
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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令和元年度（平成31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挨拶、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)

　学年や学級により定着に差が見られる。 B

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。

　教師間で一貫した指導の徹底が必要である。 B
「区学力定着度調査」（全学年）、「都学力向上を
図るための調査」（８年）、「全国学力・学習状況調
査」（９年）の正答率の結果が平均以上を達成す
る。

　学力に関してはまだまだ未達成の部分が多い。
　各教科で細かく確認の小テストを繰り返すなど、基礎学力定着に向
けた取組が必要である。

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。

　アクティブラーニングについては定義もあいまいであり、教師の考え
方や資質、教科、授業時間の制限など様々な観点から難しい課題で
ある。

C

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)

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。

A

校内委員会を週１回開催する。特別支援教育に
関する校内研修会を実施し、実践する。

　校内委員会を週１回定期開催し情報は共有できた。その情報をど
のように活用し教育実践につなげていくかが課題である。 C

特別支援教育コーディネータ―を中心に訪問指
導教員や巡回相談員、特別支援教室専門員等と
連携し、校内委員会を実施する。生徒理解と特別
支援教育を推進し、個に応じた指導の充実を図
る。

　特別支援教育に関しては教室開校から２年目を迎え少しずつでは
あるが整いつつあるという印象。 C

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

④

　特別支援教育コーディネーターや特別支援教室
専門員を活用して特別支援を充実させる。各教室
で生徒に必要な支援を担任や教科担当者が共有
し、板書や発話、プリントなどの研修が必要であ
る。
　支援が必要な生徒が分かる授業は多くの生徒
が分かる授業につながる。

　定期的な確認テストを活用し、放課後の学習支
援などを利用して合格まで繰り返し挑戦する取組
を検討する。
　主体的、対話的な授業を行うためには、生徒が
その内容を事前に習得し、教師がファシリテー
ター的な役割で支えていくことが必要である。ＩＣＴ
機器を活用した学習展開が必要である。

③

　今後も継続する。

②

　文化祭でのビブリオバトルなどから、昨年より生徒の本に対する興
味関心に深まりが見られた。
　廊下や階段に掲示した新刊本紹介や新聞記事についても、図書委
員や図書館スタッフの生徒への働きかけに意欲が見られる。

【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。

全生徒が同等に最低限のルールを守れるよう教
員に指導する。
鈴ケ森小学校と共通の学習規律を活用し、９年間
で一貫したルールを生徒たちに定着させていく。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



令和元年度（平成31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「学校生活は楽しいです
か」と「友達と仲良くしていますか」の回答を
全学年90％以上にする。

生徒アンケート結果より
「クラスが好きですか」肯定率89.2%
「気持ちを分かってくれる友だち」肯定率88.1%
アンケートの両項目とも１～２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。

　個人差はあるものの目標は積極的に指導されている。生徒が
アウトプットできるよう、今後も地域と連携して多くの多様な大人と
実際に交流する機会を継続することが望ましい。

B

本校スローガン「認め合い、尊重し合うみん
なの個性」に則って、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。

　他者を認めるには、まず自分自身を認めることが肝要であ
る。その上で「多様」である価値を学び、特性を用いて協力し
合うことで、感覚として身につく。身近な大人同士にその傾向
が顕著であれば、生徒がスローガンを身につけるのは容易
い。

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。

　共生社会に役立てる人材教育において、この度のオリパラ
教育の成果はあった。一過性のものにしないためには、生徒
を取り巻く周囲の大人が左記の資質を獲得し、実践できてい
るかが大きい。向上心をもって今後も指導が必要である。

A

学校生活の基本である「挨拶」、「言葉遣い」
をで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」「言葉遣い」が90％
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
的に挨拶できるよう生徒会や生活委員会、
部活動が中心となって挨拶運動に取り組
む。

　教員の挨拶に対する個人差がある。生徒はおおむね当たり前
には挨拶できているが、本質をつかむにはもう一歩積極的な施
策が必要である。日常の積み重ねが環境を整える一歩である。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

　多くの教員も生徒も「挨拶」が持つ意味や社
会的役割、意義について考察したことがない
と思われる。例えば、そもそも「挨拶」につい
てどのように思っているのかアンケート調査
をし、その中で「挨拶」について個人個人が考
える機会を提供するのも良い。本質を理解せ
ず学ぶのは本末転倒である。

【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育む。
④爽やかな挨拶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。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

　鈴ケ森中学校がこの項目で掲げている取
組指標は「人権尊重」という一本の柱で貫か
れており、まさに地域とともにある学校が目
指すものとしてふさわしい。個々の差異はあ
るものの、生徒はおおむね良好に育成目標
を受け入れているように感じる。さらに一歩進
めて本質を捉えていきたい。
　その方策は、テーマについて考え、話し合
い、さらに考えを深める、というオーソドックス
な手法である。相手の考えを否定せず、お互
いの考えのエッセンスを共有し、更に自らの
思考を深めることは、実社会において重要に
して不可欠なスキルである。可能な限り、上
記のトレーニングを生徒間や教員、地域の大
人も交えて行うことができる環境を推進する
ことが望ましい。



令和元年度（平成31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。

　コロナ禍による運動機会の減少による体力低下がみられ
る。 C

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。

　ＳＪＴＰホームワークに取り組むように指導する機会が少な
かった。生徒も放課後多忙なため、ホームワークに取り組むの
が難しい。
　また、７年生にＳＪＴＰが周知されていない。

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。

　男女共修でテクニカルアドバイザーの授業を展開すること
で、生徒個々の身体表現力学び合うことができた。その結果
積極性が生まれ、体力向上につながった。 B

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)

　保護者アンケート「生活習慣が身につくようにしている」
92.3%、生徒アンケート「朝食を毎日食べる」85.4%、「同じ時刻
に寝る」80%であるが、生徒の就寝時間の最頻値は７年：22
時、８年：23時、９年：24時と睡眠時間に課題がある。

C

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。

　食育については、管理職、栄養教諭、一部職員の意識は高い
が全体の関心が低い。また給食の残食が多い。
　健康診断や感染症予防等の保健衛生面においては、組織的な
動き及び教員の意識は高い。

C

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

　学校全体での食育研修を実施して、意識
改革を推進する。
　食事と睡眠の大切さ(成長ホルモン)を伝
え、アレルギー対応、生活リズム、偏食の払
拭を生徒自身が考える機会を設ける。

①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）
②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。
③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）
④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）重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

　ＳＪＴＰホームワークに取り組む日、又は取り組む週間を再
設定する。家庭にも取り組みを周知し実行を促す。クラス単
位で達成累計をポイント化し、廊下に掲示することで、生徒
の意欲を高める。
　思春期の第２発育進期は、子どもから大人への急速な変
化を遂げ、身体の発達段階で人生で最も大切な時期であ
る。骨格、筋肉の発達で身長、体重は増え、呼吸器、循環器
の発育発展に伴い、最大酸素摂取量が発達、持久力がつい
てくる。そのことを保健指導で教え、生徒は体力測定の自己
分析等で自分の身体を知る。
　ＳＪＴＰホームワークの取り組みは大切だが、成果（回数が
増えた、体力がついた等）が実感できないと習慣化は難し
い。行動を促すため「持久力」や「クラス対抗全員駅伝」を実
施したらどうか。目標ができると行動に繋がり、ステップアッ
プとなれば良い。



令和元年度（平成31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。

　不登校生徒はいるが、いじめを理由にしたものではない。
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。

　区のアンケートに加え、独自のアンケートにより生徒の声を
すくいあげる機会を作っている。 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。

A

市民科の授業を計画的に行い、年間実施予
定の時数を下回らない。市民科一貫プラン
のテーマを決め、小学校と協力して計画す
る。

B

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

①

　保護者・学校・地域が一体となって取り組
むことが大切であり、ネットワーク作りがされ
た中での指導が望ましい。

　職員間の共有はおおむねできている。しかし、生活の乱れを
感じる生徒には地域と連携をとり、授業だけではなく一歩踏み
込んだ指導が必要である。


