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平成 30年度 新宿区立学校 学校評価（内部評価）結果報告書                                        新宿区立四谷小学校 校長 石井正広 ○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（中間） 

評

価 
○ 成果と▽ 課題 ● ▼ 次年度への方策等 

・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 

確 
か 
な 
学 
力 
の 
向 
上 

全学級で学習規律の定着を図る

とともに、各種学力調査の分析結

果を踏まえて作成した「学力向上

のための重点プラン」に基づいて

基礎的な知識や技能の確実な習得

を図り、子供ができることを実感

できる授業を行う。 

また、各教科や総合的な学習の

時間等において課題探究的な学習

に積極的に取り組み、子供が分か

る授業を行う。【施策１】                           

①各教科等のねらいの実現に向けて、タブレット
ＰＣや電子黒板機能付プロジェクタおよび最新
の実物投影機等のＩＣＴ環境を効果的に活用し
て主体的、対話的で深い学びを実践する。 

②全学年で昼の帯タイムを活用して基礎的事項の
習得を進めるとともに、東京ベーシックドリル
（算数)の診断テスト・練習シートに取り組み基
礎的な知識や技能の定着を図る。 

③「学力向上のための重点プラン」に基づいて教員
一人一人が児童の実態に基づいて学力向上マイ
プラン作成し、「課題やねらいの提示」と「振り
返り」を大切にした分かりやすい授業に取り組
み、思考力・判断力・表現力等の向上を図る。 

①授業のねらいに応じてＩＣＴ
を活用した回数の教員自己評
価 

①児童アンケート⑥ 
①児童アンケート⑦ 
②診断テストと練習シートの実
施状況の教員自己評価 

②診断シートの正答状況 
②保護者アンケート⑨ 
③マイプランに基づいた授業を
年間で２回以上公開 

③教職員アンケート⑭ 
③児童アンケート④ 

〇児童アンケート⑦の肯定的
回答は 88.7％で、昨年度よ
り大きく向上した。 

▽診断シートの正答率は、３
年60.1％、４年67.1％、５
年76.0％、６年72.4％で 

 十分ではない。 
▽教員自己評価でも練習シー
トの活用には課題がある。 

〇教職員アンケート⑭の肯定
的回答は 90.5％で、昨年度
より大きく向上した。 

●教科等のねらいを達成できる
ようなＩＣＴの効果的な活用
を推進していく。 

 
▼算数ベーシックドリルの活用
と算数習熟別指導の指導法の
工夫を一層進める。 

 
 
●児童アンケート④は昨年度よ
り低いので、マイプランに基
づいた授業改善を継続して進
める。 

◎ＩＣＴの推進は時代の流れに沿うものでたいへ
ん望ましく、児童の理解も深まっている。プログ
ラミングやタブレットＰＣの活用はすばらしい
が教員の負担増とならないようにしたい。 

◎昼の帯タイムで継続的に学力アップのドリルは
効果的。基礎学力は中学でも必要である。 

◎授業時数が増えたが、児童の不満の声がなくし
っかり進めている。 

◎分かりやすい授業は継続すべきだが一人一人の
実態把握は教員の負担にならないようにする。 

◆子供たちをあたたかく励ます環境を続けたい。 
◆算数については反復練習が足りない。 
◆学力格差が広がっていることが心配である。 

 

 

Ａ 
 

〇児童アンケート⑦の肯定的回答は 92.7％

で、中間よりさらに向上した。校内研究の

成果が表れ、多くの児童がＩＣＴを使っ

た授業が好きになってきている。 

▽２学期の診断シートの正答率は、３年

67.31％、４年69.71％、５年80.9％、６

年 75.2％と 1学期より向上しているが、

どの学年も 80％以上の正答率を目指した

い。 

〇児童アンケート④の肯定的評価は 95.2％

と昨年期末より向上した。授業改善が

徐々に進んでいる。 

●ＩＣＴの効果的な活用の推進
が図られつつある。次年度は教
科のねらいを達成する活用法
や協働的な思考を促す活用法
を実践を通して開発していく。 

●本年度の成果を生かし、次年度
は教科・領域を社会科に絞っ
て、主体的・対話的で深い学び
の授業づくりを研究していく。 

▼東京ベーシックドリル等で基
礎的知識や技能の定着を図り、
学力下位層の減少に努める。 

豊 
か 
な 
心 
の 
育 
成 

学校行事や学級活動、道徳教育を
通して、心豊かな児童の育成、人権
意識や規範意識の向上に努め、支持
的風土のある学校を作りる。 
  また、いじめの防止、不登校の
未然防止、特別支援教育の充実に
取り組み、児童が安心して生活・
学習ができる環境づくりに務め
る。                                   
【施策２】【施策８】 

①学校行事や学級活動、道徳の時間を中心に人間
関係調整力を育成するとともに、挨拶、言葉遣
い、思いやり」を指導する。 

②いじめの未然防止の授業を学期に１回以上実施
する。毎学期実施のいじめアンケートおよび年
２回のハイパーＱＵを通して、いじめの早期発
見・早期対応や不登校の未然防止に務める。 

③対象となる児童への合理的配慮を検討して個別 
指導計画を作成し、毎月校内委員会を実施して
学年内及び特別支援教育部で情報を共有し教育
リソースを活用して支援策を組織的に行う。 

①児童アンケート⑨ 
①保護者アンケート⑤ 
 
②学期１回以上のいじめ防止の
授業の実施の教員自己評価 

②教職員アンケート⑰ 
②児童アンケート⑮ 
 
③学期に１回の個別指導計画の
作成・評価・修正 

③教職員アンケート⑱ 

▽児童アンケート⑨の肯定的
回答は 80.2％、保護者アン
ケート⑤は 64.1％で昨年度
より低い状況である。 

〇教職員アンケート⑰の肯定
的回答は 100％で昨年度よ
り教員の意識は高い。 

▽教員自己評価では、特別な
支援の必要な対象児童のう
ち効果的な支援につながっ
ていない事例が複数ある。 

▼あいさつ運動を継続するとと
もに、代表委員会など新たな
取組について生活指導部会を
中心に検討・実施していく。 

●ハイパーＱＵの結果を踏まえ
た取組やいじめ防止プログラ
ムの確実な実施を進める。 

▼個別指導計画の前期反省と後
期作成、月１回の特別支援校
内委員会の開催を進める。 

◎いじめ防止のシステムが機能し組織的対応がで
きている。登校中の児童も明るい。 

◎数年前に比べると挨拶ができる児童が増えた。
挨拶は家庭や社会環境もあり、息の長い活だ。日
常の保護者の姿勢が重要である。 

◎一人一人の児童をよく見ているので、児童数が
増えても同様に見ていってほしい。 

◆家庭環境の問題が背景にはある。 
◆小さないじめの種もあるので児童が何事も言え
る学校づくりを目指す。中学校との連携も必要。 

 

Ｂ 
 

〇児童アンケート⑨の肯定的回答は
82.4％、保護者アンケート⑤は 70.0％で
中間評価より向上した。 

〇ハイパーＱＵの校内研修会により、教職
員が見方や活用の仕方を身に付け、学級
経営に生かすことができるようになっ
た。 

▽月 1 回の特別支援校内委員会で情報を共
有したが、保護者と連携した学校生活支
援シートの計画的な作成については課題
が残る。 

●児童会や地域のあいさつ運動の
取組が広がり一定の成果があが
ったものの、家庭への働きかけ
を強化する必要がある。 

●いじめの早期発見や組織的対応
についての取組は確実に進めて
いる。次年度も継続する。 

▼特別支援の充実に向けて組織的
な取組と教職員の理解伸長や支
援策の実践力向上を図るための
校務分掌と研修を工夫する。 

体 
力 
の 
向 
上 

体育の授業の充実を図るととも
に、学校全体での縄跳び運動やマラ
ソンタイムの取組、各学級での一実
践を通して、体力の向上を図る。オ
リンピック・パラリンピック教育の
年間指導計画に基づいて授業実践
の充実を進める。【施策２】 

①全校で「長縄跳び運動」「マラソンタイム」に取
り組む体育昼会に加えて新宿ギネスに各学級や
個人で取り組み、体力の向上を図るとともに運
動への関心を高める。 

②オリ・パラ教育の年間指導計画に即して、全学年
で各種冊子やＤＶＤ等を効果的に活用して実践
を行うとともに、トップアスリートや異文化理
解の講師を招聘して実感的な学習を行いスポー
ツへの関心を高める。 

①体育以外での体力向上への取
組の実施状況の教員自己評価 

①児童アンケート⑩ 
①保護者アンケート⑫ 
①体力テストの結果 
②オリ・パラ計画の実施状況の
教員自己評価 

③保護者アンケート⑲ 
 

▽教員自己評価では、各学級
での体力向上の取組がまだ
十分実施されていない。 

 
▽保護者アンケート⑲は文言
が変更されているが肯定的
回答が77.7％と低い。 

▼運動会後に全校での縄跳びや
マラソン、各学級における新
宿ギネスなどの体力向上に向
けた取組の充実を進める。 

▼２学期に各学年トップアスリ
ートを招へいし、新宿ギネス
への動機づけをする。 

▼世界なかよしプロジェクトを
担当中心に推進する。 

◎外で遊ぶことが減っている児童は体力が落ちが
ちなので、オリ・パラの取組は期待する。 

◎トップアスリートを間近で見られる環境は児童
にとって幸せである。 

◎子供が音楽、描く、体を動かすなどをこれからも
楽しんで経験していくとよい。 

◎ギネスなど目標を作って取り組むことは効果的
である。 

◆体力が低い児童をどう伸ばすか難しい。強制す
ると多くの児童がついてこれなくなる。 

 

Ｂ 
 

〇各学年でトップアスリートを招へいした
授業を行い、スポーツへの関心を高める
ことができた。 

〇保護者アンケート⑲は肯定的回答が
89.3％と中間より向上した。 

▽運動能力調査では、都の平均を下回って
いる種目があり、校内で運動能力を高め
るための方策を検討していく必要があ
る。 

●トップアスリートの招へいは、
児童のよい動機づけになったの
で、オリ・パラの予算を活用し計
画的に招へいを次年度も行う。 

▼「長縄跳び運動」「マラソンタイ
ム」は充実できた。新宿ギネスは
動機づけの工夫を進めたい。 

▼オリ・パラの掲示や諸活動への
広がりが少ない。次年度は、体力
向上委員会内に担当係を設けて
組織的に充実を図る。 

創 
意 
工 
夫 
あ 
る 
教 
育 

 地域の教材や人材を積極的に活
用して課題探究的な学習に取り組
み、児童の問題解決的な力や協働的
な実践力を高めていく。 
 また、学校の特色的教育活動であ
る「天童市との姉妹交流活動」「金管
バンドの活動」「子ども園との交流
活動」の継続・発展に努めていく。 
【施策４】 

①生活科や総合的な学習の時間、学校行事等で自
然体験及び社会体験活動を積極的に行うととも
に、地域協働学校の支援（スマイルクラブ）によ
り、様々な人と交流の場を設定する。 

 
②「天童市との姉妹港交流」では６年以外の交流活
動についても交流計画を作成したり、子ども園
との交流活動の年間計画を作成・実施したりす
ることで、学年担任がかわっても継続できるよ
うにしていく。 

①教職員アンケート⑯ 
①保護者アンケート⑳ 
 
 
 
②各学年の交流の実施状況 
②児童アンケート⑲ 
②保護者アンケート⑲ 
 

▽教職員アンケート⑯の肯定
的回答は 95.2％と昨年度よ
り大きく向上したものの、 

 保護者アンケート⑳は文言
が変更されたが昨年度より
低い。 

▽６年生の夏の天童交歓会以
外は、各学年の作品交流は
実施できていない。 

▼スマイルクラブの取組を継続
するとともに、学校だより学
年だよりにもスマイルコーナ
ーを活動の予定や様子、成果
を伝える工夫をしていく。 

▼過去の作品交流の実績を一覧
にして、２学期に中に作品交
流を計画的に進めていく。 

◎歴代ＳＣが情報を蓄積しスムーズに進んでい
る。スマイルクラブの広報活動を引き続き進め
たいが、コーディネーターの側近が必要である。 

◎四谷小のカラーがしっかりできてきている。 
◎地域と連携した教育活動はすばらしい。 
◎天童・金管・子ども園との交流など積み重ねてき
た特色をこれまで通り大切にしたい。 

◆児童の個性が伸びる教育も必要だろう。 
◆活動の周知の取組を期待したい。 
◆校長の顔と教育への熱意を町の方々に知っても
らうとよい。 

 

Ａ 

〇教員の自己評価によると、全学年で２回
以上、地域の教材や人材を活用して学習
効果を高めることができた。 

〇運営協議会委員の方から、天童交歓行事、
金管バンド、子ども園との交流について
高い評価をいただいた。今後も継続、発展
させていく。 

△天童干布小との学年間の作品交流は工夫
が必要である。 

●スマイルクラブによる授業支援
はたいへん充実することがで
き、様々な人と交流することが
できた。総合的な学習の時間の
全体計画を修正したので、それ
を受けて次年度は単元の展開や
活動を充実させていく。 

▼天童市との交流活動や金管バン
ドは一部の教員の努力で運営さ
れている。特別委員会の役割を
明確にして組織的に進める。 

地 
域 
連 
携 

地域協働学校として家庭・地域と
連携した取組や地域人材の活用を
充実させることを通して地域との
つながりを深めるとともに、積極的
に情報発信を行うことで保護者や
地域に信頼される学校づくりを進
める。 
                                

【施策４】 

①スクールコーディネーターと連携して、読書支
援、環境美化支援、あいさつ運動、天童交歓会運
営、金管バンド支援を進めるとともに、全学年で
年２回以上の授業支援を実施する。 

②学校便り、学年便り、学級便りの作成及びホーム
ページでの情報発信を積極的に行う。ホームペ
ージは各学級・専科ごとに関係する教育活動を
学期に１回以上の更新を行う。 

①全ての学級での人材活用学習
の実施状況の教員自己評価 

①教職員アンケート⑯ 
①児童アンケート⑲ 
①ＨＰでの学年活動の情報公開
の実施状況の教員自己評価 

②教員アンケート㉒ 
②保護者アンケート⑱ 

▽教職員アンケート⑯の肯定
的回答は 95.2％と昨年度よ
り大きく向上したものの、
児童アンケート⑲は昨年度
より低い。 

 

▼小中連携・地域連携の柱とし
て防災を中心に進めていくた
めに現在の活動の系統を整理
し次年度に向けての教育計画
を作成する。 

▼校務分掌に情報担当者を置
き、ＨＰの更新を計画的に進
めるとともに、次年度に向け
てＨＰ更新計画を作成する。 

◎気持ちの良い地域協働となっている。世代が変
わっても基本の気持ちはつなげたい。 

◎よくできているので、各町会とのより強いつな
がりへと発展していくとよい。 

◎校長のスマートワーキングリーダー宣言は評価
したい。学校運営協議会の風通しもよくなった。 

◆人材集めが課題、中心となって活動する方を育
てていく必要もあるだろう。 

◆スマイルクラブやＨＰで情報を発信している
が、地域と広く連携、共有化を進めていくことは
大切。持続可能な活動を行っていってほしい。 

 

Ａ 
 

〇保護者アンケート⑱の肯定的評価は
93.4％、児童アンケートは 93.7％と昨年
度を上回った。地域連携と人材活用が浸
透している。 

△小中連携、地域連携による防災について
は計画的に進めていく必要がある。 

△情報担当者を中心にＨＰを計画的に更新
するようになったが、内容の充実が課題
である。 

●スクールコーディネーターと連
携した活動はたいへん充実でき
た。次年度はコーディネーター
や事務局の人材確保も進める。 

●地域協働学校の小中連携事業を
推進するために９年間の防災活
動一覧を作成したので、次年度
は実践を通して充実を図る。 

▼情報機器の管理や計画的な情報
発信について専門部会を校務分
掌に位置付け、計画に推進する。 

 


