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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 

（小中一貫教育推進委員会等） 
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 

「やさしさと思いやりをもち、

主体的に働きかける子・生徒」

を育てる 

① （指標 1）「学校に行くのが楽しいと思う。」児童・生徒の割合

（95％以上 校長） 

 

 

 

 

 

 

B 

・運動会などの行事や授業を参観すると、子

どもたちの表情が明るく、元気に学校生活を

楽しんでいる様子がわかる。これは、校長を

はじめとする職員の温かく丁寧な指導によ

り、各家庭との信頼関係が築かれているから

である。 

・コロナ禍により、学校は難しい判断の連続

であったが、職員が一丸となって子どもたち

に達成感を与えてくれた。保護者にとって

も、多くの不安を抱えた中ではであったが、

学校と協力しながら乗り越えてきたのだと

思う。 

・安定した児童の姿は、地域を含めた三者の

連携の成果である。「学校生活を楽しい」と

感じている割合が、児童だけでなく保護者も

高い数値であることからもうかがえる。 

 

 

・来年度も「チーム袖師」を合言葉に、全職員が

全校児童の担任であるという意識で、積極的に児

童にかかわっていく。また、今年度は３つに分か

れていた指導部を来年度は２つにすることで、指

導部での話し合いにすべての学年の教員が参加

できるようにし、ステージ毎の計画・指導を行い

やすくする。 

・５月に実施予定の「子どもを知る会」や隔週の

学年主任会など、各学年の児童の情報を共通理解

できる場を設定し、児童が安心して学校に通える

ように指導・支援、環境づくりを行っていく。 

・一部で悩みを抱えている児童や不登校傾向の児

童もいる。本人や保護者の思いをよく聞き、必要

に応じて外部機関と連携するとともに、教育相談

部会を開き、その対応について検討をしていく。 

（学校説明）  

児童 88.6％ 保護者 94.7％ 教職員 100％ 

・全校児童を見てみると、明るい表情で過ごせている児童が多い。

人なつっこく、あいさつを自分からできる児童も多く、元気がある。

授業中は意欲的に学んだり、休み時間は友達と仲よく遊んだり、委

員会活動などの仕事にすすんで取り組んだりする姿が見られる。 

・担任を中心に話を丁寧に聞き、児童の安心感や納得を生む指導を

心掛けているが、一部で悩みを抱えている児童や、思いの行き違い

などから喧嘩となってしまう児童もいる。不登校傾向の児童もい

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 

主体的に取り組み、関わりを通

して確かな学力を身につける

連続性・系統性を強化した授業

実践 

② （独自）「聞き方・伝え方のスキルアップ表」を意識し、自分

の考えを意欲的に表そうとした児童・生徒の割合（80％以上 

教務、学習・研修）  
 

 

A 

・恥ずかしさや失敗したくないという気持ち

から意見があってもクラスの中で発表する

ことに苦手意識を持つのは、ごく自然な姿で

ある。それでも、７割の児童が、自分の考え

を表現することに対してアンケートで「でき

た」と回答している。これは、スキルアップ

表の利用や日々の児童への働きかけの成果

だと思う。 

・今後も、友人の意見につなげようとしたり、

根拠を示して発表したりする姿を称揚し、間

違いや失敗することへの抵抗感を下げるよ

う働きかけを続けてほしい。 

 

・子どもたちは、教科内容を理解し技能を習

得するために、基礎と応用の積み重ねの６年

間を過ごす。その流れの中で学習しているの

で、系統性は不可欠である。教職員のアンケ

ート結果では、つながりのある系統的な指導

に高い数値が出ており、子どもたちの学習の

理解定着につながっていると思う。 

・今後も校種をまたいだ９年間を視野に入

れ、系統性を意識した取組をすることで、子

どもたちの学びがよりスムーズになるので、

教科ごとの話し合いを継続してほしい。 

 

・児童が自分の考えを安心して表現できる学級づ

くりに努める。また、対話場面を効果的に設定し

た授業づくりを行う。 

・来年度も「聞き方・伝え方のスキルアップ表」

をモデルとして示し、ステージ毎にめあてとして

設定することで、さらに意識を高めていく。 

・自己表現の土台づくりとして、児童の語彙力向

上を目標に掲げて手立てを打つ。学習部を中心

に、児童が新しい言葉に触れる機会を増やした

り、知った言葉を使ったり、児童同士で共有した

りする工夫をする。 

 

・学年や学年団などで授業研究をする際には、系

統性という視点をもって授業づくりを行い、成果

と課題について話し合っていく。 

・小中連絡協議会や小中合同研修、学校公開日な

ど、授業を見合ったり、教科部に分かれて系統性

について話し合ったりする機会を来年度も継続

して行い、授業改善につなげる。 

 

（学校説明）  

児童 72.1％ 保護者 68.5％ 教職員 55.9％ 

・授業中、自分の考えを意欲的に表すために、ステージのめあてに

スキルアップ表の番号を記入させた。めあてとして設定すること

で、前期に比べ、児童も教員も、聞き方・伝え方の意識が高まって

きた。友達の話を聞いて、つなげて話そうとする姿も増えてきた。 

・個人差が大きく、自分の考えをもっていても、それを進んで表現

できない児童もいる。 

③ （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（70％以上 研修） 

（学校説明） 

教職員 88.9％ 

 

・「つながり」「系統性」のキーワードを意識しての授業づくりがで

きている。学年や学年団などで授業研究をする際には、この授業が

系統的にどの位置にあるのか、そして、現段階でつけさせたい力は

何か等を意識しながらの話し合いができた。 

・小中連絡協議会でも、中学の教員と話し合い、各教科における９

年間の系統性について共通理解をした。 

（様 式） 令和４年度 学校評価書 学校名:静岡市立清水袖師小学校（袖師中グループ） 



【視点３】 

教職員の協働、児童 
生徒の交流 

「小中一貫教育推進」のための

職員研修、情報共有 

 

④ （指標 23）学年や校種の枠を超えて、連携を図った教職員の

割合（80％以上 教頭）  

 

 

 

B 

・以前から、小中での合同研修や情報交換は

行われてきているが、小中一貫教育という枠

組みの中で、互いを見る機会や話し合う場が

増えることは大きなプラスとなる。各教科の

研修交流が深まれば、ポイントを押さえた軽

重も付けられることから、指導の充実につな

がる。 

・教員自らの休み時間や放課後の時間の使い

方、休日の過ごし方なども話題にして、校種

の特徴や仕事の機微に触れることで理解を

深めたい。 

 

・中学生と小学生の交流場面ができることは

ありがたい。特に６年生にとって中学へのハ

ードルがさがる。中学生にとっては、活躍の

場が新たに生まれる。たとえ、代表児童生徒

だけであっても、中学生が小学校に来て、一

緒にあいさつ運動を行うことは、全体への意

識付けにつながる。 

 

・全職員が意識できるように、小中で連携して行

う活動の一覧表を作り、職員室に掲示する。 

・小中連絡協議会で、各指導部や教科部で共通の

取組について話し合う。また、指導部長や教科主

任が連絡を取り合い、取組の日程調整などを行

う。 

 

・「あいさつ運動」や「ペットボトルキャップ回

収」などの活動は、児童会と生徒会が事前に話し

合いをもったり、中学生がオンラインで呼び掛け

たりするなど、児童・生徒のかかわりを大切にす

る。また、共同でポスターを作製したり、活動の

結果報告をしたりすることで、小中合同で行った

活動であることを全校児童にもわかりやすく伝

える。 

・ゆうかり遊びを、年５回から６回に増やし、ペ

ア活動を充実させる。コロナ感染症の状況を見な

がら、ペアの日常的な交流を実施していく。 

・委員会活動において、今年度同様、異学年交流

を意識した担当決めを継続する。 

 

（学校説明） 

教職員 61.1％ 

・生徒指導部の「あいさつ」や特別活動部の「ペットボトルキャッ

プ回収」、学習部の「聞き方・伝え方のスキルアップ表」など、小

中で連携して取り組んでいるが、担当者だけが連絡を取っていて、

それが全体に伝わっていないため、やっている感がない。 

・校長・教頭・教務・研修主任・特別活動主任・養護教諭など一部

の教員は、連携を図って進めているが、他の教員を巻き込めていな

いために、温度差が生まれている。 

 

 

生徒会・児童会を中心とした交

流活動 

 

 

⑤ （独自）学年や校種の枠を超えた交流活動に参加した児童・生

徒の割合（80％以上 特活） 

（学校説明） 

児童 86.7％ 保護者 80.6％ 教職員 72.3％ 

・コロナ禍ではあるが、ペア活動やクラブ活動、委員会活動などを

通して、児童の積極的な交流が見られた。特に、ペアと一緒に遊ぶ

活動では笑顔で楽しく遊ぶ姿が見られる。また、休み時間なども他

学年と自分からかかわって遊んでいる児童も増えてきた。 

・校内での交流はできているが、中学校との交流は限られているた

め、来年度は連絡を取り合い、機会を多くしていきたい。 

 

 

 

 

【視点４】 

地域との連携 

学校と地域をつなぐ交流活動 ⑥ （独自）地域防災訓練等の地域での活動に参加した生徒の割合

（70％ 教頭）＜中学校＞  

 

A 

・例年、子どもたちが参加する地区行事には、

相撲、パレード、運動会、さくら祭りがある。

ここ数年は、コロナ禍で中止が続いている

が、継続しながら、地域の行事に小中学生が

参加しやすくなるように、自治会も環境作り

に努めたいと考えている。 

・本年度、袖師地区が行おうとした神明山古

墳の整備に、６年生が進んで参加してくれ

た。文化財課の職員からの説明もあり、子ど

もたちの勉強の機会となったと思う。継続的

につなげていけたらと考える。 

・コロナ禍ではあったが、地域の店や企業へ

見学に行ったり専門家を招いて話を聞いた

りできたと説明があった。地域と交流しな  

がら学習できる環境、周りの協力がありがた

い。今後も地域との関係づくりを進めていき

たい。 

 

・コロナ禍における制限が緩和されつつあるた

め、今年度に増して地域の方々との交流活動を計

画・実施していく。各学年での学習内容に応じて、

どの学習のどの場面で、どのような交流があると

児童の学習に効果的なのかを学年部で検討し、計

画をする。 

・特に生活科や社会科、総合的な学習の時間では、

地域を知り、地域に働きかける学習が望まれる。

今年度行った交流活動を来年度に引き継ぐとと

もに、過去に行っていた交流活動についても連絡

をとるなどして、できるものは再び行っていきた

い。 

（学校説明） 

 

⑦ （独自）授業や学校行事の中で、地域の方々と交流できた児童

の割合（80％以上 教務）＜小学校＞ 

（学校説明） 

児童 70.4％ 保護者 73.7％ 教職員 72.2％ 

・コロナ禍ではあるが、地域とのつながりを大切しに、できるかぎ

りの交流活動を行った。 

・地域のお店や企業に見学に行ったり、来校してもらい福祉や環境

の話を聞いたりなど、主に社会科や生活科、総合学習での交流がで

き、学習のよい機会となった。 



 

学校環境 

業務改善に向けた PDCA サイ

クルの実施 

⑧ （独自）昨年度に比べ行事や取組方に改善が見られたと実感し

ている教職員の割合（75％ 教頭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

・コロナ禍により学校は行事等の見直しを余

儀なくされたが、児童の意欲や達成感を維持

しつつ、安全な運営がなされてきた。やむを

得ず休止した行事や削減した活動がある反

面、新たなシステムの導入や IT 機器対応力

の向上など、得たものもあった。 

・社会全般で働き方改革が大きな話題になっ

ており、学校現場の多忙さも取り上げられて

いる。多忙な業務が少しでも整理改善される

ことを願いつつ、行事がなくなり残念に思う

子どもや保護者、地域の方もいると思うの

で、負担増に注意しながら再検討を行ってい

ただければありがたい。 

・コロナ禍対策で、対応のスピードが一段と

速まった IT 機器の導入により、授業や家庭

学習の仕方、将来の職業観にも変化が起きて

いると聞く。新しい教育機器への対応に苦慮

する場合には、地域の力はもちろん、専門家

の力を積極的に借りて対応してほしい。 

 

 

 

・来年度は、新型コロナによる規制が更に緩和さ

れていくことが予想される。教育活動をただ単に

元に戻すのではなく、この３年間で進んだＩＣＴ

の活用を考えつつ、「本当に必要かどうか」「子ど

もが力を付けることができるのか」「子どもは達

成感を得られるか、教職員も達成感が得られる

か」という点を大切にして、話し合いをしながら

改善を進めていく。 

・教職員の意見を生かしつつ、働き方改革をすす

め、負担軽減を図っていく。 

（学校説明） 

教職員 83.4％ 

・運動会の種目変更により、教職員の負担が軽減できた。水泳の授

業では、大プールを２学級で使えるようにすることで、授業数が増

えた。参観授業が、学級の組み合わせを変えることで実施できた。

健康観察カードをメール配信システムでできるようにした。など、

工夫や改善をして、教職員の負担軽減やウィズコロナでの活動の実

施などの成果が見られた。 

 

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 ・アンケートにおいて児童の評価がきわめて高

い。年間を通して計画的に行っている避難訓練

や、９月の台風被害を身近に感じ災害への意

識が高まった結果であるとの説明があった。予

告なしの避難訓練を実施したことも具体例だ

が、「自分の命は自分で守る」意識を高める手

だてを大事にしたい。 

・継続的に子どもたちが防災を学ぶことは、必

要な知識や技能面が伸びるだけでなく、各家

庭の危機意識の深まりにつながる。地域を知り

身近に感じることで、将来の地域を支える力に

つながることを期待したい。 

・東日本大震災後、「釜石の奇跡」がマスコミで

取り上げられた。子どもたち自らが、大人の判

断を待たず高台へ逃げた。津波に対するその

行動が多数の命を守った。清水区は津波の脅

威と切れない地域である。色々な災害の中で、

発災時から時間的な余裕がほとんどないから

こそ、津波への対応を小中の共通課題として

研究することはどうだろうか。 

 

 

 

・今年度同様、年３回の避難訓練を行うことで児

童の意識を高める。非通知の避難訓練や、バケツ

リレーや起震車体験なども継続して行う。 

・学校全体で防災学習を行っていくという意識を

高めたい。そのために、しずおか学として割り当

てた２０時間の防災学習の時間を確実に実施す

る。また、各学年の学習の様子を校内に掲示した

り、紹介したりするなどして、普段から児童の意

識が高まる工夫をする。ホームページなどを通し

て、保護者にも取組を伝えていきたい。 

・小学校だけでなく、中学校の取組状況について

も、児童に紹介する。 

 

 

 

しずおか学「防災」 ⑨ （独自）「防災」袖師カリキュラムを学ぶことで、災害から身

を守る意識・力が高まったと感じる児童・生徒の割合（80％以

上 総合担当） 
 

 

 

B 

（学校説明） 

児童 96.8％ 保護者 53.8％ 教職員 61.2％ 

・年３回の避難訓練は約束を守って速やかに避難するなど、しっか

りと取り組めている。また、９月の台風被害から、防災について考

える機会もあり、児童の意識は高い。 

・グループ校の軸となる取組として防災教育を行っているという意

識が高くないため、避難訓練が単発の指導となってしまっている。

学校全体で防災教育を行っていくという意識をさらに高めたい。 

 



各
学
校
の
評
価 

大項目 中項目 評価指標 自己評価  

・アンケート結果において、児童、保護者、

教職員ともに数値が高い。「チーム袖師」が

合言葉として浸透し、全職員が全校児童の担

任として接することができているからであ

ろう。評価指標①とも大きく関係した結果だ

と考える。ぜひ継続してほしい。 

 

・先生は、いつでも私に寄り添い認め励まし

てくれていると、大多数の子ども、保護者と

もに感じとっている結果であると思う。安定

した学校づくりをぜひ継続してほしい。 

 

 

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標） 

「チーム袖師」の充実 全職員が全校児童の担任とい

う意識をもった、安心安全な学

校づくり 

⑩ （独自）担任以外にも話しやすい、相談しやすい先生がいる児

童の割合（70％以上 教頭） 

 

 

 

 

 

 

 

A 

・教員から、学級や学年にこだわらず、様々の子

どもに積極的に声掛けをしたり、共感的に話を聞

いたりしてきたことで、子どもたちが安心して話

ができているので、来年度も引き続きその姿勢を

続けていく。 

・学年内で教科担任制を進めたり、ペア学年との

交流を増やしたりして、たくさんの教員と関わる

機会を来年度も意図的に設定していく。 

 

・引き続き、児童に積極的にかかわったり、保護

者に児童のよい部分を伝えたりする。また、教員

同士の情報交換を密にするだけでなく、スクール

カウンセラーや日本語指導の教員、外部機関など

を含め、児童のよさを把握することで、ほめるこ

とや認めたりすることにつなげていく。 

 

（学校説明） 

児童 85.9% 保護者 81.5％ 教職員 100％ 

・教員が、他のクラスの子どもとも話をしようと意識している。委

員会やクラブなどで、職員が笑顔で話しかけるように心掛けてい

る。担任だけでなく、学年の教員や授業に入っている級外教員など

たくさんの教員と接する機会が多いことで、気軽に話せるようにな

っている。 

 

生徒指導の充実 一人ひとりに寄り添い、認め、

励ます指導 

⑪ （独自）学校生活の中で、先生方からほめられたり、認められ

たりしていると感じている児童の割合（80％以上 生徒指導） 

（学校説明） 

児童 91.2％ 保護者 95.3％ 教職員 94.5％ 

・教員から積極的にコミュニケーションを取り、話をしたり遊んだ

りしている。また、保護者への電話対応では、子どものよい部分を

伝えている。担任だけでなく、関わる教員がチームとして子どもの

良さを情報交換している。叱り方も、子どものことを考えた言い方

で、納得するだけでなく成長につなげることができている。 
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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） 

算数は、全国・県・市の平均とほぼ同じポイントだった。国語と理科は、全国・県・市の平均より３～４ポイ

ントほど下回った。 

国語･･･物語の全体像を具体的に想像し、物語から伝わってくることをまとめる力が付いている。物語の全体像

から、文章表現の効果を考える力も付いている。しかし、話すこと・聞くことの問題で、自分の立場

をはっきりとさせ、話し合いの様子から自分の考えをまとめる力に課題がある。話し合い活動に力を

入れていく。 

算数･･･百分率で表された割合を分数で表す力が付いている。また、表の意味を理解し、指定された項目の数値

を求める力も付いている。しかし、割合自体の理解に課題があり、飲み物の果汁の割合について、数

量が変わっても果汁の割合が変わらないことを理解している子が少なかった。割合について、理科と

も関連させながら確認をしていく。 

理科･･･実験器具の名前と使い方を正確に覚えている子が多い。また、実験の結果を適切に記録する力が付いて

いる。しかし、実験結果から自分の考えをまとめるときに、適切な根拠を選択し、適切な表現でまと

める力に課題があり、考察のまとめ方について、例を示しながら指導をしていく。 

学習状況･･･「将来の夢や目標をもっていますか」は８３％以上が「当てはまる」と回答し、全国や県の平均を

上回り、希望をもって生活をしている子が多かった。また、「人が困っているときは、進んで助け

ていますか」は９２％、「友達と協力するのは楽しい」は９３％と、思いやりの心にあふれている

子が多かった。しかし、約束を守ってスマートフォンや PCなどを使っている子が少なく、学校で

も指導・啓発をしていく。 

 

・学力調査科目ごとに、結果から子どもたち

の課題を洗い出し、次の指導に活かしていく

取組が書かれている。今後も調査結果をどう

指導に活かすかに工夫してほしい。また、継

続して取り組んできている定着の時間は、

日々の学習の習慣化をはかるためにも活か

したい。 

・学習状況調査の中で、スマートフォンやパ

ソコンの使い方に課題があると説明があっ

た。これら情報機器は、手軽さ、便利さの反

面、将来にわたって色々な危機を生む可能性

があるので、保護者と情報共有しながら機器

のもつ怖さについても丁寧に繰り返し指導

したい。 

 

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標） 

・来年度も研修テーマを「対話を通して目標に到

達する授業」とし、授業改善を図っていく。特に

身につけさせたい力を明確にし、対話を経て学び

が深まるよう、職員の授業力向上を目指す。 

・定着の時間を通して、基礎・基本の定着を図る

ことや、つまずきの多い部分について丁寧に教え

る機会をもつことで、学力の向上につなげる。 

・「学びの基本」を職員で共通理解し、家庭にも

示す。家庭学習や学習に関する持ち物などについ

て、児童が学習に集中して取り組める環境づくり

を家庭にもお願いする。 

・メディアとの付き合い方については、外部講師

を呼び、利便性の裏に潜む危険性についても授業

を行う。また、保護者会などを通して、保護者に

も啓発を行っていく。 

中学校 

（学校説明） 

 

 



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） 

今年度の新体力テストの結果、A判定の男子は 6.78％、女子は 20％、B判定の男子は 33.9％、女子は 24％だっ

た。これは昨年度の結果と比べて、男子は低下傾向、女子は向上傾向にある。各種目の全校平均を見ると、握

力、長座体前屈、反復横跳び、20m シャトルラン、立ち幅跳びは、昨年度より記録が向上し、上体起こし、50m

走、ボール投げでは低下した。特に、ボール投げの記録が昨年度の全校平均 14.6m から 13.2m へと低下したこ

ともあり、10 月に県教育委員会運営の「体力アップコンテスト しずおか」に参加し、全校でドッジボールラ

リーに取り組んだ。学級単位で記録に挑戦し、全校で 1位となった 6年 1組は３分間で平均 78回投球・捕球す

ることができた。 

 

・弱点としてボール投げがあげられていた

が、課題解決のための手段として、全校でド

ッジボールラリーに取り組まれたことは、子

どもたちに課題意識をもたせることにもつ

ながる。 

・昨年度、行動制限の必要から朝トレを廃止

したが、そのことによる影響に気を付けたい

との話があった。もし、マイナス傾向が見ら

れるのなら、日常の体育の授業や行事内容の

工夫により、必要な運動量を補い、運動不足

や運動習慣の減退につながらないように配

慮したい。 

 

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標） 

・来年度も積極的に「体力アップコンテスト し

ずおか」に参加したい。今年度のドッジボールラ

リーのように、体力テストの結果を分析し、課題

となる運動に児童がめあてをもって取り組める

ように指導の工夫をしていく。 

・児童の体力向上のため、朝や休み時間にすすん

で外に出て運動する取組を仕組む。体育委員会が

主催するリズム縄跳びや、学年で企画する体育大

会など、外に出る必然性をもたせ、自然と友達と

誘い合って運動場に出る児童を増やしていきた

い。 

 

中学校 

（学校説明） 

生徒指導の状況 

（学校いじめ防止基本方針） 

（学校説明） 

・いじめを認知した際には、いじめ対策組織を開き、学校体制での早期対応を行うことで、児童が安心して学

校へ登校することができる環境を作ることができた。また、職員室前に設置した“ゆうかりボックス”を活用

したことで、児童が抱える悩み事を減らすことにつながった。さらに、年 3 回計画している「悩み事に関する

調査」を確実に実施し、悩み事を抱えている児童に 100％対応することで、いじめ未然防止を実現することがで

きている。4月には道徳の授業でいじめを取り上げた題材を全学級で行ったり、エンカウンターを年間で計画に

実施したりすることで、望ましい人間関係を築くことができている。本年度いじめ基本方針に沿って実践して

きたことが実を結び、いじめで悩む児童が減少傾向にあることから、来年度も継続した取り組みを大切にして

いきたい。 

 

・人間関係づくりに焦点を当て、道徳の授業

を充実させ、エンカウンターを計画的に行っ

てきたことが、いじめで悩む児童の減少に役

立っているとの説明があった。子どもたちの

悩みに 100％対応してきたことと併せて、丁

寧に確実に一つ一つ取り組んできた努力が

実を結んでいるのだと思う。子どもたちの安

心安全に大きく関わっており、今後も継続し

た取り組みを期待したい。 

 

改善策（来年度の目標設定、具体的な取組目標） 

・エンカウンターや、いじめ調査に対する 100％

対応は、継続することで成果として表れるため、

来年度も実施をする。エンカウンターは、人間関

係づくりの機会として、回数を増やすことが望ま

しい。教職員間で調整の上、回数を決めて確実に

実施したい。 

・インターネットでの誹謗中傷から始まるいじめ

に対して、今年度以上の対策が必要であると感じ

る。そこで、外部講師を招き、話を聞くだけでな

く、インターネットモラルなどを取り上げた授業

を ICT支援員などと計画し、実施していきたい。 

 

 


