
＜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
相談を意識したが、日常の些細なことでも相談
できるような雰囲気作りが重要である。

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

・チーム大和田として、分掌会議の時間が確
保されたため、見通しを持って仕事ができた。
・チーム大和田に所属している意識が高まっ
た。
・各主任の仕事負担が大きかった。副主任制
度を考えるとよい。

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。
・事故や怪我に対して養護教諭が的確に対応
した。
・マニュアルがあってもいざというときにすぐ使
える体制ではない。研修が必要である。

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。 B

・高学年は無言清掃への意識が高く、ほぼ達成できて
いるが、児童の意識差が大きいので、無言清掃の意義
をきちんと理解させたい。
・児童のチェックカードを学校として統一するとよい。
・清掃監督場所が曖昧になりがちである。明確に。
・清掃の仕方について年度初めに全校一斉に指導する
機会を持つとよい。

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。
・チーム大和田として今後も共通理解共通行
動を図っていきたい。
・日常の小さな取組を疎かにしていないことが
大和田小の強みである。

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

・11月27日(木)の発表会に向けてチーム大和
田として一丸となって取組み、成果を上げた。
・学習のゴールを明確にすることが児童の学
習意欲を高めることがよくわかった。「単元を
貫く言語活動」を他教科にも生かしていきた
い。

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
取組み、共同の教材研究やお互いの学級の作品を見
合うなど研修に励んだ。
・学年や教科を超えて互いの授業を見合ったり、TTを組
める体制になるとさらによい。
・家庭学習、自主学習への取組みはまだ甘い。個人差
が大きい。

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

・６年生を中心に「何かすることありますか？」とか「お手
伝いしましょうか？」という声がけが増えてきている。研
究発表の時に行った「おもてなし隊」などの取組の成果
だと思う。
・係と当番活動の違いを教師自身が理解することが必
要である。その上で自主的主体的な活動をさせていき
たい。

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

・生活習慣や文化の違いを学ぶ機会があってもよい。
英語以外の文化にも触れさせたい。
・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
したり、基本的流れの資料を事前に渡すなどが功を奏
した。
・金曜日のハッピーデーを朝だけではなく、充実させた
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

・常に落ち着いて集中して授業を受けている。どの教科
も確実に学力が身に付いている。
・事前の教材研究が十分になされており、子供の理解を
深めている。
･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
系統的に取組まれていることがよくわかる。
・全学級の取組である点もすばらしい。

・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。
・事故対応について、保護者にも毎年度初めに必ず十
分説明し、理解を得ておくことがよい。特に新１年生の
保護者に徹底させたい。

No.1様式３　平成26年度新座市学校評価システム学校関係者評価シート

○「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。

学校名 新座市立大和田小学校

実施日 平成27年1月26日

･「チーム大和田」のもと、先生方が一つになっているこ
とが外部からよくわかり、大変よい。
・先生により、学級により違いすぎることがない。
・全教職員が共通理解共通行動できていることがすばら
しい。

・すばらしい研究で、成果の継続と発展を今後も期待す
る。
・研究発表の日、たくさんの参会者に囲まれても、子供
たちが授業に集中し、堂々と発表していた。言語活動に
関しての内容もすばらしかった。

・６年生のおもてなし隊が、学校として広がることを望
む。
・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。

・担任の関わり方が一歩前進したと考えられる。
・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。

・無言清掃は人格形成によい。
・無言清掃が始まる時に放送が入ることにより、意識化
が図られている。
・昨年度は体育館に水がたまっていることがあったが、
今年度はきれいになっており、いつも細部まで清掃が行
き届いている。

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
組んでいる。

学校関係者評価についての説明
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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

・来校者に対しては挨拶ができているが元気がない。恥
ずかしがっている児童も多いので自信をつけさせたい。
・児童同士のあいさつが課題である。代表委員会のあ
いさつ運動は大変良い。今後も継続を。
・教師自身がもっと声がけをしたい。教職員間でも教師
と子供間でも「おはようございます」「おつかれさま」など
声がけしていきたい。

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

・日常的に言葉に敏感になりたい。「おや」と思った
ら即座に指導する。アンテナを高くする。
・１年生であっても自然と丁寧語を使わせたい。
・教師は休み時間であっても「～さん」と呼びかけ、
手本となるように心がけたい。

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

・小さなことであっても教室での出来事を職員室で話題
にしている。こういうことが早期発見につながると思う。
・知識としては「いじめいけない」とわかっていても、その
場の雰囲気に流される子、ふざけだと思っている子が
多い。事例を挙げて具体的に考える場を多く設定した
い。
・「心の日」で振り返ることはとても大切である。続けた
い。

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

・チーム大和田として共通理解共通行動を徹底したい。
経験の浅い先生が増えから、なおのこと大事にしたい。
・周りに流されしまう子供がいる。教職員が共通理解で
同じ指導をすることが重要である。ぶれない。
・子供たちはおおむね学校の決まりは守ろうとしてい
る。学校外でもルールを守る意識を高めたい。
・廊下歩行はもっと徹底すべきである。

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

・体育部が単元ごとに提示した活動例はたい
へんありがたかった。継続してほしい。
・体力アップカードの項目が多い。項目を絞る
ことべきである。
・朝マラソンや外遊びをもっと奨励していきた
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。 Ａ

・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。
・箸の持ち方や、食べ方、残食を減らすなどは
給食指導だけでは限界がある。家庭への啓発
が必要である。

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

・学校行事へのPTAの協力は本当にありがたかっ
た。研究発表も裏方の仕事を請け負っていただい
た。とても力を尽くしてくださった。
・親と子の自転車マナー教室やふれあいまつり、
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

・下校時に児童のトラブルが多かった。教職員
だけでは見守りができないので、地域の方と
連携を深めたい。
・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

・学校だよ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。

・学級によりタイムリーな時に席替えするのは、いじめ防
止の観点からもとてもよい。
・「心の日」の取組を大切に、子供の心に寄り添ってほし
い。

・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。

･一昨年度の課題が解決できている。今後も継続して正
しい食育に取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」

・PTAと学校がよく連携し、子供たちの向上に役立って
いる。
・教師が地域の行事や市の行事に積極的に参加するこ
とが、子供たちを応援することになっている。

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

・代表委員会による挨拶運動はとてもよい。今後も続け
てほしい。


