
＜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

チーム大和田として、ゴール（身
に付けさせたい力）を明確にした
授業づくりを行っている。 A

・全教職員が一丸となって研修した授業はとても良
かった。一部の人が取り残されてしまうような研修
にならないようにしたいと思う。
・学年会が機能しており「何を」「いかに」教えるか
をはっきりさせ授業ができた。

A

2

チーム大和田として、言語活動
を充実させた教育活動に取り組
んでいる。 A

・系統的な言語活動を特に国語の授業で実践して
いるが、教育活動全体となると、さらに充実させる
余地がある。書く力やプレゼンテーション力のため
にもっと場数をふませる必要がある。授業以外の
場での経験を積ませたい。

A

3

チーム大和田として、自己有用
感の高い学校づくりを行ってい
る。 A

・学校行事での達成感が自己有用感につながっ
た。教師側も意識をして声かけをすることが多く、
子ども達の自信につながった。
・「お願いします。」「ありがとうございます。」等」の
言葉を生活でしっかりと使えるようにする。

A
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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。 A

・主任、副主任で連携し、共通理解のもと活動でき
ていることが多いが、打ち合わせる時間、振り返り
の時間は決して十分ではない。
・分担により、負担の一部集中を防いでいるが、ど
うしても片寄る部分が出てくる。

A

5

学校は、学校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ＰＤＣ
Ａサイクルに基づく学校経営を行ってい
る。

A

・情報共有や相談はかなりしていると思うので、あ
とはお互いの手助け・フォローを遠慮せずにしてい
く・してもらう雰囲気づくりだと思う。
・多忙ではあるが、互いにやりとりする時間を設
け、PDCAさいくるの学校経営を意識している。

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。

A

・マニュアルに沿った訓練を行っているが、いざと
言うときにすばやく体が反応する自信がつくまで身
に付いていない。事故や不審者侵入等、様々な場
面を想定して研修する機会を定期的に設けるとよ
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

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。

A

・多くの児童がルールを守り、落ち着いて学習
に取りんでいるが、マイペースな児童、それに
流されてしまう児童が見られる。個別対応を粘
り強く継続させる必要がある。
・まず教員が時間を守れるようにしたい。

A

8

  学校は、各教科の指導において言語
活動を充実した授業を展開し、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

・研修をもとに、子どもの力が付いてきていると感
じている。研修だけでなく他の単元でも単元を貫く
をやっていきたい。
・さらに研修を重ね、ねらい、評価にぴったり必然
性のある言語活動を検討していきたい。

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。

A

・家庭学習（自主学習）の内容を保護者にもっと啓
発していくように努めていくといい。また、家庭学習
の型（大和田スタイル）を明確化すべき。
・個別指導が必な児童を指導出来る時間が欲し
い。

A

10

   学校は、英語（英会話）の授業を充実
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

・英会話の授業で、他教科では見せない活き活き
とした子どもたちの姿が見られ嬉しかった
・打ち合わせ時間が確保できないため、本時のね
らいが十分理解できていないまま授業することも
ある。

A

様式３　平成２７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 新座市立大和田小学校

実施日 平成28年1月25日

緊急時のマニュアルを学級に掲示してはどうか。

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

児童の習熟度は差があるわけで、個別の目標設定を大
まかでもしておくとよいのではないか。一律にと考えると
難しい。

○「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「組織運営」

学校関係者評価についての説明

共通理解の場は、十分に時間をとることができる長期休
業のときに集中的に当てるとよいと考える。

各種項目について具体的方策を立案したら実践を進め
るので、後は個々の教師の歩みとなる。悩みは学年会
や分掌会議で共有できないか。

高水準の研修にしっかり取り組んでいる。小さな達成目
標が気持ちに余裕をもたらす。

家庭学習は各家庭の状況がある。ある程度、家庭にお
任せでもよいのではないか。

十分な取組がなされている。

評価項目「　学校の重点　」

学校関係者評価についての説明

全教職員が明確に示された目標に向け、手立てを共通
のものとして、授業に臨んでいる姿はすばらしい。

非常に内容の高い授業を展開している。児童一人一人
の到達度チェックはこれからの課題にしてほしい。

授業の中での有用感を大切にしてほしい。一番重要な
場である。
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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したり、「で
す、ます」をつけるなど場に応じた言葉
遣いを実践したりできるよう指導し、成
果をあげている。

B

・「オアシスのコ」は有意義であった。キャンペーン
により、あいさつが増えた。
・意識は高まってきたので、継続して声掛けし取り
組みたい。同時に、家庭への呼びかけが更に必要
である。

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。

A

・「ふざけ」や「いじり」といじめの境目が難しい。特
に高学年は難しいが、見逃さないようアンテナを張
らなければならない。
・「やらされている」感をなくしていくことが課題なの
で、「そうすると気持ちがよい」状態だと児童に感じ
させたい。

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

・なぜ、その決まりが必要なのかを考えさせること
が大切。相手意識を持たせる。
・教師の指示や注意がきちんと児童に伝わり行動
しているのか確認する必要がある。

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

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

・トラックのラインを引くことで朝マラソンの取り組み
方はよくなった。
・体を動かすことの運動することの意味を授業の
中で理解できると良い。
・体力アップカードを見直しきちんとやらせたい。

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

・ランチパーティが効果的。また給食室からのクイ
ズが、子どもたちの食への意識を高めている。
・食育の機会が限られている。その時だけにならな
い様、定期的に指導したい。

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にを
把握し、適切に対応している。

A

・駅伝やロードレースなど、興味のありそうな子や
実力のある子にはこちらから声をかけ、背中を押
してあげることも必要だと思う。駅伝も子どもたち
はよくがんばっていたと思う。
・どんな保護者会の工夫があるのか研修したい。

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。コンピュータ補助員の支援
が大きい。

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
・5年生は特にミシンサポーターさんがいてくださ
れ、本当に有難かった。
・来年度に向け、名簿の作成を進行中である。

A

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

評価項目「保護者・地域との連携協力」

学校関係者評価についての説明

保護者会の工夫は、自由に参加することができることで
きるようにすることでずいぶん研修になる。

11・12・13の項目については最小限の具体案を設け、達
成度を目に見えるものにしたい。一つができると他のも
のもできるようになる。

同上

同上

評価項目「健康・体力の向上」

十分な取組がなされている。

ぜひ事前に保護者と地域に呼びかけるように望む。

学校関係者評価についての説明

体力ほど個人差のあるものはない。個人目標を自分で
立て取り組ませたい。体力カードの項目が少なくなり、
家庭で取り組ませやすくなった。

充実された取組がなされていると評価する。


