
＜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

校内研修は3年目を迎え、本年度は市内の発表を
行った。各学年、学級で授業研究に取り組んだこと
が自己評価の結果に表れた。年間の授業参観では
1回以上、長期休み中は家庭の協力を得て、常に道
徳と接する時間を作り上げている。
本年度より通知表にも道徳の評価が追加になり、
教師自身が児童の心の成長を意識するようになっ
たことも評価につながったと考えられる。

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

年度当初に、教室環境の統一を明示し、児童が授
業に集中できる取組をしている。
児童の視点に立った、授業展開を考え今後も授業
改善を継続していく。
板書の共通理解がとれており、学年が変わっても前
年度の踏襲ができるように工夫をしている。
学力下位の児童の支援の他に、上位の児童の手
立てにも取り組みが必要と考える。

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

特活部を中心に児童を主役においた新しい活動を
行い、心と行動をつなぐ取組が見えてきた。
「創る自分」「つなげる自分」というキーワードをより
広めていくことが課題である。
代表委員（特に6年生）を中心に、各委員会が考え、
学校をよりよくしようと努力している。
行事の精選と児童の活動のバランスを考える場が
必要である。

A
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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

各主任や経験豊富な教員が経験の浅い教員の育
成を図っている。一人一人の教員がもつアイデアを
出し合い、学年や分掌毎に取組を進めている。
分掌によっては、担当の割り振りができず負担の軽
減ができていないところがあり、今後の課題である。 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

PDCAサイクルのうち、C（チェック）の後に、主任等
の今後の見通し等を確認する場面があり、やるべき
ことが明らかになり改善が図れた。さらに教職員の
意見を広く集め、評価の声を反映し、学校教育目標
の具現化のための経営の実現に努めたい。

B

落ち着いた生活が主体的に学ぶ創る自分への行動につな
がっている。去年よりもさらに元気よく通っている児童の姿を
感じている。代表委員の「あいさつ運動」、「被災地への募金
活動」、「学校レク」、保健委員の「ぶくぶくうがい運動」など、
子どもの考えを取り入れた主体的な活動を行っている。特に
代表委員の募金活動においては、最初から最後までやり遂
げた達成感が創る自分へとつながっている。高学年の自主
学習の宿題が「自ら」につながる。職員室前の掲示板を見て
いると児童が色々と考えて行動している。朝霞地区青少年健
全育成地域の集いの場での代表委員の発表は、内容も報告
の様子も素晴らしかった。自主的に行った募金活動も取り組
んできたものの成果だと評価する。

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。

今後も教職員の意見を広く集め、評価の声を反映し、学校教
育目標の具現化のための経営の実現に努めてほしい。学校
評価や学校アンケートの結果をふまえ、行事の精選や改革
を意識してＰＤＣＡサイクルを続けてほしい。

○「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「独自」

学校関係者評価についての説明

長期休み中の家庭でも親子で取り組む道徳の宿題は、いろ
いろな事を考えるきっかけとなるので続けていただきたい。家
庭の中で子供たちと道徳の授業で感じたこと、思ったことを話
し合う場面が増えた。道徳の授業を通し、人それぞれいろい
ろな意見があることを子供たちが認識し、相手の気持ちを考
えて行動できるようになって来ている。視覚的に分かりやす
い興味を持つような板書や児童同士の意見交換で色カード
を使い、自分の考えや気持ちの変化を表す工夫をしている。
自分の常識や考えが当たり前でなく人それぞれいろんな見
方があることに気づくとともに児童が主体的に学んでいる。

子どもが授業に集中しやすい教室環境になっている。各クラ
ス先生方それぞれの工夫をこらした掲示をされて特色が出て
いる。今後はユニバーサルデザインの視点を取り入れた授
業改善にも更に研究を深めてほしい。
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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

安全部が中心となり、計画的に避難訓練を行い、教
職員向けの研修も実施している。不審者への対
応、個人情報の管理等のルールは年度当初に行う
とともに、
「もしかして」に備え、活きて働くマニュアルになるよ
うさらに見直していく。

B

避難訓練以外に不審者対応訓練があり、驚いたが、今の時
代、重要なことなのでありがたいと思う。大きな事故、けがの
連絡がなく、不審者情報もスクールメールにてすぐ保護者に
共有されていた。



No. 2

№ 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

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

統率自制のためルールは的確である。
学期始まりにきまりのビデオ（スキルビデオ）の映像
を流して、教師と児童が視聴して共通理解を図って
いる。
学年や担任が替わっても全校で統一しているので
児童は東野小のルールが身に付いている。 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

校内研修の道徳の研究の中で児童間の意見交流
を行う意識が高まっている。意見交換をする中で、
思考力・判断力を育てるための手立てを検討してい
る。
視写等で言語力の向上をねらったり、実生活とつな
げたりする等、課題の設定を課題としている。 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

定着が十分でない児童に対して休憩時間や放課
後、熱心に指導している。
全学年とともに、ブロックでの共通理解を図ってい
る。
定着や能力の差を埋めるために、習熟度別の授業
の実施や支援員の増員を検討している。 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

英会話講師とのTTでの授業を継続している。
英会話だけでなく、書くことが増えたことから、苦手
意識をもつ児童もいる。コミュニケーション能力が低
いのも課題である。
校内では、英会話の研修を行い、教員の指導力の
向上を図っている。 B
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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

代表委員が主体的になって、あいさつの現状をつ
かみ、その対策をアイデア豊富に取り組んでいる。
発達段階別に、あいさつや礼儀を指導しているが、
来校者や近隣の方へのあいさつは十分ではない。
引き続き場に応じた言葉遣いの指導を常時してい
く。

A

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

自分と向き合う朝の活動（ぽかぽかタイム）の取り
組みを定期的に行っている。道徳の授業は教育課
程に基づいて実施している。事後の活動として、学
級活動で道徳的価値の実践をしていくことを目指し
ている。
相談員・支援員の確保をして児童への細やかな対
応を続けている。

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

評価項目「豊かな心の育成」

学校関係者評価についての説明

朝のあいさつ運動では、代表委員の児童が工夫をこらしてあ
いさつの励行をしている。地域や保護者が来校すると児童か
らあいさつをするようになった。すれ違う教員に対しても会釈
やあいさつを交わす様子が見受けられる。

毎月、いじめアンケートを行い子供たちの相談できる場があ
る。ふれあい班活動やクラブ等で学年を超えた活動によって
思いやりが育っている。児童それぞれ性格があるので一人
一人を細かくみることは大変かと思われる。支援員や相談員
と連携し、教師がいないところでのいじめを見逃さない指導
の継続をお願いしたい。

教職員の方が、汚れているところの清掃を自ら行っていると
ころをみて、児童も自らその手伝いを行うなど「率先垂範」を
実践している。今後も継続して児童の規律意識を高める指導
を行ってほしい。

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

学習スタイルや生活のルールが学校で統一されていて学年
の成長に見合った指導がなされていまる。教員の研修とスキ
ルビデオの計画的な実施が結果として表れている。今後は、
児童の自転車置き場の使い方やあいさつなど放課後や休日
の過ごし方についても更に徹底させていく必要がある。

家庭において、子どもがニュースを見て聞いて感じたことを自
然に話すようになったことは、道徳の授業のよい影響だと思
う。今後も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。

教員は、多忙であるのにも関わらず休憩時間や放課後の長
期休暇など熱心に指導している。放課後の指導は、大変だと
思うが、子どもには必要で、ありがたいと思う。引き続き、個
別指導の継続を望むとともに、習熟度別授業はぜひ実施をし
ていただきたい。

担任とＥＥＴの連携で、児童が英語を楽しく学べている。今後
は、交換留学生との交流など新しい取組を取り入れ、英会話
に対する意識づけを高めたらよいと思う。日常（学校生活）の
中で英会話の授業以外にも英語にふれる機会が増加してほ
しい。
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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

毎週木曜日は体育朝会、金曜日の朝の時間は，走
ろうタイムを実施している。
体育行事の前は、児童が自主的に練習を行い、意
識を高めている。
陸上練習は中学校の陸上部にサポートしてもらっ
た。駅伝練習は講師に頼らず、体育部の教師が中
心となって継続している。

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、梅
の授業（３年）青森りんご出前授業（５年）を開催し、
食育を進めてきた。。

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

保護者や地域の方々の要望や意見等を受けとめ、
整理し、学校運営に反映させている。
本年度はコミュニティースクールになり更なる連携を
した。「親父の会」を発足した。

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。

B

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

学校関係者評価についての説明

学校はいつも丁寧な対応をしてくれていつも感謝している。
親父の会の発足を筆頭に、学校応援団活動を通して連携が
進んでいる。定期的にボランティア会議を開催し、地域の方
の意見を受け入れている。学校、家庭、地域の相互理解とよ
い関係づくりを継続してほしい。

校長トピックスは校長先生の人柄が表れ、温かい目線を感じ
る。学校のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを大変楽しみに拝見しているので、今後
の周知と今年度新設された学校応援団のページの充実を期
待している。

PTAの方々や地域の方々がいろいろな取組に参加されてい
る。「地域の方々に感謝を伝える交流給食会」、「コーディ
ネータを中心に各ボランティアが集まるボランティア会議」、
「父親の会」等あ、学校・家庭・地域を繋ぐ新たな取組も増え
てきた。学校・家庭・地域社会との交流が増えると顔見知りの
関係ができてよいと思う。学校便りでの地域活動の掲載は大
変ありがたい。土日祭日などに学校が開かれ交流の場とな
ることは防犯にもつながる。学校として負担の少ない形で交
流の場が増えることを期待している。

評価項目「健康・体力の向上」

学校関係者評価についての説明

学校が年間計画で児童が体力が向上する取組を組織的に
行っている。運動会前の練習、夏季の水泳指導、持久走大
会、なわとびオリンピックと児童のやる気を引き出し、全員が
参加できるよう努めている。体育朝会や走ろうタイムでも児童
が主体となって定期的に実施している。中学生との連携も引
き続き実施してほしい。

毎日の給食は、試食会や児童の反応から大変おいしいこと
が分かる。市内の新鮮な野菜を使い、季節や行事に見合う
旬なメニューも魅力の一つだ。また、学年ごとに出前授業や
地域の方との交流給食を実施し、食育への理解を一層深め
ている。

評価項目「保護者・地域との連携協力」


