
＜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、自己有用
感の高い学校づくりに取り組ん
でいる。 A

・国語の研究成果を他教科にも広げて行きたい。
・夏休みに体育の実技研修会がとても有効だった
ので、道徳や学級活動の研修を行いたい。
・子供達自身が、自ら短期的な目標をたてられるよ
うに振り返りカードを改善する。

A

2

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、
主体的・協働的に課題解決を図
る授業づくりに取り組んでいる。

A

・国語の研究成果が理科などの授業改善に生かさ
れていった。今後も他教科に広げて行きたい。
・家庭学習のねらいを保護者に理解してもらうよう
に努力する。
・チャレンジプリントを活用できるように改善し、枠
組みも見直す。また計画的に全学年分をそろえる。

A

3

チーム大和田として、主体的・協
働的な教育活動に取り組んでい
る。

A

・自主的な挨拶や廊下歩行はまだ課題があるの
で、今後は各学年の代表委員等を活用して、児童
主体の取組を推進する。けがは必ず予防できると
いう意識を児童に徹底させたい。
・教師も「オアシスの子」を意識して子供にあいさつ
するなど、率先垂範を行う。
・大規模校であるので今後も共通理解共通行動を
心がける。

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

・主任を中心にPDCAサイクルのもと運営できてい
る。学年会もレジュメをだしたり、副主任が進めた
り、時短を意識して進めている。
・前年度の紙ベースのファイルを保管するスペース
が工夫する。

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Ｐ
ＤＣＡサイクルに基づく学校経営を行っ
ている。

A

・管理職との報連相談や面談でコミュニケーション
がとれた。
・各行事の反省でどんな意見が出たのかまで全体
報告し、来年度の企画に反映させる。

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

・地震や事故などが起きた場合の細かい連絡系統
がすぐにわかるように、図のようなもの（マニュアル
をもっと簡単にしたもの）を拡大して職員室の見や
すい場所に掲示する。

A
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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。

A

・大規模校だが共通ルールで育てようとする意識
は高い。しかし、細かい所を見逃しがちなので、約
束の確認を学年会等で話題にして話し合いたい。
・児童の声が小さい。普段の生活や授業から、聴き
合うことを大切にした取組みをする。

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

・少しずつ国語以外の教科で、見通しをもった授業
の構築に努められるようになってきた。
・国語の事例をたくさん見ているが、他教科でどの
ように充実を図るかの具体的実践例が知りたい。

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

・研修の結果「身に付けさせたい力」を学習指導要
領から位置づけることは徹底されている。
・宿題と家庭学習の違いや何のためにやるのかと
いう意義を保護者に改めて周知し、浸透させる。

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

・6年生はスピーチが多く、とても充実した内容で指
導できた。
・インプット等の時間で英語以外の文化にふれるこ
とも工夫したい。

A
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各教室に危機管理のマニュアルが掲示されるなど改善
が進められている。いろいろな事態を想定して対応を検
討するなど、取り組みを継続してほしい。

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

個々に目標をもって学習し、互いに聴き合って学習する
ようすがみられ、子どもが育っていると感じる。一人一人
に配慮した学習の取り組みを継続してほしい。

○「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

役割分担や相互の協力など共通理解に基づく取組が充
実してきていると感じる。よい点を引き継ぐ工夫をしなが
ら、ゆとりをもって取り組むことができるよう負担の軽減
にも配慮してほしい。

昨年度の指摘事項の実施など、振り返りを通して改善
が進められている。改善点だけでなく、よい点、成果を
もっと強調してもよいと思う。

公開授業などで、先生方の指導により自発的に学んで
いる姿に感謝している。研究の成果がいろいろな教科で
活用され、工夫が進められているようすがうかがえる。
継続的に取り組んでほしい。

宿題と家庭学習の違いは保護者の間でもまだ十分理解
されていない。家庭の状況等にも配慮してさらに周知を
図り、共通理解をすすめてほしい。

小学生では耳から入る学習が大切だと思う。充実した学
習が行われている。

評価項目「　学校の重点　」

学校関係者評価についての説明

研究成果を活用し、自己有用感を高める授業が定着し
てきている。達成感を味わうことができる短期的な目標
設定が効果をあげている。春に運動会を実施することに
より、チームとしての態勢を整え、その後の展開がス
ムーズになっている。

自分の考え、意見をはっきりと発言し、振り返りを通して
学習の効果を高めるなど、学習意欲の向上をめざす創
意工夫がみられる。チャレンジプリントの活用など、個別
の対応の工夫を継続的にすすめてほしい。

学校を訪れた際に、あいさつや廊下歩行がきちんとでき
ていると感じる。子どもたちによるあいさつ運動など、自
主的な取り組みもとてもよいと思う。校外でのあいさつ
や登下校時にも広げてほしい。校長先生を中心にチー
ム大和田の向上に取り組んでいることに感謝している。
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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。

A

・３学期は友達同士や地域の方への挨拶を学校全
体の重点課題として、学年学級で具体的に取組
み、その成果を次年度につなげるようにする。
・教師自身があきらめずににこやかにあいさつす
る。

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

・校内でのいじめや意地悪な行為はその場での指
導ができるが、ライン等のネットが関わる中でのい
じめなどのトラブルの対応は難しく最悪な状況にな
るまで気づけないということが不安である。家庭と
の連携も必要。また教員の研修の必要性も感じ
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

・家庭も協力的で概ね決まりが守れている。
・きまりや規範意識についても、型だけでなく「人と
してこうあるべきだから・・・」とゴールを明確に指導
できている。

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

・朝マラソンの意義と効果を検討し、取組み方を改
善していく。体育委員会のぞうきんりんシールは効
果があった。配る回数をもう少し増やす。
・音体カードについて簡素化を図る。

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

・栄養バランスのよい給食を提供されている。
・すべての学年で学級活動内で、栄養職員と連携
して食に関して指導したい。
・次年度の学校保健員会では食育に取り組みた
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

・音楽会、持久走記録会、全校遠足・・・どれもPTA
役員さん、地域ボランティアさん等と連携して学校
をつくっているなあと実感している。PTA・地域の
方々に感謝。

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
・ホームページやメール配信など適切に情報提供し
ていると思う。
・いつも、すてきなHPをつくって頂きありがたい。

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。
・学校応援団の意義や構成メンバーなど教職員自
身がもっと理解したい。

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

開かれた学校づくりが進められ、地域、保護者、学校が
連携した取り組みが行われている。今後も継続してほし
い。先生方のがんばりに感謝している、地域でも積極的
に応援したい。

「こんにちは」「おはようございます」など、あいさつはよく
できている。場面に応じた声かけをしてその場に応じた
やりとりができるようにするなど、地域でも挨拶を心がけ
ていきたい。

ネットトラブルの対応について、情報の共有や保護者の
協力を求める取り組みを継続的に進めててほしい。保
護者も、まだ小学生だからというのではなく、対応を考え
ていきたい。

子どもたちの様子から具体的な指導で効果をあげてい
ると感じる。

評価項目「健康・体力の向上」

効果的な情報提供が行われている。

年々充実しており、もっと地域へのＰＲがあってもよい。
学校応援団の協力の内容を具体的に知らせることによ
り、参加する人ももっと広がっていくのではないか。

学校関係者評価についての説明

子どもたちを楽しく走らせる工夫はすばらしい。目標を
もって取り組むことにより達成感が得られ、効果も大き
いと思う。是非継続してほしい。狭い校庭を活用する工
夫も進めてほしい。

充実した給食や給食指導が行われている。調理員さん
から調理の工夫を聞くような機会があってもよいのでは
ないか。


