
＜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、学校教育目
標達成に向けて、組織
的に運営し、特色ある
学校づくりに取り組んで
いる。

B

学校教育目標の達成に向けて、全職員・全生
徒の意識向上のため、校長講話を校内５ヵ所
に掲示をしている。昨年に引き続きサマーセミ
ナー・体育祭の集団行動を実施した。 A

2

  学校は、学校教育目
標に基づき、学年・学級
経営、教科経営及び校
務分掌を機能させてい
る。

B

校長の方針を受けて各分掌のチーフが中心
となって、全職員が目標の達成に向けて動く
方向づけをしている。校務分掌の仕事の停滞
を防ぐため、学期末に分掌部会を開き、学期
の評価をし、次の学期の計画を確認してい
る。

B

3

  学校は、事故やトラブ
ルに対してのマニュアル
を作成するとともに掲示
し、迅速に対応できる体
制を整えている。

B

問題行動・安全教育・教育相談・保健・給食
等で作成・掲示が行われている。マニュアル
の作成にとどまらず、事故の未然防止の観点
から、すべての分野について見直すことが課
題である。

A

4

  学校は、清掃活動や
掲示教育に力を入れる
など、組織的に環境美
化に努めている。 A

教室や廊下の掲示物が作成され更新されて
いる。大掃除の時間・方法等が見直され昨年
からの課題を解決した。一部の教科で掲示物
の更新をしていないので次年度には必ず更
新をする。

A
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5

  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

「授業の約束１０ヶ条」を柱にすえての取組を
して４年になる。継続的取組により授業を受
けるルールが徹底され落ち着いて授業を受け
ている。授業態度に学級差があるときには、
各学年の教師が組織的に指導に取り組ん
だ。

A

6

  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、
児童生徒の言語能力を
高めている。

B

昨年作成した言語活動の場面を組み込んだ
学力向上プランに基づいて授業を展開した。
今年度は、学習意欲を向上させ、言語活動の
成果がよりあらわれるように道徳の授業研究
に組織をあげて取り組んだ。

B

7

  学校は、児童生徒の
実態に基づいた授業改
善に努め、学力を向上
させている。

B

１時間１時間授業の始めに授業のねらいを明
確にすることをこころがけた。基礎・基本的な
内容の定着は十分であるが、応用・発展的な
内容がもう一歩である。以上のことを課題にし
て取り組んでいく。

B

8

  学校は、児童生徒の
社会的・職業的自立に
必要な能力などを育て
るキャリア教育の推進
に努めている。

B

各教科でキャリア教育の視点を年間指導計
画に位置付け全教科で組織的に行った。１年
での職業調べ、２年での職場体験学習の取
組を継続的に実施して、働くことへの意識の
向上ができた。

A

9

  学校は、英語（英会
話）の授業の充実に努
め、児童生徒の英語へ
の関心を高めている。 B

大型テレビ・コンピューターを活用して教材を
開発して、生徒が意欲を持って取り組むよう
に英語科教員・英語加配教員・AETが一体と
なって取り組んだ。教師・生徒・保護者アン
ケートとも評価が下がったことを課題として取
り組んでいく。

B

評価項目「基礎学力の徹底」

学校関係者評価についての説明

全体に学習意欲が高く落ち着いた授業を展開している。
積極的に授業を受けている生徒の様子から学習ルール
の確立に、生徒自ら自覚を持って取り組んでいる様子が
伺える。生徒個々の問題や学級・授業での差などが、さ
らに改善され学校の伝統が築かれることを望む。

全体としては基本的な内容の定着を図り、生徒の実態に
基づいた授業改善に努めている。生徒の実態も多様な
ので、さらに個別の対応に努力すると共に、生徒の学び
たい気持ちを起こさせる魅力ある授業、質問しやすい学
習環境の確立になお一層工夫して欲しい。

学校は各領域でのマニュアルを作成し、対応が迅速に行
える体制を整えている。また、それ以外の想定外の様々
な事柄にも迅速にしかも丁寧に対応されている。今後は
火災や天候急変などの突発的な事態はもちろん、日常
の事故に於いても統一的な判断や指導を心がけ、対応
が独断的にならないよう心がけてもらいたい。

No.1様式３　平成２５年度新座市学校評価システム学校関係者評価シート

○「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。
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校長の方針を受けて、全職員が目標達成に向けて機能
している。授業も常に落ち着いた雰囲気で進められ、そ
れぞれの目標も各階の廊下や教室に丁寧に掲示され、
学校全体として取り組んでいる様子が伺える。

体験学習での礼儀、あいさつや返事などしっかりした対
応ができている。また言語活動の成果をあげるよう、全
校をあげて道徳の授業研究に取り組むなど、学校の努
力が伺える。今後は家庭との連携・協力のあり方を工夫
するなどして、さらに成果を上げていただきたい。

職場体験を通じて責任感や思いやりの心を学び、職場で
の苦楽を体験するなど、さまざまな自立に向けての意識
の向上が図られている。また、生徒を地域の方々に見て
いただく事ができ地域の理解と協力を深められるなど、こ
の体験の成果は大きい。さらに各種の体験学習、実習、
講演会など貴重な経験の出来る行事を豊富に取り入れ
ているのも良い。

英語教材は良く整備され、英語・英会話への関心を高め
ようと努力している。基礎のできていない生徒もいるの
で、日常から英会話に興味が持てる環境づくりを工夫し
実際の英語力（英会話力）の向上につなげてもらいた
い。

教室・廊下の掲示物等は充実していて、行事の様子もよ
く分かり、学校訪問の楽しみのひとつになっている。ま
た、ゴミやホコリを目にすることがなく、環境美化や清掃
活動に力を入れていることが伺える。さらにすみずみま
での美化と、全教室での掲示内容の充実・工夫を望む。

評価項目「組織運営」

学校教育目標の達成に向けて全職員の意識向上に努
め、サマーセミナーや体育祭での集団行動など、特色あ
る学校づくりに取り組んでいる。特にサマーセミナーは、
保護者や入学予定の小学生も参加でき、内容も興味深く
有意義な取組である。また、学校行事に於いては生徒・
職員共に真剣な対応が感じられる。

学校関係者評価についての説明
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10

  学校は、児童生徒が
友達や教職員・来校者
に進んであいさつがで
きるよう指導し成果をあ
げている。

B

授業のはじめと終わりの挨拶、部活動を通し
ての元気な挨拶など指導の成果があらわれ
ている。挨拶についての自己評価が低下して
きているので、新しいアイデアを持ち組織的
に指導をしていくことが課題である。

A

11

  学校は、児童生徒が
「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

正しい言葉遣いができている生徒が多い。言
葉遣いの指導を全職員で心がけている成果
である。一方、職員はまだ不十分ととらえてい
る。教師が見本となる言葉遣いをする意識を
さらに向上させることが課題である。

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

学校の組織をあげて道徳の校内研修に取り
組み、道徳の授業力・指導力の向上ができ
た。生徒会が「いじめ防止キャンペーン」に取
り組んだ。この取組を継続的に行うことで、い
じめの撲滅を図っていくことが課題である。

B

13

  学校は、教職員自らが
手本となり、児童生徒に
対して規範意識を高め
る指導を行っている。

B

生徒・保護者の信頼を得て教育活動ができる
よう挨拶・言葉遣い等教師自らを律するようこ
ころがけた。保護者アンケートで改善すべき
指摘を受けたこともあったので、なお一層、自
らを律するように努める。

B
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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

各自に体力の課題を把握させ、個に応じた体
力向上プログラムを考えさせ実践させてい
る。投力が向上した。部活動では、朝練習に
参加する生徒が多く、持久力を向上させる練
習内容が増加している。部活動において努力
の成果を結果として出すことが課題である。

B

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

保健委員会や家庭科の調理実習の授業と連
携し組織的に食育・健康教育を推進してい
る。給食委員会の取組で食に対する感謝の
気持ちを育てるコンクールを実施した。継続
的取組で、「早寝・早起き・朝ごはん」の意識
が定着している。

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。 B

地域の夏祭りの巡回、野火止用水クリーン作
戦、家庭教育学級、地域防犯情報連絡会に
参加し連携に努めた。老人福祉施設が近くに
ある特色を生かして生徒のボランティア活動
を実施した。新しい分野の開拓が課題であ
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。

A

学校便り、学年・学級だより、保健・給食だよ
りが計画的に発行されている。町内会を通し
て地域への学校だよりの回覧を行っている。
ホームページの更新にも努めている。情報を
発信するだけでなく、情報の双方向性をいか
に上げていくかが課題である。

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。

B

ふれあい連絡協議会との連携による心の声
かけ運動、学校として学期始めに朝のコミュ
ニケーション運動を行っている。学校美化・緑
化の活動について、保護者・地域との連携を
図る取組を工夫していく。

A

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

体力向上、基礎体力の充実に向け、体育の授業をはじ
め部活動など意欲的・積極的に取り組んでいる。体育の
授業や昼休みの校庭でのサッカーやバレーボールをして
いる生徒の姿は楽しそうで微笑ましい。部活動では朝練
習に取り組む生徒も多く自主的に努力している様子が伺
える。部活動の練習方法や内容については常に改善・充
実のための努力を望む。

食に関する意識を高める食育、計画的な健康教育に学
校は良く取り組んでいる。「食」に関するアンケートや食
材の情報、メニュー等も分かりやすく、給食もとてもおい
しい。また、「中学生にも作れる朝ごはんのレシピ」はとて
も良い。これらの「食」に関する指導と取組は、学校の特
色となっている。

評価項目「規律ある態度の育成」

殆どの生徒がきちんとした言葉遣いができている。ただ、
言葉遣いは家庭での指導と協力が不可欠であり、連携
を深めながら、粘り強く場に応じた指導を望む。また関わ
りを持つ周囲の大人（特に教員）の言葉遣いは信頼を損
ないかねず、生徒に大きな影響を与えるので、一層の自
覚を促す必要がある。

No.2

学校のホームページや学校だよりなどの情報提供はとて
も充実している。学校・学級だよりで細かい活動内容や
情報、大会での成果などがよくわかり楽しみである。学
校に足を運べない保護者にとってもとても有難い。また
直接届けられる場合もあり、より一層学校の様子が把握
できる。

校内研修や道徳の授業研究など組織的にいじめ防止の
取組ができている。ただ、いじめは表に出ることが少ない
ので、生徒のちょっとしたＳＯＳを見逃さない努力、生徒と
の信頼関係の確立、いつでも相談できる体制・環境づく
り、情報交換の場の工夫（保護者を含む）など、今後とも
更なる努力を期待したい。また、生徒会の「いじめ防止
キャンペーン」は是非継続してもらいたい。

教職員はその場に応じて、言葉遣い、礼儀などの指導に
努力している。ただ、一部に感情的になって粗暴な言動
が見られるのは残念である。今後もさらに、先生方が生
徒たちにとって尊敬でき、信頼できる対象であるよう、引
き続き努力されることを望む。

学校は朝のコミュニケーション運動、心の声かけ運動、
夏祭りのパトロール、下校時の安全指導、不審者対応
等、保護者・地域と連携し積極的に取り組んでいる。生
徒の登下校のマナーなど個々の事例については、さらに
保護者・地域との連携が必要であると思われる。また、
学校応援団の効果的な活用などに創意工夫を期待した
い。

評価項目「保護者・地域との連携協力」

サマーセミナーでは保護者だけでなく、地域の方々も参
加され、その後の合同パトロールや朝の声かけ運動など
で学校・保護者・地域の三位一体の活動が展開できてい
る。また、野火止クリーンキャンペーンでは生徒が生き生
きと活動していた。今後、より幅広く保護者との情報交換
が必要であると思われる。

学校関係者評価についての説明

学校関係者評価についての説明

学校訪問時でも地域に於いても生徒の礼儀正しさが伺
われ、多くの生徒が気持ち良くあいさつをしてくれます。
自分から進んであいさつをしてくれる生徒も増え、朝のコ
ミュニケーション運動等の成果が認められる。今後はさら
に心のこもったあいさつを心がけるよう、指導を徹底して
欲しい。


