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1．確かな学力・学力向上について

質問1　わかる授業について（保護者）
まったく

tll！巾

あまり

†汗〉り

無回答

4巧も

障とても　■やや　　あまり　　まったく　■無回答

質問1わかる授業について（生徒）まったく
1％

あまり

29も

無回答

什－り

とても

b1－－0

愚とても　■やや　一あまり　　まったく　■無回答

質問1　わかる授業について（教職員）まったく
粥も

あまり

79も



質問2　学習規律の確立について（保護者）
まったく　　　　　　　　　　無回答

098　　　　　　　　　　　　7％

あまり

1駅ら

圏とても　■やや　ノあまり　　まったく　t無回答

質問2　学習規律の確立についてく生徒）まったく
0％

あまり

69も

函とても　■やや　　あまり　一まったく　■無回答

質問2　学習規律の確立について（教職員）
あまり

0％

まったく

けヽい

魔とても　■やや　＝あま短　　まったく　雷

とても

封％

無回答

1％

とても

hl1－．1

とても

13－）■l



質問3　家庭学習の習慣化について（保護者）
まったく　　　　　　　　　　　無回答

19も　　　　　　　　　　　　　　　約も

あまり

6％

圏とても　■やや　一一あまり　　まったく　■無回答

質問3　家庭学習の習慣化について（生徒）まったく
あまり

69も

2tl．■■

塁とても　■やや　▲－あまり　　まったく　t無回答

質問3　家庭学習の習慣化について　も教職員：字担・教担のみ回答ラ

あまり　　　　　　　　　　　　　　　　まったく

駅も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0％

とても

3011．1

無回答

0％

とても

開戦

とても

34％



質問4　読書の推奨について（保護者）無回答

まったく

1％

あまり

24％

匪とても　■やや　んあまり　　まったく　■無回答

質問4　読書の推奨について（生徒）無回答
まったく　　　　　　　　　　　　　　粥も

7％

あまり

23隼も

惑とても　■やや　　あまり　こまったく　■無回答

質問4　読書の推奨について（教職員：学担のみ回答）
まったく

粥も

あまり

50号も

圏とても　■やや　＝あまり・まったく　■

とても

171■．）

とても

3断わ

とても

1二三％



質問5　コンクールや検定について（保護者）無回答
5％

まったく

1いり

あまり

lヱいLl

陀とても　■やや　＿あまり　－∵まったく　暮無回答

質問5　コンタープレや検定について性徒）ま憲く

あま9

700

置とても　■やや　　あまり　　まったく　翳無間答

質問5　コンクールや検定について（教職員：国語・英語科のみ回答）

あまり　　　　　　　　　まったく

いりJ－1　　　　　　　　　　　椚1－

園とても　■やや　－あまり　－まったく　t

とても

32号施

無回答

Ot！．1



質問6　ノーメディア週間について（保護者）
無回答

5％

あまり

21％

ヨとても　■やや　∵あまり　　まったく　■無回答

質問6　ノーメディア週間について（生徒）
まったく　　　　　　　　　　無回答

3％　　　　　　　　　　　　　　0％

あまり

71丁．1

観とても　暮やや　　あまり　＿－まったく　t無回答

とても

17％

とても

45くさも



2．生徒と教師の信頼関係づくりについて

質問1　居心地の良い学校づくりについて（保護者）
まったく　　　　　　　　　　　　　無回答

3％　　　　　　　　　　　　　　　　　　5％

あまり

th－1．1

墜とても　暮やや　－あまり　　まったく　t無回答

質問1居心地の良い学校づくりについて（生徒）
まったく　　　　　　無回答

3％　　　　　　　　09も

あまり

111■il

詔とても　1やや　　あまり　　まったく　■無回答

質問1　居心地の良い学校づくりについて（教職員）

あま哲

郎ら

まったく

tltナい

とても

27％

とても

51％



質問2　生徒と教師の信頼関係について（保護者）
無回答

まったく

2号ら

あまり

lSnil

5％

とても

23哲も

忍とても　■やや1あまり　　まったく　■無回答

質問2　生徒と教師の信頼関係について（生徒）無回答

あまり

1いl）Jl

まったく

211！U

窃とても　■やや　＿あまり　　まったく　t無回答

質問2　生徒と教師の信頼関係について（教職員）

あまり

13％

函とても　＋やや　－あまり　　まったく　■

とても

46％

とても

：日。il

酢も



質問3　部活動の活性化について（保護者）
無回答

まったく

298

あまり

17％

39も

園とても　■やや　㍉あまり　一一まったく　■無回答

質問3　人間形成を目指す部活動指導について（生徒）
まったく　　　　　　　　無回答

あまり　　　　　1％

1098

0％

歴とでも　■やや　＿あまり　　まったく　義無回答

質問3　入間形成を目指す部活動指導について（教職員）

まったく

7％

あまり

13％

暦とても　■やや　－「あまり　▼まったく　■

とても

139も

とても

28％

とても

59％



質問4　主体性・協調性・団結力を高める支援について（保護者）
まったく　　　　　　　　　　　無回答

19も　　　　　　　　　　　　　　4早島

あまり

8％

匪とても　■やや　一あまり　　まったく　■無回答

質問4主体性・協調性・団結力を高める支援について（生徒）
まったく　　　　　　無回答

あまり

5％

2％　　　　　　　　0％

とても

33011

とても

58㌢も

慧とても　tやや　－あまり　一一まったく　■無回答

質問4　主体性・協調性・団結力を高める支援について（教職員）

繁とても　■やや　－あまり　ごまったく

⊥0

とても

一1111．1



質問5　積極的な生徒指導の推進について（7保護者）
無回答

まったく

5％

あまり

20％

49も

とても

28％

璽とても　■やや　－あまり　　まったく　事無回答

質問5積極的な生徒指導について（生徒）まったく
39も　　　無回答

び詣

あまり

70．1

遥とても　■やや　一一あまり　－まったく　t無回答

質問5　積極的な生徒指導について（教職員）
あまり　　　　　　　　　　　　　まったく

Ii一丁小　　　　　　　　　　　　　　　　津†■－

整とても　■やや　こあまり　　まったく

とても

53与も

とても

ti5－1．1



質問6　復興支援・防災教育の推進について（保護者）
まったく　　　　　　　　　　　無回答

桝も　　　　　　　　　　　　　　5％

あまり

btllrI

函とても　■やや　　あまり　　まったく　■無回答

質問6　復興支援・防災教育の推進について（生徒うまったく
あま学才

2学も

ll‾■り

底とても　暮やや　＿あまり　　まったく　t無回答

質問6　復興教育・防災教育の推進について（教職員）
あまり　　　　　　　　　　　　まったく

％　　　　　　　　　　　　　　　粥も

薗とても　■やや　－あまり　7r　まったく

とても

3リい‘l

無回答

tjいil

とても

（■17日0

とても

539も



3．保護者・地域との連携について

質問1　父母会活動、PTA活動への協力について（保護者う
まったく　　　　　　　　　　無回答

1％　　　　　　　　　　　　5％

あまり

7官も

園とても　1やや　　あまり　－まったく　‥上板回答

質問l　父母会活動、PTA活動への協力について（教職員）

あまり

はUJI

圏とても　■やや　こあま9　－　まったく　書　鷺

とても

371－－．1

とても

コ311。



質問2　積極的な情報発信について（保護者）

あまり

3％

まったく　　　　　　　無回答

19も　　　　　　　　　　5％

圏とても　■やや　√　あまり　－まったく　蠣無回答

質問2　積極的な情報発信について（教職員）
あまり

0％

暫とても　■やや　一一あまり　だまったく

まったく

粥も

とても

529も

とても

いtIl■い



質問3　積極的な地域活動への参加・協力について（保護者）
まったく　　　　　　　　　　　無回答

1％　　　　　　　　　　　　　　5％

あまり

89も

匿とても　■やや　〉あまり　　まったく　事無回答

質問3　積極的な地域活動への参加について（生徒）
無回答

まったく

7％

あまり

2・一111．1

1％

・製とても　■やや　　あまり　　まったく　■無回答

質問3　積極的な地域活動への参加・協力について（教職員）

あまり　　　　　　　　　　　　　まったく

雛も　　　　　　　　　　　　　　　　％

蟹とても　■やや　こあまり　「まったく

とても

35琴も

とても

329も

とても

－17t－．－



質問1積極的な挨拶について（生徒）

あまり

卵も

まったく

3％　　　　無回答

腔．1

配とても　■やや　－＿あまり　＿まったく　■無回答

質問2－（1）相談相手について牲徒）その他

SC　　　　　　　　　　　　　　　　3％

とても

479も

親・祖父母

3405

兄弟姉妹

13●！11

8％

囲親・祖父母　■兄弟姉妹　　先生　一友達　■SC　響その他

質問2－（2）　相談内容について（生徒）
その他

79も

将来のこと

200iI

部活動

lqt7．1

友人関係

2－19も

親子閏榛

39も

田友人関係　■親子関係　－　SNS等　　勉強　■部活動　■将来のこと　■その他



令和2年度　軽米町立軽米中学校　学校評価　総括

1．確かな学力・学力向上について

≪わかる授業≫

直接授業を受けている生徒の61％（昨年度も61％）は、先生方が「わかる授業」を目

指して努力をしてくれていると感じている。更に「やや」も含めた肯定的な生徒は、97％と

とても高い数値である。

保護者も「とても」と「やや」を合計すると、87％（昨年度も87％）の方が肯定的である

が、昨年度と比較すると、若干、「とても」の数値が下がっている。これは、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のために授業参観の回数が減り、授業の様子を見る機会が減ったこと

も影響していると考える。

最後に、教職員の自己評価を見てみると、「とても」が43％と昨年度の12％を大きく上

回っている。しかし、「やや」は50％と「とても」を上回っている。昨年度よりは、かなりいい

傾向にはあるが、「やや」と回答した先生方が、この実態を踏まえ、授業力向上を図ること

により、より生徒の学力向上につながると考える。

尚、来年度より「新学習指導要領」の実施となる。各教科の指導の領域や、指導の仕

方などが変わる。本校の「研究部」を中心とした組織で、準備をしっかりと図っていきた

い。

《学習規律の確立≫

生徒は、授業の時に適宜、注意・指導をされていると半数以上が感じている。「とても」と

「やや」を合計すると93％（昨年度は96％）と高い数値を示している。

保護者に関しては、「やや」が「とても」より多い数値を示しているが、合計すると83％

（昨年度87％）と、これも肯定的である。これに関しても、授業参観等で例年通りに学校

に来る機会が多く、授業を見ていただければ、もう少し数値が上がっただろうと思われる。

一方、教職員を見てみると「とても」が43％と昨年度の25％を大きく上回っている。「と

ても」と「やや」を合計すると100％と、先生方も学習規律に関しては、意識をして授業に

臨んでいるという結果であった。今の軽米中は、ほぼ全ての学級、ほぼ全ての教科で学

習規律が確立されており、次の課題は、『学力向上』そのものであると考える。

≪家庭学習の習慣化≫

生徒は、家庭学習の内容や量について58％（昨年度は53％）が「とても」妥当と思って

いる。更に「やや」を加えると、92％の生徒が肯定的である。

しかし、保護者も感じているようであるが、教科担任や学級担任の取り組ませ方にやや

甘さがあるとも読み取れ、「やや」が57％、「とても」が30％と、約2倍の数値となっている。

教職員については、学級担任・教科担任のみの回答としたが、「とても」が34％（昨年

度は19％）、「やや」58％（昨年度は44％）と昨年度よりは、改善儒向にあるといえる。し



かし、これに甘んじることなく、授業と連動した宿題を確実に提示し、生徒全員に毎日継

続して取り組ませ、『学力向上』につなげ続けなければならないと考える。

≪読書について≫

読書については、今年度も、本校の『学びフェスト』で重点として位置付けて取り組んで

きた。しかし、学級担任の評価自体が昨年度より多少改善されたものの、「あまり」50％

が、「とても」12％と「やや」38％を合計した数値と同じである。これでは、まだまだ重点と

言える状況にはなっていない。昨年度、曖昧になっていた朝読書を読書の時間に加算し

て回答した生徒と加算しないで回答した生徒があったため、今年度からは、朝読書も含

むことと統一して調査したところ、昨年度よりは「とても」30％（昨年度は27％）、「やや」4

0％（昨年度は38％）と数値が若干上がった。

今後、読書活動を推進するためには、学級担任はもとより、委員会等による活動も含

め、もっともっと活発に啓発していく必要がある。

≪コンクール・検定について≫

軽米町は、生徒1人につき1回、英語検定・漢字検定の検定料を補助していただいて

いる。よって、大分、保護者・生徒の間でもこの町の補助についてや、学校の取組につい

て理解していただいてきており、「とても」「やや」の肯定的な数値が、保護者82％、生徒9

0％（「とても」が61％と高い数値）と高く出ている。

学校としては、英語科・国語科を中心に、受けることの数値も大切であるが、学びフェス

トで示している「級」や「合格率」を上げる努力をしていかなければならないと考える。町の

方針が変わらない限り、各種検定には、今後も前向きに取り組ませていきたいと考える。

≪ノーメティアについて≫

この質問は、家庭における学習の取組に関するものであり、今年度も昨年度同様に、

保護者と生徒との数値に大分誤差があった。信憑性を考えると、保護者の数値のほうが

正確な値に近いと考え見てみると、25％（昨年度23％）の家庭では、何らかの理由で取

り組めていないことがわかる。

因みに、生徒の数値で見てみると、「とても」45％、「やや」45％と合計すると90％の生

徒が、ノーメディアでの学習に取り組んでいることにはなっている。

今年度も、町の有線放送でも取り上げていただいている小・中学校が時期を合わせて

行っている取組でもあるので、何らかの手段で、「軽米町の小・中学生は、全員が徹底す

るのだ！」といった風土を各家庭に浸透させていきたいが、そのハードルは高いか‥・。

2．生徒と教師の信頼関係づくりについて

≪居心地の良い学校づくり≫

昨年とほぼ同じ数値で、生徒の約半数（50％強）が、「とても」居心地がいいと感じてい

ることは良い傾向である。更に、「やや」も35％と、肯定的な回答は合計で85％になっ

た。しかし、「あまり」や「まったく」と回答した生徒や保護者も少なからずともいるのが現状

であり、そのような回答をした生徒一人一人に目を向けていく必要があると考える。



教職員に関しては、「とても」の数値が昨年度より約10％増え、「やや」が昨年度の6

9％から53％と「とても」に移行していることも分かった。教職員の意識は、向上傾向にあ

るが、それに伴って、その意識が、生徒や保護者に還元されなければないと考える。

≪教師と生徒との信頼関係づくり≫

生徒の「とても」の数値が昨年度の54％より8％減の46％と過半数を割った。その分、

「やや」の数値が、昨年度の34％から42％へと8％増加した。「とても」と「やや」の合計は

同じで88％と高い数値ではあるが、もっと生徒とのかかわりを大切にしていきたい。

教職員の「とても」の数値は、昨年度19％から34％に大きく数値は上がったが、（「あま

り」と答えた13％は問題外）、生徒や保護者の感じ方は、比例していないようである。しか

し、一方で、やはり居心地の良い学校づくりの結果と同様に、少数ではあるが「あまり」や

「まったく」と回答している生徒に注目し、教職員からの働きかけで信頼関係を構築してい

きたいと考える。

また、保護者の中には、「あまり」や」や「まったく」と回答してきた方が合計20％もおり、

無視するわけにはいかない。保護者の信頼回復のためにも、「チーム軽中」教職員として

共通意識の下、生徒とのかかわりを大切に向き合っていきたいと考える。

≪部活動指導について≫

今年度は、特にも部活動に関しては、新型コロナウイルスの関係で、部活動の停止、

練習試合への様々な制限、大会の中止や縮小開催など厳しい1年となった。よって、

様々なマイナスの要素がある中ではあるが、思ったほど「あまり」や「まったく」といった否

定的な数値は高く出なかった。

保護者や教職員の数値を見ると、昨年度より若干、新型コロナウイルスの影響もうかが

える否定的な評価の微妙な増加もあった。しかし、部活動をする当の生徒たちを見れば、

昨年度の「とても」66％が59％に減少し、「やや」24％が30％に増加する状況になった

が、合計すればほぼ昨年度と同％となった。

なお、昨年度の分析でも挙げたが、教職員の事情（専門外競技の指導・部活動以外の

業務等）があり、生徒達が期待しているほど集中して指導に当たれない現実もある。生徒

の人間形成を更に育てていくため、そして、保護者の期待に応えるべく、限界はあるが、

教職員の意識改革が必要であると考える。

※近い将来、学校の部活動への強制加入は廃止になる予定。

≪主体性・協調性・団結力向上の支援について≫

生徒の回答では、「とても」が58％（昨年度は62％）、「やや」を合計すると、93％（昨

年度も93％）と高い数値を示している。又、保護者も「やや」が多いが、同様に87％（昨

年度は93％）と肯定的な回答であった。肯定派は、これも新型コロナ禍ではあったが、何

とか実施することができた体育祭・文化祭・総合的な学習の時間の発表などをとおして評

価しているものと考える。



職員に関していえば、昨年度の「とても」19％が41％に大きく増加した。これは、例年に

ない新型コロナ禍での行事等の実施ということもあって、ただ予防をして、縮小等を講じて

実施するだけではなく、実施するからには、生徒の主体性や協調性、団結力をつけさせ

るためにはどうしたらよいかなどの工夫を、例年以上に職員が一丸となって検討し合い、

実施にこぎつけたからこその数値であると考える。

≪生徒指導の推進について≫

積極的な生徒指導に関しては、生徒の回答では53％（昨年度60％）が「とても」。「や

や」を合計すると、90％（昨年度87％）が評価をしている。

保護者については、「とても」「やや」の合計が昨年度86％に対し、今年度は71％と大

きく減少している。又、「あまり」「まったく」といった否定的な数値が、昨年度の14％から、

今年度は、25％と増加している。

一方、今年度は、教職員の意識に大きく変化が現れ、昨年度の「とても」6％が65％へ

と大幅に増加。昨年度「やや」94％だったのが、29％に減少と数値に変化があった。これ

は、悪くとらえれば、昨年は、生徒指導上の問題が少なかったが、今年度は、生徒指導上

の問題が大なり小なり多かったことによる増減だったとみることができる。

生徒指導上の問題に関しては、これまでも、そして、これからも、「早期発見」「早期解

決」、職員間での「報告・連絡・相談」を重視し、推進していきたいと考える。

≪復興・防災について≫

本校では、復興支援学習や防災学習に、総合的な学習の時間を通して力を入れて取

り組んでおり、その結果が、生徒の「とても」67％（昨年度は72％）、「やや」30％（昨年度

は24％）、合計すれば97％と高い数値に表れていると考えられる。

保護者に関しても、89％の方が、「とても」「やや」と肯定的な回答が多かった。

昨年度課題だった、教職員の「とても」が38％と少なく、「やや」が56％と多かったこと

に関しては、「とても」が53％で、「やや」が41％と、かなり改善が図られた結果となった。

是非、これからも継続した取組や活動を推進していきたい。

3．保護者・地域との連携について

≪父母会活動・PTA活動について≫※保護者・教職員のみ回答

この項目に関しては、今年度は、新型コロナウイルスによる部活動の縮小、PTA活動の

中止、更に地域での行事の中止等で、本校の職員が、保護者の方々や地域の方々と按

する機会が激減したことにより、昨年度と比較した場合に肯定的な数値が低く出たと考え

られる。

因みに、保護者の学校に対する評価は、「とても」が37％（昨年度61％）、「やや」が5

0％（昨年度34％）を合計すると、87％（昨年度95％）と昨年度に比べると大分低い数値

が出ている。

ざふむ



教職員に関しても、部活動での練習試合や大会、PTA活動への協力や連携の機会が

少なかったためか、「とても」が23％、「やや」が59％、更に昨年度は6％であった「あまり」

が18％と低く自己評価している。

まだまだ、新型コロナウイルスの影響で、来年度の部活動（大会や練習試合含む）や、

PTA活動が例年通り実施されるかどうかがわからない状況であるが、様々な行事や取組

が再開したときには、土・日に行われるm活動等に、教職員の家庭の事情もあるかと思

うが、学校としてもできる限り、PTAの活動に積極的に参加・協力していきたいと思う。

≪情報発信について≫※保護者・教職員のみ回答

今年度も、学校からは、校報・ホームページ・一斉メール・学年通信・学級通信・保健だ

より・進路通信等、沢山の情報を発信した。

「一斉メールの頻度が多すぎる」（野球等の速報等）といった昨年度の反省から、重要

なお知らせと、ホームページ更新のお知らせに限ったことにより、若干「とても」の数値が

減下がったものの、「やや」の数値がその分上がった。合計で見れば91％（昨年度は9

5％）と高い数値を維持している。今後も、必要な情報発信は、継続して行っていきたいと

考える。

《地域の活動について≫

昨年度は、祭り（夏・秋）、夢灯り、また、各地区での郷土芸能への生徒の取組などに、

今年度は、特にも県中文祭での発表があったこともあって、学校が地域とかかわる機会が

多くあった。しかし、今年度は、地域での行事や活動が、ほとんど中止となり、保護者・教

職員共に「とても」の数値が下がり、「やや」の数値が上がる結果となった。

しかし、そのような中、生徒たちは、昨年度は3年生で取り組んだ「地域芸能」を、今年

度から全校生徒で学ぶこととしたことにより、昨年度と大きく数値に変化はなかった。

今後も、軽米中として、継承活動を継続して、生涯、郷土を愛する人間に育てていきた

いと考える。

3　生徒自身のことについて（参考）※生徒のみ回答

≪積極的な挨拶について≫

昨年同様、挨拶に関しては、生徒会を中心とした「挨拶運動」が、年間を通して常態化し

てきており、その成果の現れであると考える。しかし、毎朝、「挨拶運動」を展開しているリー

ダー達の積極性とは裏腹に、「元気よく」とか、「目を見て」とか、「心を込めて」とかといった

質の高い挨拶の返しは、全体のものにはなっていない現状がある。

今後も、リーダーが中心となって根気強く、全校生徒が明るくお互いにあいさつを交わし、

活気あふれる学校にしていくために、更に様々な方法で活発な取組をさせていきたいと考

える。

≪相談相手について≫≪相談内容について≫は、参考まで・‥。



4　全体をとおして

今年度の学校評価は、 全体を通してみると、生徒が行った評価、教職員が行った評価に

関しては、昨年度より高い数値を示す項目が多くあった。 しかし、その中でも、生徒の「生徒

と教師の信頼関係づくり」の項目に関しては、昨年度より評価が低く出てしまった。ここに関

しては、全ての学校での教育活動の根底には、やはり「生徒と教師の信頼関係」が必要不

可欠であることを念頭に置き、学習活動はもとより、行事や部活動、学校生活全般を通して

築いていかなければならないと教職員全体で確認し、肝に銘じたい。

また、保護者が行った評価に関しては、全体的に昨年度と比べると、低い評価が多くの項

目で見られた。新型コロナ禍の影響で、例年のように学校行事や授業参観などもできなかっ

たことが大きく影響していると思われる。

確かに、生徒・保護者・教職員の評価で、低い評価の項目は出ているが、四段階評価で

の中間値〔2．5〕を下回るような項目は1つもない。要するに、高い数値での上がり下がりは

あるが、私たち教職員は、この学校評価を毎年反省材料として真筆に受け止め、生徒からも

保護者からも信頼され、評価されるような教育活動を展開していきたいと考える。

最後に、それぞれの項目について、記述での回答を沢山いただいた。保護者・生徒から

の全ての意見に対して、前向きに検討していきたいと思う。やれることは直ぐにでも改善して

いきたいと思う。しかし、中には、どうしても今の軽米中学校での現状では、解決・改善でき

ないご意見もあることは、ご理解いただきたいと考える。

R3．1．15

〔分析〕校長遠藤


