
＜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、板書の工夫や場の設
定、ICTの活用など、わかりや
すい指導を適切に行っている。

Ｂ

・情報機器は、台数も多くとても充実している。研修を設けるなど
して、もっと活用できる方法を研究していくと、授業の中での活用
場面も増えてくる。
・ユニバーサルデザインを取り入れた板書の仕方など、より意識
をもって取り組んでいきたい。

B

2

学校は、本校の学習や生活の
きまり、「新座スタイル」に基づ
き、全教職員が適切に共通指
導を行っている。

Ｂ

・児童は、学校のルールを守ろうと日々落ち着いた生活ぶりであ
る。
・新座スタイルの項目を一律的に確認するのではなく、重点項目
を設けるなどして、焦点化を図って、指導を徹底する。
・あいさつ（あいさつをしない児童がいる）、廊下歩行（思いっきり
走っている児童、教員がいる）、無言清掃等、気が付いた教員が
その場で指導するよう、共通指導を徹底する。

B

3

学校は、はなみずき応援団や
保護者、地域とともに、体験的
な学習の充実に努めている。

Ａ

・どの学年もはなみずき応援団や保護者、地域の方の協力のも
と、貴重な体験学習に取り組むことができた。
・はなみずき応援団、保護者の方が非常に努力してくださるの
で、学校の雰囲気がとてもよいと感じる。

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

・各分掌組織が積極的に運営を進めている。主任にお願いして
しまうことが多かったので、もう少し役割分担ができるとよい。
・偏りがあるように感じる。小規模校であるので、担任だけ、主任
だけでなく、すべての教員に仕事を分配できる仕組みがあるとよ
い。

Ａ

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。

Ａ

・夏季休業中の研修で、中間評価に係る具体的な話し合いがで
き、2学期に向けて共通理解が深まった。成果がすぐには出てこ
ない項目もあるが、出された改善策をもとに、良い成果になると
信じて、地道に続けていくことを大切にしたい。

Ａ

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

・不審者対応の避難訓練等については、警察署の方を招いて実
践的な訓練になるよう、検討すべきである。
・児童の昇降口が開いているときがあるので、扉を閉めることを
徹底したい。
・毎年、本当に機能するか検証することが大切である。

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。

Ｂ

・教職員が率先垂範となり、授業を進めることで、児童の確実な
学習内容の定着につなげたい。学校全体で授業時間を守る、学
習の振り返りする時間を設けるなど、より学習展開の共有化を
図りたい。

Ｂ

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

・年間指導計画に言語活動の充実についての記述を明記して、
全教科、全学年で取り組んでいる。
・授業において、意図的かつ計画的に意味のある話し合い活動
を取り入れることで、児童の思考力・判断力・表現力等を育んで
いきたい。

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

・国や県が示す学習指導を行っている。次年度は学習指導要領
学習指導要領改訂されるため、より意識を高めたい。
・個に応じた指導が大切だと思うが、それを行う時間もとれない
現実もある。時間を有効に使って、補習などを行いたい。

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
・担任と英会話講師が打ち合わせを密にとり、1時間1時間の授
業を充実させている。
・児童は、たいへん意欲的に授業に参加している。

Ａ

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

落ち着いて授業を進めている学級が多い。また、県や国の調査か
ら個の課題も明確になってきているので、個に応じた指導の工夫
を進めていただきたい。

低学年からの積み重ねが大切である。研究発表の授業で、とても
よく話し合いをしていたので、特定の教科等ではなく、全ての授業
において取り組んでいただきたい。

落ち着いて授業を進めている学級が多い。また、県や国の調査か
ら個の課題も明確になってきているので、個に応じた指導の工夫
を進めていただきたい。場合によっては、ココフレンドや学童などを
連携し、必要な児童には補習を行ってもよいのではないか。

子供たちが英会話の授業に意欲的に取り組んでいることは素晴ら
しい。平成１４年に英会話を取り入れてから、年々努力してきた結
果である。次年度以降、新学習指導要領での対応になるが、担任
の役割が益々重要になってくる。担任一人一人のより一層の指導

力の向上を期待する。

応援団や地域との関係も良く、多くの体験学習に関わっている。引
き続き関係を持続させていただきたい。

評価項目「組織運営」

学校関係者評価についての説明

少ない人数の中で、学校として組織として機能している。一人一人
の教職員の頑張りや子供たちのためにと言う情熱のあらわれであ
ると考える。内容によっては学校応援団をどんどん活用していただ
き、教職員の負担を少しでも減らしていただきたい。

校長が替わり、新座小をよりよくしていこうとする雰囲気がよく感じ
られる。今後も、経営方針をあらゆる機会を捉えて、教職員に浸透
させていただきたい。

緊急時の対応については、これで終わりというものはない。常に想
定外のことが起こりうるということを念頭に置いて対応していただき
たい。昨今、台風等の大きな自然災害が起きていることを考えたと
き、学校が先頭になって対応していくことが求められるのではない
か。

○「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

教室にある大型テレビを活用した授業を学校公開などで見ること
がある。引き続き、研修を通して、効果的な情報機器の活用を図
り、日常の授業でも自然と活用できるようにしてほしい。また、板書
もベテラン教師の手本を写真に撮り、若手に広めていくなどし、授
業の充実とともに取り組んでいただきたい。

基本的なルールが、学校で統一されているのはよい。教師もそれ
を元に共通の意識で繰り返し指導をしていくことで定着していく。
教師の入れ替わりが激しい中での対応となるが、お互いが意識を
高めながら引き続き指導をしていただきたい。

様式３　令和元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 新座市立新座小学校

実施日 令和　２　年　１　月　１５　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ている。 Ｂ

・児童会活動として、運営委員の児童が「あいさつ隊」を組織して
あいさつ運動をした結果、児童のあいさつが明るく、大きな声で
できるようになってきている。日常生活の中で、進んであいさつ
をしたり、丁寧な言葉遣いをしたりすることは徹底できていないと
ころがある。日頃の声かけを大切にしていきたい。
・場に応じた言葉づかいだけでなく、相手の気持ちを考えた言葉
選びができるよう指導していきたい。

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

・いじめアンケートを、児童には月１回、保護者には学期に１回
行っている。道徳授業などの授業を通しても、豊かな心の育成を
図っている。
・いじめや不登校につながる事案があった場合は、迅速かつ組
織的に対応を行っている。

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

・教育公務員としての自覚と使命感を高めながら、教職員自ら規
範意識を高めて指導にあたっている。
・「規律ある態度」の育成を重視した指導を行っていく。

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。

Ａ

・木曜日２０分休みを「青空タイム」と名前をつけたことで、子供
たちも意欲的に外で遊んでいる。体育委員会のキャンペーンも
充実している。
・外遊びをしている教員が多い。

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

・給食試食会を実施したり、給食週間の取組を充実させたりする
ことで、食に関する意識を高めている。
・養護教諭が授業に参加したり、掲示物を充実させたりすること
で、児童の健康に対する意識は高まってきている。

Ａ
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16

  学校は、保護者や地域住民
の意見を取り入れる機会を積
極的に設け、学校に寄せられ
た具体的な要望や意見を把握
し、適切に対応している。

Ａ

・PTAや地域のの方々が、とてもよく活動してくださっている。今
後は、実施後の意見を聞く場を設け、学校としてもそれを当たり
前と思わず感謝の気持ちを忘れないようにしていきたい。それが
その後によりよい連携につながる。
・防災対策等、地域と連携協力している。

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

・ホームページが随時更新されていて、学校の教育活動の様子
が積極的に公開されている。
・情報提供だけでなく、行事ごとのアンケートや、学校評価として
のアンケートによる意見聴取を行い、双方向的な連携を図って
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

・学習支援、読み聞かせ、花植えボランティアなど、多くの方々
にご協力いただいている。お願いをする便りが何通もたまってし
まう等、計画的になっているとは言えない。今後は、窓口を一本
化し、便りの作成、名簿の活用など、システム構築に向け、尽力
していきたい。

Ａ

学校関係者評価についての説明

地域からの要望を素早く聞き入れ対応していることがよくわかる。
引き続き良好な関係を築いてほしい。

少しずつ学校のホームページが充実してきている。インターネット
の発達した今の社会で学校からの情報発信は必須のことである。
もっともっと新座小のよいところを発信していただきたい。

新座小の学校応援団の活動はすばらしいものがある。学校応援
団を通して、地域にもその輪が広がっている。学校やＰＴＡとの緊
密な連携の元に活動できるような運営、そしてリーダの引き継ぎな
どのいろいろな課題はあると思うが、これからも息の長い活動がで
きるような企画・運営をしていってほしい。

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

児童会を巻き込んで外遊びを奨励し、教師も一緒になって遊んで
いる姿をよく見かける。すぐには結果がでなくても継続していくこと
が大切であると考える。

学校給食が大きな役割を果たしている中、栄養職員や養護教諭を
中心に食育に力を入れている様子がよくわかる。健康教育全体を
考えたときは、担任の役割は大切である。引き続き取り組んでいく
ことを期待する。

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

あいさつをしてくれる子が多く気持ちがよい。しかし、話をすると「で
す。ます。」を使った会話ができる子が少ないのが現状である。授
業中の発表時など繰り返し指導することで少しずつ身についてくる
と思われる。学校だけでなく家庭とも協力し、場に応じた言葉遣い
ができる子を育成してほしい。

いじめに対しての体制がきちんとできていることは素晴らしい。実
際に事案が発生したときには、スピード感を持って対応してほし
い。また、不登校気味の子が登校するまで校長先生が門で待って
いることは、なかなかできないことである。学校が一人一人を大切
にしているという雰囲気が地域に伝わってきている。

管理職自ら率先垂範している様子を伺うことができる。若い教職
員が多い中、感覚のずれもあるかも知れないが、常に教育公務員
という自覚を持って職務を遂行していくことを続けていってほしい。


