
②　(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

④　(指標23)　「学年や校種の枠を越えて、連携を図っている」教職員の割合

自己評価
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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

「心豊かで 高め合う子」
自分を取り巻くすべての人・もの・こ
とに感謝し、仲間と協力し、より良い
ものを創造している姿

①　（独自）　仲間とともに協力し、より良い学校づくりに貢献している児童・生徒の割合

A
・様々な場面において、小中共通の教
育目標「心豊かで 高め合う子」に向け
た取組が見られる。特に、「友達の良い
ところを見つける」という活動は、こども
園でも行っており、小学校・中学校でも
継続されていることが素晴らしい。

・先生方が日々の実践により、多くの成
果が認められる。今後は、実際の評価
との整合性を持つために評価基準を明
確にしたい。

・午前半日開催の小学校の運動会で
は、各学年の競技の中に複数の運動
要素を組み入れ、大変工夫された内容
になっていた。

・中学校の「職場体験学習」では、こど
も園で受け入れた生徒たちが、大変熱
心に仕事に取り組んでいた。指導者が
いなくても頑張る場面を数多く見ること
ができ、感心した。体験後にいただいた
生徒からの「お礼の手紙」には大変感
動し、生徒達の成長を感じた。

・10月と11月に興津生涯学習交流館で
開催した「歴史劇」では、中学生が大変
熱心に取り組んでいた。今後は、小学
校高学年にもこの取組を広げていきた
い。

・軸となる取組である「おきつ学」では、
歴史・文化・防災の各分野で、NPO法
人と連携しながら、地域の方々を有効
に活用した学習が進められている。中
でも「興津を守る」学習では、避難所設
営やポンプを使った給水体験で、生徒
達がより良い方法を考えながら、意欲
的に取り組む姿が見られた。今後も、
防災学習に関する題材や人材を提供
する体制は整えているため、必要なと
きには要請してほしい。

・小中共通の教育目標である「心豊かで 高め合う子」の実現に向けて、９年間の連
続性・系統性を重視し、小中間の連携をさらに推進していく。『小中共通の取組』を着
実に実践するとともに、より成果が上がるよう、子どものあらわれを評価し、改善に
努めていきたい。

（学校説明） 【肯定的回答】 小学校９４％・ 中学校９７％
　小中ともに、仲間と協力し、自分の学力向上や活動の取組を充実させようとする姿が随所に見られた。小学校では、授業や学校行事を通して、仲間の発言や行動での頑張りを認め合う姿が
多く見られた。中学校は小学校での人間関係を基盤に、同学年だけでなく異学年の生徒との活動を数多く行ったことで、互いの良さを認め合う良い関係づくりができた。

グループ校の軸となる取組・活動 グループ校の評価指標 自己評価

・総合的な学習の時間の目標や目指す子どもの姿を明確化する。探究的学習の中
から子どもたちが自分で課題を見つけ、解決方法を提案しながら成長し、その成果
を地域社会に「発信する」ことを着地点とさせることで、地域と子どもが相互に働きか
ける学びの形を模索したい。

【視点２】
9年間の系統性、連続性
を強化した教育課程を編
成・実施する

指導観を共有し、一人一人を大切
にした教育の推進 B ・９年間の連続性・系統性を意識した授業を、来年度も継続して目指していく。また、

『授業改善に向けた研修の手だて』の共通する部分について、小中合同で研修する
場を設け、自己研鑽を積む機会としていく。

・授業に集中していない生徒にも寄り添い、成長した部分や得意分野を肯定し、認め
る機会を積極的に作っていく。

（学校説明） 【肯定的回答】 小学校８７％・ 中学校７８％
 小中合同研修会時に互いの授業を参観することで、小中の児童生徒の実態を把握することができた。また、本年度から11支部での研修主任会で学んだことを自校の研修に役立てている。小
中９年間の連続性・系統性を意識した授業を実施している職員の割合が小中ともに高く、年間を通して系統性のある単元構想と授業実践を行うことができた。

子どもが生活しやすく授業に集中で
きる環境づくり

③　（独自）　「楽しく生活し学んでいる」と考える児童・生徒の割合

A
（学校説明）【肯定的回答】 小学校８７％・ 中学校８４％
  小学校では行事との関連を意識した教育課程の編成に努め、各ステージでのアンケート調査により学習や行事への姿勢や成果を実感・見直す機会をもつことで、楽しみながら学習・生活す
る環境を作ることができた。しかし、４％の「楽しく思わない」児童への支援が課題である。中学校では、学習強化週間（家庭学習時間の集計）など生徒が主体的に学習に向かう姿勢を大切に
し、授業をはじめ、家庭で学習する環境づくりができた。一方で、小学校と同様、４％の「楽しく思わない」生徒への支援の必要が明らかになった。

【視点３】
教職員の協働、児童
生徒の交流

教職員が協働した効果的な交流活
動 A

・小中間の連携を一層推進するため、小中合同研修会を３回実施する。各部会にお
いて、子どもの実態や『小中共通の取組』についての評価、改善策についての検討
を行う。発達段階に応じた指導について共通理解を図るとともに、軸となる取組であ
る「おきつ学」についての研修も行う。

・学力向上部会で『小中共通の取組』として位置づけている「児童生徒の作品交
流」、活動推進部会の「児童会・生徒会の交流」のほか、音楽集会や合唱祭、運動会
や体育祭でのリモート交流、新入生説明会での授業参観や部活動見学などを実施
し、交流活動の推進を図っていきたい。

（学校説明）【肯定的回答】 小学校７１％・ 中学校６７％
　昨年度に引き続き、小中合同研修会を３回実施し、生活充実・学力向上・活動推進・地域連携の四部会において『小中共通の取組』を実施することができた。また、小中各校では、児童生徒
の実態や発達段階に応じて『独自の取組』を行った。研修会を通して、PDCAサイクルが確立され、小中共通目標や各校の重点目標の実現に向けた組織体制が一層整ってきた。

児童生徒が協働した効果的な交流
活動

⑤　（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

B
（学校説明）【肯定的回答】 小学校８７％・ 中学校８６％
　コロナ禍で、校内及び小中の交流の機会が制限されている状況が続いているが、中学校の合唱祭を小学校にオンラインで生中継し、小学生の感想や中学生のメッセージを互いに送るなど、
できる範囲で交流を推進している。児童生徒のアンケート結果からも、小中間の交流を望んでいること割合が高いことが分かった。

地域と関わり、地域に貢献する取組「おきつ学」

⑨　興津のよさがわかる児童・生徒の割合

A
（学校説明）【肯定的回答】 小学校８４％・ 中学校９０％
　「興津の良さ」を学ぶ学習では、地域の歴史・文化・自然に関する各所や地域人材の協力を得ながら、９年間の系統表をもとにした学習が進められ、児童生徒に興津のよさを実感させること
ができた。「興津を守る」学習では、ＮＰＯ法人や消防、弁護士など様々な立場から地域を守る仕事をしている方々を招聘し、講座や体験を通じて実践的な学習を行うことができた。一方、小中
９年間の系統性が示されているものの、十分に実践できていない実態も見られた。

・ICT支援員による研修や授業支援などを通して、Googleフォームやコラボノートな
ど、簡易的かつ業務の負担軽減に繋がるアプリの使用方法や実践例の紹介を学
び、学習端末の授業実践を増やしていく。
・校務支援システムを有効に活用し、今後も事務処理の負担軽減に繋げていく。

（学校説明）【肯定的回答】 小学校７５％・ 中学校６６％
　校務支援システムの導入により、指導要録や通信表、調査書の作成を中心に事務処理の業務軽減ができている。その一方で、児童生徒一人一台支給されている学習端末（ChromeBook）の
導入により、機能を十分に使うまでの準備に時間を要し、負担感を感じている教職員もいることから、使用頻度に差が生じてしまう実態が見受けられる。

学校環境 授業準備・事務業務等の負担軽減

⑧　（独自）　「ICT機器や校務支援システムの活用等により、授業の準備や事務業務が軽減された」と感じる教職員の割合

B

【視点４】
地域との連携

地域人材の積極的活用

⑥　(指標24)　「地域の人材を取り入れた授業を行っている」教職員の割合

A
・「おきつ学」の地域探訪や地域防災学習に関して、NPO法人を中心に、学校教育を
支援する思いを頂いている。教育活動に地域の人材を活用する形の協働学習を、
発達段階に合わせて進め、活動の裾野を広げていきたい。

（学校説明）【肯定的回答】 小学校８５％・ 中学校９５％
　中学校では、各学年で「地域探究学習」や「防災学習」、「ＳＤＧｓ推進学習」等で、外部講師を招聘した「体験的実践的な学習」を展開することができた。ＩCＴの活用で介護現場とのライブ中継
が可能となり、バーチャル体験をすることができ、ICT機器を有効に活用することができた。また、中学校では、生徒が興津地区の伝統行事や演劇に参加することが評価され、「静岡市こどもＰ
Ｒ隊」に任命され、地域を愛する心が高まってきている。

児童生徒の地域活動への参加 B
・地域の活動に児童生徒が出ていく場面（「歴史劇」、「観光案内」など）や、小中の
子どもたち全員で書いている「愛の手紙」などを通し、地域に貢献する喜びを積み重
ねていきたい。交流館を活用し、図工美術の作品展示や、教育活動の成果を地域に
発信する活動も広げていきたい。

（学校説明）【肯定的回答】 小学校７３％・ 中学校５１％
　中学生の割合は高くないが、朝鮮通信使の行列や歴史劇に積極的に参加する生徒がいる。本年度は、台風による断水被害があり、家庭や地域のために、給水車から水を運ぶ生徒の姿も
多く見られたとの報告もあったことから、地域に貢献する態度は育まれていると感じる。

⑦　(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
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大項目 中項目 評価指標

A

・コロナ禍での活動を工夫して、学級・学年・異学年での交流を工夫してもてるように
する。
・興津中生徒会と興津小児童会がクラスルームを活用して、地域全体の子どもたち
がつながれるような活動を工夫する。

（学校説明） 肯定的回答 生徒　　91.3％ 教職員　　93.9％ 保護者　87.9％
コロナ禍での活動を工夫して、学校・学年行事やペア活動に積極的に取り組むことができた。特に、運動会や宿泊行事などの活動では、子ども同士が協力したり団結したりして、つながりを感
じる機会が多かった。できるだけ保護者に子ども同士のつながりを感じる場面を見てもらえるようにしたい。

・自分から進んで挨拶できている子が
多くいる。生き生きとした姿をみせてく
れる。家庭と連携して挨拶が習慣に
なっていくといい。

・興津小は、おきつスタイルがあり、「こ
れを見れば興津小のことが一目でわか
る」文書で、みんながいろいろなことを
共有できているのがいい。クロムブック
は、もっと勉強に生かしていけるとい
い。

・高学年の子が、低学年の子どもたち
といっしょに手をつないであげている姿
をよく見る。思いやりをもって親切に接
している子が多いと思う。

改善策（来年度の目標設定,具体的な取組目標）

　　　　重点目標
　「よりよく生きる
　　　お・き・つの子」

思いやりのある子
おきつの「お」

⑩思いやりのある言葉遣い、明るいあいさつ・気持ちのよいあいさつができる児童の割合

B

つながりを大切にする子
おきつの「つ」

⑫学校・学年・学級づくりを目指して、友だちと一緒に行動できる児童の割合　９３％

A

自分をきたえる子
おきつの「き」

⑪集中して学習に取り組むことができる児童の割合　８６％

・場に応じた挨拶を校内だけでなく地域や学校外に出たときも進んでできるよう引き
続き指導する。懇談会や学校だよりを通して家庭や地域にも積極的に発信していく。
・相手の気持ちを考えて行動することを意識させ、丁寧な言葉遣いや落ち着いた生
活態度を促す。

（学校説明） 肯定的回答 生徒 （言葉遣い）８６．１％　（あいさつ）８５．７％　 教職員　８４．７％　 保護者　73.8％
児童会活動や学級指導を通して、学校全体で気持ちの良い挨拶をする姿勢を育むことができた。また、年間を通して思いやりのある子を目指した指導を続けることで、言葉遣いや相手の気持
ちを考えて行動することを意識できていた。その姿を保護者に見てもらう機会も少なかったため、登下校中や校外でも実践できるよう働きかける必要性を感じた。

・学校での学習には集中している児童が多くいる一方で、家庭では集中できていな
い児童が少なくないことが分かる。家庭学習の取り組み方を「おきつスタイル」「家庭
学習のススメ」として全家庭に配付し、家庭でも学校と同じように集中して学習に取り
組むことができるようにする。家庭で学習することが明確に分かるよう、家庭学習の
方法を工夫する。

（学校説明） 肯定的回答 生徒87.7％ 教職員　　96.8％  保護者63.3％
授業での指導を通して、集中して学習に取り組む姿勢を継続的に指導することができた。また、年度初めに「学びの興津スタイル」「学習のススメ」を家庭に配付することで、保護者にも「学びに
関わる約束」や、「自主学習の進め方」について周知することができた。また、家庭学習の在り方を家庭と学校が共有するために、家庭学習カードの在り方について各学年で工夫をして取り組
むことができた。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

<小学校>
今後も、記述して表現できる力をつけるために、基礎・基本となる学力の定着ととも
に、研修テーマを『対話を通して「自分の考えを深める」授業』とし、そのための手立
てを「子どもの主体的な学びを引き出す分かりやすい課題設定」「考えを深める対話
の場の設定」「深まった自分の考えを整理して表現する場の設定（再構成）」として授
業改善をすすめていく。
＜中学校＞
【改善策】自分の考えを明確にもち、説明する力を身に付ける。
【具体的な実施方法】◇ 対話的な活動で、他者の考えと自分の考えを比較・検討す
る時間の確保と質の向上を図る。（他者の考えとの練り合い）
◇ 自分の考えを再構成できる場の設定と時間の保障。（自分の考えの再構成）
◇ 「根拠」｢論拠｣「証拠」「理由」を明確にし、論理的に説明する力(書く、話す)が身
に付く指導に重点をおく。（説明する力）
◇ 学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見直し、次の学習
につながるように｢振り返り｣の場を意図的に設定する。（振り返り）

中学校

（学校説明）
　国語では、文脈に即して漢字を正しく使う力や行書の特徴など、知識を問われる問題に対して正答率が高い。数学では、自然数を素因数分解したり、基本的な事柄の確率を求めたり、正しいものを選択そたりするなど、短答式の問題の正答
率が高い。理科では、授業で扱った実験の結果や結果の処理（グラフの作成）はおおむね良好であった。課題として、基礎・基本を活用・応用する力が弱く、説明を求められる設問には、苦手意識がある。論理的に考え、説明する力が求めら
れる。
　質問紙では、毎日、朝食をしっかり食べて健康的な生活をしている生徒の割合が高いこと、９割以上の生徒が、友達と協力したり、困っている人を助けようとしたりする気持ちをもっているとの結果が得られた。反面、「将来の夢や目標を持っ
ている」と肯定的な回答をした生徒の割合が低いこと、また、新聞離れや読書離れが進んでいるとの結果が得られた。

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

（学校説明）
　今年度の体力テストの結果について、　令和3年度静岡市平均と比較すると学年が上がるにつれて平均を下回るものが多くなる傾向が顕著に見られた。５・６年生男子に関しては、静岡市平均を上回る種目は１つずつ、６年生女子に関して
は静岡市平均を上回る種目は１つもなかった。体育の授業においても、身体が大きく成長する高学年になるにつれて体を支えたり、体の動かしたりする経験が遊びの中で培われていないように感じることが多い。このことから、習い事や体育
の授業を除いて、運動をする習慣が少ないことが体力テストの結果に影響していると考えられる。そこで、体育の授業では今まで通りに基本的な運動能力を養うことを続け、休み時間においても児童が進んで取り組みたくなるような運動を委
員会活動や学年ごとのワークシート等で提案し、子どもたちが運動することの楽しさ・心地よさを実感できるように努めていきたい。

・以前に比べ、児童の持久走の練習や
外で遊ぶ機会などがなくなっているた
め、子どもの運動量が減っているので
はないか。

・中学校の体育の授業では、競技の
ルールを明確にした上で取り組ませる
ことが、競技力の向上につながるので
はないか。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

・授業の中での運動量を増やし、子どもたちが運動に親しみ生涯を通して続けていこ
うと思えるような授業内容や展開を考え、工夫していく。
・生徒の実態として、運動経験やそれに伴う体力差が顕著なため、体育では、競技
のルールを授業用に変更して、多くの生徒が参加しやすい学習環境づくりに配慮し
たり、簡易ゲームを通して、楽しみながらボール操作や体の動かし方を覚えたりする
活動を意図的に設定していく。
・「生涯体育」の観点から、体力の保持増進は、逞しく生きる力の基盤として保健体
育科に課せられた大きな課題であるため、授業での導入時のスタート学習では、体
力補強の活動は年間を通して、継続的に行っていく。
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学力の状況
（全国学力・学習
状況調査）

小学校

（学校説明）
　学習状況調査については、本校の6年生は、「早寝」「ICT機器の利用」「平日の学習時間」「本や新聞を読む時間」において県や全国の平均を大きく上回っている。　「スマートフォンやコンピュータの使い方について家の人との約束を守ってい
る」は、県や全国の平均を下回っている。学校保健委員会で「メディアとの付き合い方」について学習し、年２回「メディアチャレンジ」と題し、中学生も含めて全学年、保護者と相談して決めた約束に則り、上手にメディアを利用しようという取り組
みを実施している。学習調査については、国語、理科はおおむね全国平均と同じ値となり、算数は全国平均に達しなかった。記述式問題については、国語の興津小の平均は県や全国の平均を大きく上回っている。それに対し、算数は大きく
下回っている。本校では、興津小児童の課題の一つに、自分の思考を適切に表現することを挙げ、目指す子どもの姿を「課題について主体的に取り組み、解決に向かって友達と関わり合いながら考えを深めていく姿」として、授業研修をすす
めている。今回の調査結果から、国語については、日々の授業により自分の思考を記述で表現する力がついてきていると推察できる。今後は、記述して表現できる力をつけるために、基礎・基本となる学力の定着とともに、自分の思いだけで
なく、解決のための思考を言語化する場面を授業内で意図的に設定していく。特に算数の授業では、結果だけにこだわらず、途中の過程や考え方などを大切にした授業となるよう努めていくことを職員が共通認識している。

・子どもが、家庭にクロムブックを持ち
帰るようになったが、学習以外の目的
で使用してしまうことも多いため、家庭
でのルールを徹底した方がいいのでは
ないか。

・中学校になると、本を読む時間が少な
くなってしまうということは、メディアとの
付き合い方に問題があるのではない
か。

中学校

（学校説明）
　体育の授業では、運動に意欲的に取り組む生徒が多い。ペアや小集団による学習を意図的に設定したため、生徒は、仲間と共に課題解決を行っていくことを通して、各競技で技能の高まりや記録の向上等、達成感を感じることができてい
る。その一方で、今年度実施した「新体力テスト」では、ほとんどの種目で静岡市平均（令和３年度）よりも低い数値を示しているため、体力の低下が課題でなる。特に走力（５０ｍ走）の記録が低いため、授業で走る回数を増やしたり、速く走る
方法を身に付けたりすることなどの指導の充実が必要である。そのため、今年度は、毎時間、腕立て伏せや上体起こし、バーピージャンプを取り入れた「スタート学習」を導入し、全校で体力づくりを目的として取り組んできた。

生徒指導の状況
（学校いじめ防止基本方針）

　児童生徒は、大変落ち着いて生活をしている。今年度も新型コロナウイルス感染症対策のために、「合唱」や「音楽集会」をはじめ、様々な活動で制限があったが、主に「挨拶」「清掃」において児童生徒の自主的な活動が行われ、校内は清
潔で気持ち良く過ごせるように環境が整えられている。また、学校行事等の諸活動においても、仲間と協力しながら一生懸命に取り組む児童生徒の姿が多く見られた。問題行動においては、ほとんどが、学級・学年で対応・解決できるもので、
中でも人間関係によるトラブルについては、保護者も含めて丁寧に対応し解決してきている。普段から「事前防止」「早期発見」「適切で丁寧な対応」を意識し指導しているため、すべての児童生徒の悩み事が解決に向かっている。また、小中
学校共に、いじめ等の重大な問題が発生した場合には、「校内いじめ対策委員会」をもとに、早期に対応できる体制を整えている。

・集団の中で困っている子どもに目を
向け、子どもの思いを大切にした指導
を行ってほしい。
・メディアによる誹謗・中傷などは大人
が気付かないこともあるので、常にアン
テナを高くして対応してほしい。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

・「子どもを語る会」や職員の打ち合わせ等で、情報を共有し、さらに小中間でも必要
なときに積極的に情報を共有し、互いに共通理解を図る。
・アンケートや日常的な情報交換等で悩み事等の把握に努め、解決に向けた支援を
組織的、継続的に行っていく。
・小中で共通した内容でメディアチャレンジに取り組み、児童生徒への指導だけでな
くメディアでのトラブル事例等を職員間で周知し意識の向上を図る。

（様 式） 令和４年度 学校評価書
学校名： 静岡市立清水興津小学校（清水興津中グループ）


