
平成29年度　校区外部評価

自己評価表（最終まとめ）

学校名 三木小学校

【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

B

B

A

A

B

B

B

B

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

学校による自己評価

下段：取組指標

上段：成果指標
次年度に向けた
校長の態度表明

・ 国語力の向上を重点とし、言語活動を効果的に取り入れた授業、知識・理解が確実に定着する授業を工夫し、各教科の基礎・基本の定着・徹底
を図る。学力を上げる良い習慣として家庭学習を見に付けさせ、基礎学力の定着を図る。

評価項目１ 　基礎学力の定着

本校の基本的な考え方

④

家庭学習の習慣が身に付いた児童の割
合を８０％以上にする。

家庭学習を学年×１０分＋１０分を目安に
良い習慣として定着させ、基礎的な学習
内容の定着を図る。

・具体的に家庭への働きかけでう
まくいった例を全体で共有できると
よい。
・家庭生活特に親の意識が重要で
すが、定着できない児童の親の理
解は非常に難しいと思う。

家庭学習の取組の重要性やその
効果を児童、家庭に伝えて、定着
を図れるよう指導を続ける。

各学年で学習する漢字の書き８０％、読
み９０％とする。

・意識させると正しい持ち方ができる児童が４
０％以上になるが、意識させないと割合が低く
なってしまう。（１年生）/持ち方君をつけて指
導を継続しているが、なかなか正しい持ち方
の定着には至らない。/もちかた君を利用する
ことにより、正しい持ち方ができるが、使用し
ないと正しく持てない。使用しない場合の持ち
方についても、３年生に向けて指導していく必
要がある。

2学期末漢字テスト５０問　平均点
１年無し→94　　２年82.5↗ 89　　３年89↗ 95
 4年 90 ↗ 92　　 ５年75↗ 95.5　 ６年75↗ 80
　全学年　1学期の平均点（１年生は無し）を
上回ることができた。漢字の書き・読みについ
ては、漢字ステージに繰り返し取り組む。定
着するように、学習中だけでなく、家庭学習を
活用して定着させる。また算数についても、基
礎的基本的な学習（技能、知識理解）を定着
させるように、習熟度別学習のコース設定で
習熟のゆっくりのコースを手厚くするなど工夫
したり、東京ベーシックドリルに繰り返し取り
組んだりして定着を目指す。

家庭学習の習慣の定着は、80％を超えること
はできている。定着できていない児童への指
導を家庭を含めて行っていく必要がある。

評
価
指
標

①

②

③

知識・理解が定着する授業展開となるよう
に、授業改善に努める。漢字ステージに
繰り返し取り組み漢字を定着させる。算数
では習熟度別学習や東京ベーシックドリ
ルなどを活用し、学習内容が身に付くまで
指導する。

指導した算数ノートの取り方を身に付け
た児童が、９0％以上になるようにする。

全学年共通の算数ノートの取り方を授業
毎に繰り返し指導する。

鉛筆を正しく持つことができるようにする
とともに、その習慣が身に付いた児童の
割合を１年生４０％、２年生６０％以上に
する。

１・２年生は、書写の時間に「もちかた君」
を使用し、正しい持ち方を繰り返し指導す
る。３年生以上は、個別に声掛けをして意
識させる。

・平均点が上回っている。古典の暗唱
などよい影響をしているのではない
か。
・取り組みが評価できる。
・漢字テストの点数が上がったことは
とても良いことだと思う。ネットが発達
する中パソコンなどに頼りがちになっ
ている中で、素晴らしい。
・成果が確実に上がっていることを評
価したい。残念なことは６年生の平均
点が他学年に比べて低いことである。
中学校に児童を送り出すうえで、なお
次年度に向けて努力を続けてほしい。

今後も知識・理解を定着させるよ
う授業だけでなく家庭学習を活用
して定着させていく。引き続き、漢
字は学期末のテスト等で確認しな
がら定着するまで繰り返し取り組
んでいく。

板書でマス目の使い方等を指導することによ
り、見やすく分かりやすいノートの取り方がで
きるようになってきている。/

・中学校での自学ノートに向けても
よい取り組みになると思う。
・見やすいノートは学力も上がると
思う。

全学年共通の算数ノートの取り方
を授業毎に繰り返し指導してい
く。

・鉛筆の持ち方は大事なので、辛
抱強い指導を願う。
・意識させ続けることの大変さが伝
わる。去らない努力に期待したい。
・鉛筆の持ち方が正しくできない方
が多いと初めて知りました。取り組
みを強化していただきたい。
・学校の自己評価通りだと認識を
している。根気よく指導をしてほし
い。

鉛筆を正しく持つことができるよう
に、家庭にも協力を求めながら、
根気強く取り組んでいく。



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

B

B

A

B

B

A

B

A

④

児童が「校帽・まもるっちの携帯、靴をそ
ろえる、椅子を入れる」ことの達成率を１０
０％にする。

児童が望ましい生活規律、生活習慣を(校
帽・まもるっちの携帯、靴をそろえる、椅子
を入れる)を身に付ける。

②

ヘルメットの着用は、高いが、１００％の達成
には至っていない。/週2回以上の指導はでき
ていない。/高学年のヘルメット着用率が低い
ため、声掛けを続けていきたい。/

・児童のヘルメット着用率は確実に
上がっており、今後に期待したい。
・交通安全チェックシートでの保護
者を交えた勉強は、重要と考える。
・ヘルメットの着用率は、命にかか
わることなので、常に100％を目指
す努力が必要だと思う。
・ヘルメット着用率は、100％達成
に向け、頑張っていただきたいと思
う。
・高い目標だが、ぜひ達成してほし
い。ヘルメットで助かったという（命
が守られた）事例を校長が全体に
話したというエピソードがよい。
・ヘルメットの着用は必要。100％を
目指してほしい。

児童が自分の命を自分で守る交
通ルール（「一時停止」、「右・左・
右」「ヘルメットをかぶらなければ
自転車に乗らない」）を保護者・地
域を巻き込みながら徹底を図って
いく。全校朝会でも繰り返し話し、
「交通安全チェックシート」にも取
り組み、児童の良い習慣にしてい
く。

③

区教委の児童アンケートで市民科のアンケー
ト項目の値が、６年生が５年生の時より伸び
ているかどうかは、今年度の結果が出てから
になる。/

・なかなか成果の評価が難しい面
があるが、縦割り班や保育園との
交流は、ぜひ続けていただきた
い。活動そのものについては、大
いに評価したい。
・学校生活の中で自然と保育園児
と触れ合う環境があり、思いやりの
心を育む上では、よい環境である
と思う。例えば「ふれあい学習」等
特別の時間以外に保育園が第２
校庭へ移動する際の児童と保育
園児のふれあいを大切にしていた
だきたい。
・今年度の結果が楽しみである。
・交流について、５歳児保護者以
外、見学者も興味をもっているよう
である。
・縦割り班での活動は、大いに評
する。

他者を大切にする力を身に付け
られるよう、自尊感情を育むため
の取組を引き続き行う。特に縦割
り班での清掃、遊び、給食、保育
園児と交流は年間を通し、全学年
行う。成果指標については、分か
りやすいものを検討していく。

他者を大切にする力を身に付けられるよ
う、自尊感情を育むための取組を行う。縦
割り班での清掃、遊び、給食。保育園児と
交流を年間を通し、全学年行う。

「交通安全チェックシート」で、自転車に乗
る時のヘルメット着用率を１００％をめざ
す。

①

・校外での挨拶は、まだまだの感
がある。
・児童が先に挨拶する指導が生か
されている。先のように細かい分
析により、どの部分に重点を置くか
が明確になっている。
・挨拶は、大切なコミュニケーション
の一歩である。個人により差はあ
ると思うが、家庭でもきちんと教育
していただければと思う。
・校長も率先して取り組まれてい
る。さらに定着していくことに期待
する。
・廊下などで、よく挨拶される。

先に挨拶を行動目標として、引き
続き児童に指導をしていく。児童
が先に挨拶できるよう、挨拶につ
いてのキャンペーンなども行って
いく。保護者会や学校公開日を活
用して、保護者に協力を呼び掛け
ていく。

評価項目２　　社会性・人間性の育成

下段：取組指標

あいさつ運動など挨拶を促す活動を学期
に１回実施して、すべての児童が先に挨
拶ができるようにする。

本校の基本的な考え方
・　「良い習慣」として、基本的な生活習慣や生活規律の定着を図り、けじめのある学校生活や安全意識を高めた家庭生活が送れるようにする。

次年度に向けた
校長の態度表明

評
価
指
標

学校による自己評価

区教委の児童アンケートで市民科のアン
ケート項目の値が、６年生が５年生の時よ
り伸びている。

上段：成果指標

児童が自分の命を自分で守る交通ルー
ル（「一時停止」、「右・左・右」「ヘルメット
をかぶらなければ自転車に乗らない」）を
週２回以上指導する。

あいさつ週間や市民科などの取組み時は、挨
拶をする児童が増えるが日頃の挨拶につい
ては、定着が課題である。廊下で教職員や来
校者に挨拶をする児童は増えてきた。/校門
など決まった場所では挨拶ができるが、廊下
などで先に挨拶をすることが難しい。/朝や帰
りは、先に挨拶ができるが、廊下で会った時
などの挨拶は、児童によって差がある。

教員アンケートの結果で、先に挨拶をす
る児童を９０％以上にする。

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

校帽・まもるっちの着用率は高く、平均９８～９
９％程度である。靴・椅子についても定着率
は高いが、十分とはいえないので、引き続い
ての指導が必要である。

・自然に身に付いていると思う。
・高い目標だが、ぜひ達成してほし
い。

児童に望ましい生活規律、生活
習慣(校帽・まもるっちの携帯、靴
をそろえる、椅子を入れる)を身に
付られるよう指導を続けていく。



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

B

B

B

A

A

A

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

引き続き、ホームページで学校行
事や各学年の諸活動、日常の学
習や生活の様子等を、積極的に
情報発信し、地域・保護者の教育
活動の理解に努めていく。

ホームページで学校行事や各学年の諸
活動、日常の学習や生活の様子等を、積
極的に情報発信し、地域・保護者の教育
活動の理解に努める。ホームページを月
に２回以上更新する。

③

ホームページの閲覧回数を、１５０％以上
に増やす。

限られた時間の中で担当者が非常によく更新
を行っている。
閲覧回数
前年度1月～３月末まで　1033回　月平均344
回
今年度4月～1月４日まで6341回　月平均704
回
今年度の月平均閲覧回数は、昨年度の２倍
になった。

保護者会の参加率を前年度比１０５％と
する。

・教職員への配慮も必要である。
・校長、副校長はじめとして、若い
教職員の方々は、地域活動に積
極的に参加している。
・努力している。全教職員の参加
大いに評価したい。
・地域の行事によく参加している。

教職員が地域、町会、ＰＴＡ行事
に積極的に参加できるように計画
を立てていく。参加することのよさ
を教職員に伝えて理解を図って
いく。

教職員が地域、町会、ＰＴＡ行事に積極的
に参加する。全教員が、年間２回以上参
加する。

保護者会（年５回）のねらいを明確にもち
実施する。学校での指導を全保護者に伝
えたり、保護者の考えを理解したりするこ
とで児童の成長につなげる。

区のアンケートで、保護者・地域との連携
について肯定的な答えを８０％以上にす
る。

教職員は積極的に地域、町会、ＰＴＡ行事に
参加している。/

本校の基本的な考え方

・「『私が育てる』から、『私たちが育てる』保護者・地域・すまいる・行政」の教育理念のもと、児童・教職員が地域行事等へ参加し、地域の方々には
地域参加型運動会に参加していただくなど、相互の連携を深める。保護者とは、家庭訪問・個人面談・日常的な連絡を通して、協力して児童の成長
を図るようにする。

評
価
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

上段：成果指標

評価項目３ 　保護者・地域との連携

下段：取組指標

②

①

これまでの保護者会参加率
前年度比　4月108％、6月100％、12月101％/
内容を工夫し、保護者と連携を密にできるよう
にしているが、大幅な増加には結びついてい
ない。

・保護者に明確な役割をもたせたらどう
か。
・学校側の工夫にも限界がある。保護者の
意識が変わらないと向上にはならない。あ
まり深刻に考える必要はない。
・増加に結び付かない原因は、曜日、時間
の設定なのか、保護者そのものの意識の
問題なのか探る必要がある。保護者アン
ケートをしてみるのはどうか。
・共働きも多いと思うので、なかなか難しい
と思う。
・努力していることは伝わる。現状維持で
ＯＫとしたい。

保護者会のねらいを明確にもち
実施する。学校での指導を全保
護者に伝えたり、保護者の考えを
理解したりすることで児童の成長
につなげる場となるようにしてい
く。

・学校の努力は十分であり、閲覧
者側の姿勢によるところが大きい。
・更新をまめにしているのは、素晴
らしい。
・十分達成している。関心の高さが
伺える。



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

A

A

B

A

a

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

主事、事務職員も気にかけ、何かあった場合
すぐに対応している。

・常に注意を払っているように見え
る。
・安全・安心な環境づくりで、伸び
伸びと過ごし、幅の広い人間い
なっていただきたい。
・非常によく取り組まれている。

今後も日常の危機管理意識を高
くもち、校舎内外の安全点検にも
を毎月取り組む。生活指導連絡
会を毎週金曜日行い、、児童が安
心して生活できる環境を維持し、
向上させていく。

次年度に向けた
校長の態度表明

②

保護者アンケートがＡになるような掲示をして
いる。
10月保護者アンケートで肯定的な答えが
100％である。

・階段、廊下の掲示は、外部評価
者としても楽しみに拝見している。
・自分のことは自分で守るという自
立を促す点でよいと思う。
・評価できる。
・校内掲示とても良いと思う。

潤いのある教育環境を保ている
よう、廊下、教室、図書室に、季
節や行事、日常の学習の取組を
掲示してていく。保健室の掲示
や、食育関係の掲示を充実させ、
児童に自分の健康・安全は自分
で守るという意識付けを引き続き
行っていく。

廊下、教室、図書室に、季節や行事、日
常の学習の取り組みを掲示し、潤いのあ
る教育環境を創る。保健室の掲示や、食
育関係の掲示を充実させ、児童に自分の
健康・安全は自分で守るという意識付け
をする。

上段：成果指標

保護者アンケートで、校内の掲示につい
て肯定的な答えを８０％以上にする。

下段：取組指標

保護者アンケートで、「正門掲示板につい
て」肯定的な答えを８０％以上にする。

評価項目４ 　環境整備・美化

本校の基本的な考え方

・児童・生徒の学びの場にふさわしい安全、清潔で美しくさわやかな環境づくりを進める。

校舎内外の安全点検を毎月行い生活指
導連絡会を毎週金曜日行い、日常の危
機管理意識を高くもち、児童が安心して
生活できる環境を維持し、向上させる。

③

施設設備など教育環境の不備による事
故を０にする。また、起こった場合には、
次の日までに改善する。

①

評
価
指
標

「正門掲示板を教育活動の情報発信の場
として毎月更新する。「国語色いろ」は、言
語力育成の動機付けに活用する。

保護者アンケートがＡになるような掲示をして
いる。
10月保護者アンケートで肯定的な答えが
100％である。

学校による自己評価

・現状で十分である。これ以上狙う
なら、液晶ディスプレーにでもしな
いと無理。奇をてらう必要はない。
・掲示板の活用は、地域の人への
アピールにもなり、より活用する必
要があると思う。裏門は、通行人
の数も多いので、掲示板を設置し
たらどうか。
・十分に取り組まれている。
・正門掲示板はよくやっていると思
う。

正門掲示板を教育活動の情報発
信の場として毎月更新していく。
内容をより充実させていく。裏門
の掲示板について、検討してい
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

A

A

A

A

A

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

不登校0人
代表委員会の呼びかけで、①よいところみつ
けカード、②全校朝会でいじめ防止の呼びか
け③いじめ防止ポスターの作成掲示　に取り
組んだ。

・不登校０人を今後もお願いした
い。
・他人を認めることの大切さを、例
えば、作品展でも取り組んでおり、
学校生活全体で、取り組んでいる
ことが素晴らしい。
・ぜひ続けてほしい。自己肯定感
に繋がる。
・不登校０は素晴らしい。

代表委員会による自治的活動「い
じめ撲滅キャンペーン」を引き続
き展開していく。「いじめ撲滅宣
言」を検討して全児童で確認し、
「いじめは絶対に許さない」という
人権感覚に一層磨きをかけてい
く。全児童にいじめを絶対に許さ
ない意識を染み込ませていく。

９９％の児童は、「友だちとなかよくしている」
と答えている。否定的な答えを書いていた児
童には、聞き取りをして対応・指導を行った。

・１学期における否定的な回答が
７％あったことを思うと、充分に評
価ができる。100％を目指していた
だきたい。
・保育園児との関わりやお年寄りと
の交流、学年や世代を超えた人と
の交わり合いが、間接的ではある
が、他人を認めることに繋がり、い
じめ０に繋がっていると思う。
・日頃からの声掛けetc.が必要だと
思う。
・丁寧に実施できている。

児童を細やかに見取り、交友関
係、言動などを見落とさないよう
にしていく。何かあったり、気にな
ることがあるときは、見過ごさずそ
の都度の指導していく。また、学
期１回の生活アンケートを分析
し、重点指導をすることで未然防
止を図っていく。

②

生活アンケートの記述でいじめにつながる内
容の記入は、0％である。しかし、常にいじめ
は起こりうることとして、全教職員で児童の状
況を共通理解し、複数の目で児童を見守り、
気にかかることはすぐに話を聞くなど対応を
続けている。

・全ての児童が「学校は楽しい」と
言える三木小学校にしていただき
たい。
・良いところを見付ける活動は素晴
らしい。
・すぐに対応している点がよい。

今後も生活指導連絡会で気にな
る児童の状況を情報交換し、全
教職員が共通指導することで、問
題解決に努める。また、いじめに
発展してしまった事案について
は、即時に校内いじめ対策委員
会を開き、関係機関とも連携しな
がら早期解決をする。児童のよい
ところを認めていく活動にも引き
続き取り組んでいく。

生活指導連絡会で気になる児童の状況を情
報交換し、全教職員が共通指導することで、
問題解決に努める。また、いじめに発展してし
まった事案については、即時に校内いじめ対
策委員会を開き、関係機関とも連携しながら
早期解決をする。

生活アンケートの２番の「友だちとなかよくして
いますか」で否定的な答えを１０％以下にす
る。

評価項目５　　いじめ防止に関する取組
・「いじめ対策委員会」を定期的に開催し、いじめ防止に資する多様な取り組みを、計画的に行う。
・いじめは「しない、させない、許さない」を合言葉に、人間として絶対に許されないことであるとの意識を、教育活動全体を通じて、児童一人一人に
徹底指導する。
・教職員は、児童一人一人を大切にする意識や態度をもち、いじめを許さない学校づくり、学級づくりを進める。
・いじめに発展しそうな事例が解決したと見られる場合でも、気付かないところで続いている可能性があることを認識し、継続して十分な注意をし、必
要な指導を継続する。

評
価
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

上段：成果指標

下段：取組指標

本校の基本的な考え方

代表委員会による自治的活動「いじめ撲滅
キャンペーン」を展開する。「いじめ撲滅宣言」
を検討して全児童で確認し、「いじめは絶対に
許さない」という人権感覚を磨く。各学期１回
全児童で確認する。

①

生活アンケートの記述でいじめにつながる内
容の記入を１０％以下にし、記述されたもの
は、聞き取り、課題を明らかにして、解決す
る。

③

いじめを０にし、いじめによる不登校も０にす
る。

日常の交友関係、個々の言動の様子の観
察、変容の見極め、その都度の指導する。ま
た、学期１回の生活アンケートを分析し、重点
指導をすることで未然防止を図る。



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

A

B

A

A

A

A

A

B

A

②

6年生は、アルファベットの音と書きの習得率
は、　92％である。ＪＴＥとの授業やモジュール
の時間を有効に活用し、より定着させていく。

今後も「ふれあい交流会」(１２月)
を開催し、保小中高が連携した地
域一体となった教育活動の充実
を図っていく。地域の施設との交
流学習を引き続き行い、思いやり
の気持ちを実践できる児童を育て
ていく。

今後も大崎中との連携を保ち、９
年間を見通した学力向上の手立
てや児童・生徒理解を深めてい
く。連携校として中学校に協力を
求め、６年生の中学校体験、中学
校での柔道などを継続させてい
く。

④

延べ３００人以上の人と交流する。

トット文化館や老人介護施設との交流学習を
行う。施設の方とのふれあいを通して、思い
やりの気持ちをもって実践できる児童に育て
る。「ふれあい交流会」(１２月)を開催し、保小
中高が連携した地域一体となった教育活動の
充実を図る。

⑤

大崎中への進学率を６０％以上にする。

③

暗唱発表会について保護者アンケートで肯定
的な結果が９０％以上にする。

2月17日実施の暗唱発表会のアンケートにて
評価を実施する。
児童は、暗唱に意欲を持って取り組んでい
る。

・暗唱発表会は、児童に達成感を
もたせる上で重要であると評価し
たい。
・暗唱発表会では、どの子も暗唱
できていた。みんなが、同じレベル
の力をつけている。細かい指導の
表れであり、指導力の高さを感じ
る。作品展では、展示の仕方を見
ても丁寧さが伝わる。
・展覧会・音楽発表会では、子ども
たち一人ひとりが温かい目で見ら
れ、育てられていることを感じた。

小中合同研修会（８月）では、新教育課程や
特別支援教育について共に研修を行い、９年
間を見通した学力向上の手立てや児童・生徒
理解を深める。また、中学校補習教室で小学
校の教員が指導し、小学校で身に付けさせる
べき力を再確認し、基礎基本を定着させる指
導を行う。６年生の中学校体験、中学校での
柔道の授業等を実施する。

・施設一体型ではないため、努力
にも限界がある。また一方、保護
者の考え方も異なるのでやむを得
ないと思う。　　　　　　　・地元に
通ってもらいたいという気持ちはあ
るが、個々の将来なのでしょうがな
い。
・気持ちはわかるが、子どもが決め
るので、あまり無理をしなくてよい
と考える。
・取り組みは評価できる。

今後も１～４年生は、毎朝１５分
間、サイエンストレーニング（黙
想、姿勢、暗唱、音読、日本語の
美しさ）に取り組んで、美しい言葉
を学び、学習規律や我慢する力も
身に付けていく。２月に暗唱発表
会を開催し、保護者や地域の
方々に発表していく。

１～４年生は、毎朝１５分間、サイエンストレー
ニング（黙想、姿勢、暗唱、音読、日本語の美
しさ）で、美しい言葉を学び、学習規律や我慢
する力も身に付ける。２月に暗唱発表会を開
催し、保護者や地域の方々に発表し、児童に
は達成感をもたせる。

・大人でも英語力のある人は幅が
広い。異文化に触れることもでき、
アイデアも良い。
・英語学習は大変よくやっている。

品川独自のカリキュラムに基づ
き、担任とＪＴＥ、担任とＡＬＴの
ティームティーチングを引き続き
行っていく。英語を聞く力・リテラ
シーの力を一層育てていく。

英語教育推進モデル校として品川独自のカリ
キュラムに基づき、担任とＪＴＥ、担任とＡＬＴの
ティームティーチングを行うことを通して、英語
を聞く力・リテラシーの力を育てる。５・６年生
は週３回１５分のモジュール授業を加え、週２
時間の英語の授業を実施する。

学年担任制を生かして、多面的な児童理解と
共通指導を行い、複数の教員と児童が信頼
関係を構築することにより、児童が安心して学
校生活が送れるようにする。さらに、縦割り班
を第二の担任として担当し、縦、横の軸から
共通指導と多面的な児童理解を進める。

６年生までに、アルファベットの音と英字が正
確に認識でき書ける児童を９０％以上にす
る。

今後も学年担任制、縦割り班を生
かして、複数の教員と児童が信頼
関係を構築することにより、児童
が安心して学校生活が送れるよう
にしていく。

教職員アンケートで教職員は協力して教育活
動に取り組んでいることに、肯定的な答えを９
０％以上にする。

上段：成果指標
評
価
指
標

次年度に向けた
校長の態度表明

下段：取組指標

評価項目６　　学校独自の特色ある教育活動

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

12月のふれあい交流会では、参加園児・児
童・生徒は合計458名であった。

部活動の関係で大崎中を選択しない児童が
いる。/6年生の中学校体験、柔道の授業、本
校の教員による夏休み補習授業は継続して
実施している。大崎中の進学率は、５９％だっ
た。

学校による自己評価

本校の基本的な考え方

・「『私が教える』から、『私たちが教える』教師団へ」の教育理念のもと、学年担任制や縦割り班活動を通して、複数の目で日常的に児童理解し、共
通理解のもと共通指導をする。
・英語推進モデル校、ＩＣＴ実践校の指定を生かし、英語力の向上や各教科の学力の向上を図る。
・地域の福祉施設との交流を深め、人権尊重、他者理解の教育を進める。また、地域の保育園、幼稚園、中学校、高等学校との交流を含め、保小
中高が連携した地域一体なった教育活動の充実を図る。

英語モジュールについてよく取り組んでいる。
→②の取組のようです。教職員は協力して教
育活動に取り組んでいる。肯定的な答えは、
100％である。

・学年担任制を基にし、教員の
チーム力が向上している。また学
年を超えて、児童を理解している
様子が伺える。
・多くの教員の目で、子どもを見る
システムが成果を挙げている。
・たてわり班活動素晴らしい。以前
たてわり清掃の様子を見たが、1年
から6年まで一緒に掃除をしている
姿が大変良い。異学年とふれあう
良い機会となっている。

①

・古典の暗唱は続けてほしい。小さ
いころに覚えたもので、大人になっ
ても覚えているものがある。
・暗唱は良いので、大いにすすめ
てほしい。


