
学校名 坂戸市立桜中学校

実施日 ２９年２月２０日

領
域

ＮＯ 評価項目 自己評価
学校関係者
評価委員評

価

平成２８年度自己評価及び学校関係者評価委員評価

Ｂ

・本年度、桜小学校の開校に伴い、学校周辺の
道路環境の確認、登校指導を重点的に行った。
・小中の児童・生徒が交通安全に対する意識を
高めることができ、また、同一地区の連帯感を
高めることができた。
・今年度、教職員向けのＡＥＤ講習等の研修会
を実施し、教職員の危機管理能力を高めた。

Ｂ

Ａ

様式５

組
織
・
運
営

1

学校は、特色ある学
校づくりを目指し、組
織的・計画的に取り
組む体制を作ってい
る。

3

学校は、自己指導力
の育成を目指して組
織的に生徒指導に取
り組んでいる。

・「自己評価」及び「学校関係者評価委員評価」の欄には、Ａ～Ｄを記入してください。
・「自己評価についての評価の説明及び学校の考え」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ているかを明確にしてください。

坂戸市学校評価システム

Ｂ

Ｂ

・本年度、坂戸市教育センターの支援のもと、外
部から講師を招き、アクティブラーニング研修会
を３度実施した。また、近隣で行われｒているア
クティブラーニング研修会に教員を積極的に派
遣し、学び合い学習を推進した。全職員の学び
に対する意識、技能を高めることができた。
・ユニバーサルデザインの理念の基づく教育を
推進していくため、来年度は「教室棚のカーテン
の設置」を行うとともに、「理想的な教室掲示」の
共通認識、実践を図る。

6

学校はそれぞれ各学
年で基礎学力の定着
を目指し、指導や取り
組みを工夫している。

学校は、事故やトラブ
ルに対して、組織的
に迅速に対応できる
体制を整えている。

ＡＢ

・定期テスト前及び長期休業中に補習を行って
おり、その効果がでてきている。
・言語活動の充実のために、各教科において
「読む」「書く」を重点に取り組んでいる。また、
話し合い活動、自分の考えを文章化する活動を
行い、言語活動の充実を図っている。
・授業において、学校応援団の有効活用を図る
とともに、尐人数指導の増加、充実を図ってい
く。

Ｂ Ｂ

・学力アップは常に大きな課題。個別指導の大切さ、メ
リハリの効いた指導により努めて欲しい。
・繰り返しの努力こそ、学力アップにつながる。
・適宜、補助学習をおこなっており、支援の必要な生
徒を指導している。

学校は、学力向上を
目指し、児童生徒の
実態に基づいて指導
体制や授業改善に努
めている。

2

学校は、計画・実行・
評価・改善のサイク
ルのもと、分掌経営を
進めている。

ＡＢ

Ａ

・土曜授業、夏期休業中の登校日におけるテス
ト、授業入れ替え等を行い、授業時数の確保を
十分に行うことができた。
・校長より学校グランドデザインが示され、学校
教育の重点・方針が示されている。教科の指導
案の中にも、学校教育目標が明示されている。
・来年度は教科、領域部会を定期的に実施し、
育の質の向上を図っていく。

4

教
育
課
程
・
学
習

5

学校は学校教育目標
の具体化を目指し、
教育課程を編成・実
施・評価し、教育活動
の充実改善を図って
いる。

7

自己評価についての評価の説明及び学校の考え

・年度当初の職員会議において、校長が全教職
員に対し、学校教育目標及び本校の重点を説
明した。全教職員のベクトルを焦点化させ、教
職員の意志疎通を図った。
・本年度は学力向上部会を組織化し、「授業研
究部」「補充学習部」「学力分析部」「家庭学習・
（家庭・小中）連携部」に全員が係わり、学校全
体として組織で学力の向上を図った。

・すべての教育活動をＰＤＣＡサイクルで実践し
ている。前年度踏襲にならないように、常に改
善を図り、実践している。
・本年度、教職員は学校行事等の提案の際に、
必ず前年度の反省用紙を提示した。そしてその
反省をもとに学校行事、各取組等の実施要項
の提案を行い、教育活動の質の向上を図った。

・「認め合い、支え合い、信頼関係に基づく指導]
を目指し、実践した。
・生徒指導体制はしかりと整っており、定期的に
生徒指導部会、教育相談部会を行い、情報を
共有化できている。基本的生活習慣の定着、問
題行動に対する対応等、適切に対応できてい
る。また、いじめに対する未然防止策、早期発
見・早期対応等、教職員の共通理解も図られて
いる。本校で実践している「ノーチャイム着席」
「リーダーとフォロアーが共動する班活動」等、
小学校とも連携し、実践していく。

・自然災害や事故などへの対応は常に日頃からの訓
練が大事。
・あらゆる場面で気持ちが良く、あいさつが交わされる
好印象をもった。しっかり声だしに努めて欲しい。
・桜小と通学路の確認がとれており、あいさつ運動を
行うことで、交通安全を意識していると思う。災害や不
審者への訓練が今後必要になると思う。

・授業時間の確保、教科内容の充実はみごとである。
・教育目標が生徒も含め全員に明示され、一人一人
が体得していることに敬意。
・一人一人に見える化をさらに充実して欲しい。
・授業時数の確保のために、様々な工夫がなされてい
る。
・学校だよりを毎月頂いているので、教育方針や重点
目標はわかりやすい。

Ａ

・全職員がアクティブラーニングを取り入れた授業を進
めており、学力の向上につながっていくと思われる。
・落ち着いた教室環境づくりは大切。やや掲示物が目
立ちすぎ感も。
・個別指導、尐人数指導の充実は大いなるメリットが
ある。
・アクティブラーニングを取り入れたことで、学級の生
徒の参加意識を高めることが、どの場面か、どの教材
を使うか、更なる研究が必要になると思う。掲示物は、
色を尐なくしてシンプルにすると黒板に集中できるか。

学校関係者評価委員会の説明

・校長と全教職員との意思疎通がよくできており、好印
象を受けた。父兄や生徒のアンケート結果を見ても、
わかりやすく、丁寧に熱意のこもった指導が日常的に
展開されている。
・全職員が校長の経営方針に沿って一丸となってとり
くんでいる。
・重点課題の学力向上について、組織化し、全職員が
取り組んでいる。
・特に問題点は感じられない。
・先生方に重点目標を明確に示して計画的に活動で
きていると思う。

・校長、教職員らがそえぞれの立場で改善、改革に取
り組む姿が見られ、実践面で評価できると感じた。提
案や質の向上に努力されていることは素晴らしいこと
である。
・さらに上を目指して頂きたい。
・学校の経営方針とともに各教室に目標が掲げられて
実現しようとしている。

・中１の夏休み明けの不登校予防について、対策を考
える必要がある。
・認め合い、支え合い、学び合う人間関係づくりが大
切だと思う。
（学級経営、教科指導）
・保護者の声からもうなずけるが、生徒指導がよくいき
わたっている。
・家庭・地域・学校の連携もよく、一人一人の生活に目
配り、気配りがみられる。ただ、不登校の生徒をどう暖
かく迎え入れるか課題もある。
・努力は認められるが、改善すべき点が多いと思う。
・家庭の支援が必要な生徒が多くいる中、生徒指導体
制がしっかりできており、組織的に対応している。

Ａ



領
域

ＮＯ 評価項目 自己評価
学校関係者
評価委員評

価
自己評価についての評価の説明及び学校の考え 学校関係者評価委員会の説明

・外部指導者を招いて、学び合いの手法を全教員が
実践している。
・学び合い手法によって単に学力アップにとどまらず、
人と人がより関わることで理解力が深まっているよう
だ。
・教職員の勤務時間の配慮を。
・アクティブラーニングを取り入れたことで、外部指導
者を招いての職員研修参加や生徒の経過観察を行っ
ており、活用に向けて熱心である。

・規律ある態度の指導は、かなり取り組んでいるように
感じる。
・保護者アンケートにも見られるように、教職員の努力
は評価されていい。
・信頼は何ものにも代え難い。信頼の上に一人一人の
生活指導はご苦労があると思うが、生徒の成長は教
職員にとって勲章ものだ。
・ノーチャイムでありながら、生徒は自主的に動いてい
る。
・あいさつを明るくしてくれ、丁寧な言葉遣いができる。

・人を大切にする取り組みに心から敬意を表したい。
・欠点を指摘するより、良さを伸ばすことは大切。人材
とはクセのあるものなり。上手に生かすこと。
・生徒間トラブル等での対応は改善して頂きたいと感
じた。
・授業の様子を拝見すると、先生方が生徒の声にしっ
かりと耳を傾けて応えている。

・心と体のレベルアップは成長期の子どもにとって大
切。加えて、食育の大事さを教えることで、心身の健
全さを向上させる取り組みは抜群。
・運動が苦手、きらいな生徒を減らすためにも、体育
の授業の工夫が必要である。（運動部に入っている生
徒には、体力がついているが、文化部の生徒の体力
が心配）
・体育行事が様々実施されており、体力向上に力をい
れている。
・給食を通して食育がしっかりなされている。

・支援が必要と思われる子供に心暖まる支援活動を
展開されていることに敬意。
・常に弱者の視点をもって対応を。

・倫理確立委員会での成果。情報の共有化、事故防
止など、その努力は高く評価されていい。さらなる努力
を。

・年に１回は、道徳の授業参観、学校公開をし、指導
力向上につながれば良い。
・行事と関連づけた道徳の指導計画の見直しが必要
である。
・思いやりや優しさ、助け合うことに理解が深まってい
ることは素晴らしい。尊重する姿勢を身に付けることで
成長が認められる。

ＢＢ8

学校は豊かな心を育
む授業の充実を図っ
ている。

教
育
課
程
・
学
習

9

学校は、基本的な学
習、生活習慣の定着
のための指導を工夫
している。

11

学校は、「健康・体
力」の目標達成を踏
まえて、指導や取組
を工夫している。

・全校一斉に行う朝読書によって、一日を心穏
やかに落ち着いてスタートできている。
・道徳教育を「道徳」の時間を要として、全教育
活動の中で実践している。道徳の授業時数の
確保に努めた。また、各行事等においても、自
己の生き方や人としての生き方についても触
れ、自尊心を高める取組を実践した。
・来年度は、道徳の副読本を全生徒１人１冊購
入し、道徳教育の充実を図る。

教
育
課
程
・
学
習

Ａ

10

学校は、児童生徒一
人一人を大切にした
学校経営を行ってい
る。

ＢＢ

Ａ

・生徒一人一人の特徴を理解し、信頼に基づい
た生徒指導を行っている。校内指導体制は整っ
ており、生徒指導主任を中心に管理職、教育相
談部会、さわやか相談室が連携を図り、個に応
じたきめ細やかな指導を行っている。
・理想とする整頓されたロッカー、下駄箱等の見
本を写真で掲示し、ユニバーサルデザインを取
り入れた教育を進めていく。
・来年度は年度当初の生徒指導確認事項の徹
底を図り、生徒指導体制を確立する。

・年２回の教育相談週間を有意義に活用し、生
徒一人一人の悩みや不安を解消するための取
組を実践している。また、生徒が毎日記入して
いる生活記録ノート「ＤＡＹＳ」を毎日担任は目を
通し、コメントを書いている。
・来年度は積極的教育相談の手法に関する校
内研修を教育相談長期研修終了教員を講師に
実施する。

Ａ

12

学校は、特別支援教
育の充実を図ってい
る。

ＢＢ

Ｂ

・市内中学校で唯一実施している駅伝・ロード
レース大会を本年度も実施し、生徒一人一人の
体力向上を図るとともに、健康・体力に対する
意識を向上させることができた。
・食育については１・２年で実施している。給食
委員が発行している「旬だより」が給食時に読ま
れ、食材や食に関する話題が紹介され、食に対
する意識の向上を図っている。
・来年度はさらに体育授業での体力向上の充実
を図る。

・校内就学支援員会を年２回開催した。通常学
級に所属しているが、支援が必要と思われる生
徒の情報交換、教育センターでのＷＩＳＣ検査、
諸機関との連携等、特別支援教育コーディネー
ターを中心に行うことができた。
・特別支援教育の校内研修を、講師を招き、実
施し、教職員一人一人の特別支援教育に関す
る知識、技能を高める。

14

学校は教職員の指導
力向上に計画的・組
織的に取組んでい
る。

ＡＢ

・本年度も「学力の向上」をテーマ外部から講師
を招き、アクティブラーニング研修を校内で実施
した。「学び合い」の手法を取り入れることによ
り、学力のみならず、人との関わり方についても
研修を深めることができた。
・夏期休業中において、各教職員が参加した研
修会の報告会を行い、指導力の共有化を図っ
た。

資
質
の
向
上

13

学校は教職員の服務
規律の確保に努めて
いる。

ＡＡ

・倫理確立委員会を毎週行われる企画委員会
時に行い、定例化を図った。教職員の事故防止
に対する意識を向上させるとともに、情報の共
有化を図った。
・倫理確立委員会ニュースにおいて教職員事故
等の情報を提示し、教職員の意識の向上を
図った。
・特別教室の施錠の徹底を図る。



領
域

ＮＯ 評価項目 自己評価
学校関係者
評価委員評

価
自己評価についての評価の説明及び学校の考え 学校関係者評価委員会の説明

・校舎内がとてもきれいであり、生徒たちが大変落ち
着いている。
・ぬくもりと潤いのある教室づくりに努めておられる様
子は教職員の努力の賜。言葉は思想であると言われ
る。一つひとつの言葉を大切に生徒指導をお願いした
い。
・清掃、環境美化については問題ないと思う。
・掲示物が廊下に見やすく、生徒の活動の様子をわか
りやすく示している。

・安心して学べ、安全な環境下で学べることは素晴ら
しい。
・芝桜で評判の桜中に期待。
・教室には植物があり、光がよく入る明るい環境であ
る。

・備品類の整理、整頓は教材を大切に使う第一歩。不
足や行方不明では困る。みんなの財産はみんなで
しっかり管理を。
・計画的な備品購入を図っていく必要がある。
・特別教室の整理ができたことは大変良かったが、常
に整理、使いやすいよう、日頃から管理していくと良
い。

・保護者アンケートにみられるように、情報公開は万
全。地域に開かれた学校へ学校だよりの定期的な発
行はとても大切。読まれる紙面づくりを。
・ＨＰや学校行事で、地域に情報が、こまめに提供され
ていて、わかりやすい。

・学校応援団は、人材活用の面でさらに充実して欲し
い。
・まだまだうもれている人材が近くにおられる。さらなる
有効活用に期待する。
・学校応援団の組織及び活動内容の充実を今後は
図っていく必要がある。
・人材リストの作成を図っていく必要がある。
・地域の人材を活用しているとのことだが、教職員に
まだ十分に周知されていないか。

・ＰＴＡ、保護者の協力がかなり得られている。
・あいさつ運動、防犯パトロールなど、好印象をもって
いる。
・新たに自然災害の避難場所として、桜中が指定さ
れ、より地域との協力体制を。
・朝食を食べて登校しているか等、家庭と連携しなが
ら基本的生活習慣を身に付けさせている。
・支援が必要な家庭には関係機関連携している。

Ｂ

ＢＢ

・校内に破損箇所はなく、あってもすぐに対応
し、綺麗である。今年度、普通教室全室に暗幕
を新しく設置し、テレビ、スクリーンを視聴しての
学習効果を高めることができた。
・掲示物は綺麗に整っているが、生徒の活動が
見えるもの、さらに、ユニバーサルデザインを用
いた掲示の仕方について研究し、実践していく。
・教職員自ら言葉遣いに気をつけ、言語環境の
整備を図っていく。

Ａ

・保護者全員がローテーションで行う「モーニン
グコール（あいさつ運動）」ＰＴＡで夕方に実施す
る「防犯パトロール」を計画的に実施することが
できた。
・ＰＴＡ主催の資源回収も保護者を中心に多くの
生徒の参加のもと年間２回実施することができ
た。
・来年度はさらにＰＴＡと学校応援団の連携、協
力を図り、充実したものにしていく。

・学校だよりを地域・家庭に配布し、学校の教育
活動について地域・保護者の方に理解していた
だくとともに、部活動、学校行事での生徒の活
躍を紹介することができた。
・ホームページの更新を定期的に行うことがで
きた。
・地域の防犯情報等、緊急性のいあるものにつ
いては、マメールで保護者に情報を流す。

・今年度、学校応援団を組織化し、第１回の桜
中学校学校応援団会議を開催した。図書ボラン
ティアの図書整理、図書室前の掲示、緑化の芝
桜植え、家庭科での裁縫支援、おやじの会での
校地内清掃、学校行事支援のロードレース大会
交通整理等、充実した活動を行うことができた。
・来年度は登録名簿を教職員に知らせ、さらな
る有効活用を図る。

学校は、教材・備品を
充実・整備し、学習環
境の充実を図ってい
る。

Ｂ

・昨年度に続き、桜中学校開校当時の不必要な
備品を一斉に廃棄し、特別教室、管理室の整
理、整頓を行った。
・全教職員で用いる備品について、管理場所等
の共通理解を図っていく。
・備品の計画的な購入、廃棄を実施していく。
・生徒及び教職員の鍵の返却が遅れる場合が
あったので、管理の徹底を図る。

家
庭
・
地
域
と
の
連
携

18

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。

Ａ

19

学校は、積極的に地
域の人材を教育活動
に活用している。

ＢＢ

Ａ

Ａ20

学校は、家庭・地域
社会と連携協力し、
子どもの問題解決を
図っている。

15

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。

16

学校は安全で機能的
な教育環境づくりを進
めている。

学
習
環
境

17

ＡＡ

・学区内の危険箇所を再点検し、「桜中学校区
安全マップ」を更新した。交通事故、防犯、大雨
時、まむし出没等、様々な危険に対しての注意
喚起を行うことができた。
・本年度より学校応援団の活動を充実させ、校
舎前の花壇に芝桜を６０鉢植え、環境を整える
とともに、生徒の愛校心を育てた。来年度はさら
に６０鉢を植え、芝桜一面にする予定である。

小
中
連
携

21
学校は小中連携教育
の視点にたった教育
活動を推進している。

22

【北部４校】
学校は小中連携教育
の視点で、授業規律
の確立に向けて取り
組んでいる。

Ｂ

Ａ

・小中連絡会において児童・生徒の情報交換及
び授業公開を行っている。また、教務主任会に
おいて、年間行事の調整を図り、スムーズな学
校運営が行えるよう取り組んでいる。
・昨年から始めた小学校６年生児童及びその保
護者を対象の部活動公開を３回実施した。
・来年度は体育祭、合唱祭での小学生の招待
を検討していく。

・本校はノーチャイムであるが、授業開始時の
時間を守ることができている。身の回りの整理・
整頓については、理想とするものを写真で掲示
するなど工夫し、取り組んでいく。
・家庭学習については取組の差が大きい。小学
校と連携し、着実な家庭学習の取組について協
力していく。

Ｂ

Ａ

・小中連絡会、情報交換は大切。小学校への部活動
公開はグット。大いなる交流の深まりに期待。
・お互いの通学路の確認をしている。

・北部３校が連携、協力して取り組んでいる。
・時間、約束をしっかり守ることが身についていて、好
感度アップ。事前学習をしっかり習慣づけることで学
力アップになる。
・ノーチャイムや身の回りの整理整頓の意識づけをよ
く行っていると思う。


