
＜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、元気な学校をめざし、明る
いあいさつと返事を継続的に指導
し、成果を上げている。（独自）

B

だいぶ進んで、はきはきとあいさつができるように
なってきたと思うが、個人差が大きい。日頃から、
どんな教員や来校者、友達にもあいさつをするこ
との大切さを伝えていく必要がある.

A

2

学校は、主体的に学ぶ児童をめざ
し、学び合いのある授業や習得が実
感できる授業を行っている。（独自）

A

主体的･対話的ではあるが、一人一人の確実な定
着を見届けることが必要。　受け身で傍観している
児童がいないよう、手立てを講じる必要がある。
教師対児童の関係の授業だけでなく、児童同士で
質問し合ったり、課題を解決したりできるような授
業を意識し授業を展開していく。

A

3

学校は、清掃指導や掲示教育をとお
して、学ぶ意欲が湧くきれいな教室
環境を整備している。（独自）

B

大半の児童が、もくもく清掃する姿勢が身につい
ているが、意識が薄れてきている。掃除に関する
会話でも、声の大きさに気を付けるよう指導してい
く。掲示は充実してきたが、掲示計画に従って、全
教職員で組織的に進められるようにしたい。

A

№ 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

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

主任を中心として進めているが、組織として機能し
ていないものがある。仕事を細分化して一部の職
員に偏らない工夫をしていく。

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

個人ではPDCAサイクルが行われているが、教職
員全体で方向性を決めるまでには至っていない。
振り返りを次年度に生かせるように共通理解を
図っていく。

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。

A
マニュアルの作成など、危機管理体制を整えるこ
とができている。掲示して、緊急時に備えられるよ
う活用していく。

A
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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。

B
学習ルールの指導は、学校として一貫性が保た
れている。　今後、ルール化された経緯について
も、職員間で共通理解を図る必要がある。

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。

A
特別活動の研究成果が各教科に表れている。一
人で考えること、書くことがおろそかにならないよう
気をつけていく。

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
　新学習指導要領について共通理解を図ることが
できた。発達段階や学力を考慮した少人数指導や
グループ学習など、研究を深める必要がある。

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。 A

児童は英会話を楽しんでいる。英会話講師との連
携も図られている。研修会を実施し、共通理解を
図ることができた。教科化に向け、研修の機会を
増やす必要がある。

A

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

・学習ルールに沿って授業を行っているかという観点なので、教職
員はよく努力している。

・教職員はよく努力しているので、さらに向上してほしい。

・筆順など、基礎基本が身についていない児童が見られる。
・新学習指導要領の趣旨をしっかり学び進めてほしい。

・子供たちが楽しく活動している。低学年から取り組んでいるのがと
てもよい。

・掲示については、工夫が見られ明るい学校環境となった。
・もくもく清掃が定着し、環境が整っている。

評価項目「組織運営」

学校関係者評価についての説明

・教職員が少ないため、組織で進め時間外勤務時間の減少に努め
てほしい。

・振り返りを生かし、共通理解を図りながら進めてほしい。

・夏季の防犯研修を実施し、教職員の意識を高めていることが良
い。継続して迅速に対応できる体制を整えてほしい。

○「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

・全体としてはよくできているが、個人差がある。
・児童の評価では１割、保護者評価では１割できていないと回答。継
続的に個別に指導していく。通学班会議でも指導してほしい。

・少人数指導や協働的な学習を取り入れた授業を行っている。
・グループの学習の前に個で考える時間を作っているのがよい。継
続して推進してほしい。

様式３　平成３０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 新座市立栗原小学校

実施日 平成31年1月26日
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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

挨拶はよくできるが、地域の人や友達同士の挨拶
もできるようにしたい。場に応じた葉遣いができて
いないことがあるので、手本を示すなど引き続き
指導していく。

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

生徒指導部、教育相談部などを中心に、共通理解
のもとでいじめなどの問題行動に迅速に対応する
環境が整備されている。引き続き毎月のアンケー
ト等でいじめの実態の把握と早期の対応に努めて
いく。

A

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

学習規律、清掃指導、給食指導、校庭や特別教
室の使用など、全教職員の共通理解のもと実施さ
れている。　時間に関しては、教職員が率先して
守る姿を見せていく。

A

№ 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

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

体育の授業のみならず、体育安全委員会の働き
かけが効果を上げている。休み時間に進んで外
遊びをしたくなるような取り組みを考えていく必要
がある。

B

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

日常の給食指導を中心に、学級活動や給食週間
活動などによる食生活の意識付けを行っている。
主菜、副菜等、食文化が意識できるようにしたり、
調理員さんとのコミュニケーションが図ったりして
推進していきたい。

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。 A

学校運営協議会、学校応援団の活動、PTA会議
等の機会を捉えて意見を聞き、校内環境、学校応
援団組織等充実してきた。

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。

A

学校ホームページの認知度を上げる働きかけを
進め、アクセス数が増えてきた。　校舎内掲示物
での情報が分かりやすく、頻度が高く更新されて
いるので、児童も保護者もよく目をとめている。

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。 A

コラボレーションリストを作成し、家庭･地域と連携
した教育活動が少しずつ拡大している。　行事の
みならず、普段の学校生活での応援団と児童との
関わりが増えた。連携しながら教育活動が進めら
れている。

A

学校関係者評価についての説明

・学校としての活動は充実しているが、地域との連携がより充実す
るよう、工夫していくとよい。

・継続して情報提供してほしい。

・学校応援団活動が充実している。地域との連携がより充実するよ
う工夫していくとよい。

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

・休み時間にはよく遊んでいる姿をみかける。引き続き体力向上を
意識して取り組んでほしい。

・メニューのレパートリーが豊富で、喫食率も高い。
・給食便りで早寝早起き朝ごはん啓発し続けるなど、計画的に健康
教育に取り組んでいけるとよい。

評価項目「保護者・地域との連携協力」

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

・基本的にはできている。上級生が下級生の手本となれるようにし
てほしい。
・地域の方への挨拶は課題であるので、改善してほしい。

・いじめアンケートを毎月実施し、いじめが起きる前に対策をしてい
るので、後手に回っていない。
・学校、家庭、地域で協力し、いじめの芽をつんでいく。

・経験の浅い教員は、なかなか自信がもてないかもしれないが、しっ
かりできている。


