
令和３年度　学校評価

実施日 令和4年2月22日

領
域

ＮＯ 評価項目 自己評価 自己評価についての評価の説明及び学校の考え
学校関係
者評価

坂戸市立桜小学校

様式３まとめ（学校関係者評価委員用）

坂戸市学校評価システム
学校名 坂戸市立桜小学校自己評価及び学校関係者評価

〇評価　　A：よくできている　　　　B：概ねできている　　　C：あまりできていない　　　D：できていない

・「改善策として考えられること等」の欄には、それぞれの質問項目に関して、その改善策として考えられること等があれば記述します。

学校関係者評価委員会の説明

目
指
す
学
校
像

1
学校は、児童に
とって通いたい学
校となっているか。

・本校の児童は学校が好きな子が多いと感じている。
・一部課題もあるが、家庭や関係機関と協力をして対処
している。
・課題のある児童については保護者と丁寧に相談してき
たい。
・人間関係を上手に作る経験が子どもたちに不足してい
る。まだまだ成長途中である。

B

・家庭や関係機関との協力で対処していることは評価できる。
・児童に対する丁寧な対応がとれていることは評価できる。
・朝の登校時通学班に遅れて登校する子が見受けられる。あまり足
が進まないような感じである。
・児童本人が「学校が楽しい」と感じられていることが一番大切だと
思う。
・教員の評価、保護者のアンケート結果から、よくできていると評価
しました。今後も不登校や課題のある児童に対して丁寧な対応をし
ていただき、不登校０を目指してほしい。

2

学校は、保護者・
地域にとって通わ
せたい学校となっ
ているか。

・学校としては可能な限り努力していると思う。
・学校だより、学級だよりの他、毎回の連絡帳などを活用
し、保護者とのコミュニケーションをとっている。
・いろいろな児童がいて、保護者が問題行動を見聞きす
ることもあると思う。
・連絡ノートで日々の様子を毎日伝えているが、家庭で
の様子はこちらから深く聞かなければわからない現状が
ある。

B

・学校だより、学級だより、連絡帳等の活用によるコミニュケーションがとれ
ていること、評価できる。
・色々な事情がある家庭も見受けられる。中には親とコミニュケーションがと
れていない様なケースもあるようである。
・親の相談に対してすぐに先生が対応してくれたとの話を聞いたことがある。
・ホームページ、学校だよりなどにより児童の様子を伝えていただき、ありが
たい。また、急な連絡もマメールで情報をいただけるので助かっている。コロ
ナで懇談会が中止になり、直接担任と話をする機会が少なかったことが残
念であった。

3

学校は、働き方改
革を意識して、職
員の勤務体制の
改善を図っている
か。（共通項目）

・職員がとても協力的だと思う。
・他の先生方に支えられているため、仕事内容の管理が
しやすくなっている。年々遅くまで働く雰囲気がなくなって
きていると感じる。
・タイムカードでの勤務時間の把握ができている。会議や
行事も校長先生の判断で精選されていると思う。
・学校だけでは、どうしようもないことが多々ある。少しで
も何とかしようというアイデアをもっと集める努力はもっと
するべき。
・保護者の理解をもう少し進めたい。学校として保護者に
話す場（入学説明会など）で勤務時間や電話の受付時
間などを説明できるとよいかと思う。

B

・年々遅くまで働く雰囲気がなくなってきていることが評価できる。
・会議や行事の精選ができてることも評価できる。
・新型コロナウイルス対応で各先生方も忙しくなってきているのでは
ないでしょうか。あまり無理せず、みんなでシェアできれば良いと思
う。
・夜残業されている先生は少なくなったようだが、朝早い先生がい
る。
・タブレット学習の導入など、新しい取り組みがあるので、先生方は
大変だと思う。保護者側の理解と協力も必要だと思う。教員不足と
の報道もあるが、待遇改善や教員自身のメンタルヘルスをサポート
する体制づくりなどが必要なのではと考える。

学校は,教職員に
とって働きたい職
場となっているか。

・みなさんとてもがんばって仕事をしていると思う。分掌
組織など見直すべき所もある。
・教員間の人間関係が良く、協力し合う体制ができてい
る。
・経験における知識などをもっている教職員の先生方が
多く、学ぶことが非常に多い。
・協力し合うことはできていると思う。なかなか参加したい
研修に行けていない（人数制限などがあるため）ことが
ある。

B

・教師間の人間関係が良く、協力体制も確立していることは評価で
きる。
・色々な行事が計画通りに実施できず大変やりにくい状況だと思う。
子どもたちのモチベーションを上手に維持して落ちこむ子のない様
にしてあげたい。
・教員の評価から、よくできていると評価した。リモートや動画視聴で
可能な研修は、そうすることで多くの人が参加しやすいのではない
かと考る。

教
育
課
程
・
学
習

5

学校は、学力向上
に向け、児童にわ
かりやすく、工夫し
た授業をしている
か。（市共通項目）

・授業研究や研修等、充実しており、教員皆学力向上の
ため、工夫した授業を行っている。
・学校研究など、みなさんがんばっていると思う。授業時
間の確保と言いながら、対外行事やコンクールの準備、
学力テスト、食育や税のことなど、外部からの要請による
もの、研修による自習など、時間数の確保の問題もあ
る。
・今年度もコロナの影響で学び合いや対話的な学びが十
分にできなかった。

A

・コロナ禍の困難な環境の中での教育、学力向上のための授業研
究や研修等の充実が図られていることが評価できる。
・丁寧な授業内容で子どもの能力別にグループ分けをして、みんな
が理解できる内容の授業になっていると思う。
・授業参観時は、同学年の同じ教科でも児童にとって興味のありそ
うな内容の進め方（具体例を使って）とそうでないクラスとの差が
あった。
・少人数クラスなど工夫している点は評価できるが、なかなか結果
に結びついていない。学力向上には家庭の役割も大きいと思う。共
働きの家庭では、宿題のチェックなども難しい。学童に協力を依頼
し、宿題をする時間を設けるなどの対策もありなのではないかと考
える。

6

学校は、豊かな
心を育む教育の
充実を図ってい
るか。

・限られた時間や人の条件の下で十分やっている。
・体験活動などが本校では充実していると思う。
・相手の気持ちになって考えることについて、継続して伝
えている。
・いじめなどの報告はないが、児童一人一人を大切に思
い、豊かな心を育む取り組みを今後も大切にしていきた
い。

A

・体験活動の充実及びいじめ報告のない事が評価できる。
・学校外での活動などコロナの関係で思うようにできないのが残念
である。
・いじめなどの話は聞かないが、YouTubeなどの影響で汚い言葉を
使うことがある。

Ｂ

Ｂ

・進んであいさつをする児童が増えた。
・学校全体としてはどのクラスも落ち着いた授業を展開し
ている。
・あいさつはするが進んで行う児童は少なく感じる。
・あいさつは学級指導しても個になると変化が見られな
い。
・忘れ物が多く、学校と家庭で連携に声かけする必要が
ある。
・もっと丁寧な言葉遣いをするよう声掛けが必要である。
・あいさつや言葉遣いに関しては職員全体でできている
面を積極的にほめる機会をもっと増やしていきたい。

B

・見守り隊を担当していると、相変わらずあいさつをしない子どもも多いが、
一時より元気にあいさつする子どもも増えてきた。
・登校時のあいさつはよくできていると思うが、班によって全然できていない
所もある。校内での礼儀は大変良いと思う。授業中はみんな落ち着いて勉
強できている。
・「あいさつ」「言葉遣い」は児童自らが学習するものではなく、大人が（家庭
で、学校で、地域で）継続して教えていくことから始まるものと思う。
・保護者アンケートによると「登校時あいさつをする子が少ない」が多いが、
「あいさつ」は学校だけではなくむしろ家庭内での乳幼児期からの習慣だと
思う。一学期 朝 あいさつで下を向いていた児童も、現在は目を合わせ頭を
下げてくれているような変化はある。
・学校内ではあいさつをしてくれる児童も登下校の時は元気がない。学校だ
けでなく家庭の協力がなければ改善しないのではないか。

C

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

7

児童は、落ち着
いた態度で生活
し、授業に取り組
んでいるか。（市
共通項目）
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8

学校は,心身の健
全な育成と体力
向上を図ってい
るか。

・コロナ禍で限られた条件の下、できている。
・持久走大会では、業間休みを利用して全校で取り組む
ことができた。
・坂戸市食育プログラムに応じた指導が十分ではなかっ
た。坂戸市にはすばらしい食育プログラムを生かし、進
めたい。
・行間休み校庭に出て遊ぶ習慣が全員に定着するとよ
い。

B

・持久走大会での全校での取り組みができていることが評価できる。
・食育プログラムに応じた指導は、今後に期待する。
・休み時間等、外で元気に体を動かす子供が多い。運動好きな子が多いよ
うに思う。
・コロナ禍でも校長先生をはじめ、先生方の努力で運動会、持久走大会が
無事に開催された。
・他県で調理現場を給食中にビデオで流している学校があった。自校給食
の桜小でもできるのではないか。児童の食育につながる。
・コロナ禍であったが、「持久走大会」が実施できたこと、また、記録会であっ
たが、「連合運動会」が開催されたことはよかった。

Ｂ

・倫理確立委員会が定期的に開催され、職員が風通しの良い職場
と感じていることが評価できる。
・明るく働きやすい職場になっていると思う。
・倫理確立委員会を定期的に行っていることは評価できる。

9
学校は、特別支援
教育体制の充実を
図っている。

・特別支援学級希望者が増えていることは、学校全体の
取り組みの成果であると思う。
・様々な担当教員と連携が取れていると思う。
・毎日のように交流があり、よいと思う。一人ひとりが交
流学級での活動を通してよく学んでいる。
・特別支援教育に対する意識が学校全体でとても高い。
障害のある子どもへの配慮もよくされている。
・特別支援に対し、専門的な知識ももっている教職員が
多い。
・全保護者に向けたよりよい情報発信の在り方も考えて
いきたい。

A

・特別支援学級の児童数が増えていること評価できる。また、ほぼ
毎日の通常学級児童との交流実施ができていることも評価できる。
・少人数クラスや支援の必要な児童にも先生方が良く対応している
と感じる。
・支援学級の児童が増えているようだが、一人ひとりへの対応が充
実しているように思う。
・保護者への説明がもう少し欲しい。

Ａ

・月1回の安全点検を実施している。
・薬品点検を毎月行うことができている。
・施設や備品等については、やはりお金が伴うものであ
り、十分とは言えない。
・備品等、もう少しあるとよいものがある。

A

教
職
員

10

学校は,体罰や交
通事故等の教職
員事故や不祥事
の根絶のために
意欲的に取り組
んでいるか。（市
共通項目）

・まじめな先生方であるので、十分だと思う。
・倫理確立委員会を定期的に行っている。仕事以外の話
も気軽に話せる。
・風通しの良い職場で、不祥事や事故に対する教員の意
識も高い。

AＡ

Ｂ

Ｂ

・コロナ禍の困難な環境の下でもホームページを活用しての情報発
信ができていること評価できる。
・校内の情報や行事もわかりやすい。桜メール等も的確な情報発信
をしてくれ、わかりやすい。
・毎日ホームページに児童の様子や給食が更新され、情報提供さ
れている。
・ホームページの毎日の更新は、今後も続けて欲しい。

Ｂ

学
習
環
境

11

学校は、環境美化
に努め、温かさと
潤いのある学ぶ環
境づくりを組織的
に進めているか。

・無言清掃によって、担当場所を綺麗にしている。
・校内がとても整備されている。
・細かい所に手が回らないこともある。
・校内を見回って気がつくことであるが、トイレの汚れが
何か所かある。こんなきれいなトイレを設置していただい
たのだからいつもみがいてピカピカにさせて欲しい。

B

・無言清掃により、担当場所の清掃・整備ができていることは評価で
きる。ただし、トイレの汚れは今後改善が必要と考える。
・子どもたちの作品展示や校内の様子もよく整理されていて清潔感
が感じられる。
・校内はいつもきれい。
・いつも（子どもたちが）一生懸命清掃している姿が見られる。

12

学校は,安全で機
能的な教育環境づ
くりを進めている
か。

・中学校の特別支援学級を見学するなど、小中の連携を
とることができている。
・コロナ禍ということもあり仕方ないのかもしれないが、情
報交換などの交流はできていない。
・いじめ、不登校対策委員会で情報共有を行った。
・スイッチオフの取り組みをしている。
・スズキ校務に入力した情報をそのまま、中学校に送れ
るようになると良いと思う。

B

・コロナ禍の交流困難の中で、いじめ不登校対策委員会での情報
共有が実施できていること評価できる。
・中学校とのタイアップした行事等、兄弟のいない子どもたちにも中
学の様子を伝えられればよいのではないか。
・せっかく近くにあるのだからもっと桜中との交流をしてほしいが、現
在はコロナ禍で難しい面もあると思う。（例）音楽祭、体育祭
・コロナにより難しい状況であることは理解しているが、オンラインな
ど工夫できることもあるのではないか。スイッチオフが、中学校の定
期テスト期間に実施していることを最近知った。

Ｂ

・月１回の安全点検及び薬品点検が着実に実施されていること評価
できる。
・校門を入ると良く整頓されていると感じる。校庭内もゴミ、不要物等
なく、非常にきれいと思う。
・西門の横にも季節の花が植えられている。支援学級の窓の外にも
いつも季節の野菜ができていて西門を通る児童が野菜の観察がで
きる。
・備品の購入は、予算もあり、厳しい面もあると思う。

家
庭
・
地
域
と
の
連
携

13

学校は,開かれた
学校づくりを目指
し、家庭・地域社
会に積極的に情
報提供を行って
いるか。（市共通
項目）

・コロナ禍で地域との連携が十分できないことは残念で
あるが、ホームページで情報を更新したり、学校の様子
を写真掲載していることは大変よいことだと感じている。
・ホームページを活用して、情報を発信している。
・コロナの中では人材の活用は難しい点が多い。コロナ
がおさまってまた考える必要がある。

A

小
中
連
携

14

学校は,小中一貫
教育の視点に
たった教育活動
を推進している
か。（中学校区共
通項目）


