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令和3年度 学校評価書
   R4.2.17  静岡市立清水中河内小学校

Ⅰ 経営の重点に関わること                                     Ａそう思う  Ｂまあ思う  Ｃあまり思わない  Ｄ思わない

学校は、「自分からチャレンジする子・支え合う子」を目指し、目標をもって主体的に動き出し、挑

戦し続ける力、互いの挑戦を認め励まし高め合う力を育てることで、たくましい個を育成している。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も主体的・対話的で深い学びを目指し、「聴く力」や「伝える力」を十分に育んでいけるよう学びづくりの引き継ぎを確実に行う。

【学校説明】

・本年度も、ステージ毎に自分の考えためあてを,みんなが見えるところに掲示し月ごとにふ

り返る活動をした。

・児童アンケート結果でも「めあてを達成するために自分から取り組んでいる」に対して、

A（とてもあてはまる）が89％、B（少しあてはまる）が11％だった。この結果からもめあて

に向かってチャレンジすることは根付いてきている。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も個々の主体的な動き出しや仲間との支え合いを大事にし、「挑戦し続ける力」や「仲間と高め合う力」を十分に育んでいけるよう心づくり

の引き継ぎを確実に行う。

A

めあてを掲示し見える化して、み

んなで共有することで、子どもた

ち自身がめあてを意識して、声を

掛け合い、高め合うのだと思う。

また、先生たちが、子どもがうま

くできた時には、みんなで褒めて

くれる環境もとてもよく、子ども

たちにやる気が育つのだと思う。

学校関係者評価委員会から１ 学校教育目標： 鍛えよ自己を 高めよう共に（両河内中学校区共通）

学校は、「相手を意識して聴き、自分の思いを伝え合う授業」を目指し、相手の考えを理解しようと

わかるまで聴く力、相手にわかってもらえるように伝える力を育てることで、主体的・対話的で深い

学びをにつなげ、たくましい個を育成している。

【学校説明】

・保護者アンケート結果では、A（とてもよく当てはまる）が73%だった。（昨年27％）

・少人数のため、一人一人の意見をじっくり聞いたり、伝えたりする場面を多く設けること

ができた。友達の考えを聞き、質問したり意見を伝えたりすることを積み重ねたことで、学

習発表会においても、自分の学びや調べた課題について、相手に伝わるように意識した発表

をする姿が見られた。

A

学習発表会の成果から、考えをま

とめる力や自分の思いを伝える力

がついてきたと感じる。

また、先生たちが、先ず子どもに

やらせてみる、一歩後ろで見てい

るというところが、主体的な姿を

生むのだと思う。

（１）学びづくり２

重点目標：

たくましい個

の育成

～チャレンジ

する

    じぶんから

つたえる～

（２）心づくり
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A

学校は、体育の授業や行事、日々の運動場面を大切にしながら、自分でめあてを立てて取り組ませる

ことで、運動する楽しさを実感させると共に、チャレンジしたりやりぬいたりするたくましい個を育

成している。
【学校説明】

・保護者アンケート結果では、A（とてもよく当てはまる）が73％だった。（昨年59％）

・今年度は、1.2年生と3年生以上に分かれて体育授業を行ってきた。そのため、子どもたち

は、実態に合っためあてをもつことができ、それに向かって練習をしたりお互いにアドバイ

スをしたりして、運動技能や体力を高めることができた。

・体育的な行事に向けてめあてを立て、掲示することによって、めあての見える化を行っ

た。子どもたちには、体育授業だけでなく、朝の自主運動の時間にも継続的に練習に取り組

む習慣が育ってきた。

A

今年度の持久走記録会がとてもよ

かった。時間走で、最後の１秒ま

で自分の記録と戦う姿は、どの子

もチャレンジしたりやりぬいたり

する姿だった。自分との戦いは、

運動の苦手な子にとっては諦め

ず、頑張る意欲となる。

普段の授業も1,2年、3～6年と分

けたことで、実態に合った運動の

楽しさを実感できたと思う。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も体育授業や日々の運動の中で、自分の記録に挑戦する場面を大切にし、「運動する楽しさ」や「やりぬくたくましさ」を育んでいけるよう

体づくりの引き継ぎを確実に行う。

（３）体づくり
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自己

評価

B

１教育課程・

学習指導

学校関係者評価委員会から

（１）確かな学力の定

着

【市共通項目１】

①学校は、授業の中で自分の考えをまとめたり振り返ったりするために「書く」時間を適切に設けた

り、家庭学習（10分×学年＋10分以上）や読書の推進をしたりして、確かな学力の定着を図ってい

る。

A

「家庭学習は自分を高める学習で

あるとの意識をもち、自主的・自

発的に取り組むことができる児童

をさらに育成すること」が課題で

あるとのことだが、学校側は学力

が定着するように工夫して取り組

んでくれている。子どもたちも学

校では集中して授業を受けてお

り、定着度テストの結果等から、

どの子も成果は出ているようなの

で、統合後も家庭と学校とが連携

して子どもたちの確かな学力の定

着を図っていけると良い。

【学校説明】

・保護者アンケート結果では、家庭学習について、A（とてもよく当てはまる）が60％だっ

た。（昨年50%）

・「書く（PCで打つ）」ことで、自分の考えを整理しまとめる習慣がついた。書きまとめた

もの（日記・新聞・報告書など）を掲示して発信することで、互いに読み感想を伝え合う場

が生まれ、書き手の相手意識も高まってきた。

・学習カードを用いて、家庭の協力を得ながら家庭学習の充実を目指してきた。家庭学習に

取り組む姿勢ついてはまだまだ個人差がある。課題は、自分を高める学習であるとの意識を

もち、自主的・自発的に家庭学習ができる児童をさらに育成することである。

・読書月間を設け、学校図書館を積極的に活用した結果、読書量も時間も低学年を中心に増

加している。

・確かな学力の定着には多少の個人差があるが、定着度テスト（国算）の結果を見ると、ど

の子も成果は出ていると言える。

Ⅱ各指導部・領域に関わること

大項目 中項目 評価指標

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も学力の定着を図るために、読書を推進したり、より家庭と連携して家庭学習が充実するよう努めたりできるよう学習に関する引き継ぎを確

実に行う。
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B

A
A

「仲良し」や「助け合い」は中河

内小の自慢である。山の子のたて

わり活動や、学年にとらわれない

活動は、仲良く助け合って行動す

る子を育てているので大変良い。

小規模校だからこそ、自分の思っ

ていることを素直に言い合えるの

かもしれない。相手を意識するこ

とは大事だが、意識しすぎて自分

の思いを言えない子にはしたくな

い。また、多様性、違う意見が出

せるかという点では難しさを感じ

る。時に、自分の発言について考

えさせたり、統合を見据えて、３

校合同道徳で様々な考えを聞き合

う場をつくったりしてきたことは

価値あることだと感じる。

【学校説明】

・保護者アンケート結果では、A（とてもよく当てはまる）が60％だった。（昨年50％）

・子どもたちは、全体的に温かく、お互いの良さに気づき「○○さん、すごーい。」など

と、言葉に表して素直に伝えることができる。ただ、時折、相手がいやな気持ちになってし

まう言葉遣いをしてしまう場合もある。正しいことを言っている場合が多いが、どのような

表現で相手に伝えるかを指導していくことが課題である。

・道徳授業では、少人数であるがゆえ、考え方が固定してしまう傾向があったので、全校道

徳や、3校合同道徳を充実させた。多様な考え方を認め合う場を経験させることで、統合後の

「考え、議論する道徳」をめざす道筋を作ってきた。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合することで、今まで以上に多様な考え方に触れることができるので、「考え、議論する道徳」の授業の推進をしていくよう道徳教育の引き継ぎ

を確実に行う。

（２）道徳教育の充実

【市共通項目２】
②学校は、「考え、議論する道徳」の授業を行ったり、日常生活の中で、児童が互いに気持ちの良い

言葉遣いをしたり、自分や友達の良さに目を向けたりするように道徳教育の充実を図っている。

B

【学校説明】

・保護者アンケートでは、A（とてもよく当てはまるという評価）が87％だった。

・小規模校の良さを活かし、縦割り活動を中心として異学年で協力して活動する場が多く、

よい人間関係が築かれている。委員会では、高学年が低学年を気遣って活動する姿、低学年

が自分の役割を一生懸命に果たそうとがんばる姿が随所に見られる。学校は、子どもたちが

見通しをもって活動できるように、早めの提案を心がけ、自主的に計画的に活動できるよう

に支えてきた。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合することで、全校や学年の人数は増えるが、中河内の良さである「仲良し」「助け合い」を大事にし、統合後もたてわり活動や両河内ならでは

の活動で仲良く助け合って行動できる子を育てるよう特別活動の引き継ぎを確実に行う。

（３）特別活動の充実

【市共通項目３】

③学校は、中河内ならではの活動やたてわり活動（山の子活動）等を設定し、自分の役割を自覚し、

主体的に考え実行する子や学年にとらわれないで友人関係を深め、仲良く助け合って行動する子を育

てている。
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A

A

A

学校は、児童に対して、いじめは許されない行為であることを学ぶ場を設定する。

A

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後、トラブルが生じた際には、組織的に対応できるよう校内いじめ対策組織の設置と運用を確実に行うことを引き継ぐ。

（2）校内のいじめ対

策組織運営の適正

【市共通項目11】

大きな生徒指導上の問題が発生し

なかったことは、大変良かった。

学校は、いじめを疑う問題が発生した際は、校内いじめ対策組織において対応を協議するなど、迅速

かつ組織的に対応する。

A

（1）一人ひとりを大

切にした指導

【市共通項目４】

学校は、日常の子どもの見守り・観察、日記指導等に加え、「子どもを語る会（学校いじめ対策組

織）」を定期的に開催し、全職員で子どもを見守る。

A
全職員で子どもを見守っているこ

とがよく分かる。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も、子ども一人ひとりを大事にした指導が行えるよう、中河内小の子どもたちのよさ、特性等の申し送りを確実に行う。

A

２生徒指導

（3）いじめの早期発

見、状況把握と対応の

適正化

【市共通項目12】

（4）いじめの再発防

止に向けた取組

【市共通項目13】

【学校説明】

・「子どもを語る会」だけではなく、放課後などの少しの時間の会話の中でも、子どもの様子を全職

員で話すことができる環境にあった。問題行動等も全職員で考え、見守ることができた。

学校は、ステージごとのめあてのふり返りと年3回の「悩みごと調査」を実施し、いじめ等の早期発

見と再発防止に取り組む。

【学校説明】

・普段から細かく子どもたちの様子を共通理解することで,大きな生徒指導上の問題も発生す

ることがなかった。

【学校説明】

・市教委の「悩み事調査」と本校独自のアンケートを実施した。「いじめを受けている」

「友だちについての悩み事がある。」があったもの、担任が１対１でじっくりと話を聞き、

子どもの悩み事に向き合い解決することができた。また、結果を学担会や打ち合わせで知ら

せ、全職員で共通理解し、見届けた。

A

先生たちは、子どもの気持ちをよ

く聞いてくれている。また、時に

は見守ってくれていて、よく考え

させてくれている。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も子どもの気もちをじっくり聞くことを継続し、いじめ等の早期発見に努め、状況把握と対応ができるよう組織的な体制づくりを行うよう引

き継ぐ。

【学校説明】

・道徳の題材にあるいじめに関係した内容を各学年で扱い、子どもたちに考えさせ、話し

合った。全校道徳で人権の学習を実施し、自分の友達に対する声かけや態度を改めて考える

機会を作った。

授業で子どもたちに考えさせるこ

とはとても大事なことだと思う。

また、授業以外でもその子に考え

させることを重ねていくのも大事

な事である。考えさせることを大

事にしてほしい。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も「いじめは許されない行為である」ということを、子どもたち自身が学び語り合える場づくりを推進するよう引き継ぎを確実に行う。
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学校は、地域のよさを体験したり、夢やあこがれを抱いたりすることができる場を設定する。

A

A

４安全管理・

指導

（１）学校安全システ

ムの構築

【市共通項目５】

⑤学校は、登下校時や災害時の安全確保の対策と、自分の命は自分で守ろうとする態度の育成を行っ

ている。

A

安全管理や指導を確実にやってく

れていると感じた。子どもたち

は、「自分の命は自分で守る」と

いう態度が身についてきていると

感じた。

【学校説明】

・保護者アンケート結果では、A（とてもよく当てはまる）が60％だった。（昨年42％）

・地震や火災に対する一般的な身の守り方に加え、土砂災害等山間地という特性に合った行

動の仕方について、年6回の訓練を通して学ばせてきた。また、不審者対応訓練も行い、自分

の身を守るための知識も身に付けさせてきた。その結果、第5回・第6回の避難訓練では、教

員の指示がなくても安全に避難行動ができた。自分の命は自分で守るという意識は高まって

いると考える。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も、子どもの登下校時、災害時の安全対策に気を配り、子どもたちが「自分の命は自分で守る」ことのできるような指導計画の引き継ぎを確

実に行う。

コロナ禍ではあるが、状況を見な

がら地域学習などをよくやってい

た。いろんな人に出会って学ぶこ

とが大事だと思う。統合後も、保

護者、地域の方をたくさん活用し

て学んでいってほしい。

【学校説明】

・コロナ禍ではあるが、状況を見ながら地域へ足を運んだり、学校応援団の方の力をお借り

して、農業体験等を行ってきた。また、パントマイム教室やエスパルスの出張授業を計画

し、夢やあこがれに向けて努力することの大切さやすばらしさを学ぶ場を設定してきた。地

域の良さや今の努力が夢につながるという意識を、子どもたちに伝えられたと考えている。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も、ディスカバー両河内のサポーターズクラブを活用したり、地域学習を活発に行ったり、様々な人との出会いを大切にしたりする学習を継

続し、夢やあこがれが抱けるようキャリア教育の引き継ぎを確実に行う。

（1）あこがれを育て

るキャリア教育

３進路指導

A

6 ページ



A

A

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・４校が統合して、子どもたちは多くの教職員と関わるようになる。生徒指導主任を中心に全職員で児童理解が十分にできるよう、生徒指導や特別支

援教育の引き継ぎを確実に行う。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も、規則正しい生活や食育、感染症対策等について、家庭と連携しながら支援していく体制をつくれるよう健康教育の引き継ぎを確実に行

う。

６特別支援

教育

（１）学校の実態に応

じた校内支援体制づく

りの推進

【市共通項目７】

学校は、子ども一人一人の個性を理解し、個に応じた適切な指導や支援を行っている。

A

複式解消、音楽、外国語等の先生

方ともノートのやり取りを通し

て、子どもたち一人一人のことを

見届けていることを初めて知っ

た。全職員での児童理解が十分に

されていると感じた。

【学校説明】

・生徒指導主任を中心に、全職員での「子どもを語る会」を昨年度よりも多くの回数行った

（月２回程度）。

・今年度は昨年度以上に、日常的に教職員間で子どもの良い表れを話す回数が増えた。

・複式解消の先生、音楽や外国語の専科の先生方とも児童の表われをノート等で丁寧に共通

理解した（毎時間）。

・教職員間での児童理解が十分にでき、個に応じた指導や支援が適切に行えた。

５保健管理・

指導

A

コロナ対策等よくやってくれてい

ると感じた。家庭と連携して健康

づくりにも努めてくれている。子

どもたちが目にしたくなるような

掲示物で健康教育を行っているの

も良いと思う。

④学校は、規則正しい生活（早寝・早起き・朝ご飯の推進）、食育の推進（朝食摂取、３色の栄養バ

ランス）を継続すると共に、感染症対策に関する教育等を推進し、自ら進んで健康づくりに取り組め

るよう、家庭と連携し支援している。

（１）健康教育の充実

【市共通項目６】

【学校説明】

・3~6年対象に行った学校保健委員会では、外部講師を呼びメディアとの使い方、睡眠の大

切さを学んだ。感想文では保護者からのコメントをもらい、学びを話すきっかけとなった。

また、保健だよりを発行し健康つくりに努めた。

・元気っこカードを使い、子ども一人一人と会話をし、子ども自身で生活習慣を振り返るこ

とができるように努めた。
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A

B

（１）組織運営の改善

【市共通項目８】

先生たちはよくやってくれてい

る。通常業務に加えて、閉校・統

合の業務を行う今年度は、例年以

上に仕事量が多かったと思う。結

果でみるとBという先生たちの評

価だが、一生懸命やってくれてい

るという経過を見てAとしたい。

⑥学校は、重点目標の具現に向け、常に「子どもにとってどうか」の視点をもち、ＰＤＣＡサイクル

を機能させ、教育活動の充実、統合に向けての4校での協働・改善を図っている。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も「子どもにとってどうか」の視点を大事にし、PDCAサイクルを機能させ、教育活動の充実を図っていけるよう教育課程や組織運営の引き継

ぎを確実に行う。

【学校説明】

・始業終業時刻記録簿を活用し、勤務時間の超過が減少するよう管理してきたが、今年度は

時間のみにとらわれず、業務内容の削減・減少を目指すこととした。閉校・統合を迎える今

年度は、通常業務に加え、閉校・統合に関する計画、事務、引越等の準備が加わり、職員の

負担感、多忙感は昨年以上に増した。通常業務の内容は、子どもたちに関わることが多く、

おろそかにはできない。また、閉校・統合に関わる業務もやるべきことである。結果、業務

内容の削減・減少はできなかった。

・せめて、仕事ののりしろや教職員間での言葉かけ等で働きやすい職場づくりを目指そうと

互いに努めた。

（２）時間管理の徹底

７組織運営 コロナ禍でも、感染症対策をし、

子どもたちが楽しみにしている行

事を無事に行ってくれたことは大

変ありがたかった。統合後も「子

どもにとってどうか」の視点で教

育活動を行っていってほしい。
A

【学校説明】

・保護者アンケート結果は、A（とてもよく当てはまる）73％、B（だいたい当てはまる）

27％で、保護者全員が高評価であった。

・ウィズコロナの状況下、子どもが楽しみにしている行事（宿泊・体験活動、運動会、修学

旅行、学習・音楽発表会、地域交流の日、間伐体験、３校交流等）は、感染対策を講じ、無

事に行うことができた。

・和田島小、西河内小、両河内中の教職員間では、４校で統合に向けた来年度（R4年度）の

教育計画についての話し合いをより深くすることができた。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合しても初年度は様々な業務に追われることが予想される。管理職と十分に相談したり、小中学校間では温かい気もちをもち、のりしろをもって

業務にあたったりしながら、健康で働きやすい職場づくりに努めていく。

職員は、「チーム中河内」の一員として意識の向上、業務内容の2割削減・縮小をめざすことで勤務

時間への意識改革等を推進し、健康で働きやすい職場づくりに努めている。

A
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A

A

⑦学校は、教育活動の取組を学校・学年便り、ホームページ、メール配信、ＰＴＡ役員会、地区の会

合等で、保護者・地域に子どもの姿で積極的に発信し、信頼される学校づくりに努めている。

A

地域との連携をよくとってくれて

いる。学校便りやホームページ等

での発信も、子どもの姿がよく分

かる写真や動画で工夫されてお

り、学校の取り組みが十分に伝

わってきた。

８研修 （１）研修体制の充実

【市共通項目９】

学校は、研修テーマ「相手を意識して聴き、自分の思いを伝え合う授業」を推進し、児童が学ぶ楽し

さを実感できるよう努めている。

A

子どもたちのために、先生方も研

修をして学んでいることはとても

素晴らしい。子どもたちにもその

成果が出ていると思う。

【学校説明】

・1年生の国語の授業研究を実施した。児童が学ぶ楽しさを実感するために、教員の手立ては

どうあるべきか共通認識をもって研修を進めてきた。

・今年度より文科省の「GIGAスクール構想」が推進され、本校でも3年生以上で

Chromebookを活用した授業に取り組んできた。これに対応して教員対象のICT研修を大小あ

わせて10回以上は実施した。このスキルを授業で活用することで児童の意見の集約や発信が

瞬時にでき、互いの意見が可視化されるので、より踏み込んだ話し合いも可能になった。児

童も着実にICTのスキルを身に付けている。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後も両河内小中学校と保護者や地域とが連携し「信頼される学校づくり」ができるよう、年度内に中河内小学校としてできることは確実に行

い、保護者や地域にも確実に発信していく。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合後は、小中学校となるため新たな研修体制となるが、両河内地区で育てたい力を育んでいけるよう、教職員の研修体制を確実に整えていく。

９保護者・

地域住民等

との連携

（１）信頼される学校

づくりの推進

【市共通項目10】
【学校説明】

・保護者アンケート結果は、A（とてもよく当てはまる）80％、B（だいたい当てはまる）

20％で、保護者全員が高評価であった。（昨年度A67％,B25%）

・子どもたちの姿を積極的に発信した。子ども一人一人の輝く姿が伝わるように、学校便り

の裏面の写真を大きくし表情まで見てとれるようにしたり、ホームページの動画で活動全体

の流れが分かるように工夫して発信してきた。また、最終年度である今年度は、中河内小学

校の147年の歴史をふり返る「中小ヒストリー」(1～40)や運動会編「中小history」(1～6)、

学習発表会編「中小ひすとりー」(1～15,特別ver)なども発信した。
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A

〇重点目標を「チャレンジする」「じぶんからつたえる」とした今年度は、学習発表会の子ども一人ひとりの姿からも「主体性」

や「たくましさ」が感じられる一年であった。

○めあての見える化は、子どもたち自身の意欲や互いに支え合う姿にもつながっていた。

○常に前向きで温かい眼差しや言葉かけをしてくださる保護者や地域の方々の中で、学校も保護者・地域と連携した教育活動が十

分に行えた。その成果が子どもたちの姿に表れたのだと感じている。今年度末で閉校となるが、子どもたちを「チャレンジするた

くましい個」として両河内小中学校へ送り出すことができそうである。

〇来年度も子どもたちの教育活動が充実するよう、統合の総仕上げとして、それぞれの役割や業務の引き継ぎを確実に行っていき

たい。

１０施設設備 （１）施設・設備の適

切な管理
⑧学校は、適正な安全点検を定期的に実施し、速やかに必要な処置や改善を図っている。

A

学校から 経営のまとめ 学校関係者評価委員会のまとめ

子どもたちに対して、学校は本当によく

やってくれている。働き方改革が全面的に

出てきているが、結果だけを見るのではな

く、それまでの過程や努力を見ていくこと

が大事だと思う。子どもの指導も学校評価

も同様である。特に、今年度は、３月末に

閉校・統合を迎える中で、先生たちの仕事

量は大変多いはずである。また、コロナ禍

にも関わらず、感染症対策等を十分に行っ

たうえで、概ね行事や活動を計画通りに行

うことができ、大変ありがたいと感じてい

る。統合後も、学校と地域が連携して、子

どもたちのためにできることをしていって

ほしい。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】

・統合前にできる施設設備の点検や修繕は確実に行う。

【学校説明】

・毎月行う安全点検の結果に対して、用務員他が迅速に手入れや修繕を行うなどして対応し

てきた。また、普段から気になる箇所があると声をかけ合い、すぐに処置や修繕を行う等、

常に子どもたちの安全確保に努めてきた。

・さらに、事務職員を中心に、閉校・統合に向けての備品の保管転換や廃棄処理などをし、

統合後も子どもたちの学習や生活に支障が出ないように引き継ぎ作業も行ってきた。

用務員さんをはじめ、施設・設備

の修繕等をしっかり行ってくれて

いると感じる。常に子どもたちの

安全確保に努めてくれていると思

う。
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