
＜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

・全教職員が、目指す学校像と自分の目標と
の連鎖を意識し、PDCAのサイクルで取り組ん
だ。
・チーム大和田として互いに協調し、報告連絡
相談を意識した。

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

・チーム大和田として、年間を見通して校務分
掌等で具体的に細かく打ち合わせできている。
・各主任が、共通理解共通行動を意識し、連
絡調整に努めた。

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

・事故やトラブルに対して必ず管理職に報告相
談連絡し、誠実に対応するよう努めた。
・マニュアルを意識はしているが徹底できてい
ない面もあるので、事故防止のための具体的
な研修を充実させていく。

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

・高学年が中心になって無言清掃に取り組ん
でいる。そういう高学年の姿をビデオで全校に
紹介したことは大きな意義があった。
・今後も、清掃する意義を指導し、キャリア教
育の一環として無言清掃を充実させていく。

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

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。
・学習準備が徹底できるように指導したい。

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

・研修テーマ「単元を貫く言語活動」の共通理
解が進み、言語活動を重視した授業に取り組
んだ。
・国語科の研究成果を他教科にも生かしていく
ように取り組んでいく。

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、授業研究に
積極的に取り組んでいる。
・学力向上委員会を中心に組織的に改善が図
られている。
・家庭学習について取り組んでいる。

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。

Ａ

・昨年度同期2.97から3.59へと評価を大きく向
上させることができた。
・6年生が取り組んだ体験学習以外にも、日常
的な勤労意欲を高める取組の成果が上がっ
た。

Ａ

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

・担任と英会話講師の意思の疎通をよくするた
め、基本的な授業の流れを統一し、言葉がけ
の具体的な例示をするなどが功を奏した。
・All Englishでは難しい面もあるので、授業の
あり方をさらに工夫したい。

Ａ

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

･学年の連携、学年間の理解がよくなされ、授業におい
て学力差がない取組をめざしているすばらしさがある。

・家庭教育の充実に取り組み、、学力向上の大きな成果
につながっている。
・日々の授業もよく工夫されており、学力向上に計画的
系統的に取り組まれていることがよくわかる。

・あらゆる事故に対してより適切な行動や指導ができる
よう、引き続き検討し、研修をすることが重要である。
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･学校教育目標は校務全般にわたり、組織的に計画実
施され、高い達成感を示している。

・研修を中心とした学校づくりが学校の誇りとなり、児童
の顔を輝かせ、自信をもたらしている。

・キャリア教育にしっかり取り組むことで、昨年度の評価
の改善がなされた。今後も継続することを望む。

・楽しみながら英語の習熟に励み、身についていくこと
で成果が上がっている。
・担任の関わり方は今後の大きな課題である。

・校内外はいつも清掃が行き届き、児童は気持ちのよい
環境で学習している。
・掲示教育もよく工夫され、学力向上に役立っている。

評価項目「組織運営」

・教職員は校長の経営方針をよく理解し、自分の学級経
営に具現化している。特色ある学校づくりに積極的に取
り組んでいる。

学校関係者評価についての説明
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学校
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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

・来校者に対しては、児童が自ら進んで明るく
挨拶ができている。
・児童同士のあいさつが課題、という評価か
ら、代表委員会のあいさつ運動を取り入れたこ
とは大変良かった。今後も継続させる。

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

・職員室に来たときの話し方などは、たいへん
指導が行き届いている。
・児童同士では乱暴な言葉遣いがあるので、
今後も継続して指導していく。

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。

Ａ

・「心の日」を中心に、児童自身が自分を振り
返る機会を大切にしている。
・生徒指導や教育相談を中心に、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

・教職員が自ら時を守り場を清め礼を尽くすよ
うに努力しているが、個人差がある。
・教職員の言葉遣いや態度が常に手本になる
よう心がける必要がある。もっと互いに声を掛
け合っていきたい。

Ａ
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自己
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自己評価についての説明
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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

・体育部、体力向上委員会を中心に具体的な
取組がなされた。
・体力アップカードや朝マラソンの取組で力を
付けている児童が多い。
・朝マラソンの意義を指導していく必要があ
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。 Ａ

・昨年度同期の3.32から3.70へ大きく評価を上
げた。
・担任と学校栄養職員との食育の授業に取り
組むことが出来た。
・ランチパーティーを児童は楽しみにしていた。

Ａ

№ 質　問　項　目
自己
評価

自己評価についての説明
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関係者
評価

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。

Ａ

・ミシンボランティアや学生ボランティアの活用
など、さらに充実した連携となった。
・地域の方のお話を全校児童が聴くことができ
たのは、よいきっかけとなった。
・学校応援団の活動内容を教職員自身がさら
に知る必要がある。

Ａ

評価項目「規律ある態度の育成」

評価項目「健康・体力の向上」

･丁寧な言葉遣いは、積み重ね、継続することで定着す
る。人格と言葉遣いは比例するものである。心の教育、
「心の日」との結びつきも活用したい。

No.2

・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。

・各学年とも、学期に一回は自分を振り返り、友だちとの
在り方を話し合える時間をとれたらと、望む。

・非常に優れた教師が、常に正しい方向を示している。
地域、保護者は安心している。

学校関係者評価についての説明

･個人差があると考えるが、目標が設定され、取組が明
示されているのは非常によい。

･昨年度の課題が解決できたことは成果である。継続し
て正しい食育に取り組んでいただきたい。

・保護者の協力だけでなく、地域の人材を活用して豊か
な教育活動を展開した。
・地域の惜しみない応援に、学校としてよい教育を行う
ことで信頼を得ている。
・今後も三者で協力し、子どもたちの未来のために連携
の輪を強くしていきたい。

評価項目「保護者・地域との連携協力」

・学校はできる限り工夫をして、保護者・地域との連携を
図っている。
・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

・児童同士の挨拶ができるということは、お互いの存在
を認めあえるということである。あいさつを単にマナーと
とらえるだけでなく、共に生きる仲間となることを目指す
上で、とても有意義である。


