
＜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、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・表現力
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
の醸成を図っている。

Ｂ

・校内研究で示された手立てを取り入れて授業に生
かしている。
・各ブロック、各部において道徳について積極的に研
修を進めている。
・道徳の推進を進めたい。
・議論する時間が授業内で足りていないので、改善
していく。

A

2

学校は、算数少人数指導の
工夫改善や業前の時間を活
用した指導、ぐんぐんタイムな
どを通じて、また、保護者の協
力を得ながら、個に応じた学
力の向上に努めている。

Ｂ

・算数のＴＴでは取りこぼしがないよう机間指導をして
いる。
・コロナ禍の中で授業を進めることがメインになって
しまっていたが、後半はつまづきに合わせることがで
きるようになった。
・1年生の6校時はいらない。
・保護者の協力を得るまでには至ってないので、面
談等で伝えていく。
・ぐんぐんタイムは1年生だけなので他の学年は実際
は時間がない。
・ぐんぐんタイムや少人数が実施できず学力の向上
が難しい。

A

3

学校は、授業や給食、清掃活
動などの諸活動（健康管理や
感染予防対策を含める）にお
いて時間やきまりを守って取
り組ませること、仲間と協力す
ることのできる児童を育成して
いる。

A

・柔軟な対応ができ助かっている。
・時間を意識した行動ができている。
・感染防止策等きちんと行っている。
・手洗いや消毒など徹底しできるように、先生方にも
給食用にたよりを配布している。
・感染症対策のため、どの場面においても全教職員
で協力して対応にあたっている。
・無言で食事なら放送もいらないのではないか。

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。

Ｂ

・分掌での話合いができている。
・組織として校務分掌に取り組んでいる。
・組織的に各分掌に参加している。
・組織的に動けるよう早めに企画したい。

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

・行事ごとにＰＤＣＡサイクルを行うことができている。
・反省を活かして次につなげている。
・具体的にどのような評価か分からない。 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

・避難訓練ができた。
・事故防止や不審者対応に努めている。
・マニュアルに基づいて対応している。
・不審者対応の研修または避難訓練ができるとさら
によい。
・マニュアルを確認する時間が必要。

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

・授業での規律の徹底を心がけている。
・再度学年で確認していきたい。

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

・自分の考えを書かせる授業ができている。
・管理職訪問では指導があり、授業力を高めること
ができる。
・コロナの中ということもあり、話合い活動は不十分
である。

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

・学習指導要領に則り指導に当たるように心がけて
いる。
・新座市の指導を再度確認。
・表現力に関して発表する機会を今後増やしていく。

B

10

  学校は、英語（外国語・外国
語活動）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

・英語講師の指導により英語への興味・関心が引き
出されている。
・英語すいすいの時間があるのがよい。
・Ｔ１主体の授業ができている。
・低学年の英会話の時間が年間10回に減ってしまっ
た。

A

様式３　令和２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 ３ 年 １ 月 ２１ 日

○「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

・授業時間の確保が大変な年であったが、先生方が行内研修を積み
重ねていることを評価したい。
・道徳研修は毎週行っている。
・研究授業も蜜にならないように工夫している。
・研修をしっかり行っているから評価が上がっている。
・道徳教育の推進がよい
・道徳は着地点が見えづらい。子供たちに着地が見えるように。

・通常の教育環境ではない中で、先生方の熱心な取り組みが見られ
ることを評価したい。
・新しい教育課程の中でさまざまな教育活動を進めるために、評価や
改善に取り組んで欲しい。
・ぐんぐんタイムを月曜日の６校時に設定しているが今年度は授業時
間になってしまい確保できてない。そのため評価が下がっている。
・タブレットの活用で学習の保障を考えている。（２／末までに準備を
行えれば・・・）
・個に応じた指導。
・補習時間の確保は難しい。
・地域で引退した元教員、元塾講師に手伝いをしてもらえないか。
・子供が自信を持てる教科を作る。
・学校から苦手部分の指導あがあれば（家庭としてはフォローしやす
い）
・子供たちが協力しながら取り組んでる様子をよく見ることができる。
・校内掲示をはじめ教職員が健康管理や感染予防などによく取り組
んでいる。
・低学年を中心に密になってしまう。
・登校時間の集中。渋滞が起こっている。

評価項目「組織運営」

学校関係者評価についての説明

・多くの若い先生方がチーム力を高めるように活動している。
・組織を変えたが、まだ負担の片よりはある。
・若い教員がチームで動いている。

・ＰＤＣＡサイクルができているのは素晴らしい。
・学校評価を通じて学校を変えるという考えを持って、学校改善を図っ
てほしい。

・コロナ禍の中で子供たちの安心安全のために様々な取り組みがさ
れている。
・感染が確認された時の対応が良かった。
・清瀬の防犯情報は入っているのか。

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

・先生方の自己評価が高く授業の充実が図られている。また教職へ
の高い意欲を感じる。

・コロナ禍で授業の質の確保が大変であったと思う。よく努力されてい
ることを評価したい。

・先生方の次年度への向けての反省があってよい。

・「英会話特区」も期限となり、これまでの経験を生かして新たな国際
理解教育に努めてほしい。
・ドイツ語での歌唱。
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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てい
る。

Ｂ

・「こんにちは」のあいさつがよい。
・教職員で一貫した指導がされている。
・あいさつ、言葉遣いについては、その都度やり直し
をさせ指導を根気強く続けている。
・高学年にあがるにつれて、あいさつの質が低下して
いるように感じるので、毎年継続した指導が必要。
・目上の人への言葉遣いは指導していきたい。

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

・「こんにちは」のあいさつがよい。
・褒めている先生の姿を多く見るようになった。それ
が互いの良さや認め合いにもつながると感じる。
・友人への言葉遣い、態度など望ましいものとなるよ
う指導している。
・生活アンケート他により学級の様子をはかりたい。
・いじめ意地悪な行為については、その都度担任・学
年・生徒指導部で対応している。まだ対応が必要で
あることからＢの評価とした。

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

・昨年に比べて、できたことをほめる指導が多くなっ
た。
・教師自ら決まりを守るようにしている。
・どの場面でも児童の手本となるような言葉遣い態
度を意識するとともに、指導を行っている。
・言葉遣いには自分自身も気をつけたい。
・言動ややりとりの壁が低いように感じるので気を引
き締めていく。

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

・コロナ禍の中でもさわやかタイムが実施できた。
・先生を中心に外遊びをよくしている。
・コロナ禍でも校庭で活動できる場面を多く作ってい
る。
・体育部中心に、感染症対策をしながらの業間の過
ごし方を提案するなど、体力向上を推進している。
・休み時間に外に出ない児童が少なくない。
・寒くなると外で遊ぶ児童が少なくなる。

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

・給食室からの手紙が毎日出ている。
・食器の位置や栄養についてなど放送で聞くことが
でき、給食指導に役立っている。
・残食0を目指してクラス全体で取り組んでいる。
・栄養教諭と連携した授業ができている。
・感染防止の観点から給食中に指導が難しい。
・食育の授業を活かし、引き続き取り組んでいきた
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を把
握し、適切に対応している。

Ｂ

・フォームメーラーアンケートでよい。
・保護者からの意見を授業へ活かしている。

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

・ホームページが毎週更新できている。
・一週間分の写真など毎週アップされている。
・ホームページが充実している。
・ＨＰに写真が多くあがっている。学年の様子も分か
る。
・給食写真やお便り、レシピなどをホームページに載
せている。
・定期的に更新されていたり、1週間の行事が写真と
ともに情報提供されている。
・学校ＨＰについて各学年で月に1度は写真をアップ
した方がよい。

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。

Ｂ

・保護者や地域の方の協力で資源回収ができてい
る。
・保護者や地域の方に登下校の見守りをしていただ
いている。
・感染症の影響があり、保護者に協力をいただくこと
が難しかった。
・今年はやらなくてよいのではないか。

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

・学校内でのあいさつは良くできており学校の指導がよい。多くの先
生方も気持ちのよいあいさつをしてくれる。
・職員室の様子をみると良くなった。
・目を見てあいさつ、話ができている。
・子供はもちろん教員のあいさつもよい。
・友達の親に対して敬語を使えている。

・生徒指導が組織的に取り組まれ、教職員間の連携協力も良い。
・いじめ・意地悪な行為はなかなか難しい。子供同士から親同士に発
展してしまう。

・教員として職業意識の高い先生方が多い。
・笑顔の先生方が多く良い教育環境を形成している。

学校関係者評価についての説明

・いろいろな形で保護者の意見を把握し、学校としての方向性も示し
ながら教育活動を進めていく。
・電子化したことで回収率は下がった。
・負担軽減にはつながっている。
・電子化したため子供の出し忘れがなくなった。

・学校情報の提供がよくなされている。
・月に１度のアップは可能である。
・ホームページのカウンターが見づらい。
・日々の様子が分かる。

・コロナ禍のなかで困難さがあったが、よく取り組まれていた。
・コロナ禍でなので仕方ない部分があった。

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

・先生方が子供たちとよくかかわり運動している。また、運動の楽しさ
を伝えながら技能の向上や体力向上に結び付いている。
・逆上がり教室の実施（低学年を中心に）
・体力は明らかに落ちている。
・新体力テストの実施。
・業間の取組。
・ベースボール教室。

・養護教諭、栄養教諭をはじめとして、保健、食育、各教科、道徳など
で新堀小の健康教育をバランス良く推進されていることを評価した
い。
・季節に合わせた献立。
・ホームページに献立。

評価項目「保護者・地域との連携協力」


