
＜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。 B

・教師が児童と授業以外でふれあう時間も大切にし、
信頼関係から自己有用感をさらに高めていく。
・学年の枠を超えた拡大学年会を設定し、課題や解決
策を検討するとともに、学年のもつよさについても積極
的に多くの目で共有する。

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。

B

・チャレンジプリントやコバトンプリント等の活用方法や
内容の精選について継続していく。
・単元のゴールを児童と共有したり、授業の目標を明
確に示したりすることを重視して授業づくりに取り組
む。

Ａ

3

チーム大和田として、児童の『自
分から』を大事にした主体的・協
働的な教育活動に取り組んでい
る。 B

・『自分から』の具体的な姿について、発達段階に応じ
てより明確にし、共有していく。
・当番活動や係活動などのふり返りや見直しを充実さ
せるとともに、各学級の『自分から』がんばっている取
組や成果について共有する機会を設定する。

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

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。 Ｂ

・主任・副主任の連携を充実させるとともに、各分掌担
当が責任をもって提案、報告できるよう確認していく。

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

・諸問題等について、学年や学校として対応すること
ができている。
・大和田小の共通ルールを理由と共に共有し、今後も
共通理解・共通行動を大事にしていく。

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

・危機管理マニュアルに沿った避難訓練を実施し、警
察の指導のもと、マニュアルの見直しや共通行動の確
認をすることができた。
・緊急時の対応について、職員室に掲示している。

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

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

・少人数指導や授業を見合う機会を充実させることが
できている。
・学習規律については、複数の目で確認するとともに、
繰り返し指導していく。

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

・国語科以外でも言語活動を充実させることができて
いる。
・ペア学習など、自分の意見を伝えたり、相手の意見
を受け入れたりする機会を継続、充実させていく。

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。

Ｂ

・児童に身に付けさせる力を明確に絞り、学習指導要
領から位置づけることができている。
・自主学習の取組や教師の見取り方について検討す
るとともに、家庭との連携を大事にし、基礎学力の定
着につなげていく。

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

・ＡＬＴと連携し、計画的に授業を展開させることができ
ている。
・外国の文化や言葉を知識として学べるよう、内容の
見直し、精選を継続していく。

Ａ

評価項目「　学校の重点　」

学校関係者評価についての説明

運動会や研究発表会の開催等、チーム大和田として充
実した取り組みが見られた。特に春の運動会は、学年
を超えての一体感、連帯感につながっており、校内の協
力態勢を感じる。引き続き充実に努めてもらいたい。

学校公開時の授業等、学習課題の提示が明確で子ど
もたちが学習の目標をもちやすいと感じた。意見の発表
や振り返りなど学習意欲の向上を目ざす授業態勢が確
かなものになっている。個々の対応も難しいところもあ
るだろうが、今後も継続してほしい。

運動会などで、子どもたちが自分たちで動くよう促す様
子がみられた。挨拶は、「自分から」が概ね達成できて
いるようである。校内ではみんな挨拶をしてくれる。声が
小さいようなので、大きな声をだすことで自分からがん
ばろうとするエネルギーになるのではないだろうか。校
外での挨拶もさらにひろげてほしい。

多くの教科で、課題についての個々の取り組みやグ
ループでの話し合いなどコミュニケーションの充実がみ
られる。研究の蓄積が授業の工夫に生かされていると
思う。

宿題や自主学習など学力の定着の取り組みが進めら
れている。一人一人の見届けは大変な負担だと思う
が、限られた時間で丁寧に対応されているように感じ
る。引き続き家庭との連携をお願いしたい。

特に低学年では耳から学ぶことが大事だと思うが、充
実した学習が計画的に進められている。今後の成果を
期待したい。

各教室に危機発生時の対応が掲示されるなど工夫され
ている。下校時に県警の犯罪情報ニュースを知らせて
安全上の注意を促すなどの取り組みも効果があるので
はないだろうか。

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

学校公開などの折りに授業の開始時や話の聞き方など
学習のルールが確立されていると感じる。発言やノート
のとり方などもきちんとしている。個々の対応も丁寧だと
感じる。継続して取り組んで欲しい。

○「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

学級数の多い、大きな組織だが機能的に動いているよ
うにみえる。役割分担や相互の協力など共通理解に基
づいて取り組まれている。諸調査など、業務内容を見直
して、ゆとりが持てるよう負担の軽減にも取り組んで欲
しい。

評価に基づく改善に努めながら、高い目標をもって取り
組んでいると感じる。目標達成に向けたＰＤＣＡが機能
している。引き続き共通理解、共通指導で教育の充実
をめざしてほしい。
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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

・２学期の「あいさつ隊」の取組が効果をあげ、各学年
で気持ちのよいあいさつが増えた。
・『自分から』あいさつできるよう、これまでの取組を生
かすとともに、教師が範を示すことができるよう意識を
高くもつ。

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

・相手の悪いところばかりでなく、良いところを積極的
に見つけ、認め合えるような声かけをしていく。
・生徒指導上の課題など、共有することを心がけ、学
校全体で環境整備を進めていく。

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

・年度当初の研修等で共通理解したことを定期的に確
認したりふり返ったりする機会を大事にし、手本として
の教師の意識向上を図る。
・よい行いを認め、褒めたり、紹介したりする機会も大
事にし、児童の規範意識を高めていく。

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

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。

Ｂ

・朝マラソンの取組について、児童が『自分から』取り
組めるような啓発の仕方を工夫していく。体力テストや
朝マラソンの結果など、掲示物を有効活用する。
・器械運動の技の系統を確認するとともに、次学年を
見据えた効果的な学習活動を設定していく。

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

・調理員さんへの感謝の気持ちを大切にしながら、時
間内に栄養バランス良く完食できるよう指導を継続し
ていく。
・学校保健委員会等の機会を活用し、家庭と連携して
食育に取り組む。

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

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

・ＰＴＡや地域の方と連携し、前年度の反省を学校行事
等に生かして運営することができている。保護者や地
域の意見に対して具体的に、適切に対応できるよう、
今後も努めていく。

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

・学校だよりによる定期的な情報提供とともに、コン
ピュータ業務補佐員の協力により、研修内容や学校
行事、校長コラムによる普段の様子等、ホームページ
で頻繁に情報提供することができている。

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

・ミシンサポーターや音読ボランティア、花植ボランティ
アなどの協力が、教育活動の充実につながっている。
・学校応援団の意義や構成メンバーなど、職員が理解
を深め、より効果的に連携していきたい。

Ａ

学校だよりが町会にも回覧され、地域にも情報が提供
されている。ホームページもその都度更新され、「校長
コラム」など学校の様子がよくわかる。

安全パトロールなど保護者と地域との連携はとれてい
る。学校応援団は，具体的な内容を知らせるなどＰＲも
継続して参加の輪を広げたい。

学校関係者評価についての説明

体育館通路の掲示など意欲を高める工夫がされてい
る。狭い校庭を活用するよう工夫され、子どもたちの運
動量を確保する努力が感じられる。昨年度効果があっ
た「ぞうきりんシール」を継続してみてはどうか。

旬の食材、地元の食材を生かした給食が提供され、工
夫されている。調理員さんの話を聞いたり交流給食をし
たりするのも食育の機会となるのではないか。

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

ＰＴＡ、地域との連携がよく取れている。運動会に敬老
者を招待する他に、学校行事への参加の呼びかけなど
もよいのではないか。アンケートの活用も有効である。

自ら進んで挨拶ができている。大きな声で挨拶をすると
校内に活気があふれる。校外では、不審者の対応など
難しさもあるが、スクールガードの方への挨拶など引き
続き取り組みを進めてほしい。

想定外の事態も視野にいれた対応が進められている。
ネットのトラブルなど、常時注意が必要な情報を共有す
るなど保護者との連携、協力を継続して欲しい。

運動会や学校公開、研究発表会など教職員が範を示
す様子がみられ、子どもたちの行動に影響しているのを
感じた。言葉遣いなどは特に日常の言動に関わるの
で、引き続き取り組んでほしい。

評価項目「健康・体力の向上」

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


