
＜各学年が重点項目に設定した項目の割合＞ 

◆ 子どもの実態把握をし，どの視点から取り組むべきか明確に 
することが重要。 

◆ なぜこの項目を選んだのかというこ
とを学年全体で共有した上で，実践の
工夫をすることが重要。 

◆ 今後の取組を教員全体で共有し，意識
的に行うことが重要。 

【重点がア・イの場合】 
⇒「主体的活動」を 
意識していくこと 
が必要 

【重点がウ・エの場合】 
⇒ 授業改善を意識 
していく必要があ 
る。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）調布市立小・中学校のアンケート調査結果     （２）各学校の実態例                                  （３）今後の取組に向けて 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

結果を受けて，各学年の重点項目を設定 

令和２年１０月２３日 

調布市教育委員会指導室 

 以下の取組を通して、魅力ある学校づくりを推進し、調布市及び都内公立小・中学校における不登校の未然防止を図る。 

（１）児童・生徒への定期的な意識調査（６月，１０月，２月の年３回） 

（２）（１）を踏まえた，各校における「居場所づくり（児童・生徒が落ち着ける場づくり）」・「絆づくり（児童・生徒の主体的な活動による関係づくり）」の検討 

（３）中学校区による小・中連携の組織的取組 

１ 調布市教育委員会における本調査研究の目的（２年間） 

※「魅力ある学校づくり」・・・児童・生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立つ，不登校にならないための学校づくり 

                               （「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（令和元年 10月 25日，文部科学省）より） 

２ ６月アンケートの調査結果（国立教育政策研究所の４項目） 

＜分析＞ 
主体性の意味を再度確認し，

授業の中で「絆づくり」の指導
方法の工夫を行うことが必要で
ある。 

＜分析＞ 
１０月の予想では６月の子

どもの実態を踏まえ，どのよ
うな取組が効果的か検討する
ことが大切である。 

＜分析＞ 
教員の感じ方と子供の感じ

方に開きがあるので，教育活
動を計画する際に主語を「子
ども」にする必要がある。 

○ 多くの学年が重点項目とするウの項目について，学校・
学年でどのような取組が行えるか検討する。 

⇒ ・主体的な活動場面を授業の中に取り入れていく。 

・何をもって主体的となるか教員と子どもが共有する。 

○ これまでの教育活動を「居場所づくり」と「絆づくり」
の観点から見直しを行う。 

⇒ ・ 新しいことをするのではなく，今までの活動を見つ

め直し，「居場所づくり」「絆づくり」に当てはまる

活動が何かを意識する。 

○ ６月と１０月アンケートの結果を比較し，変化の要
因について分析する。 

⇒ ・ 結果が上昇した場合には，その要因を学年で協議し，

学校で共有する。 

  ・ 結果が上昇しなかった場合には，今後の対応の見直 

しが必要となる。学年で協議し，上昇しなかった要 

因を確認する。  

  ・協議をする際に，教員の取組が振り返れるように 

魅力ある学校づくりチェックシートを活用する。 

予想 結果

ア 70% 70%

イ 80% 80%

ウ 70% 62%

エ 60% 64%

意識調査項目

学校が楽しい

みんなで何かをするのは楽しい

授業に主体的に取り組んでいる

授業がよくわかる

予想 結果 予想 結果

ア 59% 64% 51% 59%

イ 73% 69% 58% 62%

ウ 41% 53% 47% 52%

エ 54% 58% 43% 49%

小学校 中学校

学校が楽しい

みんなで何かをするのは楽しい

授業に主体的に取り組んでいる

授業がよくわかる

予想 結果

ア 30% 60%

イ 40% 79%

ウ 25% 42%

エ 30% 60%

意識調査項目

学校が楽しい

みんなで何かをするのは楽しい

授業に主体的に取り組んでいる

授業がよくわかる

予想 結果

ア 50% 33%

イ 65% 37%

ウ 50% 25%

エ 50% 18%

意識調査項目

学校が楽しい

みんなで何かをするのは楽しい

授業に主体的に取り組んでいる

授業がよくわかる

① 教員の予想と児童・生徒の結果が，ほぼ一致していて，子どもの実態把握がされている例 

② 児童・生徒の結果が，教員の予想を大きく超えて肯定的であるが，教員の見立てが低
く，子供の実態とずれが生じている例 

③ 教員の見立てと児童・生徒の結果に開きがあり，児童・生徒の肯定的回答が低い例 

資料６ 

 

予想：教員が子どもの実態を見て，予想した数値 
結果：子どもによるアンケート調査の数値 

ア イ ウ エ

41% 15% 45% 33%



（３）課題

各校における，魅力ある学
校づくりの推進による，新規
数の抑制

（２）不登校児童・生徒の背景からみた現状

（１）不登校数からみた現状
①不登校の出現率（Ｈ３０）

令和２年度「魅力ある学校づくり調査研究事業」（国立教育政策研究所）について
～調布市立小・中学校における不登校の未然防止に向けて～

令 和 ２ 年 ３ 月
資 料
調布市教育委員会指導室

以下の取組を通して、魅力ある学校づくり を推進し、調布市及び都内公立小・中学校における不登校の未然防止を図る。
（１）児童・生徒への定期的な意識調査
（２） （１）を踏まえた，各校における「居場所づくり」（児童・生徒が落ち着ける場づくり）・「絆づくり」（児童・生徒の主体的な活動による関係づくり）の検討
（３）中学校区による小・中連携の組織的取組

２ 調布市の不登校の現状と課題

１ 調布市教育委員会における本調査の目的（２年間）

小学校 中学校

全国 ０．７０％ ３．６５％

東京都 ０．７１％ ３．６７％

調布市
（人）

０．７８％
（８５）

３．９１％
（１５７）

②学年別不登校数の平均（H28〜30）

（千人率）

③ 新規・継続別不登校数の平均内訳

★調布市立小・中学校の不登校出現率は，
全国及び東京都の平均より高い状況に
ある。

★不登校数は，学年を追うごとに増加し，中３でや
や減少する。
★不登校数は，小６→中１，中１→中２で急増する。

★中１時の急増の要因は，新規数の増加である。

★不登校数は学年が上がると，一旦下がる。中２
まで，継続数が減った以上に新規数が増える。

②不登校の要因（H30）

継続数・・・前年度も不登校であった児童・生徒の数
※新規数・・・前年度は不登校ではなかった児童・生徒の数

※

小学校 中学校

家庭生活（57.6％） 家庭生活（43.3％）

友人関係（24.7％） 友人関係（7.0％）

学業不振（9.4％） 進路に係る不安（4.4％）

③不登校児童・生徒（一部）の
自尊感情測定尺度（東京都版）（R1）

背景

本人の素因
生育環境
【家庭】

生活環境
【学校・地域】

生活体験・生育過程

①不登校の背景理解の視点

★不登校の「きっかけ」のみならず，児童・生徒の「生活環境」「生
育環境」「本人の素因」から，背景を理解することが重要である。
★未然防止に向けては，学校が実施可能な生活環境（→「居場所
づくり」）と生活体験（→「絆づくり」）の指導内容・方法を検討する
必要がある。

★小・中学校とも，「家庭生活」「友人関係」が多くを占める。

★児童・生徒が落ち着ける「居場所づくり」と児童・生徒の主体的
な活動による関係をつくりあげる「絆づくり」の重要性を捉える
ことができる。

（千人率）

小学校 中学校

A自己評価・自己受容 2.20 2.35

B関係の中の自己 2.77 2.74

C自己主張・自己決定 2.73 2.71

★共通して，自尊感情を構成する３因子の「A自己評価・自己受容」が
低い傾向にある。

★東京都の傾向として、学年が上がるごとに「A 自己評価・自己受容」
は低くなる傾向がある。この観点から未然防止策を講じるとともに、
学校全体・各学年・個別の自尊感情の傾向を踏まえる必要がある。

推進のための具体的取組
１ 意識調査による実態把握
２ 実践プランの作成
・「居場所づくり」「絆づくり」
の観点から
・「自尊感情」の観点から
３ 取組の実践
４ 成果の検証と見直し
・モデル校区の小・中連携

※「魅力ある学校づくり」・・・児童・生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立つ，不登校にならないための学校づくり
（「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（令和元年10月25日，文部科学省）より）

小学校 中学校
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