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　年間を通して毎週水曜日に朝運動を行い、計画的に
子どもたちの運動の機会を設定し、その効果を実感して
いる。来年度も継続していきたいと考えている。また、生
活習慣については、家庭とより連携をしながら「いきいき
カード」を活用し、自分自身の生活について振り返る機
会を引き続き取っていきたい。

【視点３】
教職員の協働、児童
生徒の交流

学校間交流（職員）
　　・グループ校研修

(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
　小中一貫教育が始動し、教職員の交流や研修はます
ます盛んになっている。１１月は本校に西奈小、竜爪中
の全職員が集まり子どもたちの様子を参観した。子ども
たち１人１人を大切にした授業や、子どもたちの主体的
に学習する姿から、小規模校について共通理解を深め
る機会となった。
　西奈小学校との小小の交流や、竜爪中学校との小中
の交流も計画的に行われているが、まだ発展途上であ
る。実際の交流だけでなく、リモートによる交流（外国語
授業、児童会と生徒会等）もスタートしたので、来年度も
計画的に行い、より交流を深めていく。交流を通して西
奈小との輪が広がり、竜爪中を知り、子どもたちが安心
して進学できるよう今後も努めていきたい。

（学校説明）
　本年度は竜爪中グループ３校で、「知・徳・体」それぞれの小中９年間の系統表を作成し、授業公開や職員研修を通じて育てた
い子どもの姿を共有してきた。また夏にはレジリエンスについて研修を行い、子どもたちへの指導に生かすように努めている。

学校間交流（児童･生徒）
　　・西奈小･北沼上小交流
　　・竜爪中児童行事参観

(独自)学校間の交流を通して、他校や小中学校の児童生徒と一緒に活動することが楽しいと感じる児童生徒の割合

B（学校説明）
　６月に小学校間の交流を行い、１２月と２月に小中学校の交流を行う予定である。小規模校である本校の子どもたちが大規模
校の様子を知ることは大きな刺激となり、子どもたちも緊張感の中、自分らしさを発揮する場となっていた。６年生が中学進学に
向けて授業や部活の体験を行うことも中１ギャップの解消に効果的である。次年度はICTを活用したリモートによる交流の回数を
増やす計画をしている。

【学校間の連携】
・会う回数は減って
もリモートを活用す
る計画に期待して
いる。
・大人数への移行
がスムーズになる
ように、交流活動は
とても大切な機会で
ある。

A

　竜爪班活動は、本校の特色ある教育活動の1つであ
り、子どもたちも大変意欲的に取り組む活動である。今
後も学年をまたいだ縦の関わりを授業や学校行事を通
して継続して行っていきたい。人数が次年度以降ますま
す減ってくるので、異学年同士のかかわり合いを大切
に、教育活動の軸として推進していきたい。

（学校説明）
　遠足、３くらべ大会、運動会などの行事では、竜爪班活動を通して全学年が関わりながら、目標に向けて力を合わせて挑戦す
る姿が見られた。５・６年生はリーダーシップを発揮し、それに伴い１～４年生はフォローシップを育みながら、年間に計画的に位
置づけられた教育活動を成功させ、達成感を味わうことができた。小規模校の良さを生かして、子どもたちは強い仲間意識でか
かわり合うことができている一方で、主体性や粘り強さについては、課題と感じる場面があった。決められたことはきちんとできる
が、自分たちで工夫したり創造したりする力を今後は育成していきたい。そのために、自分たちで話し合ったり、決定したりする
機会の充実や、粘り強く取り組めるような課題の設定など、今後も引き続き取り組んでいきたい。

【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

仲間と共に学び合う子
（確かな学力部）

(独自)自分の思いや考えをもち、仲間と伝え合いながら学習に取り組むことができている児童生徒の割合

A

A（学校説明）
　全校の児童を全職員で見守り、気持ちよく学校生活が送ることができるように、工夫している。また、悩み事アンケートの実施（５月・10月）
後、　心配ごとや気になることがある児童と担任が面談をし、対応した。学校生活の中での様々なルールを、全職員で共通理解し、指導に
ずれが起こらないように気を配っている。

自分の健康について進んで考える
子
（健やかな体部）

(独自)自分の課題に合った目標を設定して授業を行う児童生徒の割合

A
（学校説明）
　　３くらべ大会、運動会、持久走記録会等を通じて、子どもたちは自分に合った目標を立てて運動に取り組む姿が見られてい
る。また、朝運動を通して運動の習慣化が図られており、本番に向けてひたむきに努力する良い表れが見られた。しかし、いきい
きカードを効果的に活用し、自身の健康や生活習慣について振り返ることについてはまだ全員ができているとは言えない状況で
ある。自分で生活の目標を立て、振り返りをしながら、健康的な生活ができるように引き続き指導をしていきたい。

【子どもたちの様子から】

・北沼上小の子ども
たちは、仲が良く、
互いを理解し、助け
合っている。上級生
と下級生が大変関
係性が良い。
・タブレットを活用
し、自分の考えを発
信することは将来
的にも有効である。
・いじめについては
全員が悪いことだと
認識していてよかっ
た。ただ、いじめに
ついては対応の難
しさがあるので、油
断ない指導が今後
も必要だと考える。
・生活習慣の振り返
りから自分で早寝
早起きなどの目標
を設定することが規
則正しい生活を心
がけるきっかけにな
るため、これからも
大切にしてほしい。
・小規模校の強み
を生かし、児童と教
職員の繋がりはしっ
かりできている。

　本校では、授業で自分の考えを発表する機会に、「考
え」→「根拠」→「理由付け」のように話の組み立てを工
夫して発表している。子どもたちは相手意識をもち、わ
かりやすく伝える力が育ってきた。また、「北沼っ子学習
スキル」を活用しながら、段階的・系統的に「話す力」「書
く力」「聞く力」をつけていけるように指導している。高学
年になるに連れ、自分の考えを発信することに抵抗が見
られてくるので、引き続き授業の中で１人１人が発表す
る機会を多く設定していきたい。

　学校生活では、子ども同士の関わりの中で、様々な行
き違いやトラブルがあることも事実としてある。子どもた
ち自身で、友だちとの関わり方を考えていくとともに、引
き続き全職員で全児童をしっかり見て、いじめの未然防
止に努めていく。静
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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

高め合う仲間

①(独自)友だちとかかわり、本気で挑戦する児童生徒の割合

（学校説明）
　自分の思いや考えを相手に説明する時間を確保し、根拠と理由を示して自分の意見を言うことを意識させて授業作りを行っ
た。子どもたちはただ意見を言うだけではなく、叙述や資料の中から根拠を示したり、自身の経験や友だちの考えと結び付けた
理由付けをしたりしながら、相手に説得力をもって意見を伝えようとする姿勢が育ってきている。
　課題や目標が明確で解決できそうと思えたものには積極的に取り組む姿が見られる。しかし、解決方法を自分たちで考えた
り、新たに課題を見いだしたりする場面での粘り強さはやや弱い。そのために最後まで主体的に粘り強く学習に取り組むことの
できるよう、多面的な思考を必要とする手応えのある課題や1人では解決できないような課題の設定をしていきたい。協働的な学
習が充実するような研修を今後も継続していきたい。

人とのつながりを大切にできる子
（豊かな心部）

（独自）「自分や相手のことを理解し、よさを見つけ認め合うことができる」
自分のことが好きの割合、友達のよいところを知っているの割合

A

【視点４】
地域との連携

地域との協働

(独自)地域・学校・保護者の交流の中で、地域に開かれた教育活動を意識している教員の割合

A

　竜爪園や北沼上こども園との交流活動や、良富院の
水野さんにゲストティーチャーとして地域のことをお話し
ていただいたことは、子どもたちにとって地域を知る貴重
な経験となった。学校応援団、読み聞かせボランティア
など、地域の方々に本校は支えられている。このつなが
りを大切に地域学習に生かしていきたい。

（学校説明）
　本校では授業参観会や学校地域公開日、運動会やえとまつりなどの学校行事や地域のゲストティーチャーの授業などを通し
て、地域の多くの方々に子どもたちの様子を見ていただき、ご支援を頂いている。来年度も地域と一体となり、地域とともに子ど
もを育成する姿勢をもち教育課程編成を行っていきたい。

グループ校の軸となる取組・活動 グループ校の評価指標 自己評価 　学校では、竜爪園、良富院、北沼上こども園、地域の
消防団などとの交流学習が行われた。その活動を生か
して探究学習を進め、自分なりに地域に対しての考えや
思いをまとめ、えとまつり学習発表会にて発表する機会
を設定している。「ふるさと学習」を今後も生活科、総合
的な学習の時間の軸として推進していきたい。

ふるさと教育（生活・総合）
　　　・しずおか学（歴史文化・お茶）

(独自)「地域とのつながりを大切にし、自分の言葉でふるさとの良さを伝えられる子」の割合

A
（学校説明）
　生活科や総合的な学習の時間にて、地域を題材にした課題探求学習を行い、郷土愛を育むことができている。「ふるさと学習」
について系統表を作成し、ねらいをもって地域の教育資源を生かした北沼上小ならではの授業づくりを推進している。子どもたち
は地域の中から課題を見つけ、解決に向けて取り組み、発表するという学習ができている。今後も地域の方々の協力を得なが
ら、さらに発展させていきたい。

【地域との関わり】
・地域学習の掲示
があり、地域学習
が進んでいる。

【開かれた学校】
・学校行事等で地
域との繋がりを大
切にしている。
【教職員の働き方】
・先生１人に係わる
業務の負担が多く
大変だが、役割分
担、業務の可視化
が大切である。

学校環境 働き方改革の推進

(独自)月勤務超過時間を昨年度より１０％削減する。

B

　複式学級であることや職員一人一人の分掌が多いこ
とは令和５年度も変わらないため、教育計画書やカリ
キュラムマネジメント表等に基づき、見通しをもった教育
活動、業務の遂行が不可欠である。早めの提案、校務
支援システムを活用し会議の時間短縮、日課表の工夫
でゆとりを生み出し、子どもと向き合う時間の確保に努
めたい。

（学校説明）
　今年度の月勤務超過時間が昨年度比約３０％増加してしまった。原因は、人事異動で多くの教職員が新しく赴任し、様々な業
務に時間がかかったことと、１学級減った事による教員の分掌の増加によるものと考えられる。今後は引き継ぎがよりスムーズ
に行われるように、引き継ぎ文書等をわかりやすく準備していく。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

子どもたちの「話す力」が育ってきていることを肌で感じている。来
年度は「書く力」「聞く力」も意識して授業作りを進めて行きたい。ま
た、　家庭学習を計画に行えるように、そして読書活動が充実する
ように、今後も「いきいきカード」を活用し、家庭と連携して学習習
慣をつけていきたい。中学校

（学校説明）国語の平均正答率は、全国平均・県平均とほぼ同じだった。「資料の一部から必要な情報を引用し、自分の考えを書く」という問題や「表現の技法について理解する」という問題では、全国・県平均を下回る結果となった。知識は
身に付いているので、次は表現力を高めていくことが求めらる。数学の平均正答率は、全国平均、県平均に比べてわずかに下回る結果だった。全体的に目的に応じて式を変形したり、その意味を読み取ったりして、事象が成り立つ理由や
データの傾向を的確に捉えた判断の理由を論理的に説明できていた。理科の全体の平均正答率は、全国平均とほぼ同じ結果だった。思考問題の正答率は全国平均よりも高く、身の回りの事象に興味をもって考えることができた。

小学校

（学校説明）国語の平均正答率は、全国平均・県平均より上回った。国語は、発言の意図や理由を適切に選択したり、自分の考えを書いたりすることができている。課題としては、根拠をもとに自分の考えを示す力、初見の文章の内容を適切
に捉える力、あまり使わない漢字の読み書きがあげられる。今後も根拠をもとに対話する活動を大切にしたり、読書活動を推進したりすることで、今回課題となった力を育成していきたい。算数の平均正答率は、全国平均、県平均を上回る結
果だった。算数では、データの特徴を捉えて考察する問題の正答率が高かった。逆に、作図について筋道を立てて考える問題の正答率が低く、課題である。手順を考えて問題を解いたり、作図したりする学習（プログラミング学習）を充実させ
たい。理科の全体の平均正答率は、全国平均とほぼ同じ結果だった。理科では、「昆虫の体のつくり」を良く理解していた。普段から自然と触れ合っている成果であると考えられる。水蒸気など実験で得た知識を問う問題の回答率が低かっ
た。実験結果を考察する学習を充実させていきたい。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

意見の相違があっても互いを認め合いながら、建設的に調整し解決できる力を付けたい。また一人一人の子ど
もがそれぞれの良さを発揮する、温かな集団づくりを目指したい。子どもが安心して過ごせる環境を整え、子ど
もの良さが発揮できる授業を進めたい。保護者や地域の方々との連携を密にとっていきたい。

 体育で自信がつく子がいる。そ
れぞれの良さをそれぞれが発揮
できるような雰囲気づくりや関係
づくりをこれからも継続してほし
い。

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標）

本校では、特別活動における竜爪班（縦割り活動）と体育的行事を連携させることで、目
標を明確にしながら、常に体力増進への取り組みの維持に向けて、運動の日常化が図
れるように工夫している。来年度も、竜爪班を中心に児童が競い合う中で、チームワーク
を育みながら、個々の体力を伸ばしていけるように、体育的行事をバランス良く年間計画
の中に位置づけていきたい。また、運動やその運動の技能を獲得するために助けとなる
環境設定（ワークシートや体育カードの工夫・運動場、体育館等の整備）を行事ごとに、
体育主任を中心として行い、児童が活動しやすい環境を整えていきたい。

生徒指導の状況
（学校いじめ防止基本方針）

（学校説明）教職員は「いじめは絶対に許さない」という毅然として態度で子どもたちと接している。子どもたち全員と日々関わりながら、子どもたちの様子を見守り、変化を見逃さないように児童理解に努めている。子どもたちは、友だちを「さ
ん」付けで呼んだり、相手の目を見てあいさつをしたりすることでお互いを思いやる態度が育ってきている。竜爪班活動では、高学年が下級生に優しく接する場面が多く見られ、異学年においても信頼関係が築けている。集団生活をする上で
友だち同士のトラブルや、時には思いやりに欠けた行動が見られることもあるが、子どもたち自身が自分の行動を振り返る機会をもつようにし、今後の生活に行かせるよう支援している。

いじめはよくないと子どもたちがわかって
いて安心している。教室掲示に尊敬する
人の中に友だちを書いている子がいた。
友だちとの関係性がよいことがわかる。

 授業の中で自分の考えに理由付け
ができている子がいた。今後もぜひ
研修を継続し、子どもたちに力をつけ
ていきたい。自分の考えを友だちに
話ができている。コミュニケーション
能力が育っている。読書が少ないの
で、読書の習慣を付けていきたい。
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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

（学校説明）毎週水曜日に全校体育を計画的に行い、子どもたちに運動する習慣を意識させている。３くらべ大会（綱引き、大玉転がし、リレー）、運動会、持久走記録会、長縄大会など年間を通して体育的な全校活動を位置づけ、それに向
けて、朝運動を通して、めあてをもって運動する機会を設定している。また、外遊びに積極的に取り組む姿も多く見られ、運動に親しむ子は多い。５年生の運動習慣アンケートでは、ほぼ全ての児童が「運動が好き」「やや好き」と回答してい
る。今後も元気よく外で体を動かすことを奨励し、運動に親しむ態度を継続して育てていきたい。新体力テストでは、ソフトボール投げが全国平均を下回った。投げる運動についても計画的に体育の授業に取り入れ、技能を高めていきたい。

中学校
（学校説明）県や市との比較はできないため、本校の結果についてまとめていく。令和4年度の新体力テストの結果より、3学年の得点平均において、男女ともに柔軟性が最も高く、筋力が最も低いという結果になった。しかし男女による差が
大きく、総合得点を男女別にみてみると、男子の平均が5.5点であるのに対し、女子の平均が6.4点と、男子よりも女子の方が総合得点平均がおよそ10点程高かった。また総合評価もA評価においては男子が27人に対し、女子が69人と男女
による差が大きいことが分かった。今年度の結果を受けて、補助運動などに筋力トレーニングなども入れながら、生徒の基礎体力向上に努めていきたい。

（様 式） 令和４年度 学校評価書
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