
＜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、学校教育目
標達成に向けて、組織
的に運営し、特色ある
学校づくりに取り組んで
いる。

Ａ
・校長の経営方針の下，日本一の学校を目指
して国語科の研究を全教育活動に波及させ，
言語活動の充実を図っている。

Ａ

2

  学校は、学校教育目
標に基づき、学年・学級
経営、教科経営及び校
務分掌を機能させてい
る。

Ａ

・学校の教育目標達成のため，各校務分掌で
具体的に細かく打ち合わせできている。
・行事などを運営したり企画したりするときなど
は，学校教育目標を意識しねらいを決めてい
る。

Ａ

3

  学校は、事故やトラブ
ルに対してのマニュア
ルを作成するとともに掲
示し、迅速に対応できる
体制を整えている。

Ａ

・｢児童の安全確保に対する緊急マニュアル｣｢
体育授業における事故防止の５則｣｢災害時に
おける対応マニュアル｣等を掲示するとともに，
緊急事故対応できるよう体制を整えている。

Ａ

4

  学校は、清掃活動や
掲示教育に力を入れる
など、組織的に環境美
化に努めている。 Ａ

・朝６年生が率先して駐車場やピロティーの落
ち葉はきをしている。さらに，教職員も協力して
行えるよう意識していく。そのためには一層清
掃時間をしっかりと確保し，もっと無言清掃を
広めたり，季節にあった掲示物を掲示したりす
ることで環境美化意識を高めていく。

Ａ
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5

  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

・全体的に落ち着いて授業に取り組んでいる。
共通の学習ルールを定め，指導の格差がない
よう学年間で教材研究をするなど同一歩調で
指導にあたっている。

Ａ

6

  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、
児童生徒の言語能力を
高めている。

Ａ

・国語科の研究が充実し，全教育活動
の中で言語活動の充実を図ることがで
きている。成果を作文集にまとめたり，
文集等に活かしたりすることができた。

Ａ

7

  学校は、児童生徒の
実態に基づいた授業改
善に努め、学力を向上
させている。

Ａ
・全学級が授業公開を行うなど，各学年
や学級で工夫しながら授業研究に積極
的に取り組んでいる。

Ａ

8

  学校は、児童生徒の
社会的・職業的自立に
必要な能力などを育て
るキャリア教育の推進
に努めている。

Ｂ
・キャリア教育を推進できるよう，情報提供の
ための研修を計画し，教える側のキャリア教育
の方向性を定めていくようにする。

Ｂ

9

  学校は、英語（英会
話）の授業の充実に努
め、児童生徒の英話へ
の関心を高めている。 Ａ

・担任教師が主体となって授業をリード
し，英語への関心が高まるようハロータ
イム（英会話の時間）や今月の歌に力を
入れて指導してきている。なお金曜日
のハッピーデーも定着している。

Ａ

・とてもきれいに清掃されている。清掃時間中は児童も
よく手を動かしている。掲示物も工夫されている。落ちて
いるゴミを教師が拾っている姿を、児童が見ており良き
手本となっていると感じた。
・いつも掲示物等きれいに整っていて、清掃活動等、美
化に努力している。

評価項目「組織運営」

・学校側でも取り組みは発信されている。音読にも力を
入れ、言語活動の充実につながっている。
・校長先生を中心とし、国語科の研究を熱心に取り組ん
でいる。

学校関係者評価についての説明

・日記を書かせる、学校行事を新聞としてまとめさせる
等、文章の作り方、発表の仕方への指導がしっかりされ
ている。　　・国語科の研究を長年続け、言語活動の充
実にとても努力している。

・子ども一人一人が夢をもって努力できるような取り組みを期待す
る。地域人材を活用し、将来の目標となるような方の話を聞く等の
工夫ができるとよい。
・社会では様々な職種・職業に関わっている人がいるので、地域で
活躍している人々を招いて講演会等で関心を持たせるなどきっかけ
作りがあっても良い。

・ハロータイムは児童に好評で、この取り組みは児童の
自然な英語への関心を導いている。
・いろいろな工夫がなされ、楽しく英語を身につけられる
よう教師が努力している。

・不測の事態に教師一人一人が共通の情報を持ち、児
童の安全確保と正しい判断につながる体制である。
・自己評価にて、体制を整えているとあるので準ずる。
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･参観や行事等を通じて、学校は各学年に応じた内容を
考え、教職員も協力し合って取り組んでいると感じた。
・教職員が各校務分掌で役割を持って実行されている。

評価項目「基礎学力の徹底」

学校関係者評価についての説明

･参観での様子から、各学年に応じた教材で工夫して授
業がされている。児童も、集中し落ち着いている子が多
い。　　　　・各学年ごとに先生が連携し、指導している様
子がうかがえる。

・学年ごとのカリキュラムで工夫されている。
・授業公開の実施や、掲示等授業が工夫されている。
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10

  学校は、児童生徒が
友達や教職員・来校者
に進んであいさつがで
きるよう指導し成果をあ
げている。

Ａ
・来校者に対しても児童が自ら進んで明るく挨
拶ができている。常に進んで自分から挨拶す
るという意識をもたせ繰り返し指導していく。

Ａ

11

  学校は、児童生徒が
「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。

Ａ

・指導は十分に行われているが，成果がでると
ころまでには至っていない。細かいところまで
気を配り，教師の言葉遣いを気をつけるなどし
て言語環境を整えたい。

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。

Ａ

・生徒指導や教育相談に関して学年間
の連携によりいじめ等の行為があった
際の早期対応をする体制は整ってい
る。いつも常に起こりうることとして意識
していく必要がある。

Ａ

13

  学校は、教職員自らが
手本となり、児童生徒に
対して規範意識を高め
る指導を行っている。

Ａ

・教職員は常に手本になるよう心がけてはいる
が，児童に対して不適切な言動や児童と馴れ
合いにならないよう，さらに意識を高めて指導
していく。

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

・業前・業間の運動を奨励し，体力アップカード
への取り組みを毎日家庭で行うなど，体力づく
りに意欲的に取り組ませている。また，市内大
会への参加を奨励し多くの大会に本校児童が
出場している。

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

・リクエスト給食などで栄養バランスを考えて
献立を考える経験などは，日常の生活で活か
せる。児童の食に関する関心をさらに高めるた
めに，できるだけ旬の食材や行事食を多く取り
入れ，家庭への啓発をしていく。
・ぱくぱく通信を活用して，給食クイズをクラス
全員で解いたり，給食の評価をしたり，給食に
関するコメントを記入さたりして，食に関する意
識を高めるなど，健康教育を推進していく。

Ｂ
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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

・親と子の自転車マナー教室や二中フェスタ，
ふれあいまつり，家庭教育学級，地域の運動
会やお祭りなどに多くの教職員や児童が参加
するなど，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

・ＰＣ操作補佐員の協力により日々新しい情報
を更新している。ホームページに学校便りや行
事予定，給食便り，さらには学校行事を分かり
やすく写真で情報提供している。

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。

Ｂ
・学校応援団の活動内容を教員がさら
に認識し，協力して活動できる体制を整
え，教員の役割を明確化していく。

Ｂ

・保護者の協力だけでなく、地域の人材を幅広くリストアップし、学校
として地域人材の情報をもつことが必要。地域人材を活用した、豊
かな教育活動の展開をよりいっそう期待する。
・不審者出現時の集団下校等、判断が速く対策が生かされている。
・学校応援団組織の活動内容がわかるよう、掲示等に工夫が必
要。

評価項目「保護者・地域との連携協力」

・地域に開かれた学校である。各行事では地域の方、保
護者、学校が協力し合いコミュニケーションが取られて
いる。　　・PTAとよく連携がとれ、地域活動に参加、協
力できている。

学校関係者評価についての説明

学校関係者評価についての説明

・明るく元気に挨拶ができている。特に、高学年が低学
年の見本となっている姿を見かけた。

・学校便りの回覧やホームページ等、情報提供に取り組
んでいる。
・毎月の学校便りはとても見やすく、ホームページの内
容も豊富である。

・いじめに意識していくことは早期発見・解決につながっ
ている。

・先生方は日々努力されている。
・公共の場での態度も児童の見本となるよう、引き続き
気をつけていってほしい。

学校関係者評価についての説明

･朝マラソン等、体力作りに意欲的に取り組んでいる。
・体力アップカードや縄跳びカード等をきっかけに、体力
アップができている。

・食に関する意識を高めるには、家庭の教育も重要であ
る。家庭での食育を推進するような情報発信を期待す
る。　　　　・旬の食材を使い季節を感じられる献立はす
ばらしい。献立表を見るだけで食に関心を持たせること
ができている。人参の収穫などの経験も良い。家庭への
啓発は、ぱくぱく通信や試食会での説明等で十分であ
る。・給食試食会の実施や栄養バランスを考えた献立
等、食育に熱心に取り組んでいる。

評価項目「規律ある態度の育成」

評価項目「健康・体力の向上」

･完全ではないが、場に応じて対応できている。
・低学年のうちから指導されていることで、高学年で自
然と定着していくのではと思う。今後も場に応じた言葉
がけをしてほしい。

No.2


