
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。）
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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。
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平成30年度　学校評価　品川区立三木小学校

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

「自ら考え学習に取り組んでいる」（児童アン
ケート）の肯定的評価８０％以上。

・１学期末児童アンケート「授業では自分から考え取り組んで
いる」・肯定的評価（１学期・２学期）
２年（８０％・８３％）　３年（８８％・９５％）　４年（７２％・７６％）
５年（８４％・７６％）　６年（８０％・８６％）

A

校内研究（国語）で「問いの工夫」について重
点を置いて研究に取り組む。

・各学年年間１回ずつ、研究授業を計画し、実践してきた。指
導の焦点化、自分の考えをサイドラインではっきりさせる、１００
字作文で表現するなど学校としての方向性をまとめることがで
きた。

A

日常の授業においても、「問いの工夫」を中
心に児童の意欲が高まる授業改善に取り組
む。

・１学期末教員アンケート「児童が自分から考え、授業に取り
組むように「問いの工夫」などに取り組んでいる。」・肯定的評
価（８７．５％） B

各学年で学習する漢字の書き８０％、読み
９０％とする。（学期末漢字の評価テストで）

・学期末漢字のまとめのテスト結果（１学期平均点・２学期平均
点）　１年（実施せず・９３点）（２年（８３点・８３．５点））　３年（８
３点・９５点）　　４年（９０点・８９点）　５年（８２点・８７点）　６年
（６７点・７９．４点）

B

三木タイム（昼の15分のモジュール学習）で
漢字の習熟を図る。

・１週間に５回モジュールを実施している。

A

「自分から家庭学習に取り組んでいる。」（児
童アンケート）の肯定的評価８０％以上。

・１学期児童アンケート「自分から家庭学習に取り組んでい
る」・肯定的評価（１学期・２学期）
２年（８７％・７８％）　３年（８１％・８６％）　４年（７０％・６９％）
５年（７８％・８０％）　６年（８０％・７４％）
・教員の年度末評価では、家庭学習を保護者が見ていない家
庭が多いということが話題となった。

B

家庭学習の手引きを配布し、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。

・家庭学習の手引きを保護者に配布し、保護者会全体会で説
明するなど啓発してきた。 B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

・１学年から５学年は、目標値を達成でき
た。６年生も、１学期より２学期は上昇し、
ほぼ目標を達成できた。昼の１５分のモ
ジュールでの漢字練習、家庭学習での漢
字練習を継続し、引き続き習熟を図る。
・個別指導の時間を生み出し、個別指導
を行う。

③

・PTAと協力して、家庭学習週間の実施を
考えたい。

②

・ 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。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①

・若い教員が多い。熱心に教材研究を行っている
が、一斉指導型の授業になってしまうことが多い。
児童が主体的に取り組む授業はどうしたらよいか、
繰り返し指導している。
・校内研究での成果を来年度の国語年間計画に位
置づける。
・地域を生かした体験活動を積極的に導入し、児童
の意欲が高まる学習を取り入れる。
・本時（または単元の）のねらいを児童に与えるだ
けではなく、児童と一緒に本時（単元）のねらいを考
える授業改善に取り組む。
・ペア学習、グループ学習を取り入れ、一斉指導型
の授業からの脱却を図る。
・学級会で話し合う意欲を育てる。



平成30年度　学校評価　品川区立三木小学校

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

児童が「先にあいさつをする」（児童アンケー
ト）の肯定的評価を９０％以上にする。

○１学期末児童アンケート「先にあいさつをしている」肯定的評
価（１学期・２学期）
２年（１００％・９６％）　３年（８３％・８９％）　４年（８９％・８１％）
５年（９０％・８４％）　６年（８４％・８８％）
○１学期末教員アンケート「児童は先にあいさつをしている」肯
定的評価（７５％）

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」（児童アンケート）の肯定
的評価を９０％以上にする。

○１学期末児童アンケート「くつをそろえて入れることができて
いる」・肯定的評価（１学期・２学期）
２年（８９％・８３％）　３年（８６％・９４％）　４年（８４％・８１％）
５年（９６％・８６％）　６年（９３％・９４％）
○１学期末教員アンケート「児童は、校帽、まもるっちの携帯、
くつをそろえて入れる、椅子を入れるができている」肯定的評
価（８７．５％）

児童の様子から、生活指導の週目標を重点
を置いて決め、児童が望ましい生活規律、生
活習慣が身に付くように指導する。

・毎週金曜日、生活指導主幹を中心に、児童の生活の様子を
振り返り、次週の生活目標を決め、取り組んでいる。 A

「縦割り班活動は協力して行っている」（児童
アンケート）の肯定的評価を８０％以上とす
る。

○１学期末児童アンケートより「縦割り班活動は協力して行え
ている」肯定的評価（１学期・２学期）
２年（１００％・９３％）　３年（９４％・９４％）　４年（９５％・８６％）
５年（９１％・８０％）　６年（９８％・９８％）

A

6年生は、学校のリーダーとしての自覚が育
つように行事で活躍できるように指導する。

○１学期末教員アンケート「縦割り班活動の担当班で、６年生
がリーダーとして育つように指導している」・肯定的評価（９
４％）

A

1年生～5年生が意欲的に活動できるよう
に、教員が縦割り班の担任であるいう意識で
指導する。

・縦割り班活動がある日までに、各担当者が６年生と打ち合わ
せをし、円滑に活動できるように取り組んでいる。 A

「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。

○夏季休業中と冬季休業日ににチェックシートを児童に実践さ
せている。冬季休業中の常時着用率は、９２％であった。 A

月1回の安全指導日でヘルメットの着用につ
いて指導するとともに、全校朝会で繰り返し
指導する。

○自転車乗車時のヘルメット着用は、繰り返し指導している。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

・ヘルメットの着用は定着しているが、家
庭への啓発とともに継続的な指導は必要
である。

・「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。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

②

・縦割り班清掃をほぼ毎日実施しているこ
ともあり、児童には、縦割り班で行動する
ことの大切さを理解している。
・日常的な縦割り班活動で6年生がリー
ダーとして育った。
・中学年の評価が低くなる傾向がある。活
動がマンネリ化し始めているのことが原因
の一つと考えている。縦割り掃除では、
４・５年生に、掃除場所の一部分のリー
ダーを任せたり、下級生へのお手本やお
助け係を頼んだりして、責任をもち、やり
がいをもてるようにする。

①

・「あいさつ」については、児童の自己評
価と教員の評価に差が見られる。具体的
な行動（大人から言われてあいさつをする
のではなく、自分から先にあいさつをす
る）を示し、繰り返し指導していきたい。
・「校帽、まもるっちの携帯、靴をそろえて
入れる」は今後も丁寧に指導していく。
・きまりが守れていないときは、すぐに全
校で共通理解し、全校で指導し、油断す
ることなく取り組む。

A



平成30年度　学校評価　品川区立三木小学校

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

体力テストの全種目で、全国平均を上回るこ
とを目標に体力向上に取り組む。

○全学年、合計得点は全国平均を上回った。
平均を下回った種目＜男子　低・中学年＞握力・ソフトボール
投げ　＜男子　高学年＞立ち幅跳び
＜女子　低・中学年＞握力・ソフトボール　＜女子　高学年＞
立ち幅跳び

B

本校児童が苦手な能力を高めるための運動
例を体育部が提案し、体育の授業の中で取
り組む。

・鉄棒や固定施設の学習カードや投の運動の運動例を１学期
は取り上げた。体育授業の中で体力を向上させるための運動
を取り入れていきたい。

B

体育朝会や休み時間、授業時、家庭に帰っ
てからの時間等を活用し、スポーツトライアル
やワンミニッツエクササイズを全校で実施す
る。

・チャレンジジャンプを全校で取り組んでいる。
・短縄跳びに全校で取り組んでいる。 B

「家庭でも歯磨きを毎日行っている。」（児童
アンケート）が85％以上となる。

児童案アンケート「家庭でも歯磨きを毎日行っている。」肯定的
評価
２年（９６％）３年（８９％）４年（８６％）５年（９６％）６年（１００％）

A

5月中に歯と口の指導計画を作成し、実施す
る。

・５月中に指導計画は作成した。各学年１回、養護教諭が歯科
指導を実践している。 A

毎日の給食後の歯磨きタイムを徹底する。

・歯磨き指導の時間を確保して実践している。低学年は、給食
を食べることで精一杯という面もある。
・歯磨きがよい習慣となるよう指導していきたい。また、学校で
の歯磨きに様子を保健便りで伝え、家庭への啓発もしっかり
行っていきたい。
・歯科校医とのTTの授業も実施してきた。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

・学校では、歯磨きタイムの時間を確実の
確保し、歯磨き指導をしっかり行っていく。
歯磨きを通して、良い生活習慣が身に付く
よう、家庭へ啓発していきたい。
・学校保健委員会を通して、健康な生活に
ついて、保護者に啓発している。

・体力の向上や健康に対する意識を高め、「良い習慣」として身に付くようにする。
・体力を向上させる。重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

・体育授業の中で体力向上させるための
運動を取り入れていく。運動例について
は、体育行事委員会が提案する。
・特に低学年、中学年の体育では、固定
遊具を使った運動や運動遊びをを多く取り
入れる。
・高学年では、一人一人にめあてをもた
せ、自分から運動しようとする態度を育て
る。
・放課後遊びができる時間を拡充すること
を工夫していく。



平成30年度　学校評価　品川区立三木小学校

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

「いじめはいけないことであり、いじめを絶対
に許さないと思っている」（児童アンケート）で
全児童が肯定的評価に回答するように取り
組む。

１学期末児童アンケート「いじめは絶対に許してはいけないと
思う」肯定的評価（１学期・２学期）
２年（１００％・９８％）　３年（８１％・１００％）　４年（９５％・９
８％）　５年（９４％・１００％）　６年（９６％・１００％）

A

月に1回は人権に関わる指導を行う。
・人権にかかわる指導は、人権教育年間計画に沿って月に１回は指
導を行ってきた。特に、友達のよさを発見する取組みは、学級だけで
なく、児童の代表委員会が中心となって、全校で取り組んだ。

B

日常の人間関係を観察し、必要な時見逃さ
ず指導する。また、学期１回の生活アンケー
トを分析し、未然防止を図る。

・生活アンケートで気になる回答をした児童には、必ず担任が
面談をし、状況の確認、未然防止等を行っている。 A

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。

生活アンケート「友だちとなかよくしていますか」否定的な答え
の割合（5月・10月）　１年（２％・０％）　２年（０％・３．７％）　３
年（０％・０％）　４年（０％・４．８％）　５年（８％・６．１％）　６年
（１１％・５．４％）

A

毎週金曜日の生活指導夕会で児童の情報を
共有し、児童のよりよい人間関係に生かす。

・毎週金曜日に時間をとり、児童の情報を全校で共有してい
る。配慮を要する児童が多いので、トラブルがあったときは、児
童の話をよく聞くようにして、解決に努めている。

A

日常の人間関係を観察し、必要な時見逃さ
ず指導する。また、学期１回の生活アンケー
トを分析し、未然防止を図る。

・生活アンケートで気になる回答をした児童には、必ず担任が
面談をし、状況の確認、未然防止等を行っている。 A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

重点目標
・安心・安全・快適な学校生活を作るために生徒の自治的な活動を支援し、保護者・関係諸機関と連携を図りなが
ら、いじめ根絶を目指す。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

・「いじめはいけないことであり、いじめを
絶対に許さないと思っている」と思ってい
ない児童がいるというのが実態である。日
常の児童の人間関係をアンテナを高くして
全校で見ていく。
・児童の代表委員会が主体となって「いじ
め防止について」の取り組みを行う。
・人権教育年間計画を市民科や学校行事
との関連を再度見直し、改善していく。

・アンケートから、人間関係がうまく築けな
い児童が分かる。児童の様子を注意深く
見守るとともに、各学級の児童の実態を
情報共有し、児童の指導に生かしていく。



平成30年度　学校評価　品川区立三木小学校

評価項目５　（本校の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

「教職員は協力して教育活動に取り組んでい
る」（教職員アンケート）で全教職員が肯定的
に評価する。

○１学期末教員アンケート・肯定的評価（１００％）
○学期末評価でも教員の意識は高い。 A

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。

A

行事、会議のもち方の改善等により、教材研
究や学年会を行う時間を確保する。 B

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。

・例年以上に高い習熟度をもって目標を達成できている。 A

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ＡＬ
Ｔ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
て英語の授業を実施し、効果が見られるよう
にする。

・６年生は、学年のまとめとして、英語でのスピーチ大会を実施
した。
・カリキュラムに担任も慣れ、指導内容の理解を深めて、指導
できている。
・児童は英語を使いたいという意欲が高くなっている。

A

②

・今まで、積み上げてきた本校の特色ある教育活動をさらに力強い活動とする。重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

・学年担任制は、三木小学校のよき伝統
となっている。学年で児童を指導していくと
いう意識が各教員にあり、転入教員もすぐ
に意識して指導している。
・学年会の時間を隔週で確実に確保し、教
材研究を通して、学年担任制としての意識
を高める。

・教員に学年担任制という意識が根づいている。三木小のよき
伝統であることを常に意識していきたい。
・学年会の時間を確保できるように工夫している。（掃除、三木
タイムをカットして、会議の時間を確保する）

・JETと担任との連携を一層深め指導をし
ていく。
・学校公開等で、英語を本校のよさとして
情報発信していく。
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評価項目５　（本校の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

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。

・保護者からの感想は肯定的なものが多く、否定的な感想は
なかった。 A

１～４年生は、毎朝１５分間、音読タイム（黙
想、姿勢、暗唱、音読、日本語の美しさ）で、
美しい言葉を学ぶ。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。

・今までの積み重ねもあり、各学年児童が達成感を味わう発
表となった。
・保護者だけでなく、地域からの評価と期待も高い。

A

「三木小学校が品川コミュニティ・スクールと
して教育活動を行っていることを知ってい
る。」（保護者アンケート）の回答が７０％以上
にする。

○2学期末の保護者アンケート「品川コミュニティ・スクールとし
て教育活動を行っていることを知っている」の肯定的評価は９
３％であった。

A

学校便り、保護者会、地域行事等、機会ある
ごとに「品川コミュニティ・スクール」の活動を
情報発信していく。

○学校便り、保護者会での活動の紹介、リーフレットの作成、
配布を行い情報発信を行ってきた。
○同窓会とのつながりを大事にし、活動を前進させている。
○避難所運営など地域防災の拠点としての活動にも生かして
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

④

③

重点目標 ・今まで、積み上げてきた本校の特色ある教育活動をさらに力強い活動とする。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

・夏季休業中には、補習に学生ボラン
ティアが加わって指導できた。また、夏休
み体験教室もコーディネーターを中心に
実施できた。まずは、組織づくりをしっかり
としていきたい。
・CSの活動が教育活動の活性化にもつ
ながっている。さらに発展させていき、地
域のためになる学校を前進させたい。

・暗唱発表会を本校の特色として、しっか
りと位置付けていく。
・人前で発表する力を育てることは豊か
な心を育てることにつながると考えてい
る。暗唱発表会の意義を教職員で共通
理解し、さらに充実した発表会としてい
く。


