
平成29年度　校区外部評価

自己評価表（最終まとめ）

学校名 品川区立宮前小学校

【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　５
Ｂ　３

Ａ　７
Ｂ　２

Ａ　７
Ｂ　１

Ａ　７
Ｂ　２

Ａ　４
Ｂ　３

Ａ　２
Ｂ　２

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

Ａ　４
Ｂ　６

Ａ　９
Ｂ　２

Ａ　６
Ｂ　３

Ａ　７
Ｂ　４

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

③

①

・校外学習、地域行事での子供
の姿から判断する。（整列、姿
勢、場に応じた対応。）

・学校は、市民科の授業を計画
的に実施し、様々なスキルを身
に付けさせる。

次年度に向けた
校長の態度表明

・他地域より、校外でのマナーや挨拶はでき
ていると思う。
・町探検など、地域とふれあう場でのマナー
や挨拶はよくできている。

上段：成果指標 学校による自己評価評
価
指
標

・本校だけのことではないが、少年野球や
サッカーの開会式・閉会式での整列や話の聞
き方は十分とは言えない。学校での教育が地
域でも生かされるようにしたい。
・車中のマナーについては、絶えず子供に声
掛けをしている。事前指導を行った学年は当
日意識して行動していた。今後もこうした細か
い指導を続けていく。

・目標値に達していない一部の児童に対する
フォローの具体的な課題が必要。
・締め付けでなく楽しく学習できる雰囲気（環
境）づくりを。
・実態把握と情報共有、観察が大切であり、
良好と理解している。個人差や家庭環境によ
るところは大きいが、学校の取り組みは良い
と思う。

・学習に取組む姿勢は、学年によって異な
る。各学年の目標としている学習姿勢に近づ
くよう、児童の小さなな成長・変容を評価し、
継続して取組む姿勢を育んでいる。
・習熟に時間がかかる児童には、専科教諭、
学習支援員、専門委員の補助、アドバイスを
頂きながら、基礎・基本の学習に重点を置い
ている。

・家庭学習は毎日確認をして、提出していな
い子には、保護者にも伝えて見てもらうよう促
している。
・学習ファイルで毎日確認することが、有効で
あった。
・保護者の協力がなかなか得られず、確認印
がない、宿題への取り組みが滞るなどの児童
が数名いる。

・保護者から協力を得るのは、なかなか難し
いのでは。

・本校の学力の向上の一つの要因は、継続し
た家庭学習によるものである。十分に保護者
の理解を頂きながら、保護者から児童に声掛
け、支援をしてもらい児童の学習への意欲を
高めていきたい。

・期末テストだけでよい。 ・3月に実施予定である。今年度より品川区学
力状況調査が2年生から実施されていること
もあり、期末テストは基本問題と表現力・思考
力を確認する問題に少しずつ変更していく。

①

②

③

・正答率７０点以下は再テストを行い、
各学年の漢字書き取り、計算テスト
（小テストも含め）を学習の区切り、単
元の途中で実施していく。誤答は、家
庭学習においてやり直しをさせるな
ど、確実に定着させる。

・家庭学習実施率90％の達成を
目標とする。

・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。・宿題未提出者には、家庭へ
の連絡を必ず行い、提出を促し
児童自身が意識を高められるよ・期末テストは90％以上の達成
を目標とする。

・学年末テストは３月に実施、問
題を事前に提示し学校・家庭で
取り組む。

評価項目２　　社会性・人間性の育成

②

・地域・保護者アンケートから
80％以上の達成を目指す。自ら
挨拶する意識を高めるようにす
る。

・平成２８年度保護者アンケート集計結果で
は、「あいさつをしっかりできるようにしてい
る。」の質問に対して、「あてはまる」と回答し
た保護者が51.0％と高い結果となった。「どち
らかというと当てはまる。」と合わせると、
96.2％という非常に高い結果であった。
・今後も常時できるように校内活動を通して指
導を続けていく。

・依然としてあいさつには厳しく指導をしている成
果が出ているが、校外での挨拶は課題が多い。
・挨拶をすると気持ちがよいことを実感している様
子が感じられるようになった。
・特にあいさつ隊では、自分で当番の日を覚え、
言われなくても登校している姿が見られる。
・校内ですれ違う時の挨拶も意識して行ってい
る。また、話の聞き方や返事についてもその都度
確かめている。

・他者（大人など）から挨拶されてそれに応え
るのではなく、児童が率先して挨拶できるとよ
い。
・笑顔で挨拶できており、好感がもてる。

・あいさつ運動や地域清掃、委員会活
動では、目的を考えて進んで取り組め
るようにする。あいさつや礼儀、場に
応じた行動ができるようにしている。

・国語、算数を中心として基礎・基本の時間（朝の帯時間、週３回１５分ずつ）を計画的に活用する。
・毎日の家庭学習を定着させる（学年×１０分）。
・長期休業中の補習授業を行う。
・算数は３年生以上で、習熟度別学習を実施する。算数の個人カルテを作成する。
・学期末考査を３月に実施し、学力の定着を図る。

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

・学年末テストは評価日時点では未実施のた
め、評価できないが、期末テストなどは目標
の達成率を目指している。

・テスト前の復習も家庭学習で行い、よい点
数を取れている。配慮を要する児童について
は別途補習を行い、定着を図っている。
・ほとんどの児童が目標値に達しているが、
一部の児童は難しい状況である。
・８０点以上を取ることができていない児童に
は再テストを行い、学習内容の定着を図って
いる。

・市民科では、年間指導計画にもとづき、指導を
行っている。
・校外でのマナーや挨拶は日常の実践の場であ
るが、課題が多い。学校から離れても、学校と同
じように節度をもち行動しようとする意識を子供た
ち自身が更にもてるようにしたい。
・社会科見学等でも、施設の方などに進んで挨拶
する、素早く整列するなどの行動が見られた。一
部の児童の意識（の低さ）をより高める必要があ
る。

・ワークテストは８０点以上を目標とす
る。

本校の基本的な考え方

・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、あいさつや礼儀、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。

次年度に向けた
校長の態度表明

下段：取組指標



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　５
Ｂ　５

Ａ　７
Ｂ　４

Ａ　９
Ｂ　０

Ａ　１１
Ｂ　０

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

Ａ　５
Ｂ　４

Ａ　４
Ｂ　７

Ａ　７
Ｂ　３

Ａ　８
Ｂ　３

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

・校内施設の安全点検を実施。
施設が常に清潔に活用され、破
損個所は素早く修繕されてい
る。

③

・自己アピールを必要としている時代ではある
が、地道に粛々と教育活動の様子を伝えてい
く掲示板にしていきたい。
・訪問される方々から、「玄関に入ると宮前小
学校の熱気を感じる。」と話される方が多い。
本校の教職員の情熱が伝わり大変嬉しく思
う。今後もレギュラー版とトピックス版に分け
て掲示していく。

・「事故が起きれば、学校の信頼はなくなる。」
ことを教職員一人一人が意識し、「安全」「ス
ピード対応」心掛けて点検していく。教職員同
士の連絡報告を怠らないようにしていく。

②

・安全点検は毎月行っている。特に危険性の
高い個所は複数の教員で見回っている。
・管理職を筆頭に全教員できめ細やかに点検
に努めている。
・各教員がさらに意識を高めていく必要があ
ると考える。

・個々の教職員が、事故の未然
防止の意識で、日常の中で校内
施設を点検している。

②

・ウィーンフィル管弦楽団員によるコンサート
やシエナ・ウィンドウオーケストラによる演奏
会にお呼びすることができた。

次年度に向けた
校長の態度表明

下段：取組指標

①

・掲示物の内容についても偏る
ことがないように計画を立てて
実施している。

・月に一度は最低でも変えられるように、学年
主任と相談して計画を立てている。

・職員室の周辺がきれいで、掲示物も整って
いる。

・廊下・教室の掲示物が１回/月
以上の更新を目指す。

評価項目４ 　環境整備・美化

③

評
価
指
標

上段：成果指標

・各行事には幼稚園や保育園に積極的に招
待状を出し、観覧席も設けて迎え入れてい
る。
・行事を楽しみにしてくださっていて嬉しいし、
ありがたい。
・活動の目的を伝えることで、有意義な学習
ができた。特に保育園との交流は、一回一回
を大切にしながら活動できた。
・各行事には招待状を出すなど、交流が盛ん
に行われていた。

・縦のつながりは重要（幼稚園や保育園、中
学校など）。もっと積極的にやっていくべき。

・地域は教育の宝庫と言われる位大事なも
の。大いに活用すべき。
・興味のある事柄についての質問や目の輝き
は的確であり希望がもてる。

・平成２８年度保護者アンケート集計結果で
は、「お子さんの通っている学校は、地域と連
携している。」の質問に対して、「あてはまる」
と回答した保護者が57.4％と高い結果となっ
た。「どちらかというと当てはまる。」と合わせ
ると、93.8％という非常に高い結果であった。
・今年度もしながわドリームジョブで、就労体
験や、第一線で活躍している地域の方の仕
事の流儀を聞くことができた。

・地域巡り、「町の人から学ぶ」
では、学習支援者、指導者とし
ての協力を得るようにする。

・地域、近隣保育園幼稚園と運動会で
の交流、学芸会、文化庁公演へ参加
の呼びかけ。また、プール交流、生活
科交流の実施をする。

・より良い交流とするために、事前事
後の活動を必ず設定し、交流の意義
を体感できる。

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

本校の基本的な考え方

本校の基本的な考え方

・「心豊かでたくましく生きる力」を育む教育を基本理念とする。
・子供によい教育環境を提供することを目指す。
・廊下・教室の掲示物は、行事ごとに更新していく。
・美化・安全を重点に、日々の校内巡視で整備・改善する。
・月１回の地域清掃を行う。

学校による自己評価

①

・各学年・専科で１～2回/年実施。
・実施後は、まとめを必ず行い、その
記述から内容などの検討をしている。

・ゲストティーチャーによる授業は大変ありが
たい機会である。
・生活科を中心に地域の方との交流を設けて
いる。今年度は、商店街の協力店を増やすこ
とができた。
・昨年の情報をもとに、実施されたものもあ
り、有意義な活動となった。

評価項目３ 　保護者・地域との連携
・保護者、地域、戸越台中学校との連携のもとに、春と秋の年２回「さわやか挨拶運動」を実施し、それらの活動を通して社会性、人間性を育成す
る。
・６年生の職場体験、低学年の特別養護施設の訪問などの交流を実施する。
・学校公開・学校行事の案内を地域にも配布し、その都度保護者・地域のアンケートを実施していく。



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　９
Ｂ　１

Ａ　９
Ｂ　２

Ａ　６
Ｂ　３

Ａ　８
Ｂ　３

Ａ　５
Ｂ　５

Ａ　４
Ｂ　７

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

Ａ　７
Ｂ　３

Ａ　６
Ｂ　５

Ａ　５
Ｂ　５

Ａ　５
Ｂ　３

Ａ　５
Ｂ　５

Ａ　７
Ｂ　４

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

・テクニカルアドバイザーを活用
し、体力向上を図る指導が行わ
れている。

・全学年に副担任制を導入し、担任以外の複数の教員が児童を指導する体制をとっている。
・学習指導、給食、朝の会・帰りの会、校外学習に副担任が入って、よりきめ細やかな指導、個に応じた指導を行う。
・算数では、３年生以上で少人数習熟度別学習を行う。また、専科教員や指導助手によるTT指導も行う。
・小１プロブレムの改善を図るために、保幼小の連携を積極的に取り組んでいく。

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

②

・今年度の品川学力調査等では、正答率が
習熟基準を５ポイント以上上回っている。
・補習は、担任以外にも指導する教員が入
り、個々に対応した指導をしている。

・家庭学習で徹底的に復習をさせている。
・補習時間に、特別支援教室を利用している
子供の個別指導を週に２回（１回）行ってい
る。
・基礎基本の定着のため、丁寧な学習指導に
心がけた。
・個に合わせたプリントを使用するなど行っ
た。

②

・月目標や週目標についての共通理解がなさ
れている。
・配慮児童について、全教員が指導を行って
いるが、学級の落ち着きには、さらに指導が
必要なクラスがあると感じる。

・実施しているとは思うが、グループワークな
ども大事だと思う。

・学校評価の時期に意見を出し合うのではな
く、常日頃から子供の態度、持ち物の準備状
態、教室環境について担任や専科同士が報
告し合い、改善を図るようにしてきた。

③

・学級のルールが守られ、落ち着いた
態度で学習に取り組んでいる。
・都・区のスクールカウンセラーの見
取りは即日、担任に伝えられている。

・概ね良く守られているが、一部児童が落ち
着いた態度で学習に取り組めるよう、引き続
き指導が必要であると感じる。

・校内研修を通してさらに指導力が高まるよう
にしていく。子どもの実態を認識した指導を
行っていく。

・都・区のスクールカウンセラー
と担任との連絡を密にとって適
切な指導がなされている。

本校の基本的な考え方

・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。
・各学年の児童を担任・副担任・専科・養護が観察し、変容の情報交換を職員朝会・職員連絡会・学年会・生活指導部で行っていく。
・教員は、スクールカウンセラーとの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。

・些細なことでも注視していくことが重要であ
り、現状ではよく対応できている。
・取り組みへの努力が感じる。

評価項目５　　いじめ防止に関する取組

・副担任制で、指導内容を担
任、担当者と打ち合わせをし、き
め細かく個に応じた指導を実施
している。

・学級にきめ細かな指導が行き
わたり和やかな落ち着いた雰囲
気が見られる。

・スポーツトライアルに参加する児童数が増
え、全校での取組になりつつある。テクニカル
アドバイザーによる技能面で支援が必要な児
童に対する個別指導が効果を出している部
分がある。
・体育主任がリーダーシップをとって体力向上
のために率先して実践し、他の教員にも広め
ている。
・体力向上への意識が高まっている。

・面白い取り組み。引き続きしてほしい。 ・体育主任が教員に声をかけて実施してい
た。全校朝会や集会でのデモンストレーション
の効果が出ている。

・最低限、復習は必要。
・先生方の頑張りによるところが多い。

・品川区学力調査の結果では、学年によって
違いがあり、学級の学習姿勢が結果としてあ
らわれた。
普段から分かり易い授業の実施とワークテス
トの確認を十分に行っていく。

・各教科の単元ごとの習熟
チェックを行い、補習学習等を
行っている。

上段：成果指標

③

・スポーツトライアルなどで体力向上
の成果が見られる。
・休み時間など自主的にテクニカルア
ドバイザーと関わる姿が見られる。

評
価
指
標

次年度に向けた
校長の態度表明

①

評価項目６　　学校独自の特色ある教育活動

・個別に指導を行いたい、習熟を重視したい
授業の際には、指導者が多い方が指導しや
すい。
・複数の目で指導に当たれるシステムがあり
がたい。
・担任だけでなく、担任以外の教員で個に応
じた指導は実施している。

・児童のやる気を伸ばしてほしい。
・多くの目で多角的に指導するシステムは素
晴らしい。

・１つのクラスに２名以上の指導者が入れば、
成果が出るのは当然である。また、指導者が
補助に入る意図・目的を把握し、指導内容を
明確にすることによって成果を更に高めること
ができる。
・今年は特に特別支援教室の教員も学習支
援として学習指導にか関わった。

評
価
指
標

・校内・学級内で指導が活かされ、学
級が落ち着いている。
・全教職員が同じ方向性で配慮すべ
き児童の指導にあたっている。

・特別支援コーディネータを中心
に校内委員会を毎月実施し、全
職員が児童理解を図っている。

次年度に向けた
校長の態度表明

学校による自己評価

①

・些細なことでも情報の共有化を図っ
ている。
・児童への聞き取り、生活指導部との
情報共有を確実に実施する。

・生活アンケートを毎月行い、児童からの情
報収集を欠かさない。有事の際は生活指導
主任と管理職にすぐ相談できるような体制に
なっている。
・アンケートに上がってこない部分に関して
は、よく観察することを継続していきたい。
・二委員会や職員連絡会といった生活指導情
報交換の場以外にも、普段の会話の中で、教
員同士が児童についての情報を共有してい
る。

・子どもを見る目を更に高めていく必要があ
る。マンネリ化した視線で見ると、大きなミス
につながる。職員連絡会、生活指導委員会で
子どもの様子について話し合い、専科から見
た子どもの実態を担任へ伝えるようにしてい
る。・生活アンケートを担任、生活指導主

任、副校長、校長が確認をし、早期発
見に努める。発見時は組織的な対応
ができるようにする。

下段：取組指標



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。）
・保護者が廊下で話しており、挨拶もしない状況があった。保護者こそ積極的に挨拶した方がよいのでは。
・図工の授業は指導者一人で大変だと思った。地域の協力があっても良いのでは。
・地域との接点を教育に活用している点は想像以上だった。これからも地域と一層の連携をしながら児童を育んでいくことが必要。
・障がいのある児童や特別支援の児童、養育に困難を抱える保護者、保護者自身が発達課題をもっている、不登校など課題は重層化している。地域
としてどのような支援が現実的に可能か。
・上映会への参加、ありがとうございました。
・学芸会は感激した。
・戸越銀座パレードを毎年楽しみにしている方々がいる。これからも続けてほしい。


