
＜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、「みんなが
照らし、みんなが輝く
新座第五中学校」の
実現に向け、お互い
に相手を尊重し、一
人一人が自己の力を
発揮できるよう、個に
応じた指導を行って
いる。

B

　教職員は生徒が活躍できる場を提供したり、
担任と副担任、学習支援員、ピアサポーターと
連携して個に応じた対応をしたり、丁寧に生徒
に寄り添い、粘り強く指導・支援を行ってきたこ
とにより、これまで課題だった生徒指導上の問
題が減少している。一方で、社会情勢の影響も
受けて、教育相談事案が目立つようになってき
ている。今後も外部の専門機関と連携しなが
ら、家庭と協調した対応が求められる。

B

2

学校は、新学習指導
要領の趣旨を実現す
べく、リーディングス
キルとＩＣＴの２つの
視点を持って、評価
基準に基づいた、授
業改善を進めてい
る。

B

　学校研究課題と関連づけながら、学校全体で
授業改善を行っている。特にICTの活用につい
ては教員が意欲的に実践してきた。生徒も利用
に慣れ、学習意欲や学力の向上が期待され
る。その反面、端末やSNSの使い方、情報モラ
ルの啓発など課題もある。今後も試行錯誤しな
がら、より効果的な活用を進めていく。評価基
準は、各教科で目指す生徒像、具体的な評価
の場面や手立てを設定し、その達成のために
授業改善を進めている。

B

3

学校は、賞賛のボイ
スシャワーと話を聞
かせる態度の徹底を
進め、生徒との信頼
関係を築き、落ち着
いた学校生活の実現
に努めている。

B

　教員は意図的な賞賛と話を聞かせる態度の
育成を心がけ、懇切丁寧に指導している。教員
と生徒間の強い信頼関係が築かれつつあり、
教員の考えや熱意を生徒が理解するようになっ
てきている。賞賛による指導で、生徒は自信を
失わずに、落ち着いた学校生活について主体
的に考えるようになった。社会情勢の影響もあ
り受け身的な生徒が多いため、今後は、生徒自
身が主体的に行動できるような指導・支援を継
続していく。

B
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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

　学年内でよくまとまり、学年間の風通しもよく、
職員室内の雰囲気は穏やかで明るい。校務は
分掌の主任を中心によく動いている。分掌の一
部で教職員への偏りや責任感の強さから報告
連絡相談が不十分な面もある。 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

　学校評価を始めとする評価や、実態調査、あ
るいは日常の気づきなどを蓄積し、共有するこ
とはできている。一方で、これを整理し、学校教
育目標や経営方針と直接結びつけて教科、分
掌、学年、学級等の目標に意図的に反映させ
ることは不十分である。

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

　事故等への対応は、ベテラン教職員の経験に
基づいて、迅速かつ適切にできているものの、
教職員が危機管理マニュアルを十分に理解で
きていない。若手教員の役割が大きくなってくる
実態も踏まえて、実際に起こり得る緊急事態が
発生したことを想定した校内研修を行い、危機
管理マニュアルを再確認していく。

Ｂ

学校関係者評価についての説明

　行事などの取組から、教職員の団結力を感じる。教職
員が団結している雰囲気は生徒達にも伝わり、五中の
強みになっていると思われる。今後も、各学年がまとま
り、のびのびとした学校運営を期待している。一方で、教
職員の責任の所在について偏りがあると思われる。経
験豊富な教員の知恵と若手教員の行動力をうまく組み
合わせ、お互いをフォローし合い、チーム一丸となって
五中を作り上げて欲しい。

　学校としての課題は見えていると感じるが、教職員評
価にもあるように、反映するところまでは至っていないと
思われる。コロナ禍で例年通りにならないことが多いか
らこそ、評価や分析、改善が必要であるし、改善するよ
い機会になるのではないか。教職員の負担が大きく、踏
み込んで取り組むことが難しいと思われるが、結果的に
負担減につながるなどよい面もあるので、今後の改善に
期待する。

　教職員の評価も高いことから、学校全体で意識して取
り組めたと思われる。生徒アンケートの結果も高いこと
から、お互い信頼関係が築けていることがわかる。部活
動や行事で自己肯定感、有用感を感じていた生徒達
も、日々の生活の中で賞賛のボイスシャワーを浴びるこ
とで自信につながるのではないだろうか。すぐに生徒達
の変化は現れないかもしれないが、このような指導を受
けて育った生徒達は将来大きく伸びることが期待され
る。今後は、誉めるだけでなくメリハリのある指導も必要
になると思われる。生徒達が主体的に行動出来るような
指導の方法を実践して欲しい。

評価項目「組織運営」

　教職員が共通認識を持って対応できる体制が整って
いると思われる。一方で、危機管理の研修をどの程度
実施しているのか。緊急時には日頃の訓練が活きるの
で、事件や事故だけでなく、不測の事態を想定した訓練
の実施が望まれる。ここ数年、若手教員が増えるなど教
職員の入れ替えも多いため、新しい目で見ると違った対
応が生まれてくるかもしれない。マニュアルの見直しや
情報共通の方法など定例化せず、気がついたらその都
度、ケーススタディの手法を取り入れた危機管理の研修
を計画、実施して欲しい。

　学校は、生徒に寄り添った目標を定め、その実現に向
けた指導をしている。コロナ禍で学校生活における教育
内容だけでなく、生活全般に対する困り事や悩み事もあ
り、難しい状況でも、教員が生徒の味方となって対応し
ている。生徒が頑張っている姿は教職員の頑張りの反
映だと思われる。生徒が自分の強みを活かせる場面を
経験すると自信につながったり、周りの目が変わったり
よい方向へ向かうと考えられる。引き続き、生徒と向き
合った指導を期待する。

記入日 令和４年　１月　１８日

○「学校関係者評価についての説明」の欄には、その評価に至った理由をできるだけ明確に記入してください。

評価項目「重点項目」

　急激なＩＣＴ化が進み、負担が大きいと思われる中で
も、教職員は映像などを活用し、わかりやすい授業をす
る工夫をしている。ＩＣＴの活用が推進されたことで、教職
員も生徒も慣れてきたようなので、生徒の事を第一に考
えた「生徒ファースト」を忘れずに、さらに上を目指した
活用を期待する。それと同時に、情報モラルの教育な
ど、端末やＳＮＳの正しい使用方法についても指導が必
要と思われる。また、文字を書いたり、辞書を引いたり、
活字に触れる言語活動も引き続き指導して欲しい。

学校名 新座市立第五中学校

様式３　 令和３年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

○「学校関係者評価」の欄には、A～Dを記入してください。

学校関係者評価についての説明
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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。

B

　県学調においても授業規律と学力向上とに相
関があることが明らかになっている。教員によっ
て指導に差がないよう、年度当初に共通理解を
図っている。生徒同士でも声かけをする等、授
業を大切にする雰囲気ができている。引き続
き、授業者と生徒で一致して、授業規律を守っ
た授業展開を進めることで学力向上を図ってい
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

　各教科で、指導の重点や市教委等の指導に
準じながら、話し合いの場面を積極的に設定し
ている。継続して生徒の思考力・表現力・判断
力を伸ばす指導をしていく。感染予防でグルー
プ活動が難しい状況でも、タブレット端末を有効
活用している。昨年度からの研究テーマ「学び
に向かう力の涵養」との接続も意識して授業改
善を進めていく。

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

　補習や質問教室の実施、自習プリントの作
成、コバトン問題集やタブレット端末の活用等、
様々な対応が生徒へ浸透しつつある。Ｔ２が機
能し個別の対応が充実してきた。低学力の生
徒への学習指導、学力の高い生徒への追加課
題、タブレット端末の活用等、対応の更なる工
夫が必要と思われる。

Ｂ

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

　外国語科では、ＡＥＴと連携しながら、パフォー
マンス評価を積極的に取り入れた授業を引き
続き展開している。他教科でも教科横断的な学
習を取り入れながら、オリンピック・パラリンピッ
ク関連の話題を取り入れるなど、国際理解教育
（異文化理解教育）を推進してきた。地域だけで
なく、日本や世界に目を向けさせ、社会で活躍
できる生徒を育てていく。

Ｂ
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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。

B

　敬語を使える生徒が増えてきたが、職員室の
ような公の場で敬語を使えない生徒が見られ
る。校内外を問わず、教えるべき言葉使いを授
業等でも徹底させ、言い直しをさせる等の指導
をしていく。そのためにも教員が正しい言葉使
いをして手本となる姿を見せることと、指導すべ
き場面を見過ごさない姿勢が必要である。

Ｂ

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

　複数の教職員が連携して、カウンセリング的
な手法を用いながら、丁寧に粘り強い指導・支
援を行っていることが、本校のいじめ等の事案
が少ないことに大きな影響を与えていると思わ
れる。生徒会によるいじめ撲滅キャンペーンの
実施や学級会でいじめ撲滅宣言を決めたこと
により生徒による自発的いじめ防止ができてい
る。教員は引き続き情報収集を怠らず、予防的
指導を行っていく。

Ｂ

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

　あいさつ、時間、服装など、教職員自身が規
範意識を高くもち、日々の学校生活でこれを実
践し、生徒の手本となることが大切である。服
装面で生徒からの指摘があるため、再度、共通
理解・共通行動を徹底をする。

Ｂ

学校関係者評価についての説明

　コロナ禍の影響なのか、以前と比べて大きな声であい
さつする生徒が減っているように感じる。学校のみなら
ず、家庭内でのあいさつも減っているのではないか。教
職員が校内で手本となることも必要だが、家庭での指導
も必要と思われる。家庭に対しても情報発信することを
検討してほしい。一方で、学年が上がるごとにすすんで
明るいあいさつをする生徒が増えているのは、教職員の
継続的な指導のためと思われる。引き続き、場面にあっ
た経験を身につけさせる指導とともに、自然に出る挨拶
が増えることを期待する。

学校関係者評価についての説明

評価項目「学力向上」 No.2

　自習室の利用や朝勉強を勧めるなど、生徒達のニー
ズに応じて、教職員が工夫して対応している。引き続
き、生徒が自ら学ぶようになる指導を期待する。タブレッ
ト端末の利用で個別対応が可能となり、有効なツールと
なっている一方で、タブレットの使用制限が甘いと有害
になり、プラス面よりマイナス面の影響が大きくなること
が懸念される。有効活用を検討し、低学力生徒や塾に
通えない生徒の支援を要望する。

　学校は、国際社会で通用する人材の育成を期待す
る。社会に出たときに英語ができて当たり前という場面
が多くなっている。取り残される生徒が出ない指導を要
望する。また、異文化に触れ、違いを知ることは生徒達
の価値観を広げることに繋がると思われる。これからの
社会で必要とされる多様性を認める指導が、教科の垣
根を越えて取り組まれているのは高く評価できる。一方
で、東京オリンピックが開催されたが、異文化交流が出
来なかったのは残念であった。

評価項目「豊かな心の育成」

　「五中スタイル」は授業の受け方、向き合い方は生徒
達に理解しやすい内容のため、生徒自身が高い意識を
持って授業規律を守っている。教職員の指導も徹底され
ているため、学ぶ姿勢と雰囲気ができているのだと思
う。引き続き、教職員の指導に差が出ないよう、教職員
間での共有をお願いする。また、家庭学習（一人になっ
た時の学習方法）の重要さや進め方の指導など、生徒
に寄り添った、デジタルとアナログの両面からの指導を
期待する。

　生徒アンケートでも「授業中に自分で考えさせたり、活
動させたりしている」の項目で評価が高く、教職員が工
夫して、授業に言語活動を取り入れている様子が伺え
る。今後も、楽しく、わかる授業を展開し、学力の向上を
目指してほしい。タブレットの活用が広まる一方で、知識
や記憶を定着させていくことに対する課題が考えられる
ため、タブレットの活用方法について、更なる有効活用
の検討が望まれる。

　ＳＮＳの使い方など指導も多岐にわたり、指導の難しさ
もあるが。いじめは永遠のテーマである。スマホを持つ
生徒が増え、いじめも多様化している中、見えないところ
で陰湿ないじめが起こらない様、注意を怠らないでこと
が大切である。中学校の３年間は、自分と違う価値観の
受け入れ方を学ぶ大事な時期でもある。いじめを受けて
いる生徒、それを目撃した生徒が教職員に相談しやす
い場が増えることを期待する。

　ルールの基準に沿った指導が望まれる。教職員の意
識や指導の違いが生徒に伝わることもある。思春期の
難しい時期だからこそ、統一感が必要な場面もあるの
で、公平な対応をお願いする。教職員の自己評価も低
い項目があるため、研修を行うなど、今一度、教職員の
意識を高めるような学校運営を期待する。



№ 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。

A

　専門委員会を動かして、昼休みに校庭や体育
館を開放しているのは、とても効果的である。ま
た、多くの行事が中止となる中で、感染対策を
しながら体育的行事を実施したことは、体力向
上以上の意義があった。部活動は活動が制限
された中でも、少しの練習時間を大切にするな
ど、生徒の自主的、自発的な活動が見られた。

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

　社会情勢を踏まえた新しい給食の様式の徹
底が、衛生的な環境、時間の順守、マナー等の
食育の指導の意義について、生徒と教職員と
で再認識できるよい機会となった。栄養教諭に
よる栄養指導の授業や毎日の給食ひと口メモ、
学校ＨＰでの調理師の作業風景の公開により、
教員、生徒共に、食に対する関心が高まってい
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

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

　地域・保護者からの意見に対して、管理職や
学年主任の指導や助言と若手教職員のフット
ワークのよさを融合して、迅速かつ適切に対応
している。今後は、若手教職員が中心となって
対応できるように、ベテラン教員の経験や対応
技術の継承のため、複数教員での対応を進め
ていく。否定的な意見だけでなく、肯定的な意
見にも傾聴し、更なる改善を図っていく。

Ｂ

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

　これまではホームページの更新をコンピュー
タ業務補助員の方に依存していた部分が強
かったが、校長自ら写真や動画を掲載した校長
室だよりを毎日更新しており、家庭や地域に学
校の様子を伝えることができた。教員も学校便
り、学級便りを頻繁に配布したり、Classroomで
配信したり、家庭との連携を図るようになった。

Ａ
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  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

　昨年度に引き続き、校内への出入りが奨励さ
れず、活動が制限されることが多かった。しかし
ながら、朝のあいさつ運動、「おはなしの泉」に
よる読み聞かせ、校舎前の花壇の緑化活動
等、可能な活動はよく機能していた。改めて、本
校における学校応援団の活動が定着している
ことが実感できた。

Ａ

　食育は心の栄養とも言われる。学校ＨＰでは、給食に
携わる方達の想いや苦労を感じることができるなど、積
極的に食育の活動が行われていると思われる。生徒ア
ンケートから、生徒が給食時間を楽しみにしている光景
が目に見える。一方で、コロナが流行する中、配膳時の
衛生のために手袋を着用するなど、新しい様式を検討
する必要もある。また、味付けの面でも単一にならない
ようバランスを考えるとともに、牛乳以外でのカルシウム
摂取の方法に工夫を凝らして欲しい。

学校関係者評価についての説明

　自由に校内への出入りが出来ない中、あいさつ運動
や緑化活動を実施することができた。ベルマーク集計等
もＨＰで発信することで、保護者の意識を更に高めてほ
しい。緑化活動では地域の方が花壇の手入れをしてお
り、生徒達が地域に支えられていると実感できる取組の
一つである。生徒達を見守る目が多いことは、地域や学
校の防犯につながると思われる。次年度は授業参観
等、来校できる機会が増えることを期待する。

評価項目「保護者・地域との連携協力」

　コロナ禍で来校の機会が減り、地域や保護者の声が
届きにくく、対応が難しい中であったが、学校の対応は
早かったと思われる。一方で、学校のよい取組が地域
や保護者にうまく伝わっていない部分もあるので、伝達
や発信の方法に工夫が必要である。また、若い教員が
増えているが、五中のよい面がたくさん継続されること
期待している。

　学校だよりは学校と地域のつなぎ役として好評であ
る。また、学校ＨＰの校長室だよりは、更新がほぼ毎日
されるなど頻度も高く、学校の様子を知ることができ、非
常によい。コロナ禍で行事に参加できない状況でも、学
校の出来事が知れるので、とても貴重な取組であるた
め、継続をお願いする。

学校関係者評価についての説明

　昼休みに生徒が校庭に出て体を動かしている。密を避
ける工夫をして体育祭を実施した。短い活動時間でも部
活動で好成績を残している。コロナ禍で活動が規制され
る中でも、教職員が工夫をしたことで、生徒達も意欲的
に取り組んでいる。今後も自主的な活動の支援を期待
する。

評価項目「健康・体力の向上」 No３


