
＜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、校長の方針
をうけ、六中Bａsicをもとに全職員で取り組ん
でいる。また、六中で恒例となったサマーセミ
ナーや体育祭の集団行動も今年度も実施し
た。また、全校生徒が集会などで私語が全く
無く、目で心で話を聴くことが定着した。

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

学校教育目標と関連させた学年目標、学級
目標を立て、全職員で取り組んでいる。また、
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。
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。

A

問題行動・安全教育・教育相談・保健・給食
等、校務必携マニュアル・生徒指導上の確認
事項として年度の初めに全職員に周知し、共
通理解を図っている。その結果、迅速な対応
につながっている。今後も、事故の未然防止
の観点から、すべての分野について絶えず見

直し、評価していく。
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

生徒の成長や心に響くその時期に合った教
室や廊下の掲示物が作成され更新されてい
る。また教科等で全校統一の掲示物で学習
意欲の向上を図った。掃除の時間は2年前か
ら取り組んでいる無言清掃が定着し、生徒自
ら美化に取り組み、環境を整えた。 Ａ
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自己
評価

自己評価についての説明
学校

関係者
評価

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」も生徒に定着し、授業
を受けるルールが徹底され、どの教科も落ち
着いて授業を受けている。これからもどの教
科においても授業規律の徹底を崩すことな

く、落ち着いた雰囲気の中で質の高い授業を
展開していく。

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

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、さ
らに新座市の研究委嘱のまとめとして言語活
動を通じて「言葉の力をはぐくむ」をテーマに
各教科・教科等で組織をあげて取り組んだ。 B

学校教育目標に基づき、それぞれの目標が各階の廊
下や教室に掲示されているなど、学年・学級が組織的
に行われている様子が、学校全体の掲示物や教室経
営、学校だよりにあらわらている。教職員が個々の役
割を自覚し、組織的に協力しながら努力していることを
感じることができる。

評価項目「基礎学力の徹底」

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、全職員が一致協力して取り組む
姿勢が見える。生徒の意識も高まっており学校として
の意識の高さが感じられる。しかし、今後首都直下型
地震など自然災害や不審者など想定外の事故の危険
性が高まっている。保護者・小学校・地域も含めた災害
や事故対応の構築が常に必要である。そのためにも
事故を未然に防ぐ観点から、あらゆる事故への対応を
見直し、評価していくことが大切である。
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学校関係者評価についての説明

学校全体が明るく、掲示物の内容も濃く、外部から訪
れる人を楽しませてくれている。生徒の作品も多く、掲
示が計画的で、生徒の励みになるような工夫がなされ
ている。
また、掃除も無言清掃が定着し、環境に対する生徒の
意識も高く、教職員・生徒が一体となって積極的に環
境美化に取り組んでいることを高く評価できる。清掃
で、床みがきは心みがき、「どこをみがいているの？｣｢
心です。｣という生徒達の様子が伺え、素晴らしい。

学校関係者評価についての説明

全体として、どの学年の生徒も学習意欲が高く落ち着
いて授業に取り組んでいる。学校として、六中ＢＡＳＩＣ
として、学習BＡSIC、家庭BＡSICなど全教師が共通し
て学習ルールや学習の仕方などを指導している様子
が生徒の姿から伺える。しかし多少、個別差があり、今
後も学習意欲が高まる指導、授業、対策をもっと考え、
実行していく必要がある。

評価項目「組織運営」

学校公開や研究委嘱発表、授業参観等を通して、校
長を中心として全教職員のコミュニケーションが図ら
れ、学校教育目標達成に向け取り組んでいることが伺
える。教職の大幅な異動であったが、校長の方針を受
け、新旧教職員が六中組織運営の良さを組織的に行
い、学校力の向上を図った。また、六中ＢＡＳＩＣをもと
に、生徒指導面や、学力向上、研究委嘱発表、サマー
セミナーなどに成果をあげている。また、体育祭、合唱
コンクール、三送会などの内容など、特色ある学校づく
りに取り組んでいる。今後、体育祭の集団行動の参加
人数を増やし、完成度を高めていって欲しい。集会、清
掃など全く私語がないのは素晴らしい。

・研究委嘱発表、学力向上プランなど積極的に学校と
して言語活動に取り組んでいる様子が伺える。その研
究成果や生徒の授業の取組など、参観者から高く評
価されている。今後も、さらに、言語活動を通して考え
る力や表現力を身に付けられるようにしていただきた
い。　家庭との連携・協力関係も必要だと思う。



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

言語活動を通じて言葉の力をはぐくみ、学習
意欲を向上させる取り組みを行った。また、,
どの教科でも必ず授業のはじめにねらいを明
確にすることを心がけた。また、適切な評価を
行い、基礎・基本的な内容の定着と応用・発
展的な内容につながるよう取り組んでいる。

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い、将来
の職職業に必要な知識や技能の習得を図っ
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。また、３年では将来を
見通した進路の選択や決定できるように指導
した。

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。

A

大型テレビ・パソコン・デジタル教科書を活用
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。また、ハロウィーンなどの行事
では教師自ら仮装をして授業を行ったり、クリ
スマスなど季節に応じた授業を展開した。

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

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。

A

授業での挨拶、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。また、
挨拶について保護者、地域、外部の方から
の、「挨拶が気持ちいい、さわやかです」など
の評価を学校朝会等で必ず、生徒に伝え、自
然と心から言える挨拶につながっている。

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

場に応じた言葉遣いができていないときには
その場で指導して、言い直しに全職員で心が
けた。その成果として、正しい言葉遣いができ
ている生徒が多くなった。しかし、まだ不十分
で、さらに教師が見本となる言葉遣いをする
意識を向上させることが必要である。

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

お互いが認め合えるよう道徳の授業の充実
を図り、自らの考えを進んで伝え、相手や集
団を尊重して相手の話を聴ける人間関係を
目指した。生活アンケートや生き方のアン
ケートで生徒の実態把握に努め、小さなこと
でも全職員で共有し、組織的にいじめの撲滅
を図っている。 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
よう教師が、挨拶・言葉遣い・時間を守る・整
理整頓等を自ら律するよう心がけた。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

体力向上推進委員会・保健体育科を中心に
新体力テストの結果から個の体力の課題を
把握させ、授業、部活動の中で取り組ませて
いる。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。今後も継続的な取り組みを行い、平
均値を少しでも上げることが課題である。

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

六中のきらきら健康指針「早寝・早起き・朝ご
はん」をモットーに栄養教諭を中心に委員会
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「食のインフォメーション」として昼
の放送での生徒の呼びかけなど食に関する
意識を高めている。

Ａ

教師が常に意識して、場に応じた言葉遣いができるよ
うに指導している成果が生徒の自己評価にでており、
成果として高く評価できる。言葉遣いは、社会に出ても
大切なものなので、今後も家庭との協力や教師の正し
い言葉遣いの指導を継続し取り組んで頂きたい。

学校の重点課題として、各教科でキャリア教育を意識
した指導、職場体験学習、進路講演会などに積極的に
取り組んでいる。実際に職業を体験する機会があるこ
とにより、生徒が、それぞれ様々な成長と仕事の楽し
さ、大変さを学べている。今後も、さらに将来の自分を
意識させるなど具体的な夢や希望をはぐくむような指
導を行い、学習や学校生活がさらに向上するように
キャリア教育を進めてもらいたい。

学校として教職員が生徒の手本になり、規範意識を高
めようとしていることが授業や生徒の自己評価の中か
ら伺える。今後も、常にそうした意識に立って学校とし
て全教職員が一丸となって努力しさらに信頼関係を築
き上げてほしい。

生徒の様子から、明るく、落ち着き、前向きな学校生活
が見られる。また、学校として、生活アンケートや生き
方アンケート、道徳の授業の充実の取組など通じて、
いじめ等の早期発見、早期指導に努め、いじめをなく
し、お互いに認め合うことのできる明るい学校づくりに
努力していることが、生徒の自己評価の高さからもわ
かる。しかし、いじめ等は潜在化している場合が多くあ
り、今後も、正しいことが正しいと言える学級・学年・学
校づくりや問題の早期発見に努めること、思いやりの
心をはぐくむ教育の充実、生徒が相談しやすい雰囲気
や機会、家庭との緊密な連携などをお願いしたい。

学校関係者評価についての説明

生徒の自然で心のこもったあいさつが定着しており、さ
わやかな気分で学校を訪問することができる。そのこ
とは、教職員、来校者、生徒の自己評価の高さにあら
われている。この成果は、学校として、校長を中心に教
職員、家庭・ＰＴＡが一体となって取組んだ成果であり、
六中教育の基盤になり、学校の充実の原動力になって
いる。

大型テレビなど様々な教材・教具を工夫して、英語や
英会話への興味関心を高め、生徒が楽しそうに英語
学習に取り組んでいる。生徒主体の授業になるように
英語の教員、加配教員、ＡＬＴが協力して行っているこ
とが、授業や英語教室から伺える。さらに生徒全員が
英語（英会話）の授業に関心を高めて取り組むような
工夫を望む。生徒全員の基礎力の向上に努めて欲し
い。

学校全体で、学習BASICや過程BASIC、ねらいを明確
にした授業、言語活動・評価の取組など基礎基本の定
着の上に考える力を伸ばそうと発展的な学習に努める
など積極的に取り組み成果をあげている。　・生徒の実
態が多様なので、個別の対応に努力して、学びたい気
持ちを起こさせる授業内容や、質問しやすい学習環境
の確立を望む。

給食の試食の機会があり、内容の充実を感じた。組織
的に食育を高めることに取り組んでいる。健康増進に
食育の大切さを教え、健康教育を推進している。給食
もとてもおいしく、メニュー等工夫されていると思う。献
立表の裏面などにとても興味深い情報を載せている。

評価項目「規律ある態度の育成」

評価項目「健康・体力の向上」

No.2

学校関係者評価についての説明

体育の授業や部活動などを通して、生徒に体力向上
について意識させ、取り組ませていることが、生徒の自
己評価からもわかる。３年生になり、部活動がなくな
り、体力向上への意識が低くなっており、具体的な方
策・取組みをお願いしたい。部活動の内容の充実を
もっと望む。技術面向上の為、外部講師の専門指導な
どをどの部も取り入れて欲しい。
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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７月、８月の夏祭りの巡回、野火止用
水クリーンキャンペーン、家庭教育学級、地
域防犯情報連絡会に多数の教員が参加し連
携に努めた。また、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や
体育祭での交流を実施している。 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。 B

六中だより、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
ニケーション運動に学校応援団を割り当てて
取り組んだ。また、体育祭や合唱祭などの行
事にも学校応援団に協力してもらっている。さ
らに学校美化・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

通学路に立たれ、生徒指導にあたる姿が伺える。その
中で地域と声をかけあい、連携が図れている。学校応
援団組織の更なる活性化と工夫をこれからの課題とし
て、毎年毎年、良い方向に改善していって欲しい。不
審者情報は校区外であっても発信してほしいと思って
いる保護者は多い。

自己評価の説明の内容の取組がなされ、充分保護
者、地域と連携協力されている。野火止用水クリーン
キャンペーン、地域と連携して取り組み、川をきれいに
することに生徒達は熱意をもって取り組んでいる。老人
福祉施設でボランティア活動を実施している。ＰＴＡ活
動などにもとても協力的でありがたい。これからも、子
ども達の為に頑張って欲しい。災害時には中学生が地
域で大きな存在になることを視野に入れて今後も取り
組んでいただきたい。

六中だよりを地域に直接配布され、その中で、地域の
つながりや、情報提供につながっている。学校だよりは
毎月発行され、地域に回覧している。地域でも学校の
様子がよくわかる。学校・学級だよりで活動内容や大
会での成果など色々なことがわかり、とても良い。情報
提供になっている。ホームページでは給食の情報が多
くて楽しみ。

学校関係者評価についての説明

評価項目「保護者・地域との連携協力」


