
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。）

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

品川区立鈴ケ森中学校 校長 黒田　佳昌

鈴ケ森小学校・鈴ケ森中学校校区教育協働委員会 委員長 庭野　正和

　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   鈴ケ森中学校

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

基本的な学習規律である①着席をして始業を待
つ②学習準備③あいさつ、姿勢④学習態度⑤忘
れ物防止などが身に付いているか。
(保護者による学校評価)

「学習のルールを守り授業を受けている」「制服をきちんと着
ている」に関しては、９０％以上の保護者が肯定的に評価して
いる。

Ａ

教師は、学習規律を定着させるよう適切な指導を
しているか。

適切に指導していると十分評価できる。
Ｂ

「区学力定着度調査」（全学年）、「都学力向上調
査」（８年）、「全国学テ」（９年）の正答率の結果が
平均以上を達成する。

「区学力定着度調査」
各学年とも国語・数学・英語の３教科で全国平均を越えることができ
た。理科・社会については全国の平均を下回っている。
「東京都学力向上調査」（８年）
英語のみ都の平均を越えることができた。
「全国学力調査」（９年）
国語・数学・理科全ての教科で全国の平均を越えることができた。

Ｃ

教師は、「主体的、対話的で深い学び」（アクティ
ブラーニング型）授業を研究し、積極的に授業力
の向上に取り組んでいるか。

先生方は学期に１回ずつの研究授業などにより、アクティブ・ラーニン
グ型の授業を取り入れる努力を行っている。

Ｂ

読書活動の充実を目標に、学校図書館の貸出活
性化を図る。2,600冊以上を目標冊数として、様々
な活動を展開する。(図書室スタッフの集計資料)

目標の2,600冊は学習資料を含めるが、10月の時点ですでに達成さ
れていて１月の時点で目標冊数を大幅に上回っている。

Ａ

毎日10分間の「読書タイム」の実践や図書委員会
を中心とした「おすすめ本」紹介やビブリオバトル
など読書啓発活動に力を入れる。

毎朝の「読書タイム」や校舎内の新刊本の掲示物など、読書への環
境が整っている。文化祭でのビブリオバトルも定着しつつある。

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

【義務教育の出口として、生徒の進路実現を可能とする学力を身に付けさせる】

①基礎基本の定着を図り、全教科でアクティブラーニング型の授業を取り入れ、生徒の主体的、対話的で深い学びになる授業を
実践する。
②小中で学習スタンダードを定着させ、発達段階に合わせた学習規律の徹底を図る。
③各教科や学年での確認テストや自主学習ノート、放課後の学習支援、夏季休業中の補習教室対策など、学力補充のための
支援を充実させる。
④読書活動の充実（毎日の読書タイム、ビブリオバトル）や英検、漢検、数検への取組を充実させる。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

②

③

授業の様子を学年内で情報交換し、必要に応
じて、放課後に本人と面談を行ったり、家庭
とも連絡を取りながら、継続した指導を行っ
ていく。

　教員の授業力向上に向けた、「主体的、対話的な深い
学びを通じて実行力を伸ばす授業の実践」をテーマとし
た校内研修は引き続き行っていく。授業者のみならず、
チームで研究授業を作ることにより、教員一人一人の授
業力向上に向けた意識づくりを強化していく。また、校
内研修以外でも、教員間でそれぞれの授業を見合い、指
導方法で参考になる点を取り入れることによって、一人
一人の授業の向上を図れるような組織体制づくりや意識
の醸成を行っていく。
　また理科、社会において、本校の平均点が低いことは
明白である。教員の指導内容、指導方法の見直しが必要
である。定期的に教科部会を開き、教科担任間での指導
内容、指導方法の見直しが必要である。また、毎日のス
テップアップ学習や家庭学習においても学習内容の定着
強化に努めるようにしていく必要がある。

図書室利用の生徒に偏りがあるので、普段図書
室に足を運ばない生徒にも本の楽しさを知っても
らうことが課題である。
改善策として、学習資料貸出（学級文庫を含む）
を通じて本に興味を持たせること、本の福袋や図
書委員会主催の朗読会といった各種イベントによ
る読書啓発を考えている。



平成30年度　学校評価　品川区立   鈴ケ森中学校

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

区生活アンケートの「今のクラスが好きですか」と
「あなたの気持ちを分かってくれる友だちがいま
すか」の回答を全学年90％以上にする。

5月実施生徒アンケート結果
「クラスが好きですか」肯定率87.9%
「気持ちを分かってくれる友だち」肯定率88.7%
アンケートの両項目とも２～３ポイント目標を下回った。

Ｃ

市民科の授業で、「人間関係形成領域」の「コミュ
ニケーション能力」・「自他理解能力」・「集団適応
能力」を身に付けさせる。

昨年度より実施している職場体験前のマナー講習では受講態度も良
い。また9学年の模擬面接においても日頃から友人や自分を取り巻く
人々とのコミュニケーション能力を向上させるよう努めている生徒が
多い。

Ｂ

本校スローガン「認め合い、尊重し合うみんなの個性」
にのっとって、様々な人権教育活動を推進し、多様性を
認め、差別を許さない意識を育て行動できる生徒を育
成する。

人権教育は何よりもまず学び、知り、感覚として身に付くことが大切
であると考える。様々な場面で生徒がお互いの立場や個性を尊重
し、認め合う機会にあたることを望む。 Ｂ

オリパラ教育を通して、障害者理解やボランティアマイ
ンドなどの資質が身に付き、相手の立場に立って、個
性を尊重し合える態度や行動ができる。

マイノリティと呼ばれる立場の人々とふれあったり話し合う機会も大
切だが、日頃の意識が大切である。そのためには、まずもっとも生徒
に身近な大人である教職員がお互いを尊重しあう気風を推進するこ
とが肝要である。ボランティアマインドは校風となりつつある。

Ａ

学校生活の基本である「あいさつ」、「言葉遣い」、
「ルールを守る」生徒を８０％以上にする。
(保護者による学校評価)

保護者による学校評価では、「あいさつ」「ルールを守る」が90％以
上、「言葉遣い」が80％以上の保護者が肯定的に評価していて、おお
むね達成することができた。 Ｂ

教師が範を示すとともに、生徒が毎日積極的にあ
いさつできるよう生徒会や生活委員会が中心と
なってあいさつ運動に取り組む。

学校がこうなってほしい、という共通認識を教師、生徒のリーダーが
共有することによって成果が生まれる。地道な取り組みが最も近道で
ある。 Ｂ

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

　共生社会を目指した生徒の育成という大きな目
標に向かって、普段の市民科学習において、人間
関係形成、人とのコミュニケーションの仕方、集団
における自己の役割など様々な取組みを各学年
の発達段階において系統的な学習を実施してい
く。また、本校のオリパラ教育のスローガンである
「認め合い、尊重し合うみんなの個性　Respect
Each Other」のもと、共生社会を目指した生徒の
育成という分野においては、障害者理解教育を中
心に、自分たちと違う相手をお互いを認めること、
尊重することの重要性について全教職員で総力
を挙げて指導の強化をすすめていく。

あいさつと言葉遣いだけでなく、社会のルールやマ
ナーについても生徒が心で行動できるように「心の育
成」を目指す。「あいさつをしましょう」とか「あいさつしな
さい」と言われたからするという生徒を望んだとしても思
春期においてそれは難しい。「何をした」という形にのみ
とらわれず、また、時間もかかるものなので、日常生活
の中から教員や地域の大人との信頼関係を築くこと
が、生徒の心を育てる環境を整えることにつながる。

重点目標

【９年間を見通した人権教育を行い、あらゆる差別や偏見を許さない態度を育成し、人権意識の向上を図る】

①全校で人権標語や人権ポスターの作成、「いのちの授業」（講演会）、「赤ちゃんふれ合い事業」（２回）、お肉の情報館見学、オリパラ教育
（アワード校：障害者理解）などを通して、人権意識の向上を図る。
②「オリンピック・パラリンピック教育」について、組織的・計画的に実施する。（進路学習部）
③小学校との異学年交流を通して、他者への理解や思いやりの心を育成し、上級生としての自己有用感をはぐくむ。
④爽やかなあいさつが自主的にできる生徒、場に応じた言動ができる生徒を育てる。
⑤健康づくりやセルフ・コントロールの方法、生活改善、長所と弱点の理解など、市民科の自己管理能力を高める。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



平成30年度　学校評価　品川区立   鈴ケ森中学校

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

6月の都体力調査の結果が前年度の平均や全
国平均を上回っている。

「前年度調査から今年度調査への推移」
男子　8年31.9点→43.3点・9年42.7点→50.1点
女子　8年44.8点→49.5点・9年48.2点→49.8点
「今年度調査」（７年）
男子→全35.5鈴中34.6 　女子→全45.4鈴中46.8
「今年度調査」（８年）
男子→全44.7鈴中43.3 　女子→全51.4鈴中49.5
「今年度調査」（９年）
男子→全51.6鈴中50.1 　女子→全54.0鈴中49.8
●８・９年男女とも、全て前年度の平均を上回ったが、７・８・９年男
女とも、全て全国平均を下回った。

C

スーパーアクティブスクールとして、保健体育科
の授業を充実させ、学校全体で体力づくりに取り
組んでいる。

体育の授業では帯の時間に体幹チューブトレーニングを行い、朝の
ステップアップで体幹チューブトレーニング・ＳＪビクスを全校同時に
取り組んで体力向上・運動意識の向上に努めている。運動する機会
の少ない生徒等を対象とした「鈴中Ｐower　Ｕｐ　Ｔｉｍｅ」を毎週(水)
の朝に実施し、運動する楽しさの気付きを図っている。体力・運動能
力テストの個表をもとに、自己分析を行い自己の課題を明確化さ
せ、授業や学校生活での運動意識の向上を図っている。

B

家庭での取組「ワンミニッツエクササイズ」や本校
独自の「ＳＪＴＰ(Suzugamori Junior Training Plan)
ホームワーク」を全校の８０％以上の生徒が取り
組んでいる。

小学校での基礎ができている7年は比較的意欲的に取り組んでいる
様子が見られるが、8・9年に関しては取り組む意識は低く、今一つ、
浸透できていない。 C

テクニカルアドバイザーを活用して、生徒がダン
ス学習で身体表現への興味関心を高め、積極的
に体力向上を図っている。

保健体育科の授業で、プロダンサーによる授業を10月中は各クラス
週2回実施した。体で表現する喜びを感じ、文化祭では活き活きとし
た発表ができた。観賞する生徒もその楽しさを共有した。 A

健康に関する意識を高め、より良い生活習慣を
身に付け、健康の保持増進に取り組んでいる。
(保護者・生徒による学校評価)

「体力向上・健康増進」に関して、生徒は９５％以上が、保護者でも９
０％近くが精力的に取り組んでいると評価している。

A

生活リズムや食育、健診後の受診、感染症の予
防についてなど、家庭との連携を図りながら健康
教育の充実を図る。

健診結果はすぐに集約し、各家庭に生徒を通じて受診の勧めを知ら
せている。また、「保健だより」や保健室掲示物を通してその時季に
合わせた感染予防について生徒に理解させたり、家庭に呼び掛け
ている。学校保健委員会には保護者の参加も呼び掛け、学校医とと
もに生徒の生活について考えていた。生徒は生活リズムチェック表
を毎日付けることで、自己の課題に気付き健康への動機付けを図っ
た。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

学校保健委員会を通して教職員・学校医・保
護者を巻き込んだ健康の保持増進に関する
取組を行い、その後保健給食委員を活用し、
学校保健委員会の内容を生かして全校へ健
康教育を行った。保健だよりや保健室掲示
物で時期や保健目標にあった内容を毎月載
せているが、今後も発展させたより興味深い
内容を掲示できるようにしていく。

②

①

重点目標

【生涯にわたって運動に親しむ資質・能力を育てる・健康に関する意識を高め、より良い生活習慣を身に付けさせる】
①スーパーアクティブスクールとして、全校体制で体力向上に向けて取り組む。（全教職員）
②区の「ワンミニッツエクササイズ」、「スポーツトライアル」、「テクニカルアドバイザー活用」を計画的に取り組む。（体育的行事
委員会）
③家庭で取り組む「ＳＪＴＰ(Suzugamori Junior Training Plan) ホームワーク」の定着率を向上させる。
④運動習慣の少ない生徒対象の「パワーアップタイム」を毎週（水）の朝に実施する。（校長、保健体育科）
⑤睡眠や食事などの指導を通して生活改善を図り、健康の保持増進につなげる。（養護教諭、栄養士、保健給食委員）

評
価
指
標

今後の課題と改善策

思春期における体力向上・身体づくりを認識
し、全校一斉に習慣的に実施している。（体
幹チューブトレーニング・ＳＪビクス）生徒も真
面目に取り組んでいる。
運動の楽しさに気付くきっかけづくりを、定期
的に実践しているが、参加している生徒は主
体性をもって楽しく運動しているが少人数で
ある。一つ目標を立て、年間の（大まかでも
よい）プログラムを作成提示して生徒の参加
関心を高めていくようにする。
家庭トレーニングの取り組みに関しては、ク
ラス単位で達成累計をポイント化し掲示する
ことで、生徒の意欲を高めたり意欲アップの
ための取り組みを行いたい。



平成30年度　学校評価　品川区立   鈴ケ森中学校

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

いじめを理由とした不登校生徒数をゼロにする。 不登校の生徒はいるものの、その原因がいじめによるものと
思われるものはないと見受けられる。 A

いじめ防止の指導として、毎日の生徒観察や相
談、毎月の生活アンケート、情報交換を行い、未
然防止に努める。

教育相談アンケートや生活ノート、スクールライフを通し、生徒
とのコミュニケーションに努めている。 A

毎週の運営委員会及び毎月実施の職員会議に
て、いじめ等に関わる情報は教職員で共有し、毎
月、「いじめ」「不登校」「虐待」報告を欠かさず送
る。

教員間の情報共有については学年全体で十分できていると認
識している。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

「いじめ」が疑われるトラブルについても、学校い
じめ防止対策委員会を開き、管理職も含め学年
教員を越えて状況を共有し、指導方針の検討か
ら組織的に対応している。当該生徒や周辺生徒
からの聞き取りや、本人のフォローや周辺生徒へ
の協力依頼ができるような信頼関係は欠かせな
い。を引き続き普段から築き上げていく。

①

重点目標

【いじめに関すること】
本校では、生徒が学校の仲間を大切にし、健やかに成長し、自分自身のことが大切に思え、毎日楽しく学校が送れるようになる
ために、「いじめ防止基本方針」を策定している。
①日ごろより、いじめ防止基本方針に則り、いじめ防止、早期発見、いじめへの対処を組織的に対応し、生徒にいじめは人権侵
害であり、絶対に許されない行為であることを学校としての厳しい姿勢で示す。
②教職員の取組として、1.いじめ対策委員会　2.生活アンケート　3.ふれあい月間（６、１１月）の取組　4.校内研修　5.家庭・地域・
関係機関との連携を図る

評
価
指
標

今後の課題と改善策
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評価項目５　（教育目標を達成するための特色ある教育活動） 

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

区保護者アンケートで「現在通っている学校に満足している」
という問いに、＋評価が前年度を上回る。

平成29年度保護者アンケート結果Ａ54.6Ｂ39.3　ＡＢ計93.9
平成30年度保護者アンケート結果Ａ54.1Ｂ37.4　ＡＢ計91.5
＋評価が前年度を2.4ポイント下回った。 C

保護者や地域に対して、ホームページや学校掲示板、学校だ
より、学年だより、保護者会などを通して、本校の教育活動を
発信する。

学校だよりやホームページ等で、本校の教育活動を発信している。

A

生徒が地域ボランティア活動に積極的に関わるとともに、コ
ミュニティスクール事業を活用して、地域人材や施設の活用な
どを通して、地域への愛着や生徒の社会性、自己有用感を育
成する。
(保護者・生徒による学校評価)

「コミュニティスクールで、地域の人材や教材を活用している」は、保護者によ
る学校評価、生徒による学校評価とも、90％となっており、おおむね達成す
ることができた。

A

赤ちゃんふれ合い事業、小学生との異学年交流、キャリア体
験学習、オリパラ教育、ＳｕｚｕＴａｌｋ、放課後の学習支援活動、
９年生入試前面接練習などの教育活動を通して生徒の成長
につながった。

引き続き特徴ある教育活動が実現できている。
生徒たちも楽しく参加することで自然に身に付けることができ、幅の広い成長
を促すことができた。

A

学校行事や生徒会活動、部活動において、生徒が主体的に
計画を立てて取り組む態度を養うことで、達成感や充実感を
味わわせ、愛校心を高める。(保護者・生徒による学校評価)

「学校生活が充実している」は、生徒による学校評価では、90％以上となって
おり、また、「何事にも進んで取り組む生徒のために工夫している」の項目は
90％以上の保護者が肯定的な回答をしている。 Ａ

生徒が主体的に計画を立て、生徒主体の学校行事や生徒会
活動となるように、教師が指導・助言して、生徒を認め励ます
ことで、より意欲的に取り組む姿勢が見られる。

生徒や先生にとっても、自分が楽しんで主体的にすることは負担にならない
こと、時間は自分で作り出すものということも含めて指導していただきたい。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

地域の方々と交流を行う機会を設けて、意見交換など
実施していくと、お互いの考えや想いを理解し、同じ方
向性で地域に根差した教育活動を地域・保護者・学校
が連携を図って実践していくことが課題である。
さらに学校への満足を高めていくために、保護者の自
由意見をなるべく聞くことができるようなきめ細かい教
育活動の実践をしていきたい。

ＣＳコーディネータを中心として、地域と学校をつ
なぐ取組を活性化していく。特に、地域の方が本
校の教育活動に多く携わってもらい、生徒の様子
も知ってもらう。また、生徒も地域の方が学校に
入ってきれくれることで、親近感も増し、様々な大
人と触れ合うことで望ましい成長にもつながる。生
徒と地域の方が直接話し合い、学校のために何
ができるか、地域のために何ができるかを考え
て、実行に移していけるような組織の構築を目指
す。また、これら一連の活動のPDCAをしっかりと
行い、カリキュラムマネジメントを通して、本校の
教育課程へとしっかりと位置付けていく。
今年の活動で自分に何ができて何ができないの
かが分かって初めて、やりたいことが分かると思
うので、生徒が主体的に活動できる場を考えてい
きたい。

重点目標

【本校の特色ある教育を推進するための重点目標】
①鈴ケ森小を中心とする一貫教育を推進し、異学年交流や教職員の連携を図ることで、小中の接続を滑らかにする。
②本校独自のステップアップ学習「合唱」「ものづくり」「体育」を通して、補充、深化、探究的内容を重視した学習を実施する。
③地域ボランティア活動に生徒自ら積極的に参加することで、ボランティアマインドを養うとともに、自己有用感を育てる。
④生徒が主体的に計画・実行・振り返り・改善を行う学校行事を通して、達成感や充実感、自己有用感などを高める。
⑤コミュニティスクールとしての地域との連携、人材活用を行い、多様な人とのかかわりを増やしたり、防災教育など地域に貢献
したりする態度と行動を身に付ける。

評
価
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標

今後の課題と改善策

①

②


