
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。）

校区教育協働委員会

品川区立芳水小学校 校長 齋藤　早苗

芳水小学校校区教育協働委員会 委員長 田部井　洋文

　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　品川区立芳水小学校

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

児童アンケート「主体的に授業に取り組んで
いる」の肯定的評価を８０ポイント以上とす
る。

７７．６ポイントとわずかに及ばない学年があったが、その他の
学年は８０ポイントを上回った。 B

主体的な態度を身に付けさせるために、児
童に学習の目的をもたせ、伝え合う活動を取
り入れた授業を行う。

話し合い活動を取り入れるなど、よくわかる授業を展開するこ
とができた。 B

区の学力テストで、各教科における区平均を
３ポイント以上上回る。

区平均に及ばない学年があったが、ほとんどの学年が区平均
を上回った。区平均を３ポイント以上上回った学年は２学年
あった。

B

学び合いの多い授業構成を工夫し、自分の
考えをもって積極的に学習活動に取り組む
場を設定する。

話し合い活動を行っているが、深い学びにしていく必要があ
る。 B

児童アンケート「自分の意見を活発に発言す
る」の肯定的評価を８０ポイント以上とする。

学年によってばらつきがあるが、全体の平均では４９．９ポイン
トであった。 C

スピーチの系統的指導プランを基に計画的に指
導することで、自分の考えに自信をもち、相手に
伝える力を育てる。

全校朝会での６年生によるスピーチや朝のスピーチなど、定
期的に取り入れることができた。 B

結果はあくまで学年の平均値であるため、教
師が一人一人のつまずきを把握し、個に応じ
た指導の充実を図る必要がある。
学校全体としては、主体的・協働的で深い学
びになるよう校内研究などを通して授業力を
向上させる。

③

発表などの機会を設定してるものの、適切な
声の大きさや考えを整理して話すことなど、
徹底出来ていない部分もあるため、指導の
徹底を図る。発表に向けて児童にしっかり準
備させ、成功体験を積ませることで自信につ
なげていく。

②

教育目標　よく考える子    ～どのような課題でも、自力解決できる意欲と学力を付け、学ぶ楽しさを基本とした自学を目指す～
○目標をもたせ、伝え合う活動を取り入れることで、学びに向かう姿勢をしっかり身に付け、共に学び高まり合おうとする、学級風土を培う。
○教師が自らの授業力を高め、問題解学習により、児童に「わかる」「できる」という本当の学びの楽しさを味わわせる。
○多い授業構成にしていくことで、豊かな発想や、思考力・判断力・表現力を育てる。

教師は、授業の中で話し合い活動を取り入
れているが、その質は学年や学級によりばら
つきがある。授業の質を高めるために、今後
も研修の充実を図る必要がある。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



平成30年度　学校評価　品川区立芳水小学校

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

児童アンケート「友達がうれしかったときは一緒に喜
び、悔しかった時は励ます」の肯定的評価を８０ポイン
ト以上とする。

２学年で８０ポイントを上回り、平均７８．４ポイントであった。 B

縦割り班活動を年間１０回以上実施したり、長なわチャ
レンジや「くすのきまつり」に取り組んだりする中で、より
よい人間関係を築く力を育てる。

たてわり班活動を年間10回以上行った。様々な行事を行う際
には友達と協力する場面を設定した。 B

「みんなが当番や係の仕事を責任をもってやり遂げて
いるか」「友達の仕事にも協力しているか」の肯定的評
価を８０ポイント以上とする。

２学年のみ８０ポイントを上回った。平均８８．１ポイントで、全
国平均を上回っている。 B

クラブ活動や委員会活動、各行事実行委員の活動、縦
割り班活動などで、係や当番の仕事に責任をもって取
り組ませるとともに、達成感をもたせる。

高学年は様々な活動においてリーダーとして活躍する機会が
多く、ある程度達成感をもたせることができている。 B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

教育目標　やさしい子～豊かな人間関係を築き、礼節の重視と社会性・人間性を基盤とした自立を目指す～
○全教育活動を通して、人権尊重に基づく指導をしていく。特に、市民科では、学習のねらいを明確にし、道徳的価値をきちんと心に沁みこま
せる授業を行う。また、特別活動の自発的・自治的な活動を実践できる力の育成を大切にする。
○地域の方や保護者の方など、多くの人の力を取り込んで、人や自然とのかかわりの大切さを学べる体験的な活動を年間計画に位置付け
る。
○話し合いや協働学習・作業など、意図的に友達とふれあい、かかわり合う活動を多くすることによって、人と共に生きることの大切さを学ば
せる。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

本校の特色であるたてわり班活動を通して
異学年での交流を図ることはできている。今
後も意図的に友達と関わる活動を増やして
いくことが必要である。

②

個々の課題はあるが、学校全体として、規範
意識は高い。引き続き組織的に規範意識を
高められるよう毎週の生活指導夕会等を通
して共通理解を図りながら指導を行ってい
く。



平成30年度　学校評価　品川区立芳水小学校

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

児童アンケート「運動が好き」を８０％以上に
する。

「運動が好き」と回答した児童の割合は８６％であった。 B

体力アップチャレンジに全児童を参加させ、
運動ができる喜びを味わわせるようにする。

体力アップチャレンジを定期的に実施することで、児童の運動
時間を確保することができた。 B

ワンミニッツエクササイズの取組状況を１０
０％にする。

１００％とはならなかったが、９０％以上の児童が取り組むこと
ができた。 B

児童が日常的に運動する習慣を身に付けら
れるようにする。

体育朝会で運動例を紹介するなど、意識づけをすることができ
た。 B

６月の歯磨き月間における歯磨き実施率を１
００ポイントにする。

歯磨き月間における歯磨き実施率は１００ポイントであった。 A

歯磨き指導の徹底を図り、児童の健康に対
する意識を高める。

6月に歯磨き教室を実施。夏季休業中に歯磨きポスター、１０
月にブラッシング指導を行った。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

学校での歯磨きは定着している。次年度は
別の目標を設定する。

教育目標
～元気な子～自信をもち、常に努力するたくましさをもつ精神的・身体的な強さを基盤とした自立を目指す～
○年間を通して継続的に運動を行うことにより体力向上を図るとともに、運動に進んで取り組む態度や生活リズムづくりを図る。
○歯磨き指導や生活習慣に関する指導を行い、児童自らが生活習慣について考え、規則正しい生活習慣に付くようにする。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

校庭がない状況で、体力を維持することが困
難な中、運動に親しませるような取組は今後
も続けてほしい。

②

児童は比較的運動に取り組んではいる。し
かしながら校庭がない状況が来年度の６月
まで続くため、進んで運動する習慣を身に付
けさせるよう意識づけを行っていく必要があ
る。



平成30年度　学校評価　品川区立芳水小学校

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

児童アンケート「自分のよいところを知っている」
「得意なことがある。」などの自己肯定感に関する
項目の肯定的評価の平均を８０ポイント以上にす
る。

ほぼすべての項目で８０ポイントをｊ超え、全国平均を上回っ
た。 A

月１回以上、命を大切にする指導や人権尊重に
基づく指導を行う。

月に１回は市民科の授業を通して心の教育を行うことができ
た。また、アスリートによる講話や交流など、体験を通して心の
教育を行った。

B

児童アンケート「いじめや嫌がらせをされたことが
ない」「なかまはずれにされたことがない」などの
肯定的評価を８０ポイント以上にする。

肯定的評価は、８０ポイントを超え、全国平均を上回った。「い
じわるをしない」「いじめの誘いをしない」については９０ポイン
トを超えた。

A

人間関係の悩みがあれば、いつでも担任やス
クールカウンセラーに相談できるよう指導するとと
もに、相談しやすいよう児童とコミュニケーション
をとるようにする。

生活アンケートや日常の観察等を通して、児童の状況を把握
し、必要に応じて養護教諭や管理職を交えて対応することが
できた。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

いじめや嫌がらせをされたことがない児童が
多いが、少数でもされたことがある児童がい
るということである。日常の観察やアンケート
等による見取りを続けていく必要がある。

③

重点目標

いじめは、いつ・どこでも、どの子どもにも起こり得るという認識を全教職員がもつ。
○悪口やひやかしについては、その場で教師が正しい言い方を教え、必ず言い直させる。
○いじめや暴力行為については、全教職員で児童を見守り、ささいな変化もとらえ、組織的に対応する。
○いじめの疑いがある場合は、管理職への報告・事実確認・スクールカウンセラーと連携して当該児童との面接・指導を迅速に
行い、経過観察も確実に行う。また、必要に応じて保護者の面接、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

あたたかい学級づくりを目指し、学校で取り
組んでいる成果が見られる。自己肯定感を
高めるための取組を続けていくことが大切で
ある。



平成30年度　学校評価　品川区立芳水小学校 公開

評価項目５　（特色ある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

年５回以上保護者・地域に対して発表の機会を設
ける。

年６回の発表の場を設けることができた。 A

金管バンド、鼓笛隊の学校・地域行事等での発表
の場を多く設定する。

芳水まつり、運動会、地区運動会、区民音楽祭、開校百周年
記念式典、ＮＨＫ交響楽団との演奏など発表の場を多く設定し
た。

A

高学年の英語学習のリタラシー理解度検査（学校
独自の検査）において、どの児童も８割以上の理
解度を持ち、児童アンケートにより９割以上の子
供が英語授業を楽しいと答える。
◎英語科授業公開後の保護者アンケートにより、
芳水小英語教育への理解・賛同者を６割以上に
する。

英語の授業が「好き」「よくわかる」と回答した児童の割合はと
もに８割を超えた。 B

高学年では、ＪＴＥと担任とのＴＴによるオールイングリッ
シュの授業を週１回実施する。そのため児童が正確な
発音を身に付けられるような授業に向け、年間６回以
上研修会を行い、英語指導力を磨く。

3年生以上でＪＴＥと担任によるオールイングリッシュの授業を
毎週行った。 A

また。保護者の理解・協力を得られるよう英語科
授業の公開日を年間３回設定する。 学校公開で年３回英語の授業を実施することができた。 B
学校支援ボランティア登録者の稼働率１００ポイ
ントにする。

学校支援ボランティア登録者の稼働率は１００ポイントであった。 A

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

家庭科や水泳など、学校支援ボランティアは
非常に活発に活動している。今後どのような
教育活動に保護者・地域が関わっていくこと
ができるかを検討していく必要がある。

開校百周年の歴史をさらに未来につなぐために、地域に支えられ、地域の顔となり、地域と融合する新しいコミュニティづくりに寄
与する特色ある学校を目指す。
○金管バンドクラブと６年生による鼓笛隊を編成し、地域行事に積極的に参加することで地域に貢献する。このことにより、地域
(特色１)が誇る鼓笛隊活動にする。
○リタラシー指導を含めた品川区独自の英語科のカリキュラムを実践する。このことにより、子どもの英語への興味関心と保護
者の理解を一層高める。
○コミュニティスクールとして、地域人材を広く活用し、子供たちの教育に共に携わる協働関係を築く。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

平成30年度は、開校百周年ということもあ
り、保護者・地域への発表の場が多くあっ
た。次年度に発表の機会をどのようにもたせ
ていくかを検討する必要がある。

②

児童の英語に対する取組姿勢は積極的であ
る。オールイングリッシュによる指導が充実し
ているためであろう。児童が「わかった」と思
える、使える英語を目指していくことが大切
である。来年度の教科書使用に合わせて評
価方法を検討する必要がある。

コミュニティスクール初年度であることを踏まえ、学校
支援ボランティアをＣＳ通信をはじめ様々な機会を通し
て積極的に募集するとともに、登録者全員が活動でき
る場・機会を設ける。

あいさつボランティアや授業ボランティアなど、様々なボランティアを
立ち上げ、活動することができた。保護者への連絡や業務内容の伝
達などに課題があった。


