
№ 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

　学習規律は定着しており、授業
に落ち着いて取り組める生徒は多
い。研修推進委員会から提案され
た「授業展開の視える化」等の工
夫をさらに進め、指導に差が生じな
いように教職員間の共通理解を引
き続き深めていく。

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

　コロナ禍によってグループの意見
交換の機会が減少したものの、
ICT（クロムブック）の導入により、
従来の対面の言語活動だけでな
く、ネットワーク上の言語活動が可
能になった。発言が苦手な生徒の
意志表示・表現を拾いながら授業
が進められた。

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

　県の学力学習状況調査の結果
からは、全体的に伸び率は大きい
ことがうかがえる。各学級に支援を
要する生徒も複数在籍することか
ら、個に応じた指導をさらに進めら
れるよう、教職員の共通理解を深
めていきたい。

A

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

　AETと共に、日常の授業において
英語の活用場面を増やしている。
また、各季節の特色ある行事を取
り入れ、生徒の興味や関心を高め
られるよう様々な工夫を凝らした英
語活動に取り組んでいる。

A

評価項目「学力向上」

学校関係者評価についての説明

・研修推進委員会から提案された内容について差し支えなければ提示して下さい。・授業中の生徒の様子も落ち着いて
いる。先生方は授業を工夫するよう努められている。・生徒たちの落ち着いた様子はとても素晴らしいものでした。先生
方の授業の工夫のおかげでもあると思います。ただ、まだ課題もあるようなのでA寄りのBです。・共通理解を引き続き深
めて下さい。・授業参観の中で、授業の約束事が確立され、生徒が落ち着いて授業に取り組む姿が多く見られた。・落ち
着いた授業、学習状況を評価する。・今後も引き続きお願いしたいと思います。

・声に出して発言することが恥ずかしいと思っている生徒もネットワーク上で発言できることは良いことですね。その様な
生徒もこれを機会に声が出せるようにできると良いです。・ICTの導入により表現方法が広がったということで、再なる表
現する力の育成に工夫をこらして頂きたい。・ICTによって今まで苦手だった生徒が参加することができる、意欲が引き
出すことができたこと。良かったと思いますが、対面でなくなることによるメリットデメリットも今後の課題かと思われるので
B。・良い方向に進んでいる。・コロナ禍で、ネット上での言語活動が可能になったことは、チャンスであると考える。文章
による表現は言葉による表現につながると考える。・生徒の思考力、表現力を養い、苦手な生徒の意思表示、表現力を
育てていただきたい。・工夫して授業を進められていると思います。

・継続して取り組んで下さい。・コロナ禍でICTへの対応に追われる中、個に応じた学習指導を行うことは難しかったと思
う。この経験を次年度に生かしていただきたい。・全体的に伸びていることに評価をAとしたい。ただ個の伸び率が全体
的に上がらないと、保護者の理解も得にくいと思う。塾に通う子、通わない子などかなり差もあると思うが、これからの底
上げに期待。・生徒のアンケートはAが多いのでよかった。・昨年に引き続き、県の調査の伸び率が大きいことは着実に
学力の向上が見られていると感じた。・学力、能力に応じた指導を評価したい。・今後も引き続きお願いしたいと思いま
す。

・継続して取り組んで下さい。ただし、国語教育も大事にして下さい。・英語の授業は活気があると感じている。今回C評
価をつけた先生方がおられるので、問題点があるのなら改善できるように願う。・先生方の評価で「C評価」が目立つの
が気になる。自己評価で努力している姿が見られるのでB・もう一歩かも知れない。・小学校での外国語活動も始まり、小
中連携を含め、いっそうの充実を期待したい。・楽しく学べる、授業状況づくりに御苦心されている姿勢を評価したい。・
引き続き英語に興味を持てるような授業をお願いしたいと思います。
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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 令和３年度 特別号《令和３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

1

学校は目指す生徒像であ
る「認め合い、互いに努力
する生徒」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

　コロナ禍における教育活動の変
更等の対応に苦慮した。オンライン
授業等で、今までにない準備や対
応をする時期もあり、「凡事徹底」
の基本である「報連相」が行き届か
ない場面があった。再度、意識を高
めて教育活動にあたっていく。

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

　全校単位の行事の開催が困難な
状況ではあったが、学年単位では
計画・実行することができた。研究
委嘱の取組である「自己有能感に
つながる掲示物」に各学年・学級で
工夫して取り組んでいる。

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

　ICTの活用や教材の工夫を通し
て、授業に対して前向きに取り組も
うとする生徒の割合は増えてきて
いる。学力向上に結びつくような授
業展開や家庭における学習の取り
組み方について、さらに工夫をして
いく必要がある。

B

評価項目「独自」

学校関係者評価についての説明

・コロナ禍のため、今まで出来ていた事が出来なくなり、先生方も苦労したことと思います。このようなときはどうしたら出来るかを考えて実践すると
良いと思います。コロナ禍で出来ることを一生懸命に行うことが『凡事徹底』だと思います。・コロナ禍で先生方が凡事徹底の意識を高めるのは難し
かったように思える。・今までにない教育の在り方、先生方も手探りでの対応だったと思います。向き合う様子はとても評価から感じ取れますが、先
生自身「あまりあてはまらない」の評価もあるのでB・先生方の努力も必要と思われます。・コロナ禍の中、これまで経験したことのない状況になった
中で、教師が協力してオンライン授業やタブレット端末の活用を行っていた。・コロナ禍の中、意識の高揚に御苦心され凡事徹底の重要性を説く先生
方の姿勢を評価したい。・オンライン授業等、今までにない取り組みで先生方も余裕がなく大変だったと思います。今後も続けて取り組んでほしいで
す。

・3密になる行事が出来ない中で、掲示物を見ると良くできており、工夫しながら取り組んでいることがよくわかるため評価します。・一人一人を輝か
せる場となる行事が制限されてしまったことは残念である。その中でも先生方はできる努力をなされたと思う。・AよりのBです。コミュニケーションの
なかなかとれない中での評価で「あてはまる」が多いことから真剣に取り組んで下さっているのが見えます。生徒も先生方の頑張りを評価している
のでAをつけたいところですが一応B・学年単位の計画がうまく進んで良かった。・授業参観では、落ち着いた雰囲気で授業が進められ、校内の掲示
物が充実し、生徒の主体性を促すものであった。3年生の体育祭を拝見したが、教師と生徒が一体となり行われており感動した。・開催が困難な状
況下体育祭等御苦心され先生方が率先してクラスのチームワーク、連帯感づくりに臨まれている姿勢を評価したい。・行事が中止になる中、行事に
変わるものを計画実行していただき、とても良かったと思います。各学年毎の体育祭での子どもたちの表情がとても良かったです。

・パソコンの利用は生徒たちに興味を起こさせる重要なツールになります。これからどのように利用するかが大きな課題だと思います。先生方のセン
スを磨くチャンスと捉えて実践して下さい。・コロナ禍で授業形態が変わり、その対応だけでも相当のご苦労があったと思う。この努力の成果が出る
ことを願います。・この環境下で先生たちの工夫に対して生徒が評価を下げていないところからA。ただ、生徒、保護者共に「３」の評価が少々下がり
気味なので、コロナも落ち着くと信じて、今後に期待したい。・不登校の生徒への貸出方法がはっきりしていない。・GIGAスクール構想の下、ICTを活
用し、生徒が興味関心をもって授業に取り組んでいた。今後、ICTの活用について、教師・生徒共に学び、更なる効果的な学習指導を期待したい。・
授業に対して先生方、生徒共に前向きに取り組まれている姿を参観から強く感じる。更なる向上を望みたい。・はじめてのオンラインと対面授業の同
時授業で準備の期間があまりない状況だったので、いたしかたないとは思いますが、分かりにくい場面もあったようです。今後は工夫していただき、
より良いものにしていただけたらと思います。

№ 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

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

　学年主任や各分掌主任のリー
ダーシップのもと、学校運営を進め
ている。一部の担当職員に業務の
負担が過多となる状況もあるため
分掌を統合・整理し、業務を適切に
分担・管理する必要性を教職員全
体で共有していく。

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

　学校評価を中心に、PDCAサイク
ルの意識を持って運営に努め、工
夫しながら「計画・実行」はできた
が、「C・A」が不十分な場面も見ら
れた。ふり返りを行い、次年度以降
に活かせるような体制づくりに努め
ていく必要がある。

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

　事故や不審者等に対する基本的
な対応は、教職員間で共有できて
いる。コロナ禍により、生徒の避難
誘導まで行う避難訓練の実施が難
しく、有事の際の動きに関して不安
に感じている職員もいる。自信を
持って対応できるように、訓練の形
式を工夫する。

B

評価項目「組織運営」

学校関係者評価についての説明

・仕事ができる人に集中します。問題点を明確にして、分担できる業務が何なのか明確にすることが大事です。何でもやらせてみることが人を育てる
ポイントです。失敗しても優しくフォローして育てて下さい。・自己評価で「一部の担当職員に負担になっている業務がある」という意見が毎年挙がっ
ているように思う。問題点を共有して改善されることを期待する。・分担も偏りがあったり難しい面もあると思うが生徒たちにも手本となるよう「チーム
新座中」として先生方の体制を積極的に作っていただきたい。・先生方の努力も認めて良いのでは。・コロナという予期しない状況の時こそ、組織的
な運営が必要となる中、学校が円滑に機能していると感じた。・担当職員の負担過多にならないよう、分担、管理を共有して下さい。・今回、3年生
の学年主任の先生が担任と学年主任を両立されていたようですが、クラスを見ながらで学年全体に目が届くのか心配でした。

・問題点を明確にして改善して下さい。・「計画・実行」されたものが、より良く改善されるような体制ができるよう努めていただきたい。・PDCAサイク
ルは難しい時期だと思う。まず個々で「C・A」まで考え、みなで協力しながら行えるよう、C評価がなくなるよう、体制づくりをお願いしたい。・次年度に
期待します。・多忙を極める中、これまで通り学校評価が行われ課題を明確に示すことができている。・更なる体制づくりに努めて下さい。・コロナ禍
ということで難しかったのではないかと思います。今後に期待したいと思います。

・感染対策をしながらの避難は今後もあります。どの様な避難訓練が必要か生徒も含め話し合って取り組んではいかがですか。・いつ起こるか分か
らない災害などの有事に備えて、避難訓練は実施して頂きたい。・何か事態が起きたときに生徒の頼れるところは先生方です。ここは自信を持って
「安心して下さい」と言えるように。まずはC評価以下を０にお願いします。・全員が安心できるようお願いします。・感染症の予防や感染拡大も含め
た危機管理を教職員で共有し、有事への対応ができるよう期待したい。・有事には不安がるのはやむを得ないが、平時から自信を持って対応される
よう臨まれている姿勢を評価したい。・通学路での不審者の情報に対しての対応が不安に感じられました。



№ 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にお
けるアンケートを実施し、意見をい
ただく機会を設けて対応にあたっ
た。コロナ禍により、面談や保護者
会、学校公開等で来校の機会が設
定しにくい状況であったが、PTA活
動や役員の方々との情報交換を通
して、意見をいただきながら対応を
模索した。

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

　各種通信、ホームページ、スクー
ルメールなどを通して情報を発信し
ており、２学期は保護者会を参集
型からICTを活用した開催方式で
実施した。一人一台整備されたク
ロムブックを上手に活用して情報発
信ができるようにしていきたい。

B

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

　コロナ禍で今までに比べると地域
の方に学校へ来ていただく機会も
減少しているが、あいさつ運動や
読み聞かせ等の活動を少しずつ再
開している。計画時期の変更は
あったが、多数の保護者に除草作
業に協力いただき、教育環境整備
が進んだ。地域の方と連携した環
境整備活動を３学期に計画してい
る。

B

学校関係者評価についての説明

・昨年度は全てA評価でしたが、コロナ禍の影響で全てB評価になったかと思います。できなかったことがあるためB評価にしていると思いますが、
行った努力を考えると今年度は全てA評価にしたいと思います。今年度は、オンラインでの情報提供はスタートしたばかりですのであまり気にしなく
ても良いと思います。来年度からが本番になると思います。（以下３項目）・迅速な対応をなされていると思う。・コロナということで閉鎖的になりがち
になってしまうのは仕方ないと思うが、生徒への教育の形を変えていこうとするのと同じように、保護者、地域との連携の形を考えていっていただけ
たらと思う。・意見の取り入れが不十分、特に中庭を綺麗に。・コロナ禍での面談や保護者会、学校公開の減少は仕方のないことである。・コロナ禍
なればこそ、学校、地域、保護者との意思疎通を図っている姿勢を高く評価する。・コロナ禍で制限がある中、適切に対応して頂いていると思いま
す。

・通信方法は確立されていると思うが、ホームページでの発信が減少したように感じた。・学校は地域の人たちとの信頼関係も大事なので新座中は
活気のある場所、通っている先生も生徒も学校が大好き、誇りに思っている姿を発信してもらえたらと思う。・これから良くなると考えます。・コロナ禍
におけるICTの効果的な活用はアフターコロナにおいても、大いに参考になると思われる。今後はハイブリッドも視野に入れ、取り組んでほしい。・コ
ロナ禍なればこそ各種情報の発信重要、高く評価する。・ICTを活用した試みは、始まったばかりですので、今後はもっと活用して頂きたいなと思い
ます。

・コロナ禍での活動が制限されていたこともあり、この項目を評価するのは難しい。学校が地域と連携していきたいという意思は感じられる。・なかな
か動くことのできない時期であり、どうしていったらいいかと学校も考え難しい悩みだったと思います。ただ、環境は人を作ります。環境は人が作りま
す。生徒たちのボランティア精神、地域の人、保護者がこの中でどのようにどのようなことができるか、これからも続く課題に思えます。今まで開かれ
た学校だっただけに、差が大きすぎて評価も低いように思いますが、これからの時代に合わせた連携協力に期待したいです。・計画しただけではダ
メ。できることから早く進めること。・「開かれた教育課程」や地域、保護者も加えられた「チーム学校」が求められている。学校を大きく開き、地域と学
校と共に子どもたちを育てていってほしい。・コロナ禍なればこそ地域とのつながりを間断なく模索して下さい。高く評価する。・環境整備に関しては、
人の手が特に必要になると思いますので、今後も連携していけたらと思います。

評価項目「保護者・地域との連携協力」

№ 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

　体育授業や部活動の時間には、
学校中に元気な声が響いている。
昼休みの体育委員会による用具貸
し出しや運動施設開放を通して、
全校生徒に運動できる環境を提供
している。部活動でも今までの指
導に加え、生徒に考えさせることで
主体性を育もうとする部活動が増
えてきている。

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、オンライ
ン授業期間もGoogleのシステムを
活用して給食通信を発行し、生徒
の関心が高まるような取組を実践
している。家庭科や学活の授業に
おいても栄養教諭とティームティー
チングで食育に取り組んでいる。

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

・自己評価を見ると生徒たちが活発に活動している事が読み取れるため、A評価と致します。今後も３密にならない様活動して下さい。・体力向上を
願う取り組みがなされていると思う。体育系部活動が縮小しているように感じる。・先生方の評価は全体として下がってはいるが、色々な形で生徒
への運動の場を考えてくれているように思う。低い結果はコロナの影響と考え、昨年度同様Aとしたい。・もう一歩です。・健康と体力は生きる力の基
本である。様々な工夫した取り組みを高く評価したい。・コロナ禍の中での体育祭等体力向上の他、チームワーク、連帯感、仲間作り等多岐にわた
り意欲的に取り組まれている。評価したい。・先日の体育祭の様子から適切な指導にあたられているなと感じさせられました。

・給食は生徒たちに非常に好評なようです。クロムブックを活用して生徒たちの興味を引く工夫を行っており十分評価できます。今後も新しいレシピ
で生徒たちを喜ばせて下さい。・食育への取り組みが、積極的になされている。・生徒への指導だけでなく献立表などでもたくさんの情報を発信して
下さっていることに感謝です。この情報が家庭との共有になることを願います。・体力向上にもなるAでよかった。・食は生きる力の基本である。素晴
らしい実践がなされていることを高く評価したい。・食は生きる基本である。様々な実践を評価したい。更なる向上を望みたい。・今までと同様に頑
張っていただいていると思います。

№ 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

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

　日常的なあいさつ指導は行って
いるが、コロナ禍のため、例年取り
組んでいる生徒によるあいさつ運
動などを積極的に推進する指導が
難しかった。また、教職員同士のあ
いさつや言葉遣いについても改善
の余地があるため、範を示せるよう
に教職員の意識を高めていく。

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

　コロナ禍で諸活動の制限はあっ
たが、各学年の行事を通して、生
徒間の人間関係構築に必要な関
わりを持たせることができた。アン
ケートなどを活用していじめ等の実
態調査も継続して実施している。個
別対応が必要な生徒が増えている
ため、十分な聞き取りと教職員の
連携体制を強化していく。

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

　規律意識を高める指導として、単
に「～しないように」声をかける指導
から生徒に気づかせる指導を進め
ている。生徒に伝えている「時を守
り、場を清め、礼を正す」ことについ
ては、教職員自身の姿勢と意識
に、一部差が見られる点を改善す
る必要がある。

B

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

・教師自身が模範を示して下さい。あいさつに大きな声はいりません。心がこもっていれば小声でも十分OKです。・校内では気持ちの良いあいさつ
ができているように思う。場に応じた言葉遣いは指導にあたる教職員だけでなく家庭でも意識を高める必要があると感じます。・生徒が進んであいさ
つ以外でも、生徒との会話での言葉遣いなど気になることがあるかを知りたい。先生方の評価も低めなのでB。・指導者にお任せ、正しい言葉遣い
の意識を高めて下さい。・生徒から廊下等で気持ちの良いあいさつをされ、さわやかな気持ちになれた。言葉遣いについては、引き続き粘り強く、繰
り返し指導していただきたい。・更なる指導を望みたい。・前よりは進んであいさつをする子が減ったような気がします。先生方も含む学校に来る大人
同士がしっかりあいさつをしていればそれを見る子どもたちが自然にあいさつできるようになるのかなと思います。

・いじめについての実態は外からでは分かりませんので先生方の責任が大です。小さな事も見逃さない様に気をつけて下さい。・学校は早期発見、
早期対応に努められていると思う。いじめはダメ！という意識を生徒自身が持てるような取り組みをお願いしたい。・生徒たちの悩み事に対する先生
や相談員の方への評価、学校が好きという気持ちにA評価。先生、相談員、SSWの方々のおかげですね。向き合って下さっているのが目に浮かび
ます。・何故評価が低いのか分からない。・いじめ。不登校は担任一人に任せることなく、組織的に対応することが大切であると考える。引き続き組
織的な取り組みをお願いしたい。・個別対応等先生方の心労負担が増量中ではありますが、じっくり、ゆっくり、丁寧に対応されますよう望みます。・
なかなか先生に相談するのは難しいと思いますので、安心して相談できるような、信頼関係を先生と生徒の間で築いていただけたらと思います。

・先生方が模範を示して下さい。気を緩めず取り組んで下さい。・指導する立場として、TPOを意識した指導を継続していただきたい。・先生方の評価
が低いのが気になります。結果に結びついていなくても、先生方の心がけなどの声も聞きたかったです。・教職員指導をお願いします。・凡事徹底を
全ての教職員が実行できることを期待したい。・先生方が自ら手本となり生徒に気づかせる指導を進めている姿勢を評価したい。・先生もやっていな
いのに注意されるという話も聞くので、お互い起立に対しての意識を高めてほしいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の学校評価を受けまして、来年度も「認め合い,互いに努力する生徒」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、ICTの活用等指導方法の改善に努め、生徒の学習意欲を向上させ、主体的に臨むこと 

ができる授業を展開する 

・生徒の発達や能力に応じた指導・支援を推し進める（来年度Qubena、ロイロノートを効果的に活用し、生徒の学力向上

につなげる） 

〇「豊かな心の育成」 

・生徒一人一人が学級や学年での役割を自覚し、集団生活をより良くしようと思える学級・学年経営を行う 

・いじめ等に対して、常に起こりうることを自覚し、特に予防・早期発見・解決に向けて取り組む 

・場に応じた言動を行えるよう、粘り強く指導を繰り返し、教職員自らが手本となることができるよう努める 


