
 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度の学校評価を公表します。これを基に令和２年度の教育活動にさらに改善を図っていきます。 

 

自己評価      職員による評価、保護者・生徒による学校評価を基にして職員会議で職員全体の評価をまとめたものです。 

学校関係者評価 学校関係者評価委員会（校長が委嘱した７名の委員で構成。学職経験者、民生委員、主任児童委員、卒業生の

保護者、保護者）でまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 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、目指す生徒像であ
る「社会で自立する人間の育
成」を実現するために、「凡事
徹底」に全教員で取り組んでい
る。

B

　各学年や委員会などにおいて、「凡事徹底」を身につけさ
せるためのコンクールや掲示物の作成などが行われてい
る。行事等で生徒が発する言葉の中にも「凡事徹底」が端々
に表れ、生徒に浸透していることがうかがえる。
　挨拶については、関係ができている教員に対しては元気よ
く行う生徒が多いが、来校者に対して積極的に挨拶できる生
徒は少ないとの指摘があるので、随時指導していきたい。

B

2

学校は、「明るく・楽しく・元気な
学校」づくりを推進し、一人ひと
りを輝かせ、自己有能感を育
てている。

B

　各行事の際、教員主導ですすめるのではなく、生徒が活動
をする場面を年々増やし、生徒がより主体的に参加する意
欲が高まっている。この方針を続けつつ、各場面で評価をし
ていくことで、生徒自身が成果を感じ、より自己有能感が
育っていく。

A

3

学校は生徒一人一人の興味
関心を大切にし、学習意欲を
高め、わかる・できる喜びを味
わわせる教育活動を行ってい
る。

B

　昨年度まで取り組んでいた研究内容を踏まえ、各教科で
様々な方策で生徒の学ぶ場面を作りだしている。生徒も学
校での授業に対しては前向きな評価をする者が多い。しか
し、学力向上の点についてはまだまだ課題が残っている。引
き続き、意欲の向上だけでなく、成果につながるような活動
をしていく。

B

　先生方はとても努力してくださっていると思う。先生方は授業の研究を進め､生徒も積
極的に発言をするような授業の様子が見られた。その努力が成果として現れてくること
を期待したい。授業を参観した中で、ICTの活用、「主体的・対話的で深い学び」を用い
た授業改善が多く見られた。引き続き、意欲の向上を図ると共に､成果に結びつける努
力を期待したい。学校としては､当然生徒の学習意欲を育て高める対応をしていると、各
教室を見させていただいて感じた。

評価項目「独自」

学校関係者評価についての説明

　時間に関するメリハリはできていることが多いように思うが、ONとOFF、先生対生徒と
いう部分が少し甘い気がする。家庭での指導も大事だが､共通の課題である。「凡事徹
底」という言葉は浸透している。浸透してくると慣れが出てきて､あまえが出てきてしまう。
取組を続けていくという難しさがあるのでは無いかと感じる。生徒、保護者共に「凡事徹
底」という言葉が定着してきていると感じた。引き続き「凡事徹底」が自分自身の未来や
社会を切り拓くことにつながっていることを教えてほしい。当たり前のことを普通にやれ
るように､教職員全員で取り組んでいる。私も当校へ行くとまず目に入るのが「凡事徹
底」の熟語である。

　子ども達の自発的な行動が以前よりできている。生徒と先生方との関係性が向上して
いるように感じる。一人一人への対応は難しいことであると思うが､先生方の励ましで自
己有能感を育てることに、力を入れて頂きたい。生徒が主体的に取り組む場面が多く見
られた。このことは各行事だけでなく授業においても見られるようになっている。職員全
員で､学校の方針として一人一人有能感の育成に努めている。

№ 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

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
　学習規律の定着を図り、授業に落ち着いて取り組める生
徒がほとんどである。指導に差が生じないように、職員内で
共通理解をさらに努めていく。

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
　自分の意見を表現することに苦手意識を持っている生徒
は未だ多い。表現する機会を増やし、繰り返し取り組んでい
く中で力をつけさせたい。

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

　県の学力調査の結果からは、学力の上位の生徒も下位の
生徒もばらつきなく伸びていることが分かる。学習指導要領
や県編成要領等の理解を深めるための研修を行えるとよ
い。

B

10

  学校は、英語（英会話）の授
業を充実させるなど、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。

A
　ＡＥＴや英語加配教員と連携し、様々な工夫のもと生徒は
楽しく英語の授業に取り組むことができている。英語科教室
は掲示物が充実しており、英語への関心をより高めている。

A

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

　少ない時間の中で塾で先に進んでいる子、なかなか家庭学習が進まない子がいる中
で、十分な指導だと思う。「底上げ」と言う部分をもう少し､重視してほしい。授業も工夫さ
れており、生徒も落ち着いて発言者も多いと感じた。落ち着いて授業が行われている。
学校としては､生徒が学習内容において学びやすい様に先生方も一つとなってその体制
づくりに努めていると思う。

　相手に伝わるように発言する。表現する力を身につけるには学校の授業の中での経
験がとても役立つと思う。自分の考えを相手に伝わりやすく話したり､書いたりする学習
を､具体的な手だてを示しながら指導を続けていただきたい。学校は、言語活動を重視
した指導育成に努めている。

　個々にあった指導への努力、工夫をしているが、更なる向上を期待したい。校内研修
をさらに計画的に続けてもらいたい。全職員で学習指導要領に基づいて、生徒の育成に
努めることは大変なことである。

　英語の授業はとても活気があると感じた。工夫された楽しい英語の授業が行われてい
た。英語は､今日では欠くことのできない貴重な教科の一つでもあると思う。その教科の
育成に努めていただいていることは大変結構なことである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新座中だより 
学校教育目標 

強く 明るく 考える 

〒352-0011 埼玉県新座市野火止二丁目４番１号 

                  電話(048)478-3668  FAX(048)482-0131 

新座市立新座中学校 平成３１年度 特別号《平成３１年度学校評価》 

№ 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

　各分掌や学年に主任を割り振り、各主任のリーダーシップのも
と、円滑な学校経営を行うことができている。一部の業務では担
当職員に負担となっているとあるので、担当者は仕事を適切に
分担・管理をすることが業務であることを認知させていく。各提案
においては、「例年通り」に終わらず、向上することを目指して提
案するよう指導する。

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

　行事ごとにアンケートによる振り返りを行ったり、２回実施
した学校評価システムにおいても結果の周知と課題の確
認・改善策の実施を行ったりした。Ａ（アクション）の部分を徹
底させ、向上を図っていく。

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

　避難訓練を定期的、計画的に実施した。危機管理マニュ
アルを整備し、緊急時に速やかに対応できるようにきちんと
掲示等が行われている。不審者ではなかったが、来訪者に
対し、複数の教員で適切に対応できた場面もあった。

B

学校関係者評価についての説明

　割り振りはできているように思うが、個々への助けなどがあまり見られない。スムーズに､業
務が進んでいくことに期待する。教員の若年化が進む中、組織的に運営が行われている。今
後とも計画的、組織的に若手教員や主任属の育成を行っていただきたい。学校としては､校長
先生はじめ教職員全員で学校運営に努力されている。

　一つ一つ受け止めて､次につなげてくれている。「アクション」の内容をもっとアピールしてほし
い。経営方針の明確化→学校評価の確実で丁寧な実施→次年度の計画というPDCAサイク
ルがしっかりと行われている。学校としては､各教科に基づいてあらゆる角度から思考力・表現
力等の育成に努力されている様子を感じる。

　何かあったときの先生方のフットワークの軽さはとても評価できると思う。昨年は各地で災害による被害が
多くあった。自然災害、不審者対応の危機管理を続けていただきたい。また、中学生の誘拐事件も起きてい
ることから、SNS等の危機管理も強化してはどうか。計画や訓練がしっかりとできている。近年、自然災害や､
高齢者の運転による加害事故など、予期しないことが多い。学校安全計画を再度見直し､確実に実施してほ
しい。学校としては､常に万一の場合に備えてその対応・体制を備えている様子で何よりである。

評価項目「組織運営」



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 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

　生活委員会と生徒会で行っている「ベストグリーティング
賞」も定着し、来校者に対しても元気よく挨拶のできる生徒
が増えてきた。一方、言葉遣いについては敬語が十分に使
えない生徒が多く、職員も見逃しがちである。指導の機会を
見逃さず、改善を図っていきたい。

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

　毎月のいじめアンケートの実施や生徒会の取組を継続し
て行うことで成果を上げている。引き続き、いじめの予防・早
期発見に努めていく。また、アンケートの実施方法や内容
を、より実情の把握につながるよう検討していく。

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
チャイムで挨拶を行えるよう、教員は意識をして授業準備に
臨んでいる。TPOをわきまえた言葉遣い、服装等、様々な場
面で教員が率先垂範していくようにする。

B

学校関係者評価についての説明

　子ども達みんな元気で明るく良い。校内では気持ちのよい挨拶を受けることが多い。
来客者へのTPOは身についている生徒が多いと感じる。保護者、教員、生徒同士での
なれ合いにより、言葉遣いがその場にそぐわないものになってしまうのではないか。言葉
遣いの大切さを理解させながら､粘り強く繰り返しの指導を期待する。今期も3回目の「あ
いさつ運動」が実施されたが､大変良い事業の一つと思う。たまに、当校に伺って、生徒
に出会うと生徒からもよく挨拶される。日頃の指導の成果ではないか。

　子ども達の行動に、よく目を向けている。アンケートがあるから､早期発見、対応ができたという案件がたくさ
んあると思う。しかしながら、「アンケートに本当のことを書くわけがない」という生徒の声を聞いたこともある。
SOSの信号を見逃さない、生徒達が自発的に「STOPいじめ」の行動を行っているようである。引き続き､生徒
が楽しく学校生活を送れるよう､具体的な手だてを示し､取り組んでほしい。生徒間にこのような行為のないこ
とは大変結構なことと思う。近年ではこのような件の話は耳にしないが､先生方の指導の成果の表れではな
いか。

　「TPO」が大事である。手本になること、保護者からも生徒からも必ず求められてしまうところ
である。意識を持って臨まれていること、続けていただきたい。若手教員が増え、教員の中で
も規範意識に違いが出ているかもしれない。上記のように先生方の日頃の指導の成果が実
り､その成果が徐々に出てきているものと思う。

評価項目「豊かな心の育成」 No.2

№ 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
　体育の授業や部活動の時間には、元気な声が響いてい
る。昼休みは、校庭や体育館で遊ぶ生徒が多く、自主的に
体を動かそうとする意欲が芽生えている。

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

　栄養教諭が中心となり、給食通信や昼の放送を利用して
食への関心をより高めている。生徒へのアンケート等も積極
的に行うことで、生徒が給食に対してとても関心を持ってい
る。

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

　休み時間での元気な生徒の活動の様子を語る先生の言葉に、とても温かな自慢する
気持ちを感じた。健康と体力の大切さを教えながら､引き続き指導をお願いする。「文武
両道」の面から言ってもスポーツも重要な教科の一環である。何をするにも健康が大切
である。体力向上に時間をとるのも大変結構なことである。

　積極的に食育に力を入れていることに評価する。引き続き､食育の充実を期待する。
衣食住の面から見ても､食は生活面から見ても欠くことのできない分野の一つである。育
ち盛りの生徒は、給食の時間も楽しみにしているものと思う。健康教育としても大いに進
めてもらいたい。

№ 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

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

　学校評価アンケートや行事でのアンケートを実施し、意見
をいただく機会を設けている。地域より、登下校に関するご
指摘などいただくことが多かったので、引き続き生徒への指
導や見回りで改善していく。

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

　学校便り、ホームページ、「マメール」などいろいろな手段
で情報を発信している。ホームページでも新たにコンテンツ
を作り、小まめに情報を発信している。横断幕や看板等で
も、生徒の活躍の様子を地域に発信している。周知の仕方
を工夫し、授業参観等、行事の参加率を上げたい。

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

　「除草作業」「窓ピカピカ運動」等、生徒と保護者・地域が共
に活動する機会を設けたり、中庭の整備など学校応援団組
織との連携を取ったりすることができている。朝の登校指導
における挨拶運動も毎月行い、多く参加していただいてい
る。

A

学校関係者評価についての説明

　ご指摘に対する対応に感謝する。保護者、地域からの意見に対して､対応しようと努力
している。ご苦労も多いと思うが､引き続き対応をお願いする。学校と保護者や地域の皆
さんと一つになって進めていくことは大変結構なことと思う。

　ホームページに期待する。積極的に発信されていると思う。周知してもらうことの工夫
は必要だと思う。情報発信は､学校を理解してもらうためにも大切である。引き続き様々
な方法を用いてもらいたい。地域の皆さんに学校の様子を理解してもらうためにも「学校
だより」等は大変良い手段の一つと思っている。

　美化活動や挨拶に対してとても評価できる。計画的に実施しようという努力は認める
が、微妙な判断で中止になってしまった活動があったことは残念である。様々な工夫し
た活動を今後とも続けてほしい。学校運営にとっては、こうした活動組織はどれ一つとっ
ても欠くことのできない重要な活動組織である。各組織とも連絡を密にして学校運営上、
極力続けてもらいたい。

評価項目「保護者・地域との連携協力」

 

以上の学校評価を受けまして、来年度も「社会で自立する人間の育成」を目指し、次のように取り組みます。 

〇「学力向上」 

・基礎学力を定着させるために、学習意欲を向上させ、生徒主体の授業を展開し、生徒の活動の場面をつくる 

・一人一人が活躍する授業、一人一人が認められる授業を展開する 

・生徒の発達や能力に応じた指導・支援を推し進める 

〇「豊かな心の育成」 

 ・一人一人が必要とされる学級を作り、自己有用感を実感できる学級経営・授業を展開する 

・いじめ等に対して、さらに予防・早期発見・解決に向けて重点的に取り組む 

・場に応じた言動を行えるよう、粘り強く指導をし、教職員自らがお手本となることのできるよう努める 


