平成２８年度 大田区立山王小学校 自己評価 報告書
○ 本校の概要
山王小学校は大正１４年の開校以来、よき校風・伝統を受け継いできた。私たちはその思いや期待をしっかり受け止め、諸先輩が積み重ねてきた「山王小学校
の教育」を大切にしながら、更に充実・発展させていかなければならない。そのために、都・区の学力向上調査や全国学力・学習状況調査の結果、スポーツテス
トの課題を踏まえながら、アクティブ・ラーニングを意識した授業改善を進め、子供一人一人に徳・体・知のバランスのとれた『２１世紀型の学力』 をしっかり身に

○ 自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策
大項目

目標

取組内容
学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一人ひとり
の学習のつまずきや学習方法について、指導す
る。

学
力
向
上

児童・生徒一人ひと
りの学ぶ意欲を高め、
確かな学力を定着させ
ます。

目標に対する成果指標

成果
評価

算数・数学到達度をステップ学習チェックシートで児
童・生徒、保護者に知らせる。
３：学校評価アンケート
「子供は 勉強が分かり基礎的・
基本的な学習内容を身に付けて
いる」の満足度の回答が８５％以
学習指導講師等による算数・数学・英語の補習を 上である
実施する。
２：学校評価アンケート
外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の方々 「子供は 勉強が分かり基礎的・
とのコミュニケーション能力の育成等を図っている。 基本的な学習内容を身に付けて
いる」の満足度の回答が８０％以
上である
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１：学校評価アンケート
「子供は 勉強が分かり基礎的・
基本的な学習内容を身に付けて
いる」の満足度の回答が８０％未
基礎・基本の定着を図り、ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞを意識し
満である
た学習方法を取り入れながら、思考力・判断力・表
現力を育てる授業を実践している。
４：学校評価アンケート
小中一貫による教育の視点に立った生活指導の 「子供は きまりを守る社会性が
充実により、社会のルールや学校のきまりなどを守 身に付いている」の満足度の回
ろうとする意識を高める。
答が９０％以上である
道徳教育推進教師を講師とした研修や、国、都及
び区の資料を活用した授業等を行う等道徳指導充
３：学校評価アンケート
実のための取組を行う。
「子供は きまりを守る社会性が
身に付いている」の満足度の回
答が８５％以上である
学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果より
ストレス症状のみられる児童・生徒に対して組織的
子ども一人ひとりの健 に対応する。
全な自己肯定感・自己
２：学校評価アンケート
決定力を高め、未来へ
の希望に満ちた豊か 学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未然 「子供は きまりを守る社会性が
身に付いている」の満足度の回
な人間性を育みます。 防止、早期発見等のための取組を実施する。
答が８０％以上である

「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を通して、 ３：学校評価アンケート
児童・生徒や保護者に対し、望ましい生活習慣に 「学校は 体育の授業を工夫して
ついての意識啓発を行う。
行ったり基礎体力づくりを行った
りしている」の満足度の回答が８
子ども一人ひとりの身
５％以上である
体活動量を増加させて
給食指導及び教科等における指導を通して、食生
意欲や気力の元となる
活の充実・改善をねらいとした「食育」を推進する。 ２：学校評価アンケート
総合的な体力を育み
「学校は 体育の授業を工夫して
ます。
行ったり基礎体力づくりを行った
りしている」の満足度の回答が８
体育的行事、部活動、休み時間など様々な機会を ０％以上である
通して運動習慣の確立を推進する。
１：学校評価アンケート
「学校は 体育の授業を工夫して
行ったり基礎体力づくりを行った
体育授業の準備運動及び２０分休みに持久走タイ りしている」の満足度の回答が８
ムを設けて体力向上を目指す。
０％未満である

教
育
環
境
向
上
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・校内研修・校外研
修に参加させ、教員
の指導力向上を図
る。管理職による授
業観察を計画的に
実施するとともに、
主幹教諭・主任教
諭等の指導的な立
場の教員から、授
業観察後に授業に
関して指導・助言を
行わせ、相互に指
導力の向上をねら
う。
・月に1回特別支援
委員会を実施し、サ
ポートルームの充
実した運営のため
に、特別支援につ
いて共通理解を深
める。

・学習・運動・授業中の挙
手、どれにしてもする子はす
る、しない子はしない。「しな
い子」に目を向けて頂きたい
と思うのが親心。学校公開
で珍しく手を挙げた子をすか
さず指名して下さる先生はよ
く見てくださっているなあと感
じます。
・先生方が、平日の夜遅くだ
けでなく、土日もＰＴＡ行事・
町会行事等で働かなくてい
けない状況に問題があると
思う。忙しくて、教員室から
出て子供と触れ合う時間を
持つことができないのが残
念で、気の毒に思う。事務仕
事はパートの方にしていただ
けるよう、配慮を考える時代
ではないか。よりよい子供を
育てるために。
・保護者アンケートの結果
は、学校に対する保護者の
期待値が高いことの表れと
捉えている。若い先生が多く
なったが、否定的なコメント
は特に聞かれない。
・特別支援教室については、
児童の人権に配慮しつつ、
多方面から支援できるとよ
い。
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・保護者・地域の
方々が迅速に情報
を閲覧できるよう
に、ホームページの
更新を計画的に実
施した。
・学年便り・学校便
りにはその時々の
学校の様子や、学
校と保護者が共通
の認識をもつための
内容を盛り込み、学
校広報としての機能
の充実をさらに図
る。
・月に一度、PTA・
学校支援地域本部
との打ち合わせを行
う。また、年4回の地
域連絡協議会では
現在の学校の課題
等を話し合い、特色
ある教育活動を実
践する。

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

地域教育連絡協議会において、児童・生徒の変容
等の具体的な資料を作成して、評価に必要な学校
の情報を適切に提供し、適正な評価を受けるよう努
める。

・保護者からの意見・
要望・苦情は人それぞ
れ異なる。校長先生は
月に一度のＰＴＡ運営
委員会で、いち早く学
校の取り組み、日々の
出来事等を話してくれ
るので、一般の保護者
にも自然と学校の情報
や思いが伝わってい
る。学校とＰＴＡとの連
携はとれていることを
感じる。
・学校と地域の間で、よ
り素早く情報のやりとり
ができるよう、今後もお
願いしたい。

学校・家庭・地域の果
たすべき役割や責任を
明らかにするとともに
学校支援地域本部と連携するなどして、地域力を
相互の連携を深め、地
生かした特色ある教育活動を実践する。
域とともに子どもを育
てる仕組みをつくりま
す。
「見える対応、素早い対応、みんなで対応」を合言
葉に、保護者などからの要望や意見、或いは苦情
に誠意をもって接し、報告・連絡・相談を心がけ、学
校組織で対応する。

・少人数ではあります
が、不登校をはじめい
ろいろな問題をかかえ
ている児童がいます。
その子供たちにご協力
してくださる保護者・地
域の方に感謝申し上げ
ます。
・将来のために、多くの
体験・情報を与える機
会がある所がよいと思
う。
・きまりを守ることの大
切さは、身についてい
る児童が多い。
・問題行動・不登校の
傾向がみられる児童に
対しても、個別に丁寧
に対応していただいて
いる。
・自尊感情・規範意識
の向上については、特
に高学年を中心に、引
き続き気を配っていた
だきたい。

・本年度の運動会・相
撲大会・ドッジボール大
会・学校公開での体育
の授業を見る限り、体
力が低下しているよう
には感じない。
・「早寝・早起き・朝ご
飯」はＰＴＡを通じて、全
家庭と連携をさらに
図っていきたい。
・遅刻が多いのが課題
とされているが、これは
やはり、家庭の問題な
ので、保護者の協力が
必要と思われる。
・規則正しい生活が身
に付き、体力の向上も
実感している。
・学校の取り組みにつ
いて、保護者の認識度
がまだ上がっていない
ように見受けられる。
学校側には継続した取
り組みをお願いしたい。

４：学校評価アンケート
「学校は 授業を工夫し、個に応
じた指導を行っている」の満足度
の回答が９０％以上である

２：学校評価アンケート
「学校は 授業を工夫し、個に応
じた指導を行っている」の満足度
の回答が８０％以上である

校内委員会等を確実に実施し、学校における特別
支援教育を推進する。
１：学校評価アンケート
「学校は 授業を工夫し、個に応
じた指導を行っている」の満足度
の回答が８０％未満である
自らの指導力向上のために、研究授業や授業公開
を積極的に行う。
教育目標・学校経営方針・学校評価等の基本情
報、児童・生徒の活動情報等をホームページ等で
公開及び更新することにより、積極的に情報を発
信する。

・子供の成長に合わせ
た指導内容・手法の調
整がよい。
・詰め込みではなく、子
供一人一人に考えさせ
る指導法も素晴らし
い。
・学習については、先
生方はとても熱心で工
夫された授業をしてい
る。

・「山王小学校体力向
上プログラム」の策定
と実施から体力向上
を図る。今年度も中休
みを利用したマラソン
に全校で取り組むこと
ができた。
・遅刻が多いのが本
校の課題である。早
寝・早起き・朝ごはん
月間の取組を通じて、
家庭の協力を仰ぎな
がら、基本的生活習
慣の確立を図ってい
く。
・食事の大切さを知
り、食物の生産者及
び、食事を提供してく
れる人たちへの感謝
の気持ちを醸成する
ため、栄養教諭から
食育指導を受けてい
る。

授業改善セミナー等の研修成果を生かし、主任教
諭が助言・支援を行う校内研修等を実施しOJTを充
３：学校評価アンケート
実させる。
「学校は 授業を工夫し、個に応
じた指導を行っている」の満足度
の回答が８５％以上である
各種研究発表会等の研究・研修の成果を、自身の
授業改善に生かす。

教員の指導力向上、
施設の整備や講師・支
援員の配置などの学
校サポート体制の充実
に取り組み、学習環境
学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣＴ機器
の向上を図ります。
を活用した授業を実施する。

・3年生以上の算数で
実施している「習熟度
別少人数指導」につ
いては、年々、地域・
保護者の理解が深
まってきている。
・学級担任と算数少人
数担当と学習指導講
師との連絡を密にし、
授業の進度に合わせ
た補習のプログラムを
作成している。土曜日
実施の6回を合わせ、
今年度は年間62回の
補習教室を実施する
ことができた。
・外国語指導教員の
授業は、今年度、低
学年8時間、中学年12
時間、高学年25時間
を実施した。
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４：学校評価アンケート
新体力テストの結果を踏まえ体力向上全体計画を 「学校は 体育の授業を工夫して
作成し、計画に基づいた体育指導や「一校一取組」 行ったり基礎体力づくりを行った
運動や「一学級一実践」運動を実践する。
りしている」の満足度の回答が９
０％以上である

授業公開日の授業評価を、その後の授業改善に
生かす。

コメント

・自分に自信をもって
学習・生活ができるよ
う、自己肯定感・自己
有用感・自尊感情を育
成していく。
・教育相談機能の充
実とスクールカウンセ
ラーとの連携をさらに
強化し、児童・保護者
からの相談活動の充
実と活性化を図る。
・「いじめ防止対策委
員会」の設置から、児
童の規範意識をさらに
高める取り組みを推進
し、道徳教育の一層
の活性化とともに基本
的生活習慣の確立を
より確かなものへとし
ていく。
・今年度はオリンピッ
ク・パラリンピック教育
の一環として、魚食や
ヒップホップ等、様々
なゲストティーチャーを
呼んでさまざまな体験
活動をすることができ
た。

問題行動・不登校問題等にかかわる児童・生徒に
１：学校評価アンケート
関するケース会議等を実施する。
「子供は きまりを守る社会性が
身に付いている」の満足度の回
答が８０％未満である
豊かな体験活動は、学びの基層と捉え、外部人材
（その道の専門家、地域や保護者、企業や公共機
関など）の活用を図り、感動の機会を多く設定す
る。

体
力
向
上

学校関係者

４：学校評価アンケート
「子供は 勉強が分かり基礎的・
基本的な学習内容を身に付けて
いる」の満足度の回答が９０％以
上である

授業改善推進プランを、授業に生かす。

豊
か
な
心
を
育
む

これまでの取組
及び
今後の改善策

４：学校評価アンケート
「学校は 教育活動の内容を手
紙やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで、学校の情報や
子供たちの様子を伝えている」の
満足度の回答が９０％以上であ
る
３：学校評価アンケート
「学校は 教育活動の内容を手
紙やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで、学校の情報や
子供たちの様子を伝えている」の
満足度の回答が８５％以上であ
る
２：学校評価アンケート
「学校は 教育活動の内容を手
紙やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで、学校の情報や
子供たちの様子を伝えている」の
満足度の回答が８０％以上であ
る
１：学校評価アンケート
「学校は 教育活動の内容を手
紙やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで、学校の情報や
子供たちの様子を伝えている」の
満足度の回答が８０％未満であ
る

○「成果評価」は、各校が４段階で定めた成果指標によって行う。
○記入にあたっては、各学校で取り組んでいる自己評価項目に照らし、該当する項目を取りまとめて行う。
○学校関係者評価の「評価」は、Ａ：自己評価は適切である Ｂ：自己評価はおおむね適切である Ｃ：自己評価は適切ではない Ｄ：評価は不可能である の
４点について、 評価した人数を記載する。

