
＜記入の仕方＞

№ 質　問　項　目
自己
評価

自己評価についての説明
学校

関係者
評価

1

   学校は、道徳の時間を
中心に、学校の教育活動
全体をとおして、学校の
研究テーマ「心豊かで主
体的に生きる子どもの育
成を目指して」に向かって
取り組んでいる。

Ｂ

　 研究初年度であり、試行錯誤で行っていたとこ
ろはあるが、全学年で研究授業に取り組み、研修
等で共通理解をはかりながら進めている。また、
授業だけでなく、実態調査や掲示物等の環境整
備など、多様な方法で取り組んでいる。今後は、
更に授業を深めるととに、児童が学校生活にお
ける様々な場面で主体的に活動できるよう学校
生活全体をとおして計画的に指導をしていく必要
がる。

B

2

   学校は、ユニバーサル
デザインの視点を取り入
れた授業改善による確か
な学力の育成に取り組ん
でいる。

Ｂ

　黒板周りをスッキリさせた教室掲示の統一や定
期的な職員研修の実施により、全職員が共通理
解のもと取り組んでいる。子どもたちが集中し、落
ち着いて学習できる環境は整ってきたが、今後
は、一人一人の児童への理解を深め、だれにも
が分かる授業を目指して、更に授業改善に取り
組んでいく必要がある。

B

3

  学校は、教育活動全体
（学級活動・委員会活動
含）をとおして、児童に
「自ら」・「創られる自分か
ら、創る自分へ」を意識し
た自主的行動を引き出
し、自己肯定感を高めさ
せる指導を行っている。

Ｂ

　全校で、学級活動や委員会活動に力を入れて
取り組めていた。特に代表委員を中心に委員会
活動が主体的な取り組みとなってきている。子ど
もたちかた「こんなことがしたい」という声が自然
にあがる雰囲気ができている。少しずつ児童の自
主性が見られてきている。今後は、個々の児童の
主体性や自己肯定感が伸びているか確認してい
く必要がある。

A

№ 質　問　項　目
自己
評価

自己評価についての説明
学校
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評価

4

  学校は校務分掌や主任
制を適切に機能させるな
ど、組織的な運営・責任
体制を整備している。 Ｂ

学年主任・教科主任が若手の育成を図りつつ、
経営を進めている。目指す学校像は教職員一人
一人に浸透し、各教師の工夫やアイディアを出し
合い、学年や分掌毎に協力し組織的に取り組ん
でいる。今後は、連携と負担の多い組織の分業
体制などを進めていく必要がある。

B

5

  学校は経営方針を具現
化するために、学校評価
の実施等を通じて、
PDCAサイクルに基づく学
校経営を行っている。

Ｂ

教職員一人一人もPDCAサイクルに基づいて各
学級の経営や各担当の実践を進めている。今後
は、行事の精選や改革を意識して進めていく必要
がある。

B

6

   学校は事故や不審者
の侵入等の緊急事態発
生時に適切に対応できる
よう。危機管理マニュア
ル等を作成し、迅速に対
応できる体制を整えてい
る。

Ｂ

安全部を中心に職員の研修会や避難訓練等年
間をとおして計画的に実施されている。危機管理
マニュアルについては、教職員全員に配布し、年
度当初に校内研修を実施し、内容の周知を行っ
ている。今後は、実施のあり方や実施時期などの
改善を行い更なる充実を図っていく。

B
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7

  学校は、児童生徒が学
習内容の理解を深めるこ
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。

Ａ

スキルビデオを作成活用し、全校で授業のあいさ
つの仕方、手の挙げ方など学習ルールの確認を
し、徹底した指導に努めている。今後は基本的な
規律やルールの徹底を図ると共に、意欲を持って
主体的に学ぶ授業を目指していきたい。

A

8

   学校は、各教科の指導
において言語活動を重視
した授業を展開し、児童
生徒の思考力・判断力・
表現力等の育成に努め
ている。

Ｂ

どの教科・領域にも言語活動を位置付け、自分の
考えを交流するために「書く」ことも意識して取り
組んできている。今後は、グループでの話し合い
やインプットとアウトプットを学習の中に意図的に
組み込む等、思考力・判断力・表現力をつけてい
く必要がある。

B

9

   学校は学習指導要領
や県編成要領、新座市指
導の手引きに基づき、児
童生徒の発達の段階や
学力、能力に即した学習
指導を行っている。

Ｂ

週４日の「すくすくタイム」において、基礎学力の
向上を図り、またデータを基に放課後等の個別指
導の時間の確保に努めている。今後は、各学習
状況調査等を活用し、個別指導の充実を図るとと
に、年間指導計画の更なる改善・充実を図ってい
く必要がある。

B

10

  学校は、英語（英会話）
の授業の充実するなど、
グローバル化に対応でき
る児童生徒の育成（国際
理解教育の推進）に努め
ている。

Ｂ

担任とＥETの連携を深め、授業へ意欲的に取り
組んでいる。児童が英会話に意欲的に取り組め
るよう、内容を検討して実践し、金曜日のすくすく
タイムの英会話の時間も児童の活躍の場を用意
している。今後も学年にあわせた内容の充実を図
る。

A
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○「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。

○「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「組織運営」

学校関係者評価についての説明

共通理解、共通行動がされていて、行事の準備に一丸となり、取
り組んでいることが伺われる。運動会や音楽会等の行事が充実
していて、全体的に落ち着いている。各行事、子どもたちも生き生
きしている。各学年のバランスが図られ、組織的に向上している。
若手の育成に努力されている。

学校評価の項目に経営方針を反映し、具現化を目指して取り組
んでいる様子が伺える。自己評価に基づいた学校経営の改善を
大切にし、今後も継続して取り組んでほしい。

「すくすくタイム」のいっそうの充実を図っていてほしい。
学習が遅滞している児童の発見・対応に、今後も継続して取り組
んでほしい。個に応じた指導も極めて重要であると考える更に推
進させてほしい。

１年生から６年生まで、子どもたちが楽しく授業に参加していて高
く評価できる。英会話の教室が専用に用意されていることもよい
ことである。今後も発達段階に応じた指導を工夫し、魅力ある授
業展開を継続してほしい。T1である担任の役割について見直す
必要があると思われる。

マニュアルも作成され、定期的に実践的訓練も実施されている。
訓練などを積極的に実施していることは評価できるが、地域と連
携した取組としていく必要があると考える。

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

スキルビデオ等の活用で学習のルールや掲示が統一されてい
る。規律がしっかりとしていて、落ち着いて学習に取り組むことが
できている。教員は、よく子どもたち指導にあたっている。

言語活動を学習の中に意図的に組み込む等、引き続き取り組ん
でいってほしい。座席配置、学習形態など形の上でも改革してい
く必要がある。アクティブラーニングの視点を取り入れた授業改善
を形にしていく。形式的でなく、必要に応じた話し合い、言語活動
が必要である。引き続き読書指導にも力を注いでほしい。本を読
むことが、書くこと、考えることの向上に繋がると言われていること
から更に推進を望む。

学校関係者評価についての説明

評価項目「独自」

　初年度ではあるが、多様な取組をしており評価できる。をどの授
業も子どたちが活発に発言し、よく考えている。学習場面におい
て主体性をもたせる活動を実施している。また、授業だけでなく、
実態調査や掲示物等の環境整備など、多様な方法で取り組んで
いる。「心豊かで主体的に生きる子どもの育成を目指して」さらに
研究を進めてほしい。

　どのクラスも黒板周りがすっきりとしていて、掲示物が統一され
ている。共通理解のもと教室の環境整備に努めている。子どもた
ちが授業に集中し、落ち着いて取り組めている。今後も、さらに実
践を深め、授業の工夫改善に取り組んでいってほしい。黒板周り
をさらにすっきりとしていく（机上の整理を含め）。すっきとした板
書、提示や内容の工夫をさらにしていく。

　行事で代表委員会の児童がとても活躍している。委員会活動が
推進されていて、主体的な活動がなされてきていると感じる。学
級の活動においても主体的な活動がなされるよう６年間を通して
系統立てた指導を行っていく必要がある。
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11

  学校は、児童生徒が友
達や教職員・来校者に進
んであいさつをしたり、
「です、ます」をつけるな
ど、場に応じた言葉遣い
ができるよう指導し、成果
をあげている。

Ｂ

代表委員会の児童を中心に朝のあいさつ運動を
続け、また、スキルビデオを学期に１回全校で視
聴し、児童の意欲づけを図っている。児童から積
極的にあいさつができる割合も増えてきたが、今
後も「気持ちのよい」あいさつができるように指導
を続けていく。TPOに応じた言葉遣いができるよう
に意識して指導している。言い直しをさせる指導
やロールプ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。

B

12

  学校は、児童生徒がい
じめや意地悪な行為をす
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。

Ｂ

管理職・生徒指導部を中心に担任・副担任・支援
員・相談員と連携を図り、いじめは許されないとい
う指導を徹底している。児童へ毎月生活アンケー
トでいじめの相談を受けるようにしているが、日頃
からの人間関係の様子について把握するように
している。また、学級があたたかい雰囲気になる
よう、教師がほめるだけではなく児童同士がほめ
あう実践も取り入れている。

B

13

   学校は教職員自らが
手本となり、児童生徒に
対して規律意識を高める
指導を行っている。 Ｂ

「率先垂範」を合い言葉に児童へ手本を示す意識
の向上にも努めている。毎月の生徒指導委員会
で年間目標・月目標を振り返り、児童への指導の
重点の共通理解を図っている。今後は、更なる生
徒指導部会の充実と情報や決定したことの全体
への報告・周知の徹底を図っていくことが必要で
ある。

B
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14

   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。

Ｂ

週１回の体育朝会と週２回の「走ろうタイム」の時
間を設け、児童の体を動かす機会を確保し、ま
た、進んで外に出て遊ぶように働きかけている。
体力テストをもとに児童の課題を把握し、解決に
向けて、重点的に取り組んでいる。各体育的行事
や体育部の取組が計画的に全教職員の共通理
解共通行動のもと協働的に実施されている。

A

15

   学校は、食に関する意
識を高める食育に取り組
むなど、計画的に健康教
育を推進している。

Ｂ

学校栄養士と給食部が中心となって児童集会の
運営を計画的に進めている。１学期・２学期は、
近隣の大学や「ぱくぱくっ子」（食育ボランティア）
と連携し、食育教室、レシピ作りを行った。３学期
には、青森りんご出前授業（５年）を開催する。ラ
ンチルーム給食を実施し、食を考える機会を設け
た。来年度はさらに、近隣の大学やぱくぱくっ子と
連携し、食や健康について考える機会を増やして
いく。

A
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16

   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。

Ｂ

校長・教頭を中心に関係教職員とＰＴＡ各活動部
の担当と連携を密にし、今年度は、音楽賞教室
（全校）、夏祭り（町内会主催）など保護者・地域
の協力を得て実施することができた。今後は地域
との連携をさらに深め、保護者がより相談しやす
い学校を目指していく。

A

17

  学校は、学校だよりや
ホームページなどで、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。

Ａ

学校だよりやホームページは定期的に更新に努
めるとともに、校長トピックス（毎週更新）では、
日々の子ども達の活動の様子がわかるように情
報提供に努めている。週１回配置されるコン
ピュータ操作補佐員の協力も大きい。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。

A

18

  学校は、学校応援団組
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。

Ｂ

学校公開や学校教育林を活用した森のコンサー
トなどにおいて、町内会や高齢者いきいき広場と
の交流を深めている。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。安全マップ作りなどの授業支援、掲示
コーナーの設置、学校便りやPTA広報誌への掲
載、感謝の気持ちを伝える交流給食会等の取組
により、登下校見守りボランティアとの連携がさら
に推進されてきている。今後も引き続き、安全対
策の取り組みを充実させていく。

A

評価項目「豊かな心の育成」 No.2

学校関係者評価についての説明

評価項目「保護者・地域との連携協力」

学校関係者評価についての説明

連携が推進されていることが伺われる。今後も、町会事業など
に、管理職のみならず、職員が参加し、連携を推進していく努力
を続けるとよいのではないか。学校行事、学校公開等への参加
者アンケート、全家庭に対象の学校教育アンケート等を今後も継
続してほしい。

積極的な挨拶は、低学年は良好であるが、高学年は検討を要す
る面もある。授業での挨拶などは、心もこもった挨拶が大切、形
式的な挨拶で終わらないように子どもたちに考えさせる必要があ
る。廊下で立ち止まって、挨拶する児童がいて素晴らしいと感じ
た。全校集会などにおける子どもたちの姿勢がよくなってきている
ことは評価するが、場面によっては、声が小さいなど、課題が残
る。人間関係を構築する上でも重要であることから、引き続き指
導の継続をお願いしたい。挨拶については、保護者・地域と連携
して取り組んでいく必要がある。
教職員が積極的に子どもたちの現況を把握に努めており、評価
できる。教職員自身が子どもをほめることを積極的に推進すると
ともに、子ども同士がほめあう実践も定着するよう継続して取り組
んでほしい。見えないいじめを見ることを追及してほしい。

授業中の子どもの規律意識の中で見てとれる程、よい状態に
なっている。教職員自ら手本を示す姿が見られる。保護者アン
ケートを活用し、教師が日頃どのように思われ、見られているか
を客観的にチェックすることが大切である。教職員の率先垂範を
子どもたちがどう評価しているかを確認し更に推進してほしい。

評価項目「健康・体力の向上」

ホームページで素晴らしい紹介記事や写真があり、学校の様子
が手に取れるように分かる。その努力と効果は評価できる。継続
させてほしい。校長トピックスは素晴らしい取組である。保護者や
地域の方等、読む側がわくわくする内容を目指してほしい。

図書ボランティアの掲示物が素晴らしかった。いきいき広場での
秋色コンサート、学校教育林での森のコンサートは素晴らしい取
組で感動した。学校応援団やPTAの会合などへ管理職だけでな
く、担当教職員が参加できると、さらに連携が推進されると考え
る。良い方向に向かっているのと思われるので更に推進を望む。

学校関係者評価についての説明

学校全体の取組として、運動する機会を多く作っていることは、評
価できる。走ることやサッカーなど下半身の運動が多くなり、上半
身を動かす運動が弱くなりがちであることにも視点をあて、継続し
て取り組んでほしい。子どもの課題等を具体的に示してとる組ん
でほしい。

食育週間を設定するなど、児童の委員会活動を中心に年間を通
して、計画的に進められている近隣の大学やボランティアと連け
し、取り組んでいるところは大いに評価できる。食を考える機会、
特に食に対する感謝の気持ちを持ち続けられるような指導をお願
いしたい。


