
＜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
私は、自己有用感の高
い学校づくりに取り組ん
でいる。

Ａ

・発達段階に応じて、日々の目標を自ら立てられるように指導
すると共に、児童の頑張りや努力を認め褒め、自己有用感を高
めていく。
・学級活動と道徳の時間を児童が自分自身や友達のことを温
かく振り返ることができる場とした。
・児童が自ら揚げた目標を見えるところに掲示するとともに、振
り返りを適宜行い、PDCAのサイクルで取り組ませる。前向きな
評価を積み重ねていく。

Ａ

2

私は、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

・全教科でゴール（身に付けさせたい力）は何かを明確にして授
業実践し、適正に評価することを共通理解とした。更に、学年
や教科を超えて、実践したことを、情報交換することで、教員の
授業力を高めていく。
・学校としての授業の大まかな流れを共通理解したり、板書の
書き方を統一したりする。それにより、更に主体的・協同的に課
題解決を図る授業改善を図る。

Ａ

3

私は、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。

Ａ

・児童が主体的におあしすのこ「お願いします」「ありがとうござ
います」「失礼します」「すみません（ごめんなさい）」「こんにち
は」の活動を継続的に行えるように教師自ら実践し、学年を超
えどの児童にも指導していく。
・授業開始・終了時刻を守ることを徹底するなど、教師が自ら範
を示し、児童が『自分から』主体的・協働的に生活したり、学習
したりすることができるように、前向きな評価を積み重ねていく。

Ａ
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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

・学年、校務分掌で自分の役割を確認し、見通しを持つ。主任・
副主任の連携を充実させるために、会議等で自分の役割を振
り返ったり、事前の連絡、調整を十分に行う。 Ａ

5

学校は経営方針を具現
化するために、学校評
価の実施等を通じて、
PDCAサイクルに基づく
学校経営を行ってい
る。

Ｂ

・学年や学校の様々な取組の目的を今一度明確にし、共通理
解・共通行動を大切にしながら実践する。
・諸問題について、学年や学校として対応している。 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

・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、職員室に掲示するだけでなく、実践し
ている。

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

・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、見逃さず
声かけをしたり、できている児童を評価し意欲付けしたり、繰り
返し指導をしている。

Ａ

8

  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、
児童生徒の思考力・判
断力・表現力等の育成
に努めている。

Ｂ

・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。
・教材研究を充実させ、思考力・判断力・表現力等が育成でき
るように、交流活動や言語活動など様々な手立てを研究してい
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、授業を見合ったり、教材研究を
協同的に行う時間をとれる体制を整えていく。

Ａ

10

  学校は、英語（英会
話）の授業の充実する
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「学力向上」

学校関係者評価についての説明

学校公開時等の授業参観を通じて、個々に配慮した指導を実感してい
ます。授業を見合う機会を通じて、指導方針が共有されているように見
受けられます。子どもたちへの励ましの意味でも、タイミングをとらえた
声かけをお願いします。

新しい教育課題の観点から、言語活動に限らない主体的、対話的な学
習をめざしての自己評価だと思いますが、この観点では、日々言語活動
の充実が図られている教育活動は「Ａ」と評価してよいと思います。今後
の研究に期待します。

これまでの研究活動を通じて、「発達の段階や学力、能力に即した学習
指導」の充実が図られてきたと思います。日々の指導の振り返りに厳し
い観点で臨まれての自己評価（Ｂ）だと思いますが、Ａとして評価しま
す。

国際理解を伴う英会話の授業は有意義である。耳から学び、問われた
ことに答えるなど、英語でやりとりをすることができている様子を見ること
ができます。オリンピックｊ、パラリンピックの理解も深められるとよいので
はないでしょうか。

保護者アンケートに見られるように、あいさつは概ねできているが声が
小さいのは残念なところです。読み聞かせなどでは、子どもたちが率先
してあいさつをしてくれるので、さらに明るく、活気のある学校をめざして
ほしいと思います。

評価項目「組織運営」

学校関係者評価についての説明

校務については、日頃の様子から適切に分担されていると思われる。限
られた時間のなかで、大きな組織を運営していく（機能させていく）難しさ
もあると思われます。校務事務を軽減するよう、市教委にも対策を講じ
てもらう必要があるのではないでしょうか。

日頃接している様子からすると、自己評価が厳しい感じがします。それ
が高い目標を支え、ＰＤＣＡの効果を高めていると思われますが、成果
についての確認を通じて向上が図られていると思いますのでＡと評価し
ました。

想定外の事態にも対応できるよう、マニュアルが見直され、適切な訓練
が実施されています。下校時に問題が生じた場合もすぐに教職員が対
応していました。引き続き。不審者情報等の保護者児童への情報提供
を通じて迅速に対応してください。自分の安全を自分で守れるような手
立ても必要でしょう。

○「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「独自」

学校関係者評価についての説明

運動会を春に実施することが学校としてのまとまりを確かになものとし
て、「チーム大和田」としてのスタートとなっており、児童の自己有用感を
高めることにもなっていると思います。教職員個々が自分の役割をもと
に協力しあっている様子がうかがえました。組体操など、児童にとって達
成感のある種目も、安全面に十分配慮しながら実施されていました。

授業参観などを通じて、ゴールを明確にすることにより、柔軟なアプロー
チで教育効果を高めていると感じます。いずれの学級も落ち着いた学習
の様子で、学年をはじめ、必要に応じた情報共有により授業の充実が
図られていると思いました。

様式３　平成３０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31年1月22日
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11

  学校は、児童生徒が
友達や教職員・来校者
に進んであいさつをした
り、「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

・あいさつ運動を代表委員などの活動で、あいさつが広まって
いる。更に効果的をあげるように、適切な時期に行い、継続指
導する。
・『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、「何が起きて」「どのような方針をとる
のか」を情報共有し、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
対して規律意識を高め
る指導を行っている。 Ａ

・年度当初に共通理解したことを定期的に確認したりふり返っ
たりする機会をもち、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を意図的につ
くり、児童の規範意識を高めていく。 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。

Ｂ

・体力テストや朝マラソンの結果など、掲示物を有効活用した。
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。
・体育部を中心に、体育授業の質を全体で向上させていく取組
みを研究する。

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。

Ｂ

・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。
・給食試食会等の機会を活用し、家庭と連携して食育に取り組
む。

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

・ＰＴＡや地域の方と連携し、教育活動を進めることができてい
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。
・ＰＴＡや地域の方の協力に、感謝の思いを伝えていく。

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
務補助員と連携し、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読み聞かせボランティア、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く。 Ａ

学校関係者評価についての説明

学校、地域、ＰＴＡの連携、協力体制ができていると思います。引き続
き。学校行事や学校応援団等の活動の案内をしてください。市のＨＰで
も、地域の活動を紹介すると、より一層郷土愛を育むことができるので
はないでしょうか。

学校だよりが、町内会の回覧板で回覧されるとともに、ＨＰでも随時公開
され、地域に情報提供されるなど、風通しのよい環境が整っています。
さらに活用できるようにしていきたいと思います。

安全パトロール、読み聞かせなど、地域との連携ができています。学校
応援団の活動にさらによく知ってもらえるよう、ＰＲ活動を通して、一層の
充実を目指したいと思います。

評価項目「健康・体力の向上」

学校関係者評価についての説明

狭い校庭を有効に活用して、体力向上に取り組んでいると思います。朝
の時間や休み時間等、子どもたちがスペースの使い方を工夫しながら
活動しているように見えます。安全面に配慮され、掲示物は有用感を高
めていると思います。

毎回工夫された、バランスのよい給食が提供されている。旬の食材、地
元の食材等が子どもたちにも公開され、食に関する意識を高めていると
思います。給食試食会等のレシピを、ＨＰなどで公開してもよいのではな
いでしょうか。以前いただいた給食のレシピで自宅で作ってみたことがあ
りました。残菜の問題など、食への関心を高めるきっかけになると思い
ます。

評価項目「保護者・地域との連携協力」

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

教職員の模範的な行動があり、子どもたちよい影響を与えている。代表
委員会とともに、５、6年生の児童が自分たちの意思で挨拶運動を継続
していることは素晴らしいと思います。校外での挨拶は課題かもしれま
せんが、不審者の対応等もあり難しいところだと思います。スクール
ガードの方への挨拶等、引き続き下校時の指導も。

ＳＮＳのトラブル等、引き続き情報の共有をお願いします。トラブルが
あったときの対応等、いじめをしない、させない環境づくりに取り組まれ
ていると思います。お互いを認め合う声かけ、人間関係の育成に引き続
き取り組んでください。

昇降口に入ると、下駄箱の靴や傘立ての傘がきちんと整頓されていて、
規範意識の高さを感じます。校内での子どもたちの振る舞いも同様で
す。日頃から教職員の皆さんが範を示して指導に当たられているからで
しょう。


