
＜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、算数少人数指
導の工夫改善や、漢字
の基礎基本の指導、夏
季休業中の補習、スマ
イリータイム、ぐんぐんタ
イムなどを通して、全て
の教職員が、個に応じ
た学力の向上に努めて
いる。

B

後半はできなかったが、算数指導において少人数指導を
試みていて、個に応じた指導が定着し、成果も出てきて
いる。
・学力向上の具体的な手立てをもう少し明確にして共通
理解を図る必要がある。
・学校はやってはいるが、内容に問題がある。子どもたち
の成長が見える指導がされているか、更なる検証が必要
である。
・スマイリータイムが英語のため、漢検の取組が遅れてい
る。

B

2

学校は、学力向上プラ
ンに基づいた授業改善
を推進することで、思考
力・判断力を育む授業
を行うとともに道徳教育
を校内研修に位置づ
け、考える道徳、議論す
る道徳を推進する中で、
豊かな心の醸成を図っ

B

全教科領域等の学力向上プランを作成している。全教師が常にめあて
を提示し、見通しを持たせ振り返りをする、さらに言語活動の充実および
主体的・対話的で深い学びの実践を行っているが教員によって差があ
る。
・思考し、判断したら、表現する力をつけなければ、本物になっていかな
い。新堀小の子どもたちは、表現する力が弱いと思う。実行力をつけて
いきたい。
・道徳に関する研修を校内で行い教員間でも道徳教育に関する理解が
図られている。
・今後、考える、議論する道徳を研修等を通して深めたほうが良い。
・推進委員長を主とし、毎回の推進委員会(校内研修)にて、道徳教育の
共通理解を図っている。
・1年目ではあるが、道徳の研究が学校全体というよりは個々になってい

A

3

学校は、豊かな心を育
むためｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ運動
などをとおして、心のこ
もったあいさつができる
児童を育成している。 A

・低、中はあいさつがよくできるが、高学年ができない。
・継続して指導していくことを心がけていく。
・校長先生をはじめ、多くの先生方が校門であいさつをしている
ので続けてほしい。
・教員が子どもに模範となる｢あいさつ｣をしているため。また、
日々、指導しているため。
・コミュニケーション運動は行っているが児童の｢あいさつが少
ないように感じる。
・教職員の運動を増やしても良い。
・自分から、あいさつできる場面が増えてきた。

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

・組織の見直しは必要→組織的な運営を図るために、１人主任をなくす。(同様コメントあり)
・行事前に部会を開いて、内容検討するなどの、部会としての組織が機能していないため、生
徒指導、研修推進、体育、特活などのセットで、月１部会を開く日があると良いと思う。
・分掌→企画→会議の流れが組めていない。企画委員のもち方、会議で提案したことを復唱し
なくても良いのではないか。
・分掌によって負担がかなり重いものがあるので、一人ではなく、学年から一人程度、部員が
いると良い。
・以前よりは、担当がばらけていて良かった。
・行事の際など、主任の先生に負担が偏り過ぎているところがある。

B

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

・保護者や児童の声や変容を知りたい。
（参考）保護者や児童のアンケートを集約仕切る前
に本評価を行ったため。
・年度初の校長先生の提案があるため、共有はで
きる。反省を活かしきれていない面もある。(授業規
律など)

B

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。

B

マニュアルがあってよいが、いざという時に行動で
きるよう準備をしておく。
・メール機能など活用している。
・不審者の侵入が起きた場合の研修も行っていき
たい。不審者対応の訓練を年度初めにやったほう
が良い。

B

№ 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

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

・しっかりと取り組んでいる。
・学校だけでなく、保護者や地域など、様々な立場の人
が、継続して取り組んでいくことが大切。

評価項目「組織運営」

学校関係者評価についての説明

・先生方の転勤や休暇など、誰かが欠けると動きが悪く
なるような組織ではよくない。
・負担軽減のことも考えなければならない。
・得意不得意もあると思うが、一部の人に負担や責任が
集中しないように組織してほしい。
・保護者や児童のアンケート等を計画的に行い経営方
針がしっかりと行事等に活かされているかを検証してほ
しい。
・あれもこれもに取り組むのではなく、年度の反省を活
かして、変えずに続けていくものと、変えなければならな
いものを取捨選択し、焦点を絞って変革していくようにし
・以前は刺又の使い方等の不審者対応の訓練をしてい
た。何かあってからでは遅い。計画的にしっかりと行って
欲しい。危機意識を持つことが大切である。
・集団下校等を定期的に行い、うまくいかなくても課題を
あらい出したほうが良い。

○「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「独自」

学校関係者評価についての説明

・個に応じた学力の向上、学校運営の全ての面におい
て先生方の大変さがわかる。一日一日が仕事に追われ
てしまっている。
・漢字検定の取組や校長検定、算数の習熟度別指導な
ど色々な取組をしているが、保護者や子ども達にとって
当たり前になりすぎて学校独自の取組だということを感
じないようになってしまっている。、

・道徳に関する研修を積極的に計画実践し、努力してい
る。
・研究委嘱１年目、すべての担任が授業を提供し、全教
員が関わりながら研修を進めていることは素晴らしい。
・来年度からの新しい学習指導要領導入の準備をしっ
かりとして欲しい。

様式３　平成３１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 　新座市立新堀小学校

実施日 令和　２　年　１　月　２４　日



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。

B

・学習ルールは定めているが、徹底指導ができない。全員で｢目あて｣に
向かう気持ちが揃わない。
・学校研究を軸に、どの教科でも同じ型で話合いができるようにする。
・授業規律は身についているが、クラスによって差がある。
・各ブロックで授業を見て、規律―ルールの確認をしても良い。｢ルール
を説明できる型｣を用意する。(なぜ、返事をするのかなど)
・学習のパターンや流れがあると、児童も、見通しをもって学習していけ
る。
・聴く力、聴く態度の徹底を行い、それらを伸ばしていく。

B

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

・｢言語活動＝話し合い｣となっているため、考える力や、表現(書く)力が
低い。そのための具体的な手立てを学校全体として、共通に指導すると
良いのではな
・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ、ﾍﾟｱﾜｰｸを、どのｸﾗｽでも、積極的に取り入れられていると
考える。
・授業の、どの場面で、思考力・判断力・表現力を高められるか、単元と
１時間ごとに計画して臨めると良い。
・ペア学習、グループ学習が活動のみで終わらないような授業の進め
方、教材研究が必要。

B

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

・学力学習状況調査の結果の分析や実態把握、課題を明確にすること
は継続して行っている。具体的な取組について、担任や担当任せになっ
ていることがある。家庭学習等、保護者への働きかけも必要である。
・｢新座市 指導の手引き｣をあまり参考にする必要あり。 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。

B

・高学年以外の先生も(全職員)がしっかりと指導できるようにしたい。
・担任が主で指導する。アシスタントティーチャーがＴ１になっている。
・グローバル化に対応できるように育成する指導は、足りないと考える。
・担任が子どもたちをもっと楽しませる工夫が必要だと感じている。

A

・スクールモラール等、学校として指導する内容はきまっ
ているし、よく指導して頂いていると思う。ただ、どのクラ
スでも同じように学習ルールなどを指導していくというこ
とが大切である。

・語彙力が足らず、思っていることがいっぱいあっても、それを言葉
にすることが足りない。アウトプットだけに力を入れるのではなく、基
本的な学習も確実に身につくように指導して頂きたい。
・メールなどで絵文字を使ったり、言葉を略したりする世の中であ
る。言語活動は「話す」だけでなく、しっかりと「書く」指導もして頂き
たい。また、読書量を増やす指導も継続して行って頂きたい。

・結果ではなく、埼玉県学力・学習状況調査の分析や実
態把握をし、日々の指導に生かそうとして頂いているこ
とこそが大切である。学校としての取組を評価したい。

・楽しく、丁寧な授業をして頂いている。
・歌やダンスなどを取り入れ、楽しみながら授業してい
る。
・４月からの新しい学習指導要領における指導の準備を
しっかりとしてもらいたい。



№ 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

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
ている。

Ｂ

その場でやり直しをさせるなど、比較的よく指導できている。あわせて言
葉遣いや態度等、所作の指導も機会をとらえて行っている。教師が範を
示すことも、引き続き行う。
・職員室に来た時など、適切な言葉遣いで話している。
・だいたいの児童は、丁寧な言葉遣いができている。
・教員の児童に対する言葉遣いを変える必要がある。
・先生たちの意識が高く、成果をあげているが、1年生だけ、まだ場に応
じてできない児童もいるため、その場で言い直しをしていく。

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。

Ｂ

個々の子どもの自己肯定感を高めるために子ども達が主体的に取り組
む場面を増やし意図的に、認め、励ます場面を生み出す環境を整えるよ
う努めている。
ほとんどの子どもたちは良いと思うが、一部のできていない子どもたち
に振り回され、自分を失ってしまう子が多い。
・いじめがないクラスの取組が知りたい。
・いじめが起きないよう、小さなトラブルにも丁寧に対応できている。
・道徳教育として、クラス内で行われている。学校全体で掲示物(イラスト
など)があると、更に良い。

Ａ

13

学校は教職員自らが手
本となり、児童生徒に対
して規律意識を高める
指導を行っている。

Ｂ

教師の姿が児童に与える影響は大きい。教師が進んで規範意識、礼儀
を見せるようにしている。また、道徳の授業の充実を図っている。
教師間の温度差をなくす必要がある。
・身だしなみ、言葉づかい、名札、整理整頓等々、規律はもっと厳しい。
・教師が模範となるよう、意識して行動すべき。
・あいさつなど、生活の中で教員が手本となり、行動できている。

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

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

業間休みや昼休みなど多くの児童が、積極的に外遊びをして
いる。先生方も積極的に外で遊ぶよう、自らも一緒に遊ぶなど
努力している。
・体育はやっていると思うが、体力向上に力を入れたほうがよ
い。
・ロング昼休みに、よくクラスで遊んでいる。
・クラス全員が外で遊べるようにする声かけが、まだ足りないた
め。
・寒くなってきて、教室ですごす児童が増えた。一緒に外で遊ぶ

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

毎日の活動に加え、栄養教諭との授業実践、児童集会で
の給食委員会の発表など、内容のある活動をしている。
・もっと、子どもたちに｢食べる指導｣が必要。全体的に、
食が細いと感じる。これでは力は出せない。
・給食通信が良い。栄養教諭が様子を見ているので良い
と思
・学習した直後は、残さず食べたり、はしの持ち方も気を

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を
把握し、適切に対応して
いる。

Ａ

・管理職を始め、多くの教職員がＰＴＡ活動や地域の行事
にできる限り参加をしている。
負担軽減の観点から見直しも必要であるが協力体制のさ
らなる構築に努めたい。
・保護者の方々は、一生懸命に、協力して取り組んでくれ
ているので、ありがたい。
・保教会の方や、読み聞かせ等で連携することができて
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。

Ｂ

・HPの更新が遅れがちになってしまっている。(どこ
まで周知されているのか)
・学校だよりで、情報を発信しているため。

Ｂ

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。

Ｂ

保教会の計画のもとに保護者全員が安全パトロー
ル、朝のあいさつ運動に参加して頂いている。ま
た、地域の方の｢見守り隊」や花苗植え、校庭の除
草作業をして頂いている。子ども達も参加するボラ
ンティア(草刈り隊)が今年もできた。

Ａ

学校関係者評価についての説明

・和太鼓クラブが地域のお祭りに参加したり、先生方が
積極的に関わっていて、学校と地域との距離感が良い。
・保護者や地域の方の協力もありがたい。

・ホームページにカウンターを付けるなどして、積極的に
活用できるようにしてほしい。
・Ｔｗｉｔｔｅｒ等による配信などでより身近なものにすること
もできるのではないか。
・中身についても他校のものを参考によりわかりやすく
利用しやすいものに改善して頂きたい。
・保教会だけでなく、民生委員さん方の植栽活動など、
積極的に地域と関わっている。
・校庭の除草作業も２年目となり、暑さ対策や保護者や
児童の参加意識など、少々、課題はあるが、頑張ってい
る。

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

・業間休みや昼休みなど児童が積極的に外遊びしてい
るのは、先生方の関わりによる影響が大きい。
・さわやかタイムの取組は、長距離など苦しいことも多い
と思うが、みんなでやることによって苦しいこともやれて
いることもある。そういうことこそが体力向上につながる
と思うので、むしろ、継続して頂きたい。

・担任の先生と一緒に授業をして頂ける栄養教諭の存
在は非常に意味深い。ぜひ、継続して配置して頂きた
い。
・給食通信などで、子どもの活動等、多くの情報を発信
して頂けるのはありがたい。

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

・本評価では３．１０ｐｔでＡ評価の基準には達していない
が、中間評価の２．９２ｐｔ．を考えると、先生方の指導の
成果もあり、改善が図られ、向上してきている。
・しっかりとできていないが目立ってしまうかも知れない
が、大部分の子どもはしっかりとできていると感じる。

・早期発見、早期対応ができるように、先生達が意識を
高く持って注意深く見守り、認識していこうという姿勢が
見られる。
・起きてしまってからの対応だけでなく、いじめや意地悪
な行為が起こらないように、常日頃から心を育てる指導
を心がけて頂いている。

・先生達は自分達に対して厳しい。先生方と子ども達の
様子を見ていると、若い先生方でもきちんと対応してい
る。挨拶等も多く、よく指導しているし、しっかりとした行
動をされている。


