
○　本校の概要

○　自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策

コメント

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。

３：８０％以上が回答した。

２：６０％以上が回答した。

１：６０％未満であった。
４：設置教室を使用する全正規教員が週１回以上活用
した。
３：８０％以上の正規教員が週１回以上活用した。

２：６０％以上の正規教員が週１回以上活用した。

１：６０％未満であった。

４：全教員で行った。

３：８０％以上の教員で行った。

２：６０％以上の教員で行った。

１：６０％未満であった。

４：対象となる全学級（全教員）で行った。

３：８０％以上で行った。

２：６０％以上で行った。

１：６０％未満であった。

４:学期に２～３回知らせた。

３：学期毎に知らせた。

２：年度間に１回は知らせた。

１：お知らせできなかった。

４：対象児童・生徒への出席を全教員が働きかけた。

３：８０％以上の教員が働きかけた。

２：６０％以上の教員が働きかけた。

１：６０％以下の教員が働きかけた。

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。

３：８０％以上が回答した。

２：６０％以上が回答した。

１：６０％未満であった。

４：全教員（全学級）で行った。

３：８０％以上の教員が行った。

２：６０％以上の教員が行った。

１：６０％未満であった。

４：全教員が行った。

３：８０％以上の教員が行った。

２：６０％以上の教員が行った。

１：６０％未満であった。

４：学期に２～３回（年間６回）以上行った。

３：学期に１回（年間３回）以上行った。

２：年度間に1回以上行った。

１：実施しなかった。

４：「組織的対応ができた」と全教員が回答した。

３：８０％以上の教員が回答した。

２：６０％以上の教員が回答した。

１：６０％未満であった。

４：「組織的対応ができた」と全教員が回答した。

３：８０％以上の教員が回答した。

２：６０％以上の教員が回答した。

１：６０％未満であった。

４：必要な事案に対して必ず会議を実施し、組織的に対
応した。

３：必要な事案に対しておおかた会議を実施した。

２：必要な事案に対してあまり会議を実施しなかった。

１：必要な事案に対してほとんど会議を実施せず、組織
的な対応をしなかった。

４：全教員で行った。

３：８０％以上の教員で行った。

２：６０％以上の教員で行った。

１：６０％未満であった。

４：全教員で行った。

３：８０％以上の教員で行った。

２：６０％以上の教員で行った。

１：６０％未満であった。

４：全教員で行った。

３：８０％以上の教員で行った。

２：６０％以上の教員で行った。

１：６０％未満であった。

４：全教員で行った。

３：80％以上の教員で行った。

２：60％以上の教員で行った。

１：60％未満であった。

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。

３：８０％以上の教員が回答した。

２：６０％以上の教員が回答した。

１：６０％未満であった。

４：学期に２～３回（年間６回）以上行った。

３：学期に１回（年間３回）以上行った。

２：年度間に1回以上行った。

１：実施しなかった。

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。

３：８０％以上の教員が回答した。

２：６０％以上の教員が回答した。

１：６０％未満であった。

４：月1回以上行った。

３：学期に2～3回行った。

２：学期1回以上行った。

１：実施しなかった。

4：月1回以上更新した。

3：学期に2～3回更新した。

2：学期1回以上更新した。

1：更新しなかった。

４：毎回情報を提供した。

３：おおむね情報を提供した。

２：あまり情報を提供しなかった。

１：情報を提供しなかった。

４：学期に2～3回行った。

３:学期１回以上行った

２：年１回以上行った。

１：実施しなかった。

４：全教員（全学級）で行った。

３：８０％以上で行った。

２：６０％以上で行った。

１：６０％未満であった。

4

4

4

3

プ
ラ
ン
４
　
体
力
の
向
上
と
健
康
の
増
進

　４：保護者による学校評
　価で「子どもたち一人一
　人の活動が充実してい
　ますか」の項目で、Ａ・Ｂ
　評価が９０％以上
 
 　３：保護者による学校評
　価で「子どもたち一人一
　人の活動が充実してい
　ますか」の項目で、Ａ・Ｂ
　評価が７５％以上
 
　２：保護者による学校評
　価で「子どもたち一人一
　人の活動が充実してい
　ますか」の項目で、Ａ・Ｂ
　評価が６５％以上
 
 　１：保護者による学校評
　価で「子どもたち一人一
　人の活動が充実してい
　ますか」の項目で、Ａ・Ｂ
　評価が６５％以下
 
 
 
  

開校は明治８年、今年で１４４年目を迎える歴史と伝統のある学校である。通常級１２、特別支援教室拠点校、児童数293名である。
本校の特色
　〇多摩川河川敷での持久走大会や凧揚げ大会、たてわり班校外活動など地域の環境を活かした行事、理科や社会科、総合的な学習の時間での学習など地域環境を活かした教育活動を展開する。
　〇教職員の指導の共通化を図り、六郷スタイル（学習・生活における主な約束事）を、全学年・全学級が守っていくことで、児童が落ち着いた生活が送れるようにする。
　〇校内研究は、「学習の楽しさを味わいながら、学びを深められる子を目指して」の研究主題の下、体育の授業改善や体育的活動の充実を通して、児童の体力向上及び教員の指導力を高めていく。

　４：保護者による学校評
　価で「学校は家庭や地
　域とのかかわりを深める
　教育活動に取り組んで
　いますか」の項目で、Ａ・
　Ｂ評価が８５％以上
　３：保護者による学校評
　価で「学校は家庭や地
　域とのかかわりを深める
　教育活動に取り組んで
　いますか」の項目で、Ａ・
　Ｂ評価が７０％以上
　２：保護者による学校評
　価で「学校は家庭や地
　域とのかかわりを深める
　教育活動に取り組んで
　いますか」の項目で、Ａ・
　Ｂ評価が６０％以上
　１：保護者による学校評
　価で「学校は家庭や地
　域とのかかわりを深める
　教育活動に取り組んで
　いますか」の項目で、Ａ・
　Ｂ評価が６０％以下
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大項目 取組内容

子ども一人ひ
とりの正義感
や自己肯定
感、自己有用
感などを高め
るとともに、自
他の生命を尊
重する心を育
成するなど、
未来への希
望に満ちた豊
かな心をはぐ
くみます。

プ
ラ
ン
３
　
豊
か
な
心
の
育
成

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。

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。

プ
ラ
ン
６
　
学
校
・
家
庭
・
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
と

も
に
進
め
る
教
育

学校・家庭・
地域が担う役
割などを明確
にし、地域に
開かれた教
育の実現を目
指します。ま
た、相互の連
携を深め、子
どもを育てる
仕組みを作り
ます。

○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。
○「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。

地域の環境・施設・設備、人材を活用した授
業や関係諸機関との連携授業などを積極的
に実施する。

目標に対する成果指標

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
対して組織的に対応する。

学校支援地域本部と連携するなどして、地
域力を生かした特色ある教育活動を実践す
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。

プ
ラ
ン
２
　
学
力
の
向
上

各教科・総合的な学習の時間を通して、問題
解決型の学習に取り組んでいる。

児童・生徒が
安全・安心に
学校生活を送
るために、教
員の指導力
向上と良質な
教育環境をつ
くります。

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。

成果
評価

これまでの取組
今後の改善策

目標 取組指標

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
う等道徳指導充実のための取組を行う。

保護者のアンケートでは７４％がA・B評
価であった。外国語教育やICT機器を
活用した授業の実施について保護者
への分かりやすい周知の必要がある。

今年度９月と12月にプログラミング教育
についての研修を校内において全教員
向けに行い、教員の意識を高めること
ができた。情報担当教諭がＩＣＴ機器を
活用した授業についても推進している。

英語担当教員より英語の授業の進め
方についての研修を全教員に伝達講
習を行った。担任が実施する外国語指
導の指導方法の改善につながった。

体力テストの結果を踏まえた内容を、
月一回全校児童で取り組む「スポーツ
タイム」に盛り込むことができた。

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。

授業公開日の授業評価を、その後の授業改
善に生かす。

保護者のアンケートでは８６％が肯定
的に評価している。今後も、学習面や
生活面において、家庭との連携をさら
に深めていく。

木曜補習には、学習指導講師のほか
に毎回算数少人数担当教員と輪番制
で各担任教諭が指導にあたった。指導
者を増やし児童一人一人への対応が
できたことで、算数の学習に戸惑って
いる児童に手厚く指導することができ
た。

算数ステップ学習により、各単元の習
熟状況を確認し、補習の必要な児童に
指導することができた。

「六郷スタイル」を全教員年度初めに確
認することで、学習規律の習慣化、基
礎基本の定着などにつながった。

　４：状況調査で「自分に
　は良いところがある」の
　項目で、４段階Ｂ以上が
　８０％以上

　

　３：状況調査で「自分に
　は良いところがある」の
　項目で、４段階Ｂ以上が
　７０％以上

　

　２：状況調査で「自分に
　は良いところがある」の
　項目で、４段階Ｂ以上が
　６０％以上

　

　１：状況調査で「自分に
　は良いところがある」の
　項目で、４段階Ｂ以上が
　６０％以下

　４：保護者による学校評
　価で「学校は工夫した分
　かりやすい授業を行って
　いますか」の項目で、Ａ・
　Ｂ評価が８５％以上
　３：保護者による学校評
　価で「学校は工夫した分
　かりやすい授業を行って
　いますか」の項目で、Ａ・
　Ｂ評価が７０％以上
　２：保護者による学校評
　価で「学校は工夫した分
　かりやすい授業を行って
　いますか」の項目で、Ａ・
　Ｂ評価が６０％以上
　１：保護者による学校評
　価で「学校は工夫した分
　かりやすい授業を行って
　いますか」の項目で、Ａ・
　Ｂ評価が６０％以下

　４：保護者による学校評
　価で「学校は体力向上
　や健康促進に積極的に
　取り組んでいますか」の
　項目で、Ａ・Ｂ評価が９
　０％以上
　３：保護者による学校評
　価で「学校は体力向上
　や健康促進に積極的に
　取り組んでいますか」の
　項目で、Ａ・Ｂ評価が７
　５％以上
　２：保護者による学校評
　価で「学校は体力向上
　や健康促進に積極的に
　取り組んでいますか」の
　項目で、Ａ・Ｂ評価が６
　５％以上
　１：保護者による学校評
　価で「学校は体力向上
　や健康促進に積極的に
　取り組んでいますか」の
　項目で、Ａ・Ｂ評価が６
　５％以下

スポーツに親
しむ心の育成
や、運動習慣
の定着による
体力の向上
など、生涯に
わたって健康
増進を図る意
識の向上をめ
ざします。

給食指導及び教科等における指導を通し
て、食生活の充実・改善をねらいとした「食
育」を推進する。

体育的行事、部活動、休み時間など様々な
機会を通して運動習慣の確立を推進する。

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。

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。

「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を通
して、児童・生徒や保護者に対し、望ましい
生活習慣についての意識啓発を行う。

学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめ
の未然防止、早期発見等のための取組を実
施する。

小中一貫による教育の視点に立った生活指
導の充実により、社会のルールや学校のき
まりなどを守ろうとする意識を高める。

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を充実させる。

・算数少人数クラスでは児童の学力レベルに合った学習が進め
られていました。
・「六郷スタイル」やみんなの約束が定着してきている。引き続き
指導よろしくお願いします。
・東京都と全国の平均レベルまで学力を引き上げてください。読
み、書きや掛け算でつまづいている児童にはマンツーマンでしっ
かり教えてください。
・「学習カルテ」の存在を知り、丁寧に子供たちの学習の躓きに対
して指導してくださっているので嬉しく思いました。
・基礎基本の補習学習を一層充実してください。
・学習規律については小中で連携して進めてください。
・作品展示などがしっかりあり、子供たち一人一人の学習の成果
が外部の人にも良く伝わりました。
・友達と競争力を高めるような学習方法を取り入れて学ぶ意欲も
高めてほしいです。
・今年度の取組を継続させてください。

学習指導講師等による算数・数学・英語の
補習を実施する。

授業改善推進プランを、授業に生かす。

学校保健委員会の年2回開催、健康体力向
上月間の設定等、家庭と連携を図りながら
健康な心と体の育成を推進する。

問題行動・不登校問題等にかかわる児童・
生徒に関するケース会議等を実施する。

3

3

「自分にはよいところがある」と肯定的
にとらえている児童は８１％であったそ
の中で調査においてＣ・Ｄにチェックを
付けている児童については、個別に対
応し、学校内で認められる機会を設定
していく。認められたという成功体験を
味わうために、児童に活動の目標や達
成までの見通しをもたせていく。また、
低学年から友達同士でよさや可能性を
認め合う経験もさせていく

年間２回のいじめアンケートやスクール
カウンセラーによる5年生の全員面接を
計画的に実施した。日頃から児童の様
子について教員間、ＳＣと教員間、ＳＲ
や管理職との情報交換が密にできてい
るため、いじめ問題等の未然防止、早
期発見・早期対応に努めることができ
た。

問題行動・不登校問題等にかかわる児
童に関するケース会議を月に一回行っ
た。管理職・当該児童の担任・ＳＲ教
員・特別専門員・養護教諭が参加をし
校内で統一した対応を行うことで、保護
者からの信頼を得ることができ、児童
の様子も安定していきている。

保護者のアンケートでは９０％が肯定
的に評価している。今後も以下の取組
を続けていく。

「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組
を２回行った。２回目の結果は全ての
学年で５ポイント以上上げることができ
た。各担任が児童や保護者に望ましい
生活習慣についての意識啓発を行った
ことが結果につながった。養護教諭か
らも取組前に、生活習慣についてお便
りを出したこともよかったので次年度続
けていく。

校内研究では体育授業の改善につい
て取り組んだ。その成果から児童が主
体的に運動に取り組む姿が見られるよ
うになった。また全教員で運動環境の
整備を組織的に取り組んだことで、休
み時間や放課後に子供たちが主体的
に運動にとりくむことができるようになっ
た。今後も食育や心と体の健康、生活
リズムの向上など、家庭との連携をより
深めていく。

保護者のアンケートでは８９％が肯定
的な評価をしている。

授業公開日の保護者からの授業評価
を集計し、その結果を全教員に回覧し
その後の授業改善に生かすことができ
た。

主任教諭が１回ずつ講話を担当し、２・
３年次研修を中心としてＯＪＴを行うこと
ができた。

月に一回校内支援委員会を必ず実施
し、特別支援教育を推進することがで
きた。

体力テストの結果を踏まえ体力向上全体計
画を作成し、計画に基づいた体育指導や「一
校一取組」運動や「一学級一実践」運動を実
践する。

・学校と家庭、両輪での指導方法の確認を行っていきたいたいで
す。そして本年度の取組を継続してください。
・学校の取組に対して、保護者からの信頼が結果に出ていると感
じます。
・自己肯定感の育成には学校と共に保護者の協力が欠かせない
ものだと思います。
・不登校児童への対応については、特に配慮をお願いします。
・自己肯定感の高い児童が多いことは素晴らしいことだと思いま
す。また自己肯定感の低い児童についても見逃さず、対応してい
ることが子供たちの落ち着きや笑顔につながるのだと感じまし
た。
・最近の社会の風潮として「不登校でもいいんだ」という考えが増
えてきたように感じます。私はその考え方に疑問を感じていま
す。休み時間に友達と仲良く楽しく遊べる子は社会に出ても「生
きていける子」になると思います。
・児童一人一人の性格や特性を見極め、保護者と学校が同じ認
識となるような問題解決の方法が必要だと思います。
・

・スポーツテストでは、児童一人一人が目標を立てて、その目標
達成の喜びを感じさせ、体力向上のモチベーションを上げさせた
り遊びを取り入れて意欲をこうじょうさせたりするなどの手立てを
組んでみてはどうでしょうか。
・生活習慣の意識啓発を引き続きお願いします。
・体力向上と健康増進については今後も推進をしてください。
・体力の向上には学校だけでなく、家庭の力も必要だと思いま
す。近くに広い川原があるので、ぜひ保護者も一緒に子供たちと
運動に親しんでほしいです。
・子供たちの中にはゲームを何時間もしている子がいると聞きま
す。早寝・早起き・朝ごはんの取組は生活習慣として必ず子供た
ちに身に付けさせてほしいと思います。
・体力向上への取組について、学校はよく努力していると思いま
す。
・体力の低下は現代の課題と言われています。生涯にわたる身
体づくりを学校で行ってくれることを保護者の方も希望していると
思います。
・本年度の取組を継続してください。

・授業公開でのアンケートを大事にしているところが良いと感じま
した。
・授業改善については授業研修の充実を図る等今後もぜひ頑
張ってほしいです。
・昔に比べて賞をもらえるコンクール等が減ったと思います。そし
て賞をとったことを公に褒められる機会も多かったように感じま
す。褒められると子供たちは伸びるので、今後も色々な場面でた
くさんほめてあげてください。
・学校教育環境作りについて引き続きお願いします。
・校内の整備・防犯などの設備が少しづつ改善されてきていると
思います。

・保護者が学校行事・PTA行事、保護者ボランティアなどを通して
学校内での児童の様子や教員と児童の様子を見ることができて
いる。
・日本の子供たちの読解力が最近急激に落ちてきていると聞きま
す。読書することによって視野が広がるかと思います。またス
ポーツや観劇でも感動は得られると思うので、学校だけでなく家
庭の協力も必要だと思います。
・低学年の「昔遊び会」では地域の方々も参加していました。地域
の方が学校の教育活動において活躍してくださることはともても
有り難いことだと感じました。
・色々な学校教育活動の場面で地域との連携協力を一層強めて
いきたい。
・子供たちを育てるために必要な連携の要となっていけるよう頑
張って協力していきます。
・本年度の取組を継続してください。

保護者のアンケートでは、８８％が肯定
的な評価をしている。
今年度も学校地域支援本部が中心に
なって様々な教育活動を行った。保護
者ボランティアによる読み聞かせ等の
読書活動を各学年、毎月一回行った。
また壁面装飾も施し、子供たちの教育
環境を整えることができた。
今後も家庭や地域の教育資源を有効
に活用した教育活動を展開していく。

・学校公開の様子から、電子黒板を活用して工夫した授業の様
子を見ることがkでいました。これから始まるプログラミング教育
にも期待しています。
・これからの時代はより国際化が進むと考えます。英語学習につ
いては保護者からの要求も増していくと思いますが、求められる
指導や増える英語の授業数に対して、先生方に頑張って対応し
てほしいです。
・異学年とのグループ活動を今後も継続させ、コミュニケーション
能力を高めていってほしいです。
・外国語活動については、今後も今年度並みに継続させてくださ
い。
・今後も引き続きALTを活用して外国語活動の授業を頑張ってく
ださい。
・プログラミング教育については学校だけでなく、区教育委員会
の協力にも期待しています。
・英語やプログラミン教育については小学生から本当に必要なの
だろうかという疑問があります。しかし新しい学習を積極的に取り
組んでいくと気付きや成果があると思います。
・先日、バスの中で小学生男児が電子版の英語の絵本を読んで
いる姿に驚愕しました。英語教育やプログラミング教育が子供た
ちに浸透してきていることを感じました。
・体力向上施策をよろしくお願いします。

プ
ラ
ン
１
　
未
来
社
会
を
創
造
的
に
生
き

る
子
供
の
育
成

コミュニケー
ション能力、
情報活用能
力、ともに生
きる力等、こ
れからの社会
の変化にしな
やかに対応
する子どもの
力と自信を身
に付けます。

外国語教育指導員を効果的に活用し、外国
の方々とのコミュニケーション能力の育成等
を図っている。

　４：保護者による学校評価で
　「学校はこれからの社会に対
　応する子供を育てる工夫をし
　ている（外国語活動、ＩＣＴ活
　用、体力向上）」の項目で、
　Ａ・Ｂ評価が８５％以上
　３：保護者による学校評価で
　「学校はこれからの社会に対
　応する子供を育てる工夫をし
　ている（外国語活動、ＩＣＴ活
　用、体力向上）」の項目で、
　Ａ・Ｂ評価が７０％以上
　２：保護者による学校評価で
　「学校はこれからの社会に対
　応する子供を育てる工夫をし
　ている（外国語活動、ＩＣＴ活
　用、体力向上）」の項目で、
　Ａ・Ｂ評価が６０％以上
　１：保護者による学校評価で
　「学校はこれからの社会に対
　応する子供を育てる工夫をし
　ている（外国語活動、ＩＣＴ活
　用、体力向上）」の項目で、
　Ａ・Ｂ評価が６０％以下

学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣ
Ｔ機器を活用した授業を実施する。


