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⑤ (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　　　　　　　

⑥ (指標24)　「地域の人材を取り入れた授業を行っている」教員の割合

⑧ (指標25)　「今住んでいる地域の行事に参加している」児童生徒の割合

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

自己評価

A

学校関係者評価委員会から
（小中一貫教育準備委員会等）

B

B

B

B

A

学校で力を入れている「ながおの心」が現れ
た結果だと思う。
ある程度のスパンで区切って振り返ることが
大切である。
先生方の指導・意識により児童の意識も向
上している。
低学年に「ながおの心」は分かりやすい。

「チャイムであいさつ」は社会人として時
間を守ることにもつながるのできちんと
習慣づけたい。
授業の準備ができる、黙働清掃をやる
等ルールの意味を理解し、守ってみたら
こんないい事、気持ちになることが分か
ればやらされるのではなく、自分からや
れるようになるのではないか。時間をか
けて続けたい。
各部で達成されていない項目もあるが
概ね達成された数値であると認識してい
る。
挨拶は誰にでもはなくでなくても知って
いる人および挨拶してくれた人に対して
きちっと返すことができればよいと思う。
難しい対応が必要な場面もあると思うが
指導方針をしっかり示し、親の理解を得
たい。
全員が意識を持ち、努力していけば人と
比べるではなく、自分はできたという自
己肯定感にもつながっていくのではない
か。
やり遂げて良かった、できたという達成
感を持つ喜びを体験させてあげたい。

姿勢の良さは集中力の維持にもつながって
いくので大切だと思う。
ノーメディアデーで「やってはいけない事」を
決めるだけでなく、代わりに何ができるか考
え、何をしたのか報告する機会があっても良
いのではないか。
知っている方に会ったら挨拶できている。
コロナ禍で制限がある中で可能な対応をして
いただけている。今後も継続して対応願いた
い。
コロナにより地域行事も少なくなったが、今
後は交流を深めたい。
仕事の効率化と重点化をしっかり行い、児童
と向き合える時間を確保したい。
先生が個別に対応しなければならない事が
増えている気がする。そこの対応がきちんと
できないと勤務時間の短縮は難しいのでは。

本年度の成果と来年度の重点（アンケートの分析と自己評価の説明）

○コロナ禍ではあったが、２年生の生活科、3年生の理科や総合、５年のもち米作り、６年の職場見学など地域の人材を活用して地域のことを学ぶ学習ができた。
●活動の制限もあり、こども園や幼稚園との交流ができず、適切な活動とならなかったものもあった。
【来年度重点】
・これまで築いてきた地域との結びつきのある活動を継続して実施していきたい。
・地域の教材を活用することは今後も大切である。今後も総合的な学習や生活科の学習で地域の方とのふれあいや地域の魅力について考えていきたい。

アンケート結果
・教員アンケート「仕事の効率化と重点化を意識して、仕事を行っている。」・・・・・・８７．９％○
【来年度重点】
　1　放課後の業務時間をつくり、年間７回の定時退庁日を設定してメリハリをもって働く習慣をつける。　２　業務のスリム化と効率化を徹底チェックし、改善を考え
る。

・児童アンケート「学習や行事などに自分から進んで取り組んでいる。」・・・８７．1％○
・児童アンケート「ながおの心を大切に生活している。」・・・・・・・・・・・・・・・８８．２％
・保護者アンケート｢学校教育目標に向けて指導している。｣・・・・・・・・・・・８９．２％○
○すべての教育活動において自主性と思いやりの育成に力を入れてきたため、児童の意識も高まった。保護者からもご理解いただけた。
●個に応じた継続的、統一的な指導や情報共有には課題があった。
【来年度重点】
　１ながおの心を合言葉としてステージごと振り返る。　２大人も子どももみんなでいいことみつけに注力する。　３自己目標の設定、振り返りをする。

・児童アンケート「授業の準備をしてチャイムが鳴ったらみんなであいさつしている。」・・・８２．６％△
・児童アンケート「授業中に、友達の話を反応しながら聞いている。」・・・・・・・・・・・・・・・･８５．７％○
・児童アンケート「授業を通して、分かるようになったりできるようになったりしている。」・・・９２．６％○
○机上に余分な物を出さずに学習に取り組むことができるようになってきた。チャイムを意識して移動をして授業を受ける子どもたちが増えた。
●整理整頓や気持ちの切り替えが苦手な子やルールへの意識が低い子がおり、できていない子が２割ほどいる。具体的な姿を意識して取り組んでいく必要があ
る。
【来年度重点】
　1授業の準備ができる。　２「話す・聴く」のスキルを身に付ける。　３読解力の向上　４「できた」「わかった」をどの子にも実感させる。

・児童アンケート「すすんであいさつをしている。」・・・・・・・・・・・・・・・・８５．３％〇
・児童アンケート「『そうじはだいじ』を守ってそうじができている。」・・・８９．７％○
・児童アンケート「ろうかやかいだんを正しく歩いている。」・・・・・・・・・８４．０％○

○帽子を被って掃除をすることで、「だまって」を意識して掃除ができた。校内では自分から挨拶したり、元気に挨拶できる子が増えた。
●黙って掃除の徹底に至っていない。「廊下は歩く、右側通行」が徹底できていない。地域の方々への挨拶できない児童もいる。
【来年度重点】
　１「挨拶運動」を通して良い挨拶を広めていく。   ２ 掃除に「時間いっぱい」取り組む　　　３ 生活保健委員会から呼びかける。

・児童アンケート「自分にはよいところがある。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５．０％〇
・児童アンケート「何かをやり遂げ、うれしかったことがある。」・・・・・・・・・・・・・・・・・９１．６％○
・児童アンケート「よりよい学校やクラスにするために考えて、行動できている。」・・・８２．２％△
〇よりよい学校やクラスにするために考えて、行動できている子が徐々に増えている。
●自分で考える機会が減少し、考えたことを実現する場（活躍の場）が減少した。
【来年度重点】
　１ 学級が良くなるための話し合いの場を増やす。　２ 良くなったこと・できたことを価値づける。

・児童アンケート  「すすんであいさつをしている。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５．３％〇
・保護者アンケート「こどもたちは相手や場に応じて、あいさつしている。」・・・・・・・・・・・・・・・・７８．８％△
・児童アンケート  「ノーメディアデーでは、メディアを使う時間を短くしようと努力している。」・・・８２．６％○
・保護者アンケート「家庭では、子供たちにメディアの使い方について指導している。」・・・・・・・９２．６％〇
○児童会や各委員会の呼びかけによりあいさつできる子が増え、意識も高まった。ノーメディアデーも定着しており、家庭や中学とも共通して取り組み、意識できて
いる。
●子供たちが思うほど家庭や地域からはよい挨拶だと感じてもらえていない。
【来年度重点】
・継続して中学や家庭と共に「良い挨拶」と「ノーメディアデー」、「良い姿勢を意識する」等に取り組む。

中学校

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）

小学校

アンケート結果
・児童アンケート「先生はあなたの良い所を認めてくれている。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88．0％○
・教員アンケート「いじめ問題への取り組みについて自己点検している。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・93.9％▲
○児童理解、いじめ問題への取組など全職員が自覚を持って取り組んでおり、即対応に心がけた。
○子どもにとっては，先生に良いところを認めてもらっている自覚が有り，｢学校へ行くのが楽しい｣と思っている子が85％となっている。今後も児童
の良いところを見つけて，進んで子ども達を褒めることによって自己肯定感を高めたり，学校が安心して過ごせる場所にしていきたい。
●いじめやからかいを完全になくすことができていないが、未然防止と早期発見に心がけ、適切な対処ができるように全職員で努めたい。

来年度の目標は全国学力・学習状況調査で国語・算数ともに県平均との差を縮めることに設定
今年度の課題を克服するために以下の手立てを大切にしていく。
①対話場面における学習活動の工夫をする。（単元構想の工夫、意図的な対立場面、考えを再構築する場など）
②「聞く・話す・話し合う」力を育成する。（話し上手は聞き上手」の指導の継続）
③読書活動の充実を図る。（図書室へ本を借りにいく機会をつくる、図書委員会の企画）
④国語の作文指導の充実（日々の授業において、字数やｷｰﾜｰﾄﾞや抜き書き等の条件を満たす作文の書き方指導）
⑤算数の日々の授業のふりかえりに、計算問題で定着率を測ることのみとせず、低学年なら問題づくりを、高学年には回答方法を記述させるなどの指導を行う。

・来年度の目標を新体力テストの全ての項目でポイントを向上させることに設定
①体育の授業の準備体操等に握力や瞬発力、柔軟性を高めるサーキットトレーニング等を行う。
②体力向上のため、リズム体操やリズムなわとび等を体育の時間に位置づける。
③スキルアップカード等を活用して休み時間に自主的な運動を促す。
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学力の状況
（全国学力・学習状

況調査）

小学校

中学校

生徒指導の状況
（学校いじめ防止基本方針）

（学校説明）3年生を対象にして行った全国学力状況調査では、全国と比べて平均正答率では、国語・数学は上回り、理科はほぼ同等である。特に国語では、評価の観点として「読むこと」及
び問題形式として記述式問題の平均正答率が全国と比較して良好である。特に数学については、「数と式」「図形」「関数」の領域が全国と比較して良好であり、問題形式では記述式問題の
平均正答率が全国と比較して上回っている。また、理科では、「粒子」を柱とする領域の平均正答率が全国と比較し良好であり、問題形式としては短答式問題が全国を大幅に上回っている。

（学校説明）
感染症対策を講じながらできる限りの授業実践（実技）を行い、運動機会の確保と体力の向上に努めた。感染症拡大防止の観点から全国的に体力テストを実施していない学校があるため、
全国平均との比較は十分なエビデンスとはならないが、全国的な結果と同様に、本校も「５０ｍ走」「持久走」「反復横跳び」「上体起こし」の４種目で低下が見られた。

（学校説明）
○新体力テストの５０ｍ走やソフトボール投げの記録が県平均を上回っていることから、本校児童は走力や投力等が優れていることがわかる。
●全ての学年の男女が県平均を下回るテスト項目が４つ（握力・反復横跳び・シャトルラン・立ち幅跳び）もあり、基礎体力を向上させる必要がある。

（学校説明）
　６年生対象の全国学力学習状況調査では、全国平均に対して国語、算数、理科すべての教科において平均を下回った。用語や方法を単純に回答する問題については
平均を上回るものの長文の問題や文章理解を伴う問題についてはどの教科についても課題となっている。また、無回答が多いことも課題と言える。
　各教科で見ていくと、国語では、複数の文章を読み比べ、条件に合わせて記述すること、文章構成や叙述を的確に捉えること。算数では、複数の表やデータから法則を
見つけること、比例の法則を活用すること。理科では、現象から得た情報を考察すること、問題の詳細な部分を読み取り解答することが課題と言える。

複数集まるといたずらの度が増す。状況に
応じた対応が必要。
継続的な見届けが大切である。
相談できる人がいることが大切。親や先生に
話を聞く余裕があれば良いのだが…。

問題を理解するのが困難なようなので読解
力の向上に期待したい。
小学校の学力は低いが中学は平均より高
い。小学校での意識づけが役立っていると
思う。
集中力、粘り強さはすべての生活につながっ
て大切だが、どのように育てるかは難しいと
ころである。

身体活動の楽しさが理解できれば、自然に
体力は向上する。
動ける子が増えてきた。どんなスポーツでも
体を動かしてほしい。
体を動かすことが嫌いになってはいけない。

（学校説明）
①いじめ防止　｢ながおの心｣を核として、心の教育の充実を図る。
②個に応じた支援を心がけ子どもの変化に気づき、すぐ対応する。（悩み事アンケート、ながお（投書）箱設置、0連絡帳（パワーアップカード）、サポート会議、SC，SSWrと
情報共有）
③いじめ問題(疑いを含む)が発生した際、教職員は直ちにいじめ対策組織に報告し，組織的に対応する。
（アンケート）
　　・児童アンケート「先生はあなたの良い所を認めてくれている。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  達成率８５％以上
　　・教員アンケート「いじめ問題への取り組みについて自己点検している。」　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 達成率１００％
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地域との連携 開かれた学校づくり

⑨ （独自）子どもや学校の様子などについて情報の発信及び受信に努めている。
（学校説明）
　　・学校便り、学年便り、ホームページ等で情報を伝える。
　　・パワーアップカード（担任と児童・保護者との連絡表）を活用し、保護者と同一方向、同一歩調で支援を行う。
（アンケート）
　　・保護者アンケート「学校は、情報発信及び受信に努めている。」　　　　　　　　　　　　 達成率９０％以上
　　・保護者アンケート「学校は、保護者からの相談に対して真摯に対応している。」       達成率９０％以上

特別支援教育
居場所があり、安心できる環境づくり

(子ども支援)

⑩ 自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合

（学校説明）
　　こども支援部「互いのよさを認め合うことができる。」
（取組）
　　・思いやりのある言葉や行動を認め、学級ごとに帰りの会で賞賛したり、掲示したりする。
　　・子ども支援学年会を設け、個に応じた支援の計画や情報交換を行う。
　　・ＵＤの視点に基づいた環境づくり。→前面掲示・ロッカー・掃除ロッカー・声のものさし等
（アンケート）
　　・児童アンケート「学校には、安心して過ごすことができる場所がある。」　　　　　　　　　 達成率８５％以上
　　・児童アンケート「相手を思いやる言葉を使ったり、行動したりしている。」 　　　　　　　　 達成率８５％以上

グループ校の軸となる取組・活動 グループ校の評価指標

西奈の自慢を自ら発信することができるこどもの育成
（学校説明）
　　・総合的な学習の時間等において、西奈地域の特色や地域の自慢を他者に発信できるようにする。
（アンケート）
　　・保護者アンケート「お子様は地域の行事やＰＴＡの活動に参加している。」　　    肯定率７０％以上

アンケート結果
・保護者アンケート「お子様は、地域の行事やPTAの活動に参加している。。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４．８％●（１１月末調査）
●本年度も昨年度同様、コロナ感染対応などにより、地域の行事やＰＴＡ行事も中止になることが多かった。そのため、本年度も割合が低くなっているのは仕方がな
い。来年度、感染状況によっては地域の行事やＰＴＡの活動が復活することも予想されるので、参加を積極的に呼びかけていきたい。
【来年度重点】
　・ＰＴＡ活動や地域活動の良さや意義を広報していく。

Ｃ

A

アンケート結果
・保護者アンケート「学校は、お便りやパワーアップカード、懇談会などを通して、情報発信及び受信に努めている。」・・・・・９１．４％○
・保護者アンケート「学校は、保護者からの相談に対して真摯に対応している。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･９３．３％○
○保護者アンケートから、肯定的な回答が多く、情報発信などで、保護者や地域の方々へ学校の現在の様子を伝え、保護者とのやりとりで、トラブルを未然に防ぎ、
頑張りや良さを伝えられていた。
【来年度重点】
　１　家庭との連絡を密にし、関係づくりに励む　　２　新たなデジタルツール(タブレット、メールシステム、デジタル教材)の活用を促進する。

アンケート結果
・児童アンケート「学校には、安心して過ごすことができる場所がある。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・･・・８８．５％○
・児童アンケート「相手を思いやる言葉を使ったり、行動したりしている。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５．１％○
・保護者アンケート「学校は、子供たちが安心して学校生活が送れるように支援している。」・・・・・・９５．５％○
○特別支援、サポート会議等を通して９５％以上の保護者が安心した学校生活だと考えているのは、日々の関係づくりと子どもたちの居場所づくりがうまくいってい
るといえる。
●教室にうまく入れず、不適応を起こした児童もいたため指導や支援のあり方はさらに考えたい。
【来年度重点】
　１あたたかな人間関係づくり　２ＵＤの視点に基づいた環境づくり　３個に応じた支援体制づくり

コロナ期間決められた中でも活動できてよかっ
た。今後、地域のつながりをもっていってほしい。
コロナの影響がなくなってくる次年度に期待した
い。
児童館で行う行事も特定の子の参加になってい
る。

保護者が参観できる情報を格納しておくこと
もよい。
回覧板の活用やホームページの充実で成果
が出るのでは。

支援を要する人数が増えている分先生
の負担は多いと思うが、子どもたちは年
度当初に比べて随分落ち着いているよ
うに見えた。

学校環境 働き方改革

⑦ （独自）業務の精選やワークライフバランスの実現のための働き方改革を行っている。
（学校説明）
　　・業務の精選に心がけて、絶えず見直しの視点を入れ、業務改善に取り組む姿勢を大切にしている。
（アンケート）
　　・教員アンケート「仕事の効率化と重点化を意識して、仕事を行っている。」       達成率８０％以上

【視点３】
教職員の協働、児童
生徒の交流

学校間交流
・研修交流

・児童会、生徒会交流
気持ちのよいあいさつ

【視点４】
地域との連携

地域に学ぶ（視点４）
生活科、総合的な学習（視点２）

静
岡
型
小
中
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貫
教
育
に
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る
特
色
あ
る
教
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活
動

大項目 中項目 グループ校の評価指標

【視点１】
学校の教育目標をグ
ループ校で共有する

自ら学び共に高め合う子ども

（学校説明）
　・学びづくり部「環境整備、授業開始のあいさつを学びの土台に」
(取組）
　　・開始前に授業の準備　・チャイムであいさつ　・
（アンケート）
　　・児童アンケート「授業の準備をしてチャイムが鳴ったらみんなであいさつしている。」          達成率８５％以上
　　・児童アンケート「授業中に、友達の話を反応しながら聞いている。」                               達成率８５％以上

気持ちよく過ごせる学校（自分づくり部）
・あいさつ、そうじ、廊下歩行

③ （独自）気持ちの良い生活ができる割合

（学校説明）
（取組）
　　・各指導部で決めた共通実践を確実に行う。（合唱交流などは行わない。）
　　・気持ちの良いあいさつを行う。　　・ノーメディアデーを実施する。
（アンケート）
　　・児童アンケート「相手や場に応じたあいさつをしている。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　達成率９０％以上
　　・児童アンケート「ノーメディアデーでは、メディアを使う時間を短くしようと努力している。」　　達成率８０％以上
　

【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

自ら学ぶ（学びづくり部）
自ら学び、「できた」「わかった」を実感する

子

② （独自）「授業の内容を理解するために自ら学ぼうとしている」児童生徒の割合

（学校説明）
　　・自分づくり部「落ち着いて生活することができる」
（取組）
　　・合言葉「そうじはだいじ」に沿って掃除に取り組めるよう指導する。
    ･自分からあいさつできた子どもを認め、広げる。
（アンケート）
　　・児童アンケート「『そうじはだいじ』を守ってそうじができている。」　　　　　　　　　　　　　　　　　達成率８０％以上
　　・児童アンケート「すすんであいさつをしている。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　達成率８０％以上
　

自己有用感を育む（仲間づくり部）
・創造力豊かな学校作り

④ （独自）何かをやり遂げ、うれしかったことがある児童生徒の割合
（学校説明）
　　・仲間づくり部「自己有用感をもつことができる」
（取組）
　　・低学年……クラス遊びで子どもたち自身がアイディアを出し合い，企画を行う。
　　・高学年……ペア活動で子どもたち自身がアイディアを出し合い，企画を行う。
（アンケート）
　　・児童アンケート「何かをやり遂げ、うれしかったことがある。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　達成率８５％以上
　　・児童アンケート「よりよい学校やクラスにするために考えて、行動できている。」　　　　　　　 達成率８５％以上

① （独自）｢自ら取り組み、互いに支え合っている児童生徒の割合
（学校説明）
　　・児童一人ひとりが互いに支え合い、めあてに向かって意欲的・主体的に取り組めるようにする。
（取組）
　　・ステージ学年集会で、学年の児童の実態に応じた全体指導を行い、めあてを意識させる。
（アンケート）
　　・児童アンケート｢自ら進んで取り組んでいる。｣　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　達成率８５％以上
　　・児童アンケート「ながおの心を大切に生活している。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 達成率８５％以上

（学校説明）
（取組）
　　・地域の方を講師として地域の自然や歴史や伝承、防災等を学ぶなど、地域の人材を活用しながら学習をする。
　　・総合的な学習では、３年生では地域の自然や歴史、４年生では福祉、５年生では防災、
　　　６年生では地域の交通安全、キャリア教育を テーマ に学習を進める。

（様 式） 令和４年度 西奈南小学校 学校評価書


