
（独自）「集団で共に学ぶ楽しさを感じている」児童生徒の割合

(独自）「小中学校の児童生徒で一緒に活動することを楽しい」と感じる児童生徒の割合

（独自）全児童・生徒が年間１回は地域行事に参加する。

（独自）地域人材を活用することで教育活動がより充実し、有意義なものになっていると感じる教職員の割合

B
（独自）市教育委員会から示された「勤務時間の上限」の特例の指標を全職員が超えないようにする。

自己評価

【視点３】
教職員の協働、児童

生徒の交流

A（学校説明）児童アンケートでは、「中学校のことを知ったり、中学校と活動したりして楽しかった。」という項目に82％の児童が肯定的
な回答をした。ICTを活用し、生徒会と児童会が活動内容を共有する活動や、学校保健委員会や保健指導の内容について連携を図
ることを通して、小中接続を大切にした交流ができた。
(指標22) 　つながりのある系統的な指導を重視した授業改善を行っている教職員の割合

（学校説明）「勤務時間の上限」の特例の指標を意識できた、またはだいたいできたと回答した教職員は70.6％だった。また、時間外勤務の月45
時間を超えたのべ人数は14人だった。自分達のワークスタイルで、見通しをもって時間を有効的に使う意識は高まっている。お互いに勤務時間
の上限を意識し、声をかけ合う職員集団になっている。ただ仕事量に偏りがあり、働き方を意識しても達成できないこともあるのが課題である。

地域行事への参加推進を通じ、地域
とのつながりを意識する子の育成 B

小中の接続を大切にした児童生徒
の交流

小中一貫教育連携の推進

（学校説明）学習ボランティアや学校応援団として地域の方が、音楽の技術指導や学習支援をして下さっている。学習ボランティアはほぼ毎日なので大変ありが
たい。しかしコロナ禍で、様々な分野から地域人材を募集したり、子供達の訪問交流をしたりすることが難しかったため、地域人材を生かした活動を行えた、また
はだいたい行えたとの回答が58.8％にとどまっている。学校の情報を地域により積極的に伝えていく必要がある。

（学校説明）コロナ禍で中断していた地域の行事や地域防災訓練などの再開の判断が難しく、感染拡大防止として制限のある活動にとどまっているため、児
童の参加する意識が薄かった。しかし、１月に不二見まつりが予定されていて、子ども達は大変楽しみにしている。今後感染が落ち着いてくれば、積極的に地
域と繫がる意識が高まっていくのではないかと期待する。

学校環境 全職員が働き方改革の目的を共有し、働
き方改革に取り組む A

【視点４】
地域との連携

・友達の意見を相手の身になって聞くことは重要なこと
です。今後は、対話を通した考えの伝え合いだけではな
く、chromebook等様々な手段を使って、考えを共有して
ください。

・仲間と関わり進んで仕事ができることは素晴らしいこと
である。協働の精神は将来大きな支えになると思う。来
年度も引き続き、子供の自主性を尊重して頂きサポート
お願いしたい。

改善策（来年度の目標設定,具体的な取組目標）

・必然性のある対話場面を設定していくように
する。また、話す聞くスキル表を積極的に活用
して、説明する力や聞いて関連付ける力をつけ
ていく。

生徒指導の状況
（学校いじめ防止基本方針）

・安心して学校に通えていると答えている保護者が
９８％いることからもわかるが、いじめに対する先生
方の思いを感じる。来年度も引き続き、子どもたち
への安全指導をお願いしたい。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

・４月の道徳科でいじめを扱ったり、児
童と緊密に関わったりして未然防止に
努め、発生時には「被害児童は絶対に
守る」という共通理念のもと、いじめは
許されない行為であると、迅速かつ毅
然として指導する。

・子どもたちが友達と関わりながら、主体的に
考え、活動に取り組めるようにする。代表委員
会のあり方を見直し、報告や連絡の場とするの
ではなく、児童会役員と各学級の代表、委員長
の話し合いの場とし、より良い学校づくりに取り
組んでいく。

（学校説明）本校では、生徒指導の重点として「すすんであいさつ・黙働」の２本柱を掲げている。あいさつでは児童会を中心にあいさつ運動を行い、黙働では環境委員会を
中心に、教師も指示や指導も声を出さない完全な黙働を行って、あいさつ８２．６％、黙働８２％できているという高いアンケート結果を出した。学校におけるいじめ対策につ
いては、「被害児童を絶対に守る」という共通理念のもと、４月の道徳で「いじめは許されない行為であることの指導の徹底」、日頃から児童と緊密に関わること、打ち合わせ
での情報共有および迅速な対応で予防に努め、発生時には、内容によっては校長の判断の下、ケース会議、校内いじめ対策委員会を立ち上げ、必要に応じて専門機関等
とも連携しながら漏らさず指導にあたり、「いじめゼロ」を目指して、職員全体で取り組んでいる。

（独自）「学校生活をより良くしようと、係や掃除、委員会活動などで、仲間と関わりながら自分から進んで働くことができた」と考える児
童の割合
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小学校

・現在の子どもたちは、外で遊ぶより、家の中で家
庭用ゲーム機やカードゲームで遊んでいる。ただ、
不二見小の子どもたちは、アンケートで９１％の子
が、外遊びや運動に取り組んでいる。大変評価でき
ることである。来年度は体育の授業等で、平均を下
回っている種目も含め全体的な強化をお願いした
い。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

（学校説明）全国体力テストの調査結果（2年）の分析から、男子では、どの種目においても全国平均と同等、もしくは少し上回っている結果となった。特に上体起こしは全
国・静岡市平均ともに8回上回っている結果となった。しかし、長座体前屈は、全国平均を上回っているものの静岡市平均と比べるとわずかに下回る結果となった。
   女子では、どの種目においても全国・静岡市平均と同等、もしくは上回っている結果となった。特に上体起こしは全国・静岡市平均ともに、8回上回っている結果となった。
しかし、ハンドボール投げは、全国・静岡市平均よりも4メートル低い結果となった。
   これらの結果から、四中生は平均的水準であることが言える。ただ女子のハンドボール投げについては、全国・静岡市と比較して記録が伸びないのは、巧緻性、瞬発力
が少し弱いということなので上体起こしや腕立て伏せなどを行って体全体の筋力を少しずつつけていきたい。

（学校説明)デジタル機器に触れる機会が増え、新型コロナウィルス感染拡大による活動制限が続いたことにより、令和４年度の小中学校の体力テストの結果が過去最低であったとス
ポーツ庁から発表された。本校児童の結果を見ると、男子は反復横跳びと２０ｍシャトルランで、女子は５０ｍ走で県の平均より上回っていた。しかし、立ち幅跳びとボール投げが下降傾向
にあるので、体育の授業で重点的に指導していきたい。児童アンケートでは、９１％の子が積極的に外遊びや運動に取り組んでいたと回答していたので、続けて奨励していきたい。体力の状況

（新体力テスト、全
国体力・運動能
力、運動習慣調

査）

・体力テストの結果を来年度の課題とし、
外遊びを奨励しながら、走力、投力、跳躍
力の向上を意識し、全学年の授業で重点
的に扱っていく。
・来年度も体力テストが運動会後すぐに実
施する計画なので、前年度から上記の課
題について取り組み始めている。中学校

小学校

・小中一貫教育へ向けて、先生方の授業への工
夫、指導がよく考えられていると思う。

・小中一貫になり中学生の学習、生徒会活動の姿
を知る機会がより多くなり、自分から動く、自分で考
えたことを発表し行動に移す姿を学んでいくのだと
思う。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）（学校説明）国語では、登場人物の行動や気持ちなどを叙述を基に捉えることができていた。一方で、自分の考えを、条件にしたがって記述する問題や、話し合いの様子の
一部から、人物の発言の意図（そのように発言している理由）を選ぶ問題には課題が見られた。算数では、図形やデータの問題で成果が見られた。一方で、百分率で表され
た割合や比例の関係の問題には課題が見られた。理科では、観察の記録や問題に対するまとめなど、実験に関する知識で成果が見られた。一方、学んだことを日常生活
の事象と結び付けて考察する力には課題が見られた。

）国語では、【書くこと】の領域において高い力をつけている。これは、授業中に自分の考えを根拠に入れながら述べる活動を行ってきた成果である。一方【話すこと・聞くこ
と】の領域に課題がある。これは、自分の考えをつくることはできるが、その考えを発表する場、評価する場が十分でないことが要因と考えられる。数学では、【数と式】の領
域で高い力をつけている。これは、授業開始時に前時の復習に取り組み、定着を図ってきた成果である。一方、多くの設問で無答率が高い。これは、経験したことのない形
式の問いへの応用力不足や、既習事項を活用し問題解決を図る経験の不足が起因している。理科では、「思考・判断・表現」観点の中で実験結果から考察する力が高い。
これは、授業に実験を多く取り入れ、考察し、表現する取り組みを多く行ってきた成果である。一方、「理科の授業で学習したことを、普段の生活の中で活用できないか考え
ますか」の問いに対して、「活用できる」と考えた生徒が少ない。理科の授業での内容を自分事として捉えている生徒が少ない点に課題がある。

学力の状況
（全国学力・学習

状況調査）

・本校のみならず、全国的に正答率が低い問
題に関しては、復習や練習問題を繰り返し実施
し、学力の定着を図る。
・思考力を問われる問題や、日常生活でもよく
出てくる活用問題の正答率がかなり低いため、
日頃から児童の身近な事象と学習を結び付け
た授業を実施していく。

中学校

各
学
校
の

評
価

B

自己評価

B
（学校説明）））指標14は、不二見小74％、駒越小92％、四中79％であった。また指標13は、不二見小66％、駒越小87％、四中72％で
あった。各校の自己評価は、不二見小B、駒越小A、四中Bであり、三校総合しての自己評価はBとした。駒越小は長年にわたって、子
どもたちが互いのよいところを見つけ合い認め合う「宝物ファイル」の取組を続けていることが、児童の自己肯定感の高さに現れてい
ると思われる。不二見小でも宝物ファイルの取り組みが広がり、四中では多様性の理解を目的とした全校での取り組みが行われるな
ど、各校とも自己肯定感を高める取組に力を入れているところである。大項目 中項目 評価指標

学力向上
子どもたちの学習

意欲を高める （学校説明）児童アンケートでは、「問題意識をもち、進んで自分の考えを伝えたり、友達の意見を聞いたりすることができた」に約７５％の児童が肯定的な回
答をした。対話を通した考えの共有だけでなく、chromebookや思考ツールを用いた考えの整理や比較など、様々な手段を使って、考えを共有することができ
た。

（独自）「課題意識をもって進んで自分の考えを伝えたり、友達の意見を聞いたりすることができた。」と考える児童の割合

特別活動
「進んでかかわり、自分から働こう」

とする児童の育成 （学校説明）児童アンケートでは、「仲間と関わりながら、進んで係や委員会の仕事ができた。」８６％、「仲間と関わりながら、進んで
掃除をすることができた。」81％と肯定的な回答が80％を上回った。責任感をもって、任された仕事に取り組むことができていた。

A

グループ校の評価指標

(指標13) 「自分のよいところを認めてもらっていると思う」児童生徒の割合
(指標14) 「自分には、よいところがあると思う」児童生徒の割合

自己肯定感を高める生徒指導
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大項目 中項目 グループ校の評価指標 自己評価 学校関係者評価委員会から
（小中一貫教育準備委員会等）

改善策（来年度の目標設定,具体的な取組目標）

【視点１】
学校の教育目標を

グループ校で共有する

・来年度も「自己肯定感を高める生徒指
導」を軸となる取組とし、特にレジリエンス
の力を高める取り組みを行っていく。また、
中学校としては、「違いを認め合うこと」も
自己肯定感の高まりにつながるものととら
え、特色ある取組として継続していく。

自ら学び　共に創る子の育成 A
・来年度は重点目票を「郷土を愛し、進ん
で学ぶ子」に設定し、全教育活動を通し
て、地域と関わりながら主体的に課題を解
決する意欲を育てたい。

（学校説明）児童アンケート「学校生活の中で、自分から進んで活動をした。」７８．５％、「学校生活の中で自分から友達と関わって活
動した。」では８７.８％の児童が肯定的な回答をしている。保護者アンケートでは「安心して学校に通えている」９７.８％となっている。
自分から進んで友達と関わる児童とそれを支える家庭によって安定した教育活動が行われた。

（学校説明）「自分のよいところを認めてもらっていると思う」児童は、アンケート結果から全体の６５．８％である。それに対して教職員
の回答結果は８２．４％であった。昨年度の児童のアンケート結果の７１％と比較して５％強、低下している。教職員は児童生徒のよさ
を認めているつもりであるが、児童生徒にはそれが伝わらなかった場合が考えられる。今後は児童一人一人が活躍できる場を積極
的に設けていき、結果だけでなく、努力の過程を認めていきたい。

（学校説明）教職員アンケートでは、「教職員は、グループ校の児童生徒と交流したり、様子を知ったりする活動に取り組めた。」に約７５％、「教職員は、中学
校へのつながりのある系統的な指導を重視した授業改善を行えた。」に７５％が肯定的な回答をした。中学校の学びづくり部とも情報共有をしたりするなど、中
学校での学習につなげられるように意識している教員が多い。中学との連携をより強化したいと考えているが、コロナ禍で、小中が連携した活動が少ないのも
現状である。三校共通研修テーマを意識した授業公開や研修の場を設ける等、つながりを意識した情報共有の機会を増やしていきたい。

グループ校の軸となる取組・活動

（独自）「自分から動き出し、友達とかかわって活動した」と回答する児童生徒の割合

（独自）「授業で自分の考えを説明したり表現したりすることを肯定的に回答する」児童生徒の割合

B（学校説明）児童アンケートでは、「授業で進んで自分の考えを発表した」に約60％の児童が肯定的な回答をしている。どの学年、ど
の学級でも、自分の考えを他者に伝えようと、意欲的に授業に取り組む姿勢が身に付いている。一方で、否定的な回答をしている児
童も多いことから、自分の考えを持つことができなかったり、説明する力に個人差があったりすると言える。

【視点２】
9年間の連続性、系統性
を強化した教育課程を

編成・実施する

・子どもと向き合う時間、授業改善のための研
究の時間、そして心の余裕を生み出すための
働き方改革として、地域教材や地域人材の活
用や連携を通して、自身の勤務体系を見直す。

・教師が一方的に教えたり、教師主導で学
習課題や学習問題を示したりするのでは
なく、子どもが「やってみたい」、「考えてみ
たい」と主体的に学びに向かうことができ
る授業づくりを学校全体で追究していく。
・自分の考えを説明したり、書いたりしてア
ウトプットする場を、授業の終末でも確保
できるようにし、子ども自身が学びを再構
成できるようにする。

・学校生活の様々な場面において、自
分の考えをわかりやすく他者に説明
し、共感や賞賛を受ける機会をもっと
増やすことで、多くの児童の自己肯定
感を高める。
・児童の良さや努力の過程を認め、子
どもの心に響き、自信に繋がるような、
具体的かつ個に即した声かけができる
ように、教職員一同指導力を高める。

・オンラインだけでなく、直接での交流の機
会を設けたり、小小連携の機会を増やして
いきたい。また、委員会や自然教室、修学
旅行での活動報告等、小中での情報共有
と交流を継続していきたい。

・三校合同の研修テーマを設定し、同じ視
点で研修を行い、中学校進学を見通した
学習指導を実施していく。

・コロナ禍で停滞していた地域との交流を新し
い形で進めて行くために、教職員が地域の環
境を知る、地域の人材と繫がる、そして「地域ま
るごと学校」として渦を作るための基盤作りをし
ていく。
・学校から地域へ積極的に情報発信をし、成果
と課題を共有して安心・安全な環境作りに努め
る。

自分の考えを
表現・発信する力の育成

B
（学校説明）「自分にはよいところがあると思う」児童は、アンケート結果から全体の７４．３％である。それに対して教職員の回答結果
は８８．２％、保護者は８５．５％であった。大人が思うよりも児童の自己肯定感は低く、昨年度の児童のアンケート結果の７９％と比較
しても５％近く低下していることから、今後は、学習活動や行事を通して「できた」、「わかった」など達成感を味わえる経験をつませて
いきたい。自己肯定感を高める

A（学校説明）児童アンケートでは、「クラスの友達と楽しく学習することができた」に約９０％の児童が肯定的な回答をしている。対話を
通して学習を解決していく場の設定や、互いの意見を認め合う雰囲気づくりを多くの学級で実施していることで、主体的に学習に取り
組む児童が多いと考えられる。

B

(指標13) 「自分のよいところを認めてもらっていると思う」児童生徒の割合

(指標14)　「自分には、よいところがあると思う」児童生徒の割合

地域人材を活用する事業の推進

B

・学校に安心して通える環境こそ子どもにとって一番大
切である。

・学校と児童、学校と家庭（保護者）間の信頼関係が深
く、安心して通わせていることがうかがえる。

・不二見の子どもたちの実態として授業の中で自分の
意見を述べることがやや苦手（自信のなさ、目立ちたく
ない）という意識が目につく。今後目立ちにくい集団にな
るとのびのびすると思う。まずは雰囲気作りが必要だと
思う。

・苦手意識が消極的な行動としてあらわれている。心の
成長とともに徐々に備わってくると思うので無理矢理あ
げる必要はないと思う。現状通り指導していただきた
い。

・コロナ禍ということで、地域行事や交流の機会が大変
減っています。来年度は、子どもたちに不二見地区にあ
る会社見学等をして頂き、地域の皆様に不二見の子ど
もたちの良さを知って頂き交流ができればと思う。

・コロナ禍で停滞していた地域との交流も動き出してき
たので、学校からの情報発信をお願いしたい。

・「自分から動く」大人でも中々できることではない。その
中で「自分から動き出せた」と答えた割合が高いことは
大変良いことである。その姿が家庭でも見られ保護者ア
ンケートにも高い評価をされていると思う。

・自分の意見や考えを発信することは大変難しい。一人
ひとり個性が違うのでそれを伸ばすことは大変なことで
ある。小中９年間で必要な育成と自己肯定感を高める
指導をして頂きたい。

・自分の考えをわかりやすく説明する機会が増えること
で自己肯定感も高くなると思う。

・児童の良さや努力の過程を認め、具体的にどのような
言葉で伝え、褒めてあげたら子どもの心に響き、自信に
繋がるかということは、大変難しいことだが今後の指導
に求められることなので期待したいと思う。

・小中交流には直接会う機会が必要だと思う。引き続き
小中で情報共有と交流をお願いしたい。

・コロナ禍で実施した不二見まつりにご協力いただきあ
りがとうございました。徐々に地域行事も復活している
ので交流できる機会を大切にしていきたい。

・先生方の雑務（先生ではなくてもできる仕事）を代わり
に助ける職員をもっと増やしてもらえれば、先生方が子
どもに向き合う時間が増え、気持ちにも余裕をもち指導
することができると思う。

（様 式） 令和４年度 学校評価
学校名：静岡市立清水不二見小 学校

評価指標基準：A…８０％以上、B…６０～８０％、C…４０～６０％、D…４０％


