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平成 31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 
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「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、自分タイム・みんなアイム・ふりかえりタイム
の授業を構造化して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。 

２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。 

３全学年で朝学習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。 

１学校経営計画取組評価① 
１児童アンケート⑨ 
 
 
 
２学校経営計画取組評価② 
２児童アンケート⑥ 
２児童アンケート⑦ 
 
３学校経営計画取組評価③ 
３診断シートの正答状況 
３保護者アンケート⑨ 
 

○児童アンケート⑨は91.4％ 
昨年度より低いが、授業が分
かりやすいと感じ児童が多
い。 

 
▽児童アンケート⑦は80.6％ 

昨年度より大きく低下した。 
 
 
▽診断シート正答率は低い。 

３年59.3％、４年70.2％、５
年66.7％、６年74.2％ 

▽学校経営計画取組評価③Ｂ 
 取組のばらつきがある。 

●学力マイプランに示した授業
改善の取組を進めていき、社
会科の研究授業を通して、共
通理解を図っていく。 

 
▼Ｉタイムの指導計画やスキル
表を実現できるように活用の
充実を図り、ＩＣＴスキルの
児童アンケート調査を行う。 

▼算数少人数担当を中心に、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。 

◎「学力向上のための重点プラン」に
基づいて教員の取り組みが非常に
高いスキルに達していることが覗
われる。その向上が中学受験に淘
汰していたことによって、地元の
中学校への進級が少なくなり地域
の宝を放出する側面もある。 

▼児童アンケート⑦がは大きく低下
している。今回のような臨時休校
事案に直面した時にも対応できる
タブレット授業だけでなくＰＣを
駆使した遠隔授業展開も考慮して
いく時代かも知れない。 

 

 

Ｂ 
 

○学校経営計画取組評価①Ａ 

〇児童アンケート⑨は92.3％中間↑Ｈ30→ 

子どもが考えるための授業改善が進んで

いると捉える。 

 

〇児童アンケート⑥は92.8％中間→ 

▽児童アンケート⑦は86.5％中間↑Ｈ30↓ 

昨年の研究成果で多くの児童がＩＣＴを

使った授業が好きだが慣れが出ている。 

○３学期の診断シートの正答率は、 

２年83.7％、３年63.2％、４年77.6％ 

５年62.9％、６年76.0％で向上傾向 

▽保護者アンケート⑨88.8％中間↑Ｈ30↓ 

●学力向上プランに基づいて１時間の授業
づくりの「よつやスタイル」を確立し、全
ての教員が全ての教科等の授業で実施し
ていく。 

●ＩＣＴの効果的な活用の推進に向けて作
成したＩタイム（教科外でのＩＣＴ活用
計画）やＩＣＴスキル表を基にした教員
の指導内容の共通理解を図り、次年度は
協働歩調で進めていく。 

▼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
対応する方策を算数少人数担当中心に次
年度に向けて検討する。 

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挨拶や言葉遣い、早寝・早起き・朝ごはんなどの基本
的生活習慣の定着に向けて保護者と情報共有する取
組、集団生活のルールや社会のルールを守る指導を
継続的に行い保護者と情報共有する取組を積極的に
進める。 

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学校経営計画取組評価⑥ 
１児童アンケート④㉓ 
１保護者アンケート⑤㉓ 
１保護者アンケート㉓ 
 
２学校経営計画取組評価⑦ 
２児童アンケート⑮ 
２児童アンケート⑯ 
２保護者アンケート⑮ 
３学校経営計画取組評価⑧ 
３学校経営計画成果評価⑧ 

▽児童アンケート④は 82.9％、
㉓は 76.3％ 友達はでき、自
分はできていない意識。 

▽保護者アンケート⑤は 53.9％
昨年度より低い。 

〇学校経営計画取組評価⑦Ａ 
全教員が取り組んだ。 

▽保護者アンケート⑮77.3％ 
昨年度より低い。 

▽３学校経営計画取組評価⑧Ａ
教員の取組の意識は高いが、
保護者の理解や協力を得るこ
とが難しい。 

▼あいさつ運動を継続するとと
もに、学期はじめのあいさつ
運動を実施していく。 

 
 
●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。 

 
●学校生活支援シートを作成し
て、個人面談で情報共有をは
じめられた。今後も月１回の
校内委員会を開催する。 

◎いじめの早期発見、不登校の未然
防止の年 2 回のハイパーＧＵはい
じめの未然防止に有効だと考え
る。今後もより充実したアンケー
トや対話を通して推進していただ
きたい。 

▼「あいさつ」に関しては、非常に困
難でこれといった対策を講じる手
立ては無いものと思う。中・高生に
なって部活に入れば強制的に挨拶
は敢行される。児童のうちは、柔軟
に「あいさつ」出来る環境を作る手
段を構築するしかないと思う。 

 

 

Ｂ 
 

〇児童アンケート④は86.7％中間↑Ｈ30↑ 
 挨拶は学校全体では向上している印象。 
▽保護者アンケート⑤54.1％中間↑Ｈ30↓
昨年度より15ポイント以上低い。 

○保護者アンケート㉕84.4％中間↑Ｈ30↑ 
ふれあい月間に「ＳＮＳ四谷ルール」を
作成し、冬休み前に保護者に配布した。 

○月 1 回の特別支援校内委員会で情報を共
有し、11 月に全学級で個別指導計画の後
期分を修正し、校内委員会で確認した。 

▽教室で落ち着きのない児童に対する保護
者との連携方法や組織的な支援には課題
が残った。 

●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。次年度は、
６月のふれあい月間で「あいさつ標語」、夏
季休業終了後に「生活リズム見直しカード」
を作成して、家庭と連携して取り組む。 

●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。新しく来た教員
ができるよう次年度も継続する。 

▼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校内研修を工夫する。 

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学校経営計画取組評価④ 
１体力テストの結果 
１保護者アンケート⑫ 
 
２学校経営計画取組評価⑤ 
２学校経営計画結果評価⑤ 
２保護者アンケート⑲ 
 

○体力テストは向上傾向 
ほとんどの学年で、東京都平
均を上回る項目が増加した。 

 
▽学校経営計画取組評価④Ｂ 

取組にばらつきがある。 
▽保護者アンケート⑲は 82.1％
昨年度より低下した。 

▼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
どについて共通取組期間を設
定して取り組む。 

●全学年トップアスリートを招
へいした出前授業を実施。 

▼世界なかよしプロジェクトを
担当中心に推進し、取組の様
子をＨＰで公開する。 

□体力テストが向上傾向にあるのは
素晴らしことだと思う。「長縄飛び
運動」「マラソンタイム」等の学校
独自の努力の賜物だと考える。公
園遊びも規制が多く、休み時間も
思った通り校庭で遊べない環境
で、日々の生活の中で「体力の向
上」を促せる状態ではない。児童数
の増加はあらなる懸念になる。 

 

Ｂ 
 

○東京都平均を上回った項目の男女合計数 
 Ｈ30年度：６０個→Ｒ元年度：７２個 
▽保護者アンケート⑫77.9％中間↑Ｈ30↑ 

各学年でトップアスリートを招へいした
授業を行ったが、保護者への広報が足り
なかったと考える。 

○学校経営計画取組評価④中間Ｃ→年末Ｂ 
 マレーシアからの訪問に加え、世界とも
だちプロジェクトの掲示を作成した。 

●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。計画的な招へいを次年
度も行い、その様子の広報をしていく。 

▼「長縄跳び運動」「マラソンタイム」は充実
した。次年度の新宿ギネスは学期に１回以
上体育の時間を使って計画的に取り組む。 

▼これまでのオリ・パラの掲示や諸活動に加
えて、次年度よりフランスとの交流活動を
スタートする。 

創 
意 
工 
夫 
あ 
る 
教 
育 

 国立教育政策研究所の教育課程
指定校の研究課題に基づき、社会科
の学習指導を中心に指導法や評価
方法の研究を進める。 
 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年間９回の研究授業を通して、社会科の新教材の開発
の仕方や評価方法の研究を進め、講師による指導・講
評により、教員の指導力の向上と児童の学力向上を
図る。 

 
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学校経営計画取組評価① 
１児童アンケート⑨ 
１社会科児童アンケート 
 
 
２各学年の交流の実施状況 
２児童アンケート⑲ 
 

○学校経営計画取組評価①Ａ 
教員が授業改善に意識的に取
り組んでいる。 

○児童アンケート⑨は91.4％ 
昨年度より高い。 

★アンケート調査２月に実施 
○干布小学校開校 140 周年に合
わせてﾒｯｾｰｼﾞ作品を送った。 

▽まだ、作品を送れていない学
年がある。 

●研究授業を通して教員の社会
科学習の指導力が向上した。 

★アンケート調査により、授業
改善を通して主体的に学習に
取り組む態度が育ってきてい
ることが分かった。 

▼過去の作品交流の実績を一覧
にして、６年間を通じて計画
的に作品送付できるようにす
る。 

◎金管バンドの活動はスマイルクラ
ブ、保護者の協力のもと、順調に推
移しているように見える。今後も
四谷中の「吹奏楽部」とのコラボや
他校との交流進めてほしい。 

▼47年間続いている「天童交歓行事」
について、四谷小の教職員の認識
が残念ながら薄い。天童交歓会実
行委員会から如何に大切な人間形
成の場なのか児童にアピールする
機会を頂戴したい。 

 

Ａ 

〇研究授業各学年１回以上、授業観察１人
年間３回行い、授業力を高めてきた。 

★アンケート調査により、授業改善を通し
て主体的に学習に取り組む態度が育って
きていることが分かった。 

〇運営協議会委員の方から高い評価を受け
てきた天童交歓行事、金管バンド、子ども
園との交流について、予定通り実施する
ことができた。 

○天童干布小との１年から５年までの学年
間の作品交流は工夫が必要である。 

●今年度の研究の成果を継続して、年度当初
に授業改善のポイントを共通理解して研究
を進め、６月に中間発表（授業公開）、２月
に研究本発表会を開始する。 

●スマイルクラブによる授業支援は充実し
た。次年度は昨年度修正した総合的な学習
の時間の計画を基に年度当初のコーディネ
ーターとの活動打ち合わせを充実させる。 

▼昨年度改善した天童市との交流活動や金管
バンドの特別委員会を組織的に活用して、
次年度はより計画的に進めていく。 

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学校経営計画取組評価⑨ 
１児童アンケート⑳ 
１保護者アンケート⑳ 
 
 
 
２学校経営計画取組評価⑩ 
２保護者アンケート⑱ 

▽児童アンケート⑳は82.7％ 
児童のスマイルクラブの認知
が課題の可能性もある。 

○保護者アンケート⑳は 88.1％
昨年度より向上した。 

 昨年度よりも活動が充実。 
▽学校経営計画取組評価⑩Ｂ 

保護者アンケート⑱は92.9% 
昨年度と同程度。定期的にＨ
Ｐを更新する。 

●昨年度より実施学年を変更し
たり、内容を増やし充実させ
たりしていただいている。 

▼運営協議会便りやＨＰで取り
組みの様子を伝えていく。 

 
▼校務分掌に情報担当者を中心
に、ＨＰの更新を計画的に進
める。 

▼「学校運営協議会」スマイルクラブ
としても認知度を高めるために
は、児童のために具体的な活動を
しなければ認識されないと思う。
現Ｓ.Ｃ.に頼りがちになっている
ことは間違いないので、学校運営
協議会委員が積極的に学校に関わ
ってやれることをやるべきだと考
える。 

 

Ａ 
 

▽児童アンケート⑳86.3％中間↑Ｈ30↓ 
〇保護者アンケート⑳90.3％中間↑Ｈ30↑ 

保護者アンケートは昨年度を上回った。
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教育に取
り組み、防災デーや防災キャラクターの
作成など特色ある取組を進めた。 

△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、全ての領域での定
期的な更新と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。次年度もコーディ
ネーターや事務局と協働して活動を進め、
取組の情報発信を工夫して進めていく。児
童にサポーターを紹介する機会を作る。 

●作成した９年間の防災活動一覧、防災キャ
ラクターを活用した防災教育を地域と連携
して実践していく。 

▼情報部会を中心に、計画的にＨＰを更新し、
学年便りにも取組の様子を紹介する。 



様式 

 


