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平成28年度　校区教育協働委員会評価

評価表

鈴ヶ森中学校学校名

【校区教育協働委員会の皆様へ】
★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、遠慮なく学校にご
請求くださいますようお願いいたします。



平成28年度　学校評価　品川区立   鈴ヶ森中学校

評価項目１　（知に関すること） 

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

７月実施の「東京都学力向上調査」で、各教
科の正答率の結果が東京都の平均に達して
いる。 国語→都70.7鈴中66.2　社会→都57.7鈴中48.6

数学→都56.4鈴中53.6　理科→都54.8鈴中53.6
英語→都55.4鈴中53.0

Ｃ

・教師の指導法の工夫（授業研究）
・○○コンクール等、学年の取組に教科
担当も協力し家庭学習への意欲づけを行
う。
・国数に比べ理社については入学時から
学力が低い傾向があるので、小学校とも
情報交換を行い、連携をする。

生徒は、学習への構え(チャイム着席や用具
等の準備、学習に向かう心構え）ができてい
る。

ほとんどの生徒はできている。一部の生徒への指導の徹
底が必要。 Ｂ

・教師が始業チャイム前から教室に赴
き、チャイムと同時に授業を開始する習
慣をつける。

教師は、生徒が理解しやすいよう話法、教
材、教具を工夫した授業を行っている。

多くの教師が、教材、教具を工夫した分かり易い授業を
行っている。しかし、一部の教師は、生徒との距離の保
ち方や生徒の学習意欲を高める声のかけ方、指導の仕方
に課題が見られる。

Ｃ

・教師の言葉遣いについては、授業以前
の問題である。また、マイナス面を指摘
するだけでなく、良い面を褒めて伸ばし
ていくことを心がける。教材・教具につ
いては、ＩＣＴ機器も視野に入れ、工夫
を行っていく。

重点目標

○授業に共通する１３項目、授業中の４つの約束等の共通理解
○習熟度別少人数制授業　　数学、英語で実施
○朝のステップアップ学習（漢字、英語、数学、体力づくりなど）
○到達度調査の分析、課題解決を活用した指導
○家庭学習の定着→シラバスと評価計画配布
○SJセミナー・サマースクール・ワンデーセミナーの実施
○全教員・全講師が教科の授業アンケートを実施

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



教師は、生徒がどのように学ぶかという学び
の質や深まりを意識した主体的（能動的）、
共働的な学習を行っている。

理科では、生徒一人ひとりが手に持って自ら考えるよう
に上手く誘導をし、わかりやすく励ましの言葉を掛ける
など意欲的に指導している。社会では、その日の社会の
動きを話題に上手く生徒を授業への関心を持たせ、生徒
が意欲的に発言をする環境を提供している。一方で、
もっと生徒が質問し易く共同的な学習が出来る環境作り
にも積極的に取り組んでいく必要がある。

Ｂ

・校内研修を通して、授業展開の工夫等
教員全体で共有していく。

学校は、生徒や保護者等に授業アンケート
を実施して、授業についての振り返りを行
い、指導法の改善に努めている。

学校は7月に授業アンケートを生徒へ実施したが、その後
の活用については不十分だったといえる。アンケートの
結果を基に、指導法の改善をし、その後改めてアンケー
トを取って変容を把握することが必要である。 Ｃ

・今年度は、授業アンケートを同一集団
に時期をおいて２回実施していく。

学校は、生徒に放課後の学習空間（SJセミ
ナー）の提供や長期休業中の学習講座など
を設定し、成果をあげている。

学校は、生徒に放課後の学習空間（SJセミナー）の提供
や長期休業中の学習講座などを設定し、成果をあげてい
る。参加生徒が少ない等の課題があったが、学校側は校
内定期試験や各検定日前のＳＪセミナーの開催など色々
と開催日の工夫をしている等改善をして取り組んだ。

Ａ

・生徒のニーズに合わせた形で今後も改
善していく。

学校は、授業力向上や学力アップを目指し
て、組織的に校内研究を行っている。

学校は、授業力向上や学力アップを目指して、組織的に
校内研究を頻繁に行った。上記他評価同様その成果が反
映されているのと思われる。 Ａ

・年間計画に研究授業を組み入れ、研修
活動を通して授業力向上を目指す。ま
た、日頃の授業に「アクティブラーニン
グ」を取り入れた授業実践を昨年度以上
に行う。

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝どちらかというと達成できなかった　Ｄ＝達成できなかった

①



平成28年度　学校評価　品川区立   鈴ヶ森中学校

評価項目２　（徳に関すること）　

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

生活アンケートの「学校生活は楽しいです
か」のA・B評価を９０％以上になっている。
（追跡調査をして対応している） 　5月実施生徒アンケート結果Ａ52.8Ｂ34.4　ＡＢ合計87.2

10月実施生徒アンケート結果Ａ40.1Ｂ38.7　ＡＢ合計78.8
Ａ

全クラスのアンケート集計結果一覧を全教職員で
共有し、その後の学年・学級経営や生徒指導に
役立てている。しかし、アンケートを取る日のみ
の、クラスの状態を表すこともあるので、アンケー
ト結果のみにとらわれず、クラス全体の雰囲気や
個の生徒の状態をよく観察し対応する必要があ
る。

教師は範を示し、生徒はあいさつや礼儀、場
に応じた言葉遣いや行動などができている。

教師の指導の統一を図ることが重要である。

Ｂ

毎日の学校生活の中の全てが教育の場（生徒の
成長の場）であることを自覚し、全教員が実践す
る。

学校は、社会性・人間性の向上のための体
験的学習を充実させている。

市民科の授業で、７年の赤ちゃんふれあい事業、８年のファィ
ナンスパーク、９年のストロングポイント、全体のオリンピアン
招致授業等で、学校が「社会性、人間性の向上に質する為」
体験学習を充実させている点は大変評価できるものである。
現時点に満足することなく、市民科の授業や行事等のより一
層の充実が望まれる。

Ａ

市民科学習は全学年において、各学年の課題や
実態に合わせた内容や指導方法で、実施してい
る。その分、教員の負担感はかなり大きなものに
なっていることが課題である。教員の負担を軽減
しつつ、より一層の充実をさせるためには、ＣＳや
校区教育協働委員、学校ボランティア等の協力
が必要である。

重点目標

○沢山の教員が関わる学級活動・教育相談体制の充実○朝会・集会での集団規律やリーダーの育成　　○市民科
指導におけるキャリア教育の推進→CAPS、ファイナンス・パーク、キャリア体験、○判断力・コミュニケーション能力
の育成→主張大会・スピーチ等具体的場面の設定　　○地域ボランティア活動の推進、マナーキッズ・プロジェクト等
○複数顧問による部活動の推進、鍛錬の場づくり　　○いじめ防止について、「学校いじめ対策委員会」等による組
織的な対応を進めるとともに、学級担任の意識を高める。　○各種会議、便り、ホームページ、PTA活動、保護者参
加行事などを活用して、学校・家庭・地域の連携を推進する。　　○アンケートへの取組等を組織化し、教育委員会と
の連携を強化する。　　○いじめの早期発見と適切な対応を促進するため、教員研修、連絡会等を工夫する。　　○
大井警察署、区子ども支援課、ハーツなど関係機関との連携を促進する。　　○学年会への管理職の参加○主任
児童委員や児童センターとの情報共有　　○管理職による授業観察　　○校務分掌組織WINGによる組織的学校運
営→９年間を見据えた学力向上やカリキュラムの開発　　○鈴ヶ森コンサートなどの合同発表活動　　○学校教育全
体で人権教育の充実を図る　　○市民科の授業の工夫　　○合同学校だより、学年だより、HPによる情報提供　　○
同一校区教育協働委員会を活用した教育活動の連携、改善

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



学校は、生徒が市民科で学んだことを、日常
生活で活用できるよう工夫した指導をしてい
る。家庭に市民科の学習内容を情報提供し
ている。

市民科の学びを日常生活に生かせるよう工夫をした指導が行
われている。家庭との連携を進める上でも、家庭への情報提
供に不可欠だが、その点は不十分だった。

Ｂ

情報発信の仕方は様々あるが、有効的な発信の
仕方について、教師だけでなく、校区教育協働委
員会でも行う。

学校は、児童が小学校から中学校へのつな
がりがスムーズになるよう交流活動を充実さ
せている。

読み聞かせ交流や部活動体験・武道授業体験や合唱交流な
ど、鈴ヶ森小とは、多くの交流活動を行った。さらにつながりを
深めるために、内容の精選と改善が今後必要である。

B

授業カツトや準備の負担を軽減するためにも、内
容の精選とより有効な内容の改善を行っていく。

教師は、いじめの未然防止・早期発見のた
めに、生徒の力を活用した指導を展開してい
る。

学校全体としては「生活ノート」等による「日頃の指導」「生徒等
からの情報収集」等「注意深い観察」を行った。

A

生活指導部の指導方針を全教員が理解し互いに
協力しあうことで、指導が一貫化され、生徒も保
護者も安心した学校運営が展開できる。引き続
き、教員が一人で生徒の問題解決を目指すので
はなく、日常的に報告・連絡・相談を密にして、組
織的な生徒指導を展開していく。

学校は、いじめ防止に関して、適時情報を公
開し、他の機関や保護者と積極的に連携し
て対応している。

いじめ防止基本方針（概要版）を年度当初の保護者会で配布
し、学校・家庭・地域が連携して生徒の安心した学校生活を保
障することについて説明した。生徒の「無意識的に起こした事
例」についても、学校いじめ防止対策委員会を中心に指導や
対応方針を検討し、加害・被害生徒両者の保護者やスクール
カウンセラーとも連携して生徒指導や観察をしている。

A

引き続き情報公開に努め、保護者、関係諸機関と
の連携を深めていく。

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝どちらかというと達成できなかった　Ｄ＝達成できなかった

①



平成28年度　学校評価　品川区立   鈴ヶ森中学校

評価項目３　（体に関すること） 

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月の体力テストを規定通りに実施し、結果
が前年度の平均を上回っている。 男子　8年37点→46点・9年39点→39点

女子　8年21点→23点・9年40点→44点
B

体力テストに向けて、今後も数値が上がるよ
うに、指導していきたいと思います。

　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。

学校長を筆頭に、体育科教諭が協働で授業の充実を行った。
今後は各クラス担任等も体力づくりの重要性を理解し、学校全
体で協力体制を構築することが肝要である。

   B

・体育科から発信させていくこの取り組みを
担任の先生方にも一緒に活動してもらった
り、協力いただいています。協力体制として
は高まっていると思います。

区の体力向上検討委員会提案の「ワンミニッ
ツエクササイズ」を全校の８０パーセント以上
の生徒が家庭で取り組りくんでいる。

積極的に実施している生徒もいるが、８０％には達していな
い。クラスによって取り組みの差異が大きい、担当教員の積極
的な呼びかけがあるクラスは成果を上げている。

   C

家庭トレーニングの充実は、学校としての声
掛けでなく、家庭での保護者からの声掛けが
必須である。これからは保護者への周知を
徹底させる。

運動に親しむ機会を保証するため、スポーツ
トライアルを学校や家庭で計画的に実施して
いる。

学校ではよく取り組めた。家庭（保護者）に対してはまだまだ浸
透させる必要がある。    B

どのように浸透させて行けばよいか検討して
いく。

「オリンピック・パラリンピック教育」の中で、
「スポーツ」について「学ぶ」「観る」「する」「支
える」を計画的に実践している。

10/1に開催されたイベント等を通じて、学校は積極的に生徒
への学びの機会を与え、実践している。    A

計画は進路学習部で決めている。その計画
のもと全教員で取り組んでいく。

KOBA式チューブトレーニングメソッドを全校
生徒が身に付け、SUタイムや保健体育科の
授業など、学校生活で実践している。

学校生活における実践はおおむね達成できている。
   B

今後も、引き続き取り組んでいく。

TA（テクニカルアドバイザー）を活用して、生
徒がダンスの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。

生徒たちはダンス等の身体を活用した表現活動に親しんでお
り、自主的に練習する姿が見られ、文化祭においての発表の
姿もいきいきとしていた。

   B

練習と発表の場を設けて生徒たちの達成感
や肯定感を高められるようにする。

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝どちらかというと達成できなかった　Ｄ＝達成できなかった

重点目標

○体力向上に向けて、学校全体で取り組む。
○スーパーアクティブスクールとして、体力向上を行う。
○区の体力向上委員会が提案する「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の活
用」に計画的に取り組む。
○「オリンピック・パラリンピック教育」について、組織的に実施する。
○体幹トレーニングで体力向上を行う。
○家庭でできる、省スペースでもできる体つくり運動を実施する。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



平成28年度　学校評価　品川区立   鈴ヶ森中学校

評価項目４　（知・徳・体を支える環境に関すること） 

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

区の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。」の問いに、＋評価の
割合が前年度を上回る。

平成27年度保護者アンケート結果Ａ35.3Ｂ53.0　ＡＢ計88.3
平成28年度保護者アンケート結果Ａ35.4Ｂ55.3　ＡＢ計90.7

B

アンケートの設問と内容を校区教育協働委
員会と共有し今後の対応策を考えていく。

学校は、保護者や地域に対して、頻繁にわ
かりやすい情報発信をしている。(ＨＰ、学校
だより、掲示板、学年だより、保健だより等)

学校便りは、地域の町会で回覧をしてます。また、青少年対策
地区委員会でもＰＴＡより報告がされてます。ＨPは先生方のコ
メントにも有りますが、昨年より更新回数も多くなりＡ評価で
す。しかし、地域の方がＨＰを見る事はまれであり、学校便り等
での情報発信に期待します。

Ａ

校門の掲示板に特徴ある掲示物、写真など
を貼って情報発信を行っていく。

学校は、ＰＴＡや地域の力を活用した教育活
動を行っている。

コーディネーターとＰＴＡ、コーディネーターと地域へと、今まで
とは違うアプローチで良い連携が出来ていると思います。初年
度ですが評価に値すると思います。今後が楽しみです。 Ａ

ＰＴＡや地域の方へ呼びかけをさらに行い、
人材発掘をしていく。

学校は、積極的に生徒の地域でのボランティ
ア活動への参加を促すとともに、健全育成や
防災教育に取り組んでいる。

鈴中より毎年、青少年対策地区委員会・地域イベントに、多く
の生徒が大人の指示のもと大活躍している。鈴小・浜小への
ボランティアもあり、先生方のコメントにも有りますが積極的で
す。地域の方々が年々高齢化してる中、中学生のパワーはと
ても貴重な存在になっている。

Ａ

生徒に、ボランティア活動の意義を説明し今
後もさらにボランティア活動に参加するように
していく。

教師は、生徒に日常の清掃や美化ボラン
ティアを大切にし、学校をきれいにする気持
ちを育てている。

清掃が行き届いている。一人一人の意識を高めてより良い環
境になる様今後もお願いします。 Ｂ

先生方の評価が低い項目が課題なので、生
徒と一緒に先生方も清掃を行い改善してい
く。

重点目標

○　鈴中生としての誇りと責任を持たせる授業や行事の充実
○　学校公開、HP・各種たよりで教育活動の広報
○　家庭訪問・三者面談等による家庭との共通理解や連携
○　子ども達を守り育てる視点でのＰＴＡ活動、連携の充実
○　中学生の「地域の一員」としての自覚の向上→地域防災訓練へのD級ポンプ隊、避難所訓練への参加
○　掲示の活用→生徒の前向きな活動を奨励、見える形で学習意欲、表現意欲の喚起
○　情報共有で学級の一体感、学校・PTAの一体感の醸成→特別支援教育の知見を生かした教育活動
○　常時、設備・清掃に気を配り、安全で安心感を与える環境

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①



教師は、掲示物を使い、生徒の学習意欲を
喚起し、表現活動を推進するものにしてい
る。

先生方それぞれ工夫している。他校ではどのような掲示物が
有るか情報収集し、より充実してください。 Ｂ

多くの生徒に興味、関心を持ってもらえる内
容とは何かを具体的にしっかり考えて改善し
ていく。

学校は、教室整備、校舎整備など、生徒の
安全を第一に考えた環境への取組を行って
いる。

老朽化した校舎だが、教師の取組により安全な環境が保たれ
ている。

Ｂ

具体的に危険箇所、修繕が必要な箇所を
チェックして危険度のランキング付けを行い
改善していく。

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝どちらかというと達成できなかった　Ｄ＝達成できなかった

①



平成28年度　学校評価　品川区立   鈴ヶ森中学校

評価項目５　（学校独自の教育活動に関すること）

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

鈴ヶ森小学校の区内公立中学校への進学
者数のうち、鈴ヶ森中学校への進学者数が
増え、かつ近隣小学校からの進学者数が増
えている。

平成27年度入学者鈴小48浜川小18大井一小2他13計81
平成28年度入学者鈴小63浜川小5大井一小5他8計81

Ｂ

小学校へのより一層の鈴中の情報提供を行う。
鈴中での小学生の体験活動や交流活動
を通して、鈴中生と小学生がふれあう機会を多く
し、鈴中の良さを感じてもらうようにする。

学校は、自治活動やボランティア活動を通じ
て、社会性の向上と相手を思いやる感性を
培っている。

小・中と積み上げている市民科学習からも自覚・思いやり・周
囲とバランスをとる行動等の指導が感じられ、学校行事や地
域行事に積極的な姿勢で参加する生徒が多く見られることか
ら養われた。

Ａ

ボランティア活動に多く参加した生徒への校
内表彰等を企画し、生徒の機運を高める。

学校は、卒業後の社会生活で通用する実行
力の育成を目指した指導を行っている。

市民科、ファイナンスパーク、キャリア体験、トーク&トーク、進
路指導等、社会に向かうための指導を行った。実行力を育成
するものとなるよう、より内容の充実が必要である。アクティブ
ラーニングを取り入れた授業づくりの校内研究を行った。

Ｂ-

学校での共通テーマを設定し、一貫性を持
たせた取組を組織的に行う。

学校は、ステップアップ学習の音楽、保健体
育、技術で、より高度な学習活動を行ってい
る。

通常授業と別の枠として、プラスα 要素のある学習を行ってい
る。コンクール、文化祭や作品展等で成果が見られた。

Ａ-

年間指導計画を綿密に立てて、系統性を持
たせる。高い目標設定の上で、一段階上の
水準を目標にした指導を行っていく。また、
取組については、今後も家庭や地域に様々
な形で情報を発信していく。

学校や家庭において、積極的に運動に親し
む機会をつくり、生徒の健康・体力向上を
図っている。

小中同じメニューの給食や、保健だより、廊下掲示物等で、工
夫をしている。学年だよりで、朝食の重要性や体力向上の発
信、家庭での協力の呼びかけも行っている。学年だよりを通じ
て、その時のテーマに対する保護者の意見や感想が集めら
れ、学校・家庭の双方向のやりとりが見られた。 Ｂ-

体力向上に向けて学校と家庭が連携を図る
ために、昨年度よりSJTPを行っている。今年
度は、昨年度の反省の上で、優良生徒への
表彰やHPによる情報発信をまめに行ってい
く。

①

重点目標

○　【鈴ヶ森中学校　四つの誇り】の確立　一、心をこめたあいさつ　二、感動する歌声　三、心を磨く清掃　四、心温
まるボランティア活動
○　社会性や実行力の育成と確かな学力を身に付けさせ義務教育の出口保証をする。
○　鈴ヶ森小学校を中心に小中一貫教育の推進を図る。
○　校内研究の中心を授業力の向上とするとともに様々な指導力の向上を図る。
○　SU（ステップアップ）学習の工夫を図る。
○　チーム鈴ヶ森（学校・保護者・児童・地域が一体となり学校力向上に取り組む）
○　コミュニティスクールの機能を充実させる。

評
価
指
標

今後の課題と改善策



鈴ヶ森小学校や近隣小学校との交流（鈴ヶ
森コンサート、中学校体験、異学年交流、部
活動体験）等を通して、入学生徒を増やす。

小学校との交流や体験はさかんに取り組まれている。小中一
貫教育の良さとして教師の努力が伺える。独自性を付加して
いくためにこの分野でも地域・保護者のサポートもより取り込
めると尚良い。

Ｂ

小学生部活動体験の時に、保護者にも参観
を呼びかけ、中学校の顧問との顔合わせな
どの交流の機会を設ける。

「鈴ヶ森中学校　４つの誇り」を伝統として定
着させる。

四つの誇りが掲げられた昇降口や廊下を通り、生徒は毎日の
学校生活を送っている。朝の挨拶運動時や、学校内、下校時
刻の校門前でよく挨拶をする。地域でも同じようにできてるとい
う声が多くなれば良い。

Ｂ

赤ちゃんふれ合い、キャリア体験等の外部と
のかかわりの中で挨拶の重要性を実感さ
せ、社会性を身につけさせる。

コミュニティスクールとして、コーディネー
ター、校区教育協同委員会、学校地域支援
本部が有機的に機能している。

コーディネーターへ先生方から相談や要望があったり、コー
ディネーターからの提案により、取組がスタートしている。突発
的な募集が多く、支援者がなかなか集まらないことがあった。
今後、校区教育協働委員会と学校支援地域本部が有機的に
機能していくよう、方策の検討が必要。

Ｃ+

年度当初より、学校側とコーディネーターが
打ち合わせを十分に行い、学校経営方針を
しっかりと理解する。それに基づき、コーディ
ネーターを中心に、様々な学校支援項目に
ついて、協働委員会や、支援本部とも計画
的に取り組んでいく。

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝どちらかというと達成できなかった　Ｄ＝達成できなかった

①


