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・小中の教職員がめざす子どもの姿を共有し、子どもが主体的・協働的に活躍できる
場を意図的に設定していく。そのために個別課題解決学習（PBL）や公正・公平な教
育に積極的に取り組み、その成果や課題を話し合っていく。また、児童会と生徒会、
特別支援学級の交流など、子どもたちの思いを表現できる合同企画を継続して実施
していくことで学校全体の雰囲気を高めていく。

（学校説明）
90％以上の子どもたちが学校生活を楽しく送ることができ、保護者、教職員も同様に感じている。様々な教育活動を通し
て、友達の良さ、自分の居場所を感じられているからであろう。感染症対策をして、行事を実施できた効果も大きいと考えら
れる。教師主導でなく、子どもがアイデアを出し合い、自分たちで創り上げる喜びを味わう姿も見られている。今後も目指す
子どもの姿を共有し、児童生徒、教職員の交流を増やすことで垣根を下げ、相互に影響し合うことで高め合っていきたい。
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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

学校長をリーダーに夢や願いを発信し続け、教職員との
理念共有を図ってきた努力は大いに評価したい。各校に
おいての授業を見ても基本的には明るい雰囲気の中で
子どもたちも落ち着いて授業に取り組んでいる姿が見ら
れた。

現段階では、活動、運動のための挨拶であり、日常の習
慣に落とし込めていない気がする。
小中連携しての朝の挨拶はとてもよい取り組みだと思
う。活動位置が立地の関係で中田小学区までまわって
いない。地域の力も借りて、交通安全週間の地域の見
守り活動と連携するなど地域を巻き込んで計画してはど
うか。

振り返りや対話を手だてとして深い学びの創造を目指し
ていることがわかった。生徒・児童の主観と教職員の主
観が共に「深まった」と認識していることからおおむね良
好な変化と考えられる。

「人の役に立てて、感謝・ありがとうと言われて嬉しい」、
この感情・気持ちをいかに増やしていけるかが大事だと
思います。些細なことでもありがとうと言える、言われる
成功体験を増やして、自己有用感を高め、主体的な行
動や自己肯定を育てる環境を作っていきましょう。

グループ校の軸となる取組・活動

地域連携は、アンケートにおいて生徒が地域との関わり
方を意識している一面が見られ、今後の活動の広がり
が期待される。一方、具体的な地域行事や取組への参
画は、一部の生徒だけでなく、広く地域と共同で取り組
める環境が必要だと考える。

事務処理等に充てる時間を確保する仕組みの導入は、
業務計画を立てやすくなるのでよい取組だと思う。児童
生徒支援の充実のためには、まず教職員自身のワーク
ライフバランスの調和が大切なので、それに繋がる時間
外勤務低減の推進を期待します。

『学校教育目標『未来の創り手として、豊かに生き、社
会で活躍できる子どもたち』を共有し、主体的で協働的
な子どもを育成

(独自)さまざまな教育活動を通じて、主体性と協働性を高めることができる児童生徒の割合

B

義務教育小中一貫校へ進める方針の根幹は、中一
ギャップ解消にある。それには小中がより身近な存在と
なることであるが、分離型小中一貫校では常に共に活
動することはできない。その中で、児童生徒が一体感を
培う活動をと、学校説明にある活動と結果を得たことは
喜ばしい。次年度も新たな活動を付け加えることもある
だろうが、過剰な無理をすることなく計画、工夫して欲し
い。

2校の小学校は、地域を巻き込んだ教育目標を揚げ、学
び、大里中へ進学し、互いの特性を認め合いながら、一
つの協働体制を作り上げてきたと思います。朝夕の登下
校時、児童生徒たちの生き生きとした顔に励まされてい
ます。それぞれの部会が年数回の合同会議を持ち、より
よいコミュニティースクールを築こうとしていることが伝
わってきます。

グループ校の評価指標 自己評価

(指標17)　「人の役に立つ人間になりたいと思う」児童生徒の割合

A
（学校説明）
３校とも、より良い学校づくりのために行動できる児童生徒が多い。あいさつ活動を中心に、児童生徒自ら取り組
む姿を多く見ることができた。「Withコロナ」３年目を迎え、行動制限が少しずつ緩和されていくことに伴い、子ども
たちの活動の場が増えたことが子どもたちのやる気にもつながり、自主性につながったのではないかと考える。

【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

進んであいさつができ、児童生徒が安全で安心して学
校生活を送ることができる環境づくり

(独自)進んであいさつができ、安心して充実した学校生活を送ることができる児童生徒の割合

【視点３】
教職員の協働、児童
生徒の交流

小学生が中学生に憧れを抱くような取組を創造 (独自)小学生が中学生に憧れを抱くような交流をができていると実感する児童生徒の割合

A

（学校説明）
小学校では生活目標にあいさつに関するものを取り入れあいさつの大切さや広める活動を行ったり、中学校ではPTA主催
のあいさつ運動や生徒会事務局が企画したあいさつ活動に積極的に参加したりするなど、各学校であいさつを活発にする
ための取り組みを行っている。その結果、自分から進んであいさつをしていると答える児童生徒の割合は８０％強と、あいさ
つへの意識は高まっている。今後の課題は、“自分から進んで”あいさつをするという点である。校外でも地域の大人などに
対しても積極的にあいさつに取り組み、自分たちで安心して充実した学校生活、地域生活が送ることができる環境を創って
いけるよう努めていきたい。

９年間の系統性を意識し、３校共通研修テーマ「主体
的・対話的で深い学びの創造」に向けた授業づくり

(独自)　初めの考えと比較し、終わりの考えが深まったと思う児童生徒の割合
（学校説明）
共通テーマとして４年が経ち、生徒・児童が主体的に深く学ぶ姿が増えてきている。本年度は、中学校では振り返り、小学
校では対話を手立てとして深い学びを目指して研修を進めてきたが、小中共に７割を超える生徒・児童が深まったと答えて
おり、深まりだけでなく、小学校では生き生きと対話するようになり、中学では振り返りを行うことで、学習意欲が高まったと
いう主体性向上の面でも成果が出ている。今後も、小中３校で、生徒・児童が授業に主体的に取り組み、深い学びをしてい
けるよう、研修を深めていきたい。

より良い学校づくりを目指し、児童生徒が進んで活動に
取り組むような支援

・“自分から進んで”あいさつをすることを生活の中で意識させていく。児童会活動、
生徒会活動において、引き続きあいさつを広げる活動に取り組んでいく。活動を通し
て、自分たちのあいさつの現状、あいさつをする意義等を考えさせていく。教師も率
先してあいさつに取り組み、自然とあいさつができる生活習慣を身に付けさせていき
たい。

〇小中ギャップを少なくし、児童・生徒が安心して生活できるよう、小中で同じテーマ「主体
的・対話的で深い学びの創造」に向けて、９年間の成長段階に応じた指導をしていく。
〇主体性を育むために、小中共通で授業に児童・生徒が選択する場面を設定する。
〇主体性を育むため、各校の児童・生徒の実態に応じて独自の取り組みもしていく。
・大里中は、生徒自らが”学び”を選択する
・中田小は、個別課題解決学習と対話
・大里西小は、個別最適な学びと協働的な学びを充実する

・児童生徒の主体的な活動にしていくために、「なぜ行うのか」「何のために行うのか」といっ
た目的意識を児童生徒がもてるように支援していく。また、時には教師が他校での活動経験
を児童生徒にアドバイスする等、児童生徒の視野や引き出しが広がるように支援したい。
・活動後には成果と課題をしっかりと振り返らせる等、児童生徒レベルでも「PDCAサイクル」
を意識させ、活動の継続・発展につなげたい。

（学校説明）
生徒会・児童会によるリモート会議を複数回実施し、３校共通のあいさつの合言葉を立てたり、生徒会が提案した「あいさ
つday」の検討・実施をしたり等、小学生と中学生が同じ場に立って活動する機会を多くもつことができた。児童生徒レベル
での小中連携が深まるとともに、中学生の姿を見た小学生がとてもいい刺激を受けることができたので、次年度以降も充
実するように支援していきたい。

子どもの姿を見合ったり、小中合同で組織研修をしたり
するなど、９年間の系統性・連続性を意識した視点での
研究

(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

B
（学校説明）
小中の職員が話し合ったり、見合ったりする機会が増え、生徒・児童の実態を把握し、特に総合的な学習については目指
す姿を共有することができた。また中学校では、小学校から中学校へと成長したことに対して声掛けをしてもらえる生徒も
多く、生徒の安心感も生んでいる。今後は、目指す姿実現のために、具体的にどんな取り組みをするのか、全職員で確認
していきたい。

・R４年度から具現化した生徒会・児童会によるリモート会議年３回開催を継続し、児
童生徒間での小中連携を深めていく。また、Chromebook「児童生徒間交流」クラス
ルームを活用した情報交換も行っていきたい。
・「あいさつday」のような小中合同での取り組みについて、R４年度は１回のみだった
が、可能な限り、複数回実施できるように支援していきたい。

・生徒・児童の実態把握をした上で、年度始めに職員全体で目指す姿を明確にする。
・共通の目指す姿に向けて、教職員全体で校内研修や小中一貫での研修に取り組んでいく。
・系統性を意識する上で、中学校での課題や小学校で習得していること、確実に習得してほ
しいことなど、小中で意見交換をする。
児童・生徒の主体性・協働性を育むために、探究的な学び（PBL）に発展する授業を創造す
る。

B

・今年度の取り組みの成果と課題をもとに、９年間のつながりを意識したカリキュラム
を完成させる。
・来年度も引き続き、生徒・児童が興味関心にもとづいて課題を自ら設定し、主体的
に追究できるよう取り組む。
・個の追究力を向上させ、必要に応じて児童生徒が自ら仲間と関わりながら追究する
力をつける。

・小中で学習会を開催したり、小中共通の情報共有ツールを活用したりするなど、小
６から中１へ円滑に移行できるような支援体制を整えていく。また公正・公平な教育を
目指し、道徳の充実やSSTの実施など、自他を大切にし、好ましい人間関係を築くこ
とができる環境を整えていきたい。学習においてはPBLを主軸とした個別最適な学習
形態を積極的に取り入れていきたい。

・自分ごととして学びを深めるために、実際の物的資源・人的資源に向き合う機会を
作る。その助けとなるよう、活用しやすい人材バンク表を作成する。
また、地域のことが学べる課題設定を行い、調べてわかったことを地域の人に発信し
たり、批評を受けたりすることを通して、地域に対する関心を高めるとともに学びの価
値を高める。

（学校説明）
「地域の人や様子に興味をもち、より良い地域にしていきたいと思っている。」と回答した児童の割合が高い（８４％）。総合
的な学習を中心に地域の物的人的資源を有効に活用することで、地域の魅力にふれ、地域の課題を自分事としてとらえる
子どもが増えたのではないかと考える。今後も地域との連携を活かした学びを模索していきたい。

学校環境

教職員の意識改革 (独自)働き方改革を意識して、行事内容、会議などの見直しや精選をし、積極的に時間外勤務時間の軽減に努めている教職員の割合。

A
・事務処理時間をつくり、時間外勤務を減らす。また、定時退庁日を意識するよう職
員に投げかける。諸行事のあり方を見直し、業務改善を図る。（学校説明）

半数の職員が時間外勤務軽減をとても意識し、全体では９割の職員が業務改善を自覚し、児童生徒支援の充実に向けて
勤務していることがわかる。その中で、午前４時間の「地域の日」の設定により、教材研究や事務処理等に当てる時間を確
保した。また、行事や諸活動の目的やねらいを明確にして、よりより業務改善につなげたい。

大里型PBLのポイントが明確に押さえられ、３校の教師
間で常に意識されていること、関わる専門家、地域人材
も共有の下、取組が実現されていることが強みだと感じ
ました。児童生徒が関心を深めて、自ら学びを得、表現
（発揮）する場がもてる、その一つひとつの経験が丁寧
に計画、実践されていることが主体性、協働性に繋がっ
ていると思いました。（就学前の子どもの遊びを通した興
味関心・学びが、この先もこの様に探究的な学びにつな
がっていくことも改めて確認できました。）

一人一人に合った支援向上に向け、小中学校の教職員
間で様々な取り組みがなされている。今後、幼小連携も
含め、各現場でより多くの実践的な取り組みを行い、家
庭とも協力し、自己肯定感が高まる関わりが増えていく
と良いと思う。

【視点４】
地域との連携

学びを発揮発展するための地域の物的、人的資源を有
効的に取り入れた活動

(指標16)　「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある」児童生徒の割合

B

児童・生徒の主体性・協働性を育むために、探究的な学び（PBL）に発展する授業を創造する。 (独自)課題を明確にし、探究的な学習に取り組むことができる児童生徒の割合

B

（学校説明）
本年度は、総合的な学習の時間で探究的な学習を実践してきた。生徒・児童の主体性と協働性を活動の軸に、地域や地
域の人材を活用して、計画的に実践してきた。課題解決に主体的にかかわろうとする意識を持たせることができている。さ
らに中学校では、学年段階に応じて、地域や社会へと認識が広まるという姿が見られ、小学校では、自己課題を明確にし、
主体的に学ぶ姿が見られた。しかし、ＰＢＬについては、まだまだ教師自身も研修継続中なので、今後もさらに研修を深め
共有していきたい。

児童・生徒の個別最適な学びや支援を行い、公正・公平な教育を推進する。 (独自)お互いの存在を大切に考えて行動し、思いやることができる児童生徒の割合

B
（学校説明）
子ども同士の交流を意識した学習や活動を意図的に取り入れ、互いの存在を尊重し合える意識を育ててきた。「自分には
良いところがある」と答えた児童生徒の割合が８割に達しておらず、小６から中１にかけて増加傾向にあるものの、全体的
に学年が上がるにつれて、やや減少傾向にある。引き続き、教職員で「個別最適な学び」の実現に向けて、その方向性や
支援のあり方について深めていきたい。
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学力の状況
（全国学力・学習
状況調査）

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

生徒指導の状況
（学校いじめ防止基本方針）

（学校説明）
・国語は、全国の平均より＋3.0　県より＋２ポイント上回っており、数学では、全国の平均より＋4.6　県より＋２ポイント上回っている。また、理科は、全国より＋5.7　県よ
り＋3ポイント上回っているなど、すべての教科において、おおむね満足できる状況である。学習に関する調査においても、「平日、家で2時間以上勉強する」の調査項目
で、本校生徒は、Ｒ３：63.8％、R4：50.7％の生徒が取り組んでおり、全国平均のR４：35.2％を大幅に上回っており、良好である。

（学校説明）
・全国平均を下回る項目が多かった。感染症対策のために運動によっては制限せざるを得ない分野もあり、工夫してきたつもりだったが、結果的に運動量・運動する機会
が減ってしまったことが多少なりとも結果に影響したのではと考える。
・体育の授業以外での体力向上の取り組みがなかなかできていない。運動量を確保する意味でも、日常的かつ継続的に運動に取り組めるような手立て・支援を検討した
い。
（学校説明）
男女共に、多くの種目で全国平均を下回る結果となった。その種目においては、体育の授業で補える補強運動やトレーニングを行っていく必要があると感じた。授業を通
して、体を動かす・運動する事の楽しさを味わいながらバランス良く身につける事が大切である。自主的に体力トレーニングに励むことができるよう、体の仕組みを理解さ
せるとともにトレーニングを行っていきたい。

（学校説明）
定期的に取り組んでいる悩み事アンケートに加え日常的に児童生徒の様子を観察し、いじめの「早期発見」「早期対応」に努めている。問題行動等が発覚した場合は、学
年主任、生徒指導、管理職への連絡、相談を行い組織的な対応を心がけている。また、３校でSST（ソーシャルスキルトレーニング）の授業に取り組むことで、よりよい人
間関係作りに努め、いじめの「未然防止」に努めてきた。
今後も、職員研修等を通して、いじめの未然防止、早期発見、早期対応ができる学校体制の構築に努めていきたい。

小学校

（学校説明）
・3教科について、全国平均に対して学校間で若干の差はあるが、概ね内容は定着している。
・国語では、決められた字数で記述する問題、算数では、日常生活に即した割合の問題や図形の意味や性質を理解したり、構成の仕方について考察したりする問題に課
題が見られた。
・質問紙から、規則正しい生活をしていること、いじめに対しての認識の高さ、「自分には良いところがある」など自己肯定感が育っていることがわかる。

学力調査の結果より、先生方が十分な準備をし、しっか
りと授業をしていることや、児童生徒の理解がなされて
いることがわかります。調査の結果から見えてきた課題
をしっかりクリアできるようにこれからも指導をお願いし
ます。調査の内容は大切ですが、質問紙の内容から見
えるように、児童生徒に、多様なことを教えたり体験させ
たりし、生活の充実が継続してはかれるように期待しま
す。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

中学校

大小、長短期の目標を立てて、授業時間以外にも体を
動かしたり、マスクを外したりする機会が増えるような計
画も作成していただきたいと思います。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

・運動量を確保する意味でも、日常的かつ継続的に運動に取り組めるような手立て・
支援を検討したい。
・授業を通して、体を動かす・運動する事の楽しさを味わいながら、つけるべき力をバ
ランス良く身につけられるようにしたい。

中学校

悩み事アンケートにより、いじめの未然防止に繋がる取
組ができていると感じており、定期的な意見集約ツール
は継続が必要だと考える。一方、いじめの根絶は難しい
面もあり、「おかしい」と言える生徒の風土づくり、能動的
に気付こうとする職員の意識醸成が必要だと考える。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

・「いじめ防止基本方針」の周知徹底を行い、いじめに対する未然防止・早期発見・早期対応
を行う体制の構築に努める。職員間の情報交換（学年部会、相談部会等）による組織で見守
る体制、悩み事アンケート等をはじめとした生徒の相談に対するすばやい対応を心がける。
また、ＳＳＴを通した人間関係作りや職員が様々な場面で生徒を認める声かけを行うことで、
生徒が安心して学校生活を送れる環境作りに努めていく。

・授業や単元において、個の課題設定や課題解決のための活動を明確にして取り組
む。
・ペアやグループなど、考えを広めたり深めたりする対話の場を設定し、対話を通じ
て課題解決していくことで、理解を深める。
・多様な考えや資料を基に、もう一度、自分の考えをノートに書いたり、わかったこと
をまとめたりするなどの考える時間を確保する。
・学習用端末を活用した授業展開、AIドリル等で学力の定着を図っていく。

（様 式） 令和４年度 学校評価書
学校名： 静岡市立大里中グループ（大里中 大里西小 中田小）


