方で、「自分にはいいところがある。」
「友達が注目してくれる。たよりにされてい
る。」という回答は肯定的な評価が低い傾向
が見られた。まだまだ自分の良さや長所を客
観的に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。



令和２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（キャリア教育）

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

係・学級・所属する集団への積極的な行動
力に関する「児童アンケート調査」での肯定
的な評価を７５％以上とする。

肯定的な評価が８９．９％であった。 A

児童が他者や集団のために働ける場を多く
設定し、成功体験を積ませることで、勤労奉
仕の意識を高める。

縦割班活動では、高学年が下級生のために意欲的に活動し
た。また地域清掃では、地域の方から声を掛けていただき、子
どもたちが達成感を味わうことができた。

A

帰りの会や委員会での話し合いの場を活用
し、自己評価だけでなく、他者からも認めても
らえる機会を増やす。

低中学年は帰りの会を中心に、高学年は委員会活動を通し
て、友達から「良かったこと・頑張ったこと」を伝え合う機会を多
く設けられた。

A

将来の仕事や目標への興味・関心に関する
「児童アンケート調査」での肯定的な評価を７
５％以上とする。

肯定的な評価が７５．８％であった。 A

３年生以上の市民科で年間３５時間の「一貫
プラン」を設定し、多くの体験活動や交流活
動を通して、自分の将来や生き方を考える機
会を設ける。

４，５月の臨時休業の影響もあり、１学期の意識付けが弱かっ
た。６年生は、職業体験・ドリームジョブ・西谷准教授（立正大
学）との特別授業と、十分な学習展開ができた。

B

市民科「キャリア・パスポート」の活用を年間
５回、指導計画に設定し、学んだことの振り
返りや自己の変容の確認をしながら将来の
在り方、生き方を考える活動を行う。

４，５月の臨時休業の影響もあり、１学期の教員の共通理解が
不十分であった。２学期以降に計画を見直し、年間５回の活用
は実施できた。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

目標値は達成できたものの、２割弱の児童
が「将来なりたい職業ややりたいことがもて
ていない」状況であることは今後の課題とし
て捉える。品川区の平均と比較すると、特に
低学年にその傾向が見られる。「キャリア・パ
スポート」を活用し、１，２年生でキャリア教育
の素地を作って、３年生以上の「一貫プラン」
につなげていく。

重点目標

・市民科「一貫プラン」を軸に、商店街や地域の方々との交流を積極的に行い、働くことや自分の将来の夢への意識
を高める。
・一貫プランの学習活動に関しては、戸越台中学校・京陽小学校との連携を図り、９年間の学びとする。
・ドリームジョブ等の学習活動を通して、地域の方を講師として招聘し、様々な職業への関心を高める。
・模擬選挙や校内スチューデントシティに取り組み、社会の自治への理解を進めるとともに、地域の一員であること
の自覚を深める。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

９割の児童が、学校・学級・係等への所属意
識をもち、積極的に関わろうとしていることが
分かった。これは、区の平均値よりも１．５ポ
イント高い。

コロナ禍で、依然、本校の特色の一つである
縦割り班活動や集団活動に制約があるもの
の、実践できる活動を価値付け、系統立てた
指導を行うことで、学年が上がるごとに集団
意識を地域・社会へと広げていく。


