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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）
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⑦

自己評価 学校関係者評価委員会から 改善策（来年度の目標設定,具体的な取組目標）

⑧

⑨

⑩

⑪

自己評価 学校関係者評価委員会から 改善策（来年度の目標設定,具体的な取組目標）

⑫

学校関係者評価委員会から 改善策（来年度の目標設定,具体的な取組目標）

いじめについての問題は少なく、安心でき、他校の模範となるレベルである。今後も「チーム末広学園」で問題
に取り組み、加え小小・小中の連携交流や学級担任による早めの気づきと温かな声かけ等により、現在の状
況を維持してほしい。

　引き続き、いじめ対応１００％の他にも、なやみごとアンケート等を活用し、児童生徒理解を進めていく。校内
の職員の連携を密にし、複数の眼で児童を見守れるような体制を整える。また、いつでも相談できるように保健
室やSCやSSWr等、担任以外も児童生徒の心を支えられるような環境を啓蒙していく。

①ＩＣＴ環境の共通した整
備
②ＧＩＧＡスクール構想に向
けた研究
③プログラミング教育

④ＩＣＴ共通研修
⑤学校内外の活用研究

①主体的に取り組む授業、家庭学習　　　　　　④学校図書館の連携
②学習評価、考査研究　　　　　　　　　　　　　　　⑤読書週間、新聞週間
③ＵＤ授業、環境推進
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大項目 中項目 グループ校の評価指標

(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

B

児童生徒の交流
・小学５、６年生の中学校見学・体験の計画・実施
・３小学校の合同活動の計画・実践
・各教員のアイディアによる交流活動
・あいさつ運動

(独自) 各活動実施後、「満足している」（よかった）という児童生徒の割合（各活動実施後、形成的に評価）

A

学校環境

教師の業務改善
・教育課程編成における行事や会議の精選
・各活動実施後の振り返りを生かしたＰＤＣＡサイクル
・定時退庁日の設定等による長時間勤務の是正

(独自) 業務改善（働き方改革）を意識して勤務している教職員の割合

A
（学校説明）令和３年度(62.2％)と比較して、81％と２０％程度上回り、良好である。校務支援システムやクロムブックの積極的活用が業
務改善につながっている。これまで各活動実施後の振り返りアンケート等を集計する際にはスキャンをするなどして時間をかけて集計し
ていたが、フォームを使うことで瞬時にグラフ化するなど効率よく振り返りをすることができるようになった。また、学年クラスルームによっ
て、各自のタイミングで情報を共有することができた。今後も、ＩＣＴの積極的活用で業務改善を推進していきたい。

グループ校の軸となる取組・活動 グループ校の評価指標

　小学校間や小中学校間の交流が、これからも持続可能でよりよ
い活動となるよう、交流の方法や回数、内容を工夫改善していく。
更に、児童生徒が主体的に活動を企画・運営していけるよう支援
していく。

　子供の将来の夢や目標に対する意識の育成には、多様な人・もの・ことに触
れ、体験を豊かにしてくことが必要である。カリキュラムマネジメントにより、全学
年で価値のある体験的な学習や人に触れる学習を計画的に設定していく。評価
委員会から指摘された評価指標については、評価時期や方法等を検討し、適切
な評価となるよう見直しと改善を図っていく。

【視点３】
　教職員の協働、児童
　生徒の交流

職員研修・交流
・互いの公開授業参観を教育計画化
・年間３回（夏期・秋期・冬期）全体研修設定
・毎月の「小中一貫の日」の活用
・スタートカリキュラムによる幼・小連携

（学校説明）小学校では73.4％、中学校では58.4％の児童生徒が「将来の夢や目標をもっている」と回答した。これは全国と比較すると
小学校で約7ポイント、中学校では約9ポイント下回っている。YESと答えた児童生徒は、自分の周りの接する大人に憧れをもっていた
り、過去に認められた経験があったりした児童生徒であり、NOと答えた児童生徒はそのような経験がなかったり少なかったりする児童
生徒であると考えられる。今後も各教科や総合的な学習の時間等で価値のある体験的な学習・人に触れる学習を行ったりキャリア教育
を充実させたりすることを通して可能性を育んでいきたい。

【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

「教科年間計画・心を育む道徳教育計画」の作成と実践
・９年間を見通した年間計画の作成と実践
・つけたい力がつく教材の選定
・育成したい力を明確にした道徳教育の推進

　９年間を見通した年間計画と学習指導案の作成及び授業実践
をし、９年間の学びの系統性と連続性を意識しながら、学習の基
盤となる資質・能力の育成に努めていく。

（学校説明）令和３年度(74.2％)と比較して、79.3％と５％程度上回り、つながり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
員が増えている。９年間のつながりを意識した年間指導計画を作成するだけでなく、学習指導案を作成する際、系統性について記述す
るようにしている。それにより、単元ごと、そこで身に付ける力が、どのように積み上げられ、この先の学年でどのように発展していくかが
明確になる。今後も、系統性を意識しながら学習の基盤となる資質・能力の育成に努めていきたい。

英語教育の連携
・中学校英語教諭による「外国語活動」授業支援
・小学校教諭による中学校英語の授業参観
・地元ボランティアによる英語・外国語授業サポート（ＧＥＴ）

(独自) 中学校卒業時に英検３級相当以上の力を持つ生徒の割合

D
　楽しみながら英語の力を付ける学習にすることで、｢聞ける｣｢話せる｣から「読める」「書ける」
という自信へつなげ、中学校の英語学習に接続できるようにしていく。自分の考えを英語で豊
かに表現できるように、英語専科やGET、ALTと協力し、外国語の授業をより楽しく興味あるも
のにしたり、学習の基礎を積み重ね、段階的な指導を行ったりしていく。本指標が中項目の指
標として妥当であるのかどうかについて、再度検討する必要がある。

（学校説明）英語検定試験３級相当の力を有する中学3年生の割合が２１％で昨年度比９ポイント減少しているが、外国語が楽しいと感じている生徒は、７０％
で、もっとわかるようになりたいと考える生徒の割合は９２％と高い数値となっている。末広学園では、5，6年生から外国語を中学校の英語専科が受け持ったり、
中学年の外国語活動も参観し、教え方について情報交換したりして、楽しみながら英語の力を付ける学習にすることで、中学校の英語学習に接続できるようにし
ている。今後も英語専科やGETやALTと協力し、外国語の授業をより楽しく興味あるものにすることで中学校での学ぶ意欲を保ち続け、学習の基礎を積み重ね
られるようにしたい。

（学校説明）　末広学園の現中学１年生で、年間30日以上の欠席がある生徒の割合は、小学６年時には１４２人中1人で、現在は１３１
人中２人であり、割合にすると全体の１．５％だった。これは、市や国の基準の平均的な不登校割合の６％に比べ非常に少ない。通常、
中学校進学後は不登校生徒の割合が増加する傾向にある中、この数値に留められたのは、中学校入学前に、小学生同士が交流した
ことで、中学校入学後も打ち解けやすい雰囲気作りができているからだと考えられる。今後も小学校間で、持続可能な交流をして、学校
間での雰囲気づくりと個に応じた生徒指導を充実させたい。

（学校説明)令和３年度(81.4％)と比較して、86.6％と５％程度上回りやや良好である。小学1年生から全児童生徒に一
人一台端末が整備され、ＩＣＴ機器を活用した授業実践も進んでいる。今年度は小学３年生以上で日常的な端末持ち
帰りを行っている。更に、ＧＩＧＡスクール構想に向けた職員の研修会も末広学園全体で実施している。今後も、ＩＣＴ機
器の活用が児童生徒一人一人に必要な資質・能力を伸ばす手立てとなるよう取り組んでいきたい。

地域活動への参加及び連携
・地域行事への積極的参加と学校の連携
・児童会、生徒会組織による地域活動の計画・実践
・地域防災の日への参加及び活用
・コミュニティ・スクール支援部会との協働

(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

－
　自分のふるさとに対しての知識が地域への関心を高める一つのきっか
けとなる。そのため、地域支援部会と連携し、地域人材の発掘をしたり担
任自身が地域を歩き、地域教材の開発をしたりし、それを蓄積していくこ
とで郷土学習を充実させていく。

（学校説明））小学校で45.5％、中学校で40.9％と共に「参加している」と答えた児童・生徒の割合が全国・県の平均を大きく下回っている。今年度は再開傾向に
あるが、昨年度までは新型コロナウイルスの感染拡大による影響で中止になった行事も多かったため、このような数値の結果になったと考えられる。「参加して
いる」と答えた児童の背景として家庭的に参加していれば子どもたちも参加していることが多い。あるいは、祭りなど地域の行事で娯楽的要素があるものは「楽し
そうだから。」と参加する子も多い。また、少数ではあるが「地域おこしのため」と答えた児童もいた。総合的な学習や各教科の学習を通じて地域の方たちとの交
流することで、地域行事の価値に目を向けることができればと考える。

【視点４】
　地域との連携

(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
　「小1プロブレム」「中１ギャップ」に見られる児童生徒の心理的不安感を
減らし、スムーズな接続ができるようにするため、小学校と中学校間、幼
保こども園と小学校間で、互いの公開授業参観の計画化や意見交換の
場を設ける。小学校においては、スタートカリキュラムの編成・実施に取り
組んでいく。

令和３年度(82.7％)と比較して、75.9％と7％程度下回った。今年度は、小学校間の連携に末広学園の学年クラスルー
ムを積極的に活用した。昨年度までは、電話やメールで連絡を取り合っていたが、クラスルールを活用することで、小
学校間の連携や交流はスムーズになった。今後は、互いの公開授業参観を計画化や、スタートカリキュラムによる幼・
小連携などにも取り組んでいきたい。

（学校説明）昨年度は、6年生の部活動体験のみの実施となったが、今年度は、校外活動での交流や部活動体験、中
学校の授業見学など様々な交流を実施することができた。体験後の児童生徒の感想からも交流を通して、末広学園
内の他校への理解が深まり、中学校進学への期待感の高まりを感じる。しかし、「もっと交流したかった」や「あまり話
す時間がなかった」と答えた児童生徒もおり、来年度の実施方法や回数などに工夫が求められる。

ＩＣＴの推進 担当：１局（３）（4）部 (指標４)　※「ICT機器を活用するなど工夫して授業をしている」教員の割合

A
　教職員のICT活用も子供たちの一人一台端末使用も随分と定着してき
た。引き続き職員の研修会の実施と、Googleクラスルーム等を活用した
実践交流を行うと共に、ICTを使うことが目的ではなく、「どうやって子供に
力をつけていくかを目的としている」ことを再度確認し、充実した授業にな
るように努めていく。

　令和２年度から続くコロナウィルス感染に加え、今年度はインフルエン
ザの流行と感染予防対策への御苦労は大変であったと察する。そんな中
でも、「将来の夢や希望を持たせる」取組が末広学園の各小中学校でC
評価以上の実践がなされていることを大いに評価できる。総合的な学習
の時間や修学旅行を学びの場とし、人とのかかわりを持たせた生き方に
ついての目標を意識した取組がその一つと言えよう。指標の「将来の夢と
目標」については、4月時点の調査であり、１２月の同じ調査では大幅に
改善しており、検討に向かっていることを評価したい。

　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」について
は、各小中学校での授業で共通して「学習課題を白ワクで、学習問題を
赤ワクで囲み」、今何を考えさせるのかを大切に扱っていた。

　「中学校卒業時に英検3級相当以上の力を持つ生徒の割合」において
は、子どもたちの自己評価が「英語の授業が楽しい70％」「英語が分かる
ようになりたい92％」であることから評価はD であるが、「外国語の授業を
より楽しく興味あるものにする」実践が大いになされていると評価したい。
日常的に英語を使う機会が増えれば、さらに英語力が向上すると考えら
れる。

　小学校間では、教員同士がグループアプリ「クラスルーム」を活用して、
授業内容や学習指導案等を共有し連携を図っていることで業務改善や
働き方改革にもつながっていることはを大いに評価したい。また、学校間
の指導の差も減少していると考えられる。

　小小交流や、小中交流の意図的な取組については大いに評価したい。
これらのすべての活動において、児童生徒が大いに満足していること
が、「相手校の良さを知り、自分たちの学校の良さも知った」「中学生とし
てよい手本を見せたい」等の感想から伝わってきた。「中一ギャップ」や不
登校の解消も大いに期待できると考える。

　「今住んでいる地域の行事への参加」については、近い将来コロナ等が
収束し各行事が再開されることや、末広学園地域支援部会の活動に期
待するところである。

「業務改善（働き方改革）を意識して勤務している教職員の割合」につい
ては、様々な観点からAの評価そのものと考える。今後も、情報の共有や
様々な部署での活用により大きな成果を上げるとともに、教職員全体で
「児童生徒に向き合う時間を作り出せる業務改善」にご努力願いたい。

　ICT機器を授業づくりだけでなく業務にも生かせるよう末広学園全体で
ICTに関する各種研修会を行ったり環境整備を進めたりして、教職員の
ICT活用力を高めることで業務改善を推進していく。また、業務自体の軽
減に向け、分掌の均等化や外部人材の活用などを進めていく。

【視点１】
　学校の教育目標を
　グループ校で共有する

学校教育目標「自立　共生　（たくましい心 豊かな心）」
を共有し、「幸せ」を実現する子どもを育成する。

(指標15)　※「将来の夢や目標を持っている」児童生徒の割合

C

（学校説明)
全体的に男子の運動能力は全国・県平均を下回る種目が多く、女子の運動能力は全国平均か上回るものもある。昨年度から課題としてきた２０ｍシャトルランやボール投げ、５０ｍ走につ
いては今年度も同じ傾向にある。引き続き、ドッジボールラリーに取り組むなど投げる機会を設け、３小それぞれで運動機会を増やし、日常から体を動かすよう指導していきたい。

A

学力向上「末広スタイル」 担当：２局（１）部 (指標６)　※「家で、自分の計画を立てて勉強している」児童生徒の割合

C

　児童生徒に今学んでいることは、全て自分の人生を豊かにし、幸せになるため
に繋がっていくことだと自覚させたい。そして、自分のアクションが、社会生活の
質を向上させ、社会全体を豊かにすることに繋がっていくことを教員が伝えてい
く。総合的な学習の時間等での成果や振り返りを通して、社会参画の意識を高め
ていく。

①お茶、歴史文化を中心としたしずおか学　　　④系統的キャリア教育
②地域人材、地域を舞台にした活動
③探究的な学習

（学校説明))小学校で36.4％、中学校で35.9％となり、特に小学校では全国平均・県平均の51％を大きく下回っている。学校教育と地域
の結びつきを児童生徒が自覚化できていないのではないか。地域の方に「何ができるか」ということを聞いて、学校側がそれを把握し、
各教科や領域で地域と連携した教育活動を行っていきたい。また、指導にあたる教員が、各教育活動で児童生徒が今学習していること
が地域や社会をよくすることにつながっているということを示し、児童生徒の自覚化を図ることも必要であると考えられる。

地域まるごと学習 担当：２局（２）部、３局総合的な学習部・地域支援部会 (独自）　※地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがある児童生徒の割合

D

夢やめあてに向かって主体的に取り組む児童を育成するために、思考を
再構成する場や振り返りの場の設定を効果的に取り入れていく。また、自
ら学び続けていける子の育成に向け、その素地を育てていくための学び
方の指導を重視し、教師が学習の足場を作り児童の学びをサポートして
いく。

(学校説明)全教職員の約92％が意識しているとどちらかというと意識していると回答している。各教科の学習では、児童の興味を引く課
題を提示したり積極的にICTを活用したりしている。また、昨年度から全校で取り組んでいるキャリアＤＡＹ学習では、内容についてアドバ
イスしたり情報交換の場を設けたりし、児童のやる気が継続し、その取り組みがより実りあるものになるよう様々な工夫している。これか
らも友達との関わりを大切にし、児童が自立した学習者となるよう教育活動を推進していきたい。

　末広学園の全児童生徒が自在にクロムブックを使いこなし、使い慣れた印象が
各授業から伝わってきた。授業等におけるICT機器の活用においては、教職員同
士が使いこなし方等の研修を行い教え合うことにより、授業力を向上させようと研
鑽されている。今後更なる活用をめざし、ICT支援員の充実を願うところである。

　不登校児童生徒数が、市や国の基準に比べて非常に少ないことは、末広学園
の生徒指導における大きな成果といえる。「サポート会議」や「一人も取り残さな
い」迅速な取組や小小・小中の交流が功を奏していると評価できる。

　第3回評価部会から第4回評価部会にかけて、学力学習状況調査（年度当初4
月に実施される）の結果をどのように評価するのが適切かについて議論になっ
た。この話し合いができたことが本年度の成果と考える。4月の結果をどのように
分析し生かすのか、4月以降の指導の見通しを立てる絶好の資料と考えることが
できたことを評価したい。
　
　末広中学校2年生の、総合的な学習の時間「エンジン」での企業を巻き込んだ
取り組みからは、地域をより良くするためにどのようなことができるのかを真剣に
考えた様子が伝わってきた。そのために有用な企業のリソースとまちのリソース
を掛け合わせた発想は、静岡の将来に必ず活かすことができると確信できるもの
ばかりであった。1年生の職業講話「オシゴトーク」も、自分の生き方を考える素晴
らしいきっかけ作りとなっていた。番町小の「キャリア教育」における実践も、夢に
向かって挑戦するための大切な力を身に付ける取り組みで、「探究的な力」が身
に付き、それらを発揮した今後の活躍が期待できる。

　学習計画帳や学習用端末が児童生徒の自主的に学ぶための学習習慣の定着を図るため
の手立てであることを全校で再確認し、共通実践と検証を行っていく。(その際の評価指標の
活用の仕方や評価時期等も検討していく）。また、家庭学習の内容や授業の復習、計画的に
テスト勉強を進めるなど、見通しをもちながら学習できる環境をつくったり、どの児童・生徒に
とっても取り組みやすい課題となるよう提示の仕方を工夫したりしていく。

（学校説明)小学校で69.6％、中学校で40.9％の子どもたちが「家で、自分の計画を立てて勉強している。」と答えた。与
えられた課題に対しては真面目に取り組むが、自分で目標を設定し、そのために何をするかという課題解決力に課題
があると考えられる。それは①の評価とも連動していると考えられる。各教科や領域の指導を通して、まずは自ら課題
を設定する力をつけていきたい。

一貫した生徒指導 担当：１局（１）（２）（３）部 (指標３)　不登校児童生徒数（小学校６年時と中学校１年時の比較）

A
　自己肯定感を高めるために、良いところを認め、褒め、励ます指導で一
人一人の居場所作りにしている。今後も個々の状況に応じて、小・中間で
の情報交換や交流を進めていく。また、スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカー、医療機関など各機関との連携を図っていく。

①組織的な生徒指導対応（いじめ・不登校）　　　　　　　　　　④メディアリテラシ―教育
②児童生徒による主体的な学校生活・決まりの見直し　　　⑤健康指導系統実践
③生徒理解、就学支援
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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)
　学力調査の結果としては、国語では全国平均同等、算数・理科は、ともに全国と比べ同等もしくはやや下回った。国語では、基礎的な漢字の書き取りや目的と意図に応じて理由を明確にして文章を書いたり、必要な情報と関連付けて文章を書いたりするこ
とに課題が見られる。算数では、目的に応じて立式したり、説明したりすることに課題が見られる。理科では既習事項の理解及び活用に課題が見られた。学習状況調査では、基礎的な学習理解や「ひと・もの・こと」に関わり合いながら、自分の考えを深めた
り、広げたりすることに苦手さが見られた。

　理由を記述することに課題があるため、授業において、適切な課題の提示を
し、目的に応じて書く力の向上を図る。そのために、どの教科でも必要な情報を
見つけたり、要約したりしたりする授業を目指していく。さらに既習事項を応用す
る授業に取り組む。情報端末を効果的に利用することで、他者との交流を広めた
り、深めたりする学習も進めていく。

各
学
校
の

評
価

大項目 中項目 各校の評価指標

重点目標

　　夢に向かって挑戦する子
　　　　　　　　　　ー仲間と共にー

各学校の「重点目標」の達成
1年を３つのステージに分け、重点目標に向けて成長を図る。
①４～７月 「生活をつくり、力を育む」
②９～12月「高める」個人：夢に向かいより高い自分へ
　　　　　　　　　　　　 集団：互いを高め合う
③１～３月「まとめる」個人：成長に気付く　　集団：感謝

(独自) 児童生徒に対して、折に触れて重点目標を意識させて指導を行っている教職員の割合

　課題となっている２０mシャトルラン(持久力)・５０m走(走力）・上体起こし(腹筋)を
高めるために、中学校では個々の課題や目標を明確にして、生徒自身が主体的
に目標達成を意識して取り組めるように指導していく。小学校では、遊びを通して
日常的に体を動かすことに親しむ環境づくりを意識していく。中学校

（学校説明) 男女ともに握力・長座体前屈(柔軟性)・立ち幅跳び（跳躍力）・ハンドボール投げ（投力）が全国平均を上回っている。一方、２０mシャトルラン(持久力)・５０m走(走力）・上体起こし(腹筋)は、全国平均よりもや
や下回っており、心拍数が上がる種目に課題が見られる。運動を得意とする生徒や楽しみながら体を動かすことが好きな生徒は多いので、運動面における個々の課題や目標達成を意識して取り組めるように指導して
いく。

生徒指導の状況
（学校いじめ防止基本方針）

（学校説明）第１回「悩み事調査」の結果では、いじめに関する悩みを抱えている児童生徒の４校平均は1.55％、いじめ以外の悩みを抱えている児童生徒の割合は10.6％であった。各校で学校いじめ防止基本方針を
基に、対応率100％を前提とし、情報を共有し、チームとして対応することが今後も求められる。また、悩みを周りの大人に打ち明けられる人的環境をつくりあげることも重要である。各学級で規律がありながらもお互い
に認め合える温かな学級経営を心がけると共に、学級担任を支える管理体制の確立を継続していきたい。

中学校

（学校説明)
　学力調査の結果としては、どの教科も全国平均より上回っている。国語では、読み取った情報を基に記述することに課題が見られた。数学は論理的に思考する力に課題が見られた。理
科は、生物分野の力が身に付いているが、物質分野の思考・表現する力にやや課題が見られた。学習状況調査では、自分の考えを記述していく、応用する力に苦手さが見られた。

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

　末広学園では、各校で「校則を考える」機会をもった。中でも、末広中学校で
は、生徒による「校則見直し委員会」を発足させ、安心安全で誰もが気持ちよく学
校生活が過ごせる環境づくりに着手した。このような主体性をもった活動は、自己
肯定感や自己有用感の醸成に繋がり大いに評価できる。児童生徒一人一人の
能力や可能性を肯定的にとらえて、指導を積み重ねて下さっている教職員の
方々の御尽力の賜物と考える。

　小中学校ともに自分の考えを深めたり広げたりして記述していく力に苦手さが
見られたようであるが、文章にまとめる活動は、全ての教科において大切である
と考える。国語、算数数学、理科に限らず学習活動の中に、必ず書く場面を取り
入れる等の工夫をすることにより、めんどくさいとか苦手意識を払拭していく必要
があると考える。授業の初めに本日の課題に対する考えを書かせるとか、終末
に分かったことや疑問に思ったことを書かせるなど習慣にすることも一つと考え
る。

　体力、運動能力においては個人差もあり、傾向はつかめるが必ずしも課題とい
うことは難しいと考える。個々が各自の傾向を知り、健康な生活を送るために必
要なことはどのような力なのかを知ることが第一である。しかし、心拍数が上がる
種目に課題があるとなると、日々の体育の授業の中でも意識して取り組んだほう
が良いのではないかと考える。可能ならば、３小学校合同のスポーツ交流も期待
するところである。


