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令和２年度 新宿区立学校 学校評価（内部評価）結果報告書                                        新宿区立市谷小学校 校長 泉﨑 直之 ○印  

評価 

項目 
重点目標 

取組の内容 中間評価 
◎学校関係者評価 

評

価 

期末評価 

・具体的な方策（取組） ★評価の観点（指標等） ○ 成果と▽ 課題 ● ▼ 期末への方策等 ○ 成果と▽ 課題 ● ▼ 次年度への方策等 

確 
か 
な 
学 
力 
の 
向 
上 

・基礎・基本の確実な習

得及び確かな学力の

育成に向けた指導の

充実 

・知識、技能の確実な定着に向

けた指導の工夫及び、問題解

決的な学習、体験的な学習を

取り入れた授業づくりを進

める。 

★学力調査、小テスト、ノート、

発言記録等の分析を授業改

善に活かす。 

 

★学校評価の「授業の分かりや

すさ」「授業(活動)の楽しさ」

を尺度にする。 

〇学校評価の「授業の分

かりやすさ」に関する

項目について児童の肯

定的な回答が 95％。 

▽学力調査が未実施。臨

時休校等で教育課程の

確実な実施が課題であ

る。 

●ＩＣＴの活用や新学習指導用

要領の実施など、指導体制の

強化を引き続き進める。 

 

▼授業の重点化と効率化によっ

て内容の充実を図り、児童の

学力を保障する。 

◎コロナ禍の授業時数不足の中、学

校は動画配信やＨＰを通じての

課題提示等、できうる努力・工夫

をしており、学力は一定水準を維

持できている。引き続き丁寧な学

習指導を重ねていただきたい。 
Ａ 

〇「授業の分かりやすさ」に

ついて児童の肯定的な回

答が 95％。次年度への繰越

す学習内容なし。 

▽ＩＣＴ活用について児童・

保護者は概ね肯定的だが、

教員はさらなる活用の必

要を感じている。 

●例年より短時間で進めた学習

もあるので、個々の児童の定

着度を確認しながら、丁寧に

指導していく。 

▼ＧＩＧＡスクール構想の具現

化に向けて、タブレットの活

用や学習の個別最適化等を推

進していく。 

豊 
か 
な 
心 
の 
育 
成 

・人との関わりを大切

にした豊かな心の育

成 

・ふれあい月間アンケートや

hyper-QUの分析・活用を組

織的に進めるとともに、学校

全体で挨拶の徹底を図る。 

★いじめの認知件数ゼロを目

指す。 

 

★生活指導部会、全体会での挨

拶状況の確認 

〇８月末までに認知した

いじめの数はゼロ。 

 

▽児童が自ら進んで挨拶

することが徹底されて

いない。 

●今後もいじめの未然防止、早

期発見・早期対応に努め、組織

的に対応していく。 

▼挨拶について日常的に指導や

声かけを続けるなど、改善に

向けて徹底を図る。 

◎人と距離をとることが求められ
るコロナ禍ではなおさら、人間関
係を育む上で、挨拶に重点を置く
のは良いこと。児童の挨拶の元気
さは、日によって異なる。大人が
良き手本となりたい。 

Ｂ 

〇いじめの認知件数ゼロ（い

じめの疑いへの対応あ

り）。 

▽挨拶はやや改善されたが、
引き続き指導を要する。 

▽異学年交流等、活動内容の
制限や中止により、できな
かった行事等が多数ある。 

●いじめ対策委員会等、組織的
な対応を継続する。 

▼引き続き挨拶指導を徹底す
る。 

▼上級生としての自覚や、所属
感を高められるよう、行事等
の実施内容の工夫を進める。 

体 

力 

の 

向 

上 

・体力向上及び健康な

体づくりに向けた取

り組みの充実 

・体育の授業や体育的行事・集

会等を活かした活動や取組

を推進するとともに、新宿ス

ポーツギネスなど運動する

機会や場、用具等を活用して

体力向上を図る。 

★学校評価の「運動の楽しさ」

に関する項目で、児童の肯定

的な回答９割以上を目指す。 

〇学校評価の「運動の楽

しさ」に関する項目に

ついて児童の肯定的な

回答が９割超。 

▽コロナ禍でできる体育

活動に制限がある。 

●学校全体でスポーツギネスに

取り組む体制を整え、進んで

運動を行う態度をさらに育

む。 

▼運動会は密を避けるため学年

別に実施する予定。体育の運

動内容も今後の状況を注視し

つつ適宜修正していく。 

◎コロナ禍の活動制限等で、ますま
す学校内外で身体を動かす機会
が減ってしまっている。できるだ
け身体を動かし、心身ともに健や
かな成長を図れるよう、企画や活
動の工夫が求められる。 

Ｂ 

〇「運動の楽しさ」について
児童の肯定的な回答が向
上。運動会は学年別で実
施。 

▽体育活動に制限があるが、
できる範囲で活動内容を
工夫して取り組んでいる。
スポーツギネスは中止。 

●運動会は学年別で１０月に実
施予定。休み時間の校庭遊び
等、児童の運動意欲を促す。 

 
▼活動制限下でもできる運動の
機会や内容を検討し、児童の
体力向上を図る。 

 
 

創 
意 
工 
夫 
あ 
る 
教 
育 

・校内研究（特別の教科 

道徳）の充実 

・道徳科の授業研究を通じて、

よりよく生きる基盤となる

道徳性の育成を図る。 

★道徳のノート、ワークシート

の記述を分析し、改善に活か

す 

 

★教員向け学校評価の「分かり

やすい授業」の項目で、肯定

的な回答を９割以上にする。 

〇校内研究を通して、積

極的に道徳科の授業改

善を進めている。 

 

▽教員向け学校評価の

「分かりやすい授業」に

関する項目について、肯

定的な回答が９割弱。 

●研究授業だけでなく、日常の

道徳の授業から改善に努め、

よりよい道徳の指導法を確立

していく。 

▼臨時休校等で遅れた学習の進

度調整を図るとともに、時間

や活動の制限を踏まえつつも

創意工夫ある教育に努める。 

◎学校公開を見る限り、授業がよく

工夫されている。児童の学習成果

等の展示物も興味深い。 

◎コロナを題材にした道徳教育等、

心の教育をさらに進めてほしい。 

◎例年行われている地域探検など

の体験学習が、今後再開されると

よい。 

Ａ 

〇研究発表は中止になった
が、発表資料公開はでき
た。道徳科の授業が充実し
た。 

▽「分かりやすい授業」につ
いて教員の肯定的な回答
は73％。活動制限や時数短
縮等により、きめ細かな指
導ができない面もあった。 

●校内研究を通して培った道徳
科の指導法等の成果を、今後
も継続していく。 

 
▼次年度の研究テーマについて
は検討中であるが、授業改善
を通して児童に還元できる研
究を推進する。 

地 

域 

連 

携 

・外部や地域の人材を

活かした教育活動の

推進に向けた地域協

働学校の取り組みの

充実 

・教育活動の充実に向けて、地

域協働学校を軸とした外部

や地域の人材を活かして活

動の活性化を図る。 

★学校評価の「学校外の人の活

動」の項目について、肯定的

な回答を９割以上にする。 

★地域協働学校の委員からの

具体的評価・肯定的評価の向

上をめざす。 

▽コロナ禍で外部との交

流に制限がある。 

▽学校評価の「学校外の

人との活動」に関する

項目について児童・教

員の肯定的な回答が６

割前後。 

▼現段階では区外での活動が制

限されているため、社会科見

学等の校外学習は、大部分が

実施を見合わせている。今後、

教育委員会の方針や校内の状

況等を踏まえつつ、可能な範

囲で代替の活動を検討してい

く。 

◎コロナ禍で外部人材の活用が難

しい現状だが、規制が緩和され次

第、地域が連携していく体制はで

きている。今は、地域の方々の温

かい見守りに期待してほしい。 Ｂ 

〇地域協働学校委員の方々
に、校外学習の渉外や引
率、学校行事の受付や広報
等、多方面でご協力いただ
いた。 

▽「学校外の人との活動」に
ついて児童・保護者・教員
の肯定的な回答が7割程度
へとやや向上した。 

●今後も地域協働学校委員の
方々をはじめ地域の方々にご
協力いただき、地域連携をさ
らに深めていきたい。 

 
▼緊急事態宣言下で校外学習に
制限があるが、出前授業等は
可能な範囲で実施していきた
い。 

安

全 

・ 

安

心

な

学

校 

・安全の確保及び緊急

時の的確な対応に向

けた危機管理体制の

確立 

 

・定期的、確実な安全点検の推

進、及び新型コロナウイルス

の感染防止に向けた衛生管

理体制の確立 

★日常及び定期的安全点検の

結果を改善や事故防止に結

び付ける。 

★感染防止マニュアルに基づ

いた防止策の実施。 

〇見回りや安全点検を確

実に行うことで、設備

などにかかわる事故は

起きていない。 

〇感染防止や熱中症予防

に向け、教職委員一丸

となって対策に取り組

んでいる。 

▽教育活動の正常化に向

け、防止策を適宜修正

していく。 

●引き続き確実な見回りや点検

を行う。 

 

 

●▼状況に応じた校内マニュア

ルの改訂など、教職員共通理

解の下、対策の徹底を図る。 

◎学校は感染防止対策に全力で取

り組んでくれている。校長の判断

の下、危機管理できていることを

保護者も実感できていることと

思う。 

◎登下校時の安全対策ついては、地

域との連携をより深めていきた

い。 

Ａ 

〇校内の見回り点検に加え、
感染防止対策にも、全教職
員共通理解の下、組織的に
取り組むことができた。 

 
▽コロナ禍が長引く中、気の
緩みやストレス等への対
応の必要性が今後高まっ
ていく懸念がある。 

●校内の看護や安全点検等、教
職員の体制を強化し、確実に行
う。登下校の安全指導等、保護
者や地域との連携を図ってい
く。 

●▼感染防止対策については区
の方針を踏まえつつ、児童の
活動の充実や心理的なケア等
との両立を図りながら、安全・
安心な環境整備を進める。 
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