
様式2平成24年度新座市学校評価システム　　自己評価書【本評価】
新座市立　東野　小学校

評価 疲��賞間項目 儷ﾘ廁,ﾉZｩWｨ�8ｻR�ポイント 儷ﾘ幵�
項目 剪�(1-4 上ヽ 

組 織 運 普 ���学校は､学校教育目標達成に向けて､組 織的に運営し､特色ある学校づくりに取り組 んでいるo 免ﾈ�ｧ$ﾈ�ｦﾆﾂ�fﾔ��&ﾈ�ｦﾇB貳ﾅ��3.14 �"�

学校は､学校教育目標に基づき､学年.早 友ﾄVﾇ(�ｦﾆﾂ� ��

2 从佝�:Hｻ8怦ﾆ�8ｷ�-�ﾕｩk�Zｨ琪/�ｴ�Eﾈ+8+��一問] �2����B 
ているo 乃dd乃ｧH�ｦﾄﾂ� ��

学校は､事故やトラブルに対してのマニユ 倬dTfﾈ��ﾆﾆﾆﾆﾇ"� ��

3 �4�8ｸ/�ﾞﾉ�ﾈ+x.�,h,h.�,佝h麌+ZI�i�ﾈ,��陌��■≡≡=1 �2����B 
できる体制を整えているD 冕��&ﾆﾆﾆﾄﾄﾆﾂ� ��

学校は､清掃活動や掲示教育に力を入れ ��牝Vﾉfﾘ�ｶﾈ�ｸ�ｸ��� ��
4 �.�,�,zI�y�I4�,豫(ｺｹOﾈ嶌,�7x-�,H*(.薬�■≡:㌔-頭コヨ一 �2��r�B 

tlEL5lE_】し､.卜, �� 

基 礎 学 ��学校は､児童生徒が学習内容の理解を深 版GFﾆﾆﾇ貪��3�ﾘ�C�B� ��

5 �-�.�+�,h*ｨ,X*ｸ.�.h*JHｧx�8ｸ�ｸ8ｸ/�.�-ⅸ+ｲ�■≡.::､領) �2��B�B 

れに基づいた授業を展開しているo 冉ﾔﾉfﾖﾄﾄ｢糲�4ﾅ��r襁ﾄ､�粳fﾒ� ��

学校は､各教科の指尊において言語活動 を重視した授業を展開し､児童生徒の言語 冉ﾒz(����ﾇ鶉鈬���ﾊ*BzG窈鵲ﾂ%G鉗鈬��G鉗鉗鈕dﾊG鈬�鉗�� ��

6 凵｡=:室■ �2��2�B 
能力を高めているo 幽�･�fﾒﾉfﾘ�8�ｦﾈ�3�JH�4�"粭ﾂ褸�ﾃ��"� ��

7 乂xﾕｨ,ﾚH髯;i�i6ｸ,ﾈ���H,舒�,8*(+ﾘ�ｼb�淤��,�7x-ⅸｧy|ﾘ/�ﾏﾈ�8+8+�,H*(.�2�t一､､T､1~~~~~l~~~~Jl~1､~ー~~~】ilー[■ �2��2�B 力 剩ﾅ������
の 徹 底 � 板褸���$ﾄﾒ"萍H�E��7"襄���ﾂ��ⅸ�ｵ�ﾂ�ﾅ����H+X�ｲ�

学校は､児童生徒の社会的.職業的自立 に必要な能力などを育てるキャリア教育の推 �%G鉗鉗�'鉤'萃���ﾈ��ｸ���$ﾃ��'*EJH��G鵑�H爾� ��

8 冤d) �"縱"�B 

進に努めているo 般:C�H�ｵ��愰�襄�%�2ﾅ��粢�粢����86r�2� ��

学校は､英語(英会話)の授業の充実に努 埜(耳示ﾂrx���:*H��ﾊC����ｴﾂ� ��

9 �-ⅸ髯;i�i6ｸ,ﾈ���(-h,ﾈｭi�8/�ﾘ(-�,H*"�(ド.I∴､子..>1,::,.,.､′.濁=:=1 �2�#B�B 

るo �-ﾆﾅ�ﾄVﾆﾅ�� ��

規 律 あ る 態 度 の 育 成 ��学校は､児童生徒が友達や教職員.来校 者に進んであいさつができるよう指導し成果 �#�ﾆﾆﾃｷF椿ﾆﾂ� ��

10 �)紘---頭コ1 �2��B�B 

をあげているo 峯�%�ﾊE�%�fﾒ粐�2襄��ﾊE�ﾓ���2�+X�H�｣�� ��

学校は､児童生徒が｢です､ます｣をつける 洞h������ｧ貶��C��ﾆﾂ� ��

ll �,�,zH�ｨ,��+h+ﾘﾋ駢Hﾊﾘ*(*ｨ,X*ｸ.�.h*H轌;��,EZmL �"纉r�B 

し､成果をあげているo �%�(+ZJB�6u�貳ﾂ貳ﾆﾅﾖﾂ� ��

12 乂xﾕｨ,ﾚH髯;i�i6ｸ*ｨ*(+h-�.(�9&闃ｸ,為2�郊/�+x.�+�,h,�*ﾚH*囲ﾘ*(,ﾉ|x+8.)7y|ﾘ/�Db�-�x,�,Hｧxﾕｩ�hｨ�/��x.ｨ.�.h*H,握(ｺｸ/����OX+X,H*(.薬�∈】lll】111~l 酬=司 1llt.l__.rlr_i �2��2�B 

13 乂xﾕｨ,ﾚHｻ9�X醜齪.x*ｨ詹gｸ,h,�.芥髯;i�b�lilElr■rEl一 �2��r�B 徒に対して規範意識を高める指導を行って ���ｸ�����
いるD 抹���ｦﾆﾆﾆﾂ�ﾆﾂ�

の健 ��B�学校は､児童生徒が体力向上に向け､体 育や部活動.休み時間などにおいて意欲的 に取り組めるよう指導に当たっている○ 免ﾆﾃ��｣��貪��2.97 �"�匝㌔ニ/I,主題-j 
向康 上. 体 力 ��免ﾆﾆﾆﾆﾆﾄﾆﾂ� ��

15 乂xﾕｨ,ﾚI��,亊h+x.�8�/�ﾘ(-�.����(,��竧.��x-�,�,zHﾇh枴4�,佶(ﾔ霆8支/��I��+X,B�*(.薬�llrlllll l llLlllll �"繝b�B 

と保 の護 ��b�学校は､PTA活動や地域活動に関心をも ち､保護者.地域と連携協力しているo 免ﾆﾆﾂ�B�ﾆﾆﾆﾂ�3.03 �"�

17 乂xﾕｨ,ﾚHｧxﾕｨ+�.h.�.(7ｨ�ｸ8�7��ｸ5x,�,r�llllll �2��2�B 達者 樵. 協地 力域 凾ﾅ､教育活動の様子や成果.課題などにつ いて定期的に情報提供しているo 鳴�ﾂ�

18 乂xﾕｨ,ﾚHｧxﾕｨ呵�&9�y�H/�ｨ��ｸ嶌+8+�.�,b�,h.�,兢ｸﾎﾈ�(.)&闔h,i��ﾆx+X,I�ｨ*�*���ll �"纉r�B 
動､美化活動､不審者対策など､計画的に 実施しているo �"sｦﾃ�I/3､����ﾂ�



様式3　平成24年度新座市学校評価システム学校関係者評価シート No.1

学校名 ��hﾜ��9zy8ﾉnﾈ抦ｧxﾕ｢�

実施日 兌ﾙ�ﾃ#YD�(ﾈ綺?｢�

<記入の仕方>　　　O｢自己評価｣及び｢学校関係者評価｣の欄には､ A～Dを記入してください｡

O｢自己評価についての説明｣の欄には､その評価に至った理由及び自己評価の結果を学校がどのように受け止めるか
を明確にしてください｡

評価項目r租鞭運営｣

No. 俯�(ﾘ�m｢�自己 評価 俾侘蔚ﾘ廁,�,(*(,H,ﾉ�Yk��学校 関係者 評価 乂xﾕｨｭhﾅx�)Uﾘ廁,�,(*(,H,ﾉ��k��

1 乂xﾕｨ,ﾚHｧxﾕｨｻ8孜m｢�a 俔ｩ+x,ﾈ8ｨ�ｸ5��ｸ5h6(7h,ﾈ妛Imｨ輾+xｧxﾕｩ�ﾈ,ﾒ�A 冦ｨ輾+xｧxﾕｩ�ﾈ,ﾘｻ9�X醜,��ｩ:x+X,H*(.�+�,h*ｪI?ｨ�ﾘ,ﾈｻ8屍�
標達成に向けて組織 劔活動から伺えるo各分掌部会や企画委員会も定期的に開催 
的に運営し､特色ある 学校づくりに取り組んで いる○ 剞博ﾐ員に一人一人に漢透し､各教師の工夫や 凾ｳれ､学校教育日棟の具現化に向けて組織的に取り組んで 

アイディアを出し合い､学年や分掌毎に協力し 凾｢ることが伺える0校内音楽会､演劇鑑賞教室､研究発表会 
組織的に取り組んでいる. 凾ﾈどの行事の取組が非常によかつたo 

2 乂xﾕｨ,ﾚHｧxﾕｨｻ8孜m｢�B 仆9�X醜自�ﾈ自�ﾈ*ｧ�D4�5H484�8ｸ,舒�,8*(,B�ｦXｧxﾌﾈ,ﾈﾆ�8.(ｦY%99h,ﾉOﾉ�ｸ/���-ⅸｧyD��A 冦ｨ輾+xｧxﾕｩ�ﾈ,ﾘｻ9�X醜,��ｩ:x+X,H*(.�+�,h*ｪI?ｨ�ﾘ,ﾈｻ8屍�
標に基づき､学年.学級 劔活動から伺えるo各分掌部会や企画委員会も定期的に開催 
経営､教科経営及び校 務分掌を機能させてい る∩ 劔､交目の‡ヒにロけて.に取り…んで 

主任.教科主任が若手の育成を図りつつ経営 を進めている○ 凾｢ることが伺えるo 

3 乂xﾕｨ,ﾚH馼ﾌﾈ.(6x8�7R�B 倬hﾌﾈ.(6x8�7X8ｸ,�,(*(,H,ﾚH7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ,��,�,I�b��ﾈ,��陌�/��8*ｨ*�,H*(.仞ｨ��.)�ｩ_ｨ,�,x,ﾙ�"�B 倬hﾌﾉJﾙ�h鳧,ﾈ7ﾘ6ｨ8X4�8ｹ9�*ｩ�X*ｸ*ﾘﾆh麌+8.ｨ*(*�.芥ｻ9�X蹴�

ルに対してのマニユア 劔の意弛化が図られていることが伺えるoまた､-学級内の問 

ルを作成するとともに掲 示し､迅速に対応できる 体制を整えているo 剽攝E.学年主任など複数で晴をMき､相手の立場 になり対応を考え行hL､情報の共有化､対応策 の実践を徹底している○ 剔閧ﾉついても､担任一人が抱えるのでなく複数で対応してい る様子が伺えるn今後は､児童自らが自分の身は自分で守 る指導をしてほしい○ 

4 �(7�8��R窕7剃��B 侈HｸiJﾙUﾈ,佰ﾈ*�,Hﾙ��陷�,ﾈﾆh麒Z�,佛ﾉ5�/�'X*ﾘ,b�ｺH,亢y��/�ﾅﾈ�+X+ﾘﾆh麌/��8*ｨ*�,H*(.定-ﾈ+ﾒ�A 倚�D�7�,iNH-x.�,jH��*ｨ*ｸ.ｨ*(,�,�,�,H*�.芥ｧxﾕｨ,ﾉ7y|ﾘ*｢�詆*h.�8ﾘ-ﾈ+ﾚH髯;h,ﾈﾞﾉV�9�,ﾈﾆh麌*ｨﾇh枴4�,�,�+8.ｨ,H*��

二子.X､′FIJ 掲示教育に力を入れる 

など､組織的に環境美 化に努めているo 剿��1日はr生理整頓のElJとして学級内でも実践 し.学期のはじめに掃除の仕方のビデオを全校で 視聴し､指導の徹底に力を入れている○ 刄侃日々の教育活動の充実が伺えるo熊首清掃は家庭でも 話長引このぼるほど児童に浸透しつつある.今後も継続指導 をしていくとよいq 

評価項目｢基礎学力の徹底｣

No. ��ﾈｭHﾘ�m｢�自己 評価 俾侘蔚ﾘ廁,�,(*(,H,ﾉ�Yk��宇校 関係者 評価 乂xﾕｨｭhﾅx�)Uﾘ廁,�,(*(,H,ﾉ$Yk��

5 乂xﾕｨ,ﾚH髯;i�i6ｸ*｢�B ��8ﾕｨ,X�ｼh,ﾈ*�*(+8,(,ﾈ覈_ｺH訷,ﾈ�8+�_ｸ,��A 俔ｩ>�,Y9ﾘ耳+X+ﾘｧx�8ｸ�ｸ8ｸ/�.�-ⅹ�8ﾕｨ,X竧.��x/�,X*(.�+��

学習内容の理解を深め 凾ﾇ学習ルールの確艶をし､徹底した指導に努 凾ﾆが授業参観からよく伺える臼国吉吾科の研究発表会では､低 
ることができるよう､学 習ルールを定め､それ に基づいた授業を展開 している∩ 凾ﾟた○児童がわかりやすい授業になるように､ TT指導や少人数指導.個別指導など指導方 法を工夫し､教材研究を進んで行い多様な授 業の農BFlが図れるようにしているd 刳w年の児童も嬉々として学習に取り組んでいる姿が見られ た○深い教材研究がなされている証であると思う○掲示物が 整っていることを通して学習内容の充実が感じられるC 

6 乂xﾕｨ,ﾚHｦXｻ8怦,ﾈ輦�a �,x,ﾈｻ8怩驂ﾈ刺,�.�尨､ｸｨ�:�/�見'X,8*ⅸ齟�Zｨ,ﾈﾖﾈ*h/�ﾏ�zﾈ+x.�+ﾘ-�,�)~ﾈ*ﾚ8+�,h.��9_ｨ+R�,H竧.��x/�,X*ｸ+ﾒ�<�.)%ｨ慳IF�X,ﾈﾞﾉ�ﾈ."�B 亂�ｨｨ�:�/��雕+X+ﾘ�ｼi5x､ｨ/��8�+X,H*(.况ﾈ��*ｨ詆*h.薬�

導において言語活動を 劔学習対象の明確化を図るなど今後は､言青書活動の充実を更 
重視した授業を展開し､ 児童生徒の言語能力を 高めているo 劔に進めてほしい○まだ個人差があるようなので､言青書活動を 重視した指導を更に工夫して､継続指導をする必要を感じ 

群暁などを継続し力をつけている○｢暮く力｣に 個人差があるので継続して指導していくo 凾駮 

7 乂xﾕｨ,ﾚH髯;i�i6ｸ,ﾂ�B 仆8ﾝ靆Hｸh/��ｸ-�.�+ﾘ-�,唏ｧyD粨7H8ﾘ6(4�/�+B�A 侈HｸiJﾙUﾈ,ﾈ�ﾉ8��ｬ�*�.xｧxﾕｩ�9�ﾈ,X�ｼh淤��,偃h.��x/�,R�
実態に基づいた授業改 凾ｦて全員で協働して行うなど工夫に努めた. 凾｢ることが伺えるoまた､本年度から週3回(算数2回､国語1 
善に努め､学力を向上 决すくすくタイム｣を導入し､基礎学力の向上を 刮�)の｢すくすくタイム｣を設定して､基礎学力の定着を図る工 
させているo 剞}り､デ-タを基に個別指導の時間の確保に 萌めているn 剳vをしているo 

8 乂xﾕｨ,ﾚH髯;i�i6ｸ,ﾂ�B 仞��ﾉ4�,溢���,h+X,CiD��h,ﾉ�ﾘﾘy4�,逢x�,ﾂ�ら �4ﾈ888ｨ4�ｻ8支,�,(*(,I?ｨ�葵�:�+8.ｨ,H*(.�,h輊*H*ｪHｻ9�X蹴�

社会的.職業的自立に 劔の意織化が不十分なところがあるように感じるo今後､次年 
必要な能力などを育て るキャリア教育の推進 に努めているo 剋條ﾔに牡埠訪問を行っているが､各学年の教 剴xに向けての全休計画や年間指導計画等の見直しを行い､ 

料,単元の中で様々な唯美と出会う横会があ 凾ﾜた､キャリア教育に核当する項目を各教科から拾い集め､ 
るので､今後は教JB員が授業の中で意証して 刳w校経営計画として年度当初に全教職員による確認作美を 

指導を行い､働くこと-の意欲を育てていくD 凾ｷるとよい○ 

9 乂xﾕｨ,ﾚH��ﾎ｢��橙�B �%9D8,d�UH,ﾉ��ﾆx/��ｸ-ⅸ�ｼh-h�9w�4�,偃b�.��x/�,X*(.��ｸ髯;h*ｨ��檠�(,�9w�4�,偃h.���x-�.�.h*JI>�vX/�ﾉ�:(+X,H����+ZI*�,ﾈ��橙�A 假hｼh,Xｧx�+X+ﾙ>�vX/�彿.ｸ,X����/�w�*(,I�(+x,�,y�ﾈ惠*｢�

請)の授業の充実に努 劔伺えるo児童は｢学校の英会話の時間｣を楽しみにしている 
め､児童生徒の英話へ の関心を高めているo 劔子が多いという情報も入っているo今後も発達の段階に応じ た指導をさらに工夫して魅力ある授業展開を継続してほし 

話の時間も児童の活評の場を用意しているo 今後も学年にあわせた内容の充実を図るo 凾｢o 



評価項目｢規律ある態度の育成｣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.2

No. 俯�(ﾘ�m｢�自己 評価 俾侘蔚ﾘ廁,�,(*(,H,ﾈﾋｹk��宇校 関係者 評価 乂xﾕｨｭhﾅx�)Uﾘ廁,�,(*(,H,ﾉ��k��

10 乂xﾕｨ,ﾚH髯;i�i6ｸ*｢�a ��9Uﾈﾔｴ､ﾈ檍,ﾈ髯7�/�(i�8,仗�,ﾈ*�*(+8,(暮:�/���*��A 倚�D�7�,iNH-x.�,jH*�*(+8,(/�+x.倬�;h*ｨｦﾘ��,��ﾘ*h,H*(.��
友達や教職員.来校者 に進んであいさつがで 凾ﾜた､スキルビデオを学期に1回全校で視聴し.児土の *欲づけを囲っている.児暮からqt捷的にあいさつがで 凾謔､に感じる○学校あげて｢あいさつ｣運動に取り組んでいる ことが伺える.今後もいろいろ方策を考え､継続して指叫を 

きるよう指導し成果をあ げている( 凾ｫるfI合も増えてきたが､今故もr気持ちのよい｣あいさ つができるように指事を続けていく. 剄sってほしいD 

ll 乂xﾕｨ,ﾚH髯;i�i6ｸ*｢�B 髭��,��+h+ﾘﾋ駢Hﾊﾘ*(*ｨ,X*ｸ.�.h*H,�8ﾍｸ+X,B�A ��X醜�,ﾉ?ﾈ.雲ｹ9�,ﾈﾆh麌.(*�*(+8,(,ﾈﾄｨ.云H+X轌;�/��8ﾕ｢�

｢です､ます｣をつけるな 劔で取り組んでおり､その成果を感じるo特に､国語の研究発 

ど場に応じた言葉遣い 剋w導している.菖い直しをさせる指導やロール 剳¥会では､低学年児童も丁寧な言葉遣いができていた0日 
ができるよう指導し､成 果をあげているo 刄vレイを活用して児童の正しい言葉遣いの定 着に努めている.今後も内容の充実を図る. 剌岦ｶ活でも､場に応じて丁寧な言葉遣いができるよっになっ てきているC今後も継続指導を心がけてほしい. 
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いじめや意地悪な行為 劔あるoこのことに関して､教職員の意強化が図られているよう 

をすることなく､お互い の良さや努力を認め 合って学校生活を送れ るような環境を整備して いる○ 劔に感じる○今後も異変や好ましくない行為の兆候が見られた ら､組織的に早期解決する指導を継続してほしいo 
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手本となり､児童生徒に 対して規範意識を高め る指導を行っているo 劔ある○今後は､児童の主体性や自主性にも目を向け規範意 経を高める指斗を工夫することが必要であると考えるo 

評価項目｢健康･体力の向上｣

No. ��ﾈｭHﾘ�m｢�自己 評価 俾侘蔚ﾘ廁,�,(*(,H,ﾉ��k��学校 関係者 評価 乂xﾕｨｭhﾅx�)Uﾘ廁,�,(*(,H,ﾉ��k��
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体力向上に向け､体育 や部活動.休み時間な どにおいて意欲的に取 り組めるよう指導に当 たっているo 劔るようであるo運動の日常化を図るために､業聞時や昼休み に｢走ろうタイム｣｢学級レクデー｣を設定したことは評価した いoただ､劣っている種目について､今後意図的に継続的に 取り組むことが必要であるoまた､縦割り班の活動の利用､ 家庭との連携なども視野に入れるとよいo更なる指叫の工夫 を望むo 
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識を高める食青に取り 組むなど､計画的に健 康教育を推進しているo 凾ﾌ運営や年2回のぱくぱくぴかぴかキャンペー ン､ランチル-ム給食などを実践し食を考える 機会を股けている○今後も学級指導や教科指 導で意誰づけを図り､健康について考える機 会を増やしていく. 凾ﾉ認知されていない部分があるように感じられるo今後､残 菜調査など目標を設定した取り組みや児童に調査の結果等 を知らせるなどして､食に関する意紙を高めてほしいo 

評価項目r保護者･地域との連携協力｣

No, ��ﾈｭHﾘ�m｢�自己 評価 俾侘蔚ﾘ廁,�,(*(,H,ﾉ��k��字校 関係者 評価 乂xﾕｨｭhﾅx�)Uﾘ廁,�,(*(,H,ﾈ莱k��
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地域活動に関心をも ち､保護者.地域と連携 協力している○ 劔の連携が図られている活動であることが伺えるoLかし､｢朝 の保護者からの電話は遠慮してほしいo｣という学校の姿勢 は､学校と保姓者との距離をつくっているo今後は､保捜者 の思いを考慮して対応するなど努力してほしいo 

17 乂xﾕｨ,ﾚHｧxﾕｨ+�.h.�."�ら 乂xﾕｨ+�.h.�.(7ｨ�ｸ8�7��ｸ5x,ﾙ.葦ｩ4�,俔��h,��A 乂xﾕｨ+�.h.�,ﾘ.�,h.h.蟹]ｹu倆(.)&闔h,���+X,J(ｧxﾕｩ_�ﾙ�檄2�

ホームページなどで､教 剴wめ､子ども達の活動の様子がわかるように 凾�ﾀ施するなど｢開かれた学校づくり｣を推進している様子が 

育活動の様子や成果. 剌﨣��氓ﾉ努めている○退2回配置される指 剋fえる8今後も学校の活動が見える情報提供を継続してほし 
課題などについて定期 的に情報提供しているo 刹��ﾌ協力も大きい○今後も児童のプライバ シーに配慮しつつ､工夫して情報提供に努め ていく{ 凾｢o 

18 乂xﾕｨ,ﾚHｧxﾕｨ呵�&2�B �5(5(7H8ﾈ986�*ｨ､ｩ�ﾘ+8.ｪHｧxﾕｩ>�,况ﾈ��,��ﾈ*｢�A 乂xﾕｨ咎�ｩ&85(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｸ*ｨ見'YWH*�.x.ｪHｨ雨ﾘ,乖�:�+2�

組織を活性化させるとと もに､保護者や地域と 連携して声かけ運動､ 美化活動､不審者対策 など､計画的に実施して いる(, 劔れているように感じるo今後は男性の参加を増やす工夫を行 
関わる棟会が増えたo町内会やシルバー人材 センター､いきいき広場との連携を深めてい る.PTA有志による花壇の手入れや親子大掃 除など環境美化の取り組みも進めている○今 後は安全対策の取り組みを充実させていくo 凾､と､更なる活性化につながると思うo 


