
令和２年度　学校評価表

学校評価の流れ（※令和２年度の学校評価が令和３年度および令和４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

品川区立鮫浜小学校 校長 松本　覚

鮫浜小学校校区教育協働委員会 委員長 岡明　秀忠

　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  令和２年３月17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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令和２年度　学校評価　品川区立鮫浜小学校

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

基本的な学習規律（チャイム着席、学習準備、学習態
度など）について８割以上の児童が身についている 8割の児童が身に付いている。 B

教師は、学習規律を定着させるよう共通の認識をもち、
意識して、発達段階に応じた適切な指導を行っている
か。

６月の学校再開後共通理解を図り、徹底を図った。当初は児童の実
態や教員個々の取組姿勢の差により、定着の度合いに差があった
が、学級支援体制などにより、全クラス落ち着いて学習に取り組んで
いる。

B

区の学力定着度調査の結果が一昨年度より向上して
いるか。または、全国平均を上回る事ができたか。

国、算の全国平均（基準値）との比較では、６割が上回った。昨年度
との比較では、７割で0.2～4.1ポイント上昇した。しかし、４～６年の
社、理は、５年の社会を除き下回った。新たに始まった６年英語は、
2.1ポイント下回った。

C

教師は、個に応じた指導方法の工夫・改善に取り組む
とともに、放課後、長期休業中など課外に行う学力補充
活動を充実させているか。

休業期間中の学習定着度に個人差が見られ、再開後の授業時数の
増加により習熟に要する時間の確保が難しくなったため、放課後補
習の時間を増やしたり、家庭学習内容の検討などを行ったりした。

B

教師は、ICT機器の活用や活動型の学習展開など、児
童の学習意欲を高めるための工夫・改善に取り組んで
いるか。

休業中の家庭学習は、HPで家庭への情報発信を行い、インターネッ
トやタブレットPCのドリル機能を活用するなどした。高学年は、ネット
集会の発表動画を自主制作するなど、主体的に活用している。

B

９割以上の児童が「さめはま学習帳」を提出している
か。
それ以外の学習について、７割以上の児童が取り組ん
でいるか。

「さめ学」の提出率は、全ての学年で９割を超えている。その他
の学習については、高学年の一部に７割以下が見られた。 B

教師は、「さめはま学習帳」、ＩＣＴ課題、各教科の宿題、
自由学習、日記を織り交ぜ、毎日、各学年×10分以上
を目安とした家庭学習に取り組ませているか。

「さめ学」の活用状況は良好である。家庭学習でのタブレット活用は
進んだが、家庭差もみられた。今後の新タブレット導入による活用法
の検討や研修、家庭への周知を進めていく必要がある。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

算数は、基礎的な知識・技能の復習を行うこ
とができたため、効果が見られた。問題文の
題意を捉える力、必要な情報を読み取る力、
数問にわたる関連する問題に最後まで取り
組む力などに課題傾向が見られた。
知識・技能定着のための学習だけでなく、授
業の中で、児童自らが思考し判断したり、表
現したりする活動を積極的に取り入れ、主体
的に取り組む態度が身に付くよう、授業改善
に努めていく。また、タブレットなどのICT機器
の活用についても検証を進めていく。

③

「さめ学」による学習習慣定着の取組は効果
が見られるため、継続する。また、新しいタブ
レット「iPad」による家庭学習を工夫し、授業と
家庭学習のシームレス化などについて、今後
試行を行っていく。また、感染症拡大による
休校や学級・学年閉鎖等に備え、オンライン
授業についても準備を進めていく。

②

（１）学習規律の徹底を図る。～学習規律（チャイム着席、あいさつ、学習準備、学習態度、ノート指導等）について全
教員で共通実践する。
（２）基礎的な知識、技能習得のため、帯時間、放課後、未来塾等を活発化させ、補充学習の充実を図る。
（３）ＩCＴ機器等を授業で効果的に活用し、学習意欲の向上を図る。
（４）基礎的な表現能力の育成を図る。各教科、領域において言語活動の充実に重点を置いて指導する。

基本的学習規律は、下学年から定着してき
ており、児童は落ち着いて学習に取り組んで
いる。令和３年度途中から新校舎での生活
が始まる。引き続き教職員の共通理解を図
り、生活指導部を中心とした組織的な指導を
継続し、全校児童への定着を推進していく。

今後の課題と改善策

重点目標

評
価
指
標

①



令和２年度　学校評価　品川区立鮫浜小学校

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

「あいさつ」が身についているか。（「あいさつ」の
アンケート項目について、７割以上の児童・保護
者・教師が肯定的な評価をしている）

全校の児童、保護者、教師のアンケートで、8割以上の肯定的
評価を得た。 A

教師は、工夫した「あいさつ運動」を実施している
か。

感染防止のため、児童会による啓発活動が制限された。児童
会による「あいさつ名人」の選出や校門や受付での教員による
朝のあいさつ指導など、可能な活動を進めた。

B

教師は、市民科の授業や日常の指導の中で、
「あいさつ」をすることの大切さを理解させたり、児
童の「あいさつ」が定着する取組をしたりしている
か。

市民科での指導、授業の開始終了時のあいさつは引き続き
行っている。また、２学期に低学年で礼法指導を行い、１，２年
生の挨拶習慣定着に効果が見られる。 A

「規範意識」「役割意識」が身についているか。
（「規則を守る」「約束を守る」「係当番の役割を果
たす」等の項目について８割以上の児童・保護
者・教師が肯定的に評価をしている）

全校の児童、保護者、教師のアンケートで、8割以上の肯定的
評価を得た。 A

教師は、「さめはまの　きまり」を意識した指導を
進めているか。

学校再開前より「さめはまの　きまり」を教職員が共通して指導
できるように共通理解を図った。再開直後より指導を徹底し、
生活指導夕会等で、確認を行った。

B

教師は、「時間・期限を守る」指導を徹底している
か。

市民科学習や日々の生活指導の中で、折に触れ指導を行うよ
うにしている。個々の児童の実態に応じて、活動の準備や後片
付けの時間を指示するなど、具体的な指導を行った。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

（１）「あいさつ」に関する指導の徹底を図る。
（２）「さめはまのきまり」を基に、「規則を守る」、「約束を守る」、「役割を果たす」等の項目について、発達段階に応じ
た指導を展開し、徹底を図る。
（３）市民科、各教科、校外活動等、あらゆる場面で相手の立場に立って感じたり、考えたりすることの大切さに気付
かせる指導を行い、正しい言葉遣いや人間関係作りができる児童を育てる。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

②

年度当初より、教職員の共通理解を図り、統
一的に指導をおこなってきた。今後も、教員
間の指導に差異や違和感が生じぬよう組織
的な取組を進めていく。
児童アンケートからは、高学年に規範意識、
役割意識のやや低い児童が若干名いる。今
後も、教職員が共通のスタンスで、市民科学
習や折々の具体的な教育活動の中で、意識
して指導を行っていく。

①

朝の挨拶については、低学年を中心に定着
が見られた。
低学年では、教員による啓発指導が奏効し、
日常習慣として定着しつつある。引き続き、
教員による指導啓発を継続していく。
感染症予防の観点から、児童会等による主
体的活動はできなかった。次年度以降、感染
症の状況に応じて、可能な範囲で、児童の主
体的な取組を工夫推進していく。



令和２年度　学校評価　品川区立鮫浜小学校

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

体力調査の結果が昨年度までの記録や全国平
均と比較して上回ることができたか。

校内で部分実施した結果からは、昨年度に比べて、若干の低
下傾向にある。 C

教師は、年間指導計画の工夫、日常の体育授業
でのﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの計画的な活用を含めた
工夫した取組、学級・学校で取組の工夫等を進
めているか。

改築工事に加え、感染予防対策の実施により、業間体育等の
計画的な実施が困難になった。指導計画を再検討し、鮫洲グ
ラウンドでの体育を増加するなど、可能な対応を行った。

C

運動の日常化を図ることができたか。日頃から意
識して運動する児童を増加させることができた
か。

改築工事と感染防止対策により、十分と言える運動の日常化
を図る事はできなかった。運動習慣の意識も、実感を伴った指
導が不十分であり、増加には至らなかった。

C

教師は、体育授業や体育的活動を工夫し、ワンミ
ニッツ・エクササイズの実施等を計画的に進めて
いるか。

改築工事や児童数増加を見越して、内容の工夫や指導計画
作成をしていたが、感染防止対策によりスペース確保の問題
などから、業間体育等の計画的な実施が十分にできなかっ
た。

C

年間を通した保健指導により、保健衛生習慣が
定着した児童を増加させることができたか。

感染防止行動の日常的な指導により、保健衛生への理解が
深まった。ほとんどの児童が意識して取り組んでいる。 A

教師は、健康の保持増進（早寝・早起き・朝ごは
ん、歯磨き、治癒率の向上等）や衛生習慣（うが
い・手洗い、ハンカチ・ティッシュ携帯）の指導を計
画的に進めているか。

感染防止対策で、歯磨き指導はできなかった。毎朝体温・健康
観察を行っている。うがい手洗い習慣は身に付いている。ハン
カチ・ティッシュは、保健給食委員会による声掛け、調査等によ
り啓発を図っている。

B

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

新型コロナによる感染状況は、予断を許さな
い状況にある。引き続き、区のガイドラインに
沿った感染防止策を継続徹底すると共に、学
校医の助言等も得ながら、保護者への啓発
を行い、健康と安全を第一に、学校運営を進
めていく。

（１）品川スポーツトライアルやワンミニッツエクササイズなどを実践し、運動習慣づくりを進める。
（２）チャレンジジャンプ週間、菜の花ロードランニング週間、縄跳び週間を設定し、体を動かす機会を設ける。
（３）健康の保持増進に関する啓発活動（「歯磨き」「ハンカチ・テッシュ携帯」「バランスのとれた食生活」等)を実践し
意識の向上を図る。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

コロナ禍が長期化している事、改築状況下に
ある事の影響が大きいと考えられる。引き続
き、感染対策を行いながら、可能な範囲で体
育授業の工夫を進め、運動機会の増加に努
める。

②

校舎は完成するが、引き続き外構工事が始
まるため、令和４年６月まで校庭の無い状況
が続く。効率的な体育館の活用と、鮫洲グラ
ウンドなどの体育を組み合わせ、可能な範囲
で対応を行っていく。



令和２年度　学校評価　品川区立鮫浜小学校

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

「いじめは重大な人権侵害である」という意識をも
たせ、自他の人権を尊重し、差別を許さない態度
を育成する指導を、年間を通して計画的に行うこ
とができたか。

市民科の教科や学級活動、朝会講話等、年間計画を見直し、
指導を行うことができた。 B

教師は、日常の人権教育や人権標語・ポスター
作成指導を計画的に行っているか。

計画の変更はあったが、学校再開後、人権標語、ポスターの
作成指導を行う事ができた。 A

早期発見に係る取組を、計画的に実施すること
ができたか。

学校再開後、定期的にアセスメントを実施することができた。 A

教師は、生活アンケート、ＱＵテスト、教育相談活
動や校内巡回等を通していじめの早期発見に努
めているか。

各種アセスメントの他、管理職や週番による巡回を増加して
行ってきた。週１回生活指導夕会に、支援教室教員、すまいる
スクール、SCが参加し、各分掌からの現状報告を行い、教職
員全体で情報や指導方針の共有を図っている。

A

いじめ発生事例について、すべての事例につい
て組織的対応を行うことができたか。

11月に認知された全ての事例（本年度は1件のみ）について、
校内で共有し、組織的対応を行った。 A

学校は、いじめの疑いがある事例が発生した時
は、すみやかに組織的対応を行っているか。

事例発生時に「いじめ防止基本方針」に則り、対策委員会を開
き、生活指導夕会で全体に情報共有するなど、組織的な対応
を行った。教育委員会等への報告を行い、連携を取りながら早
期解決に努めている。

A

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

②

引き続き、これまでの取組を計画的に実施し
ていく。ＱＵテストの活用法についての職員
研修を年度1回程度実施し、教員の人事異動
による活用状況の差が出ることを防ぎ、児童
個々の詳細な実態把握ができるようにしてい
く。また、感染防止や建替え状況が継続する
ため、課題についての教職員の共通理解を
図り、教育相談やＳＣを活用し、心のケアを
行っていく。

③

早期に把握し、解決に向けて対応にあたるこ
とができた。引き続き、教職員の情報共有を
図りながら、早期発見と早期対応、組織的な
解決に努めていく。

重点目標

（１）市民科、各教科、校外活動等、あらゆる場面で相手の立場に立って感じたり、考えたりすることの大切さに気付
かせる指導を行い、よりよい人間関係作りができる児童を育てる。
（２）様々な人権問題について正しく理解させるとともに、あらゆる差別や偏見を許さない人権意識を高めていく。
（３）いじめ撲滅スローガンをもとに「いじめは、絶対に許されないこと」だという意識を育てる。
（４）生活アンケートやQUテスト等を通じていじめの早期発見に努める。

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

引き続き、計画的な指導を進めていく。また、
研修等により教職員の人権感覚を磨くと共
に、日頃の児童の言動に留意し、市民科学
習や生活指導で取り上げるなど、指導改善を
進めていく。



令和２年度　学校評価　品川区立鮫浜小学校 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

可能な範囲で、地域ボランティアによる実技実習
や地域学習、補習教室の採点支援など学習効果
を高めることができたか。また、校内外の見守り
等により、安全で円滑に教育活動を行うことがで
きたか。

感染症対策のため校外学習の機会が減り、地域ボランティア
の活動が制限された。学校再開後、補習教室の採点支援は対
策を講じながら実施し、学習効果を高めることができた。

B

教師はより良い授業をするためや児童の安全確
保のためにＣＳボランティア等を意図的、計画的
に活用しているか。

感染症防止のため外部講師を招くことができず、計画的な活
用は困難であった。担任、地域コーディネーターを中心に、随
時計画を見直し、可能な範囲で地域ボランティアを活用した。

B

「しながわ花街道プロジェクト」「立会川美化運動」
「銀杏募金」等を状況に応じて、計画的に行うこと
ができたか。

感染症対策のため、計画的な実施は困難であった。「美化活
動」は中止となり、その他は対策を講じ可能な範囲で工夫し、
実施することができた。

B

教師は地域環境を生かした学習を行い、児童の
地域を愛する心や地域貢献への気持ちを高める
工夫を行っているか。

本校で継続してきた地域活動がコロナ禍で途切れぬよう「花海
道」を中心に、感染防止対策を施しながら、活動を継続するこ
とができた。

B

異年齢活動による目下への思いやりの心やリー
ダーシップ、目上への感謝の心を育てることがで
きたか。

感染症防止の状況下で活動は制限されたが、学年発表会の
感想交流や委員会活動などは、尊敬の念や感謝の気持ちを
言葉で伝えることができた。

C

教師は、保育園との交流、全校児童による交流
班活動、学年を越えた交流学習、クラブ・委員会・
全校集会及び発表活動等を状況に応じ工夫して
意図的・計画的に実施しているか。

感染防止のため、月1回の交流班、運動会交流班競技、全校
遠足は実施できなかった。２学年での交流遠足など、方法を工
夫して行った。

C

Ａ＝十分達成できた　Ｂ＝おおむね達成できた　Ｃ＝未達成

③

校内の交流活動は、高学年による低学年の
お世話を優先し、感染防止のため状況をみ
ながら、部分的に実施する事ができた。今後
も、新型コロナ終息後の活動再開を目途に、
時々の状況に応じて、可能な範囲での活動
の継続を進めていく。

（１）地域ボランティアによる地域学習、学習支援等を通じて、地域とのつながりを体験的に学び、誇りと愛着を育てる。
（２）ボランティア活動（花海道プロジェクト、立会川美化運動、銀杏募金活動等）への取り組みを通して、地域貢献を体験的に学
ばせる。
（３）異学年交流班活動、東大井保育園との交流活動、地域の高齢の方々との交流活動、中学校体験活動、外部講師の方々
の授業等を通して、多様な振舞い方を学ばせるとともに多面的なものの見方、考え方ができるようにする。

重点目標

評
価
指
標

今後の課題と改善策

①

地域人材の教育活動への参加は、感染症予
防の観点から減ってしまったが、コーディ
ネーターが連絡調整を図りながら進め、継続
することができた。今後も、新型コロナ終息後
の活動再開を目途に、時々の状況に応じて、
可能な範囲での活動の継続を進めていく。

②

外部との交流活動は、ほとんどが制限され、
実施することができなかった。花海道につい
ては、一部学年や有志での実施となった。今
後も、新型コロナ終息後の活動再開を目途
に、時々の状況に応じて、可能な範囲で活動
の継続を進めていく。


