
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度（令和元年度） 学校評価表 
                                       

                    
品川区立三木小学校   校長   白倉 直明  

                    
三木小学校校区教育協働委員会   委員長   庭野 正和  

                                       

  
 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。 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                       

                                       

 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。）    

                                       

   平成 31 年度（令和元年度） 令和 2 年度 令和 3 年度  

 校区教育協働委員会 
 

 
     

 学校        

 
保護者アンケート 

児童・生徒アンケート 
       

 区学力定着度調査        

                                       

学校評価 

(取組指標) 

教育活動  教育活動 

１月 
実施 

学校評価 
(成果指標) 
(改善策) 

７月 
結果 

６月 
実施 

９月 
結果 

分析 

公表 

見直し 

 教育活動 

令和 3 年度 
教育課程編成 

承認 

学校運営の 
基本方針作成 

令和 3 年度 

学校評価表の検討 

 



平成 31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）    

重点目標 

・丁寧な字を書く。はっきりとした声で発表する等学習規律を身に付けさせる。 

・ 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する。 

・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
指
標 

最上段：成果指標  最上段：成果指標の達成状況の説明 評 
今後の課題と改善策 

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 

① 

  

「丁寧に字を書いている。」「目上の人に丁寧な言葉遣いをし

ている」（児童アンケート）の肯定的評価９０％以上を目指

す。 

●児童アンケート「ていねいな字を書いている。」肯定的評価（％） 

１年（７９％）２年（６６％）３年（６５％）４年（７４％）５年（６０％）６年（６０％） 

●教員アンケート（評価１（課題あり）～５（よい）で評価）平均３．３（２学期末・平均３．２） 

 

●児童アンケート「ていねいな言葉遣いをしている。」肯定的評価（％） 

１年（８７％）２年（７９％）３年（６５％）４年（８９％）５年（４２％）６年（６３％） 

●教員アンケート平均３．４（３．５） 

B 

○子どもアンケートの意識調査は、ポイントが下がる

傾向にある。「ていねいな字を書いている。」という質

問が児童にとってあいまいで、児童は自己評価を厳

しくしているようである。教員の評価は変わらないの

で、具体的な場面を示して指導していく。 

 

○「ていねいな字を書く。」は、まず名前を丁寧に書く

意識を高める指導を続ける。 

 

○丁寧な言葉遣いの指導は、授業での言葉遣いで

の指導に重点を置き、生活面でも指導の機会を見逃

さず根気強く指導していく。 

凡事徹底①丁寧に名前を書くように徹底する。 ○各クラスで、特にテストの時の記名は丁寧に書くように指導している。 
B 

凡事徹底②特に授業中の言葉遣いが適切に遣えるように指

導する。 

○授業中の言葉遣いについては、繰り返し指導している。 

B 

② 

品川区学力定着度調査において、全学年、全教科で全国平

均を上回ることを目標値として、児童の学力面の指導を行

う。 

全国の正答率と比べ、５年算数、４年理科、５年理科について課題が見られた。 B 
○態度表明で記載したことを再確認し、指導を行うよ

うにしている。 

○小中のつながりを考えた指導を工夫していく。特に

理科の基礎基本の定着の向上を目指していく。 

 

○三木塾は、昨年度よりも回数を増やすことができ

た。指導していただける方が増えるように取り組んで

いきたい。 

学年集団としてつまずきがないか、同一集団の経年経過を

分析し、夏季休業中に指導の方針を学年で共有する。 

今年度の結果を学年で分析し、態度表明を作成した。学期ごとに態度表明の内容を確認

し、結果から苦手な内容には、教科書に付箋を付け指導するようにしている。 B 

理解するのに時間がかかる児童については、放課後個別指

導をする時間の確保や三木未来塾での取り組みなどを行

い、理解を定着させるとともに、意欲が持続できるようにす

る。 

三木未来塾は、ボランティアの方と連携し、スケジュール通り進められた。今後は、授業中

の個別指導の工夫を考えていきたい。 
B 

③ 

「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。 

●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（％） 

２年（８４％）３年（７１％）４年（７７％）５年（６０％）６年（５８％） 

●教員アンケート平均３．４ 
B 

○子どもアンケートの意識調査は、ポイントが下がる

傾向にある。家庭学習は行っているが、自分から取

り組めていないと自己評価を厳しくしているようであ

る。 

 

○３学期の教員との面接では、低中学年は、丸付け

やサインなど、家庭学習を見ていただいている家庭

が比較的多いという話であった。 

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、学年で家庭学習の指導を進め

る。 

保護者に丸付けを学校としてお願いし、少しでも児童の学習状況を見てもらうようにした。 

B 

   Ａ＝十分達成できた Ｂ＝おおむね達成できた Ｃ＝未達成 



平成 31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）   

重点目標 
・「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させる。 

・縦割り班活動等を通して、６年生を学校のリーダーとして育てる。 

評
価
指
標 

最上段：成果指標  最上段：成果指標の達成状況の説明 評 
今後の課題と改善策 

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 

① 

「良い習慣」を守れているかどうかのものさしとして、 

「靴をそろえる」（児童アンケート）の肯定的評価を９５％以上

にする。 

●児童アンケート「くつをそろえて靴箱に入れている。」肯定的評価（％） 

１年（９４％）２年（８５％）３年（９２％）４年（１００％）５年（７７％）６年（９６％） 

●教員アンケート３．９ B 

○「くつをそろえて入れる」は意識できている。今後も

継続させていく。 

 

 

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。 

児童の実態を把握し、週ごとに生活目標を決め、全校朝会で振り返りをするなどして取り組んで

きた。 

あいさつについては、全校朝会で寸劇をするなどし、目指してほしい挨拶の姿を具体的に示し、

意識を高める指導の工夫を行った。 

B 

② 

・「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９０％以上とする。 

・６年生は、「学校のリーダーとして、取り組んでいる」（児童ア

ンケート）の肯定的評価９０％以上とする。 

●児童アンケート「縦割り班活動を協力して行っている。」肯定的評価（％） 

１年（９４％）２年（８５％）３年（９６％）４年（９４％）５年（７４％）６年（８１％） 

●教員アンケート平均４．４ A 

○縦割り班活動を通して児童の意識が高まり、また

豊かな人間関係が育っていると考えている。 

○子どもアンケートの結果を意識し指導していく。 

6年生は、学校のリーダーとしての自覚が育つようになかよし

班活動やなかよし班清掃の計画や振り返りをする時間を市民

科で確保する。 

●児童アンケート「６年生は、学校のリーダーとして、取り組んでいる。」肯定的評価（％）

６年（８８％） 

●教員アンケート平均４．３ 
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。 

６年生をリーダーとして育てることを教員間で確認した。教員が出るのではなく、６年生がリーダ

ーとして自ら声を出し、縦割り班をリードしていける指導を進めている。 
A 

③ 

「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。 

３学期に意識調査を再度実施する。（学校が臨時休業となったため、意識調査はできな

かった。） 
B 

夏季休業中、冬季休業中にヘルメットチェックカードを行

い、意識を高めるようにしてきた。保護者にも一言はコメ

ントを書いてもらい、学年便りでフィードバックしている。保

護者と共に、「着用率１００％を」合言葉に今後も指導して

いきたい。 

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。 
安全指導でヘルメット着用について指導することを継続的に行っている。 A 

長期休業中にチェックシートを実践させ、家庭と連携してヘル

メット着用が習慣となるようにさせる。 
夏季休業中、冬季休業中にヘルメットチェックシートを実施している。 A 

   Ａ＝十分達成できた Ｂ＝おおむね達成できた Ｃ＝未達成 

 



平成 31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）   

重点目標 
・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させる。 

・チャレンジジャンプやマラソン月間など共通理解して取り組み、児童の体力を向上させる。 

評
価
指
標 

最上段：成果指標  最上段：成果指標の達成状況の説明 評 
今後の課題と改善策 

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 

① 

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。 

○全国平均の水準を上回っている学年…１年男子、３年男子、１

年女子、４年女子、５年女子   全国平均の水準とほぼ等しい

学年…５年男子、３年女子 

○どの学年も握力、ソフトボール投げの得点が低かった。 

B 

○体力作りの年間スケジュールを見える化し、見通しをも

って指導していけるように工夫した。 

○体力テストで苦手としている種目は、体育の中で準備

運動の中で高める動きを行っていく。 

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。 
体育部が、学習カードなどを紹介してきた。 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、品川スポーツトライアルやワンミニッツエクササイズを

工夫して全校で実施する。 

体力テストの結果の向上に繋がるように体力づくりの計画を工夫

する必要がある。 
B 

② 

「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。 

●児童アンケート「家庭でも歯磨きを行っている。」肯定的

評価（％） 

１年（８３％）２年（９０％）３年（９２％）４年（９４％）５年（９

３％） 

６年（１００％） 

A 

○歯磨きは習慣付いていると考えている。歯磨きか

ら健康を考える意識をさらに高めたい。 

養護教諭と連携した歯磨きについての学習を年間計画通り実

施し、健康に対する児童の理解を深める。 
計画通り実施してきた。 A 

毎日の給食後の歯磨きタイムを徹底する。 計画通り実施してきた。 A 

   Ａ＝十分達成できた Ｂ＝おおむね達成できた Ｃ＝未達成 

 

 

 

 

 

 



平成 31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）   

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 

最上段：成果指標  最上段：成果指標の達成状況の説明 評 
今後の課題と改善策 

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 

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」（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。 

●児童アンケート「いじめはいけないことであり、いじめは絶対に許さな

いと思っている。」肯定的評価（％） 

１年（９４％）２年（９５％）３年（９８％）４年（１００％）５年（９８％） 

６年（９６％） 

A 

○いじめはいけないことだという意識は育っている。 

○学期 1回実施している「ふれあい月間」の期間に

全校で人権意識を高める指導を引き続き工夫してい

く。 

人権年間計画に基づいて、指導を行う。学期 

１回は学年で児童の実態を振り返り、年間計画

を改善する時間を設定する。 

学期ごとに人権についての計画を確認し、実施してきた。 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。 

生活アンケートは丁寧に分析し対応している。 A 

② 

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 

１年１人（２％） ２年３人（４％） ３年１人（１％）  

４年１人（１％） ５年３人（７％） ６年２人（４％） 

A 

○同学年の友だち関係の課題がどの学年でも見られる。

言葉遣いの指導、協同学習の実施等、相手を意識した行

動が身に付くように引き続き指導していく。 

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。 
計画通り実施できた。 A 

  

品川区学力定着度調査・「iチェック」を夏季休

業中に学級ごとに分析して、客観的に学級の

人間関係を把握し、指導に役立てる。 

計画通り実施できた。 A 

   Ａ＝十分達成できた Ｂ＝おおむね達成できた Ｃ＝未達成 

 

 

 

 

 

 



平成 31年度 学校評価 品川区立三木小学校  公開 

評価項目５ （本校の特色ある教育活動に関すること）   

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 

最上段：成果指標  最上段：成果指標の達成状況の説明 評 
今後の課題と改善策 

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 

① 

「学年担任制を生かし、学年会で、学年として

の教材研究や児童の情報交換を行った」（教

職員アンケート）で全教職員が肯定的に評価

する。 

●教員アンケート平均４．３ 

●全教員が肯定的に評価していた。 
A 

○学年担任制という意識を各教員がもち、学

年で話し合う時間が増えている。教材研究だ

けでなく、児童の情報交換にも生かせてい

る。 

 

○授業時間数を確認しつつ、木曜５時間授

業の日を設定し（月２回実施の予定）、学年

会の時間を確保していく。 

学年会を月２回以上時間を設定して実施し、

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。また、学年

会を教材研究の検討を行う OJTの時間とし

ていく。 

学年会の時間を月２回は設定し、教材研究等話し合う時間を確保した。 A 

② 

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。 

昨年度と同じぐらいのレベルで定着している。 

英字を書くことについては、個人差が見られている。 
B 

  

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。 

暗唱発表会で Joint Storytellinngを各学年発表することで、次年度へ

の意識付けとなっている。 

大崎中学校生徒の自己評価でも小学校英語が生かせているという肯

定的評価が 74.1%とと高かった。 

A 

○中学生の自己評価が高かったのは、今ま

での積み重ねと考えている。 

一方、英語の評価は難しい。 
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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）   

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 

最上段：成果指標  最上段：成果指標の達成状況の説明 評 
今後の課題と改善策 

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 

③ 

「はっきりとした声で発表できる」（教員

アンケート・児童アンケート）の肯定的

評価児童は９０％以上教員は、８０％以

上を目指す。 

●児童アンケート「授業中はっきりとした声で発表できる。」肯定的評価（％） 

１年（８７％）２年（７４％）３年（７１％）４年（８５％）５年（６５％）６年（６７％） 

●教員アンケート平均（３．５） 

B 

○人前で発表することが苦手なことが分かる。６年生の意

識が高まってきたのはうれしい。 

暗唱発表会を１年のまとめの場として、

音読指導、日常の発表などで、はっきり

発言できる児童の育成を目指した指導

を進める。 

暗唱発表会では、どの学年も１年間の成果を発表することができた。 A 

○暗唱発表会は、児童も意識を高めて取り組んでいる。６

年生は全校朝会で、全校の前でのあいさつを当番で行っ

ている。いろいろな場で人前で発表する機会をつくり、は

っきりと発言できる児童を育てていきたい。 

④ 

「三木小学校が品川コミュニティ・スクー

ルと連携して教育活動を行っていること

を知っている。（「学級園の整備」「３年

工場見学」、 

「４年三ツ木の町の歴史を学ぶ」（保護

者アンケート）の回答が６０％以上にす

る。 

肯定的評価９４％であった。 A 

○学校公開等で、ボランティアの方と一緒に活動する学

習内容を公開した。地域の方と学習活動をするというイメ

ージを保護者の方にも少しずつ理解していただいている。 

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。 

○リーフレットと学校便りでの情報発信を同時に行うなど、ＣＳの活動につい

ていろいろと工夫して発信してきた。 
A 

   Ａ＝十分達成できた Ｂ＝おおむね達成できた Ｃ＝未達成 

 


