
＜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。

A

昨年度から校内研修を通して、各学年学級で
授業研究に取り組んできたことが、自己評価の
結果につながったものと考えられる。特に、道
徳部から年に１回は保護者への授業公開を行
うよう声かけをする等、教員からの発信が多く
見られるのも今年度の特徴である。子供の成長
については、授業内における変化を教員が実
感しているが、生活の中に生かしていけるよう
になることが今後の課題である。

A

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

その上で、今年度は学習スタイルの研修を年度
当初に実施し、学習課題の提示からまとめまで
確認をすることができた。今後は誰でも使えて、
誰もが分かりやすい授業の展開方法を確立し
ていくことにより、個々に応じた学力の向上を
図っていきたい。

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

委員会は通年実施で、子供達がより意欲的に
取り組むことができている。しかし、全般的に見
てみると教員から言われたことに対しては行う・
行おうとすることが多いが、「自ら」という面では
まだ課題が多い。高学年については、低学年の
児童の面倒を見ること等身近なことから率先し
て関わろうという様子は見られるため、縦割り班
活動等を重視し自分から行える環境を整備して
いく。

B
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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。しかし、まだ負担の多い分掌が
偏っている面が否めず、人数配置などを含めて
検討が必要である。

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更に意識して進め
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

学校関係者評価についての説明

評価項目「独自」

教室で学ぶ子どもたちの様子から、研究が推進されてき
たことがうかがわれる。今後も道徳の調査結果の活用
や家庭との連携を進め、児童が生活の中で学んだこと
を進んで生かしていけるように更に研究を推進して欲し
い。

共通理解のもと教室の環境整備に努めている。特に教
室前面の掲示を外すことはとても浸透している。今後は
誰でも使えて、誰もが分かりやすい授業の展開方法を
確立していくことで、個々に応じた更なる学力の向上を
図ってほしい。

　子供達が意欲的に取り組むことができている。今後
も、縦割り班活動等を重視し自分から行える環境を整備
する等、主体的な行動を引き出し、自己肯定感を高めさ
せる指導を継続して欲しい。

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。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欲しい。

○「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

目指す学校像は教職員一人一人に浸透され、共通理
解、共通行動のもと、一丸となり取り組んでいることが伺
われる。負担の多い分掌が偏っている面を見直し、更に
組織的な向上を図って欲しい。

自己評価に基づいた学校経営の改善を大切にし、教職
員も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更
に意識して具現化を目指して欲しい。

様式３　平成２９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 　新座市立東野小学校
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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

年度当初に、算数で授業スタイルの研修を行
い、学習課題の提示からまとめまで確認をする
ことができた。また、各学期にスキルビデオを視
聴することで学ルールの徹底を図ることが出来
た。このことにより、児童もどの先生でも同じ展
開で授業を受けることができることから、見通し
をもち学習を進めることが出来ている。

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。また、昨年度から研修して
いる「道徳」において、自分の考えを他者に伝え
る経験を多く積んできている。この経験を他の
教科でも生かせるようにし思考力・判断力・表現
力の育成を進める。

A

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
向上を図ること、また放課後等の個別指導の時
間の確保をすることに努めている。次年度につ
いては、英会話の時間が15時間増設されるた
め、放課後の活用を進めていくためにすくすくタ
イムを廃止し、個別指導が必要な児童への学
習を進め学校としての学力の底上げを図る。

A

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。次年度については、新指導要領
への移行期に入ることからすくすくタイムを廃止
し、５・６年の児童の授業内容を充実させてい
く。

B

多くの児童の学力が確実に伸びている。学力を伸ばした
担任の取組を校内で広め、学校全体で共有することで、
指導改善による更なる学力の向上を目指して欲しい。ま
た、個に応じた指導も極めて重要であると考える個別指
導を更に充実させてほしい。

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。担任とＥETの連携を深め、
授業へ意欲的に取り組んでいる。今後は、T1である担
任の役割について見直していくとよい。

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

授業スタイルの研修やスキルビデオ等の活用で学習や
生活のルールが統一されている。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。今後も継続し
て欲しい。

全ての教科で言語活動を学習に位置付け、自分の考え
を交流することに引き続き取り組んでいってほしい。研
修を生かし、思考力・判断力・表現力の育成を進めてほ
しい。
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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。

A

「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。

A
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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。

A

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。また、梅の授業、お菓子メーカーが学校を
訪問し授業を行い、食育を進めてきた。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。

A

学校関係者評価についての説明

体力テストをもとに児童の課題を把握し、解決に向けて
取り組んでいる。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、高く評価できる。今後も計画的
に全教職員の共通理解共通行動のもと協働的に実施し
てほしい。

近隣の大学やボランティアと連けし、食育に計画的に取
り組んでいるところは大いに評価できる。近隣の農家、
JAや企業が学校を訪問し出前授業を行う等多くの学年
で食育体験を取り入れている。今後もこの取組を更に充
実させてほしい。

あいさつ運動、スキルビデオの成果について、高く評価
できる。児童の意欲づけを図っている。積極的にあいさ
つができる児童が増えてきている。今後も「気持ちのよ
い」あいさつが地域社会においてもできるように指導を
続けて欲しい。

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、、いじめは許されないという指導を徹底している。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られて
いる。今後も見えないいじめを見ることを追及してほし
い。

教師が「率先垂範」で児童へ手本を示すことに努めてい
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・周知の徹底を更に図ってほし
い。

評価項目「健康・体力の向上」

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
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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、芸術鑑賞
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

学校だよりやホームページは定期的に更新され、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
高く評価できる。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更に目指してほしい。

ボランティアとの連携がさらに推進されてきている。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と思われるので更に推進を望
む。

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

芸術鑑賞教室（全校）、夏祭り（町内会主催）など保護
者・地域の協力して実施することができている。今後も、
町会行事などに、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ていけるとよい。


