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評価ポイント　教職員アンケートの回答を、「よい」…４　「ややよい」…３　「やや不十分」…２　「不十分」…１とした平均値

評価 評価ポイントの平均　３．３５以上…Ａ　３．０以上…Ｂ　２．０以上…Ｃ　２．０未満…Ｄ （生徒調査、保護者調査、埼玉県学力･学習状況調査、 評価
成果（○）と課題・改善策（●）　(数値)は評価ポイント 全国学力・学習状況調査等による検証、および具体的な実践内容）

Ａ
教育目標・重点目標･
教育課程 3.39 Ａ

○「わかる授業と学びあい」に取り組み、目標の明確化（3.62）や課題の明確な指示
（3.68）、学びあい（3.38）、言語活動（3.41）など授業改善に努力している。
○「教育目標達成のために教育課程は適切に編成されている。」（3.29）、「授業時数
は適切に確保されている。」（3.50）
●「生徒に自らの学習状況や評価を把握させている。」(3.24)の評価が昨年度(3.09)よ
り高くなったが、数値は低い。授業での評価を改善し、自らの学力をふりかえらせる工
夫をしていく。
●「『進んで学ぶ生徒』は学校全体で意識され、具現化されている」(3.35)、「『心豊かな
生徒』は学校全体で意識され、具現化されている」(3.21)、「『たくましい生徒』は学校全
体で意識され、具現化されている」(3.21)の評価が昨年度より高くなったが日々の授業
や行事を通して、育てていくことが全教職員で共有できるように、さらに研修を進めて
いく。

○「全国学力･学習状況調査（３年）」で、正答率の学校平均と全国平均の比較は国語
Ａ、Ｂ・数学Ａ、Ｂともに上回っている。特に知識・技能を活用する能力が身についてい
る。「埼玉県学力・学習状況調査（全学年）」では、１年国･数、２年国･数･英、３年国･
数･英の全教科で県平均を上回っている。基礎的・基本的な知識が身についている。
○「心豊かな生徒」全体で、生徒調査3.40ポイント、保護者調査3.12ポイントで、比較的
高い評価である。
●「自分の考えで判断し、行動できる」が、生徒調査3.25ポイントで昨年とほぼ同じであ
る。さらに向上させる取り組みをしていく。
●「学校以外の学習に取り組んでいる」の生徒調査3.26ポイントであり、さらに定着さ
せる取り組みや工夫をしていく。

Ａ

○学力・学習状況調査で、県平均を上回っている
ことは、学力がしっかり身についていることだと言
えるので、現状は良好である。
○心や体を育てる教育にもしっかり取り組んでいる
ことがわかる。
○授業の様子を参観したが、生徒も先生方もとて
も努力していると思う。
●年々しっかりとした生徒が多くなってきている
が、自分で考えて行動できる力を身につけていっ
てほしい。
●さらに工夫した授業を展開して、生徒が主体的
に参加する授業を目指してほしい。

Ｂ 教育環境整備・管理 3.46 Ａ

○「施設・設備の安全点検と整備を常に意識して実施している。」(3.44)　（月１回の安
全点検と毎日1,3,5校時の校内見回りを全教職員で分担して実施している。また、危険
箇所・故障箇所等の迅速な修繕に努めている。）
○「病気･けがの対応は、学校医、医療機関等との連携のもと適切に進められてい
る。」(3.56)
○「生徒の健康観察を実施し、疾病の予防や健康管理に努めている。」（3.56）
●「危機管理マニュアルが教職員に周知され、実行できるようになっている。」(3.32)の
評価が昨年度と同程度(昨年度3.33)であるが、　危機管理等（防災、防犯）マニュアル
を見直し、より実践的な訓練の実施や研修を進め実践力を高める工夫をしていく。

○昨年度、北校舎のトイレ改修工事が行われ、木質の乾式トイレになり、現在きれい
に使われている。
○ＰＴＡ除草作業や日常の管理により、敷地内の環境が整備されている。
○年間３回の避難訓練（火災、地震、不審者）を実施している。
○３６台配置された校務用コンピュータを効果的に活用するため、ソフトウェアを整備
し、データを共有、校務の効率が上がった。（稼働率95%以上、校務支援システムも順
調に活用できている）
○インフルエンザ等感染性の疾病の流行を押さえるように、迅速に情報収集して対応
している。

Ａ

○病気やけがの対応などが適切に行われ、インフ
ルエンザ等の流行に対する対応も迅速であった。
○これからも環境を整え、緑や色とりどりの花のあ
る明るい雰囲気の学校づくりを期待する。
○生徒の健康管理も良く行われているので、引き
続き努力していただきたい。

Ｃ 進路指導 3.48 A

○「職場体験活動やふれあい講演会を通して、望ましい勤労観を育成している。」
(3.58)
○３年生に進路だよりを通して、適切な情報提供ができた。
○「卒業後の進路決定に向けて、計画的な進路指導をしている。」(3.42)（１年…はたら
くことの目的と意義、職場体験　２年…学ぶ目的と意義、上級学校調査　３年…将来の
進路設計）
○「生徒の将来の自立に向けてキャリア教育を計画的に実施している。」が3.45ポイン
ト(28年度3.28、27年度3.22、26年度2.96)と年々向上している。将来の夢や生き方を考
えるきっかけとなる資料などを活用し、キャリア教育の推進に、計画的に取り組んてい
る。

○職場体験活動（１年）を５０の地域事業所に協力を得て実施し、働くことの目的や意
義について深く学ぶことができた。。
○上級学校調査（２年）を夏休みに実施し、自身の進路について考えることができた。
○３年生生徒・保護者対象に高等学校教員による進路説明会を実施した。高校の教
員が３年生に授業を行う出前授業を実施し、高校での学習について考える機会を設け
た。また、特別支援学級では、進路学習会（施設見学）を実施し、進路に対する考え方
を深めている。
○ふれあい講演会を実施し、地域で活躍される方から、お話を聞き、夢を持つことの
大切さや生き方について考えることができた。
○３年進路だよりを４７号発行（２・１３現在）するとともにホームページにも掲載し、進
路情報を提供できた。

Ａ

○キャリア教育を計画的に実施している。年々少
しでも向上していることは評価できると思う。
○職場体験などでも明るい声があり、しっかりと指
導されていて地域でも喜ばれている。

Ｄ 生徒指導・教育相談 3.47 Ａ

●「問題行動の情報が迅速に伝わり、共通理解・共通行動がとれている。」が3.06ポイ
ントで昨年度3.12を下回った。「生徒指導上の課題が明確で、迅速な対応がなされて
いる」が3.29ポイントで昨年度3.30とほぼ同じである。報告・連絡・相談の基本を徹底
し、組織的に迅速に課題に取り組んでいくことが課題である。
○「『規律ある態度』の課題をとらえて、日常の指導に当たっている。」(3.65)、「生活指
導や規範意識の向上に積極的に取り組んでいる。」(3.65)など、日常の積極的指導に
関する項目の評価が高く、いずれも昨年度より向上している。
○「保護者や地域家庭・関係機関との連携がよく図られている。」(3.41)
○「生徒一人ひとりに寄り添う教育相談的な配慮を常に意識している。」(3.62)
○「生徒一人一人の悩みに応じた教育相談が組織的に実施されている。」(3.41)や「不
登校生徒の状況を的確に把握し、具体的な取り組みがなされている。」(3.50)が昨年
度よりやや向上していて評価が比較的高い。不登校予防と不登校生徒の復帰に、日
常の教育相談的な指導が、効果を上げていると考えられる。

○生徒調査で「他人を思いやることができる」（3.32）、「あいさつ・マナーが身について
いる」（3.45）、「きまりやルールを守ることができる」(3.41)、「人に感謝することができ
る」（3.55）と評価が高かった。「楽しく学校生活を送っている」(3.50 昨年度3.40)である。
○さわやかルームだよりを毎月発行し、相談室の取り組みを紹介している。
○スクールカウンセラー（毎週木曜）の面談により、生徒・保護者の相談活動が充実し
ている。
○ソーシャルスキルトレーニングの授業を継続して実施している。
○教育委員会、警察、児童相談所等との連携を積極的に図り、対応している。
○年２回生活相談アンケートを実施し、個別相談を実施している。
○生徒調査で「強い意志を持ち、粘り強く取り組んでいる。」のポイントが3.10で少しず
つ向上している。さらに指導の工夫をしていく。

Ａ

○「人に感謝することができる」の自己評価が高い
ことは思いやりの心が育っていることである。大変
うれしく思う。また、「時間を守る」「あいさつ・マ
ナー」「きまりやルールを守る」など昨年同様評価
が高いことは、人として大切な部分ができていると
思う。
○地域での挨拶やマナーも良くなっている。
●不登校生徒に関して、さまざまな対応を行って
いると思うが、改善に至るまで、継続して支援して
いただきたい。

Ｅ 特別支援教育 3.45 Ａ

○「保護者や教育相談部会と連携して、個別の支援計画を作成している。」(3.50)（対
象生徒については全員作成している）
○「交流教育や共同学習を推進している。」(3.47)
○「計画的な情報提供や相談を通して組織的な就学支援を行っている。」が3.45ポイ
ントで、昨年度3.30、一昨年度3.41をより向上した。さらにコーディネーターの役割や関
わり方を明確にし、さわやか相談員、スクールカウンセラーとの連携を図り、組織的に
対応する。

○特別支援教育介助員２名、特別支援教育支援員１名配置し、支援の必要な生徒に
対応している。
○交流給食で学級から特別支援学級に生徒が移動する形態を中心に実施し効果を
上げている。（交流学級から特別支援学級へ各学級１回ずつ、特別支援学級から交流
学級へ３回） Ａ

○特別支援学級との交流が給食や行事などで計
画的に行われていて、良い影響をもたらしていると
思う。
○行事などで、特別支援学級の取り組みを見ると
みんなで協力して素晴らしいものを作り上げてい
る。その完成度と多様性に感動している。
○交流教育や共同学習を引き続き推進していっ
てほしい。

Ｆ 道徳 3.43 A

○学年で月別の指導計画を立て、資料を共有して、指導している。
○「道徳的価値について自覚を深める道徳教育をすべての教育活動で実施してい
る。」(3.36)、「道徳的実践力を育てるように指導している。」(3.52)と道徳や教科の授業
に関する評価が、昨年度より向上している。
●「内容・ねらいが明確な道徳の指導計画を立てている。」(3.28)が昨年度よりやや下
がっている道徳の教科化を視野に入れて指導計画の工夫に取り組んでいく。
○道徳の授業に進んで取り組み、実践し、互いの授業を参観したり、授業研究等で適
切に評価され、自信を持って実践できるように工夫してきた。（道徳全体で3.43ポイント
で昨年度3.35より向上してきている。）
○「日常の教育活動を通して、豊かな心を育てるよう指導している。」（3.58）

○月別学年経営計画に道徳の授業計画を明記し、学年ごとに共通のテーマで実施し
ている。
○「彩の国の道徳」（資料）を活用した授業やＤＶＤなどの視聴覚教材を活用した授業
を実施している。

Ａ

○道徳が教科として実施されるようだが、現在授
業はしっかりとできていると感じるので、ゆったりと
した大きな心で生徒を育てていってほしい。
○学級担任がクラスの様子や状態を見て、よりよく
するための大切な時間であると思うので、これから
も時間を有意義に使ってほしい。
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Ｇ 領域 3.31 B

○「いじめや差別を許さない指導を日常的に行っている。」（3.79）、「日頃から安全な
生活を送るように指導している。」（3.68）、「意欲的に清掃に取り組むよう指導してい
る。」（3.65）、「薬物乱用防止、性に関する教育などを通して、心や体の健康を育むよ
うに指導している。」(3.47)、「防災訓練・防犯訓練等を通して、生徒に自らを守る力を
育てるように計画的に指導している。」(3.53)の評価が高く、積極的に取り組んでいる。
○「学級活動」の計画(3.27)や「総合的な学習の時間」の計画(3.18)は、生徒の実態や
学校行事との関連を意識した計画の見直し、立案の結果昨年度とほぼ同等である。
●「ボランティア活動」(3.41)、「福祉教育」（3.29）で昨年度よりやや下がっている。生徒
の実態に即した取り組みを考え工夫していく。
●「部活動の運営」（3.38）、「部活動の指導」（3.35）はで昨年度より下がっている。今
後も生徒の実態に合わせて、保護者と協力して実施していく。
●「図書館の利用や活用について授業などで指導している。」(2.94)、「計画的な読書
指導をしている。」(2.97)とやや向上している。さらに「読書週間」を年間計画に位置づ
けるなどの工夫をし、読書指導をを充実させる。
○「ＩＣＴ機器を活用した授業」（3.09）、「情報を活用する能力等を身につけさせる授業
を実施している」（3.09)、「情報教育は計画的に実施されている。」（3.15）と昨年度より
向上している。今後も改善策を考え、具体的な取り組みを工夫していく。

○２年生で地域の方々の協力を得て、「福祉体験授業」を実施している。
○「除草作業」には２００名以上の生徒と保護者が参加した。
○「落ち葉掃きボランティア」には毎日２００名以上の生徒と保護者が参加した。（３日
間実施）
○３年生で「税に関する講演会」を実施し、税の大切さを学んだ。
○１年生で「薬物乱用防止教室」３年生で「救急救命講座」「非行防止教室」「デートDV
防止教室」を実施し、様々な危険から身を守る教育を計画的に行っている。
○全学年で「性に関する講演会」を実施し、健やかなからだと豊かな心を育成するよう
に努めている。
○「The Mihara Library News（美原中図書館通信）」を毎月発行し、図書館の利用や読
書の推進について定期的に紹介している

Ｂ

○教員の指導力にも大きく影響し、それが生徒の
意欲につながっているように思われる。
○除草作業や落ち葉はき作業では生徒が積極的
に活動している。
●可能な限り図書館やコンピュータなどのＩＣＴ機
器も活用して授業をしていただきたい。
●通常時、長期休業日のいずれに関しても、課題
の出し方（内容、量、タイミング等）には改善の余
地があると考えます。この点は学校側と生徒・保護
者側の認識とにやや乖離があるようです。

Ｈ 組織運営 3.34 B

○「管理職のリーダーシップのもとに組織的に学校運営が行われている。」（3.38）
○学校の財務状況（3.58）、勤務時間の管理･服務（3.50）、文書・個人情報管理(3.41)
など適正な運営が行われている。
○「学校評価は計画的、組織的に実施され周知されている。」(3.56)
●「諸事務の情報化」（3.18）は昨年度より低くなった。個々のスキルにあった活用方
法を工夫し、情報管理や事務の効率化に努めていく。
●「校務分掌や各主任が適切に配置されて機能している。」(3.06)　各分掌の職務内
容や配置については、毎年検討していく。
●「教職員が互いに信頼し、協力して活動できる集団である。」(3.06)　互いを尊重し、
より高い集団を目指していく。

○学校評価は、全教職員、生徒（93.9%）、保護者（88.3%）による質問紙調査をもとに
し、教員によるグループ討議、各分掌の評価、学習状況調査等の分析を参考にまと
め、来年度への課題と解決策を明確にした。学校関係者評価を経て、報告、公開す
る。
●校務用コンピュータの平均稼働率95%以上で、生徒指導、教育相談、通知表、指導
要録など積極的に情報化されているが、昨年度より導入された校務支援システムとの
連携がまだ、定着途中で、効率的に利用できるよう改善を進めている。

Ｂ

○大変研究熱心に教育活動をしていただいてい
ると考えている。今後も引き続きお願いしたい。
○学校運営はしっかりとなされていると感じる。
●全教職員のチームワークが良く、良い組織と思
われるが「校務分掌や各主任」「互いに信頼し、協
力して活動できる集団」の評価が低いことが気に
なった。

Ｉ
研修
（資質向上の
          取り組み）

3.41 Ａ

○「校内研修の課題が設定され、計画的に実施している。」(3.50)
○「授業研究を継続的に実施し、授業改善に取りんでいる。」(3.32)
●今後も研究のテーマを明確にした授業研究を継続的に実施し、さらに授業改善に努
め、教員としての資質向上を図っていく。

○校内研修は、所沢市学び創造アクティブプラン＜クリエイト校＞として、「わかる喜び
と学ぶ楽しさを味わわせる授業の創造」を研究主題として、各教科で「考えを深める授
業」を実践している。国立教育政策研究所の山森光陽総括研究官の指導を受けなが
ら、８つのグループごとに指導者を招聘して、研究授業を行った。また、年次研修など
も校内研修に位置づけて進めている。
○校内研修で、「授業改善の工夫」、「はじめに子どもありき」「特別活動」「小中連携」
等について、全教職員で取り組んでいる。

Ａ

○校内研修の充実が図られ、授業改善に生かされている
ことは大変重要なことと考える。教員の資質向上にさらに
努めてほしい。
○昨年度に引き続き、今年度の様々な研究での活躍はす
ばらしいと思う。
○校内研修の取り組みがわかりやすく伝えられ、学校とし
てわかりやすい授業が行われていて、教員の努力が感じ
られる。

Ｊ 情報管理・提供 3.46 Ａ

○「生徒の個人情報は適切に管理し保護している。」(3.44)
  （名簿、各種生徒情報個表、成績補助簿などの情報が紙上と電子データにあり、適
切に管理されている。）
○「学校だよりは、学校に関する様々な情報を保護者に伝えている。」(3.47)、「学年だ
より、学級だよりの発行を通して、生徒の活動などを保護者にわかりやすく伝えてい
る。」(3.47)、「保護者会･学級懇談会を通して学校の状況を保護者にわかりやすく伝え
ている。」(3.47)で、学校の情報を積極的に発信している。
○「ホームページなどを活用して、学校の状況を広く伝える工夫をしている。(3.47)
  また、緊急時の情報提供はメール配信と文書の両方で行うようにしている。

○個人情報の電子データは校務用コンピュータにより、サーバーで適切に管理し、パ
スワードで保護している。
○土曜参観日･授業参観中心日を設け、授業案内のパンフレットを配布し、土曜参観
第１回（５月）は４１２名（昨年４２３名）、第２回（１０月）は３６３名（昨年３１５名）、授業
参観中心日（１月）は１５８名（昨年１２８名）の保護者の方に参観していただいた。
○体育祭４９９家庭、美原祭４３３家庭でいずれも合計７００名以上の方に参観してい
ただいた。
○学校だよりの発行（月１回）と、ホームページの充実により、地域･家庭へ学校の様
子を伝えることができた。

Ａ

○最近の学校だよりは視覚的にもわかりやすく充実してい
る。さらに情報発信を工夫していただきたい。
○ホームページ、メール配信等でも情報が伝えられてい
る。
○授業参観の内容についても詳しい情報提供があり、参
観の機会も多くあった。生徒の目の輝きに今後が楽しみで
ある。

Ｋ
保護者・地域住民等と
の連携 3.30 B

○「学校行事等でＰＴＡ（保護者）との連携協力した運営がなされている。」(3.62)
●「授業などに地域の自然や産業、伝統文化などを取り入れている。」が、3.21（昨年
度3.22、一昨年度2.94）、「授業や行事などで保護者・地域の人材を活用して取り組む
ように努めている。」3.32(昨年度3.45、一昨年度2.94)とやや下がっている。様々な場面
で保護者や地域の片と協力して授業や行事に取り組んでいく。
●より多くの方に参加していただけるように、学級懇談会や地区懇談会の実施方法を
引き続き検討していく。
○「小・中の連携を図り、９年間の学びを意識した指導をしている。」(3.21)で、小･中連
携の体制や具体的な実践が進んでいる。

○体育祭、美原祭で多くのＰＴＡの方に協力していただいた。
○安全･安心な学校と地域づくり推進支部会議で地域の方と情報の共有ができた。
（年２回実施）
○民生委員・児童委員との懇談会（年１回）、地区懇談会（年１回）を実施している。
○夏祭り･盆踊りの見回りをおやじの会、ＰＴＡと教員で行った。
○生徒がボランティア活動として、夏祭り・盆踊りに協力し、吹奏楽部が小学校や公民
館で演奏することができた。
○除草作業に約５０名、落ち葉掃きボランティアには延べ約５０名の保護者の協力を
得た。
○家庭科の授業で、地域の幼稚園へ保育体験に行くなど地域の協力を得た授業を
行った。
○３年生の総合的な学習の時間で「所沢研究」実施し、地域の施設や事業所に協力し
ていただき、各自のテーマに沿って調査・発表をした。
○小中合同の研修会を２回実施し生徒指導や特別支援教育の連携について研修し
た。
○小学校の授業に中学校教員が参加し、出前授業を実施した。

Ｂ

○学校・保護者・地域との連携は大切なことなので、今後
もよろしくお願いしたい。
○「小学校の授業で中学の教員が指導をすることに小学
生はとても良い刺激を受けている」との声がある。
○地域との関わりに積極的に取り組んでいる。清掃活動、
盆踊り大会に進んで参加してくれるので、地域の町内会
員もボランティアとして学校に協力したいという声が多く
なっている。
●生徒たちに地域と学校の連携の大切さをもっとつたえ
たい。

①　授業力の向上　　　　　　　　　　 　　  わかる授業と学びあいの一層の推進と学びあいを支える学級づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（わかる喜びと学ぶ楽しさを味わわせる授業の創造）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   思考力を育む活動
②　生徒指導・教育相談の充実　　　　 不登校の予防と不登校生徒への支援・改善　教育相談の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積極的生徒指導の推進　  日常の生活指導と規範意識の向上
③　年間指導計画の見直しと作成　　  各教科・各領域ごとの研修　月別学年経営計画の作成と実施
　　　年間行事計画の見直し　　　　　　　企画委員会で検討（定期テスト、旅行・宿泊的行事、体育祭、美原祭など）

④　校内研修の充実　　　　　　　 学び創造プランと連携した研究　　学びあいを支える学級づくり（各教科・道徳・学級活動）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たくましい生徒　心豊かな生徒（道徳教育の推進　学級活動の充実　特別支援教育）

⑤　各種会議の計画的運営　　　職員会議・企画委員会の計画的運営
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒指導部会・教育相談部会・進路指導部会の効果的な実施
⑥　保護者地域との連携　　　　　学校情報の発信（保護者会、各種たより、ホームページ・メール配信）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者・地域の情報や人材の活用

学校関係者評価

　　　　　　　　　　　　平成２７年度
　　　　　　　　　　　　平成２８年度 コメント

来年度へ向けて

自己評価（教職員アンケート）
調査・検証等から見た実態

2.00 3.00 4.00

2.00 3.00 4.00

2.00 3.00 4.00

2.00 3.00 4.00

2.00 3.00 4.00


